
鹿児島情報高等学校 

2022.11月号  
図書館だより 

書　　　名 著　者 出版社 請求番号
生命の略奪者 知念　実希人 新潮社 913　チ

invert Ⅱ　覗き窓の死角 相沢　沙呼 講談社 913　ア

NFT1.0→2.0 伊藤　佑介 総合法令出版 007　イ

何が私をこうさせたか 金子　文子 岩波書店 289　カ

ハングルへの旅 茨木のり子 朝日新聞社 829　イ

ホモ・デウス　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社 209　ハ

成功者3000人の言葉 上阪　徹 三笠書房 159　ウ

東方見聞録 マルコ・ポーロ 河出書房新社 290　　ホ

マンガ　神トーク１年生 星　渉 宝島社 361　ホ

極度の心配性で苦しむ私は、強迫性障害でした！！ つくし　ゆか 燦燦舎 493　ツ

心の整えかた 田中　ウルヴェ京 NHK出版 780　タ

今日から使える韓国語フレーズ オヌルド韓国語 KADOKAWA 829　オ

列島怪談 ナナフシギ 宝島社 147　ナ

カフカのプラハ クラウス・ヴァーゲンバッハ 水声社 940　ウ

ケルトの解剖図鑑 原　聖 エクスナレッジ 230　ハ

ビジュアル刀剣用語事典 「刀剣ファン」編集部 天夢人 756　テ

ひらめきデザインひき出し帖 pasto 技術評論社 674　ハ

図解でわかる14歳からのストレスと心のケア 社会応援ネットワーク 太田出版 498　シ

教育鼎談 内田樹、寺脇研、前川喜平 ミツイパブリッシング 370　ウ

新編　愛情はふる星のごとく 尾崎　秀実 岩波書店 289　オ

古文の読解 小西　甚一 筑摩書房 817　コ

かんたん楽しい手づくりカードＢＯＯＫ やまもと　えみこ 日本ヴォーグ社 754　ヤ

初級日本語げんき　1・2 坂野永理、池田庸子　ほか ジャパンタイムズ 810　ハ

まるごと　日本のことばと文化入門A1かつどう・りかい 国際交流基金 三修社 810　コ

近藤誠一全集　Ⅱ 近藤　誠一 かまくら春秋社 081　コ

そっか、日本と韓国ってそういう国だったのか。 ムーギー・キム 東洋経済新報社 302　キ

しかけ絵本の基礎知識　実技編１ 菊地　清、わく　はじめ 大日本絵画 754　キ

みんなの日本語初級２　本冊 スリーエーネットワーク スリーエーネットワーク 810　ス

時事から学ぶ小論文 朝日新聞出版 朝日新聞出版 816　ア

＜自分＞を知りたい君たちへ 養老　孟司 毎日新聞出版 019　ヨ

一冊でわかるギリシャ史 長谷川　岳男、村田　奈々子 河出書房新社 239　ハ

津田　梅子 橘木　俊詔 平凡社 289　タ

大人になるってどういうこと？ 神内　聡 くもん出版 324　シ

セイシル セイシル製作チーム KADOKAWA 367　セ

原発被災した地域を支え、生きる 菊地　馨実 旬報社 369　キ

元素のふるさと図鑑 西山　孝 化学同人 560　ニ

楽器の科学 フランソワ・デュボワ 講談社 763　テ

英語でお悔やみ申し上げます。 ジェームス・M・バーダマン ベレ出版 837　ハ

ゆく川の流れは、動的平衡 福岡　伸一 朝日新聞出版 914　フ

よこそ、心理学部へ 同志社大学心理学部 筑摩書房 140　ト

やらかした時にどうするか 畑村洋太郎 筑摩書房 141　ハ

一冊でわかるブラジル史 関　眞興 河出書房新社 262　セ

ミャンマー「民主化」を問い直す 山口　健介 NHK出版 312　ヤ

少年のための少年法入門 山下敏雅、牧田史、西野優花 旬報社 327　ヤ

英語の階級 新井　潤美 講談社 361　ア

ヤングケアラーってなんだろう 澁谷　智子 筑摩書房 369　シ

高校生からわかる統計解析 涌井　良幸 ベレ出版 417　ワ

ハエトリグモハンドブック 須黒　達巳 文一総合出版 485　ス

人はどう死ぬのか 久坂部　羊 講談社現代新書 490　ク

一億人のSDGｓと環境問題 藤岡　達也 講談社 519　フ

はやぶさと日本人 永山　悦子 毎日新聞出版 538　ナ

JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方 JA全農広報部 KADOKAWA 596　セ

ふんわりもっちり米粉のパンとお菓子 石澤　清美 学研 596　イ

描きたい文字が必ず見つかる！ハンドレタリングの見本帳 KADOKAWAライフスタイル編集部 KADOKAWA 727　カ

