
 
 

 

書 名 著者名 出版社 請求記号 

ブラウザだけで学べるGoogleスプレッドシートプログラミング入門 掌田津耶乃 著 マイナビ出版 007-シ 

ヘルンとセツ  田渕久美子 著 NHK 出版 099-タ 

私たちはどう学んでいるのか 創発から見る認知の変化 鈴木宏昭 著 筑摩書房 141-ス 

10代で知っておきたい「同意」の話 YES、NOを自分で

決める 12 のヒント 

ジャスティン・ハンコック 文 ; ヒューシャ・マク

アリー 絵 ; 芹澤恵, 高里ひろ 訳 
河出書房新社 151-ハ 

相手の身になる練習 鎌田實 著 小学館 159-カ 

人間の営みがわかる地理学入門 水野一晴 [著] KADOKAWA 290-M ミ 

地球の歩き方 JOJO ジョジョの奇妙な冒険 地球の歩き方編集室 編集 学研プラス 290-チ 

なぜ世界を知るべきなのか 池上彰 著 小学館 302-イ 

映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ-コン

テンツ消費の現在形 
稲田豊史 著 光文社 361.5-イ 

最新医療事務のすべてがわかる本 医療事務の仕事

と魅力を徹底紹介! [2022] 
青地記代子 監修 日本文芸社 366-ア 

男子劣化社会 ネットに繋がりっぱなしで繋がれない 
フィリップ・ジンバルドー , ニキータ・クーロン 

著 ; 高月園子 訳 
晶文社 367-シ 

失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック 
新聞労連ジェンダー表現ガイドブック編集チ

ーム 著 日本新聞労働組合連合 
小学館 367.1-シ 

母親になって後悔してる 
オルナ・ドーナト 著 ; 鹿田昌

美 訳 
新潮社 367.3-ト 

やさしくわかる!愛着障害 理解を深め、支援の基本を押さえる 米澤好史 著 ほんの森出版 371-ヨ 

図解でわかる試験勉強のすごいコツ 誰でも短期間で

合格できる 50 のテクニック 
平木太生 著 日本実業出版社 379-ヒ 

きみもできるか!?天才科学者からの挑戦状 はじめての

科学実験図鑑 

マイク・バーフィールド 作・絵 ; 

岡フリオ朋子 訳 
ポプラ社 402-ハ 

ひとすじの光 写真科学絵本 
ウォルター・ウィック  文・写真 ; 千葉茂樹 

訳 ; 佐藤勝昭 監修 
小学館 425-ウ 

ケミストリー世界史 その時、化学が時代を変えた! 大宮理 著 PHP 研究所 430-オ 

カビの取扱説明書 浜田信夫 [著] KADOKAWA 465-ハ 

さらに知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤淳一, 瀬戸口浩彰 著 創元社 472-ナ 

大人になる前に知る老いと死 前沢政次 著 ぺりかん社 491.3-マ 

人と食事するのが怖い! 会食恐怖症ってなに?? 朝来おかゆ 著 合同出版 493.7-ア 
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統合失調症スペクトラムがよくわかる本 糸川昌成 監修 講談社 493.7-イ 

