
タイトル１ 著者１
青年海外協力隊員になるには 益田，美樹
中高生からの防犯　:　活かそうコミュ力! 武田，信彦，1977-
麦本三歩の好きなもの　第2集 住野，よる
白鳥とコウモリ 東野，圭吾
コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術 上坂，博亨
ドキュメント　1 湊　かなえ
魂手形　:　三島屋変調百物語七之続　7 宮部　みゆき
正欲 朝井，リョウ
灰の劇場 恩田，陸，1964-
福島モノローグ　=　FUKUSHIMA　MONOLOGUE いとう，せいこう，1961-
確かめてナットク!物理の法則 Hermans，Jo
アクティベイター　=　ACTIVATOR 冲方，丁，1977-
ダーシェンカ ?apek，Karel，1890-1938
コロナと潜水服　=　NOVEL　CORONAVIRUS　AND　DIVING　SUIT 奥田，英朗，1959-
妖怪コンビニで、バイトはじめました。 令丈，ヒロ子，1964-
そこに工場があるかぎり 小川，洋子，1962-
労働組合とは何か 木下，武男，1944-
好循環のまちづくり! 枝広，淳子
悪徳の輪舞曲(ロンド) 中山，七里
踊る彼女のシルエット 柚木，麻子
妖琦庵夜話　[8] 榎田，尤利
遠足はたまごサンド 渡辺，淳子，看護師
十の輪をくぐる 辻堂，ゆめ，1992-
すこしずるいパズル　=　SUKOSHI　ZURUI　PUZZLE たつなみ
始まりから知ると面白い物理学の授業　:　イラスト図鑑で超わかる　:　世界は物理法則で成り立っている左巻，健男，1949-
掟上今日子の鑑札票 西尾，維新
エレジーは流れない 三浦，しをん
鳥類学は、あなたのお役に立てますか? 川上，和人
花粉症と人類 小塩，海平，1966-
ヒポクラテスの試練　=　The　Hippocratic　Ordeal 中山，七里
「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ 河出書房新社
南極ダイアリー 水口，博也，1953-
ラストは初めから決まっていた 小手鞠，るい
臨床の砦 夏川，草介
世界史は化学でできている　:　絶対に面白い化学入門 左巻，健男，1949-
これは経費で落ちません!　８ 青木　祐子
水を縫う 寺地，はるな，1977-
兄の名は、ジェシカ Boyne，John，1971-
科学者になりたい君へ 佐藤，勝彦，1945-
火車の残花　:　浮雲心霊奇譚 神永，学
深掘り!中学数学　:　教科書に書かれていない数学の話 坂間，千秋
薔薇のなかの蛇　=　SNAKE　IN　THE　ROSE 恩田，陸，1964-
雷神 道尾，秀介
ヒポクラテスの悔恨　=　The　Hippocratic　Regret 中山，七里
医学のひよこ 海堂，尊
農林水産省職員直伝「食材」のトリセツ 農林水産省
文章が苦手でも「受かる小論文」の書き方を教えてください。 今道，琢也
52ヘルツのクジラたち 町田，そのこ，1980-
新謎解きはディナーのあとで 東川，篤哉，1968-
死神と弟子とかなり残念な小説家。 榎田，尤利
アンソーシャルディスタンス　=　Unsocial　Distance 金原，ひとみ，1983-
赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳，碧人
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
総理の夫　=　First　Gentleman 原田，マハ
チャリティの帝国　:　もうひとつのイギリス近現代史 金沢，周作
歌舞伎十八番の内勧進帳 郡司，正勝
殿様は「明治」をどう生きたのか 河合，敦，1965-
ゼロからつくる科学文明　:　タイムトラベラーのためのサバイバルガイドNorth，Ryan，1980-



「おかしな英語」で学ぶ生きた英文法 唐澤，一友
ひかる石のおはなし 小手鞠，るい
はやぶさ2の宇宙大航海記　=　Hayabusa2&apos;s　Space　Voyage 津田，雄一，1975-
