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参考資料 071/ア/2021-10 朝日新聞縮刷版  - 2021-10 朝日新聞社

376.8/ナ/(19） 社会福祉学部 : 中高生のための学部選びガイド ( なるにはBOOKS ) 元木 裕 ぺりかん社

816.5/タ 学際系小論文頻出テーマ20 : 書き方のコツがよくわかる 高橋 廣敏 KADOKAWA

017/ホ 学校図書館をハックする : 学びのハブになるための10の方法 クリスティーナ･A.ホルズワイス 新評論

019.2/ド 読む文化をハックする : 読むことを嫌いにする国語の授業に意味があるのか? ジェラルド･ドーソン 新評論

330.4/シ グレート･リセット : ダボス会議で語られるアフターコロナの世界 クラウス･シュワブ 日経ナショナルジオグラフィック社

334/マ まんがクラスメイトは外国人  - 入門編 「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会 明石書店

371.4/タ 私たちは子どもに何ができるのか : 非認知能力を育み、格差に挑む ポール･タフ 英治出版

375.1/オ ｢おさるのジョージ｣を教室で実現 : 好奇心を呼び起こせ! ウェンディ･L.オストロ 新評論

375.1/ラ 退屈な授業をぶっ飛ばせ! : 学びに熱中する教室 マーサ･ラッシュ 新評論

375.19/ギ GIGAスクール時代の学校 : 自己調整を促し創造性を発揮するICTの活用 堀田 龍也 東京書籍

375.72/ス 教えない授業 : 美術館発、｢正解のない問い｣に挑む力の育て方 鈴木 有紀 英治出版

019.5/ジ 10代のための読書地図 本の雑誌編集部 本の雑誌社

019.9/ナ ここに物語が 梨木 香歩 新潮社

205/レ REKIHAKU  - 004 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館

280.4/ス 声をあげて、世界を変えよう! : よりよい未来のためのU30の言葉 アドーラ･スヴィタク DU BOOKS

290.38/イ/2022 今がわかる時代がわかる世界地図  - 2022年版 成美堂出版編集部 成美堂出版

291.038/イ/2022 今がわかる時代がわかる日本地図  - 2022年版 成美堂出版編集部 成美堂出版

366.29/ナ/補27 アニメ業界で働く ( なるにはBOOKS補巻) 小杉 眞紀 ぺりかん社

367.9/コ ALLYになりたい : わたしが出会ったLGBTQ+の人たち 小島 あゆみ かもがわ出版

367.97/ポ LGBTヒストリーブック : 絶対に諦めなかった人々の100年の闘い ジェローム･ポーレン サウザンブックス社

421.2/ソ 相対性理論 : ゼロからわかる相対性理論の入門書 ( ニュートンムック) ニュートンプレス

431.11/シ 周期表 : 知れば知るほど、化学が楽しくなる ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

440.59/テ/2022 天文年鑑  - 2022年版 天文年鑑編集委員会 誠文堂新光社

453.82/フ 富士山噴火 : その時あなたはどうする? 鎌田 浩毅 扶桑社

490.4/ヤ すばらしい人体 : あなたの体をめぐる知的冒険 山本 健人 ダイヤモンド社

492.7/サ ひとりほぐし : 肩こり便秘たるみむくみうつうつを自分の手でときほぐす! 崎田 ミナ 日経BP

547.48/ペ だから僕は大人になれない ぺいんと KADOKAWA

596.65/サ 満月珈琲店のレシピ帖 : 月と星のやさしいメニュー 桜田 千尋 主婦の友社

596.65/タ ぼる塾田辺のスイーツ天国 : あんた、食べてみな! 田辺 智加 マガジンハウス

芸術 706.9/カ 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内 有緒 集英社インターナショナル

