
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 自由になるための技術　リベラルアーツ 山口 周 講談社 002 ヤ

2 人工知能が俳句を詠む　AI一茶くんの挑戦 川村 秀憲 ほか[著] オーム社 007.1 ジ

3 量子コンピュータが本当にわかる!　第一線開発者がやさしく明かすしくみと可能性 武田 俊太郎 技術評論社 007.1 タ

4 トラブルメーカーズ　「異端児」たちはいかにしてシリコンバレーを創ったのか? レスリー・バーリン
ディスカヴァー・
トゥエンティワン 007.3 バ

5 10代のための読書地図 本の雑誌編集部 本の雑誌社 019.5 ジ

6 決定版　HONZが選んだノンフィクション 成毛 眞 中央公論新社 019.9 ナ

7 ジェフ・ベゾス　果てなき野望　アマゾンを創った無敵の奇才経営者 ブラッド・ストーン 日経BP社 024 ベ

8 現代用語の基礎知識　学習版 2021-2022
現代用語検定協会
 [監修]

自由国民社 031 ゲ 2021

9 学び直しに活かせる新しい鑑賞術と厳選20館　教養として知っておきたい　博物館の世界 栗原 祐司 誠文堂新光社 069 ク

10 ようこそ地獄、奇妙な地獄 星 瑞穂 朝日新聞出版 081 ア 1022

11 国民義勇戦闘隊と学徒隊　隠蔽された「一億総特攻」 斉藤 利彦 朝日新聞出版 081 ア 1021

12 はじめての哲学 藤田 正勝 岩波書店 081 イ 935 岩崎ジュニア新書

13 ゲッチョ先生と行く　沖縄自然探検 盛口 満 岩波書店 081 イ 936 岩崎ジュニア新書

14 食べものから学ぶ世界史　人も自然も壊さない経済とは? 平賀 緑 岩波書店 081 イ 937 岩崎ジュニア新書

15 少年法入門 廣瀬 健二 岩波書店 081 イ 1881 岩波新書

16 グリーン・ニューディール　世界を動かすガバニング・アジェンダ 明日香 壽川 岩波書店 081 イ 1882 岩波新書

17 東南アジア史10講 古田 元夫 岩波書店 081 イ 1883 岩波新書

18 『失われた時を求めて』への招待 吉川 一義 岩波書店 081 イ 1884 岩波新書

19 源氏物語を読む 高木 和子 岩波書店 081 イ 1885 岩波新書

20 日韓関係史 木宮 正史 岩波書店 081 イ 1886 岩波新書

21 異文化コミュニケーション学 鳥飼 玖美子 岩波書店 081 イ 1887 岩波新書

22 ネルソン・マンデラ　分断を超える現実主義者 堀内 隆行 岩波書店 081 イ 1888 岩波新書

23 大岡信　架橋する詩人 大井 浩一 岩波書店 081 イ 1889 岩波新書

24 真説　日本左翼史　戦後左派の源流 1945-1960
池上 彰
佐藤 優 講談社 081 コ 2620 講談社現代新書

25 未来のドリル　コロナが見せた日本の弱点 河合 雅司 講談社 081 コ 2621 講談社現代新書

26 本当に君は総理大臣になれないのか
小川 淳也
中原 一歩 講談社 081 コ 2622 講談社現代新書

27 数学独習法 冨島 佑允 講談社 081 コ 2623 講談社現代新書

28 下剋上 黒田 基樹 講談社 081 コ 2624 講談社現代新書

令和３年 ８-９月　  新着図書一覧

東京都市大学付属中学校・高等学校　図書館
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29 変貌する未来　世界企業14社の次期戦略
クーリエ・ジャポン
[編] 講談社 081 コ 2625 講談社現代新書

