
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 苦学と立身と図書館　パブリック・ライブラリーと近代日本 伊東 達也 青弓社 016.2 イ

2 多様なニーズによりそう学校図書館　特別支援学校の合理的配慮を例に 野口 武悟 ほか[著] 少年写真新聞社 017 タ

3 哲学とは何か
ジル・ドゥルーズ
フェリックス・ガタリ 河出書房新社 135.5 ド 文庫

4 手の倫理 伊藤 亜紗 講談社 141.2 イ

5 ひとはなぜ「認められたい」のか　承認不安を生きる知恵 山竹 伸二 筑摩書房 141.9 ヤ 新書

6 現代山岳信仰曼荼羅 藤田 庄市 天夢人 188.5 フ

7 明治を生きた男装の女医　高橋瑞物語 田中 ひかる 中央公論新社 289.1 タ

8 ランスへの帰郷 ディディエ・エリボン みすず書房 289.3 エ

9 光に向かって這っていけ　核なき世界を追い求めて
サーロー 節子
金崎 由美 岩波書店 289.3 サ

10 地上に星座をつくる 石川 直樹 新潮社 290.9 イ

11 それを、真の名で呼ぶならば　危機の時代と言葉の力 レベッカ・ソルニット 岩波書店 302.5 ソ

12 ファシズム　警告の書
マデレーン・オルブライト
ビル・ウッドワード みすず書房 311.8 オ

13 官僚制のユートピア　テクノロジー、構造的愚かさ、リベラリズムの鉄則 デヴィッド・グレーバー 以文社 317 グ

14 しくみ図解シリーズ　防火・消火・耐火が一番わかる
火災のメカニズムを理解し防ぎ方・消し方を学ぶ

榎本 満帆
浅川 新

技術評論社 317.7 エ

15 地方を生きる 小松 理虔 筑摩書房 318.6 コ 新書

16 紛争解決ってなんだろう 篠田 英朗 筑摩書房 319.8 シ 新書

17 絶望を希望に変える経済学　社会の重大問題をどう解決するか
アビジット・V.バナジー
エステル・デュフロ

日経BP
日本経済新聞出版本部 331 バ

18 ポール・ローマーと経済成長の謎 デヴィッド・ウォルシュ 日経BP 331.2 ウ

19 平成の経済政策はどう決められたか　アベノミクスの源流をさぐる 土居 丈朗 中央公論新社 332.1 ド

20 図解SDGs入門 村上 芽 日経BP
日本経済新聞出版本部 333.8 ム

21 ネットで見たけどこれってホント?　① 健康のメディアリテラシー 北折 一 少年写真新聞社 361.4 キ 1

22 ネットで見たけどこれってホント?　② 食のメディアリテラシー 北折 一 少年写真新聞社 361.4 キ 2

23 ネットで見たけどこれってホント?　③ 生活のメディアリテラシー 北折 一 少年写真新聞社 361.4 キ 3

24 これから目指す人・働く人のための　３福祉士の仕事がわかる本 赤羽 克子 日本実業出版社 369.1 ア

25 にほんでいきる　外国からきた子どもたち 毎日新聞取材班 明石書店 371.5 ニ

26 ラマレラ最後のクジラの民 ダグ・ボック・クラーク NHK出版 382.2 ク

27 はじめての科学哲学 八木沢 敬 岩波書店 401 ヤ

28 竹内薫の「科学の名著」案内　感染症、AI新時代を生き抜く科学知識の身につけ方 竹内 薫 徳間書店 404 タ

29 学びなおす算数 小林 道正 筑摩書房 410 コ 新書

30 生物多様性を問いなおす　世界・自然・未来との共生とSDGs 高橋 進 筑摩書房 468 タ 新書

31 動物園・その歴史と冒険 溝井 裕一 中央公論新社 480.7 ミ 新書
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32 空飛ぶヘビとアメンボロボット　動物たちのスゴ技から生まれたテクノロジー デイヴィッド・フー 化学同人 481.3 フ

