
請求記号 書　名 著　者 出版者

総記
007-オ 「AIの今」がわかる 太田猛彦, 藤嶋昭 特別監修 学研プラス

哲学
140-ヒ ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑 ジョー・ヘミングス 編 創元社

141-オ 美人の正体 　外見的魅力をめぐる心理学 越智啓太 著 実務教育出版

159-オ なりたい自分との出会い方　岩波ジュニアスタートブックス 岡本敬史　著 岩波書店

180-ホ 地図でスッと頭に入る世界の三大宗教 保坂俊司 監修 昭文社

歴史
204-ス 絶対に見られない世界の秘宝99　テンプル騎士団の財宝からアマゾンの黄金都市まで ダニエル・スミス 著

日経ナショナルジオグラ
フィック

210-ワ 風刺画が描いたJAPAN　世界が見た近代日本 若林悠 編著 国書刊行会

238-コ 中学生から知りたいウクライナのこと 小山哲、藤原辰史 著 ミシマ社

288-デュ 旗の大図鑑　国旗から信号旗・レース旗・海賊旗まで エリザベト・デュモン=ル・コルネク 著
日経ナショナルジオグラ
フィック

289-セ ワシントン　共和国の最初の大統領　世界史リブレット人 中野勝郎　著 山川出版社

289-ニ 平将門と藤原純友　日本史リブレット人 下向井龍彦　著 山川出版社

290-シ イラストで学ぶ地理と地球科学の図鑑 柴山元彦, 中川昭男 日本語版監修 創元社

社会科学
302-コ ロシア点描　まちかどから見るプーチン帝国の素顔 小泉悠 著 PHP研究所

302-ハ ウクライナを知るための65章 服部倫卓, 原田義也 編著 明石書店

316-コ ぼくはロヒンギャ難民。　差別され、迫害され、故郷を追われた人びと 小峯茂嗣 著 合同出版

自然科学
407-セ 世界の研究者が調べたすごすぎる実験の図鑑 カンゼン

410-コ 人間の建設 小林秀雄, 岡潔 著 新潮社

429-チャ ATOM　世界で一番美しい原子事典 ジャック・チャロナー 著 SBクリエイティブ

481-モ ウソをつく生きものたち 森由民 著  村田浩一 監修 緑書房

483-ミ 世界で一番美しいクラゲ図鑑 海中を優美に浮遊する神秘的な生態 水口博也, 戸篠祥 編著 誠文堂新光社

491-ヒ 14歳からの生物学　学校では教えてくれない〈ヒト〉の科学 サリー・ヒル 編 白水社

493-ジ 10代から知っておきたい不安症 新村秀人 監修 保育社

493-ジ 10代から知っておきたいうつ病 仁王進太郎 監修 保育社

493-ジ 10代から知っておきたい統合失調症 水野雅文 監修  保育社

493-ジ 10代から知っておきたい摂食障害 西園マーハ文 監修 保育社

494-ウ 転んでも、大丈夫　ぼくが義足を作る理由 臼井二美男 著 ポプラ社

498-ウ 寝るのが楽しくなる睡眠のひみつ ヴィッキー・ウッドゲート 文と絵  創元社

技術
502-サ 日本人なら知っておきたい世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻健男 編著 笠間書院

518-ニ 災害とトイレ　緊急事態に備えた対応 日本トイレ協会 編 柏書房

518-ニ 快適なトイレ　便利・清潔・安心して滞在できる空間 日本トイレ協会 編 柏書房

560-ニ 元素のふるさと図鑑 西山孝 著 化学同人

596-ア 食文化・郷土料理がわかる世界の国旗弁当　 青木ゆり子 著 誠文堂新光社

596-ナ つるんと、のどごしのいいおやつ 中川たま 著 文化学園文化出版局

産業
686-コ 鉄道好きのための法律入門 小島好己 著 山と溪谷社

686-サ 列車で行こう!　JR全路線図鑑 櫻井寛 写真・文 世界文化社

686-ヨ 横浜と鉄道　日本の鉄道発祥地150年の軌跡と未来 山と渓谷社
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芸術