30 活劇映画と家族 筒井 康隆 講談社 081 コ 2626 講談社現代新書

31 日本哲学の最前線 山口 尚 講談社 081 コ 2627 講談社現代新書

32 ケアとは何か　看護・福祉で大事なこと 村上 靖彦 中央公論新社 081 チ 2646 中公新書

33 高地文明　「もう一つの四大文明」の発見 山本 紀夫 中央公論新社 081 チ 2647 中公新書

34 藤原仲麻呂　古代王権を動かした異能の政治家 仁藤 敦史 中央公論新社 081 チ 2648 中公新書

35 東京復興ならず　文化首都構想の挫折と戦後日本 吉見 俊哉 中央公論新社 081 チ 2649 中公新書

36 米中対立　アメリカの戦略転換と分断される世界 佐橋 亮 中央公論新社 081 チ 2650 中公新書

37 政界再編　離合集散の30年から何を学ぶか 山本 健太郎 中央公論新社 081 チ 2651 中公新書

38 戦争はいかに終結したか　二度の大戦からベトナム、イラクまで 千々和 泰明 中央公論新社 081 チ 2652 中公新書

39 中先代の乱　北条時行、鎌倉幕府再興の夢 鈴木 由美 中央公論新社 081 チ 2653 中公新書

40 <普遍性>をつくる哲学　「幸福」と「自由」をいかに守るか 岩内 章太郎 NHK出版 081 ニ 1269

41 使える哲学　私たちを駆り立てる五つの欲望はどこから来たのか 荒谷 大輔 講談社 133 ア

42 バイアスとは何か 藤田 政博 筑摩書房 141.5 フ 新書

43 自分探しの倫理学 山内 志朗 トランスビュー 150.4 ヤ

44 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 Jam [マンガ・文]
名越 康文 [監修]

サンクチュアリ出版 159 ジ 1

45 よくわかる一神教　ユダヤ教、キリスト教、イスラム教から世界史をみる 佐藤 賢一 集英社 162 サ

46 イスラーム基礎講座 渥美 堅持 東京堂出版 167 ア

47 図説　旧約聖書の考古学 杉本 智俊 河出書房新社 193 ス

48
年輪で読む世界史
チンギス・ハーンの戦勝の秘密から
失われた海賊の財宝、ローマ帝国の崩壊まで

バレリー・トロエ 築地書館 202.3 ト

49 沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う 山舩 晃太郎 新潮社 202.5 ヤ

50 <世界史>の哲学　近代篇2　資本主義の父殺し 大澤 真幸 講談社 209 オ

51 古代史講義　[氏族篇] 佐藤 信 筑摩書房 210.3 コ 新書

52 ヤマト政権と朝鮮半島　謎の古代外交史 武光 誠 河出書房新社 210.3 タ 新書

53 埴輪は語る 若狭 徹 筑摩書房 210.3 ワ 新書

54 室町は今日もハードボイルド　日本中世のアナーキーな世界 清水 克行 新潮社 210.4 シ

55 今に息づく江戸時代　首都・官僚・教育 大石 学 吉川弘文館 210.5 オ

56 女と男の大奥　大奥法度を読み解く 福田 千鶴 吉川弘文館 210.5 フ

57 禍いの大衆文化　天災・疫病・怪異 小松 和彦 KADOKAWA 210.5 ワ

58 大正史講義 筒井 清忠 筑摩書房 210.6 タ 新書

59 地図でスッと頭に入る　昭和と近現代史 後藤 寿一 [監修] 昭文社 210.6 チ
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60 せたがや　中世拾い歩き 谷山 敦子 之潮 213.6 タ

