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の思い込みを乗り越え、データを基に世
界を正しく見る習慣

ﾊﾝｽ･ﾛｽﾘﾝｸﾞ他日経BP

ギネスの世界記録　2020 ｸﾞﾚﾝﾃﾞｨ･ｸﾚｲｸﾞクレイグ,グレンディKADOKAWA

その話、諸説あります。 ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸナショナル ジオグラフィック編日経ﾅｼｮ ｼﾞｵ社

朝日新聞報道写真集 朝日新聞社 朝日新聞出版

哲学 繊細すぎてしんどいあなたへ　HSP相談室 串崎真志 岩波Ｊ新書

事故物件怪談　恐い間取り　2 松原タニシ 二見書房

モヤモヤそうだんクリニック 池谷裕二、ヨシタケシンスケNHK出版

2020年6月30日にまたここで会おう　瀧
本哲史伝説の東大講義

瀧本哲史 星海社新書

「自然体」がいちばん強い 桜井章一 日本実業出版社

苦しかったときの話をしようか 森岡毅 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

神主さんの日常 瀬上あきら マッグガーデン

歴史 世界の辺境とハードボイルド室町時代 高野秀行、清水克行集英社文庫

図解 ニュースの“なぜ？”は世界史に学
べ！

茂木誠 SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

ｺﾐｯｸ版 逆説の日本史　戦国三英傑編 伊沢元彦 小学館

ｺﾐｯｸ版 逆説の日本史　江戸大改革編 井沢元彦 小学館

別冊太陽　アイヌをもっと知る図鑑 平凡社 平凡社

世界の国歌・国旗 弓狩匡純 KADOKAWA

地理 世界の国々 朝日新聞出版社編朝日新聞出版

日本と世界の地理 朝日新聞出版社編朝日新聞出版

空白の五マイル 角幡唯介 集英社文庫

有権者って誰？ 薮野祐三 岩波J新書

未来をつくる道具：わたしたちのＳＤＧｓ 川廷昌弘 ﾅﾂﾒ社

経済学辞典　（新版） 辻正次 中央経済社

世界経済図説　第四版 宮崎勇・田谷禎三岩波書店

高すぎ？安すぎ!？モノのねだん事典 大澤裕司、死後くんﾎﾟﾌﾟﾗ社

すみません、金利ってなんですか？ 小林義崇 ｻﾝﾏｰｸ出版

４７都道府県なんでもランキング！ もぐら 竹書房

同調圧力 鴻上尚史、佐藤直樹講談社現代新書　

21世紀の新しい職業図鑑 武井一巳 秀和ｼｽﾃﾑ

２２世紀を見る君たちへ 平田オリザ 講談社

部活魂！　この文化部がすごい 読売中高生新聞編集室ちくまﾌﾟﾘﾏｰ新書

はじめて学ぶLGBT 石田仁 ﾅﾂﾒ社

なるにはBOOKS大学学部調べ　薬学部 橋口佐紀子 ぺりかん社

戦国、まずい飯！ 黒澤はゆま ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ新書　

キッチンの歴史 ﾋﾞｰ･ｳｨﾙｿﾝ 河出書房新社

日本俗信辞典　植物編 鈴木棠三 角川ｿﾌｨｱ文庫　

山怪　弐　山人が語る不思議な話 田中康弘 ﾔﾏｹｲ文庫　

世界ことわざ比較辞典 日本ことわざ文化学会岩波書店

自然

科学

アリエナクナイ科学ノ教科書　空想設定
を読み解く31講

くられ ソシム

理系力が身につく週末実験 尾嶋好美 SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

数学ｶﾞｰﾙの秘密ﾉｰﾄ　複素数の広がり 結城浩 SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

とてつもない数学 永野裕之 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

最終警告！本当は怖い、高校の数学 etale.K3 暗黒通信団

難しい数式はまったくわかりませんが、
相対性理論を教えてください！

