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参考資料071/ア/2021-6 朝日新聞縮刷版  - 2021-6 朝日新聞社

002/ギ 美しい未来をつくるひとのための15のはなし 祗園 景子 神戸大学出版会

069/ク 博物館の世界 : 教養として知っておきたい : 学び直しに活かせる新しい鑑賞術と厳選20館 栗原 祐司 誠文堂新光社

141.93/ク 何者かになりたい 熊代 亨 イースト・プレス

159.4/イ 「後回し」にしない技術 : 「すぐやる人」になる20の方法 イ ミンギュ 文響社

159.7/ヨ ミライの武器 : 「夢中になれる」を見つける授業 吉藤 オリィ サンクチュアリ出版

159/カ 今日がもっと楽しくなる行動最適化大全 樺沢 紫苑 KADOKAWA

281.04/レ 歴飯ヒストリア 加来 耕三 つちや書店

289.3/ハ 私たちの真実 : アメリカン・ジャーニー カマラ・ハリス 光文社

318.6/カ 地域でしごと・まちづくり試論 : ときがわカンパニー物語 風間 崇志 まつやま書房

332.06/マ 14歳からの資本主義 : 君たちが大人になるころの未来を変えるために 丸山 俊一 大和書房

333.8/エ SDGs : 国連世界の未来を変えるための17の目標 日能研教務部 日能研

333.8/タ 日本のSDGs : それってほんとにサステナブル? 高橋 真樹 大月書店

361.45/タ ガールズ・メディア・スタディーズ 田中 東子 北樹出版

361.8/サ 実力も運のうち : 能力主義は正義か? マイケル・サンデル 早川書房

404/コ 理系の「なぜ?」がわかる本 : 5分でわかるイラスト図解! 小谷 太郎 青春出版社

413.59/コ こんなに便利な指数・対数とベクトル : ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