古代インカ・アンデス不可思議大全 芝崎　みゆき 草思社 268　シ

令和新訂版　最新世界地図 金田　章裕 東京書籍 290　キ

アンデス・マチュピチュへっぽこ紀行 芝崎　みゆき 草思社 296　シ

イースター島不可思議大全 芝崎　みゆき 草思社 297　シ

不思議な国ニッポン クーリエ・ジャポン 講談社 302　コ

外国人差別の現場 安田浩一、安田菜津紀 朝日新書 316　ヤ

社会学の名著50冊が１冊でざっと学べる 岡本　裕一郎 KADOKAWA 361　オ

日本水引 長浦　ちえ 誠文堂光社 385　ナ

身近な素材で実験する物理 初田真知子、伊地知邦夫　ほか 丸善出版 420　ハ

ATOM　世界で一番美しい原子事典 ジャック・チャロナー SBクリエイティブ 429　チ

教養としての化学入門　第２版 Kimberley Waldron 化学同人 430　ウ

図説　日本の風 真木　太一　編 朝倉書店 451　マ

決定版　かぎ針で編む人気こもの 朝日新聞出版 朝日新聞出版 594　ア

増補保存版　繰り返し作りたい一生ものレシピ 石原　洋子 学研プラス 596　イ

エシカルフード 山本　謙治 KADOKAWA 611　ヤ

お花屋さんの仕事基本のき 日本フローラルマーケティング協会 誠文堂新光社 673　ニ

世界で勝つための教科書 竹内　徹 ベースボール・マガジン社 789　タ

なぜ日本語はなくなってはいけないのか 齋藤　孝 草思社 810　サ

真・英文法大全 関　正生 KADOKAWA 835　ヤ

本気で学ぶスペイン語 佐竹　謙一 ベレ出版 860　サ

忍者とは何か 吉丸　雄哉 KADOKAWA 910　ヨ

まっとうな人生 絲山　秋子 河出書房新社 913　イ

別冊太陽　小泉八雲 池田　雅之 平凡社 930　イ

スポーツの仕事ってこんなにある ベースボール・マガジン社 ベースボール・マガジン社 780　ヘ

フリースタイル言語学 川原　繁人 大和書房 804　カ

基礎からわかる論文の書き方 小熊　英二 講談社 816　オ

奏鳴曲　北里と鷗外 海堂　尊 文藝春秋 913　カ

花咲小路二丁目の寫眞館 小路　幸也 ポプラ社 913　シ

道徳教室 髙橋　秀実 ポプラ社 150　タ

東アジアと日本 吉村武彦、川尻秋生、松木武彦 KADOKAWA 210　ヨ

北里柴三郎 海堂　尊 筑摩書房 289　カ

刑法を使って考えることの面白さを伝えたいんだよ！ 仲道　祐樹 大和書房 326　ナ

フェミニズムってなんですか？ 清水　晶子 文芸春秋 367　シ

学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか 広田　照幸 筑摩書房 370　ヒ

世界の発酵食をフィールドワークする 横山　智 農山漁村文化協会 383　ヨ

図説　日本妖怪史 香川　雅信 河出書房新社 387　カ

虫のオスとメス、見分けられますか？ 森上　信夫 ベレ出版 486　モ

いきもの六法 中島　慶二、益子和樹 山と渓谷社 519　ナ

戦争と科学者 安斎　育郎 かもがわ出版 559　ア

おべんとうの教科書 ほりえさちこ 学研プラス 596　ホ

とっておきが作れる菓子工房ルスルスのおやつの本 新田　あゆ子 ポプラ社 596　ニ

英語が出来ません 刀祢館　正明 KADOKAWA 830　ト

森鴎外 海堂　尊 筑摩書房 910　カ

サン＝テグジュペリの世界 武藤　剛史 講談社 950　ム

10分で名著 古市　憲寿 講談社 019　フ

図説本の歴史 樺山　紘一 河出書房新社 020　カ

生きる意味って何だ？ 村上　祐介 創元社 140　ム

維摩さまに聞いてみた 細川　貂々 晶文社 183　ホ

 図書部主催の文芸祭が無事終了しました。 

参加・協力していただいた皆さん、ありがとうございました。 

たくさんの「楽しかった」の声をきくことができました。本を通

して繋がりやふれあいが生まれた３週間だったと思います。ク

イズラリーで図書館内を探索する姿や、ビブリオバトル終了後

に発表者と観戦者で語り合う姿が印象的でした。これからも

充実した読書ライフを♪ 
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書　　　名 著　者 出版社 請求番号
生命の略奪者 知念　実希人 新潮社 913　チ

