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量子コンピュータが人工知能を加速する 西森 秀稔  著 日経BP社 007 424
江戸の蔵書家たち 岡村 敬二  著 吉川弘文館 024 32
高校生と考える　人生のすてきな大問題 桐光学園中学校・高等学校  編 左右社 041 20 3
高校倫理の古典でまなぶ 哲学トレーニング 1 直江 清隆  編 岩波書店 100 21 1
愉しい学問 フリードリヒ・ニーチェ  [著] 講談社 134 67
自分のアタマで考えよう　知識にだまされない思考の技術 ちきりん  著 ダイヤモンド社 141.5 68
知性の磨き方 齋藤 孝  著 SBクリエイティブ 159 474
僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう 山中 伸弥  著 文藝春秋 159 476
続・ゆかいな仏教 橋爪 大三郎  著 サンガ 180 49 2
聖書入門 フィリップ・セリエ  著 講談社 193 70

「都市」の世界史　グローバル時代の必須教養 出口 治明  著 PHPエディターズ・グループ 209 162
いっきに学び直す日本史　教養編 安藤 達朗  著 東洋経済新報社 210.1 94 1
日本の近代とは何であったか　問題史的考察 三谷 太一郎  著 岩波書店 210.6 163
特攻隊映画の系譜学　敗戦日本の哀悼劇 中村 秀之  著 岩波書店 210.7 22 11
密室の戦争　日本人捕虜、よみがえる肉声 片山 厚志  著 岩波書店 210.7 311
物語 イギリスの歴史　上・下 君塚 直隆  著 中央公論新社 233 30 1・2
井伊一族のすべて 大河ドラマのヒロイン直虎を生んだ名族・千年の歴史! 歴史と文化の研究所  編 洋泉社 288.3 27
円周率の謎を追う　江戸の天才数学者・関孝和の挑戦 鳴海 風  作 くもん出版 289.1 せき
タモリのTOKYO坂道美学入門　新訂版 タモリ  文・写真 講談社 291.3 237

高校生からわかる社会科学の基礎知識 酒井 峻一  著 ベレ出版 301 14
日本経済時事ドリル ビジュアル解説 日本経済新聞社  編 日本経済新聞出版社 302 44
世界を揺るがすトランプイズム 池上 彰  著 ホーム社 312 163
壊れた地球儀の直し方　ぼくらの出番 青山 繁晴  著 扶桑社 319 317
大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる 井堀 利宏  著 KADOKAWA 331 173
経済は地理から学べ! 宮路 秀作  著 ダイヤモンド社 332 162
最新金融の基本とカラクリがよ〜くわかる本 久保田 博幸  著 秀和システム 338 154
聞き出す力　 吉田 豪  著 日本文芸社 361.45 74 1
続・聞き出す力 吉田 豪  著 日本文芸社 361.45 74 2
相模原障害者殺傷事件 優生思想とヘイトクライム 立岩 真也  著 青土社 361.8 46
「意識高い系」の研究 古谷 経衡  著 文藝春秋 361.8 47
20代で身につけたい プロ建築家になる勉強法 山梨 知彦  著 日本実業出版社 366.2 153
声優道 死ぬまで「声」で食う極意 岩田 光央  著 中央公論新社 366.2 154
シリア難民　人類に突きつけられた21世紀最悪の難問 パトリック・キングズレー  著 ダイヤモンド社 369.38 20
受験学力 和田 秀樹  著 集英社 376 140
英国一家、インドで危機一髪 マイケル・ブース  著 KADOKAWA 383.8 95 4

ねえ君、不思議だと思いませんか? 池内 了  著 而立書房 404 218
日本列島100万年史　大地に刻まれた壮大な物語 山崎 晴雄  著 講談社 408 19 2000
マスペディア1000 リチャード・エルウィス  著 ディスカヴァー・21 410 391
微分、積分、いい気分。 オスカー・E.フェルナンデス  著 岩波書店 413 63
目に見える世界は幻想か? 物理学の思考法 松原 隆彦  著 光文社 420 141
地図化すると世の中が見えてくる 伊藤 智章  著 ベレ出版 448 46
日本の天気 その多様性とメカニズム 小倉 義光  著 東京大学出版会 451 211
図説 鉱物の博物学　地球をつくる鉱物たち 松原 聰  著 秀和システム 459 43
生命科学の静かなる革命 福岡 伸一  著 集英社インターナショナル 460 152 2
オスとメスはどちらが得か? 稲垣 栄洋  [著] 祥伝社 467 100
日本人の9割が知らない遺伝の真実 安藤 寿康  著 SBクリエイティブ 467 104
外来種のウソ・ホントを科学する ケン・トムソン  著 築地書館 468 68
日本人なら知っておきたい 四季の植物 湯浅 浩史  著 筑摩書房 470 103
クマムシ博士の クマムシへんてこ最強伝説 堀川 大樹  著 日経ナショナルジオグラフィック社 483 10
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トコトンやさしい 土壌汚染の本 保坂 義男  著 日刊工業新聞社 519 251
名建築が生まれた現場　世界のトップ設計事務所 江村 英哲  著 日経BP社 520 86
世界10000年の名作住宅 エクスナレッジ 527 51
月はぼくらの宇宙港 佐伯 和人  作 新日本出版社 538 179
チェルノブイリの祈り　未来の物語 スベトラーナ・アレクシエービッチ  [著] 岩波書店 539 202
AI・ロボット開発、これが日本の勝利の法則 河 鐘基  著 扶桑社 548.3 46
「折る縫うカットする」でできる服 藤井 あつ子  著 文化学園文化出版局 593 46
調べてみよう 都道府県の特産品　調味料編 都道府県の特産品編集室  [編] 理論社 596 124 1

