
 
 

書 名 著者名・出版社・請求記号 

AI 時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ（全６巻） 

 1 AI〈人工知能〉のきほん／2 プログラミングのきほん／3 デジタリ

リテラシーのきほん／4 コンピュータのしくみ／5 ネットワーク・通信のしく

み／6 情報セキュリティのしくみ 

土屋誠司 著 創元社 007-ツ 

答えられないと叱られる!?チコちゃんの素朴なギモン 365 
NHK「チコちゃんに叱られる!」制作班 監修 日本放送協会 

宝島社 049-エ 

自分を好きになれない君へ 野口嘉則 著 小学館 159-ノ 

ロシア点描 まちかどから見るプーチン帝国の素顔 小泉悠 著 PHP 研究所 302-コ 

夕暮れに夜明けの歌を 文学を探しにロシアに行く 奈倉有里 著 イースト・プレス 302-ナ 

高校生の就職試験一般常識&SPI 2023 年度版 柳本新二 著 TAC 出版 307-ヤ 

13 歳からの地政学 カイゾクとの地球儀航海 田中孝幸 著 東洋経済新報社 312-タ 

合格率 9 割!鈴木俊士の公務員試験「作文・小論文」の書き方 鈴木俊士 著 KADOKAWA 317-ス 

SDGs で見る現代の戦争 知って調べて考える 伊勢﨑賢治 監修 関正雄 SDGs 監修 学研プラス 319-イ 

少年のための少年法入門 山下敏雅, 牧田史, 西野優花 監修 旬報社 327-ヤ 

プログラマーの一日 WILL こども知育研究所 編著 保育社 366-ウ 

農業者になるには 大浦佳代 著 ぺりかん社 366-オ 

環境学部 中高生のための学部選びガイド 大岳美帆 著 ぺりかん社 376-オ 

話し方のコツがよくわかる看護医療系面接頻出質問・回答パターン 25 菊池秀策 著 KADOKAWA 376-キ 

栄養学部 中高生のための学部選びガイド 佐藤成美 著 ぺりかん社 376-サ 

大学入試総合・推薦入試をひとつひとつわかりやすく。 樋口裕一, 和田圭史 著 学研プラス 376-ヒ 

小学館の図鑑ＮＥＯ 岩石・鉱物・化石 萩谷宏, [ほか] 監修・小学館 458-ハ 

外来生物ずかん 見る知る考えるずかん 
五箇公一 監修 ; ネイチャー&サイエンス 編著 ; ひらのあす

み イラスト ほるぷ出版 468-ネ 

ほんわかクラゲの楽しみ方 ゆらゆら、ふらふわ。眺めて、癒される。 
平山ヒロフミ 著 ; アクアパーク品川 監修 誠文堂新光社 

483.3-ヒ 

10 代から知っておきたい精神医学シリーズ（全 4 巻） 

うつ病／統合失調症／不安症／摂食障害 

仁王進太郎 監修 ; WILL こども知育研究所 編著 保育社 

493.7-ミ 

中絶がわかる本 
ロビン・スティーブンソン ; 塚原久美 訳 ; 福田和子 解説 ; 

北原みのり 監修 アジュマ 498.2-ス 

医師が教えるゆる漢方 身近な食材をくすりに変える 板倉弘重 監修 エクスナレッジ 498.5-イ 

和ハーブのある暮らし あしもとのたからもの。日本の有用植物を知る、楽しむ。 平川美鶴 著 エクスナレッジ 499-ヒ 

よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 岩瀬泰己, 岩瀬文夫 著 秀和システム 511-イ 

植物を活用した地域づくり 農業・景観・学び 中瀬勲 監修 神戸新聞総合出版センター 518-ナ 

世界とシェア!緑の戦略 みどりがまちを変えていく 中瀬勲 監修 神戸新聞総合出版センター 518-ナ 
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本の検索は 