生き物が大人になるまで　:　「成長」をめぐる生物学 稲垣，栄洋，1968-
方向音痴って、なおるんですか? 吉玉，サキ
もっと知りたい東大寺の歴史 筒井，寛昭
もっと知りたい法隆寺の仏たち 金子，啓明，1947-
モネへの招待　:　瞬間を捉えようとした画家 朝日新聞出版
ブリューゲルへの招待 朝日新聞出版
ほねがらみ 芦花公園
ぼくモグラキツネ馬 Mackesy，Charlie
AI倫理　:　人工知能は「責任」をとれるのか 西垣，通
大量廃棄社会　:　アパレルとコンビニの不都合な真実 仲村，和代，1979-
地域再生の失敗学 飯田，泰之，1975-
鷹の城 山本，巧次，1960-
ルポ漂流する民主主義 真鍋，弘樹
はじめての哲学 藤田，正勝
ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検 盛口，満
「カッコいい」とは何か 平野，啓一郎，1975-
〈弱いロボット〉の思考　:　わたし・身体・コミュニケーション 岡田，美智男，1960-
青天を衝け　1 大森，美香
教育格差　:　階層・地域・学歴 松岡，亮二
烏百花　白百合の章 阿部，智里，1991-
医学のつばさ 海堂，尊
遠(とおくの)巷説百物語 京極　夏彦
源氏物語を読む 高木，和子
イラストで学ぶジェンダーのはなし　:　みんなと自分を理解するためのガイドブックGottlieb，Iris
いっしょに帰ろう　:　保護猫カフェで出会った新しい家族の話 蘭木　流子
一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書　:　公立高校教師YouTuberが書いた　経済編山﨑，圭一，1975-
31cm～　ヘアドネーションの今を伝え、未来につなぐ～ NPO法人JHD&amp;amp;C（ジャーダック）
キリンの保育園　:　タンザニアでみつめた彼らの仔育て 齋藤，美保，研究員
暮らしと遊びの江戸ペディア 飯田，泰子，1953-
風は山から吹いている　:　Why　climb　mountains　with　me? 額賀，澪，1990-
日本の淡水魚 木村，義志，1955-
ヘイトをとめるレッスン ?，??
舞台と客席の近接学　:　ライブを支配する距離の法則 野村，亮太
わかな十五歳　:　中学生の瞳に映った3・11 わかな，1995-
0から学ぶ「日本史」講義　戦国・江戸篇 出口，治明，1948-
科学とはなにか　:　新しい科学論、いま必要な三つの視点 佐倉，統，1960-
絵でわかる物理学の歴史　=　An　Illustrated　Guide　to　the　History　of　Physics並木，雅俊，1953-
お金の日本史　:　和同開珎から渋沢栄一まで 井沢，元彦，1954-
ジョン・レノン伝　=　JOHN　LENNON　1940-1980　:　1940-1980 藤本，国彦，1961-
福島の子どもたち　:　おとなは何ができたのか 鈴木，庸裕
檻を壊すライオン　:　時事問題で学ぶ憲法 楾，大樹，1975-
ムーミン・コミックス　:　英語対訳 Jansson，Tove，1914-2001
伊勢神宮参拝旅完全ガイド　:　ゆったり&じっくり楽しむ
お葬式の言葉と風習　:　柳田國男『葬送習俗語彙』の絵解き事典 高橋，繁行，1954-
古代メソポタミア飯　=　MEALS　IN　ANCIENT　MESOPOTAMIA　:　ギルガメシュ叙事詩と最古のレシピ遠藤，雅司，1980-
リアル折り紙　すごいぞ!恐竜と古代からの生きもの編 福井，久男，1951-
農家が教えるトウモロコシつくりコツと裏ワザ 農山漁村文化協会
地上に星座をつくる 石川，直樹，1977-
漢方で免疫力をつける　:　ウイルス対策からウエルエイジングまで 仙頭，正四郎，1957-
ヨンケイ!! 天沢，夏月，1990-
少年法入門 廣瀬，健二，1950-
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，1964-
AIの倫理学 Coeckelbergh，Mark，1975-
ステフィン・カリー　=　Stephen　Curry Blackwell，Geoff