423/ユ 数学ガールの物理ノート : ニュートン力学 結城 浩 SBクリエイティブ

448.9/ナ その問題、デジタル地図が解決します : はじめてのGIS 中島 円 ベレ出版

491.3/カ カラダの不思議としくみ入門 中島 雅美 朝日新聞出版

491.37/ノ 脳とは何か  - 活用編 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

498.5/シ 食と栄養の大百科 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

596.65/オ 魔法のおやつをめしあがれ : 太田さちかのサイエンススイーツ 太田 さちか 文化学園文化出版局

596.65/フ はじめまして韓国カフェスイーツ : おうちで作るカラフルでポップなお菓子 福本 美樹 家の光協会

596.65/ユ 愛すべき地味菓子 : うまく焼けるていねいなレシピ yuka*cm 大和書房

芸術 767.8/ナ ありがとう、わたし : 乃木坂46を卒業して、心理カウンセラーになるまで 中元 日芽香 文藝春秋

910.2/オ うん古典 : うんこで読み解く日本の歴史 大塚 ひかり 新潮社

910.26/シ 小説の生存戦略 : ライトノベル・メディア・ジェンダー 大橋 崇行 青弓社

913.6/ア invert : 城塚翡翠倒叙集 相沢 沙呼 講談社

913.6/ア レンタルフレンド 青木 祐子 集英社

913.6/イ 兇人邸の殺人 今村 昌弘 東京創元社

913.6/エ 真夜中乙女戦争 F KADOKAWA

913.6/カ 医学のつばさ 海堂 尊 KADOKAWA

913.6/カ 夜行秘密 カツセ マサヒコ 双葉社

913.6/コ ハジメテヒラク こまつ あやこ 講談社

913.6/コ 庭 小手鞠 るい 小学館

913.6/サ テスカトリポカ 佐藤 究 KADOKAWA

913.6/サ ブラザーズ・ブラジャー 佐原 ひかり 河出書房新社

913.6/サ 象の皮膚 佐藤 厚志 新潮社

913.6/サ 星落ちて、なお 澤田 瞳子 文藝春秋

913.6/セ パンダより恋が苦手な私たち 瀬那 和章 講談社

913.6/ツ 琥珀の夏 辻村 深月 文藝春秋

913.6/テ 雨夜の星たち 寺地 はるな 徳間書店

913.6/ナ カード師 中村 文則 朝日新聞出版

913.6/ヌ イシイカナコが笑うなら 額賀 澪 KADOKAWA

913.6/ハ/18 都会(まち)のトム&ソーヤ  - 18 はやみね かおる 講談社

913.6/マ 夏のカルテット 眞島 めいり PHP研究所

913.6/マ 零から0へ まはら 三桃 ポプラ社

913.6/ム チャーシューの月 村中 李衣 小峰書店

913.6/ヨ 夜明けをつれてくる犬 吉田 桃子 講談社
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913.6/リ 彼岸花が咲く島 李 琴峰 文藝春秋

929.13/チ ミカンの味 チョ ナムジュ 朝日新聞出版

933.7/サ 泥 ルイス・サッカー 小学館

933.7/ハ きみのいた森で ピート・ハウトマン 評論社

933.7/ロ イッカボッグ J.K.ローリング 静山社

452/カ われらをめぐる海 レイチェル・カースン 早川書房

481.78/ヴ 後悔するイヌ、噓をつくニワトリ : 動物たちは何を考えているのか ペーター・ヴォールレーベン 早川書房

913.6/ア おもかげ 浅田 次郎 講談社

913.6/ア コンビニなしでは生きられない 秋保 水菓 講談社

913.6/ア 頭のうちどころが悪かった熊の話 安東 みきえ 新潮社

913.6/ア 二人の推理は夢見がち 青柳 碧人 光文社

913.6/オ 彼方のゴールド 大崎 梢 文藝春秋

913.6/オ 本バスめぐりん。 大崎 梢 東京創元社

913.6/カ 太陽と毒ぐも 角田 光代 文藝春秋

913.6/カ 彼女のこんだて帖 角田 光代 講談社

913.6/キ 太陽の子 黒崎 博 集英社

913.6/コ 今夜、きみの涙は僕の瞬く星になる 此見 えこ スターツ出版

913.6/シ 風のベーコンサンド 柴田 よしき 文藝春秋

913.6/セ 戸村飯店青春100連発 瀬尾 まいこ 文藝春秋

913.6/ツ 炎舞館の殺人 月原 渉 新潮社

913.6/ト 君と、眠らないまま夢をみる 遠野 海人 KADOKAWA

913.6/ナ すみれ荘ファミリア 凪良 ゆう 講談社

913.6/ナ 夏の終わりの時間割 長岡 弘樹 講談社

913.6/ナ 君が花火に変わるまで 中西 鼎 KADOKAWA

913.6/ハ 四元館の殺人 : 探偵AIのリアル・ディープラーニング 早坂 吝 新潮社

913.6/ヤ 緑のなかで 椰月 美智子 光文社

913.68/ネ 猫の泣ける話 天ケ森 雀 マイナビ出版

916/イ 発達障害だから強くなれた 市川 拓司 朝日新聞出版

933.7/ブ 華氏451度 レイ・ブラッドベリ 早川書房

933.7/モ ロンドン謎解き結婚相談所 アリスン・モントクレア 東京創元社

334.31/カ 未来のドリル : コロナが見せた日本の弱点 河合 雅司 講談社

496.42/コ 子どもの目が危ない 大石 寛人 NHK出版

651.1/シ 森林で日本は蘇る : 林業の瓦解を食い止めよ 白井 裕子 新潮社

778.23/オ ディズニーとチャップリン 大野 裕之 光文社

778.8/ジ ジェンダーで見るヒットドラマ : 韓国、アメリカ、欧州、日本 治部 れんげ 光文社

002.7/カ 極(エッセンシャル)アウトプット : 「伝える力」で人生が決まる 樺沢 紫苑 小学館

159.7/カ 相手の身になる練習 鎌田 實 小学館

361.4/ワ みんなに好かれなくていい 和田 秀樹 小学館

367.3/コ 親の期待に応えなくていい 鴻上 尚史 小学館

絵本 E/シ パンどろぼう 柴田 ケイコ KADOKAWA
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