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007 TA プレジデント社 オードリー・タンデジタルとＡＩの未来を語る オードリー・タン プレジデント社

019 ME 読むことの歓び 明治大学文学部読
書感想文コンクール
選考委員会

081 I 1-5 511-14 岩波文庫 失われた時を求めて　１４ プルースト 岩波書店

100 FU 岩波ジュニア新書 はじめての哲学 藤田　正勝 岩波書店

114 HI 東洋経済新報社 無と意識の人類史 広井　良典 東洋経済新報
社130 NA 東洋経済新報社 教養としてのギリシャ・ローマ 中村　聡一 東洋経済新報
社140 I サンマーク出版 生物学的に、しょうがない！ 石川　幹人 サンマーク出版

141 BR 他者の靴を履く ブレイディ　みかこ 文藝春秋

151 FU 集英社新書 「自由」の危機 藤原　辰史，他 集英社

159 KI 君と会えたから… 喜多川  泰 ディスカヴァー・
トゥエンティワン

159 KI ｹｲｾﾂﾍﾝ 手紙屋〈蛍雪篇〉 喜多川  泰 ディスカヴァー・
トゥエンティワン

170 KI 祈り方が９割 北川　達也 （株）ＣＯＢＯＬ

181 KI ＣＯＢＯＬ ブッダの獅子吼 北川　達也 （株）ＣＯＢＯＬ

210 K92 平凡社ライブラリー 南京事件論争史　増補 笠原　十九司 平凡社

223 F1 岩波新書 東南アジア史１０講 古田　元夫 岩波書店

242 RY 河出書房新社 古代エジプト人の２４時間 ドナルド　Ｐ．ライアン 河出書房新社

289 HA 光文社 私たちの真実 カマラ・ハリス 光文社

289 S54 1-47 山川出版 大航海時代の群像 合田　昌史 山川出版社

302 O みすず書房 ガザに地下鉄が走る日 岡　真理 みすず書房

316 F2 みすず書房 夜と霧　新版 ヴィクトール　Ｅ．フラ
ンクル

みすず書房

327 HI 岩波新書 少年法入門 廣瀬　健二 岩波書店

383 I リトル・モア おいしいものでできている 稲田　俊輔 リトル・モア

402 MO 岩波ジュニア新書 ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検 盛口　満 岩波書店

407 O ブルーバックス 理系女性の人生設計ガイド 大隅　典子，他 講談社

407 SA 河出書房新社 科学者になりたい君へ 佐藤　勝彦 河出書房新社

408 I 4 1-304 岩波科学ライブラリー 名随筆で学ぶ英語表現 トム・ガリー，松下　貢 岩波書店

420 YO 1 はじめて学ぶ物理学　上 吉田　弘幸 日本評論社

420 YO 2 はじめて学ぶ物理学　下 吉田　弘幸 日本評論社

457 BE 創元社 恐竜研究の最前線 マイケル　Ｊ．ベントン 創元社

480 SE ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

つながりあういのち 千石　正一 ディスカヴァー・
トゥエンティワン

486 I 裳華房シリーズ・生命の
神秘と不思議

昆虫たちのすごい筋肉 岩本　裕之 裳華房

491 YA ブルーメンフェルト カラー神経解剖学 安原  治 西村書店

491 YA サンライズ出版 人間ｖｓ．病気 安原　治 サンライズ出版

493 SU 新型コロナワクチン 杉本　正信 東京化学同人

519 A 岩波新書 グリーン・ニューディール 明日香　壽川 岩波書店

593 I ナツメ社 自分らしいおしゃれが見つかる！服選
びのルール

ナツメ社

596 RYU ＫＡＤＯＫＡＷＡ ワンパンで面倒なし！フライパン飯革命 リュウジ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

 ４　自然科学（数学、理学、医学）

 ５　技術（工学、工業、家政学）

 ３　社会科学（政治、法律、経済、統計、教育、民族）
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大阪府立北野高等学校図書館

 ０　総記  (図書館、書誌学、百科事典、逐次刊行物、叢書）

 １　哲学（哲学、心理学、倫理学、宗教）

 ２　歴史（歴史、伝記、地理、紀行）
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704 KU 河出新書 クローズアップ藝大 国谷　裕子，東京藝
術大学

