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参考資料 071/ア/2021-3 朝日新聞縮刷版  - 2021-3 朝日新聞出版

生徒用 377.21/ダ/2022 大学ランキング  - 2022年版 朝日新聞出版

007/ミ 見る読む分かるIT&デジタル重要キーワード 日経パソコ 日経BP

002/サ 図解学問のすすめ : カラリと晴れた生き方をしよう 齋藤 孝 ウェッジ

070.16/シ 伝える技術はこうみがけ! : 読売KODOMO新聞・読売中高生新聞の現場から新庄 秀規 中央公論新社

哲学 188.44/タ 人のために生きればいい 瀧口 宥誠 PHPエディターズ･グループ

歴史 290/セ 世界246の首都と主要都市 地球の歩き方編集室 学研プラス

330/オ 先生、お金持ちになるにはどうしたらいいですか? 奥野 一成 ダイヤモンド社

330/サ グラレコで学ぶ経済本 : 小学生でも理解できる 澤 昭人 repicbook

333.8/ム 図解SDGs入門 村上 芽 日経BP

335.15/エ SDGsのすごい会社 : SDGsの新ヒーロー17社。 川田 精一 オールズバーグ

361.42/シ 「ハーフ」ってなんだろう? : あなたと考えたいイメージと現実 下地 ローレンス吉孝 平凡社

361.42/ヘ なぜ外国人女性は前髪を作らないのか サンドラ･ヘフェリン 中央公論新社

366.29/カ かっこいいぞ!職人本 かっこいいぞ!職人本製作委員会クロスメディア･パブリッシング

366.29/ナ/別(17) 会社で働く : 製品開発ストーリーから職種を学ぶ! 松井 大助 ぺりかん社

367.1/ク ぼそぼそ声のフェミニズム 栗田 隆子 作品社

367.1/ゴ 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

368.2/ア コロナ禍、貧困の記録 : 2020年、この国の底が抜けた 雨宮 処凛 かもがわ出版

379.7/ド 独学大全 : 絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技法読書猿 ダイヤモンド社

388.1/ナ ツッコミ読み!裏切りの日本昔話 ながた みかこ 笠間書院

404/ム 無限 : 「限りがない」とはどういうことか (ニュートンムック) ニュートンプレス

410/ス 数学の世界  - 数の神秘編 (ニュートンムック) ニュートンプレス

410/ス 大学入試数学不朽の名問10( ブルーバックス ; B-2168 ) 鈴木 貫太郎 講談社

417/ゼ ゼロからわかる統計と確率  - ベイズ統計編 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

