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書名 著者 出版社

002/Ki ゆっくり学ぶ : 人生が変わる知の作り方 岸見一郎 集英社クリエイティブ

023/Shi あしたから出版社 島田潤一郎 筑摩書房

007/I テクノロジーが予測する未来 : web3、メタバース、NFTで世界はこうなる 伊藤穰一 SBクリエイティブ

104/Ya 独学の思考法 : 地頭を鍛える「考える技術」 山野弘樹 講談社

141/I なぜ、いま思考力が必要なのか? : 社会に出るあなたに伝えたい 池上彰 講談社

134/Ka ヘーゲル哲学に学ぶ : 考え抜く力 川瀬和也 光文社

159/I 僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう　続　★ 池田理代子　他 文藝春秋

159/Sa 佐久間宣行のずるい仕事術 : 僕はこうして会社で消耗せずにやりたいことをやってきた 佐久間宣行 ダイヤモンド社

159/Ma まっすぐだけが生き方じゃない : 木に学ぶ60の知恵 リズ・マーヴィン 文 ; アニー・デービッドソン 絵 文響社

159/O やる気に頼らず「すぐやる人」になる37のコツ : 科学的に「先延ばし」をなくす技術 大平信孝 かんき出版

188/Sch 心をととのえるスヌーピー : 悩みが消えていく禅の言葉 チャールズ・M.シュルツ 光文社

204/I 歴史と地理の新しい教養365 : 1日1ページで身につく! 伊藤賀一 幻冬舎

210/I 合戦で読む戦国史 : 歴史を変えた野戦十二番勝負 伊東潤 幻冬舎

210/Ka 日本の合戦解剖図鑑 : 時代を動かした戦 (いくさ) がマルわかり かみゆ歴史編集部 エクスナレッジ

210/Ha/1 日本史サイエンス : 蒙古襲来、秀吉の大返し、戦艦大和の謎に迫る 播田安弘 講談社

281/Sa 音読したい偉人たちの最期のことば 齋藤孝 KADOKAWA

289/Na 早すぎた男南部陽一郎物語 : 時代は彼に追いついたか　★ 中嶋彰 講談社

289/Ne 夢を持ち続けよう! : ノーベル賞根岸英一のメッセージ　★ 根岸英一 共同通信社

289/Ba 大村智ものがたり : 苦しい道こそ楽しい人生　★ 馬場錬成 毎日新聞出版

289/Hi 学問の発見 : 数学者が語る「考えること・学ぶこと」 広中平祐 講談社

289/Fu ブックウィング = Book with Wings : 山中伸弥とiPS細胞　★ ふじもとみさと 文 ; 黒須高嶺 絵 文研出版

290/I 読むだけで世界地図が頭に入る本 : 世界212の国と地域が2時間でわかる 井田仁康  編著 ダイヤモンド社

291/Ka おひとりからのしずかな京都 柏井壽 SBクリエイティブ

304/I 現代史の大転換点（知らないと恥をかく世界の大問題 ;13） 池上彰 KADOKAWA

327/Ta 僕に方程式を教えてください : 少年院の数学教室 高橋一雄 集英社

350/Sa 知識ゼロでも楽しく読める!統計学のしくみ : イラスト&図解 佐々木彈 監修 西東社

366/O そうなんだ!しごとのお話 長田徹 監修 学研プラス

369/Ku 紛争・迫害の犠牲になる難民の子どもたち　★ 国連難民高等弁務官事務所 合同出版

請求記号

■０類　総記

■１類　哲学・宗教

■２類　歴史

■３類　社会科学
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NO.2

書名 著者 出版社請求記号

370/Hi 学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか 広田照幸 筑摩書房

375/Pa 勉強が面白くなる瞬間 : 読んだらすぐ勉強したくなる究極の勉強法 パクソンヒョク ダイヤモンド社