こちらから 



タガヤセ!日本 「農水省の白石さん」が農業の魅力教えます 白石優生 著 関和之 イラスト 河出書房新社 612-シ 

地力アップ大事典 有機物資源の活用で土づくり 農文協 編 農山漁村文化協会 613.5-ノ 

フェンネル トウ立ちを防いで大球をとるコツ 川合貴雄, 藤原稔司 著 農山漁村文化協会 617.6-カ 

トウガラシ 辛味種の栽培から加工まで 寺岸明彦 著 農山漁村文化協会 617.6-テ 

シャインマスカットの栽培技術 山田昌彦 編 創森社 625-ヤ 

けなげな野菜図鑑 
稲垣栄洋 監修 ; ヒダカナオト 絵 ; アマナ NATURE & 

SCIENCE 編 アマナ (2008 年) エクスナレッジ 626-イ 

甘長トウガラシ 品種選びと上手なつくり方 寺岸明彦 著 農山漁村文化協会 626.2-テ 

チコリー類 トレビス・タルディーボ・プンタレッラ・プレコーチェ・ヴェローナ・カステルフランコ 山村真弓,澤里昭寿著 農山漁村文化協会 626.5-ヤ 

地域と実践する SDGs 持続可能な地域資源の活用 中瀬勲 監修 神戸新聞総合出版センター 689-ナ 

青のオーケストラ 10 阿久井真 著 小学館 726-ア-10 

Dr.STONE 26 稲垣理一郎 原作 ; Boichi 作画 集英社 726-イ-26 

チ。-地球の運動について- 第 8 集 魚豊 作・画 小学館 726-ウ-8 

老人ホームに恋してる。 介護職 1 年生のめくるめく日常 大塚紗瑛 著 祥伝社 726-オ 

ファンタジー配色アイデア事典 桜井輝子 著 ; 橋賢亀 絵 エクスナレッジ 726-サ 

実録保育士でこ先生 でこぽん吾郎 著 KADOKAWA 726-テ 

ゴールデンカムイ 31  野田サトル 著 集英社 726-ノ-31 

楽器の科学 美しい音色を生み出す「構造」と「しくみ」 フランソワ・デュボワ 著 ; 木村彩 訳 講談社 763-テ 

だれでも上手に書ける小論文合格ノート 学校推薦型選抜・総合型選抜 KADOKAWA 816-キ 

おもいでマシン 1 話 3 分の超短編集 梶尾真治 著 新潮社 913-カ 

ソードアート・オンライン 26 川原礫 [著] KADOKAWA 913-カ-26 

腹を割ったら血が出るだけさ 住野よる 著 双葉社 913-ス 

掬えば手には  瀬尾まいこ 著 講談社 913-セ 

孤独の果てで犬が教えてくれた大切なこと 瀧森古都 著 SB クリエイティブ 913-タ 

おいしいごはんが食べられますように 高瀬隼子 著 講談社 913-タ 

箱庭の巡礼者たち  恒川光太郎 著 KADOKAWA 913-ツ 

汝、星のごとく 凪良ゆう 著 KADOKAWA 913-ナ 

Re:ゼロから始める異世界生活 1～10 長月達平 著 KADOKAWA 913-ナ 

その意図は見えなくて 藤つかさ 著 双葉社 913-フ 

コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店 町田そのこ 著 新潮社 913-マ 

恋は夜空をわたって 岬鷺宮 著 KADOKAWA 913-ミ 

すべてが F になる  森博嗣 [著] 講談社 913-モ 

SPY×FAMILY 家族の肖像 遠藤達哉 原作 ; 矢島綾 小説 集英社 913-ヤ 

純喫茶パオーン 椰月美智子 著 角川春樹事務所 913-ヤ 

星になりたかった君と 遊歩新夢 著 実業之日本社 913-ユ 

声をたどれば 若松真平 著 小学館 913-ワ 

ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス 
ミヒャエル・エンデ ヴィーラント・フロイント 作  木本栄 訳  

junaida 絵 小学館 943-エ 
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