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007.13/Z3/2
022 000130690

ゼロからわかる人工知能  : 完全版 : ついにはじまったAI時代 社会
や暮らしは急速に変化する (ニュートン別冊) (Newtonムック)
(ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階西側大型

007.3/F49/2
021 100031648 アルゴリズムの時代 : 機械が決定する世界をどう生きるか

ハンナ・フラ
イ著/森嶋マ
リ訳

文藝春秋 2階西側

007.3/SA29/
2022 100031716 サイバー社会の「悪」を考える : 現代社会の罠とセキュリティ 坂井修一著

東京大学出
版会 2階西側

007.3/TS94/
2021 100031738

デジタル・ファシズム : 日本の資産と主権が消える (NHK出版新
書:655) 堤未果著 NHK出版 2階西側

007.3/Z6/20
21 100031649 監視資本主義 : 人類の未来を賭けた闘い

ショシャナ・
ズボフ著/野
中香方子訳

東洋経済新
報社 2階西側

049/Z5/202
1 100031650 絶滅事典 : 20世紀末モノ&コトカタログ

造事務所編
著 カンゼン 2階西側

070.21/SA86
/2021 100031651

言論統制というビジネス : 新聞社史から消された「戦争」 (新潮選
書) 里見脩著 新潮社 2階西側

114.2/C27/2
021 100031737

ケンブリッジ大学・人気哲学者の「不死」の講義 : 「永遠の命」への
本能的欲求が、人類をどう進化させたのか?

スティーヴ
ン・ケイヴ著
/柴田裕之訳

日経BP/日
経BPマーケ
ティング (発 2階西側

141.5/TA89/
2022 000130649

楽しみながら身につく論理的思考 : 考える力が身につく 説明力が
鍛えられる (ニュートン別冊) (Newtonムック) (ニュートンムック)

[高橋昌一
郎, 山﨑紗紀
子執筆]

ニュートンプ
レス 2階西側大型

141.51/J66/
2021 100031736

情報を正しく選択するための認知バイアス事典 : 世界と自分の見
え方を変える「60の心のクセ」のトリセツ

情報文化研
究所 [ほか]
著

フォレスト出
版 2階西側

141.72/KA18
/2022 000130700

モチベーションの心理学 : 「やる気」と「意欲」のメカニズム (中公新
書:2680) 鹿毛雅治著

中央公論新
社 2階西側

143/H64/20
18 000130834 ベーシック発達心理学

開一夫, 齋藤
慈子編

東京大学出
版会 2階西側

143/TA33/2
021 000130783 教えと学びを考える発達心理学

高平小百合
編著

玉川大学出
版部 2階西側

146.8/H33/2
021 100031735

自分自身にやさしくすれば悩みの出口が見えてくる : マインドフル
ネスと心理療法ACT(アクト)で人生のどん底からはい上がる

ラス・ハリス
著/岩下慶一
訳

筑摩書房 2階西側

159/G78/2/
2021 100031734 Life shift : 100年時代の行動戦略 2

アンドリュー・
スコット, リン
ダ・グラットン

東洋経済新
報社 2階西側

159/G78/[1]
/2016 100031733 Life shift : 100年時代の人生戦略

リンダ・グ
ラットン, アン
ドリュー・ス

東洋経済新
報社 2階西側

159.7/SA25/
2021 100031732

本当の「心の強さ」ってなんだろう? : 一生を支える折れないメンタル
のつくり方 齋藤孝著

誠文堂新光
社 2階西側

162.1/TE63/
2021 100031731 人間と宗教あるいは日本人の心の基軸 寺島実郎著 岩波書店 2階西側

209.5/F92/1
/2022 100031652

イギリス革命からヴェトナム八月革命まで (世界史を変えた24の革
命:上) (Revolutions : how they changed history and what they
mean today:上) (24の革命 : 世界史を変えた:上)

ピーター・
ファタードー
編/中口秀忠 原書房 2階西側

209.5/F92/2
/2022 100031653

中国共産主義革命からアラブの春まで (世界史を変えた24の革命:
下) (Revolutions : how they changed history and what they mean
today:下) (24の革命 : 世界史を変えた:下)