61 みる・よむ・あるく東京の歴史　1 ⃞　通史編 1　先史時代〜戦国時代 池 享 ほか[編] 吉川弘文館 213.6 ミ 1

62 みる・よむ・あるく東京の歴史　2 ⃞  通史編 2　江戸時代 池 享 ほか[編] 吉川弘文館 213.6 ミ 2

63 みる・よむ・あるく東京の歴史　3 ⃞　通史編 3　明治時代〜現代 池 享 ほか[編] 吉川弘文館 213.6 ミ 3

64 みる・よむ・あるく東京の歴史　4 ⃞　 地帯編 1　千代田区・港区・新宿区・文京区 池 享 ほか[編] 吉川弘文館 213.6 ミ 4

65 みる・よむ・あるく東京の歴史　5⃞　地帯編 2　中央区・台東区・墨田区・江東区 池 享 ほか[編] 吉川弘文館 213.6 ミ 5

66 みる・よむ・あるく東京の歴史　6 ⃞　地帯編 3　品川区・大田区・目黒区・世田谷区 池 享 ほか[編] 吉川弘文館 213.6 ミ 6

67 みる・よむ・あるく東京の歴史　7⃞　地帯編 4　渋谷区・中野区・杉並区・板橋区・練馬区・豊島区・北区 池 享 ほか[編] 吉川弘文館 213.6 ミ 7

68 みる・よむ・あるく東京の歴史　8 ⃞　地帯編 5　足立区・葛飾区・荒川区・江戸川区 池 享 ほか[編] 吉川弘文館 213.6 ミ 8

69 みる・よむ・あるく東京の歴史　9 ⃞　地帯編 6　多摩Ⅰ 池 享 ほか[編] 吉川弘文館 213.6 ミ 9

70 みる・よむ・あるく東京の歴史　10 ⃞　地帯編 7　多摩Ⅱ・島嶼 池 享 ほか[編] 吉川弘文館 213.6 ミ 10

71 スコットランド通史　政治・社会・文化 木村 正俊 原書房 233.2 キ

72 世界文化シリーズ  7 ⃞　ロシア文化 55のキーワード 沼野 充義
ほか[編著]

ミネルヴァ書房 238 ロ

73 古代エジプト全史 河合 望 雄山閣 242 カ

74 森戸辰男 小池 聖一
日本歴史学会 [編集]

吉川弘文館 281.8 ジ 310

75 見つける東京 岡部 敬史 [文]
山出 高士 [写真] 東京書籍 291.3 オ  

76 私の旅ブックス 032　歩みを止めるな!　世界の果てまで952日リヤカー奮闘記 吉田 正仁 産業編集センター 295 ヨ  

77 新版　絵はがきにされた少年 藤原 章生 柏艪舎 302.4 フ

78 新版　地図で見る　アメリカハンドブック
クリスティアン・
モンテス ほか

原書房 302.5 モ

79 この国のかたちを見つめ直す 加藤 陽子 毎日新聞出版 304 カ

80 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 304 ブ

81 歴史なき時代に　私たちが失ったもの　取り戻すもの 與那覇 潤 朝日新聞出版 304 ヨ 新書

82 図説　明治政府ー日本人が求めた新しい国家体制とは 久保田 哲 戎光祥出版 312.1 ク

83 改訂新装版　テレジンの子どもたちから　ナチスに隠れて出された雑誌『VEDEM』より 林 幸子 新評論 316.8 ハ
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84 14歳から考えたい レイシズム アリ・ラッタンシ すばる舎 316.8 ラ

85 一次資料で正す現代史のフェイク 有馬 哲夫 育鵬社 319.1 ア 新書

86 経済は統計から学べ! 宮路 秀作 ダイヤモンド社 333.6 ミ

87 お笑い芸人と学ぶ13歳からのSDGs たかまつ なな
佐藤 真久 [監修]

くもん出版 333.8 タ

88 60分でわかる!　ESG超入門 バウンド
夫馬 賢治 [監修]

技術評論社 335.1 ロ

89 10代からの情報キャッチボール入門　使えるメディア・リテラシー 下村 健一 岩波書店 361.4 シ

90 リスク心理学　危機対応から心の本質を理解する 中谷内 一也 筑摩書房 361.4 ナ 新書

91 新ジャポニズム産業史　1945-2020 マット・アルト 日経BP 361.5 ア

92 環境社会学入門　持続可能な未来をつくる 長谷川 公一 筑摩書房 361.7 ハ 新書

93 大人は知らない　今ない仕事図鑑　100 澤井 智毅 ほか 講談社 366.2 オ

94 令和3年版　子供・若者白書 内閣府 日経印刷 367.6 コ  

95 戦争孤児たちの戦後史　1　総論編
浅井 春夫 [編]

