
情報・総記・心理 

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 

002 ｼﾞ 自分を動かす手帳術 主婦の友社 主婦の友社 

007 ｾ 正義を振りかざす「極端な人」の正体 山口  真一   光文社 

007.6 ｴ NFTの教科書 天羽  健介 朝日新聞出版 

007.6 ｷ 
今日から使える! データサイエンスがよく

わかる本 
今西  航平  秀和システム 

116 ﾊﾟ 

パラドックス  

論理的思考が身につく!名作パラドックスに

挑戦しよう!! 

高橋 昌一郎 監修 ニュートンプレス 

141 ﾄ 
東大メンタル  

「ドラゴン桜」に学ぶ やりたくないことでも結

果を出す技術 

西岡  壱誠   日経BP 

寿司ネタ界のスター ・ ウニには、同居する仲間が 

いっぱいいた！巣穴に勝手に住み着いたり、チクチ

クするトゲの隙間にもぐりこんだりと、小さな生き物

たちの驚きの生態が大公開です。 

そしてそれ以上に面白いのが（失礼）、筆者である

女性研究者さんの生態です。クラゲ好きのあまりに

周囲からは「クラゲちゃん」と呼ばれ、海に潜れば赤

ちゃん海亀に激突し、干潟では腰まで埋まって危

機一髪…。「知りたい！」を原動力に熱く奮闘す

る研究魂に、思わず拍手な１冊です！ 

毎日のように目にする言葉、SDGｓ。 

図書館でも「SDGsの本はありますか？」と 

聞かれることが多くなりました。 

「環境」のコーナーに関連本はありますが、 

今回、新たにいろいろなテーマからSDGsに 

切り込んだ本を購入してみました。 

マンガや芸人によるSDGs本もあります、 

自分が読みやすい本からどうぞ！ 



歴史・社会 

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 

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

209 ｲ 3 岩波講座世界歴史 03 ローマ帝国と西アジア 前 大黒 俊二／責岩波書店 

209 ｲ 6 岩波講座世界歴史 06 中華世界の再編とユーラ 荒川 正晴／責岩波書店 

210 ﾆ 1 日本の歴史 1〜15（別冊３巻あり） 山本  博文  KADOKAWA 

210.3 ｼ 荘園 墾田永年私財法から応仁の乱まで 伊藤  俊一   中央公論新社 

291 ｼﾞ ジャパンバイシクルルート 日本のサイクリングコース  ピークス 

336 ｴ SDGsがよくわかる本 松原  恭司郎  秀和システム 

336 ﾃﾞ できる人は、「これ」しか言わない 1万人の話を聞い 大塚  寿   PHP研究所 

336 ﾋﾟ PDCAがよくわかる本 日沖  健 秀和システム 

361 ﾋ 人は話し方が9割 永松  茂久 すばる舎 

367 ｱ あいつゲイだって アウティングはなぜ問題なのか? 松岡  宗嗣 柏書房 

376 ｶﾞ 学校！ 高校生と考えるコロナ禍の365日 桐光学園中学校 左右社 

自然科学 
請求記号 書 名 著者名 出 版 者 

403 ﾘ 22 理科年表 2022 国立天文台／編 東京 

407 ﾅ 
なぜ私たちは理系を選んだのか 未来につなが

る〈理〉のチカラ 
桝  太一  岩波書店 

407 ﾏ 魔法の科学実験図鑑 理系脳がぐんぐん育つ! 市岡  元気 宝島社 

417 ｽﾞ 図解 眠れなくなるほど面白い確率の話 野口  哲典  日本文芸社 

423 ﾏ マンガで学ぶ重力 チョ  ジンホ マイナビ出版 

430 ﾀﾞ 
大学入試わかっていそうで,わかっていない化

学の質問84 
船登惟希 旺文社 

430 ﾐ 
身のまわりのありとあらゆるものを化学式で書い

てみた 
山口  悟   ベレ出版 

440 ｽﾞ 図解 眠れなくなるほど面白い宇宙の話 渡部  潤一   日本文芸社 

