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メディアライブラリー
2021.11

書名 著者 出版社

002/Ta 中高生の悩みを「理系センス」で解決する40のヒント 竹内薫 PHP研究所

007/Nyu デジタル・ミニマリスト : スマホに依存しない生き方 カル・ニューポート 早川書房

007/Mi AIの時代を生きる : 未来をデザインする創造力と共感力 美馬のゆり 岩波書店

007/Mu 東海オンエアの動画が6.4倍楽しくなる本 : 虫眼鏡の概要欄クロニクル 虫眼鏡 講談社

080/Shi ヒトラー : 虚像の独裁者 芝 健介 岩波書店

　 ■1類　哲学・宗教

130/Mo 世界史を動かした思想家たちの格闘 : ソクラテスからニーチェまで 志木誠 祥伝社

141/B 他者の靴を履く : アナーキック・エンパシーのすすめ ブレイディみかこ 文藝春秋

159/Ta ミライの授業 瀧本哲史 講談社

159/Ni 13歳から分かる!7つの習慣 : 自分を変えるレッスン 日本図書センター 日本図書センター

209/Fu 日本人が知らない最先端の「世界史」 福井義高 祥伝社

222/A 南北朝時代 : 五胡十六国から隋の統一まで 会田大輔 中央公論新社

319/Ra 世界の紛争地図すごい読み方 ライフサイエンス 三笠書房

327/I 弁護士になるには 飯島一孝 ぺりかん社

331/A レモンをお金にかえる法 ルイズ・アームストロング 河出書房新社

336/Ko AI分析でわかったトップ5%リーダーの習慣 越川慎司 ディスカヴァー・トゥエンティワン

375/Ka 100年無敵の勉強法 : 何のために学ぶのか? 鎌田浩毅 筑摩書房

376/B/2 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー2 ブレイディみかこ 新潮社

377/Ni 最後の秘境東京藝大 : 天才たちのカオスな日常 二宮敦人 新潮社

■４類　自然科学

請求記号

■0類　総記

■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

404/O そこを教えてほしかった理系の雑学 おもしろサイエンス学会 青春出版社

410/Yo 解き続けたくなる数学 横山明日希 日東書院本社

443/Ta すごい宇宙講義 多田将 中央公論新社

491/Ya すばらしい人体 : あなたの体をめぐる知的冒険 山本健人 ダイヤモンド社

498/I 疲れない脳をつくる生活習慣 : 働く人のためのマインドフルネス講座 石川善樹 三笠書房

519/Mu 火星に住むつもりです : 二酸化炭素が地球を救う 村木風海  光文社

611/I 捨てられる食べものたち : 食品ロス問題がわかる本 井出留美 旬報社

652/ku 森の日本史 黒瀧秀久 岩波書店

666/Ya 宇宙マグロのすしを食べる : 魔法の水「好適環境水」誕生物語 山本俊政 旬報社

727/Ko 世界ピクト図鑑 : サインデザイナーが集めた世界のピクトグラム 児山啓一  ビー・エヌ・エヌ

751/Ma 知識ゼロからのやきもの入門 松井信義監修. 幻冬舎

757/A 世界はデザインでできている 秋山具義 筑摩書房

770/Ta コンプレックス文化論 武田砂鉄 文藝春秋

778/Fu 90年代テレビドラマ講義 藤井淑禎 平凡社

814/Ni 「言いたいこと」から引ける大和ことば辞典 西谷裕子 東京堂出版

815/Ni 「言いたいこと」から引ける敬語辞典 西谷裕子 東京堂出版

815/Ya 数え方図鑑 : 身近なモノをなんでも数えてみたくなる! やまぐちかおり 日本図書センター

816/Na 類語分類感覚表現辞典 中村明 東京堂出版

902/To 世界文学の名作を「最短」で読む : 日本語と英語で味わう50作 栩木伸明編 筑摩書房

908/Ka 絶望書店 : 夢をあきらめた9人が出会った物語 頭木弘樹 河出書房新社

910/A 星新一の思想 : 予見・冷笑・賢慮のひと 浅羽通明 筑摩書房

911/O 世界一楽しい!万葉集キャラ図鑑 岡本梨奈 新星出版社

■７類　芸術

■８類　言語

■９類　文学

■６類　産業

■5類　技術



NO.3

書名 著者 出版社請求記号

913/A むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳碧人 双葉社

913/I 民王 : シベリアの陰謀 池井戸潤  KADOKAWA,

913/I ペッパーズ・ゴースト 伊坂幸太郎 朝日新聞出版

913/I 今夜、世界からこの恋が消えても 一条岬 KADOKAWA

913/Ku 小説CUBEコンティニュード 黒崎リク 宝島社

913/Sa 明るい夜に出かけて 佐藤多佳子 新潮社

913/Shi 神在月のこども 四戸俊成, 芹沢政信 講談社

913/Shi プシュケの涙 柴村仁 講談社

913/Se/1 辰巳センセイの文学教室 <上>　「羅生門」と炎上姫 瀬川雅峰 宝島社

913/Se/2 辰巳センセイの文学教室 <下>　「こころ」を縛る鎖 瀬川雅峰 宝島社

913/Ta/11 あきない世傳 金と銀 <11>　風待ち篇 高田郁 角川春樹事務所

913/Chi 久遠の檻 知念実希人 新潮社

913/Tsu 凍りのくじら 辻村深月 講談社

913/Te 水を縫う 寺地はるな 集英社

913/Na ダンデライオン 中田永一 小学館

913/Hi 甘美なる誘拐 平居紀一 宝島社

913/Ma ミッキーマウスの憂鬱ふたたび 松岡圭祐 新潮社

913/A 短編工場 集英社文庫編集部編 集英社

913/A やがて海へと届く 彩瀬まる  講談社

913/A 木曜日にはココアを 青山美智子 宝島社

913/I 思い出の修理工場 石井朋彦 サンマーク出版

913/I 不審者 伊岡瞬 集英社

913/Na キャラクター 長崎尚志 小学館

913/Ni 夜が明ける 西加奈子 新潮社

913/Shi 虚構推理短編集 : 岩永琴子の純真 城平京 講談社

913/Tu 嚙みあわない会話と、ある過去について 辻村深月 講談社

913/U 流葉断の太刀 上田秀人 徳間書店

ベストセラー、待望の姉妹

編誕生。

「ミッキーマウスの憂鬱」の

後藤大輔と桜木由美子が

登場します！



NO.4

書名 著者 出版社請求記号

913/Ya つみびと 山田詠美 中央公論新社

914/I お嬢さん放浪記 犬養道子 KADOKAWA

914/Sa 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤愛子 小学館

914/Ta わかりやすさの罪 武田砂鉄 朝日新聞出版

913/Mu 晴れときどき猫背　そして、もみじへ 村山由佳 集英社

916/Fu ゼロエフ 古川日出男 講談社

916/Mi 顔ニモマケズ : どんな「見た目」でも幸せになれることを証明した9人の物語 水野敬也 文響社

933/H/1 ヨルガオ殺人事件 <上> アンソニー・ホロヴィッツ 東京創元社

933/H/2 ヨルガオ殺人事件 <下> アンソニー・ホロヴィッツ 東京創元社