社交不安症がよくわかる本 イラスト版 貝谷久宣 監修 講談社 493.7-カ 

はじめての精神科 援助者必携 春日武彦 著 医学書院 493.7-カ 

拒食症と過食症の治し方 イラスト版 切池信夫 監修 講談社 493.7-キ 

入門うつ病のことがよくわかる本 野村総一郎 監修 講談社 493.7-ノ 

ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 樋口進 監修 講談社 493.7-ヒ 

依存症がわかる本 防ぐ、回復を促すためにできること 松本俊彦 監修 講談社 493.7-マ 

起立性調節障害〈OD〉 朝起きられない子どもの病気

がわかる本 
田中大介 監修 講談社 493.9-タ 

愛着障害は何歳からでも必ず修復できる 米澤好史 著 合同出版 493.9-ヨ 

まんがでわかる天気痛の治し方気圧による不調をズバッと解決! 佐藤純, あさば 著 イースト・プレス 498.4-サ 

本当の自由を手に入れるお金の大学 両@リベ大学長 著 朝日新聞出版 591-リ 

最高の髪型解剖図鑑 黄金比の顔を手に入れる 篠原龍 著 エクスナレッジ 595-シ 

世界一くさい食べもの なぜ食べられないような食べも

のがあるのか? 
小泉武夫 著 筑摩書房 596-コ 

野菜も人も畑で育つ 信州北八ケ岳・のらくら農場の

「共創する」チーム経営 
萩原紀行 著 同文館出版 611.7-ハ 

農家はもっと減っていい 農業の「常識」はウソだらけ 久松達央 著 光文社 611.7-ヒ 

お金に頼らず生きたい君へ 廃村「自力」生活記 服部文祥 著 河出書房新社 611.9-ハ 

最新日本の農業図鑑 八木宏典 監修 ナツメ社 612-ヤ 

野菜と果物すごい品種図鑑 知られざるルーツを味わう 竹下大学 著 エクスナレッジ 626-タ 

さばの缶づめ、宇宙へいく 鯖街道を宇宙へつなげた高校生たち 小坂康之, 林公代 著 イースト・プレス 667-コ 

orange 7 高野苺 著 双葉社 726-タ-7 

人を描くのって楽しいね! 衣服編 (服の描き方をとことん追究) 中村成一 著 広済堂出版 726-ナ 

キングダム KINGDOM 66 原泰久 著 集英社 726-ハ-66 

ハラヘリ読書 宮田ナノ 著 KADOKAWA 726-ミ 

キミにもなれる!声優 
東京アニメ・声優&e スポーツ専門学校 監

修 東京アニメ声優&e スポーツ専門学校 
つちや書店 778-ト 

サッカー守備解剖図鑑 プロでも知らない守り方の原則

とボールを奪う技術 
岩政大樹 著 エクスナレッジ 783.4-I 

記者ハンドブック 新聞用字用語集 共同通信社 編著 共同通信社 816-キ 

文学・小説 

〈萌えすぎて〉絶対忘れない!妄想古文 三宅香帆 著 ; 睦月ムンク イラスト 河出書房新社 910-ミ 



野良犬イギー  
荒木飛呂彦  [原案] ; 乙一 

小説 
集英社 913-ア 

invert 城塚翡翠倒叙集 相沢沙呼 著 講談社 913-ア 

invert Ⅱ 2 覗き窓の死角 相沢沙呼 著 講談社 913-ア-2 

赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳碧人 著 双葉社 913-ア-4 

わたしの幸せな結婚 6 顎木あくみ [著] KADOKAWA 913-ア-6 

ハヤブサ消防団 池井戸潤 著 集英社 913-イ 

雨を告げる漂流団地 
石田祐康, コロリド・ツインエンジンパートナー

ズ 原作 ; 岩佐まもる ノベライズ 
KADOKAWA 913-イ 

その殺人、本格ミステリに仕立てます。 片岡翔 著 光文社 913-カ 

蛍と月の真ん中で 河邉徹 著 ポプラ社 913-カ 

ユンカース・カム・ヒア 完全版 木根尚登 [著] KADOKAWA 913-キ 

世界一ブルーなグッドエンドを君に 喜友名トト [著] KADOKAWA 913-キ 

小説すずめの戸締まり 新海誠 [著] KADOKAWA 913-シ 

犯人に告ぐ 3 上 雫井脩介 著 双葉社 913-シ-3 

マーブル  珠川こおり 著 講談社 913-タ 

世界が青くなったら 武田綾乃 著 文藝春秋 913-タ 

N/A 年森瑛 著 文藝春秋 913-ト 

財布は踊る  原田ひ香 著 新潮社 913-ハ 

その本は 又吉直樹, ヨシタケシンスケ 著 ポプラ社 913-マ 

はなの街オペラ 
森川成美 作 ; 坂本ヒメミ 画 ; 井上征剛 

監修・解説 
くもん出版 913-モ 

サブスクの子と呼ばれて  山田悠介 著 河出書房新社 913-ヤ 

神さま気どりの客はどこかでそっと死んでください 夕鷺かのう 著 集英社 913-ユ 

#真相をお話しします 結城真一郎 著 新潮社 913-ユ 

ぼくたちのスープ運動 小さな思いやりが世界を変える! 
ベン・デイヴィス 作 ; 渋谷弘

子 訳 
評論社 933-テ 

戦争日記 鉛筆 1 本で描いたウクライナのある家族の日々  
オリガ・グレベンニク 著 ; 奈倉有里 ロシア

語監修 ; 渡辺麻土香, チョンソウン 訳 
河出書房新社 986-ク 
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