
NO.1

書名 著者 出版社

070/Sa 朝日新聞政治部 鮫島浩 講談社

141/Ku 「推し」の科学 : プロジェクション・サイエンスとは何か 久保 (川合) 南海子 集英社

141/Do 10歳からできる自分のあたまで考えること どう解く?制作委員会 ポプラ社

159/Ta 「ありがとう」の教科書 : 良いことばかりが降りそそぐ感謝の技術30 武田双雲 すばる舎

159/Mo 苦しかったときの話をしようかC ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」森岡毅 ダイヤモンド社

✿ 164/O 躍動する女神たち 沖田瑞穂 岩波書店

164/Mo 星ぼしでめぐるギリシア神話 百々佑利子 岩波書店

186/Ka 日本の仏像とお寺の謎100 : カラー版 かみゆ歴史編集部 編 イースト・プレス

210/O 鎌倉殿と執権北条130年史 岡田清一 KADOKAWA

✿ 210/Ni 鎌倉武士の生活 : 16テーマで知る 西田友広 岩波書店

210/Ha 日本史サイエンス : 邪馬台国、秀吉の朝鮮出兵、日本海海戦の謎を解く 播田安弘 講談社

210/Mu 日本古典風俗辞典 室伏信助 他 KADOKAWA

✿ 230/I ヨーロッパ史入門 : 市民革命から現代へ 池上俊一 岩波書店

280/I 組織で生き延びる45の秘策 : 世界の"巨匠"の失敗に学べ! 池上彰, 佐藤優 中央公論新社

288/Ku 平氏 : 公家の盛衰、武家の興亡 倉本一宏 中央公論新社

289/E 「未知」という選択 : 世界のレオ創造の軌跡　★ 江崎玲於奈 神奈川新聞社

289/Ko ニュートリノの夢　★ 小柴昌俊 岩波書店

289/Hi 評伝赤崎勇その源流 : 議を言うな 嘘をつくな 弱いものをいじめるな　★ 枚田繁 南方新社

290/Ma タイムトラベル世界あちこち旅日記 益田ミリ 毎日新聞出版

336/I ざっくり分かるファイナンス : 経営センスを磨くための財務 石野雄一 光文社

336/I 1分で話せ : 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術 伊藤羊一 SBクリエイティブ

366/Qu 君らしく働くミライへ QuizKnock 朝日新聞出版

372/I ルポ誰が国語力を殺すのか 石井光太 文藝春秋

404/Shi 自然に学ぶ　★ 白川英樹 法藏館

404/Yu 科学者の創造性 : 雑誌「自然」より　★ 湯川秀樹 中央公論新社

✿ 451/Mo いま、この惑星で起きていること : 気象予報士の眼に映る世界 森さやか 岩波書店

■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
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NO.2

