
請求記号 資料ID 書                      名 著者名 出版者 所在

007.35/A45/
2021 100031799

NFTの教科書 : ビジネス・ブロックチェーン・法律・会計までデジタル
データが資産になる未来

天羽健介, 増
田雅史編著

朝日新聞出
版 2階西側

100/SA25/2
021 000130786 危機を生きる-哲学 斎藤慶典著

毎日新聞出
版 2階西側

134.4/H51/2
022 000130787 ヘーゲル哲学に学ぶ : 考え抜く力 (光文社新書:1176) 川瀬和也著 光文社 2階西側
141.93/O77/
2021/A 000130975 非認知能力 : 概念・測定と教育の可能性

小塩真司編
著 北大路書房 2階西側

182/KI39/20
21 000130788 教養としての仏教思想史 (ちくま新書:1618) 木村清孝著 筑摩書房 2階西側
188.42/SA17
/2022 000130607

最澄と天台宗のこころ : 伝教大師一二〇〇年大遠忌記念 (別冊太
陽. 日本のこころ:295)

桑谷祐顕監
修 平凡社 2階西側大型

210.18/O42/
2021 100031751 中国史とつなげて学ぶ日本全史 岡本隆司著

東洋経済新
報社 2階西側

210.25/SH92
/2022 000130800

縄文vs.弥生 : 先史時代を九つの視点で比較する (ちくま新
書:1624) 設楽博己著 筑摩書房 2階西側

210.75/H64/
2022 100031795 ソ連兵へ差し出された娘たち 平井美帆著 集英社 2階西側
211/SI1/202
1 100031757 アイヌ通史 : 「蝦夷」から先住民族へ

リチャード・シ
ドル [著]/
マーク・ウィ

岩波書店 2階西側
213.61/SA62
/2021 100031752 東京ヴァナキュラー : モニュメントなき都市の歴史と記憶

ジョルダン・
サンド著/池
田真歩訳

新曜社 2階西側
219.9/J15/2
021 100031740

戦後沖縄と復興の「異音」 : 米軍占領下復興を求めた人々の生存
と希望 謝花直美著 有志舎 2階西側

253.07/D87/
1/2021 100031753 戦争の文化 : パールハーバー・ヒロシマ・9.11・イラク 上

ジョン・W.ダ
ワー [著]/田
代泰子, 藤本

岩波書店 2階西側
253.07/D87/
2/2021 100031754 戦争の文化 : パールハーバー・ヒロシマ・9.11・イラク 下

ジョン・W.ダ
ワー [著]/田
代泰子, 藤本

岩波書店 2階西側
288.41/TA26
/1/2021 100031743

拝謁記 1 (昭和天皇拝謁記 : 初代宮内庁長官田島道治の記録:1)

田島道治著 岩波書店 2階西側
288.41/TA26
/2/2022 100031744

拝謁記 2 (昭和天皇拝謁記 : 初代宮内庁長官田島道治の記録:2)

田島道治著 岩波書店 2階西側
289.3/G46/2
021 000130801

ルース・B・ギンズバーグ名言集 : 新しい時、新しい日がやってくる ルース・B. ギ
ンズバーグ 
[著]/岡本早

創元社 2階西側
289.3/ME66
/2021 100031745 メルケル : 世界一の宰相

カティ・マート
ン著/倉田幸
信, 森嶋マリ

文藝春秋 2階西側

302.199/J64
/2021 100031746 アメリカンビレッジの夜 : 基地の町・沖縄に生きる女たち

アケミ・ジョン
ソン著/真田
由美子訳

紀伊國屋書
店 2階西側

302.25/I33/2
021 100031747 インド残酷物語 : 世界一たくましい民 (集英社新書:1091B) 池亀彩著 集英社 2階西側
304/KR9/20
21 100031748 グッド・アンセスター : わたしたちは「よき祖先」になれるか

ローマン・ク
ルツナリック
著/松本紹圭

あすなろ書
房 2階西側

304/N71/1/
2021 000130802 持続可能な世界は築けるのか (2030未来への分岐点:1)

NHKスペシャ
ル取材班編
著

NHK出版 2階西側
304/N71/2/
2021 000130803 テクノロジーは神か悪魔か (2030未来への分岐点:2)

NHKスペシャ
ル取材班編
著

NHK出版 2階西側
309.7/MA82
/2021 100031788 くらしのアナキズム

松村圭一郎
著 ミシマ社 2階西側

312.1/TS41/
2021 100031742 ネット社会と民主主義 : 「分断」問題を調査データから検証する 辻大介編 有斐閣 2階西側
312.1/W12/2
021 000130804

