
NO.1

書名 著者 出版社

007/B なぜ、TikTokは世界一になれたのか? マシュー・ブレナン かんき出版

007/Ko ゼロからわかる量子コンピュータ 小林雅一 講談社

019/I あなたのなつかしい一冊 池澤夏樹 毎日新聞出版

019/Ma 読書の裏側 松岡正剛 KADOKAWA

069/Hi 世界はさわらないとわからない : 「ユニバーサル・ミュージアム」とは何か 広瀬浩二郎 平凡社

080/Sa あなたの小説にはたくらみがない : 超実践的創作講座 佐藤誠一郎 新潮社

141/To なるほど「色」の心理学 : 心理学×物理学×色彩学の研究でわかった! 都外川八恵 総合法令出版

159/A 生きのびるための「失敗」入門 (14歳の世渡り術). 雨宮処凛 河出書房新社

159/I 活きる力 稲盛和夫 小学館

159/E 20代で得た知見 F KADOKAWA

159/O なりたい自分との出会い方 : 世界に飛び出したボクが伝えたいこと 岡本啓史 岩波書店

159/Ca いくつになっても、「ずっとやりたかったこと」をやりなさい。 ジュリア・キャメロン ; エマ・ライブリー サンマーク出版

159/Tsu 「左ききのエレン」が教えてくれる「あなたらしさ」 辻秀一 集英社インターナショナル

159/Bur 限りある時間の使い方 オリバー・バークマン かんき出版

159/Hi 1%の努力　★ ひろゆき ダイヤモンド社

159/Ho ビジネス書ベストセラーを100冊読んで分かった成功の黄金律　★ 堀元見 徳間書店

210/Ni AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争 庭田杏珠, 渡邉英徳 光文社

238/Ku 物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国 黒川祐次 中央公論新社

280/Wa 世の中を変えた偉人365 : 1日1ページで身につく : 教養として知っておきたい 和田孫博　監修 SBクリエイティブ

✿ 289/Ta 津田梅子 : 女子教育を拓く　 (岩波ジュニア新書) 高橋裕子 岩波書店

289/Na 喜ばれる人になりなさい : 母が残してくれた、たった1つの大切なこと 永松茂久 すばる舎

292/Ku JK、インドで常識ぶっ壊される　★ 熊谷はるか 河出書房新社

301/Na 奇跡の社会科学 : 現代の問題を解決しうる名著の知恵 中野剛志 PHP研究所

302/B オンガクハ、セイジデアル = Music is politics ブレイディみかこ 筑摩書房

302/B ジンセイハ、オンガクデアル = life is music ブレイディみかこ 筑摩書房

304/I ニュース年鑑; 2022 池上彰  監修 ポプラ社

310/I 14歳からの政治入門 池上彰 マガジンハウス

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

323/Tsu 増量日本国憲法を口語訳してみたら　★ 塚田薫 幻冬舎

331/Ma アメリカの高校生が学んでいる経済の教室 デーヴィッド・A.メイヤー SBクリエイティブ

336/I 1分で話せ : 世界のトップが絶賛した即座に考えが“まとまる"“伝わる"すごい技術 ; 2: 超実践編 伊藤羊一 SBクリエイティブ

338/S アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書  アンドリュー・O・スミス SBクリエイティブ