書名 著者 出版社請求記号

454/Mi のぞく図鑑穴 宮田珠己 小学館

458/Fu 三つの石で地球がわかる : 岩石がひもとくこの星のなりたち 藤岡換太郎 講談社

460/Ho 地球は食べ物 : いきもの獲って食べてみた日記 ホモサピ KADOKAWA

472/Na 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 創元社

✿ 481/Ta 進化の謎をとく発生学 : 恐竜も鳥エンハンサーを使っていたか 田村宏治 岩波書店

491/Ha 脳は世界をどう見ているのか : 知能の謎を解く「1000の脳」理論 ジェフ・ホーキンス 早川書房

493/Ku ストレス脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社

498/Sa 本当に役立つ栄養学 : 肥満、病気、老化予防のカギとなる食べものの科学 佐藤成美 講談社

507/O 福井謙一教授の常識を覆す思考法 : 紙と鉛筆と計算機でノーベル賞　★ 岡崎稔 編著 日刊工業新聞社

✿ 519/Ku 私たちのサステイナビリティ : まもり、つくり、次世代につなげる 工藤尚悟 岩波書店

530/Ni 押す図鑑ボタン 西村まさゆき 編著 小学館

596/Do 弾丸メシ 堂場瞬一 集英社

613/Fu 大地の五億年 : せめぎあう土と生き物たち 藤井一至 山と溪谷社

685/Fu ニッポン秘境路線バスの旅 : 驚きの酷道ルート&ご当地ルールの不思議 風来堂 交通新聞社

686/Su 路面電車すごろく散歩 : カラー版 鈴木さちこ イースト・プレス

726/Ri 素敵な空が見えるよ、明日もきっと : 葉っぱ切り絵絵本 : 小さな優しい森の仲間たち リト@葉っぱ切り絵 講談社

762/So 終止符のない人生 反田恭平 幻冬舎

762/Ha 山はおそろしい : 必ず生きて帰る!事故から学ぶ山岳遭難 羽根田治 幻冬舎

783/Fu 車いすでも、車いすじゃなくても、僕は最高にかっこいい。 古澤拓也 小学館

801/ka 翻訳はめぐる 金原瑞人 春陽堂書店

✿ 811/Sa 漢字ハカセ、研究者になる 笹原宏之 岩波書店

814/Ni にゃんこ四字熟語辞典 西川清史 飛鳥新社

814/Su 5文字で四字熟語 すとうけんたろう 講談社

816/O 基礎からわかる論文の書き方 小熊英二 講談社

✿ 830/Mi ひらめき!英語迷言教室 : ジョークのオチを考えよう 右田邦雄 岩波書店

✿ 910/Chi 作家たちの17歳 千葉俊二 岩波書店

911/Yo たった1°のもどかしさ恋の数学短歌集 横山明日希 編著 河出書房新社

913/A 雨の降る日は学校に行かない 相沢沙呼 集英社

913/A マイ・プレゼント 青山美智子 著 ; U‐ku 絵 PHP研究所

913/A 早朝始発の殺風景 青崎有吾 集英社

913/A 教室が、ひとりになるまで 浅倉秋成 角川文庫

■５類　技術・工学

■６類　産業

■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/I アキラとあきら　★ 池井戸潤 徳間書店

913/I ホワイトラビット : a night 伊坂幸太郎 新潮社

913/I 父と私の桜尾通り商店街 今村夏子 KADOKAWA

913/I とんこつQ&A 今村夏子 講談社

913/I 魔眼の匣の殺人 今村昌弘 東京創元社

913/O まち 小野寺史宜 祥伝社

913/Ka 鴨川食堂しあわせ 柏井壽 小学館

913/Ka 空をこえて七星のかなた 加納朋子 集英社

913/Ka 絞め殺しの樹 河﨑秋子 小学館

913/Ki 鎌倉殿争乱 : 珠玉の歴史小説選 菊池仁編 ; 安西篤子　他 光文社

913/Ki 東京藝大仏さま研究室 樹原アンミツ 集英社

913/Ko Yuming Tribute Stories 小池真理子 他 新潮社

913/Ko 家庭用安心坑夫 小砂川チト 講談社

913/Go 爆弾 呉勝浩 講談社

913/Sa ショートケーキ。 坂木司 文藝春秋

913/Shi 破戒 島崎藤村 新潮社

913/Shi 今宵も喫茶ドードーのキッチンで。 標野凪 双葉社

913/Shi 小説すずめの戸締まり 新海誠 KADOKAWA

913/Su 腹を割ったら血が出るだけさ 住野よる 双葉社

913/Se 掬えば手には 瀬尾まいこ 講談社

913/Ta 犬のかたちをしているもの 高瀬準子 集英社

913/Tsu 箱庭の巡礼者たち 恒川光太郎 KADOKAWA

913/Te 架空の犬と嘘をつく猫 寺地はるな 中央公論新社

913/Te カレーの時間 寺地はるな 実業之日本社

913/To N/A (エヌエー) 年森瑛 文藝春秋

913/Na 女人入眼 永井紗耶子 中央公論新社

913/Na 神さまのビオトープ 凪良ゆう 講談社

913/Na 汝、星のごとく 凪良ゆう 講談社

913/Fu スタッフロール = Staffroll 深緑野分 文藝春秋

913/Ho 偽りの捜査線 : 警察小説アンソロジー 誉田哲也　他 文藝春秋

913/Mi 最後のページをめくるまで 水生大海 双葉社

913/Mu 信仰 村田沙耶香 文藝春秋

913/Mo 京都船岡山アストロロジー ２ : 星と創作のアンサンブル 望月麻衣 講談社

913/Ya セカイを科学せよ! 安田夏菜 講談社

913/Ya 純喫茶パオーン 椰月美智子 角川春樹事務所

913/Ya 告解 薬丸岳 講談社



NO.4

書名 著者 出版社請求記号

913/Ya あくてえ 山下紘加 河出書房新社

913/Yu みちづれの猫 唯川恵 集英社

913/Yu マジカルグランマ 柚木麻子 朝日新聞出版

914/G 優しい地獄 イリナ・グリゴレ 亜紀書房

914/Ta べつに怒ってない 武田砂鉄 筑摩書房

916/De 復活への底力 : 運命を受け入れ、前向きに生きる 出口治明 講談社

933/Ja 優等生は探偵に向かない ホリー・ジャクソン 東京創元社

933/S 私の名前はルーシー・バートン エリザベス・ストラウト 早川書房

　＊＊＊　★印の本は、企画展示箇所（階段踊場）に配架しています　＊＊＊

　＊＊＊　「岩波ジュニア新書」には、請求記号の横に✿印がついています　＊＊＊