ピーター・
ファタードー
編/中村雅子 原書房 2階西側

210.58/SU13
/2022 000130780 幕末社会 (岩波新書:新赤版 1909) 須田努著 岩波書店 2階西側
213.61/SA25
/2021 000130657 江戸 : 平安時代から家康の建設へ (中公新書:2675) 齋藤慎一著

中央公論新
社 2階西側

222.01/O42/
2019 100031654 世界史とつなげて学ぶ中国全史 岡本隆司著

東洋経済新
報社 2階西側

288.3/MO45
/2022 000130701 リヒトホーフェン : 撃墜王とその一族 (中公新書:2681) 森貴史著

中央公論新
社 2階西側

289.1/H81/2
021 000130660 北条義時 : 鎌倉殿を補佐した二代目執権 (中公新書:2678) 岩田慎平著

中央公論新
社 2階西側

289.3/H81/1
/2021 100031709 エリック・ホブズボーム : 歴史の中の人生 上

リチャード・J.
エヴァンズ著
/原田真見 岩波書店 2階西側

289.3/H81/2
/2021 100031710 エリック・ホブズボーム : 歴史の中の人生 下

リチャード・J.
エヴァンズ著
/原田真見 岩波書店 2階西側

289.3/SO34
/2021 100031656 私のいない部屋

レベッカ・ソ
ルニット著/
東辻賢治郎 左右社 2階西側
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304/H42/20
21 100031657

文学部の逆襲 : 人文知が紡ぎ出す人類の「大きな物語」 (ちくま新
書:1603) 波頭亮著 筑摩書房 2階西側

304/KA86/2
021 100031655 この国のかたちを見つめ直す 加藤陽子著

毎日新聞出
版 2階西側

311.1/R18/2
021 000130656 ジョン・ロールズ : 社会正義の探究者 (中公新書:2674)

齋藤純一, 田
中将人著

中央公論新
社 2階西側

311.21/H64/
2021 100031646 福澤諭吉と丸山眞男 : 近現代日本の思想的原点 平石直昭著

北海道大学
出版会 2階西側

312.1/MA27
/2021 100031658 権力は腐敗する 前川喜平著

毎日新聞出
版 2階西側

312.22/H38/
2021 100031672 中国共産党帝国とウイグル (集英社新書:1084A)

橋爪大三郎,
中田考著 集英社 2階西側

312.3/MA92
/2021 100031671

ポスト社会主義の政治 : ポーランド、リトアニア、アルメニア、ウクラ
イナ、モルドヴァの準大統領制 (ちくま新書:1559) 松里公孝著 筑摩書房 2階西側

316.8/MI13/
2021 100031708

黒人と白人の世界史 : 「人種」はいかにつくられてきたか (世界人
権問題叢書:104)

オレリア・ミ
シェル著/児
玉しおり訳 明石書店 2階西側

317.75/F93/
2021 100031670 職務質問 (新潮新書:928)

古野まほろ
著 新潮社 2階西側

319.102/KI3
9/2022 000130702 韓国愛憎 : 激変する隣国と私の30年 (中公新書:2682) 木村幹著

中央公論新
社 2階西側

319.103/SU9
6/2021 100031669 北方領土交渉史 (ちくま新書:1601) 鈴木美勝著 筑摩書房 2階西側
319.22/SH49
/2021 100031668 台湾有事 : 米中衝突というリスク (平凡社新書:987) 清水克彦著 平凡社 2階西側
327.14/H71/
1/2021 100031666

村木厚子 小澤一郎 鈴木宗男 三浦和義… (生涯弁護人 : 事件ファ
イル:1)

弘中惇一郎
著 講談社 2階西側

327.14/H71/
2/2021 100031667

安部英 カルロス・ゴーン 野村沙知代… (生涯弁護人 : 事件ファイ
ル:2)

