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007 働き方5.0 これからの世界をつくる仲間たちへ　 落合　陽一／著 東京：小学館

019 若い人のための10冊の本 ちくまプリマー新書　339 小林　康夫／著 東京：筑摩書房

092 悪魔の手抜きレシピ フツーに買える食材でズボラクッキング!　 ロー・タチバナ／[著] 東京：枻出版社

092 戦国・安土桃山時代の池田氏 池田恒興と池田輝政　 倉敷ぶんか倶楽部／編 岡山：日本文教出版

092 備中町再発見 岡山文庫　317 高見　寿／著 岡山：日本文教出版

093 OKAYAMA COMPANY GUIDE 2021 岡山：岡山市産業観光局

115 世界史の針が巻き戻るとき 「新しい実在論」は世界をどう見ているか　 マルクス・ガブリエル／著 東京：PHP研究所

116 究極の思考実験 選択を迫られたとき、思考は深まる。　 北村　良子／著 東京：ワニブックス

116 「ロンリ」の授業 論理的ってこういうことだったのか!　 NHK『ロンリのちから』制作班／著 東京：三笠書房

159 本番に強い人、弱い人 PHP新書　458 本田　有明／著 東京：PHP研究所

209 英語対訳で読む世界の歴史 流れがわかる!すんなり頭に入る!　 綿田　浩崇／監修 東京：実業之日本社

210 いちばんやさしい5Gの教本 人気講師が教える新しい移動通信システムのすべて　 藤岡　雅宣／著 東京：インプレス

210.4 明智光秀10の謎 宝島社新書　569 本郷　和人／著 東京：宝島社

210.4 明智光秀と戦国の名将たち ホビージャパンMOOK　980 東京：ホビージャパン

210.4 明智光秀と細川ガラシャ 戦国を生きた父娘の虚像と実像　 井上　章一／著 東京：筑摩書房

222 陸海の交錯 明朝の興亡　 檀上　寛／著 東京：岩波書店

289 マックス・ヴェーバー 主体的人間の悲喜劇　 今野　元／著 東京：岩波書店

302 ワイルドサイドをほっつき歩け ハマータウンのおっさんたち　 ブレイディみかこ／著 東京：筑摩書房

304 知らないと恥をかく世界の大問題　11 角川新書　K-320 池上　彰／[著] 東京：KADOKAWA

313 議会制民主主義の活かし方 未来を選ぶために　 糠塚　康江／著 東京：岩波書店

335 今日からできる!小さな会社のSDGs 事例がいっぱいですぐわかる!アイデアBOOK　 村尾　隆介／著 東京：青春出版社

336 いますぐ!超実践テレワーク 企業・個人30以上の成功ノウハウ　 東京：マイナビ出版

336 テレワーク大全 独自調査と徹底取材で導くアフターコロナ時代の働き方　 日経BP総合研究所イノベーションICTラボ／ [東京]：日経BP

366 なぜ僕らは働くのか 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと　 池上　彰／監修 東京：学研プラス

367 ダイエット幻想 やせること、愛されること　 磯野　真穂／著 東京：筑摩書房

369 中高年のための「読む防災」 最新版　 和田　隆昌／著 東京：ワニ・プラス

369 福祉心理学 福祉分野での心理職の役割　 川畑　隆／編著 京都：ミネルヴァ書房

369 レスキューナースが教えるプチプラ防災 辻　直美／著 東京：扶桑社

375 学習指導要領の読み方・活かし方 学習指導要領を「使いこなす」ための8章　 合田　哲雄／著 東京：教育開発研究所

375 高校生が生きやすくなるための演劇教育 いしい　みちこ／著 [東京]：立東舎

375 未来を拓く教師のための教育課程論 学習指導要領からカリキュラム・マネジメントまで　 山崎　保寿／著 東京：学陽書房

376 スマホを落としただけなのに 戦慄するメガロポリス 宝島社文庫　Cし-7-4 志駕　晃／著 東京：宝島社

379 「超」勉強力 Absolute Study Power　 中野　信子／著 東京：プレジデント社

383 化粧にみる日本文化 だれのためによそおうのか?　 平松　隆円／著 東京：水曜社

401 なぜ科学を学ぶのか ちくまプリマー新書　335 池内　了／著 東京：筑摩書房

404 英語対訳で読む科学の疑問 素朴な「?」がよくわかる!　 松森　靖夫／監修 東京：実業之日本社

407 オラフ教授式理工系のたのしい英語プレゼン術77 カートハウス オラフ／著 東京：講談社

409 中国、科学技術覇権への野望 宇宙・原発・ファーウェイ　 倉澤　治雄／著 東京：中央公論新社

410 数学の大統一に挑む エドワード・フレンケル／著 東京：文藝春秋
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425 紫外線の社会史 見えざる光が照らす日本　 金　凡性／著 東京：岩波書店

