
分類番号 書名 著者名 出版社

094 岡山県のレッドデータ生物２０２０   倉敷市立自然史博物館

097 岡山県高校野球本２０２１   テレビせとうち

104 はじめての哲学   岩波ジュニア新書 藤田 正勝  岩波書店

175 祈り方が9割  願いが叶う神社参り入門 北川 達也  COBOL

183 ブッダの獅子吼  原始仏典・法華経の仏教入門 北川 達也  COBOL

209 戦争の地図  歴史に残る、世界18の戦い 日経BPムック パトリシア・ダニエルズ  日経ナショナルジオグラフィック社

223 東南アジア史10講   岩波新書 新赤版 古田 元夫  岩波書店

304 Numbers Don't Lie  世界のリアルは「数字」でつかめ! バーツラフ・シュミル  NHK出版

327 少年法入門   岩波新書 新赤版 廣瀬 健二  岩波書店

338 キャッシュレス・マガジン  クレジットカード&スマホ決済&電子マネー徹底ガイド マイナビムック 岩田 昭男  マイナビ出版

338 キャッシュレス決済がこれ1冊でしっかりわかる教科書  キャッシュレス決済研究会  技術評論社

367 イラストで学ぶジェンダーのはなし  みんなと自分を理解するためのガイドブック アイリス・ゴットリーブ  フィルムアート社

367 フェミニストってわけじゃないけど、どこか感じる違和感について  言葉にならないモヤモヤを1つ1つ「全部」整理してみた パク ウンジ  ダイヤモンド社

367 マンガでわかるLGBTQ+   パレットーク  講談社

374 教師の生産性を劇的に上げる職員室リノベーション32のアイデア  働く場改革から始める働き方改革 上部 充敬  明治図書出版

383 美しい和菓子の図鑑   青木 直己  二見書房

410 数学の世界  経済に役立つ統計、微積分 キャッシュレス化に必要な技術最前線 ニュートンムック ニュートンプレス

440 宇宙を回す天使、月を飛び回る怪人  世界があこがれた空の地図 NATIONAL GEOGRAPHIC エドワード・ブルック=ヒッチング  日経ナショナルジオグラフィック社

451 グリーン・ニューディール  世界を動かすガバニング・アジェンダ 岩波新書 新赤版 明日香 壽川  岩波書店

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

482 みんなが知りたい!日本の「絶滅危惧」動物がわかる本   まなぶっく 今泉 忠明  メイツ出版

490 生きるための安楽死  オランダ・「よき死」の現在 シャボットあかね  日本評論社

490 僕だって、大丈夫じゃない  それでも互いに生かし生かされる、僕とあなたの平凡な日々 キム シヨン  キネマ旬報社

493 ビジュアルパンデミック・マップ  伝染病の起源・拡大・根絶の歴史 NATIONAL GEOGRAPHIC サンドラ・ヘンペル  日経ナショナルジオグラフィック社

493 マンガでわかる愛着障害  自分を知り、幸せになるためのレッスン 岡田 尊司  光文社

493 新型コロナワクチン  遺伝子ワクチンによるパンデミックの克服 杉本 正信  東京化学同人

498 これだけでわかる!医療AI   井川 房夫  中外医学社

498 コロナ後の医療経済と日本  “40年の徒労と挫折”から占うヘルスケアの未来像 川渕 孝一  薬事日報社

498 もっと!Brush UpできるAIが拓く新医療  「新型コロナ対策」〜「認知症」〜「がん治療」まで 小林 直哉  現代書林

498 熱中症を防ごう  熱中症予防対策の基本 堀江 正知  中央労働災害防止協会

518 SDGsでかんがえよう地球のごみ問題  見すごせない!海洋プラスチック問題 井田 仁康  童心社

518 SDGsでかんがえよう地球のごみ問題  まったなし!世界にあふれるごみ問題 井田 仁康  童心社

530 ビジュアル分解大図鑑   NATIONAL GEOGRAPHIC クリス・ウッドフォード  日経ナショナルジオグラフィック社

590 なぜ妻は「手伝う」と怒るのか  妻と夫の溝を埋める54のヒント 平凡社新書 佐光 紀子  平凡社

596 イチバン親切な小麦粉料理の教科書   川上 文代  新星出版社

596 ウー・ウェンの100gで作る北京小麦粉料理   ウー ウェン  高橋書店

599 育児やることリスト大全  0〜5歳までの毎日のお世話・イベントのすべてがわかる ninaru baby  KADOKAWA

645 イヌは愛である  「最良の友」の科学 クライブ・ウィン  早川書房
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726 おろしてください   怪談えほん 有栖川 有栖  岩崎書店