弘中惇一郎
著 講談社 2階西側

329/I51/1/2
020 000130732 貧困 : 目標1 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
329/I51/10/
2020 000130741 不平等 : 目標10 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
329/I51/11/
2020 000130742 まちづくり : 目標11 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
329/I51/12/
2021 000130743 生産と消費 : 目標12 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
329/I51/13/
2021 000130744 気候変動 : 目標13 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
329/I51/14/
2021 000130745 海の豊かさ : 目標14 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
329/I51/15/
2021 000130746 陸の豊かさ : 目標15 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
329/I51/16/
2021 000130747 平和と公正 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
329/I51/17/
2021 000130748

パートナーシップ : 目標14 (SDGsのきほん : 未来のための17の目
標) 渡邉優著 ポプラ社 2階西側

329/I51/2/2
020 000130733 飢餓 : 目標2 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
329/I51/3/2
020 000130734 健康と福祉 : 目標3 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
329/I51/4/2
020 000130735 教育 : 目標4 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
329/I51/5/2
020 000130736 ジェンダー : 目標5 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
329/I51/6/2
020 000130737 水とトイレ : 目標6 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
329/I51/7/2
020 000130738 エネルギー : 目標7 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
329/I51/8/2
020 000130739 労働と経済 : 目標8 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
329/I51/9/2
020 000130740 インフラ  : 目標9 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
329/I51/[0]/
2020 000130731 SDGsってなに? : 入門 (SDGsのきほん : 未来のための17の目標) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2階西側
330/TA96/2
021 100031645

お金のむこうに人がいる : 元ゴールドマン・サックス金利トレーダー
が書いた予備知識のいらない経済新入門 田内学著

ダイヤモンド
社 2階西側

331/MA51/2
021 100031707

アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か? : これからの経済と女性
の話

カトリーン・マ
ルサル著/高
橋璃子訳

河出書房新
社 2階西側

332.107/O67
/2022 000130778

資本主義の方程式 : 経済停滞と格差拡大の謎を解く (中公新
書:2679) 小野善康著

中央公論新
社 2階西側

333/O52/20
22 000130779 人の心に働きかける経済政策 (岩波新書:新赤版 1908) 翁邦雄著 岩波書店 2階西側



333.6/TO98
/2022 100031665 世界はコロナとどう闘ったのか? : パンデミック経済危機

アダム・
トゥーズ著/
江口泰子訳

東洋経済新
報社 2階西側

335.15/TA65
/2021 100031664 SDGsがひらくビジネス新時代 (ちくま新書:1599)

竹下隆一郎
著 筑摩書房 2階西側

336.3/TO42
/2016 000130832 未来を構想し、現実を変えていくイノベーターシップ

徳岡晃一郎
著

東洋経済新
報社 武村（順）

336.91/TA13
/2/2021 000130674

合格ドリル日商簿記2級 商業簿記 第5版 ver. 15.0 (よくわかる簿記
シリーズ)

TAC株式会
社法人事業
部, 営業推進

TAC出版事
業部

1階西側就
職・検定等

336.91/TA13
/3/2021 000130675 合格ドリル日商簿記3級 第4版 ver. 12.0 (よくわかる簿記シリーズ)

TAC株式会
社法人事業
部, 営業推進

TAC出版事
業部

1階西側就
職・検定等

338.5/SH59/
2021 000130661 金融サービスの未来 : 社会的責任を問う (岩波新書:新赤版 1904) 新保恵志著 岩波書店 2階西側
361.4/MA26
/2021 100031663 サバイバル原論 : 病める社会を生き抜く心理学 前田益尚著 晃洋書房 2階西側
361.453/SA3
2/2022 100031662

メディアリテラシーを学ぶ : ポスト真実世界のディストピアを超えて
(シリーズ大学生の学びをつくる) 坂本旬著 大月書店 2階西側

369/H26/20
21 100031661

子ども介護者 : ヤングケアラーの現実と社会の壁 (角川新書:[K-
368])

濱島淑惠
[著] KADOKAWA 2階西側

369.14/A38/
2021 100031660 クラウドファンディングで社会をつくる : 人はなぜ寄付するのか? 秋山訓子著 現代書館 2階西側
369.27/Y88/
2022 000130704