時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか?国会議員に聞
いてみた。

和田靜香著/
小川淳也取
材協力

左右社 2階西側
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　【0--】　総　記

　【1--】　哲　学　

　【2--】　歴　史　

　【３--】　社会科学



312.22/KU56
/2021 100031749 香港政治危機 : 圧力と抵抗の2010年代 倉田徹著

東京大学出
版会 2階西側

312.22/Y24/
2021 100031750

毛沢東の強国化戦略1949-1976 (慶應義塾大学東アジア研究所現
代中国研究選書) 山口信治著

慶應義塾大
学出版会 2階西側

314.8/P95/2
021 100031755 それでも選挙に行く理由

アダム・プ
シェヴォスキ
著/粕谷祐

白水社 2階西側
316.822/C12
/2022 100031759 AI監獄ウイグル

ジェフリー・
ケイン著/濱
野大道訳

新潮社 2階西側
316.822/SA9
1/2021 100031758 重要証人 : ウイグルの強制収容所を逃れて

サイラグル・
サウトバイ, 
アレクサンド

草思社 2階西側
316.822/U26
/2021 000130805 ジェノサイド国家中国の真実 (文春新書:1333)

于田ケリム, 
楊海英著 文藝春秋 2階西側

316.88/C78/
2021 100031760

ホロコースト最年少生存者たち : 100人の物語からたどるその後の
生活

レベッカ・クリ
フォード著/
山田美明訳

柏書房 2階西側
319.2/C46/2
021 100031756 反日 : 東アジアにおける感情の政治

レオ・チン著
/趙相宇 [ほ
か] 訳

人文書院 2階西側
319.22/MI76
/2021 000130806 米中戦争 : 「台湾危機」驚愕のシナリオ (朝日新書:836) 宮家邦彦著

朝日新聞出
版 2階西側

319.53/MA2
2/2021 100031775 戦場としての世界 : 自由世界を守るための闘い

H.R.マクマス
ター著/村井
浩紀訳

日経BP日本
経済新聞出
版本部/日経 2階西側

319.8/KA97/
2021 000130611 核兵器禁止から廃絶へ (岩波ブックレット:No. 1055) 川崎哲著 岩波書店 2階西側
327.63/KI69
/2021 100031776 違法捜査と冤罪 : 捜査官!その行為は違法です。 木谷明著 日本評論社 2階西側
332.06/MI26
/2021 100031777 資本主義だけ残った : 世界を制するシステムの未来

ブランコ・ミラ
ノヴィッチ 
[著]/西川美

みすず書房 2階西側
332.06/O46/
2021 000130807

アイデア資本主義 : 文化人類学者が読み解く資本主義のフロン
ティア

大川内直子
著

実業之日本
社 2階西側

335.033/KO
13/1999 000131046 経営学大辞典 第2版

神戸大学大
学院経営学
研究室編

中央経済社 武村（順）
338/A45/20
21 100031761 ビットコイン・スタンダード : お金が変わると世界が変わる

S.アモウズ著
/練木照子訳

ミネルヴァ書
房 2階西側

361.454/MU
78/2021 100031771 LISTEN : 知性豊かで創造力がある人になれる

ケイト・マー
フィ著/松丸
さとみ訳

日経BP/日
経BPマーケ
ティング (発 2階西側

361.7/KL6/2
021 100031778

集まる場所が必要だ : 孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた場」の
社会学

エリック・クリ
ネンバーグ
著/藤原朝子

英治出版 2階西側
361.8/C32/2
021 100031773 人間狩り : 狩猟権力の歴史と哲学

グレゴワー
ル・シャマ
ユー著/平田

明石書店 2階西側
361.8/KI38/
2021 100031772

差別はたいてい悪意のない人がする : 見えない排除に気づくため
の10章

キムジヘ著/
尹怡景訳 大月書店 2階西側

364.4/O86/2
021 000131036 レセプト管理論

大友達也 
[ほか] 著 同友館 黒野（伸）

364.4/O86/2
021/A 000131037 レセプト管理論

大友達也 
[ほか] 著 同友館 黒野（伸）

364.4/O86/2
021/A1 000131038 レセプト管理論

大友達也 
[ほか] 著 同友館 黒野（伸）

366.14/R59/
2022/2021 000130654 労働法全書 令和4年版

労務行政研
究所編 労務行政 1階西側参考

367.1/KA81/
2021 100031774 生きるためのフェミニズム : パンとバラと反資本主義

堅田香緒里
著 タバブックス 2階西側

367.221/C37
/2021 100031765 私は男でフェミニストです

チェ・スンボ
ム著/金みん
じょん訳

世界思想社 2階西側
367.5/SU46/
2021 100031766

マジョリティ男性にとってまっとうさとは何か : #MeTooに加われない
男たち (集英社新書:1082B) 杉田俊介著 集英社 2階西側

368.2/I51/20
21 100031768 貧困パンデミック : 寝ている『公助』を叩き起こす 稲葉剛著 明石書店 2階西側
368.51/I75/2
021 100031769 ヤクザ・チルドレン