ﾖﾋﾞﾉﾘたくみ SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

元素単　13カ国の周期表から解き明かす 原島広至 NTS

国立天文台教授が教える ブラックホー
ルってすごいやつ

本間希樹 扶桑社

90分でブラックホールがわかる本 福江純 大和書房

地球・惑星・生命 日本地球惑星科学連合東京大学出版会

社会

科学

分類 書名 著者名 出版社等
文学 透明人間は204号室の夢をみる 奥田亜希子 集英社文庫

じごくゆきっ 桜庭一樹 集英社文庫

雨の降る日は学校に行かない 相沢沙呼 集英社文庫

グリーン・グリーン あさのあつこ 徳間文庫

12星座の恋物語 角田光代、鏡リュウジ新潮文庫

これは経費で落ちません！　経理部の森
若さん

青木祐子 集英社ｵﾚﾝｼﾞ文庫

ゴーストハント　１,２ 小野不由美 角川文庫

薬屋のひとりごと　4，5 日向夏 ﾋｰﾛｰ文庫

砕け散るところをみせてあげる 武宮ゆゆこ 新潮文庫

思い、思われ、ふり、ふられ 阿部暁子、咲坂伊緒原作集英社ｵﾚﾝｼﾞ文庫

時生 東野圭吾 講談社文庫　

ドミノin上海 恩田陸 KADOKAWA

水を縫う 寺地はるな 集英社

夢をかなえるゾウ４ガネーシャと死神 水野敬也 文響社

少年と犬 馳星周 文藝春秋

エピデミック 川端裕人 集英社文庫　

何様 朝井リョウ 新潮社

アスリーツ あさのあつこ 中央公論新社

掌の小説 川端康成 新潮社

罪の声 塩田武士 講談社

夜のピクニック 恩田陸 新潮社

たゆたえども沈まず 原田マハ 幻冬舎

高丘親王航海記 澁澤龍彦 文藝春秋

コンプレックス・プリズム 最果タヒ 大和書房

あと少し、もう少し 瀬尾まいこ 新潮文庫

記憶屋０、Ⅱ、Ⅲ 織守きょうや 角川ﾎﾗｰ文庫

思い出が消えないうちに 川口俊和 ｻﾝﾏｰｸ出版

クララ殺し 小林泰三 創元推理文庫

失われた過去と未来の犯罪 小林泰三 角川文庫

後宮の烏　４ 白川紺子 集英社ｵﾚﾝｼﾞ文庫

白衣の嘘 長岡弘樹 角川文庫

首都感染 高嶋哲夫 講談社文庫

高校事変　1～7 松岡圭祐 角川文庫

サイレンス 秋吉理香子 角川文庫

薬屋のひとりごと　6～９ 日向夏 ﾋｰﾛｰ文庫　

この世の春　上・中・下 宮部みゆき 新潮文庫　

HELLO WORLD 野﨑まど 集英社文庫　

家庭教師は知っている 青柳碧人 集英社文庫　

イノセント 島本理生 集英社文庫　

私を知らないで 白河三兎 集英社文庫　

君に舞い降りる白 関口尚 集英社文庫　

桜のような僕の恋人 宇山佳佑 集英社文庫　

あのこは貴族 山内マリコ 集英社文庫　

バッドカンパニー 深町秋生 集英社文庫　

リーチ先生 原田マハ 集英社文庫　

手のひらの京 綿矢りさ 新潮文庫　

さよならの言い方なんて知らない。 河野裕 新潮文庫　

わたしの幸せな結婚一～三 顎木あくみ 富士見L文庫

アンチ整理術 森博嗣 日本実業出版社

できることならスティードで 加藤ｼｹﾞｱｷ 朝日新聞出版

苦汁100％　濃縮還元 尾崎世界観 文春文庫

わたしに無害なひと ﾁｪ･ｳﾆｮﾝ 亜紀書房

さよならを待つふたりのために ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾘｰﾝ 岩波書店

新潮文庫　月と六ペンス ﾓｰﾑ 新潮社

分類 書名 著者名 出版社等
自然

科学

地磁気逆転と「チバニアン」　地球の磁
場は、なぜ逆転するのか

菅沼悠介 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ　

大陸と海洋の起源 ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ･ｳｪｹﾞﾅｰ他ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ　

