
NO.1

著者 出版社

019/To 未来のきみを変える読書術 : なぜ本を読むのか? 苫野一徳 筑摩書房

140/H 心理学(図解教養事典) ニッキー・ヘイズ, サラ・トムリー ニュートンプレス

145/Ta スピリチュアルズ : 「わたし」の謎 橘玲 幻冬舎

146/I 10代から身につけたいギリギリな自分を助ける方法 井上祐紀 角川書店

147/I 科学で証明するパワーストーン入門 : なぜ天然石が幸運をもたらすのか? 伊藤麻美 ユサブル

159/Ma いちからはじめる-2). 松浦弥太郎 小学館

159/Ma 修造流・逆転の発想法 : 「プレッシャー」が「よっしゃー」に変わる! 松岡修造 PHP研究所

159/Tsu やりたいことが見つからない君へ 坪田信貴 小学館

159/Yo しれっと逃げ出すための本。 ヨシダナギ PHP研究所

289/Ta 自由への道 : 奴隷解放に命をかけた黒人女性ハリエット・タブマンの物語 池田まき子 学研プラス

290/J おもしろ地名クイズ100 : きっと誰かに話したくなる!. JTBパブリッシング

297/I 車のおうちで旅をする いとうみゆき 角川書店

301/Nu 戦略の世界史 : 戦争・政治・ビジネス　上 ローレンス・フリードマン 日経BP日本経済新聞出版本部

301/Nu 戦略の世界史 : 戦争・政治・ビジネス　下 ローレンス・フリードマン 日経BP日本経済新聞出版本部

320/O 法は君のためにある : みんなとうまく生きるには? 小貫篤 筑摩書房

376/Mo 社会福祉学部 : 中高生のための学部選びガイド 元木裕 ぺりかん社

410/B 身の回りを数学で説明する事典 コリン・ベバリッジ ニュートンプレス

410/P 数学(図解教養事典) ポール・パーソンズ, ゲイル・ディクソン ニュートンプレス

430/I 図解ロウソクの科学 : 面白いほど科学的な物の見方が身につく 市岡元気監修 宝島社

431/Sa 周期表 木村直之編集 ニュートンプレス

431/U マンガと図鑑でおもしろい!わかる元素の本 うえたに夫婦 大和書房

435/Mi 空気の発見 三宅泰雄 角川学術出版

■３類　社会科学

■４類　自然科学

　 ■1類　哲学・宗教

書名

■0類　総記

■２類　歴史



NO.2

著者 出版社書名

440/C 僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない : この世で一番おもしろい宇宙入門 ジョージ・チャム, ダニエル・ホワイトソン ダイヤモンド社

467/Mu コロナの暗号 : 人間はどこまで生存可能か? 村上和雄  幻冬舎

471/I 植物たちのフシギすぎる進化 : 木が草になったって本当? 稲垣栄洋 筑摩書房

480/D アフターマン : 人類滅亡後の動物の図鑑 ドゥーガル・ディクソン 学研プラス

481/Ka カメの甲羅はあばら骨 : 人体で表す動物図鑑 川崎悟司  SBクリエイティブ

489/I クジラをめぐる冒険 : ナゾだらけの生態から対立する捕鯨問題まで 石川創 旬報社

498/A 「心」のお仕事 : 今日も誰かのそばに立つ24人の物語 荒井裕樹 河出書房新社

501/Fu エネルギーをめぐる旅 : 文明の歴史と私たちの未来 古舘恒介 英治出版

519/W We have a dream : 201カ国202人の夢×SDGs World Dream Project編 いろは出版

594/Mi ミトン屋さんの手編みのミトンとこもの. ミトン屋 ブティック社

611/I SDGs時代の食べ方 : 世界が飢えるのはなぜ? 井出留美 筑摩書房

706/V 美術館って、おもしろい! モラヴィア美術館 河出書房新社

726/E 物語を作る人のための世界観設定ノート 鳥居彩音 パイインターナショナル

751/To やきものの教科書 : 基礎知識から陶芸技法・全国産地情報まで 陶工房編集部編 誠文堂新光社

762/S 大作曲家たちの履歴書　上 三枝成彰 中央公論新社

762/S 大作曲家たちの履歴書　下 三枝成彰 中央公論新社

779/I どうやら僕の日常生活はまちがっている 岩井勇気 新潮社

780/Hi 子どものスポーツパフォーマンスを高めるトレーニングの基本 比嘉進 現代書林

809/Hi 超ファシリテーション力 平石直之 アスコム

913/A 月曜日の抹茶カフェ 青山美智子 宝島社

913/Ka さよなら、ムッシュ 片岡翔 小学館

913/Ko 青の読み手 小森香折 偕成社

913/Mi 100日後、きみのいない春が来る miNato 角川書店

913/Mo 京都船岡山アストロロジー 望月麻衣 講談社

913/Na 20歳(はたち)のソウル 中井由梨子 幻冬舎

913/Ni 十津川警部両国駅3番ホームの怪談 西村京太郎 講談社

913/Shi サード・キッチン = The third kitchen 白尾悠 河出書房新社

    ■５類　技術

    ■６類　産業

    ■７類　芸術

■８類　言語

■９類　文学

科学者・ファラデーの『ロウ

ソクの科学』がよくわか

る!!2019ノーベル化学賞受

賞!吉野彰さんも読んだ名

著の超入門

身近な疑問や発

見を解き明かし、

科学が楽しくな

る名著。



NO.3

著者 出版社書名

913/Shi よだかの片想い 島本理生 集英社

913/A 今夜、もし僕が死ななければ 浅原ナオト 新潮社

913/I 赤くない糸で結ばれている 筏田かつら 角川書店

913/Ko サステナブル・ビーチ 小手鞠るい さ・え・ら書房

913/Ko 杜子春の失敗 : 名作万華鏡 小林泰三 光文社

913/Ma アンナの土星 益田ミリ 角川書店

913/Mo チイの花たば 森絵都 岩崎書店

913/Na 銀の匙 中勘助  ポプラ社

913/Ni 虚魚 新名智 角川書店

913/No 宇宙でいちばんあかるい屋根 野中ともそ 光文社

913/Si ものがたりの賊(やから) 真藤順丈 文藝春秋

913/Ta 3分で読める!コーヒーブレイクに読む喫茶店の物語  『このミステリーがすごい!』編集部編 宝島社

913/U 姫君を喰う話 : 宇能鴻一郎傑作短編集 宇能鴻一郎 新潮社

913/U 十二人の死にたい子どもたち 冲方丁 文藝春秋

913/Ya ぶたぶた図書館 矢崎存美 光文社

914/O 遠慮深いうたた寝 小川洋子 河出書房新社

929/Na 花を見るように君を見る ナテジュ かんき出版

913/Fu カミサマはそういない 深緑野分 集英社

913/Ka さよならも言えないうちに 川口俊和 サンマーク出版

913/ki 茗荷谷の猫 木内昇 文藝春秋

913/Ku 嘘吹きネットワーク 久米絵美里 PHP研究所

913/Se あと少し、もう少し 瀬尾まいこ 新潮社