石井光太著

大洋図書 2階西側
368.64/B77/
2021 100031762 男子という闇 : 少年をいかに性暴力から守るか

エマ・ブラウ
ン著/山岡希
美訳

明石書店 2階西側
368.64/G96/
2021 100031770

ノーベル文学賞が消えた日 : スウェーデンの#MeToo運動、女性た
ちの闘い

マティルダ・
ヴォス・グス
タヴソン著/

平凡社 2階西側
369.4/KO21
/2022 100031763 子どもの貧困とライフチャンス : イギリスの政策と議論に学ぶ

子どもの貧
困アクション
グループ編/

かもがわ出
版 2階西側

371.4/KO84
/2021 000130973 教師になる人のための学校教育心理学 越良子編

ナカニシヤ
出版 2階西側

371.4/TO55
/2016 000130974 教職をめざすひとのための発達と教育の心理学

富永大介 
[ほか] 編

ナカニシヤ
出版 2階西側



371.42/H31/
2021 100031764

ネットいじめの現在 (いま) : 子どもたちの磁場でなにが起きている
のか

原清治編著 ミネルヴァ書
房 2階西側

373.7/F82ei/
2023/2022 100031804

福岡県・福岡市・北九州市の英語科過去問 2023年度版 (福岡県の
教員採用試験過去問シリーズ:5)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/F82sh
/2023/2022 100031802

福岡県・福岡市・北九州市の小学校教諭過去問 2023年度版 (福岡
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

373.7/KU34e
i/2023/2022 100031803

熊本県・熊本市の英語科過去問 2023年度版 (教員採用試験過去
問シリーズ:5)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

374.37/U14/
2021 000130612

#教師のバトンとはなんだったのか : 教師の発信と学校の未来 (岩
波ブックレット:No. 1056)

内田良 [ほ
か] 著 岩波書店 2階西側

376.68/U41/
2017 100031767 裸足で逃げる : 沖縄の夜の街の少女たち (atプラス叢書:16) 上間陽子著 太田出版 2階西側
377.28/TO4
6/2008 000131044

医学生とその時代 : 東京大学医学部卒業アルバムにみる日本近
代医学の歩み : 東京大学医学部・医学部附属病院創立150周年記
念

東京大学医
学部・医学部
附属病院創

中央公論新
社 黒野（伸）

490.21/KA48
/2020 000131040 日本近代医学史 : 西洋医学受容の断層像 金津赫生著 22世紀アート 黒野（伸）
490.21/MA1
6/2020 000131039 漢学と医学 (講座近代日本と漢学:第3巻) 町泉寿郎編 戎光祥出版 黒野（伸）
490.9/TA85/
1993 000131041 医心方 巻9

丹波康頼撰/
槇佐知子全
訳精解

筑摩書房 黒野（伸）
490.9/TA85/
2000 000131042 医心方 巻12

丹波康頼撰/
槇佐知子全
訳精解

筑摩書房 黒野（伸）
493.82/F72/
2002 000131043 天然痘根絶史 : 近代医学勃興期の人びと 深瀬泰旦著

思文閣出版
黒野（伸）

498.021/I67/
2021/2021 000130608

日本のコロナ対応「混乱の本質」 : 真の制度改革・医療強靭化を実
現せよ! (医療白書:2021年度版)

ヘルスケア
総合政策研
究所企画・制

日本医療企
画 1階西側参考

498.16/H57/
2011 000131019 医療人材・組織の育成法 : 患者満足と組織活性のヒント

疋田幸子, 下
田静香著

産労総合研
究所出版部
経営書院

武村（順）

502.1/KA16/
2021/2021 100031801

Society5.0の実現に向けて (科学技術・イノベーション白書:令和3年
版)

文部科学省
編

インパルス
コーポレー
ション/全国 1階西側参考

517.6/N37/2
021 000130808

わたしは「セロ弾きのゴーシュ」 : 中村哲が本当に伝えたかったこと

中村哲著 NHK出版 2階東側

610.1/L71/2
021 100031780 サステナブル・フード革命 : 食の未来を変えるイノベーション

アマンダ・リト
ル著/加藤万
里子訳

インターシフ
ト/合同出版 
(発売)