451 ﾌﾟ プロが教える気象・天気図のすべてがわかる本 岩谷  忠幸 ナツメ社 

451 ﾗ らくらく突破気象予報士かんたん合格テキスト 
気象予報士試験

受験支援会 
技術評論社 

463 ｹ 毛 生命と進化の立役者 稲葉  一男  光文社 

465 ｳ 
美しい電子顕微鏡写真と構造図で見る

ウイルス図鑑101 

マリリン・J・ルーシ

ンク 
創元社 

470 ｼ 知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤  淳一 創元社 

480 ﾋ 標本バカ  川田  伸一郎 ブックマン社 

484 ﾀ たくましくて美しいウニと共生生物図鑑 山守  瑠奈  創元社 

486 ｱ アリ語で寝言を言いました 村上  貴弘  扶桑社 

487 ｻ 
魚だって考える キンギョの好奇心、ハゼの空

間認知 
吉田  将之  築地書館 

488 ﾁ 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上  和人 新潮社 

493 ﾆ 
認知症世界の歩き方 認知症のある人の頭の

中をのぞいてみたら? 
筧  裕介 ライツ社 



産業・美術・スポーツ 
請求記号 書 名 著者名 出 版 者 

611 ﾀ 食べる経済学 下川  哲 大和書房 

670 ｿ そのまま使える！ビジネスメール文例大全 平野  友朗   ナツメ社 

707 ﾒ 
目の見えない白鳥さんとアートを見に

いく 
川内  有緒   集英社インターナショナル 

749 ﾃﾞ 

45 

デザインのひきだし 45  印刷・紙加工の大

百科 表面加工編 

グラフィック社

編集部 
グラフィック社 

759 ｺ こびとの世界 Mozuミニチュア作品集 MOZU   玄光社 

770 ｷ 清く楽しく美しい推し活 推しから愛される術 河西  邦剛 東京法令出版 

780 ｲ イップス 魔病を乗り越えたアスリートたち 澤宮  優 KADOKAWA 

782 ﾘ 陸上競技の基礎   後藤  彰英   ベースボール・マガジン社 

783.2 ﾊﾞ バレーボール 高橋  宏文   ベースボール・マガジン社 

783.3 ｼﾞ 
実戦スキルを極める!必勝!ハンドボールレベ

ルアップのコツ50 
松井  幸嗣 メイツ出版 

783.5 ｿ ソフトテニスの基礎  高橋  茂   ベースボール・マガジン社 

783.5 ﾊﾞ バドミントンの基礎  大束  忠司 ベースボール・マガジン社 

783.6 ﾌﾞ 部活で差がつく!勝つ卓球上達のポイント50 長谷部  攝   メイツユニバーサルコンテンツ 

786 ﾆ 2 日本100岩場 ２〜３ 北山  真   山と溪谷社 

789 ｶ 空手「組手」必勝テクニック50 荒賀道場 監修 メイツ出版 

789 ｶ 確実に極める!柔道固め技必勝のコツ55 岩渕  公一   メイツ出版 

789 ｹ 剣道必ず強くなる稽古 山下克久 監修 コスミック出版 

795 ｼ 
指導のプロが初段に導く囲碁・好手と悪手

の違い 
足立  泰彦   マイナビ出版 

796 ｲ 1手ずつ解説藤井聡太の神局 佐藤  慎一   日本将棋連盟 

工業・建築・機械・電気 
請求記号 書 名 著者名 出 版 者 

501.8 ｷ CAD利用技術者試験3次元公式ガイドブック 
CAD利用技術者試験3

次元公式ガイドブック 
日経BP 

502.0 ﾋﾞ ビジュアルスタディ世界を変えた発明発見 ジャンニ・モレッリ すばる舎 

518.8 ｶﾞ 
街路樹は問いかける 温暖化に負けない〈緑〉

のインフラ 
藤井  英二郎   岩波書店 

519 ｺ 
これってホントにエコなの? 日常生活のあちこちで

遭遇する"エコ"のジレンマを解決 

ジョージーナ・ウィルソン

＝パウエル  
東京書籍 

519.3 ﾏ マンガでわかる脱炭素 藤野  純一   池田書店 

529 ﾁ 超図解で全部わかるインテリアデザイン入門 河村  容治   エクスナレッジ 