376/Ki 生活科学部・家政学部 (なるにはBooks) 木村由香里 ぺりかん社

377/Hi 京都大とノーベル賞 : 本庶佑と伝説の研究室　★ 広瀬一隆 河出書房新社

382/Shi 憑依と抵抗 : 現代モンゴルにおける宗教とナショナリズム 島村一平 晶文社

383/Chi 世界のカレー図鑑 : 101の国と地域のカレー&スパイス料理を食の雑学とともに解説 地球の歩き方編集室 著作編集

383/Ku 江戸っ子の食養生 車浮代 ワニ・プラス

404/O 未来の科学者たちへ　★ 大隅良典, 永田和宏 KADOKAWA

404/G 「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた : 「ネコの空中立ち直り反射」という驚くべき謎に迫るグレゴリー・J・グバー ダイヤモンド社

407/U ビーカーくんがゆく!工場・博物館・実験施設 : そのこだわりにはワケがある! : 実験器具たちのふるさと探訪 うえたに夫婦 誠文堂新光社

420/Ta 物理学者、SF映画にハマる : 「時間」と「宇宙」を巡る考察 高水裕一 光文社

429/Ko 宇宙はなぜ物質でできているのか : 素粒子の謎とKEKの挑戦　★ 小林誠　編著 集英社

430/O 「ロウソクの科学」が教えてくれること : 炎の輝きから科学の真髄に迫る、名講演と実験を図説で　★ 尾嶋好美 編訳 SBクリエイティブ

430/Yo 吉野彰特別授業ロウソクの科学　★ 吉野彰 NHK出版

434/No 研究はみずみずしく : ノーベル化学賞の言葉　★ 野依良治 名古屋大学出版会

434/Ya トコトンやさしいクロスカップリング反応の本 山本靖典, 江口久雄, 宮崎高則 日刊工業新聞社

451/A もっとすごすぎる天気の図鑑 : 空のふしぎがすべてわかる! 荒木健太郎 KADOKAWA

451/Ma 地球温暖化はなぜ起こるのか : 気候モデルで探る過去・現在・未来の地球　★ 真鍋淑郎, アンソニー・J・ブロッコリー 講談社

460/Ho 幸福感に関する生物学的随想　★ 本庶佑 祥伝社

464/Ta 精神と物質 : 分子生物学はどこまで生命の謎を解けるか　★ 立花隆, 利根川進 文藝春秋

472/Shi アフリカに咲く熱帯の花、笑顔の花 : ワイルドフラワー120　★ 島岡由美子 かもがわ出版

493/O イベルメクチン : 新型コロナ治療の救世主になり得るのか　★ 大村智 編著 河出書房新社

549/A 次世代半導体素材GaNの挑戦 : 22世紀の世界を先導する日本の科学技術　★ 天野浩 講談社

578/Shi 実験でわかる電気をとおすプラスチックのひみつ　★ 白川英樹, 廣木一亮 コロナ社

596/Ho ホットケーキミックスだからおいしいお菓子 ホッとケーキさん。 KADOKAWA

596/Mi スパイスカレーの基本 : いちばんおいしい玉ねぎ使いのポイント&テクニック 水野仁輔 パイインターナショナル

611/O 農業者になるには 大浦佳代 ぺりかん社

686/Ta 妙な線路大研究 : カラー版 　首都圏篇 竹内正浩 実業之日本社

726/A/1 戦争は女の顔をしていない　1 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 原作 ; 小梅けいと 作画 KADOKAWA

726/A/2 戦争は女の顔をしていない　2 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 原作 ; 小梅けいと 作画 KADOKAWA

726/A/3 戦争は女の顔をしていない　3 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 原作 ; 小梅けいと 作画 KADOKAWA

