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20013819 002/O 考えるということ : 知的創造の方法 大澤真幸 河出書房新社 10021433 336/Ku
リフレクション : 自分とチームの成長
を加速させる内省の技術

熊平美香
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

20013792 002/Ka
極(エッセンシャル)アウトプット :
「伝える力」で人生が決まる

樺沢紫苑  小学館 20013800 336/Mi 一瞬で大切なことを伝える技術 三谷宏治 三笠書房

20013808 069/Na
脳から見るミュージアム : アートは人
を耕す

中野信子 講談社 20013678 338/Ha ルワンダ中央銀行総裁日記 服部正也 中央公論新社

10021425 130/I
14歳からの哲学サロン : 古きをたずね
て新しきを知る

板生いくえ 銀の鈴社 20013801 361/Ha/2 新・世界の日本人ジョーク集 早坂隆 中央公論新社

10021418 140/A 生きる勇気 : なにが人生を決めるのか
アルフレッ
ド・アド
ラー

興陽館 20013804 361/Ho 日本の農村 : 農村社会学に見る東西南北 細谷昂 筑摩書房

20013807 141/Mi 問いの立て方 宮野公樹 筑摩書房 20013789 367/Ko 親の期待に応えなくていい 鴻上尚史 小学館

10021419 159/D
マインドセット : 「やればできる!」の
研究

キャロル・S・

ドゥエック
草思社 10021403 376/Ya 経済学部 山下久猛 ぺりかん社

10021431 225/Mi 一冊でわかるインド史 水島司監修 河出書房新社 20013795
377/A/
2022

大学ランキング ; 2022年版 朝日新聞出版

10021426 289/Shi 牧野富太郎 : 日本植物学の父 清水洋美 汐文社 20013803 377/Yo 大学は何処へ : 未来への設計 吉見俊哉 岩波書店

20013784 311/Tsu
「オピニオン」の政治思想史 : 国家を
問い直す

堤林剣 岩波書店 10021381 386/Ka しばわんこの和のおもてなし 川浦良枝  白泉社

10021405 312/I 18歳から考える日本の政治 五十嵐仁 法律文化社 20013806 410/Sa
深掘り!中学数学 : 教科書に書かれてい
ない数学の話

坂間千秋 岩波書店

10021437 312/O 地政学
奥山真司監
修

新星出版社 20013839 451/Sa 新・いのちを守る気象情報 斉田季実治 NHK出版

20013786 318/E 好循環のまちづくり! 枝廣淳子 岩波書店 10021432 486/Mo ゲッチョ先生のイモムシ探検記 盛口満 木魂社

20013837 327/Ta
悪魔の証明 : なかったことを「なかっ
た」と説明できるか

谷岡一郎 筑摩書房 10021429 491/A
Brain driven : パフォーマンスが高ま
る脳の状態とは

青砥瑞人
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

20013838 327/Mo 面白いとは何か? 面白く生きるには? 森博嗣 ワニブックス 10021411 498/A
Happy stress : ストレスがあなたの脳
を進化させる

青砥瑞人
SBクリエイティ
ブ

20013834 332/Mi 日本経済図説 宮崎勇 岩波書店 10021430 498/Pu
頭を「からっぽ」にするレッスン : 10
分間瞑想でマインドフルに生きる

アンディ・
プディコム

辰巳出版

20013835 333/Mi 世界経済図説 宮崎勇 岩波書店 10021423 502/Ri
人類とイノベーション : 世界は「自
由」と「失敗」で進化する

マット・リ
ドレー

ニューズピック
ス
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10021406
726/Chu
/23

三河物語[大久保忠教原作] : マンガ日
本の古典 ; 23

安彦良和 中央公論新社 10021399
913/Ka
/5-4

本好きの下剋上 : 女神の化身 ; 4 TOブックス 香月美夜

10021407
726/Chu
/24

好色五人女[井原西鶴原作] : マンガ日
本の古典 ; 24

牧美也子 中央公論新社 10021400
913/Ka
/5-5

本好きの下剋上 : 女神の化身 ; 5 TOブックス 香月美夜

10021408
726/Chu
/25

奥の細道[松尾芭蕉原作] : マンガ日本
の古典 ; 25

矢口高雄 中央公論新社 10021392 913/Ko Story for you 講談社編 講談社

10021409
726/Chu
/26

葉隠[山本常朝原作] : マンガ日本の古
典 ; 26

黒鉄ヒロシ 中央公論新社 20013749 913/Sa
名探偵コナン赤井秀一セレクション赤と
黒の攻防(クラッシュ)

