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No. 資料コード 請求記号 資料名 著者名 出版者

1 101890002  146.1 /ﾏ / フロイト マーガレット　マッケンハウプト∥著 大月書店

2 101889632  190 / / キャラ絵で学ぶ！キリスト教図鑑 山折　哲雄∥監修 すばる舎

3 101890044  289.3 /ｱ / エジソン ジーン　アデア∥著 大月書店

4 101890093  289.3 /ｲ / クリックとワトソン エドワード　イーデルソン∥著 大月書店

5 101890028  289.3 /ｷ / コペルニクス Ｏ．ギンガリッチ∥著 大月書店

6 101889996  289.3 /ｸ / エンリコ・フェルミ ダン　クーパー∥著 大月書店

7 101890077  289.3 /ｸ / ニュートン ゲイル　Ｅ．クリスティアンソン∥著 大月書店

8 101890051  289.3 /ｺ / チャールズ・バベッジ ブルース　コリアー∥著 大月書店

9 101890010  289.3 /ｼ / ウィリアム・ハーヴィ ジョール　シャケルフォード∥著 大月書店

10 101889970  289.3 /ｽ / ダーウィン レベッカ　ステフォフ∥著 大月書店

11 101889988  289.3 /ﾊ / アインシュタイン ジェレミー　バーンスタイン∥著 大月書店

12 101890085  289.3 /ﾊ / グラハム・ベル ナオミ　パサコフ∥著 大月書店

13 101890069  289.3 /ﾊ / アーネスト・ラザフォード Ｊ．Ｌ．ハイルブロン∥著 大月書店

14 101890036  289.3 /ﾏ / マーガレット・ミード ジョーン　マーク∥著 大月書店

15 101889772  333.8 / / カカ・ムラド～ナカムラのおじさん ガフワラ∥原作 双葉社

16 101890101  366.3 /ﾌ / ちいさな労働者 ラッセル　フリードマン∥著 あすなろ書房

17 101889764  376.8 / / マンガでわかる現役東大生が実践していた！東大を攻める７つの勉強習慣 東大まんがくらぶ∥〔編〕 講談社

18 101889756  420 /ﾐ / 入試問題で味わう東大物理 三澤　信也∥著 オーム社

19 101890473  443 /ﾔ / 星の辞典 柳谷　杞一郎∥著 雷鳥社

20 101889921  449.3 /ｷ / わくわくほっこり二十四節気を楽しむ図鑑 君野　倫子∥著 二見書房

21 101890465  470 /ﾓ / 草の辞典 森乃　おと∥著 雷鳥社

22 101889814  486 /ﾌ /1 ファーブルの昆虫記 上 ファーブル∥〔著〕 岩波書店

23 101889822  486 /ﾌ /2 ファーブルの昆虫記 下 ファーブル∥〔著〕 岩波書店

24 101889749  493.74 /ｴ / 不安を乗り越える１０のステップ ベヴ　エイズベット∥著 大和書房

25 101889731  493.93 /ﾅ / 発達障害の私の頭の中は忙しいけどなんだか楽しい なずな∥著 ぶどう社

26 101889723  495 /ｼ / 女子の心と体のトリセツ 神藤　多喜子∥著 大和書房

27 101889780  547.4 /ｼ / 普通で最高でハッピーなわたし 渋谷　真子∥著 扶桑社

28 101889962  645.0 /ｶ / はたらく動物と 金井　真紀∥文と絵 ころから

29 101890481  748 /ﾌ / 動物たちの惑星 スティーヴ　ブルーム∥写真 パイインターナショナル

30 101889624  760 /ﾌ / ジュニアのための名曲で学ぶ音楽の基礎 舟橋　三十子∥著 音楽之友社

31 101889939  779.9 /ﾖ / 友達ゼロで不登校だった僕が世界一ハッピーな高校生になれたわけ よしあき∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

32 101889707  783.2 / / 最強の鉄壁となる！バレーボールブロック必勝のポイント５０ 山村　宏太∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ

33 101890390  837.7 /ｼ / 対訳狼王ロボ アーネスト　トンプソン　シートン∥著 ＩＢＣパブリッシング

34 101889673  911.1 /ｷ / ときめく心 桔梗　亜紀∥著 水曜社

35 101889913  913.2 / / 古事記物語 福永　武彦∥作 岩波書店

36 101889616  F /ｲｼ /1 陰陽師東海寺迦楼羅の事件簿 １ 石崎　洋司∥著 講談社

37 101889855  F /ｶｾ / ビート・キッズ 風野　潮∥作 講談社
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38 101890408  F /ｺﾓ / 声が聞こえたで始まる七つのミステリー 小森　香折∥著 アリス館

39 101889665  F /ｻｲ / 超訳人間失格 齋藤　孝∥著 アスコム

40 101889848  F /ﾅﾂ / 坊っちゃん 夏目　漱石∥作 岩波書店

41 101889657  F /ﾊｾ / それをＡＩと呼ぶのは無理がある 支倉　凍砂∥著 中央公論新社

42 101886778  F /ﾋﾑ / さようならアルルカン／白い少女たち 氷室　冴子∥著 集英社

43 101889905  923.5 /ｼ /1 水滸伝 上 施　耐庵∥作 岩波書店

44 101889897  923.5 /ｼ /2 水滸伝 中 施　耐庵∥作 岩波書店

45 101889889  923.5 /ｼ /3 水滸伝 下 施　耐庵∥作 岩波書店

46 101887107  933.7 / / 消えない叫び Ｒ．Ｌ．スタイン∥監修 理論社

47 101889798  933.7 /ｱ / 農場にくらして アリソン　アトリー∥作 岩波書店

48 101887081  933.7 /ｺ / ダリウスは今日も生きづらい アディーブ　コラーム∥著 集英社

49 101887073  933.7 /ﾄ / オン・ザ・カム・アップ アンジー　トーマス∥作 岩崎書店

50 101889640  933.7 /ﾊ / スーパー・ノヴァ ニコール　パンティルイーキス∥著 あすなろ書房

51 101887099  933.7 /ﾏ / ルーパートのいた夏 ヒラリー　マッカイ∥作 徳間書店

52 101889806  943.7 /ﾘ / 波紋 ルイーゼ　リンザー∥作 岩波書店

53 101890549  943.7 /ﾘ / ぼくたちもそこにいた ハンス　ペーター　リヒター∥作 岩波書店

54 101889871  949.3 /ﾍ /1 ジーンズの少年十字軍 上 テア　ベックマン∥作 岩波書店

55 101889863  949.3 /ﾍ /2 ジーンズの少年十字軍 下 テア　ベックマン∥作 岩波書店

56 101889830  949.5 / / 北欧神話 Ｐ．コラム∥作 岩波書店

57 101890424  949.8 /ﾄ / 大海の光 アニカ　トール∥著 新宿書房

58 101890440  949.8 /ﾄ / 睡蓮の池 アニカ　トール∥著 新宿書房

59 101890457  949.8 /ﾄ / 海の島 アニカ　トール∥著 新宿書房

60 101890432  949.8 /ﾄ / 海の深み アニカ　トール∥著 新宿書房

61 101889699 R 813.1 / / 学研現代標準国語辞典 林　史典∥編 学研プラス

62 101889681 R 813.2 / / 学研現代標準漢和辞典 藤堂　明保∥編 学研プラス

63 101889954  726.6 /ｸ / 島 アルミン　グレーダー∥著 飛鳥新社

64 101889715  726.6 /ﾗ / シンデレラ　自由をよぶひと レベッカ　ソルニット∥著 河出書房新社

65 101890382 B F /ｼﾓ /13 神様の子守はじめました。 １３ 霜月　りつ∥著 コスミック出版

66 101890374 B F /ｼﾗ / ぬばたまおろち、しらたまおろち 白鷺　あおい∥著 東京創元社

67 101890416 B F /ﾅｶ / ハブテトルハブテトラン 中島　京子∥〔著〕 ポプラ社
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