778-ディ ディズニー・コスチューム大全
ジェフ・カーティ,
ウォルト・ディズニー・アーカイブスのスタッフ 著 うさぎ出版

778-フ ジブリの立体建造物展図録 藤森照信 監修 トゥーヴァージンズ

780-ベ チャレンジの意味ってなんだろう?　スポーツの世界に飛び込むため海外での学びを選んだ達人たち ベースボール・マガジン社 編著 ベースボール・マガジン社

780-ベ スポーツの仕事ってこんなにある　選手を支えるために「職人の道」を選んだ理由 ベースボール・マガジン社 編著 ベースボール・マガジン社

783-ハ あの夏の正解 早見和真 著 新潮社

言語
814-ア あいまい・ぼんやり語辞典 森山卓郎 編 東京堂出版

文学
911-ワ 歩一歩　句集 脇村碧 著 ウエップ

913-イ マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂幸太郎 著 幻冬舎

913-イ 今夜、世界からこの涙が消えても 一条岬 著 KADOKAWA

913-イ サウンド・ポスト 岩城けい　著 筑摩書房

913-カ 本好きの下剋上　第五部　女神の化身Ⅸ 香月美夜 著 TOブックス

913-サ 善人長屋 西條奈加 著 新潮社

913-セ 虹の音色が聞こえたら 関口尚 著 集英社

913-セ 掬えば手には 瀬尾まいこ 著 講談社

913-チ あなたとなら食べてもいい　食のある7つの風景 千早茜, 遠藤彩見, 他 著 新潮社

913-ツ パプリカ 筒井康隆 著 新潮社

913-ナ 樽とタタン 中島京子 著 新潮社

913-ホ 妖精配給会社 星新一 著 新潮社

913-マ 夜空に泳ぐチョコレートグラミー 町田そのこ 著 新潮社

913-モ 5分後に意外な結末ベスト・セレクション　心弾ける橙の巻 桃戸ハル 編・著 講談社

913-ヤ ルビンの壺が割れた 宿野かほる 著 新潮社

913-ヨ ボトルネック 米澤穂信 著 新潮社

新書
164-オ 世界の神話　躍動する女神たち　岩波ジュニア新書 沖田瑞穂　著 岩波書店

201-オ 歴史学のトリセツ　歴史の見方が変わるとき　ちくまプリマー新書 小田中直樹　著 筑摩書房

210-ニ １６テーマで知る　鎌倉武士の生活　岩波ジュニア新書 西田友広　著 岩波書店

361-ヤ 大都市はどうやってできるのか　ちくまプリマー新書 山本和博　著 筑摩書房

367-ハ Z世代　若者はなぜインスタ・TikTokにハマるのか?　光文社新書 原田曜平 著 光文社

450-フ 天変地異の地球学　巨大地震、異常気象から大量絶滅まで　ブルーバックス 藤岡換太郎 著 講談社

451-モ いま、この惑星でおきていること　岩波ジュニア新書 森さやか　著 岩波書店

453-マ 富士山はいつ噴火するのか?　火山のしくみとその不思議　ちくまプリマー新書 萬年一剛 著 筑摩書房

491-ハ 最強脳　『スマホ脳』ハンセン先生の特別授業　新潮新書 アンデシュ・ハンセン 著 新潮社

ブックレット
377-キ 危機の中の学問の自由　世界の動向と日本の課題 羽田貴史 岩波書店

519-エ ブルーカーボンとは何か　温暖化を防ぐ「海の森」 枝廣淳子　著 岩波書店

543-オ 廃炉とは何か　もう一つの核廃絶に向けて 尾松亮　著 岩波書店

543-ゲ 「原発事故子ども・被災者支援法」と「避難の権利」 eシフト(脱原発・新しいエネルギー政策を実現
する会) 編 合同出版

進路
366-ナ 農業者になるには　なるにはBooks 大浦佳代 著 ぺりかん社

376-ナ 生活科学部・家政学部　中高生のための学部選びガイド　なるにはBooks 木村由香里 著 ぺりかん社