「感動ポルノ」と向き合う : 障害者像にひそむ差別と排除 (岩波ブッ
クレット:No. 1058) 好井裕明著 岩波書店 2階西側

371.4/KA77/
2019 000130835 発達・学習の心理学 : 教職ベーシック 新版

柏崎秀子編
著 北樹出版 2階西側

373.7/SA15s
h/2023/202
2

100031647

佐賀県の小学校教諭 : 過去問 2023年度版 (佐賀県の教員採用試
験「過去問」シリーズ:2) (教員採用試験「過去問」シリーズ)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

374.92/F65/
2021 100031659 SDGsと防災教育 : 持続可能な社会をつくるための自然理解 藤岡達也著 大修館書店 2階西側
376.1/O61/2
017 000130549 子育てを元気にすることば : ママ・パパ・保育者へ。

大豆生田啓
友著

エイデル研
究所 2階西側

376.14/A37/
2018 000130827

リーダーは保育をどうつくってきたか : 実例で見るリーダーシップ研
究 (保育ナビブック)

秋田喜代美
編著

フレーベル
館 2階西側

376.14/A58/
2020 000130828

明日からの保育チームづくり : 対話でほぐす対話でつくる (保育ナ
ビブック)

青山誠, 久保
健太編著

フレーベル
館 2階西側

376.14/H81/
2021 000130670 保育士出る!出る!一問一答 2022年版 (福祉教科書)

保育士試験
対策委員会
著 翔泳社

1階西側就
職・検定等

376.14/H81/
2021/A 000130671 保育士出る!出る!一問一答 2022年版 (福祉教科書)

保育士試験
対策委員会
著 翔泳社

1階西側就
職・検定等

376.14/I55/2
021 000130784

質の向上を目指す保育マネジメント : トライアル・アンド・エラーに学
ぶ

井上眞理子,
田澤里喜, 田
島大輔編著

中央法規出
版 2階西側

376.14/KI24
/2021 000130785 楽しみながら成長できる保育リーダーの教科書

菊地奈津美
著/中村章啓
協力/シロシ

中央法規出
版 2階西側

376.14/MO7
6/2018 000130829

若手保育者の育成法 : 組織の活性化は若手の成長がカギ! (保育
ナビブック) 師岡章著

フレーベル
館 2階西側

376.14/Y97/
2022/2021 000130672 ユーキャンの保育士過去&予想問題集 2022年版

ユーキャン
保育士試験
研究会編

ユーキャン
学び出版/自
由国民社

1階西側就
職・検定等

377.28/Y23/
2021 100031685 京大というジャングルでゴリラ学者が考えたこと (朝日新書:843) 山極寿一著

朝日新聞出
版 2階西側

380.1/KI24/
2022 000130781 民俗学入門 (岩波新書:新赤版 1910) 菊地暁著 岩波書店 2階西側
382.2/MA73
/2021 100031723 遊牧の人類史 : 構造とその起源 松原正毅著 岩波書店 2階西側
383.82/I94/2
021 100031722 中国料理の世界史 : 美食のナショナリズムをこえて 岩間一弘著

慶應義塾大
学出版会 2階西側

392.1/MO55
/2022 100031721 台湾有事のシナリオ : 日本の安全保障を検証する

森本敏, 小原
凡司編著

ミネルヴァ書
房 2階西側

412/KY5/20
22 000130676

虚数 : なぜ虚数は必要なのか。何の役に立つのか (Newtonライト :
理系脳をきたえる!:3.0) (Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側

421.2/R76/2
019 100031727 時間は存在しない

カルロ・ロ
ヴェッリ著/
冨永星訳 NHK出版 2階東側

421.2/SO71
/2021 000130566

相対性理論 : ゼロからわかる相対性理論の入門書 (Newtonライト :
理系脳をきたえる!:3.0) (Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側

431.11/SH99
/2021 000130567

周期表 : 知れば知るほど、化学が楽しくなる (Newtonライト : 理系
脳をきたえる!:3.0) (Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側

440/TA43/2
021 100031684

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
(ブルーバックス:B-2176) 高水裕一著 講談社 2階東側

451/A64/20
21 100031726 すごすぎる天気の図鑑 : 空のふしぎがすべてわかる!

