
No 書名 著者名 請求記号

1 奇書の世界史 : 歴史を動かす"ヤバい書物"の物語 三崎 律日 020.4/MI51

2 いきもの人生相談室 : 動物たちに学ぶ47の生き方哲学 小林 百合子 159/KO12

3 神は何のために動物を造ったのか : 動物の権利の神学 Linzey Andrew 191.7/L65

4 正統と異端 : ヨーロッパ精神の底流 堀米 庸三 192.3/H88

5 宗教改革の時代 : 一六世紀前半のヨーロッパ トマス石川 230.52/TO49

6 ヘスースとフランシスコ : エル・サルバドル内戦を生きぬいて 長倉 洋海 257.2/N14

7 反ー寺山修司論 永山 則夫 289/N25

8 インナーマザー : あなたを責めつづける心の中の「お母さん」 斎藤 学 367.3/SA25

9 聖なるズー 濱野 ちひろ 367.9/H25

10
子どもの性欲の近代 : 幼児期の性の芽生えと管理は、いかに語
られてきたか

小泉 友則 367.9/KO38

11
独学大全 : 絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための
55の技法

読書猿 379.7/D83

12 リアルサイズ古生物図鑑 : 古生物のサイズが実感できる! 土屋 健 457.038/TS32

13
図説ホントにすごい!生き物の図鑑 : 地球生物・生き方コレク
ション

千崎 達也 460/SE75

14 生物の進化大事典
Parker Steve
1952-

467.5/P24

15 カメの甲羅はあばら骨 : 人体で表す動物図鑑 川崎 悟司 481.1/KA97

16 はかない命の物語 稲垣 栄洋 481.7/I52

17 動物たちは何を考えている? : 動物心理学の挑戦 藤田 和生 481.78/F67

18
カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、サメは狂暴、イルカは温
厚って本当か?

松原 始 481.78/MA73

19 言葉を使う動物たち Meijer Eva 1980- 481.78/ME24

20 まとまりがない動物たち : 個性と進化の謎を解く Shivik John A. 481.78/SH92

21 魚は痛みを感じるか?
Braithwaite
Victoria

487.51/B71

22
日本のカエル48偏愛図鑑 : 東大生・さこの君のフィールドノー
ト

迫野 貴大 487.85/SA43

23 絶景・秘境に息づく世界で一番美しいペンギン図鑑 水口 博也 488.66/MI36
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24 ペンギンの生物学 : ペンギンの今と未来を深読み
『生物の科学遺
伝』編集部

488.66/SE17

25 家のネコと野生のネコ 澤井 聖一 489.53/SA94

26 日本人とオオカミ : 世界でも特異なその関係と歴史 栗栖 健 489.56/KU67

27
新型コロナウイルスを制圧する : ウイルス学教授が説く、その
「正体」

河岡 義裕 493.87/KA96

28
救急医療のための新型コロナウイルス感染症COVID-19診療ガイ
ド

京都府立医科大学
救急医療学教室

493.87/KY6

29 新型コロナウイルスとの戦い方はサッカーが教えてくれる 岩田 健太郎 498.6/I97

30 ウイルス・ハンター : アメリカCDCの挑戦と死闘
Regis Edward
1944-

498.6/R24

31 世界一わかりやすい新型コロナウイルス徹底防御book : 最新版 寺嶋 毅 498.6/TE63

32 猫と住まいの解剖図鑑 : 猫も人も幸せになる暮らしがわかる いしまる あきこ 527/I77

33 全国の犬像をめぐる : 忠犬物語45話 青柳 健二 645.6/A57

34 純血種という病 : 商品化される犬とペット産業の暗い歴史 Brandow Michael 645.6/B71

35 犬の日本史 : 人間とともに歩んだ一万年の物語 谷口 研語 645.6/TA87

36
人とペットの心理学 : コンパニオンアニマルとの出会いから別
れ

濱野 佐代子 645.9/H25

37
お砂糖とスパイスと爆発的な何か : 不真面目な批評家による
フェミニスト批評入門

北村 紗衣 904/KI68

38 龍は眠る 宮部 みゆき 913.6/MI71

39 クロスファイア　上 宮部 みゆき 913.6/MI71/1

40 クロスファイア　下 宮部 みゆき 913.6/MI71/2

41 孤宿の人　上 宮部 みゆき 913.6/MI71/1

42 孤宿の人　下 宮部 みゆき 913.6/MI71/2

43 すべてがFになる : The perfect insider 森 博嗣 913.6/MO45

44 有限と微小のパン 森 博嗣 913.6/MO45

45 下級国民A 赤松 利市 914.6/A31

46 心病む母が遺してくれたもの : 精神科医の回復への道のり 夏苅 郁子 916/N58

47 吐き気
Castellanos Moya
Horacio 1957-

963/C25
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