
所在 請求記号 書名 著者名 出版者

290.93/セ 世界のすごい島300 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

225/イ 一冊でわかるインド史 水島 司 河出書房新社

302.27/ア シリアで猫を救う アラー・アルジャリール 講談社

367.2/イ #KuToo : 靴から考える本気のフェミニズム 石川 優実 現代書館

369.4/ユ つながり続けるこども食堂 湯浅 誠 中央公論新社

330/コ マンガでわかる高校生からのお金の教科書 小柳 順治 河出書房新社

366.29/イ/30 パイロットの一日 WILLこども知育研究所 保育社

366.29/ナ/37 環境専門家になるには 小熊 みどり ぺりかん社

366.29/ナ/61 社会福祉士･精神保健福祉士になるには 田中 英樹 ぺりかん社

366.29/ナ/156 アプリケーションエンジニアになるには 小杉 眞紀 ぺりかん社

369.38/ジ オマルとハッサン : 4歳で難民になったぼくと弟の15年 ヴィクトリア・ジェミスン 合同出版

410.79/オ 論理パズル100 : 世界の名作から現代の良問まで 小野田 博一 講談社

440/ト 爆発する宇宙 : 138億年の宇宙進化 戸谷 友則 講談社

414.12/ヤ 円周率πの世界 : 数学を進化させた「魅惑の数」のすべて 柳谷 晃 講談社

404/ウ 教科書の外で出会う、ぼくらの身のまわりの理科 うえたに夫婦 河出書房新社

448.9/ヨ 方向音痴って、なおるんですか? 吉玉 サキ 交通新聞社

441/ソ 数学でわかる宇宙 祖父江 義明 ニュートンプレス

421.3/リ 量子論のすべて ニュートンプレス

491.3/ヨ 40代からの人体の取扱説明書 ニュートンプレス

407/ヤ 「役に立たない」研究の未来 初田 哲男 柏書房

451.85/ズ 図解でわかる14歳からの脱炭素社会 インフォビジュアル研究所 太田出版

498/ナ チーム・ブルーの挑戦 中島 隆 大月書店

491.35/オ 老いの取扱説明書  - 認知症編 ニュートンプレス

116/パ パラドックス  - 論理編 ニュートンプレス

420/サ 3時間でわかる物理 ニュートンプレス

007.13/タ はじめての機械学習 : 中学数学でわかるAIのエッセンス 田口 善弘 講談社

404/タ 宇宙人と出会う前に読む本 : 全宇宙で共通の教養を身につけよう高水 裕一 講談社

415.7/オ 多様体とは何か : 空間と次元から学ぶ現代科学の基礎概念 小笠 英志 講談社

538.9/ル るるぶ宇宙 林 公代 JTBパブリッシング

539.69/コ 核のゴミ 古儀 君男 合同出版

産業 663.6/サ さんりく海の勉強室 青山 潤 岩手日報社

916/カ ルワンダでタイ料理屋をひらく 唐渡 千紗 左右社

913.6/ミ エレジーは流れない 三浦 しをん 双葉社

913.6/ア 六人の噓つきな大学生 浅倉 秋成 KADOKAWA

913.6/ハ 野原できみとピクニック 濱野 京子 偕成社

913.6/シ さよならの向う側 清水 晴木 マイクロマガジン社

933.7/レ キッズライクアス ヒラリー･レイル サウザンブックス社

913.6/イ あしたの幸福 いとう みく 理論社

933.7/ボ 兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン あすなろ書房

913.6/サ 世界とキレル 佐藤 まどか あすなろ書房

913.6/ム みつばちと少年 村上 しいこ 講談社

913.6/オ 海辺の金魚 小川 紗良 ポプラ社

913.6/イ 陽気なギャングが地球を回す 伊坂 幸太郎 祥伝社

913.6/ゴ おれたちの歌をうたえ 呉 勝浩 文藝春秋

柱棚 319.8/ヒ 被爆者からあなたに 日本原水爆被害者団体協議会 岩波書店

726.1/ハ/62 キングダム = KINGDOM  - 62 原 泰久 集英社

726.1/ヤ ぼくのお父さん 矢部 太郎 新潮社

726.1/ミ/17 ドラゴン桜2 : 東大合格請負漫画  - 17 三田 紀房 講談社

726.1/モ/131 はじめの一歩 : THE FIGHTING!  - 131 森川 ジョージ 講談社

726.1/ホ/67 王家の紋章  - 67 細川 智栄子 秋田書店