430 坂田薫の1冊読むだけで化学の基本&解法が面白いほど身につく本 坂田　薫／著 東京：KADOKAWA

493 医者も親も気づかない女子の発達障害 家庭・職場でどう対応すればいいか　 岩波　明／著 東京：青春出版社

498 繊細すぎてしんどいあなたへ HSP相談室　 串崎　真志／著 東京：岩波書店

519 海のプラスチックごみ調べ大事典 なぜ?どうしたら?プラごみ問題がゼロからわかる!　 保坂　直紀／著 東京：旬報社

519 海洋プラスチック 永遠のごみの行方　 保坂　直紀／[著] 東京：KADOKAWA

538 銀河帝国は必要か? ロボットと人類の未来　 稲葉　振一郎／著 東京：筑摩書房

547 これからの5Gビジネス 未来IT図解　 石川　温／著 東京：エムディエヌコーポレーション

547 最新図解で早わかり5Gがまるごとわかる本 水上　貴博／著 東京：ソーテック社

547 60分でわかる!5Gビジネス最前線 5Gでこれからの生活やビジネスはどう変わる!?　 佐野　正弘／著 東京：技術評論社

596 アレンジおかずがいっぱい!夜ごはんから作るお弁当 阪下　千恵／著 東京：ぴあ

675 コロナが加速する格差消費 分断される階層の真実　 三浦　展／著 東京：朝日新聞出版

779 東京百景 角川文庫　ま48-1 又吉　直樹／[著] 東京：KADOKAWA

783.7 高校球児に伝えたい!プロでも間違うバッテリーの基本 里崎　智也／著 東京：東邦出版

786 自宅でキャンプ 今日からできる!いちばん身近なアウトドア体験。　 0 東京：枻出版社

789 勝つための極意がわかる!空手道上達のコツ50 コツがわかる本　 澁谷　孝／監修 東京：メイツ出版

789 空手「組手」戦術の極意55 最強道場が教える実戦のコツ　 荒賀道場／監修 東京：メイツ出版

789 空手「組手」必勝テクニック50 最強道場が教える攻撃技の極意　 荒賀道場／監修 東京：メイツ出版

801 翻訳の授業 東京大学最終講義　 山本　史郎／著 東京：朝日新聞出版

810 小柴大輔の1冊読むだけで現代文の読み方&解き方が面白いほど身につく本 小柴　大輔／著 東京：KADOKAWA

810 大学入学共通テスト国語<現代文>記述問題の解き方が面白いほどわかる本 東京：KADOKAWA

810 日本語ロジカルトレーニング　中級 考える・理解する・伝える力が身につく　 西隈　俊哉／著 東京：アルク

810 日本語ロジカルトレーニング　初級 考える・理解する・伝える力が身につく　 西隈　俊哉／著 東京：アルク

820 岡本梨奈の1冊読むだけで漢文の読み方&解き方が面白いほど身につく本 岡本　梨奈／著 東京：KADOKAWA

820 漢文早覚え速答法 共通テスト対応版　 田中　雄二／著 東京：学研プラス

835 大学入試肘井学のゼロから英文法が面白いほどわかる本 肘井　学／著 東京：KADOKAWA

837 関正生の英語長文ポラリス　1 大学入試問題集　 関　正生／著 東京：KADOKAWA

837 関正生の英語長文ポラリス　2 大学入試問題集　 関　正生／著 東京：KADOKAWA

837 関正生の英語長文ポラリス　3 大学入試問題集　 関　正生／著 東京：KADOKAWA

837 大学入試中久喜匠太郎の生授業!英語長文<ベーシック> N予備校　01 中久喜　匠太郎／著 東京：KADOKAWA

913.2 ぼおるぺん古事記　2 地の巻　 こうの　史代／著 東京：平凡社

913.2 ぼおるぺん古事記　3 海の巻　 こうの　史代／著 東京：平凡社

913.2 ぼおるぺん古事記　1 天の巻　 こうの　史代／著 東京：平凡社

913.6 ｱ 明日の君が、きっと泣くから。 スターツ出版文庫　Sあ8-2 葦永　青／著 東京：スターツ出版

913.6 ｱ 平成ストライク 加速してゆく　 青崎　有吾／著 東京：南雲堂

913.6 ｱ 思い、思われ、ふり、ふられ 実写映画ノベライズ　 咲坂　伊緒／原作 東京：集英社

913.6 ｱ これは経費で落ちません！ 経理部の森若さん　 青木　祐子／著 東京：集英社

913.6 ｱ 小説の神様 講談社タイガ　アF-01 相沢　沙呼／著 東京：講談社

913.6 ｱ 小説の神様 わたしたちの物語　 相沢　沙呼／[ほか著] 東京：講談社