2階東側
612.1/O26/2
021 100031779

日本の食と農の未来 : 「持続可能な食卓」を考える (光文社新
書:1153) 小口広太著 光文社 2階東側

626/D46/20
21 100031782 カラー図鑑野菜の秘密 : 利用法・効能・歴史・伝承

ジル・デイ
ヴィーズ著/
杉田七重訳

西村書店 2階東側
652/E62/20
21 100031781 「木」から辿る人類史 : ヒトの進化と繁栄の秘密に迫る

ローランド・
エノス著/水
谷淳訳

NHK出版 2階東側
675.3/A64/2
021 100031784

世界「失敗」製品図鑑 : 「攻めた失敗」20例でわかる成功への近道

荒木博行著

日経BP/日
経BPマーケ
ティング (発

2階東側

702.1/H38/2
021 100031786 かざる日本 橋本麻里著 岩波書店 2階東側
706.9/KA98/
2021 100031783 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内有緒著

集英社イン
ターナショナ
ル/集英社 

2階東側
725/KI59/20
21 100031787

誰でも30分で絵が描けるようになる本 : たった「4つのステップ」で、
驚くほど絵が上手くなる!

マーク・キス
ラー著/井上
麻衣訳

東洋経済新
報社 2階東側

754.9/A16/2
021 100031785

段ボールで作る!動く、飛ぶ、遊ぶ工作 : 身近な材料で学ぶエンジ
ニアリング (Make: kids)

Jonathan 
Adolph著/金
井哲夫訳

オライリー・
ジャパン/
オーム社 (発

2階東側
778.04/I89/2
021 100031790 仕事と人生に効く教養としての映画 伊藤弘了著 PHP研究所 2階東側

810.1/F94/2
021 100031798 いつもの言葉を哲学する (朝日新書:845) 古田徹也著

朝日新聞出
版 2階東側

810.23/KO7
3/2022 000130789 日本語の起源 : ヤマトコトバをめぐる語源学 (ちくま新書:1626) 近藤健二著 筑摩書房 2階東側
810.4/KO49
/2021 100031741

日本語の大疑問 : 眠れなくなるほど面白いことばの世界 (幻冬舎
新書:635, [こ-26-1])

国立国語研
究所編 幻冬舎 2階東側

　【5--】　技　術

　【6--】　産　業

　【7--】　芸　術

　【8--】　言　語

　【4--】　自然科学



836/Z4/202
1 000130790 誰よりも、うまく書く : 心をつかむプロの文章術

ウィリアム・
ジンサー著/
染田屋茂訳

慶應義塾大
学出版会 2階東側

904/TO28/2
021 100031791 優しい語り手 : ノーベル文学賞記念講演

オルガ・トカ
ルチュク 
[著]/小椋彩, 

岩波書店 2階東側
910.264/O24
/2021 000130791 作家の値うち : 令和の超 (スーパー) ブックガイド

小川榮太郎
著 飛鳥新社 2階東側

913.6/A83/2
021 100031796 白光

朝井まかて
著 文藝春秋 2階東側

913.6/I68/20
21 000130794 ペッパーズ・ゴースト

伊坂幸太郎
著

朝日新聞出
版 2階東側

913.6/KI39/
2021 100031792 あなたに安全な人 木村紅美著

河出書房新
社 2階東側

913.6/KO12
/2021 000130792 最後の挨拶

小林エリカ著

講談社 2階東側
913.6/L57/2
021 100031789 天路

リービ英雄
著 講談社 2階東側

913.6/N34/2
021 100031800 やさしい猫 中島京子著

中央公論新
社 2階東側

913.6/SU73/
2022 000130836 ブラックボックス 砂川文次著 講談社 2階東側
913.6/W27/2
021 000130793 パラダイス・ガーデンの喪失

若竹七海著

光文社 2階東側
914.6/SE93/
2021 100031794 今を生きるあなたへ (SB新書:566)

瀬戸内寂聴
著/瀬尾まな
ほ聞き手

SBクリエイ
ティブ 2階東側

914.6/U41/2
020 100031793 海をあげる 上間陽子著 筑摩書房 2階東側
933.7/D51/2
021 000130795 魔の山

ジェフリー・
ディーヴァー
著/池田真紀

文藝春秋 2階東側

EB/007.1/K
O16 100028961

文章を理解するとは : 認知の仕組みから読解教育への応用まで : 
electronic bk 甲田直美著

スリーエー
ネットワーク

EB/141.5/H
44 100028960

基礎から学ぶ認知心理学 : 人間の認識の不思議 : electronic bk 
(有斐閣ストゥディア)