川満 彰 [編]
吉川弘文館 368.2 セ 1

96 戦争孤児たちの戦後史　2　西日本編
平井 美津子 [編]
本庄 豊 [編] 吉川弘文館 368.2 セ 2

97 戦争孤児たちの戦後史　3　東日本・満洲編
浅井 春夫 [編]
水野 喜代志 [編]

吉川弘文館 368.2 セ 3

98 地域を変えるソーシャルワーカー 朝比奈 ミカ [編]
菊池 馨実 [編] 岩波書店 369.1 チ

99 なるにはBooks　環境専門家になるには 小熊 みどり ぺりかん社 375 ナ 37

100 なるにはBooks　社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中 英樹 [編著]
菱沼 幹男 [編著]

ぺりかん社 375 ナ 61

101 なるにはBooks　アプリケーションエンジニアになるには 小杉 眞紀
ほか[著]

ぺりかん社 375 ナ 156

102 部活動の社会学　学校の文化・教師の働き方 内田 良 岩波書店 375.1 ブ

103 47都道府県・発酵文化百科 北本 勝ひこ 丸善出版 383.8 キ

104 ビジュアル日本の住まいの歴史　①古代（縄文時代〜平安時代）
小泉 和子 [監修]
家具道具室内
史学会 [著]

ゆまに書房 383.9 ビ 1

105 ビジュアル　日本の住まいの歴史　③近世（安土桃山時代〜江戸時代）
小泉 和子 [監修]
家具道具室内
史学会 [著]

ゆまに書房 383.9 ビ 3

106 ビジュアル　日本の住まいの歴史　④近現代（明治時代〜現代）
小泉 和子 [監修]
家具道具室内
史学会 [著]

ゆまに書房 383.9 ビ 4

107 すべてが武器になる　文化としての <戦争> と <軍事> 石川 明人 創元社 391.1 イ

108 地図とデータで見る　軍事戦略の世界ハンドブック
ブルーノ・テルトレ [編]
ユーグ・ピオレ
 [地図製作]

原書房 392 チ

109 １４歳の世渡り術　教科書の外で出会う、ぼくらの身のまわりの理科 うえたに夫婦
ガリレオ工房 [監修]

河出書房新社 404 ウ

110 禍いの科学　正義が愚行に変わるとき ポール・A.オフィット
日経ナショナル
ジオグラフィック社 404 オ

111 世界が面白くなる!　身の回りの科学 二間瀬 敏史 あさ出版 404 フ

112 「役に立たない」研究の未来 初田 哲男
ほか[著]

柏書房 407 ヤ
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113 円周率πの世界　数学を進化させた「魅惑の数」のすべて 柳谷 晃 講談社 408 ブ 2147 ブルーバックス

114 多様体とは何か　空間と次元から学ぶ現代科学の基礎概念 小笠 英志 講談社 408 ブ 2160 ブルーバックス

115 論理パズル100　世界の名作から現代の良問まで 小野田 博一 講談社 408 ブ 2174 ブルーバックス

116 爆発する宇宙　138億年の宇宙進化 戸谷 友則 講談社 408 ブ 2175 ブルーバックス

117 宇宙人と出会う前に読む本　全宇宙で共通の教養を身につけよう 高水 裕一 講談社 408 ブ 2176 ブルーバックス

118 はじめての機械学習　中学数学でわかるAIのエッセンス 田口 善弘 講談社 408 ブ 2177 ブルーバックス

119 数学ガールの物理ノート　ニュートン力学 結城 浩 SBクリエイティブ 423 ユ

120 オリジン・ストーリー　138億年全史 デイヴィッド・クリスチャン 筑摩書房 440 ク

121 宇宙飛行士、「ホーキング博士の宇宙」を旅する 若田 光一 日本実業出版社 440.4 ワ

122 ビッグバン宇宙論　上・下 サイモン・シン 新潮社 443.9 シ 1-2

123 宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学 ①　宇宙と天体
柴山 元彦 [編]