786/タ それでも僕は歩き続ける 田中 陽希 平凡社

780/サ スポーツと君たち 佐藤 善人 大修館書店

参考資料 071/ア/2021-5 朝日新聞縮刷版  - 2021-5 朝日新聞社

913.6/ア/4 ラストラン = last run あさの あつこ 幻冬舎

913.6/ホ 幻想商店街 堀川 アサコ 講談社

913.6/シ マイ・ディア・ポリスマン 小路 幸也 祥伝社

913.6/オ 夜の側に立つ 小野寺 史宜 新潮社

913.6/カ 空よりも遠く、のびやかに 川端 裕人 集英社

913.6/ナ 明日の私の見つけ方 長月 天音 角川春樹事務所

913.6/ア 未来を、11秒だけ 青柳 碧人 光文社

913.6/ネ/2 ネメシス = Nemesis  - 2 藤石 波矢 講談社
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913.6/シ トリプルエース 汐見 舜一 KADOKAWA

913.6/ク 僕といた夏を、君が忘れないように。 国仲 シンジ KADOKAWA

913.6/オ 春待ち雑貨店ぷらんたん 岡崎 琢磨 新潮社

913.6/ム 風の歌を聴け 村上 春樹 講談社

913.6/ア 文豪ストレイドッグスSTORM BRINGER 朝霧 カフカ KADOKAWA

913.6/ホ 竜とそばかすの姫 細田 守 KADOKAWA

913.68/カ 神様の罠 辻村 深月 文藝春秋

913.6/ニ そこにいるのに : 13の恐怖の物語 似鳥 鶏 河出書房新社

913.6/ナ TAS特別師弟捜査員 中山 七里 集英社

913.6/フ 金の角持つ子どもたち 藤岡 陽子 集英社

913.6/シ 鏡の背面 篠田 節子 集英社

913.6/ネ ひきこもりを家から出す方法 猫田 佐文 集英社

913.6/フ 100年越しの君に恋を唄う。 冬野 夜空 スターツ出版

913.6/コ ドロシイ殺し 小林 泰三 東京創元社

913.6/イ/ 下町やぶさか診療所  - [1] 池永 陽 集英社

913.6/オ つるかめ助産院 小川 糸 集英社

913.6/ゴ ハニーレモンソーダ 村田 真優 集英社

913.6/ウ 君にささやかな奇蹟を 宇山 佳佑 KADOKAWA

913.6/ミ 月魚 三浦 しをん KADOKAWA

913.6/コ 玩具修理者 小林 泰三 角川書店

913.6/イ この恋は、とどかない いぬじゅん 集英社

913.6/ア/5 わたしの幸せな結婚  - 5 顎木 あくみ KADOKAWA

913.6/オ 死神さん 大倉 崇裕 幻冬舎

147/タ/1 臨死体験  - 上 立花 隆 文芸春秋

147/タ/2 臨死体験  - 下 立花 隆 文芸春秋

159.7/ハ 自分をたいせつにする本 服部 みれい 筑摩書房

779.14/オ すべてはタモリ,たけし,さんまから始まった 太田 省一 筑摩書房

361.7/ハ 環境社会学入門 : 持続可能な未来をつくる 長谷川 公一 筑摩書房

517.5/キ 生きのびるための流域思考 岸 由二 筑摩書房

361.4/ナ リスク心理学 中谷内 一也 筑摩書房

491.37/シ 自分を超える心とからだの使い方 下條 信輔 朝日新聞出版

289.1/タ 知の旅は終わらない 立花 隆 文藝春秋

493.87/ミ 新型コロナとワクチン知らないと不都合な真実 峰 宗太郎  日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

104/フ はじめての哲学 藤田 正勝 岩波書店

462.19/モ ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検 盛口 満 岩波書店

493.72/モ 感じるオープンダイアローグ 森川 すいめい 講談社

498.6/マ 自粛するサル、しないサル 正高 信男 幻冬舎

寄贈 376.48/サ ネットの高校、はじめました。 崎谷 実穂 KADOKAWA

376.8/ゼ/2022-8全国大学入試問題正解  - 2022年受験用8 旺文社

376.8/ゼ/2022-7全国大学入試問題正解  - 2022年受験用7 旺文社
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