726/Ta へいわとせんそう たにかわしゅんたろう 文 ; Noritake 絵 ブロンズ新社

727/Ni 見るだけでデザインセンスが身につく本 日本デザイン SBクリエイティブ

762/Fu ウルトラ音楽術 冬木透, 青山通 集英社

■４類　自然科学

■５類　技術・工学

■６類　産業

■７類　芸術



NO.3

書名 著者 出版社請求記号

810/Sa 常識として知っておきたい日本語ノート 齋藤孝 青春出版社

816/To 論文の教室 : レポートから卒論まで（最新版） 戸田山和久 NHK出版

901/Hi 小説の読み方 平野啓一郎 PHP研究所

904/Tsu やりなおし世界文学 津村記久子 新潮社

910/Ka 森鷗外　★ 海堂尊 筑摩書房

910/Ko 森鷗外の系族　★ 小金井喜美子 岩波書店

910/Na 森鷗外 : 学芸の散歩者　★ 中島国彦 岩波書店

911/Na 詩集『山羊の歌』より  (乙女の本棚). 中原中也 著 ; まくらくらま 絵 立東舎

913/A こんな日のきみには花が似合う 蒼井ブルー 文 ; 新井陽次郎 絵 NHK出版

913/A 発注いただきました! 朝井リョウ 集英社

913/A 俺ではない炎上 浅倉秋成 双葉社

913/A 逆転の切り札 : 法廷ミステリーアンソロジー 阿津川辰海　他 朝日新聞出版

913/I オオルリ流星群 伊与原新 KADOKAWA

913/I クジラアタマの王様 伊坂幸太郎 新潮社

913/U 香君 上　西から来た少女 上橋菜穂子 文藝春秋

913/U 香君 下　遙かな道 上橋菜穂子 文藝春秋

913/U くるまの娘 宇佐見りん 河出書房新社

913/Ka タラント 角田光代 中央公論新社

913/Ka 伊豆の踊子　★ 川端康成 新潮社

913/Ka 古都　★ 川端康成 新潮社

913/Ka 掌の小説　★ 川端康成 新潮社

913/Ka 山の音　★ 川端康成 新潮社

913/Ku 夜に星を放つ　☆ 窪美澄 文藝春秋

913/Ku 人間に向いてない 黒澤いづみ 講談社

913/Ke ワカレ花 けんご 双葉社

913/Ko たんぽぽ球場の決戦 越谷オサム 幻冬舎

913/Ko まれびとパレード 越谷オサム KADOKAWA

913/Ko 紅の魔女 小森香折 作 ; 平澤朋子 絵 偕成社

913/Sa 亥子ころころ 西條奈加 講談社

913/Sa まるまるの毬 西條奈加 講談社

913/Shi 情熱の砂を踏む女 下村敦史 徳間書店

913/Se 夏の体温 瀬尾まいこ 双葉社

913/Ta おいしいごはんが食べられますように　☆ 高瀬隼子. 講談社

913/Chi 死神と天使の円舞曲 (ワルツ) 知念実希人 光文社

913/Na 図書室のはこぶね 名取佐和子 実業之日本社

913/Na やさしい猫 中島京子 中央公論新社

■８類　言語

■９類　文学



NO.4

書名 著者 出版社請求記号

913/Mi 母性 湊かなえ 新潮社

914/Ho いのちの車窓から 星野源 KADOKAWA

914/Hya 成功は時間が10割 百田尚樹 新潮社

914/E 雨はコーラがのめない 江國香織 新潮社

914/Ku ないもの、あります クラフト・エヴィング商會 筑摩書房

914/Ma 小さいわたし 益田ミリ ポプラ社

914/Mi とあるひととき : 作家の朝、夕暮れ、午後十一時 三浦しをん　他 平凡社

914/Mo 父と私恋愛のようなもの　★ 森茉莉 筑摩書房

917/To こうやって、考える。 外山滋比古 PHP研究所

933/He 海を見た日 M・G・ヘネシー 鈴木出版

949/A 即興詩人 : 初出影印版 : 『しがらみ草紙』『めざまし草』掲載　★ アンデルセン 作 ; 森鷗外 訳 鷗出版

　＊＊＊　★印の本は、企画展示箇所（階段踊場） / ☆印の本は、司書カウンター前(2階)に配架しています　＊＊＊