西村 昌能 [著]
創元社 450 ミ 1

124 宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学 ②　地球の活動 柴山 元彦 創元社 450 ミ 2

125 宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学 ③　岩石と鉱物 柴山 元彦 創元社 450 ミ 3

126 宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学 ④　地層と地史
柴山 元彦 [編]

寺戸 真 [著]
創元社 450 ミ 4

127 宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学 ⑤　気象と海洋
柴山 元彦 [編]

和田 充弘 [著]
創元社 450 ミ 5

128 生物ミステリー　ゼロから楽しむ　古生物　姿かたちの移り変わり 土屋 健 技術評論社 457.8 ツ

129 おもしろい　石と人の物語 大平 悠麻 総合科学出版 459 オ

130 生命海流　GALAPAGOS 福岡 伸一 朝日出版社 462.6 フ

131 沖縄の海藻と海草ものがたり　サンゴ礁の植物 当真 武 ボーダーインク 474 ト

132 スタンダード版　新分類　キノコ図鑑 前川 二太郎 北隆館 474.8 マ

133 飼育員さんのすごいこたえ
淡路
ファームパーク
イングランドの丘

ワニブックス 480.4 ア

134 あえるよ!　山と森の動物たち
今泉 忠明
帆 [マンガ]

朝日出版社 480.4 イ 　

135 サンゴ　知られざる世界 山城 秀之 成山堂書店 483.3 ヤ

136 ダニが刺したら穴2つは本当か? 島野 智之 風濤社 485.7 シ

137 虫のぬけがら図鑑　脱皮と成長から見る昆虫の世界 安田 守 ベレ出版 486.1 ヤ

138 たくましくて美しい　糞虫図鑑 中村 圭一 創元社 486.6 ナ

139 きっと誰かに教えたくなる蚊学入門　知って遊んで闘って 一盛 和世 緑書房 486.9 イ

140 にっぽんのカワセミ
矢野 亮 [監修]

ポンプラボ [編集]
カンゼン 488.9 ニ

141 ツバメのせかい
長谷川 克 [著]

森本 元 [監修]
緑書房 488.9 ハ

142 海獣学者、クジラを解剖する。　海の哺乳類の死体が教えてくれること 田島 木綿子 山と溪谷社 489 タ

143 おもしろいネズミの世界　知れば知るほどムチュウになる 渡部 大介 緑書房 489.4 ワ

144 スマホ脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社 491.3 ハ 新書
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145 フライトナースの秘密　ドクターヘリで出動する救急看護師の仕事 菱沼 秀一 彩流社 492.9 ヒ

146 疫病と世界史　上・下
ウィリアム・H・
マクニール

中央公論新社 493.8 マ 1-2 文庫

147 Liquid 液体　この素晴らしく、不思議で、危ないもの マーク・ミーオドヴニク インターシフト 501.4 ミ

148 生きのびるための流域思考 岸 由二 筑摩書房 517.5 キ 新書

149 気候を操作する　温暖化対策の危険な「最終手段」 杉山 昌広 KADOKAWA 519 ス

150 首都に眠る戦国遺構　東京の城めぐり
辻 明人 [著]
小和田 哲男 
[監修]

