
分類番号 書名 著者名 出版社

000 こんなおおきなかず、みたことある? 100 セス　フィッシュマン／著 東京：偕成社

002 人間を究める スタディサプリ三賢人の学問探究ノート　1 松尾　豊／[著] 東京：ポプラ社

007 誰でもできる!G Suite活用ガイド 関連ハードウェアを使いこなす　 井上　健語／著 東京：日経BP

007 誰でもできる!G Suite導入ガイド 第2版　 荒木　孝一／著 東京：日経BP

092 アイスブレイクベスト50 リラックスと集中を一瞬でつくる　 青木　将幸／著 東京：ほんの森出版

141 発想法 創造性開発のために　 川喜田　二郎／著 東京：中央公論新社

159 なぜきみは生きるのか 10歳からの人生哲学　 大坪　信之／著 東京：幻冬舎メディアコンサルティング

180 チベット仏教入門 自分を愛することから始める心の訓練　 吉村　均／著 東京：筑摩書房

210 影の守護者 講談社文庫　と55-11 堂場　瞬一／[著] 東京：講談社

210 歴史道　Vol.8 週刊朝日MOOK　 東京：朝日新聞出版

288 家紋無双 日本固有の文化である家紋を後世に伝えるプロジェクト　 森本　勇矢／著 橿原：知楽社

288 決定版面白いほどよくわかる!家紋と名字 高澤　等／家紋監修 東京：西東社

314 有権者って誰? 岩波ジュニア新書　917 藪野　祐三／著 東京：岩波書店

333 世界経済図説 岩波新書 新赤版　1830 宮崎　勇／著 東京：岩波書店

335 共感経営 「物語り戦略」で輝く現場　 野中　郁次郎／著 [東京]：日経BP日本経済新聞出版本部

361 社会心理学講義 <閉ざされた社会>と<開かれた社会>　 小坂井　敏晶／著 東京：筑摩書房

361 ぼくが見つけたいじめを克服する方法 日本の空気、体質を変える　 岩田　健太郎／著 東京：光文社

367 「勤労青年」の教養文化史 岩波新書 新赤版　1832 福間　良明／著 東京：岩波書店

376 商業高校から一橋大学に入って公認会計士試験に合格した話 藤本　拓也／著 東京：とりい書房第二編集部

440 星界の報告 講談社学術文庫　2410 ガリレオ・ガリレイ／[著] 東京：講談社

465 図解身近にあふれる「微生物」が3時間でわかる本 思わずだれかに話したくなる　 左巻　健男／編著 東京：明日香出版社

465 超・図解身近にあふれる「微生物」が3時間でわかる本 思わずだれかに話したくなる　 左巻　健男／編著 東京：明日香出版社

486 博士の愛したジミな昆虫 岩波ジュニア新書　916 金子　修治／編著 東京：岩波書店

493 感染症の世界史 角川ソフィア文庫　I405-1 石　弘之／[著] 東京：KADOKAWA

493 呼吸器内科医が解説!新型コロナウイルス感染症-COVID-19- 粟野　暢康／監修・編集 東京：医療科学社

493 怖くて眠れなくなる感染症 岡田　晴恵／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ

498 新型コロナウイルスの真実 ベスト新書　610 岩田　健太郎／著 東京：ベストセラーズ

498 新・養生訓 健康本のテイスティング　 岩田　健太郎／著 東京：丸善出版

498 図解新型コロナウイルス職場の対策マニュアル 亀田　高志／著 東京：エクスナレッジ

547 5G 次世代移動通信規格の可能性　 森川　博之／著 東京：岩波書店

596 神レンチン あなたにやさしい電子レンジレシピ　 河瀬　璃菜／著 東京：文藝春秋

596 孤独のスイーツ 男も女も甘さに焦がれる?　 東京：枻出版社

723 怖い絵 角川文庫　な50-2 中野　京子／[著] 東京：角川書店

723 怖い絵　死と乙女篇 角川文庫　な50-4 中野　京子／[著] 東京：角川書店

723 怖い絵　泣く女篇 角川文庫　な50-3 中野　京子／[著] 東京：角川書店

723 怖い絵のひみつ。 「怖い絵」スペシャルブック　 中野　京子／著 東京：KADOKAWA

723 新怖い絵 角川文庫　な50-9 中野　京子／[著] 東京：KADOKAWA

723 もっと知りたい「怖い絵」展 中野　京子／著 東京：KADOKAWA

740 キャパとゲルダ ふたりの戦場カメラマン　 マーク・アロンソン／著 東京：あすなろ書房
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756 鬼を切る日本の名刀 童子切/鬼切丸/蜈蚣切/黒漆剣/小狐丸/数珠丸/獅子王/大包平…　 小和田　泰経／監修 東京：枻出版社