536.8 ｽ すべてがわかる！ ロードバイクメンテナンス入門 鏑木裕 著 コスミック出版 

537.1 ﾃ 徹底カラー図解 自動車のしくみ 野崎  博路   マイナビ出版 

537.7 ｼﾞ 自動車整備が一番わかる 松平  智敬   技術評論社 

537.9 ｽﾞ 図説バイク工学入門 和歌山  利宏   グランプリ出版 

538.6 ﾏ マンガでわかるドローン  名倉  真悟   オーム社 

540.7 ｽ スッキリ！がってん！ 電気英語の本 春日  健   電気書院 

541.2 ﾃ 徹底図解 基本からわかる電気数学  ノマド・ワークス ナツメ社 

544.0 ｹﾞ 現場で迷わないはじめての電気工事業界用語 廣吉  康平 オーム社 

591 ｵ 
お金の基本ゆる図鑑 使い方から貯め方、増やし

方まで1時間でわかる 
平野  敦士カール 宝島社 



言語・文学 

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 

801 ｹﾞ 
言語学バーリ・トゥード  
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 

901 ﾋ 
批評の教室 チョウのように読み、ハチの

ように書く 
北村  紗衣   筑摩書房 

913.6 ｱｵ 2 
むかしむかしあるところに、やっぱり死体が

ありました。 
青柳  碧人 双葉社 

913.6 ｲﾁ 1 全力回避フラグちゃん! 壱日  千次 KADOKAWA 

913.6 ｵﾉ ひと 小野寺  史宜 祥伝社 

913.6 ｶｽﾞ 5-7 本好きの下剋上 第五部 女神の化身７ 香月  美夜 TOブックス 

913.6 ｶﾏ 3-5 創約とある魔術の禁書目録 ５ 鎌池  和馬 KADOKAWA 

913.6 ｶﾝ 親愛なるあなたへ カンザキ イオリ 河出書房新社 

913.6 ｻｴ 
お隣の天使様にいつの間にか駄目人間に

されていた件 
佐伯さん SBクリエイティブ 

913.6 ｼｵ 歪んだ波紋 塩田  武士 講談社 

913.6 ｼﾛ 看守の流儀 城山  真一 宝島社 

913.6 ﾂｼﾞ 1 宝石商リチャード氏の謎鑑定 １〜４ 辻村  七子 集英社 

913.6 ﾄｶﾞ 7.5グラムの奇跡  砥上  裕將   講談社 

913.6 ﾅﾝ 特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来  南原  詠   宝島社 

913.6 ﾆｼ ヴェールドマン仮説 西尾  維新   講談社 

913.6 ﾉﾐ 嘘と詐欺(ペテン)と異能学園 野宮  有 KADOKAWA 

913.6 ﾊﾗ 三千円の使いかた 原田  ひ香 中央公論新社 

913.6 ﾊﾞﾝ 狗神 坂東  真砂子   角川書店 

913.6 ﾐﾔ え、神絵師を追い出すんですか? 宮城  こはく KADOKAWA 

913.6 ﾓﾘ 
余命99日の僕が、死の見える君と出会っ

た話 
森田  碧 ポプラ社 

913.6 ﾖﾈ 黒牢城  米澤  穂信   KADOKAWA 

913.6 ﾜｶ 依頼人は死んだ 若竹  七海   文藝春秋 

913.6 ﾜﾗ 銀色の青 笑い飯 哲夫 サンマーク出版 

953 ｸﾘ 1 悪童日記 アゴタ・クリストフ  早川書房 

953 ｸﾘ 2 ふたりの証拠 アゴタ・クリストフ  早川書房 

953 ｸﾘ 3 第三の嘘 アゴタ・クリストフ  早川書房 

コミック・絵本 
請求記号 書 名 著者名 出 版 者 

726 ｱ あした、君と恋を知る 日向  きょう 祥伝社 

726 ｽ 水族館で働くことになりました 日高  トモキチ   KADOKAWA 

726 ﾊﾞ 
薔薇はシュラバで生まれる 70年

代少女漫画アシスタント奮闘記 
笹生  那実 イースト・プレス 

E ﾏﾁ 街どろぼう junaida   福音館書店 

直木賞受賞作 