酒井匙 小学館

10021410
726/Chu
/27

心中天網島[近松門左衛門原作] : マン
ガ日本の古典 ; 27

里中満智子 中央公論新社 20013750 913/Sa
名探偵コナン赤井一家(ファミリー)セレ
クション緋色の推理記録(コレクション)

酒井匙 小学館

20013787 767/Wa
Jダンス : JPOPはなぜ歌からダンスにシ
フトしたのか

若杉実 星海社 20013751 913/Sa
名探偵コナン世良真純セレクション :
異国帰りの転校生

酒井匙 小学館

10021404 780/O
きほんのスポーツ栄養食 : 10代アス
リートのパフォーマンスを最高にする

大前恵 ポプラ社 10021427 913/Shi ヴィクトリアン・ホテル 下村敦史 実業之日本社

20013805 798/I
ストーリーのつくりかたとひろげかた :
大ヒット作品を生み出す物語の黄金律

イシイジロ
ウ

星海社 20013793 913/Chu 少年時代 / [ヘッセほか著]
中央公論新
社編

中公文庫

20013802 807/Bu
デジタルで変わる子どもたち : 学習・
言語能力の現在と未来

バトラー後
藤裕子

筑摩書房 10021434 913/Te ほたるいしマジカルランド 寺地はるな ポプラ社

20013799 810/Na 「自分らしさ」と日本語 中村桃子 筑摩書房 10021401 913/Na カード師 中村文則 朝日新聞出版

20013785 814/Ya
モダン語の世界へ : 流行語で探る近現
代

山室信一 岩波書店 10021413 913/Na 娘役 中山可穂 KADOKAWA

10021420 816/Ta 書くのがしんどい 竹村俊助 PHP研究所 20013796
/97/98

913/Na/1
/2/3

約束のネバーランド 七緒 集英社

20013794 835/Sa
英文法再入門 : 10のハードルの飛び越
え方

澤井康佑 中央公論新社 10021391 913/Ni 掟上今日子の鑑札票 西尾維新 講談社

20013818 913/A Storm Bringer : 文豪ストレイドッグス 朝霧カフカ KADOKAWA 10021393 913/Mi エレジーは流れない 三浦しをん 双葉社

10021424 913/U 黒鳥の湖
宇佐美まこ
と

祥伝社 10021412 913/Mi ドキュメント  湊かなえ KADOKAWA

10021421 913/O 天使と悪魔のシネマ 小野寺史宜 ポプラ社 20013836
913/Mu
/2

お任せ!数学屋さん ; 2 向井湘吾  ポプラ社

10021415
913/Ka
/5-1

本好きの下剋上 : 女神の化身 ; 1 TOブックス 香月美夜 10021396 913/Yo 春は馬車に乗って 横光利一 立東舎

10021398
913/Ka
/5-2

本好きの下剋上 : 女神の化身 ; 2 TOブックス 香月美夜 10021402 913/Yo 夜明けをつれてくる犬 吉田桃子 講談社

10021414
913/Ka
/5-3

本好きの下剋上 : 女神の化身 ; 3 TOブックス 香月美夜 10021438 913/Yo 黒牢城 : Arioka Citadel case 米澤穂信 KADOKAWA
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10021439 930/O かわいいウルフ 小澤みゆき  亜紀書房

10021436 933/Bo 兄の名は、ジェシカ
ジョン・ボ
イン

中央公論新社

10021422 933/Mo アーニャは、きっと来る
マイケル・
モーパーゴ

評論社

10021394 949/Jo/1 窓から逃げた100歳老人
ヨナス・ヨ
ナソン

西村書店

10021416 949/Jo/2 世界を救う100歳老人
ヨナス・ヨ
ナソン

西村書店

夏休み特別貸出

７月2日より夏休みの特別貸出を始めます。

冊数 10冊まで

返却期限日 ８月３１日

夏休み期間中の貸出返却は通常通り可能です。

ただし、８月３１日までの本を延長することはできません。