invert Ⅱ　覗き窓の死角 相沢　沙呼 講談社 913　ア

NFT1.0→2.0 伊藤　佑介 総合法令出版 007　イ

何が私をこうさせたか 金子　文子 岩波書店 289　カ

ハングルへの旅 茨木のり子 朝日新聞社 829　イ

ホモ・デウス　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社 209　ハ

成功者3000人の言葉 上阪　徹 三笠書房 159　ウ

東方見聞録 マルコ・ポーロ 河出書房新社 290　　ホ

マンガ　神トーク１年生 星　渉 宝島社 361　ホ

極度の心配性で苦しむ私は、強迫性障害でした！！ つくし　ゆか 燦燦舎 493　ツ

心の整えかた 田中　ウルヴェ京 NHK出版 780　タ

今日から使える韓国語フレーズ オヌルド韓国語 KADOKAWA 829　オ

列島怪談 ナナフシギ 宝島社 147　ナ

カフカのプラハ クラウス・ヴァーゲンバッハ 水声社 940　ウ

ケルトの解剖図鑑 原　聖 エクスナレッジ 230　ハ

ビジュアル刀剣用語事典 「刀剣ファン」編集部 天夢人 756　テ

ひらめきデザインひき出し帖 pasto 技術評論社 674　ハ

図解でわかる14歳からのストレスと心のケア 社会応援ネットワーク 太田出版 498　シ

教育鼎談 内田樹、寺脇研、前川喜平 ミツイパブリッシング 370　ウ

新編　愛情はふる星のごとく 尾崎　秀実 岩波書店 289　オ

古文の読解 小西　甚一 筑摩書房 817　コ

かんたん楽しい手づくりカードＢＯＯＫ やまもと　えみこ 日本ヴォーグ社 754　ヤ

初級日本語げんき　1・2 坂野永理、池田庸子　ほか ジャパンタイムズ 810　ハ

まるごと　日本のことばと文化入門A1かつどう・りかい 国際交流基金 三修社 810　コ

近藤誠一全集　Ⅱ 近藤　誠一 かまくら春秋社 081　コ

そっか、日本と韓国ってそういう国だったのか。 ムーギー・キム 東洋経済新報社 302　キ

しかけ絵本の基礎知識　実技編１ 菊地　清、わく　はじめ 大日本絵画 754　キ

みんなの日本語初級２　本冊 スリーエーネットワーク スリーエーネットワーク 810　ス

時事から学ぶ小論文 朝日新聞出版 朝日新聞出版 816　ア

＜自分＞を知りたい君たちへ 養老　孟司 毎日新聞出版 019　ヨ

一冊でわかるギリシャ史 長谷川　岳男、村田　奈々子 河出書房新社 239　ハ

津田　梅子 橘木　俊詔 平凡社 289　タ

大人になるってどういうこと？ 神内　聡 くもん出版 324　シ

セイシル セイシル製作チーム KADOKAWA 367　セ

原発被災した地域を支え、生きる 菊地　馨実 旬報社 369　キ

元素のふるさと図鑑 西山　孝 化学同人 560　ニ

楽器の科学 フランソワ・デュボワ 講談社 763　テ

英語でお悔やみ申し上げます。 ジェームス・M・バーダマン ベレ出版 837　ハ

ゆく川の流れは、動的平衡 福岡　伸一 朝日新聞出版 914　フ

よこそ、心理学部へ 同志社大学心理学部 筑摩書房 140　ト

やらかした時にどうするか 畑村洋太郎 筑摩書房 141　ハ

一冊でわかるブラジル史 関　眞興 河出書房新社 262　セ

ミャンマー「民主化」を問い直す 山口　健介 NHK出版 312　ヤ

少年のための少年法入門 山下敏雅、牧田史、西野優花 旬報社 327　ヤ

英語の階級 新井　潤美 講談社 361　ア

ヤングケアラーってなんだろう 澁谷　智子 筑摩書房 369　シ

高校生からわかる統計解析 涌井　良幸 ベレ出版 417　ワ

ハエトリグモハンドブック 須黒　達巳 文一総合出版 485　ス

人はどう死ぬのか 久坂部　羊 講談社現代新書 490　ク

一億人のSDGｓと環境問題 藤岡　達也 講談社 519　フ

はやぶさと日本人 永山　悦子 毎日新聞出版 538　ナ

JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方 JA全農広報部 KADOKAWA 596　セ