服部雅史, 小
島治幸, 北神
慎司著

有斐閣
EB/291/H67

100028962

読みたくなる「地図」 : 日本の国土はどう変わったか 国土編 : 
electronic bk

平岡昭利編

海青社
EB/316.1/N
71 100028956 世界の人権問題史事典 : トピックス1776-2020 : electronic bk

日外アソシ
エーツ株式
会社編集

明石書店
EB/319.8/H
73 100028931

嗅ぐ文学、動く言葉、感じる読書 : 自閉症者と小説を読む : 
electronic bk

ラルフ・
ジェームズ・
サヴァリーズ 

みすず書房
EB/319.8/H
73 100028932 広島発の平和学 : 戦争と平和を考える13講 : electronic bk

広島市立大
学広島平和
研究所編

法律文化社
EB/334.4/K
O83 100028955 移民をどう考えるか : グローバルに学ぶ入門書 : electronic bk

カリド・コー
ザー著/平井
和也訳

勁草書房
EB/361.4/E1
3 100028958

無意識のバイアス : 人はなぜ人種差別をするのか : electronic bk ジェニ
ファー・エ
バーハート

明石書店
EB/361.8/S
U15 100028959

日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション : 人種、ジェン
ダー、性的指向:マイノリティに向けられる無意識の差別 : 
electronic bk

デラルド・
ウィン・スー
著/マイクロ

明石書店
EB/371.42/I
46 100028945

いじめ・虐待・体罰をその一言で語らない : 教育のことばを問い直
す : electronic bk

今津孝次郎
著 新曜社

EB/371.6/T
A33 100028930

こどものてつがく : ケアと幸せのための対話 : electronic bk (シリー
ズ臨床哲学:第3巻)

高橋綾, 本間
直樹著

大阪大学出
版会

EB/372.107/
MI33 100028951

学力格差への処方箋 : 「分析」全国学力・学習状況調査 : 
electronic bk

耳塚寛明, 浜
野隆, 冨士原
紀絵編著

勁草書房
EB/374.1/M
A57 100028934 2時間でわかる学級経営の基礎・基本 : electronic bk 丸岡慎弥著

東洋館出版
社

EB/374.3/N
37 100028947

〈しんどい学校〉の教員文化 : 社会的マイノリティの子どもと向き合
う教員の仕事・アイデンティティ・キャリア : electronic bk 中村瑛仁著

大阪大学出
版会

EB/375.1/K
A88 100028936

授業のユニバーサルデザインと主体的・対話的で深い学び/通常
学級におけるアセスメントと対応力 : electronic bk (授業のユニ
バーサルデザイン : 教科教育に特別支援教育の視点を取り入れ

桂聖 [ほか] 
編著

東洋館出版
社

EB/375.1/M
A82 100028933 指導技術アップデートアイテム52 : electronic bk

松村英治, 三
戸大輔著

東洋館出版
社

EB/375.3/S
A94 100028946

小中社会科の授業づくり : 社会科教師はどう学ぶか : electronic bk 澤井陽介, 唐
木清志編著

東洋館出版
社

EB/375.412/
SE19 100028935

思考と表現を深める算数の発問 : 新規の発問と問い返し発問で子
どもが気づき考える! : electronic bk 盛山隆雄著

東洋館出版
社

　【9--】　文　学

　電子書籍



EB/375.492/
SA25 100028953

対話でつなぐ体育授業51 : 子ども同士で声かけ!お手伝い! : 
electronic bk 齋藤直人著

東洋館出版
社

EB/375.82/
SH85 100028944 子どもの思考が動き出す国語授業4つの発問 : electronic bk 白坂洋一著

東洋館出版
社

EB/375.893/
E63 100028948

学校英語教育のコミュニケーション論 : 「教室で英語を学ぶ」ことの
教育言語人類学試論 : electronic bk 榎本剛士著

大阪大学出
版会

EB/376.14/I
75 100028925

エピソードでわかる!クラス運営に役立つスキル : electronic bk (保
育わかばbooks) 石井章仁著 有斐閣

EB/376.14/
O67 100028926

自信がもてる!育ちを支える食事の基本 : electronic bk (保育わか
ばbooks) 小野友紀著

中央法規出
版

EB/376.15/
MA66 100028927

遊びにつなぐ!場面から読み取る子どもの発達 : electronic bk (保
育わかばbooks) 増田修治著

中央法規出
版

EB/376.156/
F72 100028929

"体験"が感性を育む造形あそび : electronic bk (これからの保育
シリーズ:6)