スポーツ 783.7/ス 嫌われた監督 : 落合博満は中日をどう変えたのか 鈴木 忠平 文藝春秋

814.4/ニ 世にも美しい三字熟語 西角 けい子 ダイヤモンド社

829.15/キ 基礎から学べるはじめての韓国語文法 : 初級文法がしっかり身につく! 金 孝珍 ナツメ社

849.4/ホ 北欧4か国旅行会話 : フィンランド語・スウェーデン語・ノルウェー語・デンマーク語 森 百合子 三省堂

913.2/ラ ラノベ古事記 : 日本の建国と初国シラス物語 小野寺 優 KADOKAWA

913.6/ア 赤と青とエスキース 青山 美智子 PHP研究所

913.6/カ アンソーシャルディスタンス 金原 ひとみ 新潮社

913.6/キ みんな蛍を殺したかった 木爾 チレン 二見書房

913.6/キ 砂に埋もれる犬 桐野 夏生 朝日新聞出版

913.6/コ 神よ憐れみたまえ 小池 真理子 新潮社

913.6/コ 君の名前の横顔 河野 裕 ポプラ社

913.6/シ 雨上がり、君が映す空はきっと美しい 汐見 夏衛 スターツ出版

913.6/ト 理科準備室のヴィーナス 戸森 しるこ 講談社

913.6/ト/1 小説ブルーピリオド - 1 山口 つばさ 講談社

913.6/ヒ ライブラリー・ツインズ : ようこそ、月島大学図書館へ 日野 祐希 アリス館

913.6/ミ N 道尾 秀介 集英社

913.6/ミ さよならの空はあの青い花の輝きとよく似ていた みあ 幻冬舎

913.6/ユ レゾンデートルの祈り 楪 一志 ドワンゴ
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913.6/ユ 四月の岸辺 湯浅 真尋 講談社

913.6/ワ アヤとあや 渡辺 優 小学館

929.13/フ 野蛮なアリスさん ファン ジョンウン 河出書房新社

933.7/グ ウィル・グレイソン、ウィル・グレイソン ジョン・グリーン 岩波書店

933.7/ポ ぼくがスカートをはく日 エイミ・ポロンスキー 学研プラス

908.3/サ サンタクロースの贈物 : クリスマス×ミステリーアンソロジー 新保 博久 河出書房新社

913.6/ア はるか遠く、彼方の君へ 安澄 加奈 ポプラ社

913.6/ア 明日へつながる5つの物語 あさの あつこ KADOKAWA

913.6/イ だから殺せなかった 一本木 透 東京創元社

913.6/キ カメリ 北野 勇作 河出書房新社

913.6/コ 人外サーカス 小林 泰三 KADOKAWA

913.6/サ/3 交換ウソ日記  - 3 櫻 いいよ スターツ出版

913.6/タ うちのレシピ 瀧羽 麻子 新潮社

913.6/ナ もう生まれたくない 長嶋 有 講談社

913.6/ニ 美少年探偵団 : きみだけに光かがやく暗黒星 西尾 維新 講談社

913.6/ハ 海が見える家 それから はらだ みずき 小学館

913.6/ヒ 時生 東野 圭吾 講談社

914.6/ヨ 「違うこと」をしないこと 吉本 ばなな KADOKAWA

933.6/デ クリスマス・キャロル ディケンズ KADOKAWA

007.13/モ クオリアと人工意識 茂木 健一郎 講談社

141.6/キ 怒る勇気 岸見 一郎 河出書房新社

289.1/ム 小栗上野介 : 忘れられた悲劇の幕臣 村上 泰賢 平凡社

367.7/ル ルポ中高年ひきこもり : 親亡き後の現実 NHKスペシャル取材班 宝島社

369.43/コ 親を頼らないで生きるヒント : 家族のことで悩んでいるあなたへ コイケ ジュンコ 岩波書店

404/ス 数理の窓から世界を読みとく : 素数・AI・生物・宇宙をつなぐ 初田 哲男 岩波書店

491.37/ハ 最強脳 : 『スマホ脳』ハンセン先生の特別授業 アンデシュ・ハンセン 新潮社

519/ヨ はじめて学ぶ環境倫理 : 未来のために「しくみ」を問う 吉永 明弘 筑摩書房

830.7/ク バッチリ身につく英語の学び方 倉林 秀男 筑摩書房

914.6/タ 「ことば」に殺される前に 高橋 源一郎 河出書房新社

914.6/モ 老いる意味 : うつ、勇気、夢 森村 誠一 中央公論新社

319.8/カ 核兵器禁止から廃絶へ ( 岩波ブックレット ) 川崎 哲 岩波書店

332.107/ニ/2022 日経キーワード  - 2022-2023 日経HR編集部 日経HR

369.4/ロ 支える、支えられる、支え合う ( 岩波ジュニアスタートブックス ) サヘル･ローズ 岩波書店

374.3/ハ #教師のバトンとはなんだったのか : 教師の発信と学校の未来 ( 岩波ブックレット ) 内田 良 岩波書店

375/カ マイテーマの探し方 : 探究学習ってどうやるの? ( ちくまQブックス ) 片岡 則夫 筑摩書房

837/テ/2021-3 天声人語- 2021秋 朝日新聞論説委員室 原書房

絵本 E/ポ 三つ編み : ラリタの旅 レティシア・コロンバニ アンドエト

726.1/ネ/9 薬屋のひとりごと  - 9 日向 夏 スクウェア・エニックス

726.1/フ/8 夜廻り猫  - 8 深谷 かほる 講談社
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