ふんわりもっちり米粉のパンとお菓子 石澤　清美 学研 596　イ

描きたい文字が必ず見つかる！ハンドレタリングの見本帳 KADOKAWAライフスタイル編集部 KADOKAWA 727　カ

古代インカ・アンデス不可思議大全 芝崎　みゆき 草思社 268　シ

令和新訂版　最新世界地図 金田　章裕 東京書籍 290　キ

アンデス・マチュピチュへっぽこ紀行 芝崎　みゆき 草思社 296　シ

イースター島不可思議大全 芝崎　みゆき 草思社 297　シ

不思議な国ニッポン クーリエ・ジャポン 講談社 302　コ

外国人差別の現場 安田浩一、安田菜津紀 朝日新書 316　ヤ

社会学の名著50冊が１冊でざっと学べる 岡本　裕一郎 KADOKAWA 361　オ

日本水引 長浦　ちえ 誠文堂光社 385　ナ

身近な素材で実験する物理 初田真知子、伊地知邦夫　ほか 丸善出版 420　ハ

ATOM　世界で一番美しい原子事典 ジャック・チャロナー SBクリエイティブ 429　チ

教養としての化学入門　第２版 Kimberley Waldron 化学同人 430　ウ

図説　日本の風 真木　太一　編 朝倉書店 451　マ

決定版　かぎ針で編む人気こもの 朝日新聞出版 朝日新聞出版 594　ア

増補保存版　繰り返し作りたい一生ものレシピ 石原　洋子 学研プラス 596　イ

エシカルフード 山本　謙治 KADOKAWA 611　ヤ

お花屋さんの仕事基本のき 日本フローラルマーケティング協会 誠文堂新光社 673　ニ

世界で勝つための教科書 竹内　徹 ベースボール・マガジン社 789　タ

なぜ日本語はなくなってはいけないのか 齋藤　孝 草思社 810　サ

真・英文法大全 関　正生 KADOKAWA 835　ヤ

本気で学ぶスペイン語 佐竹　謙一 ベレ出版 860　サ

忍者とは何か 吉丸　雄哉 KADOKAWA 910　ヨ

まっとうな人生 絲山　秋子 河出書房新社 913　イ

別冊太陽　小泉八雲 池田　雅之 平凡社 930　イ

スポーツの仕事ってこんなにある ベースボール・マガジン社 ベースボール・マガジン社 780　ヘ

フリースタイル言語学 川原　繁人 大和書房 804　カ

基礎からわかる論文の書き方 小熊　英二 講談社 816　オ

奏鳴曲　北里と鷗外 海堂　尊 文藝春秋 913　カ

花咲小路二丁目の寫眞館 小路　幸也 ポプラ社 913　シ

道徳教室 髙橋　秀実 ポプラ社 150　タ

東アジアと日本 吉村武彦、川尻秋生、松木武彦 KADOKAWA 210　ヨ

北里柴三郎 海堂　尊 筑摩書房 289　カ

刑法を使って考えることの面白さを伝えたいんだよ！ 仲道　祐樹 大和書房 326　ナ

フェミニズムってなんですか？ 清水　晶子 文芸春秋 367　シ

学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか 広田　照幸 筑摩書房 370　ヒ

世界の発酵食をフィールドワークする 横山　智 農山漁村文化協会 383　ヨ

図説　日本妖怪史 香川　雅信 河出書房新社 387　カ

虫のオスとメス、見分けられますか？ 森上　信夫 ベレ出版 486　モ

いきもの六法 中島　慶二、益子和樹 山と渓谷社 519　ナ

戦争と科学者 安斎　育郎 かもがわ出版 559　ア

おべんとうの教科書 ほりえさちこ 学研プラス 596　ホ

とっておきが作れる菓子工房ルスルスのおやつの本 新田　あゆ子 ポプラ社 596　ニ

英語が出来ません 刀祢館　正明 KADOKAWA 830　ト

森鴎外 海堂　尊 筑摩書房 910　カ

サン＝テグジュペリの世界 武藤　剛史 講談社 950　ム

10分で名著 古市　憲寿 講談社 019　フ

図説本の歴史 樺山　紘一 河出書房新社 020　カ

生きる意味って何だ？ 村上　祐介 創元社 140　ム

維摩さまに聞いてみた 細川　貂々 晶文社 183　ホ
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書　　　名 著　者 出版社 請求番号
生命の略奪者 知念　実希人 新潮社 913　チ