G.B. 521.8 ツ

151 横浜の名建築をめぐる旅
菅野 裕子
恩田 陸

エクスナレッジ 523.1 ス

152 小田急電鉄 40年の軌跡　昭和末期から今日まで、車両のあゆみ 　 イカロス出版 536.5 オ  

153 新・航空機産業のすべて　「空飛ぶクルマ」から次期ステルス戦闘機まで 中村 洋明 
日経BP
日本経済新聞
出版本部

538 ナ

154 人類がもっと遠い宇宙へ行くためのロケット入門 小泉 宏之 インプレス 538.9 コ

155 ドリーム　NASAを支えた名もなき計算手たち
マーゴット・リー・
シェタリー

ハーパーコリンズ・
ジャパン 538.9 シ 文庫

156 ペットボトルからはじめる　水耕栽培とプランター菜園 はた あきひろ 内外出版社 626.9 ハ

157 森林で日本は蘇る　林業の瓦解を食い止めよ 白井 裕子 新潮社 651.1 シ 新書

158 外来植物が変えた江戸時代　里湖・里海の資源と都市消費 佐野 静代 吉川弘文館 662.1 サ

159 横浜の街とともに　横浜市営交通100年 横浜市交通局
ほか[編著]

神奈川新聞社 682.1 ヨ  

160 『バス・ジャパン』編集長が教える　バス趣味入門 加藤 佳一 天夢人 685.5 カ

161 京成はなぜ「国内最速」になれたのか　困難の連続からスカイライナー誕生まで 草町 義和 交通新聞社 686 ケ 新書

162 東急のすべて 「旅と鉄道」編集部 天夢人 686 ト

163 基礎からわかる　空港大百科　改訂版 　 イカロス出版 687.9 キ

164 聖母の美術全史　信仰を育んだイメージ 宮下 規久朗 筑摩書房 702 ミ 新書

165 『一遍聖絵』の世界 五味 文彦 吉川弘文館 721.2 ゴ

166 折り紙ドラゴンズ プレミアム 山口 真 ソシム 754.9 ヤ  

167 古くて素敵なクラシック・レコードたち 村上 春樹 文藝春秋 760.8 ム  

168 14歳からの新しい音楽入門　どうして私たちには音楽が必要なのか 久保田 慶一 スタイルノート 761 ク

169 新版　誰でもぜったい楽譜が読める! 辻 志朗 音楽之友社 761.2 ツ

170 オリンピック・パラリンピックから考える　スポーツと法 早川 吉尚 有斐閣 780 ス

171 ジュニアアスリートのための　最強の跳び方　「ジャンプ力」向上バイブル　新装版
体育指導の
スタートライン [監修]

メイツユニバーサル
コンテンツ 782.4 ジ

172 自分を変える力 桃田 賢斗 竹書房 783.5 モ

173 野球の90%はメンタル ボブ・テュークスベリー
スコット・ミラー 春秋社 783.7 テ

174 あの夏の正解 早見 和真 新潮社 783.7 ハ

175 イメージと読みの将棋観ファイナル 藤井 聡太 ほか[著] 日本将棋連盟 796 イ

176 言語学バーリ・トゥード　Round1　AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか 川添 愛 東京大学出版会 804 カ 1

6/8 2021年 ８・９月新着案内



書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

177 フィールド言語学者、巣ごもる。 吉岡 乾 創元社 804 ヨ

178 国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ 女子栄養大学出版部 813.1 サ

179 見るだけで楽しく学べる「暮らし」と「文化」　ドイツのことば図鑑 野口 真南 [著]
加茂 光和子 [イラスト]