日本の色 平凡社
母ちゃんのフラフープ 田村，淳，1973-



貝に続く場所にて 石沢，麻依
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
「役に立たない」研究の未来 初田，哲男
ラスプーチンの庭　=　Garden　of　Rasputin 中山，七里
六人の?つきな大学生 浅倉，秋成，1989-
怪盗探偵山猫　[6] 神永，学，1974-
琥珀の夏 辻村，深月，1980-
櫓太鼓がきこえる 鈴村，ふみ，1995-
チーム・ブルーの挑戦　=　TEAM　BLUE　:　命と向き合う「やまと診療所」の物語中島，隆，1963-
零から0へ まはら，三桃
かけはし　:　慈しみの人・浅川巧 中川，なをみ，1946-
DEVIL&apos;S　DOOR 東山，彰良，1968-
本と鍵の季節 米澤，穂信，1978-
後悔するイヌ、?をつくニワトリ　:　動物たちは何を考えているのか? Wohlleben，Peter，1964-
鬼人幻燈抄　1 中西，モトオ
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
電柱鳥類学　:　スズメはどこに止まってる? 三上，修，1974-
異文化コミュニケーション学 鳥飼，玖美子
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
図解心理学用語大全　=　THE　VISUAL　DICTIONARY　OF　PSYCHOLOGY　:　人物と用語でたどる心の学問田中，正人，1970-
沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う 山舩，晃太郎，1984-
午前3時に電話して 小手鞠，るい，1956-
シリアで猫を救う Aljaleel，Alaa，1975-
ハナコの愛したふたつの国 Kadohata，Cynthia，1956-
最後の晩ごはん　[16] 椹野，道流
美術館って、おもしろい!　:　展覧会のつくりかた、働く人たち、美術館の歴史、裏も表もすべてわかる本阿部，賢一
彼岸花が咲く島 李，琴峰，1989-
星落ちて、なお 澤田，瞳子
国語をめぐる冒険 渡部，泰明
死物語(シノモノガタリ)　上 西尾，維新，1981-
死物語(シノモノガタリ)　下 西尾，維新，1981-
みとりねこ 有川，浩，1972-
ぼくのメジャースプーン 辻村，深月，1980-
コンビニたそがれ堂 村山，早紀，1963-
ブレイクニュース　=　BREAK　NEWS 薬丸，岳
先生、脳のなかで自然が叫んでいます! 小林，朋道，1958-
ミライの武器　=　Strength　of　the　Future　:　「夢中になれる」を見つける授業吉藤，オリィ，1987-
霧をはらう 雫井，脩介，1968-
追憶の烏 阿部，智里，1991-
透明な螺旋 東野，圭吾，1958-
昨日がなければ明日もない 宮部，みゆき
妖魔と下僕の契約条件　1 椹野，道流
法医学者の使命　:　「人の死を生かす」ために 吉田，謙一
さよならの向う側　=　Goodbye，My　Dear 清水，晴木，1988-
恐竜・古生物に聞く第6の大絶滅、君たち〈人類〉はどう生きる? 土屋，健，サイエンスライター
大連合　:　SEINAN　&　TOYANO 堂場，瞬一，1963-
ようこそ地獄、奇妙な地獄 星，瑞穂，1985-
十年後の恋 辻，仁成，1959-
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，1971-
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　2　2 ブレイディ，みかこ
環境専門家になるには
社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中，英樹
アプリケーションエンジニアになるには 小杉，眞紀
農学部　:　中高生のための学部選びガイド 佐藤，成美
稲川怪談　:　昭和・平成傑作選 稲川，淳二，1947-