invert Ⅱ　覗き窓の死角 相沢　沙呼 講談社 913　ア

NFT1.0→2.0 伊藤　佑介 総合法令出版 007　イ

何が私をこうさせたか 金子　文子 岩波書店 289　カ

ハングルへの旅 茨木のり子 朝日新聞社 829　イ

ホモ・デウス　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社 209　ハ

成功者3000人の言葉 上阪　徹 三笠書房 159　ウ

東方見聞録 マルコ・ポーロ 河出書房新社 290　　ホ

マンガ　神トーク１年生 星　渉 宝島社 361　ホ

極度の心配性で苦しむ私は、強迫性障害でした！！ つくし　ゆか 燦燦舎 493　ツ

心の整えかた 田中　ウルヴェ京 NHK出版 780　タ

今日から使える韓国語フレーズ オヌルド韓国語 KADOKAWA 829　オ

列島怪談 ナナフシギ 宝島社 147　ナ

カフカのプラハ クラウス・ヴァーゲンバッハ 水声社 940　ウ

ケルトの解剖図鑑 原　聖 エクスナレッジ 230　ハ

ビジュアル刀剣用語事典 「刀剣ファン」編集部 天夢人 756　テ

ひらめきデザインひき出し帖 pasto 技術評論社 674　ハ

図解でわかる14歳からのストレスと心のケア 社会応援ネットワーク 太田出版 498　シ

教育鼎談 内田樹、寺脇研、前川喜平 ミツイパブリッシング 370　ウ

新編　愛情はふる星のごとく 尾崎　秀実 岩波書店 289　オ

古文の読解 小西　甚一 筑摩書房 817　コ

かんたん楽しい手づくりカードＢＯＯＫ やまもと　えみこ 日本ヴォーグ社 754　ヤ

初級日本語げんき　1・2 坂野永理、池田庸子　ほか ジャパンタイムズ 810　ハ

まるごと　日本のことばと文化入門A1かつどう・りかい 国際交流基金 三修社 810　コ

近藤誠一全集　Ⅱ 近藤　誠一 かまくら春秋社 081　コ

そっか、日本と韓国ってそういう国だったのか。 ムーギー・キム 東洋経済新報社 302　キ

しかけ絵本の基礎知識　実技編１ 菊地　清、わく　はじめ 大日本絵画 754　キ

みんなの日本語初級２　本冊 スリーエーネットワーク スリーエーネットワーク 810　ス

時事から学ぶ小論文 朝日新聞出版 朝日新聞出版 816　ア

＜自分＞を知りたい君たちへ 養老　孟司 毎日新聞出版 019　ヨ

一冊でわかるギリシャ史 長谷川　岳男、村田　奈々子 河出書房新社 239　ハ

津田　梅子 橘木　俊詔 平凡社 289　タ

大人になるってどういうこと？ 神内　聡 くもん出版 324　シ

セイシル セイシル製作チーム KADOKAWA 367　セ

原発被災した地域を支え、生きる 菊地　馨実 旬報社 369　キ

元素のふるさと図鑑 西山　孝 化学同人 560　ニ

楽器の科学 フランソワ・デュボワ 講談社 763　テ

英語でお悔やみ申し上げます。 ジェームス・M・バーダマン ベレ出版 837　ハ

ゆく川の流れは、動的平衡 福岡　伸一 朝日新聞出版 914　フ

よこそ、心理学部へ 同志社大学心理学部 筑摩書房 140　ト

やらかした時にどうするか 畑村洋太郎 筑摩書房 141　ハ

一冊でわかるブラジル史 関　眞興 河出書房新社 262　セ

ミャンマー「民主化」を問い直す 山口　健介 NHK出版 312　ヤ

少年のための少年法入門 山下敏雅、牧田史、西野優花 旬報社 327　ヤ

英語の階級 新井　潤美 講談社 361　ア

ヤングケアラーってなんだろう 澁谷　智子 筑摩書房 369　シ

高校生からわかる統計解析 涌井　良幸 ベレ出版 417　ワ

ハエトリグモハンドブック 須黒　達巳 文一総合出版 485　ス

人はどう死ぬのか 久坂部　羊 講談社現代新書 490　ク

一億人のSDGｓと環境問題 藤岡　達也 講談社 519　フ

はやぶさと日本人 永山　悦子 毎日新聞出版 538　ナ

JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方 JA全農広報部 KADOKAWA 596　セ