726 かがみのなか   怪談えほん 恩田 陸  岩崎書店

726 ぼくのお父さん   矢部 太郎  新潮社

726 まどのそと   怪談えほん 佐野 史郎  岩崎書店

726 みんなとおなじくできないよ  障がいのあるおとうととボクのはなし 湯浅 正太  日本図書センター

778 機動戦士ガンダム新訳MS大全集   ガンダムエース  KADOKAWA

783.1 部活で差がつく!バスケットボール弱点克服マニュアル   コツがわかる本 田渡 優  メイツユニバーサルコンテンツ

783.7 奇跡のバックホーム   横田 慎太郎  幻冬舎

783.7 部活で差がつく!野球ピッチング基本のテクニック   コツがわかる本 正村 公弘  メイツユニバーサルコンテンツ

810 柳生好之の現代文プラチナルール  大学入試 柳生 好之  KADOKAWA

830 英語日記BOY  海外で夢を叶える英語勉強法 新井 リオ  左右社

911.4 サラリーマン川柳いっしん傑作選   やく みつる  NHK出版

913.3 源氏物語を読む   岩波新書 新赤版 高木 和子  岩波書店

913.6 ハンナのいない10月は   相川 英輔  河出書房新社

913.6 君が消えた夏、僕らは共犯者になった   蒼木 ゆう  KADOKAWA

913.6 推し飯研究会   集英社オレンジ文庫 秋杜 フユ  集英社

913.6 眠れる美女   秋吉 理香子  小学館

913.6 あの冬、なくした恋を探して   ポプラ文庫ピュアフル いぬじゅん  ポプラ社

913.6 いつか、眠りにつく日 2  スターツ出版文庫 いぬじゅん  スターツ出版

913.6 いつか、眠りにつく日 3  スターツ出版文庫 いぬじゅん  スターツ出版

913.6 この恋は、とどかない   集英社オレンジ文庫 いぬじゅん  集英社

913.6 その冬、君を許すために   ポプラ文庫ピュアフル いぬじゅん  ポプラ社

913.6 チルチルサクラ  桜の雨が君に降る 角川文庫 いぬじゅん  KADOKAWA

913.6 ログインØ   スターツ出版文庫 いぬじゅん  スターツ出版

913.6 君がオーロラを見る夜に   角川文庫 いぬじゅん  KADOKAWA

913.6 君と見つけたあの日のif   PHP文芸文庫 いぬじゅん  PHP研究所

913.6 今、きみの瞳に映るのは。   実業之日本社文庫 いぬじゅん  実業之日本社

913.6 私たちは失いながら生きている   メゾン文庫 いぬじゅん  一迅社

913.6 恐怖と哀愁の内田百間   双葉文庫 内田 百間  双葉社

913.6 桜のような僕の恋人   集英社文庫 宇山　佳佑 著 集英社

913.6 猟奇と妖美の江戸川乱歩   双葉文庫 江戸川 乱歩  双葉社

913.6 ネメシス 6  講談社タイガ 青崎 有吾  講談社

913.6 それでも僕らは、屋上で誰かを想っていた   宝島社文庫 櫻 いいよ  宝島社

913.6 真夜中だけの十七歳   ポプラ文庫ピュアフル 櫻 いいよ  ポプラ社

913.6 カレーライス  教室で出会った重松清 新潮文庫 重松 清  新潮社

913.6 ハレルヤ!   新潮文庫 重松 清  新潮社

913.6 まだ見ぬ春も、君のとなりで笑っていたい   スターツ出版文庫 汐見 夏衛  スターツ出版

913.6 後宮の烏 4  集英社オレンジ文庫 白川 紺子  集英社

913.6 後宮の烏 5  集英社オレンジ文庫 白川 紺子  集英社
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913.6 琥珀の夏   辻村 深月  文藝春秋

913.6 カード師   中村 文則  朝日新聞出版

913.6 幻想と怪奇の夏目漱石   双葉文庫 夏目 漱石  双葉社

913.6 透明人間はキスをしない   集英社オレンジ文庫 猫田 佐文  集英社

913.6 あの頃の誰か   光文社文庫 東野 圭吾  光文社

913.6 ダイイング・アイ   光文社文庫 東野 圭吾  光文社

913.6 レイクサイド   文春文庫 東野 圭吾  文藝春秋

913.6 魔球   講談社文庫 東野 圭吾  講談社

913.6 名探偵の呪縛   講談社文庫 東野 圭吾  講談社

913.6 竜とそばかすの姫   角川文庫 細田 守  KADOKAWA

913.6 ヒトコブラクダ層ぜっと 1  万城目 学  幻冬舎

913.6 ヒトコブラクダ層ぜっと 2  万城目 学  幻冬舎

913.6 婚活食堂 1  PHP文芸文庫 山口 恵以子  PHP研究所

913.6 婚活食堂 2  PHP文芸文庫 山口 恵以子  PHP研究所

913.6 婚活食堂 3  PHP文芸文庫 山口 恵以子  PHP研究所

913.6 婚活食堂 4  PHP文芸文庫 山口 恵以子  PHP研究所

913.6 婚活食堂 5  PHP文芸文庫 山口 恵以子  PHP研究所

913.6 会社の裏に同僚埋めてくるけど何か質問ある?   集英社オレンジ文庫 夕鷺 かのう  集英社

913.68 京都であった泣ける話   ファン文庫TearS 朝比奈 歩  マイナビ出版

913.68 卒業式であった泣ける話   ファン文庫TearS 朝来 みゆか  マイナビ出版

913.68 東京駅・大阪駅であった泣ける話   ファン文庫TearS 朝比奈 歩  マイナビ出版

913.68 動物園であった泣ける話   ファン文庫TearS 楠谷 佑  マイナビ出版

913.68 猫の泣ける話   ファン文庫TearS 天ケ森 雀  マイナビ出版

913.68 美容室であった泣ける話   ファン文庫TearS 鳩見 すた  マイナビ出版

923 文学少女対数学少女   ハヤカワ・ミステリ文庫 陸 秋槎  早川書房

953 『失われた時を求めて』への招待   岩波新書 新赤版 吉川 一義  岩波書店


