
分類番号 書名 著者名 出版社

007 高校生からはじめるプログラミング   吉村/総一郎‖著 KADOKAWA

140 必ず誰かに話したくなる心理学99題   宝島SUGOI文庫 岡崎/博之‖編・著 宝島社

159 東大式時間術  「考える時間」はムダだ! 布施川/天馬‖著 扶桑社

289.3 ネルソン・マンデラ  分断を超える現実主義者 岩波新書 新赤版 堀内/隆行‖著 岩波書店

291 読むだけですっきりわかる日本地理   宝島SUGOI文庫 後藤/武士‖著 宝島社

304 知らないと恥をかく世界の大問題  世界のリーダー、決断の行方 角川新書 池上/彰‖[著] KADOKAWA

318 世界のSDGs都市戦略  デジタル活用による価値創造 櫻井/美穂子‖著 学芸出版社

319 日韓関係史   岩波新書 新赤版 木宮/正史‖著 岩波書店

330 経済財政白書  コロナ危機:日本経済変革のラストチャンス 内閣府‖編集 日経印刷

332 逆境の資本主義  格差、気候変動、そしてコロナ… 日本経済新聞社‖編 日経BP日本経済新聞出版本部

333 世界経済の潮流  新型コロナウイルス感染症下の世界経済 内閣府政策統括官(経済財政分析担当)‖編集 日経印刷

335 コロナ倒産の真相   日経プレミアシリーズ 帝国データバンク情報部‖著 日経BP日本経済新聞出版本部

337 イラストで学べる地域通貨のきほん   BYAKUYA BIZ BOOKS 大澤/佳加‖著 白夜書房

361 異文化コミュニケーション学   岩波新書 新赤版 鳥飼/玖美子‖著 岩波書店

361 対人距離がわからない  どうしてあの人はうまくいくのか? ちくま新書 岡田/尊司‖著 筑摩書房

366 お仕事図鑑300  「好き」から未来を描く 16歳の仕事塾‖監修 新星出版社

367 若者たちのニューノーマル  Z世代、コロナ禍を生きる 日経プレミアシリーズ 牛窪/恵‖著 日経BP日本経済新聞出版本部

371 子どもの才能を引き出す  天才IT相オードリー・タンを育てた母の教育メソッド 李/雅卿‖著 日本実業出版社

376 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー   新潮文庫 ブレイディみかこ‖著 新潮社

376
何を準備すればいいかわからない人のための総合型選抜・学校推薦型選抜<AO入
試・推薦入試>のオキテ55 鈴木/鋭智‖著 KADOKAWA

378 オンラインとオフラインで考える特別支援教育   青山/新吾‖監修 明治図書出版

379 「人に迷惑をかけるな」と言ってはいけない   SB新書 坪田/信貴‖著 SBクリエイティブ

404 QuizKnock式!!クイズ×まんがでびっくりするほど面白いサイエンスBOOK   QuizKnock‖著 講談社

407 学者の暴走   扶桑社新書 掛谷/英紀‖著 育鵬社

407 おうちでできるオモシロ実験!   市岡/元気‖著 講談社

407 魔法の科学実験図鑑  理系脳がぐんぐん育つ! 市岡/元気‖著 宝島社

491 モヤモヤそうだんクリニック   池谷/裕二‖文 NHK出版

492 学ぶ!究める!医療AI  ディープラーニングの基礎から研究最前線まで インナービジョン・ムック 藤田/広志‖企画・監修 インナービジョン

493 ADHDの正体  その診断は正しいのか 岡田/尊司‖著 新潮社

493 自閉スペクトラム症  「発達障害」最新の理解と治療革命 幻冬舎新書 岡田/尊司‖著 幻冬舎

498 医療・介護を革新するヘルスケアビジネス最前線  AI IoT 介護ロボット 日経ヘルスケア‖企画・編集 日経BP

498 国立国際医療研究センター<NCGM>新型コロナウイルス感染症COVID-19対応マニュアル 国立国際医療研究センター‖編集 南江堂

501 モノと空間のデザインを考える   牧野/良三‖編 武蔵野美術大学出版局

526 カフェの空間学  世界のデザイン手法 加藤/匡毅‖著 学芸出版社

526 にぎわいのデザイン  空間デザイナーの仕事と醍醐味 吉里/謙一‖著 コンセント

545 家電製品アドバイザー資格生活家電商品知識と取扱い   家電製品協会認定資格シリーズ 家電製品協会‖編 NHK出版

548 できるChromebook  新しいGoogleのパソコンを使いこなす本 法林/岳之‖著 インプレス

596 おいしいゼリーブック   グラフィック社編集部‖編 グラフィック社
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596 ゼリー・プリン・ババロア・ムース  おうちデザート 福岡/直子‖著 朝日新聞出版