KADOKAWA 840 ノ

180 生き残る作家、生き残れない作家　冲方塾・創作講座 冲方 丁 早川書房 901.3 ウ

181 １４歳の世渡り術　ショートショートでひらめく文章教室 田丸 雅智 河出書房新社 901.3 タ

182 創作講座　料理を作るように小説を書こう 山本 弘 東京創元社 901.3 ヤ

183 世界の文学、文学の世界 奥 彩子 ほか[編] 松籟社 908 セ

184 文豪きょうは何の日? 立東舎 立東舎 910.2 ブ

185 短歌タイムカプセル 東 直子 ほか[編著] 書肆侃侃房 911.1 タ

186 シンジケート [新装版] 穂村 弘 講談社 911.1 ホ

187 天の川銀河発電所　Born　after　1968 現代俳句ガイドブック 佐藤 文香 左右社 911.3 ア

188 新しい住みか 大崎 清夏 青土社 911.5 オ

189 ぼくがゆびをぱちんとならして、きみがおとなになるまえの詩集 斉藤 倫 福音館書店 911.5 サ

190 どこからか言葉が 谷川 俊太郎 朝日新聞出版 911.5 タ

191 さよならは仮のことば　谷川俊太郎詩集 谷川 俊太郎 新潮社 911.5 タ 文庫

192 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳 碧人 双葉社 913.6 ア

193 神の悪手 芦沢 央 新潮社 913.6 ア

194 零の晩夏 岩井 俊二 文藝春秋 913.6 イ

195 貝に続く場所にて 石沢 麻依 講談社 913.6 イ

196 原因において自由な物語 五十嵐 律人 講談社 913.6 イ

197 桜のような僕の恋人 宇山 佳佑 集英社 913.6 ウ 文庫

198 海辺の金魚 小川 紗良 ポプラ社 913.6 オ

199 本能寺の敵　キリサク手裏剣 加部 鈴子 くもん出版 913.6 カ

200 てのひらに未来 工藤 純子 くもん出版 913.6 ク

201 枝の家 黒井 千次 文藝春秋 913.6 ク

202 氷柱の声 くどう れいん 講談社 913.6 ク

203 探偵になんて向いてない 桜井 鈴茂 双葉社 913.6 サ

204 傷痕のメッセージ 知念 実希人 KADOKAWA 913.6 チ

205 ひきなみ 千早 茜 KADOKAWA 913.6 チ

206 琥珀の夏 辻村 深月 文藝春秋 913.6 ツ

207 雨夜の星たち 寺地 はるな 徳間書店 913.6 テ

208 Day　to　Day 講談社 [編]
相沢 沙呼 ほか[著]

講談社 913.6 デ
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209 臨床の砦 夏川 草介 小学館 913.6 ナ

210 推理小説年鑑　ザ・ベストミステリーズ　2021
日本推理作家協会 [編]
結城 真一郎 ほか[著] 講談社 913.6 ニ

211 風は山から吹いている　Why　climb　mountains　with　me? 額賀 澪 二見書房 913.6 ヌ

212 野球が好きすぎて 東川 篤哉 実業之日本社 913.6 ヒ

213 星影さやかに 古内 一絵 文藝春秋 913.6 フ

214 竜とそばかすの姫 細田 守 KADOKAWA 913.6 ホ 文庫

215 ふたりでちょうど200% 町屋 良平 河出書房新社 913.6 マ

216 姉の島 村田 喜代子 朝日新聞出版 913.6 ム

217 ミラーワールド 椰月 美智子 KADOKAWA 913.6 ヤ

218 彼岸花が咲く島 李 琴峰 文藝春秋 913.6 リ

219 もうあかんわ日記 岸田 奈美 ライツ社 914.6 キ

220 コンプレックス・プリズム 最果 タヒ 　嘉江 画大和書房 914.6 サ

221 できることならスティードで 加藤 シゲアキ 朝日新聞出版 915.6 カ

222 少年弁護士セオの事件簿 ⑤　逃亡者の目 ジョン・グリシャム 岩崎書店 933.7 グ 5

223 少年弁護士セオの事件簿 ⑦　無実の共犯者 ジョン・グリシャム 岩崎書店 933.7 グ 7

224 アルプスの少女ハイジ ヨハンナ・シュピリ 光文社 943.6 ス 文庫

225 アウシュヴィッツで君を想う エディ・デ・ウィンド 早川書房 949.3 ウ

226 エリ・ヴィーゼルの教室から　世界と本と自分の読み方を学ぶ アリエル・バーガー 白水社 950.2 ビ

227 シャルロッテ ダヴィド・フェンキノス 白水社 953.7 フ

228

229

230

231

232
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