420/マ 学びなおし中学･高校物理( ニュートンムック ) ニュートンプレス

430.2/サ 世界史は化学でできている 左巻 健男 ダイヤモンド社

460/カ/3 カラー図解アメリカ版新・大学生物学の教科書  - 第3巻 ( ブルーバックス ; B-2165 )D.サダヴァ 講談社

470/ス すごい植物図鑑 : いのちのふしぎがおもしろい! 稲垣 栄洋 カンゼン

480.4/オ 誰かに話したくなる摩訶不思議な生きものたち 岡部 聡 文藝春秋

488.04/カ 鳥類学は、あなたのお役に立てますか? 川上 和人 新潮社

491.37/ス 睡眠 (ニュートンムック) ニュートンプレス

493.7/セ 精神の病気  - 発達障害編 (ニュートンムック) ニュートンプレス

493.7/セ 精神科医が語る精神の病気 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

498.5/シ 食と栄養 (ニュートンムック) ニュートンプレス

609/タ 単位 (ニュートンムック) ニュートンプレス

535.85/プ 50の名機とアイテムで知る図説カメラの歴史 マイケル･プリチャード 原書房

518.52/イ ｢捨てない未来｣はこのビジネスから生まれる 岩元 美智彦 ダイヤモンド社

519.13/セ ｢脱使い捨て｣でいこう! : 世界で日本で始まっている社会のしくみづくり瀬口 亮子 彩流社

519/ク プラスチックごみ問題入門 : 安心して暮らせる未来のために栗岡 理子 緑風出版

519/ス はじめてのエシカル : 人、自然、未来にやさしい暮らしかた 末吉 里花 山川出版社

519/プ プラスチック社会を考える 古澤 礼太 風媒社

527/カ 《地球･子供･家》の危機 : SDGs時代の「住まい」を考える 釜中 明 東洋出版

537/テ 徹底カラー図解自動車のしくみ 野崎 博路 マイナビ出版

578.4/ニ 身近なプラスチックがわかる 西岡 真由美 技術評論社

586.22/カ セルフ･デベロップメント･ゴールズ : SDGs時代のしあわせコットン物語 葛西 龍也 双葉社

589.2/ナ 990円のジーンズがつくられるのはなぜ? 長田 華子 合同出版

590/ク 暮らしのなかのSDGs : 今と未来をつなげるものさし アノニマ･スタジオ KTC中央出版

590/ジ ゼロ･ウェイスト･ホーム : ごみを出さないシンプルな暮らし ベア･ジョンソン KTC中央出版

591/シ 知っておきたいお金の常識 : ライトミステリーを読んで簡単に身につく 渋谷 和宏 角川春樹事務所

596.21/オ お魚とお寿司のナイショ話 岡本 浩之 朝日新聞出版

596.37/オ 1/2日分の野菜レシピ : 1日の半量が1皿で! 小田 真規子 女子栄養大学出版部

596.4/ワ お弁当サンド 若山 曜子 KADOKAWA

596.65/イ いちご本 昭文社

596.7/オ おうちでかんたんごちそう抹茶ドリンク 山政小山園 淡交社

617.3/コ コーヒーで読み解くSDGs José･川島良彰 ポプラ社

646.2/ツ ダチョウはアホだが役に立つ 塚本 康浩 幻冬舎

686.53/ツ 駅スタンプの世界  ( 旅鉄BOOKS ; 42 ) 坪内 政美 山と溪谷社
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689/チ 地域は物語で「10倍」人が集まる 増淵 敏之 生産性出版