596 ゼリー本   昭文社

611 食べものから学ぶ世界史  人も自然も壊さない経済とは? 岩波ジュニア新書 平賀/緑‖著 岩波書店

615 雑草害  誰も気づいていない身近な環境問題 幻冬舎ルネッサンス新書 小笠原/勝‖著 幻冬舎メディアコンサルティング

645 犬の通訳士  彼らとエネルギーで繫がる方法 アネラ‖著 フォルドリバー

675 コロナ禍による経済的変化と対処方策  コロナ禍下・後の市場流通のあり方を考える 市場流通ビジョンを考える会幹事会‖監修 筑波書房

726 夜明けの図書館 7  JOUR COMICS 埜納/タオ‖著 双葉社

726 あんなにあんなに   ヨシタケ/シンスケ‖著 ポプラ社

726 いただきます。ごちそうさま。   怪談えほん あさの/あつこ‖作 岩崎書店

726 おめん   怪談えほん 夢枕/獏‖作 岩崎書店

726 おんなのしろいあし   怪談えほん 岩井/志麻子‖作 岩崎書店

750 きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集 うごく工作   きむら/ゆういち‖著 金の星社

750 きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集 おはなし工作   きむら/ゆういち‖著 金の星社

750 きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集 ゲーム工作   きむら/ゆういち‖著 金の星社

767 アイドル、やめました。  AKB48のセカンドキャリア 宝島SUGOI文庫 大木/亜希子‖著 宝島社

783.1 走らんか!  福岡第一高校・男子バスケットボール部の流儀 井手口/孝‖著 竹書房

783.7 あの夏の正解   早見/和真‖著 新潮社

783.7 個性を伸ばす技術   市原/勝人‖著 竹書房

783.7 打者を追い込む投球術がよくわかる野球配球の極意  全国野球技術研究会‖編 実業之日本社

813 旺文社標準ことわざ慣用句辞典   雨海/博洋‖監修 旺文社

814 1秒で刺さることわざ・慣用句・四字熟語   青春文庫 話題の達人倶楽部‖編 青春出版社

814 絵っ?でみることわざ・慣用句  ミッチーの日本語・英語でことばあそび はせ/みつこ‖著 かもがわ出版

814 今日から役に立つ!教養の「ことわざ」1500   西東社編集部‖編 西東社

816 資料と課題文を攻略して合格答案を書くための小論文のオキテPRO   鈴木/鋭智‖著 KADOKAWA

911.1 赤光   新潮文庫 斎藤/茂吉‖著 新潮社

911.5 大岡信  架橋する詩人 岩波新書 新赤版 大井/浩一‖著 岩波書店

913.6 あの子の殺人計画   天祢/涼‖著 文藝春秋

913.6 六人の噓つきな大学生   浅倉/秋成‖著 KADOKAWA

913.6 貝に続く場所にて   石沢/麻依‖著 講談社

913.6 文豪ナビ池波正太郎  人生の味わい方には作法がある。 新潮文庫 新潮文庫‖編 新潮社

913.6 首イラズ  華族捜査局長・周防院円香 岡田/秀文‖著 光文社

913.6 あと十五秒で死ぬ   ミステリ・フロンティア 榊林/銘‖[著] 東京創元社

913.6 星落ちて、なお   澤田/瞳子‖著 文藝春秋

913.6 きみの町で   新潮文庫 重松/清‖著 新潮社

913.6 文豪ナビ司馬遼太郎  大きな志。そして小さな日常。 新潮文庫 新潮文庫‖編 新潮社

913.6 夜明け前 1-1  新潮文庫 島崎/藤村‖著 新潮社

913.6 夜明け前 1-2  新潮文庫 島崎/藤村‖著 新潮社

913.6 夜明け前 2-1  新潮文庫 島崎/藤村‖著 新潮社

913.6 夜明け前 2-2  新潮文庫 島崎/藤村‖著 新潮社
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913.6 夏休みルーム   はやみね/かおる‖著 朝日新聞出版

913.6 依存   文縞/絵斗‖著 講談社

913.6 フシギ   真梨/幸子‖著 KADOKAWA

913.6 ユタとふしぎな仲間たち   新潮文庫 三浦/哲郎‖著 新潮社

913.6 少女   双葉文庫 湊/かなえ‖著 双葉社

913.6 鳥居の向こうは、知らない世界でした。 5 私たちの、はてしない物語 幻冬舎文庫 友麻/碧‖[著] 幻冬舎

913.6 彼岸花が咲く島   李/琴峰‖著 文藝春秋

933 ゴースト・ボーイズ  ぼくが十二歳で死んだわけ ジュエル・パーカー・ローズ‖著 評論社