深谷ベルタ
著 風鳴舎

EB/376.157/
KO57 100028928

子どもイキイキ!園生活が充実する「すきま遊び」 : electronic bk (保
育わかばbooks)

駒井美智子
著

中央法規出
版

EB/376.41/
KO97 100028950 男女共学の成立 : 受容の多様性とジェンダー : electronic bk

小山静子, 石
岡学編著 六花出版

EB/376.99/
KO73 100028954 「生命と性」の教育 : electronic bk

近藤洋子編
著

玉川大学出
版部

EB/378/KA8
6 100028949

発達障害のある子ども・若者の余暇活動支援 : electronic bk (ハン
ディシリーズ発達障害支援・特別支援教育ナビ)

加藤浩平編
著/加藤浩平 
[ほか著]

金子書房
EB/378/MU
43 100028952

個に応じた英語指導をめざして : ユニバーサルデザインの授業づく
り : electronic bk

村上加代子
著 くろしお出版

EB/378/SA2
5 100028943 音楽とリズムと特別支援教育 : electronic bk 齋藤一雄著

東洋館出版
社

EB/470.33/
H51 100028938 草花もの知り事典 新版 : electronic bk 平凡社編 平凡社
EB/486/MA
59 100028941 昆虫のすごい世界 : electronic bk (別冊太陽. 日本のこころ:262)

丸山宗利監
修・執筆 平凡社

EB/487.5/H
51 100028940 魚貝もの知り事典 新版 : electronic bk 平凡社編 平凡社
EB/488.038/
N14 100028942 鳥くんの比べて識別!野鳥図鑑670 第3版 : electronic bk 永井真人著

文一総合出
版

EB/493.76/F
79 100028937

発達障害チェックノート : 自分が発達障害かもしれないと思ってい
る人へ : electronic bk 福西勇夫著 法研

EB/653.2/H
51 100028939 樹木もの知り事典 新版 : electronic bk 平凡社編 平凡社
EB/778.77/I
72 100028957

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 : 
electronic bk 石田美紀著 青弓社

EB/E/184/.
M5 110035973

Nepantla familias : an anthology of Mexican American literature on 
families in between worlds electronic bk (Wittliff Collections 
literary series)

edited by 
Sergio 
Troncoso

Texas A&M 
University 
Press

EB/HV/6515
/.S94 110035966

The best new true crime stories: well-mannered crooks, rogues & 
criminals electronic bk (The Best New True Crime Stories, Well-
mannered crooks, rogues & criminals)

Mitzi 
Szereto Mango

EB/PG/348
3/.I448 110035958

The tool and the butterflies electronic bk Dmitry 
Lipskerov/tr
anslated 

Deep Vellum 
Publishing

EB/PH/356/
.S838 110035964 Bolla First American ed. electronic bk

Pajtim 
Statovci/tra
nslated from 

Pantheon 
Books

EB/PJ/7874
/.A86 110035971 Planet of clay electronic bk

Samar 
Yazbek

World 
Editions

EB/PQ/391
9.3/.T48 110035968 Em electronic bk

Kim Thú
y/translated 
from the 

Seven 
Stories 
Press

EB/PQ/818
0.32/.A797 110035969 Songs for the flames : stories electronic bk

Juan Gabriel 
Vá
squez/transl

Riverhead 
Books

EB/PR/6068
/.K68 110035956 Someone who isn't me electronic bk Danuta Kot

Simon & 
Schuster

EB/PR/6070
/.R87 110035977

The Constable Twitten mysteries : a four-book bundle electronic 
bk Lynne Truss Raven Books

EB/PR/6104
/.A8554 110035959 The mission house : a novel electronic bk

Carys 
Davies Scribner

EB/PR/6118
/.U867 110035976 Abigail of Venice electronic bk

Leigh 
Russell

Bloodhound 
Books

EB/PR/6404
/.W97 110035974 The Garfield conspiracy electronic bk

Owen Dwyer

Ely's Arch
EB/PR/9637
.33/.N37 110035978

Huia short stories 14 : contemporary Māori fiction electronic bk Huia 
Publishers

EB/PR/9639
.3/.C535 110035961 Remote sympathy electronic bk

Catherine 
Chidgey

Europa 
Editions



EB/PS/3602
/.U7445 110035963 Monster electronic bk

Ben Burgess 
Jr Urban Books

EB/PS/3606
/.I8786 110035972 Pietà electronic bk

Fitzgerald 
Michael

Transit 
Lounge

EB/PS/3607
/.R3966 110035970

A Christmas courtship electronic bk (An Amish Christmas 
courtship:6)