荒木健太郎
著 KADOKAWA 2階東側

　【4--】　自然科学



460/KO12/2
021 000130658

地球外生命 : アストロバイオロジーで探る生命の起源と未来 (中公
新書:2676) 小林憲正著

中央公論新
社 2階東側

460/MA43/2
022 000130691

学びなおし中学・高校の生物  : 中学から高校までの生物が、楽し
みながらよくわかる/ 田沼靖一監修 (ニュートン別冊) (Newtonムッ
ク) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側大型

467.5/P65/2
021 100031725 Life changing : ヒトが生命進化を加速する

ヘレン・ピル
チャー著/的
場知之訳 化学同人 2階東側

483.2/TS14/
2021 100031724 カイメン : すてきなスカスカ (岩波科学ライブラリー:306) 椿玲未著 岩波書店 2階東側

485.3/Y58/2
021 000130659

エビはすごいカニもすごい : 体のしくみ、行動から食文化まで (中公
新書:2677) 矢野勲著

中央公論新
社 2階東側

487.51/KO1
6/2021 100031683 魚にも自分がわかる : 動物認知研究の最先端 (ちくま新書:1607) 幸田正典著 筑摩書房 2階東側

488.45/KA91
/2021 100031704 ドードーをめぐる堂々めぐり : 正保四年に消えた絶滅鳥を追って 川端裕人著 岩波書店 2階東側

488.6/W46/2
022 100031703

海鳥と地球と人間 : 漁業・プラスチック・洋上風発・野ネコ問題と生
態系 綿貫豊著 築地書館 2階東側

489/TA26/2
021 100031702

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
著 山と溪谷社 2階東側

491.1/J52/2
022 000130689

人体完全ガイド : 構造としくみ、機能を徹底図解 改訂第3版
(ニュートン別冊) (Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側大型

493.74/MA8
1/2021 100031706

世界一やさしい依存症入門 : やめられないのは誰かのせい? (14歳
の世渡り術) 松本俊彦著

河出書房新
社 2階東側

493.8/SN/1/
2021 100031686 黒死病・ナポレオン戦争・顕微鏡 (疫病の世界史:上)

フランク・M・
スノーデン著
/桃井緑美 明石書店 2階東側

493.8/SN/2/
2021 100031687 消耗病・植民地・グローバリゼーション (疫病の世界史:下)

フランク・M・
スノーデン著
/桃井緑美 明石書店 2階東側

493.82/L32/
2021 100031712 ワクチンの噂 : どう広まり、なぜいつまでも消えないのか

ハイジ・J・
ラーソン
[著]/小田嶋 みすず書房 2階東側

493.82/N38/
2021 100031701

今だから知りたいワクチンの科学 : 効果とリスクを正しく判断するた
めに (知りたいサイエンス:144) 中西貴之著 技術評論社 2階東側

493.937/F11
/2021 100031700

精霊に捕まって倒れる : 医療者とモン族の患者、二つの文化の衝
突

アン・ファディ
マン [著]/忠
平美幸, 齋藤 みすず書房 2階東側

498.12/MA7
7/2021 100031711 尊厳死および安楽死を求める権利 松井茂記著 日本評論社 2階東側

498.16/I67/2
022 000130830 病院賃金実態資料 : 2021年職種別・職位別賃金水準 2022年版

医療経営情
報研究所編

産労総合研
究所出版部
経営書院

武村（順）

498.16/SE45
/2021 000130831

意識改革とチーム医療による病院経営改善 : あの松阪市民病院で
できたんだ! 世古口務著

産労総合研
究所出版部
経営書院

武村（順）

498.3/TS38/
2022 100031713 HEALTH RULES : 病気のリスクを劇的に下げる健康習慣 津川友介著 集英社 2階東側

498.6/SA79/
2021 100031681

コロナとWHO : 感染症対策の「司令塔」は機能したか (集英社新
書:1092I) 笹沢教一著 集英社 2階東側

498.6/SE24/
2021 100031705 保健所の「コロナ戦記」TOKYO2020-2021 (光文社新書:1171) 関なおみ著 光文社 2階東側

498.6/Y42/2
021 100031714 コロナ戦記 : 医療現場と政治の700日

山岡淳一郎
著 岩波書店 2階東側

519/MA26/2
022 100031730 60分でわかる!カーボンニュートラル超入門 前田雄大著 技術評論社 2階東側

519.4/Y32/2
021 100031680

魚はなぜ減った?見えない真犯人を追う : 東大教授が世界に示した
衝撃のエビデンス 山室真澄著 つり人社 2階東側

538.6/H57/2
022 000130650

飛行機のテクノロジー : 最新鋭の旅客機、戦闘機の魅力を徹底解
剖 改訂第3版 (Newtonムック) (ニュートン別冊) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側大型