33 タコは海のスーパーインテリジェンス　海底の賢者が見せる驚異の知性 池田 譲 化学同人 484.7 タ

34 オランウータンに会いたい 久世 濃子 あかね書房 489.9 ク

35 岩波科学ライブラリー299　脳の大統一理論　自由エネルギー原理とはなにか
乾 敏郎
阪口 豊 岩波書店 491.3 イ

36 教えて! 感染症 「かぜ」から「新型コロナ」まで ３ 感染症の影響と予防 土井 洋平 [監修] 小峰書店 493.8 オ 3

37 健康ハッピーシリーズ　上手に使って病気を防ごう!　スマホとゲーム障害 内海 裕美 [監修] 少年写真新聞社 493.9 ス

38 シンプルなクローゼットが地球を救う　ファッション革命実践ガイド エリザベス・L.クライン 春秋社 589.2 ク

39 バターの本 グラフィック社編集部 グラフィック社 648.1 バ

40 鉄道の基礎知識　増補改訂版 所澤 秀樹 創元社 686 シ

41 こんなものまで運んだ!日本の鉄道　お金にアートに、動物…知られざる鉄道の輸送力 和田 洋 交通新聞社 686.6 ワ 新書

42 47都道府県・やきもの百科 神崎 宣武 丸善出版 751.1 カ

43 よくわかるデザイン心理学　人間の行動・心理を考慮した一歩進んだデザインへのヒント
日比野 治雄 [監修]
BB STONEデザイン心理学研究所 日刊工業新聞社 757 デ

44 アニメと声優のメディア史　なぜ女性が少年を演じるのか 石田 美紀 青弓社 778.7 イ

45 アナザー1964　パラリンピック序章 稲泉 連 小学館 780.6 イ

46 井端弘和の遊撃手「超」専門講座 井端 弘和 ベースボール・マガジン社 783.7 イ

47 火の玉ストレート　プロフェッショナルの覚悟 藤川 球児 日本実業出版社 783.7 フ

48 ランディ・メッセンジャー　すべてはタイガースのために ランディ・メッセンジャー 洋泉社 783.7 メ

49 下山の哲学　登るために下る 竹内 洋岳 太郎次郎社エディタス 786.1 タ

50 ゲームを動かす数学・物理R 堂前 嘉樹 ボーンデジタル 798.5 ド

51 はじめての言語哲学 八木沢 敬 岩波書店 801 ヤ

52 辞書にまつわる言葉をイラストと豆知識でずっしりと読み解く　辞典語辞典
見坊 行徳 [文]

稲川 智樹 [文]

いのうえ さきこ [絵]

誠文堂新光社 813.1 ケ

53 百人一首解剖図鑑　王朝文化がマルわかり 谷 知子 エクスナレッジ 911.1 ヒ

54 夜景座生まれ 最果 タヒ 新潮社 911.5 サ

55 メイドイン十四歳 石川 宏千花 講談社 913.6 イ

56 復活の日 小松 左京 KADOKAWA 913.6 コ 文庫

57 エリーゼさんをさがして 梨屋 アリエ 講談社 913.6 ナ

58 夏至祭 長野 まゆみ 河出書房新社 913.6 ナ 文庫

59 猫がこなくなった 保坂 和志 文藝春秋 913.6 ホ

60 ぎょらん 町田 そのこ 新潮社 913.6 マ

61 52ヘルツのクジラたち 町田 そのこ 中央公論新社 913.7 マ

62 工学部ヒラノ教授のウィーン独り暮らしの報酬 今野 浩 青土社 916 コ

63 カズオ・イシグロと日本　幽霊から戦争責任まで
田尻 芳樹 /秦 邦生 [編]
レベッカ・L.ウォルコウィッツ
ほか[著]

水声社 930.2 イ

64 カズオ・イシグロ失われたものへの再訪　記憶・トラウマ・ノスタルジア ヴォイチェフ・ドゥロンク 水声社 930.2 イ

65 その日の予定　事実にもとづく物語 エリック・ヴュイヤール 岩波書店 953.7 ウ゛
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