Shelley 
Shepard 
Gray

Gallery 
Books

EB/PS/3607
/.R455 110035962 Libertie : a novel electronic bk

by Kaitlyn 
Greenidge

Algonquin 
Books of 
Chapel Hill

EB/PS/3612
/.A5195 110035960 Future feeling : a novel First Soft Skull ed. electronic bk Joss Lake Soft Skull
EB/PS/3613
/.O8444 110035967

Hell of a book : or the altogether factual, Wholly Bona Fide story 
of a big dreams, hard luck, American-Made Mad Kid electronic bk Jason Mott Dutton

EB/PS/3615
/.H57 110035965 We want what we want : stories electronic bk Alix Ohlin

Alfred A. 
Knopf

EB/PS/3616
/.E84257 110035957 Detransition, baby : a novel electronic bk

Torrey 
Peters One World

EB/PS/3619
/.A627 110035975

The boundaries of their dwelling electronic bk (Iowa short fiction 
award) Blake Sanz

University of 
Iowa Press

EB/PS/3619
/.T493 110035979

The Zither : a novella and new short stories from China electronic 
bk (Mānoa: a Pacific Journal of International Writing Ser, v.38)

Frank 
Stewart

University of 
Hawaii Press

F/A15/2021

000130796 2034米中戦争 (二見文庫:ア13-1)

エリオット・
アッカーマン, 
ジェイムズ・

二見書房

2階西側文庫

PIC/386.1/H
92/2021 000130187 きたかぜさま (こどものとも:789号)

星野なおこ
文/羽尻利門
絵

福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/388.78/

G52/2022 000130678

きかんぼうのこぐま : アジア・エスキモーの昔話 (こどものとも年中
向き:431号)

V. グロツェ
ル, G. スネギ
リョフ再話/

福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/482/MA

52/2021 100031797 消えゆく動物たちを救え : 子どものための絶滅危惧種ガイド

ミリー・マロッ
タ著/鈴木素
子訳

光文社

2階東側絵本

PIC/486/O6
7/2022 000130679 オトシブミのふむふむくん (こどものとも:791号)

おのりえん
文/秋山あゆ
子絵

福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/487.5/F

68/1/2021 000130537 食べて生きる (魚の教え : 科学で考える食育絵本:上巻) 群羊社

2階東側絵本

PIC/487.5/F
68/2/2021 000130538 泳いで生き抜く (魚の教え : 科学で考える食育絵本:下巻) 群羊社

2階東側絵本

PIC/489.5/T
A21/2021 000130186 とらのゆめ (こどものとも年中向き:429号)

タイガー立石
さく・え 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/489.7/N

39/2022 000130559 ぞうくんのおおゆきさんぽ (こどものとも年中向き:430号)

なかのひろ
たかさく・え 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/498.3/I4

3/2019 000130366 はないきおばけとくちいきおばけ (PHPにこにこえほん)

いまいかず
あきさく/お
おのこうへい

PHP研究所

2階東側絵本

PIC/498.7/S
A48/2018 000130610 うかいのうがい

さくらせかい
作

ブロンズ新
社

2階東側絵本

PIC/519/MU
2/2014 000130716 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ

[ムヒカ述]/く
さばよしみ編
/中川学絵

汐文社

2階東側絵本

PIC/519/MU
2/2014/A 000130717 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ

[ムヒカ述]/く
さばよしみ編
/中川学絵

汐文社

2階東側絵本

PIC/519.4/S
T5/2020 000130725 ステラとカモメとプラスチック : うみべのおそうじパーティー

ジョージナ・
スティーブン
ス作/イ

岩崎書店

2階東側絵本

PIC/519.4/S
T5/2020/A 000130726 ステラとカモメとプラスチック : うみべのおそうじパーティー

ジョージナ・
スティーブン
ス作/イ

岩崎書店

2階東側絵本

PIC/544/KA
31/2018 000130718 そらのうえのそうでんせん 鎌田歩作 アリス館

2階東側絵本

PIC/544/KA
31/2018/A 000130719 そらのうえのそうでんせん 鎌田歩作 アリス館

2階東側絵本

PIC/546.5/O
42/2021 000130185 でんしゃすきなのどーれ (こどものとも年少版:537号)

岡本雄司さく

福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/576.5/O

32/2022 000130560 せっけんとけしごむ (こどものとも:790号) 及川賢治作 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/596.3/M

A66/2022 000130561 めだまやき (こどものとも0.1.2.)