361/Ka バナナの魅力を100文字で伝えてください : 誰でも身につく36の伝わる法則 柿内尚文 かんき出版

361/Ka コミュニケーション大全 : もう人間関係で悩まない! 鴨頭嘉人 鴨ブックス

361/Ha 和の思想 : 日本人の創造力 長谷川櫂 岩波書店

366/A なりたい!が見つかるお仕事図鑑 朝日新聞出版　編著 朝日新聞出版

369/Ta 消防レスキュー隊員が教えるだれでもできる防災事典 タイチョー KADOKAWA

376/A 芸術学部:中高生のための学部選びガイド(なるにはBooks) 浅野恵子 ぺりかん社

421/Fu 量子テレポーテーション : 瞬間移動は可能なのか? 古澤明 講談社

440/I 江戸の宇宙論 池内了 集英社

440/C スカイブック : 空にひろがるいろいろなふしぎ体験えほん アンナ・クレイボーン文 ケリー・ハインドマン絵 誠文堂新光社

451/I 雲の図鑑 : 最新の国際基準で見わける　★ 岩槻秀明 日本文芸社

451/I はれるんのお天気教室 : 明日は晴れるかな?　★ 岩槻秀明 東京堂出版

451/Ka/1 天気のことば・ことわざ (気象予報士に挑戦!お天気クイズ ; 1).　★ 勝丸恭子 小峰書店

451/Ka/2 天気のしくみと生き物 (気象予報士に挑戦!お天気クイズ ; 2).　★ 勝丸恭子 小峰書店

451/Ka/3 日本の天気・気象災害 (気象予報士に挑戦!お天気クイズ ; 3).　★ 勝丸恭子 小峰書店

451/Ka/4 世界の気象とふしぎ (気象予報士に挑戦!お天気クイズ ; 4).　★ 勝丸恭子 小峰書店

✿ 467/Ta 大絶滅は、また起きるのか?　 (岩波ジュニア新書) 高橋瑞樹 岩波書店

472/Na 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 創元社

480/I いきものとくらすための7つの約束 今泉忠明 講談社

481/Mi 「死んだふり」で生きのびる : 生き物たちの奇妙な戦略 宮竹貴久 岩波書店

487/Vo 人と魚の不思議な関係 ボルメランジェ・エチアン 文芸社

491/Ha 運動脳 アンデシュ・ハンセン サンマーク出版

491/Yu ウン小話 : 世界一たのしくてまじめでちょっとクサい授業 湯澤規子　文 ; 金井真紀　絵 ホーム社

498/Ku 気象病ハンドブック : 低気圧不調が和らぐヒントとセルフケア　★ 久手堅司 誠文堂新光社

516/Yo すべてのカーブにはわけがある : 曲がる線路の物語 米屋こうじ 交通新聞社

596/O 学べるお菓子レシピ 理数系スイーツ : 算数と科学の感覚が楽しく身につくレシピ : ポイント解説付き! 太田さちか マイルスタッフ

596/Sa 満月珈琲店のレシピ帖 : 月と星のやさしいメニュー 桜田千尋 主婦の友社

596/Shi お菓子はすごい! : パティシエが先生!小学生から使える、子どものためのはじめてのお菓子の本 柴田書店 編 ; 菅又亮輔　他 柴田書店

596/J JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方 JA全農広報部  監修 KADOKAWA