539.45/V89/
2021 100031679 プルトニウム : 原子力の夢の燃料が悪夢に

フランク・フォ
ンヒッペル,
田窪雅文, カ 緑風出版 2階東側

574.27/MU4
5/2021 100031729 火星に住むつもりです : 二酸化炭素が地球を救う 村木風海著 光文社 2階東側

596/R74/20
21 100031678 Food anatomy食の解剖図鑑 : 世界の「食べる」をのぞいてみよう

ジュリア・ロ
スマン文・絵
/神崎朗子訳 大和書房 2階東側

596.22/SH95
/2021 100031728 味の台湾

焦桐 [著]/川
浩二訳 みすず書房 2階東側

645.2/C32/2
014 100031696 馬の自然誌

J.E.チェンバ
レン著/屋代
通子訳 築地書館 2階東側

645.6/H89/2
021 100031677 犬と人の絆 : なぜ私たちは惹かれあうのか

アレクサンド
ラ・ホロウィッ
ツ著/奥田弥 緑書房 2階東側

685.5/I68/20
21 100031676 ウーバー戦記 : いかにして台頭し席巻し社会から憎まれたか

マイク・アイ
ザック著/秋
山勝訳 草思社 2階東側

　【5--】　技　術

　【6--】　産　業



754/MA54do
/1/2018 000130539 こま・やじろべえ・マラカスほか (どんどん!どんぐり工作:1) 汐文社 2階東側

754/MA54do
/2/2018 000130540 めいろ・トントンずもうほか (どんどん!どんぐり工作:2) 汐文社 2階東側

754/MA54do
/3/2019 000130541 アクセサリー・クリスマスリースほか (どんどん!どんぐり工作:3) 汐文社 2階東側

754.9/TO17
/2020 000130543

ザ・10回折りおり紙ヒコーキ : 超かんたん! : 正方形おり紙でよく飛
ぶ20機 図書館版 戸田拓夫著 いかだ社 2階東側

754.9/Y86/2
021 000130544

ギュギュっとまるごと!牛乳パック工作大集合 : おもちゃ・ゲーム・
グッズBEST36

吉田未希子
著 いかだ社 2階東側

754.9/Y86gy
/1/2021 000130545

ゲーム・パズル : 全16作品 (ギュギュっと牛乳パック工作大作戦:
ミッション1) いかだ社 2階東側

754.9/Y86gy
/2/2021 000130546

おもしろ雑貨・インテリア : 全15作品 図書館版 (ギュギュっと牛乳
パック工作大作戦. ミッション2) いかだ社 2階東側

754.9/Y86gy
/3/2021 000130547

乗り物・ボールコースター : 全16作品 図書館版 (ギュギュっと牛乳
パック工作大作戦. ミッション3) いかだ社 2階東側

757/MU32/2
018 100031644 デザインとヴィジュアル・コミュニケーション : 新装版

ブルーノ・ム
ナーリ [著]/
萱野有美訳 みすず書房 2階東側

780.193/KI4
4/2022 000130651

筋肉の科学知識 : 日常生活からスポーツまで、筋力アップで運動
能力を高める 改訂第3版 (ニュートン別冊) (Newtonムック) (ニュー
トンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側大型

780.22/TA54
/2021 000130663

スポーツからみる東アジア史 : 分断と連帯の二〇世紀 (岩波新書:
新赤版 1906) 高嶋航著 岩波書店 2階東側

780.69/O22/
2022 000130703 東京オリンピック始末記 (岩波ブックレット:No. 1057)