2025年日本の農業ビジネス 21世紀政策研究所  編 講談社 611 92
「豊洲市場」これからの問題点 小松 正之  著 マガジンランド 675 150
羽田空港のひみつ　世界トップクラスエアポートの楽しみ方 秋本 俊二  著 PHP研究所 687 32
USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか? 森岡 毅  [著] KADOKAWA 689 32
暴走司会者　論客たちとの深夜の「激闘譜」 田原 総一朗  著 中央公論新社 699 97

ミステリーな仏像 本田 不二雄  著 駒草出版 718 88
スーパーリアル色鉛筆 1　林亮太の世界・技法と作品 林 亮太  著 マガジンランド 725 35 1
デジタル一眼構図テクニック事典101+ 上田 晃司  著 インプレス 746 30
楽しく体験レッスン! 作詞・作曲入門 野口 義修  著 ナツメ社 761 46
ひとさし指のノクターン 車いすの高校生と東京藝大の挑戦 新井 鷗子  著 ヤマハミュージックメディア 763 89
SMAPはなぜ解散したのか 松谷 創一郎  著 SBクリエイティブ 767 89
1カ月でカラダが変わる! 内発動《ストレッチ&トレーニング》 川嶋 佑  著 東邦出版 780 336

教養バカ　わかりやすく説明できる人だけが生き残る 竹内 薫  著 SBクリエイティブ 809 103
ミニマムで学ぶ 英語のことわざ 北村 孝一  著・監修 クレス出版 834 62
会話もメールも英語は3語で伝わります 中山 裕木子  著 ダイヤモンド社 837 321
ミニマムで学ぶ フランス語のことわざ 大橋 尚泰  著 クレス出版 855 5
ともに読む古典　中世文学編 松尾 葦江  編 笠間書院 910.2 54
俳句のルール 井上 泰至  編 笠間書院 911.3 70
天空の詩人　李白 陳 舜臣  著 講談社 921 74

信用金庫の力　人をつなぐ、地域を守る 吉原 毅  著 岩波書店 IB 338 b

D列車でいこう 阿川 大樹  著 徳間書店 あか
今だけのあの子 芦沢 央  著 東京創元社 あし
なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國 香織  [著] 角川春樹事務所 えく
グミ・チョコレート・パイン　パイン編 大槻 ケンヂ  [著] 角川書店 おお
ストロベリーライフ 荻原 浩  著 毎日新聞出版 おき
トヨトミの野望　小説・巨大自動車企業 梶山 三郎  著 講談社 かし
私たちが星座を盗んだ理由 北山 猛邦  [著] 講談社 きた
ホリデー・イン 坂木 司  著 文藝春秋 さか
囲碁殺人事件 竹本 健治  [著] 講談社 たけ
暗幕のゲルニカ 原田 マハ  [著] 新潮社 はら
水鏡推理 2　インパクトファクター 松岡 圭祐  [著] 講談社 まつ
お〜い、丼　満腹どんぶりアンソロジー ちくま文庫編集部  編 筑摩書房 ん
吾輩も猫である 赤川 次郎  著 新潮社 ん
霧のなかの白い犬 アン・ブース  著 あかね書房 フス
図書館ねこベイカー&テイラー ジャン・ラウチ  著 早川書房 ラウ

調布市立図書館50周年記念写真集 調布市立図書館 調布市立図書館 調 29

できる人の「京都」術 柏井 壽  著 朝日新聞出版 291.6 248
私たちの教室からは米軍基地が見えます 渡辺 豪  著 ボーダーインク 395 29
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修学旅行関連図書

500　技術．工学

600　産業

700　芸術．美術
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来週はいよいよ修学旅行などがありますが、
本の返却期限は大丈夫ですか??

延滞にならないように、本は早めに返しましょう！

!! 本の返し忘れに注意 !!

岩波ブックレット


