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書名 著者 出版社

019/Sa 一行でわかる名著 齋藤孝 朝日新聞出版

135/Chi 現代思想入門 千葉雅也 講談社

159/Na 世界の「頭のいい人」がやっていることを1冊にまとめてみた 中野信子 アスコム

159/Pa 飯は食えるときに食っておく寝れるときは寝る : 自衛隊が教えてくれた人生を明るく生きぬくコツ ぱやぱやくん 育鵬社

210/Ho 北条氏の時代 本郷和人 文藝春秋

281/Go 戦国武将、虚像と実像 呉座勇一 KADOKAWA

289/Na 難民に希望の光を : 真の国際人緒方貞子の生き方 中村恵 平凡社

302/Ho フィンランド幸せのメソッド 堀内都喜子 集英社

304/Yo 過剰可視化社会 : 「見えすぎる」時代をどう生きるか 與那覇潤 PHP研究所

369/Pa ヘルシンキ生活の練習 朴沙羅 筑摩書房

376/O ルポ森のようちえん : SDGs時代の子育てスタイル おおたとしまさ 集英社

376/O 人間科学部 : 中高生のための学部選びガイド 大岳美帆 ぺりかん社

410/Ni/2022 実用数学技能検定過去問題集　5級 日本数学検定協会 編 日本数学検定協会

410/Ni/2022 実用数学技能検定過去問題集　4級 日本数学検定協会 編 日本数学検定協会

410/Ni/2022 実用数学技能検定過去問題集　3級 日本数学検定協会 編 日本数学検定協会

430/Ho 化学技術者・研究者になるには 堀川晃菜 ぺりかん社

450/Chi 地球46億年の秘密がわかる本 地球科学研究倶楽部 編 ワン・パブリッシング

467/Na 遺伝子とは何か? : 現代生命科学の新たな謎 中屋敷均著 講談社

470/I 面白くて眠れなくなる植物学 稲垣栄洋 PHP研究所

480/Sa 動物園を考える : 日本と世界の違いを超えて 佐渡友陽一 東京大学出版会

489/Na クジラの骨と僕らの未来 中村玄著 理論社

491/O 日本人の「遺伝子」からみた病気になりにくい体質のつくりかた 奥田昌子 講談社

■４類　自然科学

請求記号

■０類　総記

■１類　哲学・宗教

■２類　歴史

■３類　社会科学

メディアライブラ
リー



NO.2

書名 著者 出版社請求記号

520/Ku 建築家になりたい君へ 隈研吾 河出書房新社

596/I 一晩置いたカレーはなぜおいしいのか : 食材と料理のサイエンス 稲垣栄洋 新潮社

702/Ya 商業美術家の逆襲 : もうひとつの日本美術史 山下裕二 NHK出版

778/I 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 光文社

793/Qu クイズで88本ノック : 最強クイズ集団からの“謎解き"挑戦状 QuizKnock 朝日新聞出版

804/Ka フリースタイル言語学 川原繁人 大和書房

834/Shi 続 英単語の語源図鑑 : 見るだけで語彙が増える 清水建二, すずきひろし かんき出版

913/A くちなし　★ 彩瀬まる 文藝春秋

913/A 本のエンドロール 安藤祐介 講談社

913/I 巨鯨の海　★ 伊東潤 光文社

913/Ka おしゃべりな部屋 川村元気, 近藤麻理恵 中央公論新社

913/Ka 私達は、月が綺麗だねと囁き合うことさえできない 神田澪 大和書房

913/Ki 宇喜多の捨て嫁　★ 木下昌輝 文藝春秋

913/Sa 文豪たちが書いた「犬」の名作短編集 彩図社文芸部 編纂 彩図社

913/Sa 文豪たちが書いた「猫」の名作短編集 彩図社文芸部 編纂 彩図社

913/Sa 文豪たちが書いた笑う名作短編集 彩図社文芸部 編 彩図社

913/Shi 占い日本茶カフェ「迷い猫」 標野凪 PHP研究所

913/Su か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 新潮社

913/Se その扉をたたく音 瀬尾まいこ 集英社

913/Ta あやかし和菓子処かのこ庵 : 嘘つきは猫の始まりです 高橋由太 KADOKAWA

913/Ta めぐり逢いサンドイッチ 谷瑞恵 KADOKAWA

913/Na 夢見る帝国図書館 中島京子 文藝春秋

913/Hya 野良犬の値段　上 百田尚樹 幻冬舎

913/Hya 野良犬の値段　下 百田尚樹 幻冬舎

913/B 両手にトカレフ ブレイディみかこ ポプラ社

913/Ma 彼女が最後に見たものは まさきとしか 小学館

913/Ma 宙 (そら) ごはん 町田そのこ 小学館

■５類　技術・工学

■７類　芸術

■８類　言語

■９類　文学



NO.3

書名 著者 出版社請求記号

913/Ma/1 écriture新人作家・杉浦李奈の推論  1 松岡圭祐 KADOKAWA

913/Ma/2 écriture新人作家・杉浦李奈の推論　2 松岡圭祐 KADOKAWA

913/Mi 夢をかなえるゾウ 0 : ガネーシャと夢を食べるバク 水野敬也 文響社

913/Mo 満月珈琲店の星詠み～本当の願いごと～ 望月麻衣 文藝春秋

913/Mo 沖縄。人、海、多面体のストーリー 森本浩平 編 集英社

913/Mo カザアナ 森絵都 朝日新聞出版

913/Ya ぶたぶたのお引っ越し 矢崎存美 光文社

914/Yo 「違うこと」をしないこと 吉本ばなな KADOKAWA

930/Jo シャーロック・ホームズのすべて ロジャー・ジョンスン　他 集英社インターナショナル

　＊＊＊　★印の本は、2階、司書カウンター前に配架しています　＊＊＊