河出書房新社

798 O1 ブルーバックス 論理パズル１００ 小野田　博一 講談社

801 NA ちくまプリマー新書 「自分らしさ」と日本語 中村　桃子 筑摩書房

813 NA 河出書房新社 比べて愉しい国語辞書ディープな読み方 ながさわ 河出書房新社

816 KO 2020 全国高校生「創作コンテスト」入賞作品集 國學院大學  総合企
画部  広報課

高校生新聞

837 BR ＪＡＮＥ  ＥＹＲＥ CHARLOTTE
BRONTE

ＰＥＮＧＵＩＮ  Ｂ
ＯＯＫＳ

837 KI 中公新書 英語の読み方 北村　一真 中央公論新社

837 SHI 1 英文精読教室　第１巻 柴田　元幸 研究社

837 SHI 2 英文精読教室　第２巻 柴田　元幸 研究社

902 NA 日本実業出版社 正しい答えのない世界を生きるための
「死」の文学入門

内藤　理恵子 日本実業出版
社

910 Y40 角川ソフィア文庫 紫式部ひとり語り 山本　淳子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

910 YA 新潮社 文豪の凄い語彙力 山口　謠司 新潮社

910 YA 海竜社 文豪たちの美味しいことば 山口　謠司 海竜社

911 MI 講談社現代新書 百人一首うたものがたり 水原　紫苑 講談社

913 A ポプラ社 死にたがりの君に贈る物語 綾崎　隼 ポプラ社

913 E5 影に対して 遠藤　周作 新潮社

913 HO 朝日新聞出版 植物忌 星野　智幸 朝日新聞出版

913 I 新潮文庫 月まで三キロ 伊与原　新 新潮社

913 I 講談社 げんじものがたり いしい　しんじ 講談社

913 K100 医学のたまご 海堂　尊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 K100 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 医学のつばさ 海堂　尊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 K101 ちくま文庫 水瓶 川上　未映子 筑摩書房

913 K101 新潮文庫 あこがれ 川上　未映子 新潮社

913 K3 新潮文庫 夜と霧の隅で 北  杜夫 新潮社

913 K53 枝の家 黒井　千次 文藝春秋

913 L1 彼岸花が咲く島 李　琴峰 文藝春秋

913 M83 1 幻冬舎 ヒトコブラクダ層ぜっと　上 万城目　学 幻冬舎

913 M83 2 幻冬舎 ヒトコブラクダ層ぜっと　下 万城目　学 幻冬舎

913 M91 新潮社 雷神 道尾　秀介 新潮社

913 MA 集英社 トラッシュ 増島　拓哉 集英社

913 MA 集英社 泡 松家　仁之 集英社

913 MI 新潮社 骨を撫でる 三国　美千子 新潮社

913 N57 幻冬舎文庫 漁港の肉子ちゃん 西　加奈子 幻冬舎

913 N61 講談社 掟上今日子の鑑札票 西尾　維新 講談社

913 S46 河出書房新社 須賀敦子が選んだ日本の名作 須賀　敦子 河出書房新社

913 S94 角川書店 砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない 桜庭  一樹 角川書店

913 T102 講談社 長い一日 滝口　悠生 講談社

913 T93 双葉社 つまらない住宅地のすべての家 津村　記久子 双葉社

913 T97 文藝春秋 琥珀の夏 辻村　深月 文藝春秋

913 TA 講談社 檸檬先生 珠川　こおり 講談社

913 TA 岩波新書 源氏物語を読む 高木　和子 岩波書店

913 Y52 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 黒牢城 米澤　穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

914 I 白水社 いしいしんじの本 いしい　しんじ 白水社

914 SHI ここじゃない世界に行きたかった 塩谷　舞 文藝春秋

914 T69 河出新書 「ことば」に殺される前に 高橋　源一郎 河出書房新社

916 KO 新潮社図書編集室 Ａｓｋ　ｙｏｕｒｓｅｌｆ！ 近藤　嶺一 新潮社図書編
集室

923 RYU 1 早川書房 三体　３上 劉　慈欣 早川書房

923 RYU 2 早川書房 三体　３下 劉　慈欣 早川書房

923 T97 ぼくのメジャースプーン 辻村  深月 講談社

929 P2 1 ハヤカワｅｐｉ文庫 わたしの名は赤　上　新訳版 オルハン・パムク 早川書房

929 P2 2 ハヤカワｅｐｉ文庫 わたしの名は赤　下　新訳版 オルハン・パムク 早川書房

933 BO あすなろ書房 兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン あすなろ書房

949 T1 キリギリスのしあわせ トーン・テレヘン 新潮社

953 YO 岩波新書 「失われた時を求めて」への招待 吉川　一義 岩波書店

 ７　芸術（美術、音楽、演劇、体育、諸芸、娯楽）

 ８　言語

 ９　文学
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