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913.6 ｱ 旋律月下 メディアワークス文庫　あ3-22 綾崎　隼／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｱ 1 小説の神様　上 あなたを読む物語　 相沢　沙呼／著 東京：講談社

913.6 ｱ 2 小説の神様　下 あなたを読む物語　 相沢　沙呼／著 東京：講談社

913.6 ｲ 今夜、世界からこの恋が消えても メディアワークス文庫　い11-1 一条　岬／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｲ 事故物件7日間監視リポート 角川ホラー文庫　い8-3 岩城　裕明／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｳ 魔王城殺人事件 講談社文庫　う23-20 歌野　晶午／[著] 東京：講談社

913.6 ｵ 祝祭と予感 祝祭と掃苔　 恩田　陸／著 東京：幻冬舎

913.6 ｶ リセット 双葉文庫　か-36-08 垣谷　美雨／著 東京：双葉社

913.6 ｷ そして、ユリコは一人になった 宝島社文庫　Cき-8-1 貴戸　湊太／著 東京：宝島社

913.6 ｷ ヒーローズ<株>!!!　完 メディアワークス文庫　き5-6 北川　恵海／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｷ ループ・ループ・ループ 宝島社文庫　Cき-6-2 桐山　徹也／著 東京：宝島社

913.6 ｸ ガラッパの謎 引きこもり作家のミステリ取材ファイル　 久真瀬　敏也／著 東京：宝島社

913.6 ｸ 就業規則に書いてあります! メディアワークス文庫　く4-1 桑野　一弘／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｼ 三兄弟の僕らは 小路　幸也／著 東京：PHP研究所

913.6 ｼ 夏の災厄 角川文庫　し31-7 篠田　節子／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｾ #誰か『いいね!』を押してくれ メディアワークス文庫　せ4-5 星奏　なつめ／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ﾅ さよならドビュッシー前奏曲(プレリュード) 要介護探偵の事件簿　 中山　七里／著 東京：宝島社

913.6 ﾅ もういちどベートーヴェン 宝島社文庫　Cな-6-9 中山　七里／著 東京：宝島社

913.6 ﾅ 2 死亡フラグが立ちました!　[2] 宝島社文庫　Cな-5-3 七尾　与史／著 東京：宝島社

913.6 ﾏ 縄紋 真梨　幸子／著 東京：幻冬舎

913.6 ﾏ ミュージアム 公式ノベライズ　 巴　亮介／漫画原作 東京：講談社

913.6 ﾐ 推理小説のようにはいかない ミュージック・クルーズの殺人　 宮ケ瀬　水／著 東京：宝島社

913.6 ﾑ 生命式 生命式　 村田　沙耶香／著 東京：河出書房新社

913.6 ﾓ 13 京都寺町三条のホームズ　13 双葉文庫　も-17-19 望月　麻衣／著 東京：双葉社

913.6 ﾓ 14 京都寺町三条のホームズ　14 双葉文庫　も-17-20 望月　麻衣／著 東京：双葉社

913.6 ﾔ 1 鬼滅の刃　[1] JUMP J BOOKS　 吾峠　呼世晴／[原]著 東京：集英社

913.6 ﾔ 2 鬼滅の刃　[2] JUMP J BOOKS　 吾峠　呼世晴／[原]著 東京：集英社

913.6 ﾖ 感染列島 パンデミック・デイズ　 吉村　達也／著 東京：小学館

913.6 ﾖ 今夜F時、二人の君がいる駅へ。 メディアワークス文庫　よ2-3 吉月　生／[著] 東京：KADOKAWA

913.68 ｶ 不連続な四つの謎 『このミステリーがすごい!』大賞作家傑作アンソロジー　 海堂　尊／著 東京：宝島社

913.68 ｺ 3分で読める!コーヒーブレイクに読む喫茶店の物語 宝島社文庫　Cこ-7-17 『このミステリーがすごい!』編集部／編 東京：宝島社

E ねぇ、ママ?僕のお願い! 東京：双葉社


