
No. タイトル 著者名 資料コード 請求記号

1 池上彰の教養のススメ 池上 彰／著 1500070667 /002/I33/

2 人間の未来AIの未来 山中 伸弥／著 1500067960 /007.13/Y34/

3 AIの壁 養老 孟司／著 1500070642 /007.13/Y84/

4 ショートカットキー時短ワザ大全 辻村 司／著 1500067325 /007.63/Ts44/

5 今やる人になる40の習慣 林 修／著 1500067929 /159/H48/

6 いつやるか?今でしょ! 林 修／著 1500067820 /159/H48/

7 池上彰の世界の見方 インド 池上 彰／著 1500067275 /302.25/I33/

8 池上彰のいつものニュースがすごくよくわかる本 池上 彰／著 1500070675 /304/I33/

9 池上彰の未来を拓く君たちへ 池上 彰／著 1500070659 /304/I33/

10 バカの壁 養老 孟司／著 1500070634 /304/Y84/

11 隠れたお金持ちが、みんなやってる投資の法則 中桐 啓貴／著 1500067374 /338.18/N32/

12 遺伝か、能力か、環境か、努力か、運なのか 橘木 俊詔／著 1500067945 /361.8/Ta13/

13 ママのおなかをえらんできたよ。 池川 明／著 1500067044 /376.11/I33/

14 貧しくても東大合格法 独学受験を応援する東大生の会／編著1500067036 /376.8/D83/

15 なぜ受験勉強は人生に役立つのか 斎藤 孝／[著] 1500067028 /376.8/Sa25/

16 辛くならない子育てのコツ 坂東 眞理子／著 1500067838 /379.9/B18/

17 学力は家庭で伸びる 陰山 英男／著 1500067051 /379.9/Ka18/

18
中学受験で成功する子が10歳までに身につけている
こと

村上 綾一／著 1500067952 /379.9/Mu43/

19 子どもはなぜ勉強しなくちゃいけないの? おおた としまさ／編著 1500067978 /379.9/O81/

20 子どもに勉強は教えるな 柳沢 幸雄／著 1500067770 /379.9/Y53/

21 ほめ力 柳沢 幸雄／著 1500067788 /379.9/Y53/

22 子どもの脳がぐんぐん育つ「やる気脳」を育てる 沢口 俊之／著 1500067937 /491.371/Sa93/

23 免疫力を高めてウイルスに勝つ食べ物、暮らし方 石原 結實／著 1500067291 /498.3/I74/

24 日本人の9割が信じてる大間違いな常識 ホームライフ取材班／著 1500067697 /590/H83/

25 本当に旨いサンドウィッチの作り方100 ホテルニューオータニ／著 1500067366 /596.63/H85/
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26 犬の愛と人の愛 石川 利昭／著 1500067747 /645.6/I76/

27 ちあきなおみ沈黙の理由 古賀 慎一郎／著 1500067267 /767.8/C41/

28 水のように 浪花 千栄子／著 1500067671 /778.21/N48/

29 空白の家族 堂場 瞬一／[著] 1500067705 /913.6/D81/

30 鎌倉あやかしシェアハウス 遠藤 遼／著 1500067739 /913.6/E59/

31 鬼滅の刃 　 1 吾峠 呼世晴／著 1500067358 /913.6/G72/1

32 悪意 東野 圭吾／著 1500067382 /913.6/H55/

33 邪神狩り 樋口 明雄／著 1500067341 /913.6/H56/

34 半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸 潤／著 1500067234 /913.6/I33/

35 銀の夜 角田 光代／著 1500067556 /913.6/Ka28/

36 首 北野 武／著 1500067317 /913.6/Ki69/

37 死の扉 小杉 健治／著 1500067689 /913.6/Ko89/

38 青くて、溺れる 丸井 とまと／著 1500067242 /913.6/Ma54/

39 野性の証明 森村 誠一／[著] 1500067762 /913.6/Mo56/

40 スキマワラシ 恩田 陸／著 1500067259 /913.6/O65/

41 銀行ガール 須崎 正太郎／著 1500067333 /913.6/Su92/

42 ヒマワリ高校初恋部! 辻堂 ゆめ／著 1500067309 /913.6/Ts41/

43 推し、燃ゆ 宇佐見 りん／著 1500067226 /913.6/U92/

44 怒濤の砂漠 渡辺 裕之／著 1500067200 /913.6/W46/

45 ブラッド・ロンダリング 吉川 英梨／著 1500067721 /913.6/Y89/

46 スパイの妻 行成 薫／[著] 1500067713 /913.6/Y97/

47 ドクターＭ 海堂 尊 [ほか]／著 1500067283 /913.68/D83/

48 見果てぬ花 浅田 次郎／著 1500067218 /914.6/A81/

49 異端のススメ 林 修／著 1500067069 /914.6/H48/

50 歩行訓練と私 藤川 由里子／著 1500070618 /916/F58/



51 全盲の僕が弁護士になった理由(ワケ) 大胡田 誠／[著] 1500070600 /916/O25/

52 クララとお日さま カズオ・イシグロ／著 1500070683 /933.7/I73/

53 日の名残り カズオ・イシグロ／著 1500070691 /933.7/I73/

54 忘れられた巨人 カズオ・イシグロ／著 1500070709 /933.7/I73/

55 わたしを離さないで カズオ・イシグロ／著 1500070717 /933.7/I73/

56 卒業旅行 小手鞠 るい／著 1500067663 J/913/Ko21/

57 宝島 真藤 順丈／著 1500067754 K/93/Sh62/