小笠原博毅,
山本敦久著 岩波書店 2階東側

781.9/O66/2
018 000130542

まるごと鬼ごっこ : 仲間づくり・体づくりに役立つbest 55 : IOA一般
社団法人鬼ごっこ協会公式book

鬼ごっこ協会
著 いかだ社 2階東側

783.6/MI97/
2021 100031675 打ち返す力 : 最強のメンタルを手に入れろ 水谷隼著 講談社 2階東側

798/N71/20
20 000130548

まるごとこままわし教室 : 公式日本こままわし協会BOOK : こま技
BEST45 : 初心者でもマスターできる!

日本こまま
わし協会著 いかだ社 2階東側

810/I45/202
1 000130664

うつりゆく日本語をよむ : ことばが壊れる前に (岩波新書:新赤版
1907) 今野真二著 岩波書店 2階東側

816/C42/20
21 100031673

ライティングの哲学 : 書けない悩みのための執筆論 (星海社新
書:187)

千葉雅也
[ほか] 著

星海社/講談
社 (発売) 2階東側

901.4/KI68/
2021 100031674

批評の教室 : チョウのように読み、ハチのように書く (ちくま新
書:1600) 北村紗衣著 筑摩書房 2階東側

910.26/SA83
/2021 000130662 企業と経済を読み解く小説50 (岩波新書:新赤版 1905) 佐高信著 岩波書店 2階東側

911.108/KU1
4/5/2021 000130669 古今和歌集 (和歌文学大系:5)

久保田淳
[ほか] 著 明治書院 2階東側

911.304/H36
/2022 000130782 俳句と人間 (岩波新書:新赤版 1911) 長谷川櫂著 岩波書店 2階東側

913.6/F96/2
021 100031695 北緯43度のコールドケース 伏尾美紀著 講談社 2階東側

913.6/MA16
/2021 100031719 星を掬う

町田そのこ
著

中央公論新
社 2階東側

913.6/N81/2
021 100031697 夜が明ける 西加奈子著 新潮社 2階東側

913.6/TS74/
2018 100031720 ディス・イズ・ザ・デイ

津村記久子
著

朝日新聞出
版 2階東側

913.6/W47/2
021 100031698 オーラの発表会 綿矢りさ著 集英社 2階東側

916/H22/20
21 100031682 救命センター カンファレンス・ノート 浜辺祐一著 集英社 2階東側

929.13/P16/
2021 100031688 もう死んでいる十二人の女たちと (ExLibris)

パク・ソルメ
著/斎藤真理
子訳

白水社 2階東側

933/F26/20
21 100031717 赤い十字

サーシャ・
フィリペンコ
著/奈倉有里

集英社 2階東側

933.7/MA11
/2021 100031691 断絶 (ExLibris)

リン・マー著/
藤井光訳 白水社 2階東側

933.7/R66/2
021 100031689 カンバセーションズ・ウィズ・フレンズ

サリー・ルー
ニー著/山崎
まどか訳

早川書房 2階東側

933.7/Z3/20
21 100031718 サワー・ハート

ジェニー・ザ
ン著/小澤身
和子訳

河出書房新
社 2階東側

　【7--】　芸　術

　【8--】　言　語

　【9--】　文　学



934.7/W36/2
018 100031739

これは水です : 思いやりのある生きかたについて大切な機会に少
し考えてみたこと

デヴィッド・
フォスター・
ウォレス著/

田畑書店 2階東側

943.7/E68/2
021 100031692 行く、行った、行ってしまった (ExLibris)

ジェニー・エ
ルペンベック
著/浅井晶子

白水社 2階東側

949.33/P36/
2021 100031699 どんぐり喰い

エルス・ペル
フロム作/野
坂悦子訳

福音館書店 2階東側

949.33/W56/
2022 100031715 アントワネット

ロベルト・
ヴェラーヘン
著/國森由美

集英社 2階東側

953.7/MI94/
2021 100031693 壊れた魂

アキラ・ミズ
バヤシ著/水
林章訳

みすず書房 2階東側

963/V42/20
21 100031694 ケルト人の夢

マリオ・バル
ガス=リョサ
[著]/野谷文

岩波書店 2階東側

F/J11/2021 100031690 自由研究には向かない殺人 (創元推理文庫:[Mシ17-1])