596/Ha 世界一美味しい煮卵の作り方 : 家メシ食堂 : ひとりぶん100レシピ はらぺこグリズリー 光文社

596/Mi 今日のごはん、これに決まり!Mizukiのレシピノート500品決定版! Mizuki 学研プラス

596/Ryu リュウジ式至高のレシピ : 人生でいちばん美味しい! : 基本の100料理 リュウジ ライツ社

■４類　自然科学

■５類　技術・工学



NO.3

書名 著者 出版社請求記号

650/Mi 木のみかた : 街を歩こう、森へ行こう (コーヒーと一冊 ; 10). 三浦豊 ミシマ社京都オフィス

686/Ko 鉄道ビジネスから世界を読む 小林邦宏 集英社インターナショナル

702/Ya 琉球の富 柳宗悦 筑摩書房

721/Chi 江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野境子 国土社

757/I 「映える」配色 : 2・3・4色でできる、心を惹きつけるカラーデザイン iyamadesign 日本文芸社

764/To ジャズの聴き方を見つける本 富澤えいち ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

780/Sho スポーツ年鑑 ; 2022 小学館クリエイティブ ;ＢＢＭアカデミー  編 ポプラ社

783/Ta 「名コーチ」は教えない : プロ野球新時代の指導論 高橋安幸 集英社

795/Shi いちばんやさしい囲碁教室 : オールカラー　☆ 芝野虎丸 監修 ナツメ社

801/Mi 会話を哲学する : コミュニケーションとマニピュレーション 三木那由他 光文社

811/Ya てんまる : 日本語に革命をもたらした句読点 山口謠司 PHP研究所

814/Se おいしい味の表現術 瀬戸賢一 編 ; 味ことば研究ラボラトリー 著 集英社インターナショナル

816/Tsu 苦手から始める作文教室 : 文章が書けたらいいことはある? (ちくまQブックス). 津村記久子 筑摩書房

835/Na 英語は決まり文句が8割 : 今日から役立つ「定型表現」学習法 中田達也 講談社

837/Ka 『赤毛のアン』をめぐる言葉の旅 : 翻訳書簡 上白石萌音, 河野万里子 NHK出版

910/I ウェブ小説30年史 : 日本の文芸の「半分」 飯田一史 星海社

910/U 物語ること、生きること 上橋菜穂子 講談社

911/Sa クイズで学ぼう季語の世界 : 子どもの教養 齋藤孝 NHK出版

913/I ハヤブサ消防団 池井戸潤 集英社

913/I てらこや青義堂 : 師匠、走る 今村翔吾 小学館

913/U 変な家 雨穴 飛鳥新社

913/O 深夜0時の司書見習い 近江泉美 KADOKAWA

913/O/1 小説聲の形 ;上　☆ 大今良時  原作・絵 講談社

913/O/2 小説聲の形 ;下　☆ 大今良時  原作・絵 講談社

913/O 掌に眠る舞台 小川洋子 集英社

913/O 犬の泣ける話 沖田円　他 マイナビ出版

913/O 君を愛したひとりの僕へ　★ 乙野四方字 早川書房

913/O 僕が愛したすべての君へ　★ 乙野四方字 早川書房

913/Ka 悪魔を殺した男 神永学 講談社

913/Ka ぼくの死体をよろしくたのむ 川上弘美 新潮社

913/Ko 母の国、父の国 小手鞠るい さ・え・ら書房

■６類　産業

■７類　芸術

■８類　言語

■９類　文学



NO.4

書名 著者 出版社請求記号

913/Sa ソノリティ : はじまりのうた 佐藤いつ子 KADOKAWA

913/Shi 君が異端だった頃 島田雅彦 集英社

913/Shi さよならの向う側 : i love you 清水晴木 マイクロマガジン社

913/Shi 同姓同名 下村敦史 幻冬社

913/Shi 先祖探偵 新川帆立 角川春樹事務所

913/Su ギフテッド 鈴木涼美 文藝春秋

913/Ni/1 はじめてであう古事記 ; 上巻 西田めい 編 あすなろ書房

913/Ni/2 はじめてであう古事記 ; 下巻 西田めい 編 あすなろ書房

913/Na ぼくは明日、昨日のきみとデートする　★ 七月隆文 宝島社

913/Ne プロパガンダゲーム 根本聡一郎 双葉社

913/Ma あの子とQ 万城目学 新潮社

913/Ma その本は 又吉直樹, ヨシタケシンスケ ポプラ社

913/Mu △が降る街　☆ 村崎羯諦 小学館

913/Mu 余命3000文字　☆ 村崎羯諦 小学館

913/Mo 満月珈琲店の星詠み : ライオンズゲートの奇跡 望月麻衣　著 ; 桜田千尋　画 文藝春秋

913/Ya カウントダウン 山本文緒 KADOKAWA

913/Yo さきちゃんたちの夜 よしもとばなな 新潮社

913/Yo ハゴロモ よしもとばなな 新潮社

914/Ha 読書の森で寝転んで 葉室麟 文藝春秋

✿ 914/Ma “正しい"を疑え　!　 (岩波ジュニア新書) 真山仁 岩波書店

914/Ya 歩きながら考える ヤマザキマリ 中央公論新社

923/Ryu 三体 1 劉慈欣 早川書房

933/Wi ストーナー ジョン・ウィリアムズ 作品社

933/G 見知らぬ人 エリー・グリフィス 東京創元社

933/G 窓辺の愛書家 エリー・グリフィス 東京創元社

　＊＊＊　★印の本は、企画展示箇所（階段踊場）に配架しています　＊＊＊

　＊＊＊　☆印の本は、企画展示箇所（階段踊場）に配架できなかった　《【高１】私が読んでみたい本》です  ＊＊＊

　＊＊＊　「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　＊＊＊