増田純子さく

福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/599.4/S

E57/2013 000130371 おふろにいれて (せなけいこのえ・ほ・ん:8)

せなけいこ
作・絵 ポプラ社

2階東側絵本

PIC/599.5/I5
9/2021 000130188 おんぶにだっこにかたぐるま (こどものとも0.1.2.:321号)

乾栄里子文/
西村敏雄絵 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かが

　文庫本 （小説）

　絵　本



PIC/616.8/I9
6/2014 000130530 ごんごろじゃがいも (どーんとやさい)

いわさゆうこ
さく 童心社

2階東側絵本

PIC/625.3/N
84/2022 000130558 まあちゃんのみかんのき (こどものとも年少版:538号)

西巻茅子さく 福音館書店 2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/626/F6

8/1/2020 000130535

野菜の教え : 子どもとおとないっしょに楽しめる 春・夏編 (たべも
の・食育絵本:1) 群羊社

2階東側絵本

PIC/626/F6
8/2/2020 000130536

野菜の教え : 子どもとおとないっしょに楽しめる 秋・冬編 (たべも
の・食育絵本:2) 群羊社 2階東側絵本

PIC/626.21/I
96/2016 000130532 どででんかぼちゃ (どーんとやさい)

いわさゆうこ
さく 童心社 2階東側絵本

PIC/626.26/I
96/2012 000130528 つやっつやなす (どーんとやさい)

いわさゆうこ
さく 童心社

2階東側絵本

PIC/626.27/I
96/2015 000130531 まっかっかトマト (どーんとやさい)

いわさゆうこ
さく 童心社

2階東側絵本

PIC/626.44/I
96/2012 000130529 どっかんだいこん (どーんとやさい)

いわさゆうこ
さく 童心社

2階東側絵本

PIC/626.46/I
96/2017 000130533 にににんにんじん (どーんとやさい)

いわさゆうこ
さく 童心社

2階東側絵本

PIC/626.52/I
96/2012/A 000130527 きゃっきゃキャベツ (どーんとやさい)

いわさゆうこ
さく 童心社

2階東側絵本

PIC/626.54/I
96/2018 000130534 ごろりんたまねぎ (どーんとやさい)

いわさゆうこ
さく 童心社

2階東側絵本

PIC/645.5/F
74/2022 000130680 おきておきて (こどものとも0.1.2.:323号)

福知伸夫さく

福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/680/KA

31/2014 000130720 はこぶ

鎌田歩作・絵

教育画劇

2階東側絵本

PIC/680/KA
31/2014/A 000130721 はこぶ

鎌田歩作・絵

教育画劇

2階東側絵本

PIC/807.9/A
38he/2007 000130609 へんしんプレゼント (新しいえほん)

あきやまただ
し作・絵 金の星社

2階東側絵本

PIC/913.8/A
43/2018 000130714 ママが10にん!? (ほるぷ創作絵本)

天野慶文/は
まのゆか絵 ほるぷ出版

2階東側絵本

PIC/913.8/A
43/2018/A 000130715 ママが10にん!? (ほるぷ創作絵本)

天野慶文/は
まのゆか絵 ほるぷ出版

2階東側絵本

PIC/913.8/G
62/2022 000130677 うるさいぞ… (こどものとも年少版:539号)

五味太郎 
[著] 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/913.8/I5

5/2013 000130712 おによりつよいおよめさん (えほんのぼうけん:58)

井上よう子
作/吉田尚令
絵

岩崎書店

2階東側絵本

PIC/913.8/I5
5/2013/A 000130713 おによりつよいおよめさん (えほんのぼうけん:58)

井上よう子
作/吉田尚令
絵

岩崎書店

2階東側絵本

PIC/913.8/S
A85/2004 000130655 まじょのほうき (おはなしのほん)

さとうめぐみ
ぶん・え

ハッピーオウ
ル社

2階東側絵本

PIC/933.8/L
71/2017 000130372 クマと森のピアノ (ポプラせかいの絵本:57)

デイビッド・
リッチフィー
ルド作/俵万

ポプラ社

2階東側絵本

PIC/933.8/L
71/2019 000130373 イヌと友だちのバイオリン (ポプラせかいの絵本:63)

デイビッド・
リッチフィー
ルド作/俵万

ポプラ社

2階東側絵本

PIC/933.8/L
71/2021 000130374 クマとこぐまのコンサート (ポプラせかいの絵本:66)

デイビッド・
リッチフィー
ルド作/俵万

ポプラ社

2階東側絵本

PIC/933.8/S
A98/2009 000130710 ジョニーのかたやきパン (大型絵本)

ルース・ソー
ヤー文/ロ
バート・マッ

岩波書店

2階東側絵本

PIC/933.8/S
A98/2009/A 000130711 ジョニーのかたやきパン (大型絵本)

ルース・ソー
ヤー文/ロ
バート・マッ

岩波書店

2階東側絵本