ふんわりもっちり米粉のパンとお菓子 石澤　清美 学研 596　イ

描きたい文字が必ず見つかる！ハンドレタリングの見本帳 KADOKAWAライフスタイル編集部 KADOKAWA 727　カ

古代インカ・アンデス不可思議大全 芝崎　みゆき 草思社 268　シ

令和新訂版　最新世界地図 金田　章裕 東京書籍 290　キ

アンデス・マチュピチュへっぽこ紀行 芝崎　みゆき 草思社 296　シ

イースター島不可思議大全 芝崎　みゆき 草思社 297　シ

不思議な国ニッポン クーリエ・ジャポン 講談社 302　コ

外国人差別の現場 安田浩一、安田菜津紀 朝日新書 316　ヤ

社会学の名著50冊が１冊でざっと学べる 岡本　裕一郎 KADOKAWA 361　オ

日本水引 長浦　ちえ 誠文堂光社 385　ナ

身近な素材で実験する物理 初田真知子、伊地知邦夫　ほか 丸善出版 420　ハ

ATOM　世界で一番美しい原子事典 ジャック・チャロナー SBクリエイティブ 429　チ

教養としての化学入門　第２版 Kimberley Waldron 化学同人 430　ウ

図説　日本の風 真木　太一　編 朝倉書店 451　マ

決定版　かぎ針で編む人気こもの 朝日新聞出版 朝日新聞出版 594　ア

増補保存版　繰り返し作りたい一生ものレシピ 石原　洋子 学研プラス 596　イ

エシカルフード 山本　謙治 KADOKAWA 611　ヤ

お花屋さんの仕事基本のき 日本フローラルマーケティング協会 誠文堂新光社 673　ニ

世界で勝つための教科書 竹内　徹 ベースボール・マガジン社 789　タ

なぜ日本語はなくなってはいけないのか 齋藤　孝 草思社 810　サ

真・英文法大全 関　正生 KADOKAWA 835　ヤ

本気で学ぶスペイン語 佐竹　謙一 ベレ出版 860　サ

忍者とは何か 吉丸　雄哉 KADOKAWA 910　ヨ

まっとうな人生 絲山　秋子 河出書房新社 913　イ

別冊太陽　小泉八雲 池田　雅之 平凡社 930　イ

スポーツの仕事ってこんなにある ベースボール・マガジン社 ベースボール・マガジン社 780　ヘ

フリースタイル言語学 川原　繁人 大和書房 804　カ

基礎からわかる論文の書き方 小熊　英二 講談社 816　オ

奏鳴曲　北里と鷗外 海堂　尊 文藝春秋 913　カ

花咲小路二丁目の寫眞館 小路　幸也 ポプラ社 913　シ

道徳教室 髙橋　秀実 ポプラ社 150　タ

東アジアと日本 吉村武彦、川尻秋生、松木武彦 KADOKAWA 210　ヨ

北里柴三郎 海堂　尊 筑摩書房 289　カ

刑法を使って考えることの面白さを伝えたいんだよ！ 仲道　祐樹 大和書房 326　ナ

フェミニズムってなんですか？ 清水　晶子 文芸春秋 367　シ

学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか 広田　照幸 筑摩書房 370　ヒ

世界の発酵食をフィールドワークする 横山　智 農山漁村文化協会 383　ヨ

図説　日本妖怪史 香川　雅信 河出書房新社 387　カ

虫のオスとメス、見分けられますか？ 森上　信夫 ベレ出版 486　モ

いきもの六法 中島　慶二、益子和樹 山と渓谷社 519　ナ

戦争と科学者 安斎　育郎 かもがわ出版 559　ア

おべんとうの教科書 ほりえさちこ 学研プラス 596　ホ

とっておきが作れる菓子工房ルスルスのおやつの本 新田　あゆ子 ポプラ社 596　ニ

英語が出来ません 刀祢館　正明 KADOKAWA 830　ト

森鴎外 海堂　尊 筑摩書房 910　カ

サン＝テグジュペリの世界 武藤　剛史 講談社 950　ム

10分で名著 古市　憲寿 講談社 019　フ

図説本の歴史 樺山　紘一 河出書房新社 020　カ

生きる意味って何だ？ 村上　祐介 創元社 140　ム

維摩さまに聞いてみた 細川　貂々 晶文社 183　ホ