783.4 心を整える。 勝利をたぐり寄せるための56の習慣　 長谷部　誠／著 東京：幻冬舎

911 大岡信『折々のうた』選　詩と歌謡 岩波新書 新赤版　1815 大岡　信／[著] 東京：岩波書店

492 I 病気のしくみ 図解雑学－絵と文章でわかりやすい！－　 稲田　英一／著 東京：ナツメ社

913.6 ｱ トロッコ・一塊の土 角川文庫　あ2-10 芥川　龍之介／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｱ 悪巧み 秋野　蜜柑／著 東京：幻冬舎メディアコンサルティング

913.6 ｱ medium 霊媒探偵城塚翡翠　 相沢　沙呼／著 東京：講談社

913.6 ｲ 赤ちゃんをわが子として育てる方を求む 石井　光太／著 東京：小学館

913.6 ｲ 家庭教室 伊東　歌詞太郎／著 東京：KADOKAWA

913.6 ｲ 逆ソクラテス 逆ソクラテス　 伊坂　幸太郎／著 東京：集英社

913.6 ｵ 木洩れ日に泳ぐ魚 文春文庫　お42-3 恩田　陸／著 東京：文藝春秋

913.6 ｻ 僕の涙がいつか桜の雨になる 犀川　みい／著 東京：KADOKAWA

913.6 ﾀ 首都感染 講談社文庫　た110-3 高嶋　哲夫／[著] 東京：講談社

913.6 ﾂ 島はぼくらと 講談社文庫　つ28-18 辻村　深月／[著] 東京：講談社

913.6 ﾅ 合唱 岬洋介の帰還　 中山　七里／著 東京：宝島社

913.6 ﾅ 僕は、そして僕たちはどう生きるか 岩波現代文庫　 梨木　香歩／著 東京：岩波書店

913.6 ﾅ 夜がどれほど暗くても 中山　七里／[著] 東京：角川春樹事務所

913.6 ﾅ 流浪の月 The Wandering Moon　 凪良　ゆう／著 東京：東京創元社

913.6 ﾆ 10 美少年蜥蜴　光編 講談社タイガ　ニA-10 西尾　維新／著 東京：講談社

913.6 ﾌ 16 転生したらスライムだった件　16 GC NOVELS　 伏瀬／著 東京：マイクロマガジン社

913.6 ﾎ 妖(あやかし)の掟 誉田　哲也／著 東京：文藝春秋

913.6 ﾎ 妖(あやかし)の華 文春文庫　ほ15-2 誉田　哲也／著 東京：文藝春秋

913.6 ﾎ 月の落とし子 穂波　了／著 東京：早川書房

913.6 ﾏ 5 高校事変　5 角川文庫　ま26-609 松岡　圭祐／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ﾏ 6 高校事変　6 角川文庫　ま26-610 松岡　圭祐／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ﾏ 7 高校事変　7 角川文庫　ま26-611 松岡　圭祐／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ﾐ カケラ 湊　かなえ／著 東京：集英社

913.6 ﾐ 豆の上で眠る 新潮文庫　み-56-2 湊　かなえ／著 東京：新潮社

913.6 ﾔ 廉太郎ノオト Rentaro note　 谷津　矢車／著 東京：中央公論新社

913.68 ｺ 決戦!新選組 講談社文庫　け19-7 葉室　麟／[著] 東京：講談社

914.6 ﾑ 猫を棄てる 父親について語るとき　 村上　春樹／著 東京：文藝春秋

929 ｿ アーモンド Almond　 ソン　ウォンピョン／著 東京：祥伝社

933 ﾓ フラミンゴボーイ 東京：小学館

E しろさんのレモネードやさん まつざき　まさみ／ぶん 岡山：吉備人出版

E ぼくはレモネードやさん えいしま　しろう／文・絵 東京：生活の医療