若い読者に贈る 美しい生物学講義　感動
する生命のはなし

更科功 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

色で見わけ五感で楽しむ野草図鑑 高橋修 ﾅﾂﾒ社

ソロモンの指環 ｺﾝﾗｰﾄ･ﾛｰﾚﾝﾂ 早川書房

タコの知性 池田譲 朝日新書　

ぱっと見わけ観察を楽しむ野鳥図鑑 石田光史 ﾅﾂﾒ社

カラスは飼えるか 松原始 新潮社

iPS細胞の研究室　体のしくみから研究の
未来まで

京都大学iPS細
胞研究所

東京書籍

イラスト図解サイコパス ゆうきゆう 日東書院

もしも一年後、この世にいないとしたら。 清水研 文響社

病魔という悪の物語　チフスのメアリー 金森修 ちくまﾌﾟﾘﾏｰ新書　

感染症 増補版 井上栄 中公新書　
技術 ダム大百科　国土を造る巨大構造物を見

る・知る・楽しむ！
萩原雅紀 実業之日本社

地下鉄の駅はものすごい 渡部史絵 平凡社新書　

ゼロからはじめるＺｏｏｍ　基本＆便利技 マイカ 技術評論社

セラミック材料入門 加藤誠軌 ｱｸﾞﾈ技術ｾﾝﾀｰ

鍵開けマニュアル　第6版 鍵と錠の研究会ﾃﾞｰﾀﾊｳｽ

心とからだを元気にする　お助けスパイ
スカレー

印度ｶﾘｰ子 家の光協会

産業 葉っぱで見わけ五感で楽しむ樹木図鑑 ﾈｲﾁｬｰﾌﾟﾛ ﾅﾂﾒ社

日本と世界の塩の図鑑　～日本と世界の
塩245種類の効果的な使いわけ方、食材
との組み合わせ方～

青山志穂 あさ出版

航空知識のABC ｲｶﾛｽ出版編 ｲｶﾛｽＭＯＯＫ
芸術 13歳からのアート思考 末永幸歩 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

プリンセスお母さん1，2 並庭マチコ KADOKAWA

北欧女子ｵｰｻが見つけた日本の不思議3、4 ｵｰｻ KADOKAWA

オオサンショウウオのおやつの時間 ﾓｺ KADOKAWA

私たちはどうかしている　1～6 安藤なつみ BE LOVE KC

ふしぎの国のバード　6～7 佐々大河 KADOKAWA

骨髄ドナーやりました！ 水谷さるころ YKｺﾐｯｸｽ　

キングダム　57，58 原泰久 ﾔﾝｸﾞｼﾞｬﾝﾌﾟｺﾐｯｸｽ　

めったに見られない瞬間！世界写真遺産 ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸナショナル ジオグラフィック編二見書房

やきものの教科書 陶工房編集部 誠文堂新光社

ニッポンの型紙図鑑 加茂瑞穂 青幻舎

朝日新書 タカラヅカの謎 森下信雄 朝日新聞出版

ウチら棺桶まで永遠のランウエイ kemio（けみお）KADOKAWA

「特徴 仕掛け さばき方」が分かる672頁
超図鑑　さかな・釣り検索

つり人社 つり人社

フィッシュ・オン 開高健 新潮文庫　

語学 やさしい日本語のしくみ 庵功雄 くろしお出版

図説 日本の文字 今野真二 河出書房新社

めんどくさがりなきみのための文章教室 はやみねかおる 飛鳥新社

英熟語図鑑 清水建二、すずきひろしかんき出版

文学 第２図書係補佐 又吉直樹 幻冬舎吉本文庫

ざんねんな万葉集 岡本梨奈 飛鳥新社

やはり俺の青春ラブコメはまちがってい
る。アンソロジー1～４

渡航ほか ｶﾞｶﾞｶﾞ文庫

処女のまま死ぬやつなんていない、みん
な世の中にやられちまうからな

葵凌太 新潮文庫

 