ホリー・ジャ
クソン著/服
部京子訳 東京創元社 2階西側文庫

PIC/379.9/I8
4/2021 000130491 パ・パ・パ・パパジャマ

石津ちひろ
文/布川愛子
絵

のら書店 2階東側絵本

PIC/388.1/S
U49/2021 000130492 じゅうにしのはなし

スギヤマカ
ナヨ作・絵 ひかりのくに 2階東側絵本

PIC/388.1/S
U49/2021 000130493 じゅうにしのはなしのつづき

スギヤマカ
ナヨ作・絵 ひかりのくに 2階東側絵本

PIC/479.75/
SA25/2022 000130455 たいぼく (かがくのとも:624号) 齋藤槙さく 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かが

PIC/481.35/
P21/2021 000130476 知るほど楽しい!パンク町田のゆかい痛快!動物の子育ての世界

パンク町田
著/亀澤裕
也, 麻生羽呂

赤ちゃんとマ
マ社 2階東側絵本

PIC/484.7/O
64/2022 000130653 イカ (かがくのとも:635号)

大村文乃ぶ
ん・え 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かが

PIC/489/MI
79/2020 000130486 ボール、みいつけた! 宮野聡子著

ハッピーオウ
ル社 2階東側絵本

PIC/513.8/K
O95/2015 000130518 どうろこうじのくるま (まえとうしろどんなくるま?:1)

こわせもりや
す [作] 偕成社 2階東側絵本

PIC/513.8/T
A65/2014 000130524 すすめ!きゅうじょたい

竹下文子文/
鈴木まもる
絵 金の星社 2階東側絵本

PIC/513.8/T
A65/2015 000130525 すすめ!ゆきのきゅうじょたい

竹下文子文/
鈴木まもる
絵 金の星社 2階東側絵本

PIC/513.8/T
A65/2016 000130526 すすめ!うみのきゅうじょたい

竹下文子文/
鈴木まもる
絵

金の星社 2階東側絵本

PIC/537.9/K
O95/2016 000130520 まちではたらくくるま (まえとうしろどんなくるま?:3)

こわせもりや
す [作] 偕成社 2階東側絵本

PIC/537.99/
KO95/2016 000130519 きんきゅうしゃりょう (まえとうしろどんなくるま?:2)

こわせもりや
す [作] 偕成社 2階東側絵本

PIC/596.3/Y
15/2021 000130485 どんめくり

やぎたみこ
作

ブロンズ新
社 2階東側絵本

PIC/596.63/
N84/2013 000130521 くまくまパン 西村敏雄作 あかね書房 2階東側絵本

PIC/596.63/
N84/2015 000130522 みんなのくまくまパン 西村敏雄作 あかね書房 2階東側絵本

PIC/596.63/
N84/2019 000130523 くまくまパン : いちにちパンやさん 西村敏雄作 あかね書房 2階東側絵本

PIC/599.4/K
A16/2009 000130478 おふとんかけたら

かがくいひろ
しさく

ブロンズ新
社 2階東側絵本

PIC/767.7/N
16/2017 000130488 1ぽんでもにんじん : うたのえほん

長野ヒデ子
構成・絵 のら書店 2階東側絵本

PIC/767.7/N
16/2019 000130490 げんこつやまのたぬきさん (うたのえほん)

長野ヒデ子
作・絵 のら書店 2階東側絵本

PIC/767.7/S
A25/2020 000130562 あかちゃんとわらべうたであそびましょ!

さいとうしの
ぶ構成・絵 のら書店 2階東側絵本

PIC/807.9/I8
4/2015 000130487 ことばあそびレストラン

石津ちひろ
文/石井聖岳
絵

のら書店 2階東側絵本

PIC/807.9/S
U96/2015 000130483 たべもんどう

鈴木のりた
け作

ブロンズ新
社 2階東側絵本

PIC/834.3/Y
62/2019 000130489 どうぶつABCえほん

安江リエ文/
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