780.13/イ <体育会系女子>のポリティクス 井谷 聡子 関西大学出版部

788.1/ワ 世界のおすもうさん 和田 靜香 岩波書店

933.7/ト オン･ザ･カム･アップ : いま、這いあがるとき ( 海外文学コレクション ; 7 )アンジー･トーマス 岩崎書店

901.30/タ ショートショートでひらめく文章教室 ( 14歳の世渡り術 ) 田丸 雅智 河出書房新社

908/ワ 岩波少年文庫のあゆみ : 1950-2020 若菜 晃子 岩波書店

913.6/ア ヨンケイ!! 天沢 夏月 ポプラ社

913.6/ア 息子のボーイフレンド 秋吉 理香子 U-NEXT

913.6/ア 書店員と二つの罪 碧野 圭 PHP研究所

913.6/ア 正欲 朝井 リョウ 新潮社

913.6/イ スモールワールズ = SMALL WORLDS 一穂 ミチ 講談社

913.6/カ 本能寺の敵 : キリサク手裏剣 加部 鈴子 くもん出版

913.6/キ ふたり、この夜と息をして 北原 一 ポプラ社

913.6/ク てのひらに未来 ( くもんの児童文学 ) 工藤 純子 くもん出版

913.6/サ 何かが奇妙な物語 伊藤 潤二 学研プラス

913.6/ス ハルカと月の王子さま 鈴木 おさむ 双葉社

913.6/ダ 小説太宰治 ( P+D BOOKS ) 檀 一雄 小学館

913.6/ニ 掟上今日子の鑑札票 [忘却探偵シリーズ] ; 13 西尾 維新 講談社

913.6/ヒ 新謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 小学館

913.6/ヒ 僕たちの正義 平沼 正樹 産業編集センター

913.6/ヒ 白鳥とコウモリ 東野 圭吾 幻冬舎

913.6/フ 依存 文縞 絵斗 講談社

913.68/イ 1話3分で驚きの結末!大どんでん返しの物語 『このミステリーがすごい!』編集部 宝島社

913.68/キ 岸辺露伴は戯れない( JUMP J BOOKS ) 荒木 飛呂彦 集英社

914.6/モ 夢に迷って、タクシーを呼んだ 燃え殻 扶桑社

933.7/プ あの本は読まれているか ラーラ･プレスコット 東京創元社

367.1/ウ 女ぎらい : ニッポンのミソジニー 上野 千鶴子 朝日新聞出版

146.8/サ セラピスト : Silence in Psychotherapy 最相 葉月 新潮社

159.89/カ 心を励ます中国名言･名詩 河田 聡美 幻冬舎

383.8/シ 世界のへんな肉 白石 あづさ 新潮社

404/ソ そこを教えてほしかった理系の雑学 おもしろサイエンス学会青春出版社

588.52/ヤ 蔵を継ぐ : 日本酒業界を牽引する5人の若き造り手たち 山内 聖子 双葉社

596.04/ス 世界をたべよう!旅ごはん 杉浦 さやか 祥伝社

645.5/ウ 飼い喰い : 三匹の豚とわたし 内澤 旬子 KADOKAWA

686.7/マ 軌道 : 福知山線脱線事故JR西日本を変えた闘い 松本 創 新潮社

726.1/ミ 「ない仕事」の作り方 みうら じゅん 文藝春秋

913.6/ア コーチ! : はげまし屋･立花ことりのクライアントファイル 青木 祐子 講談社

913.6/ア アンドロイドの恋なんて、おとぎ話みたいってあなたは笑う? 青谷 真未 ポプラ社

913.6/ア 鎌倉うずまき案内所 青山 美智子 宝島社

913.6/ア 今夜、もし僕が死ななければ 浅原 ナオト 新潮社

913.6/ア 小説妖怪大戦争ガーディアンズ 渡辺 雄介 KADOKAWA

913.6/ア 判決はCMのあとで 青柳 碧人 KADOKAWA

913.6/ア ひきこもりの弟だった 葦舟 ナツ KADOKAWA

913.6/イ 赤くない糸で結ばれている 筏田 かつら KADOKAWA

913.6/イ チルチルサクラ : 桜の雨が君に降る いぬじゅん KADOKAWA

913.6/イ わたしの忘れ物 乾 ルカ 東京創元社

913.6/オ ホケツ! 小野寺 史宜 祥伝社

913.6/カ/6 メゾン･ド･ポリス  - 6 加藤 実秋 KADOKAWA

913.6/シ 明日、世界(キミ)が消える前に 霜月 りつ ポプラ社

913.6/シ 占い日本茶カフェ｢迷い猫｣ 標野 凪 PHP研究所

913.6/ヒ 甘美なる誘拐 平居 紀一 宝島社

913.6/ヒ/11 薬屋のひとりごと  - 11 日向 夏  主婦の友社

913.6/ホ 言葉の園のお菓子番 : 見えない花 ほしお さなえ 大和書房

913.6/ホ あの夏、二人のルカ 誉田 哲也 KADOKAWA

913.6/ホ 紙屋ふじさき記念館  - [3] ほしお さなえ KADOKAWA

913.6/マ 夜空に泳ぐチョコレートグラミー 町田 そのこ 新潮社

913.6/マ アンナの土星 益田 ミリ KADOKAWA

913.6/モ 春や春 森谷 明子 光文社

913.6/ユ 踊る彼女のシルエット 柚木 麻子 双葉社

372.1/コ 日本の教育はダメじゃない : 国際比較データで問いなおす 小松 光 筑摩書房

141.51/イ ヒューマンエラーの心理学 一川 誠 筑摩書房
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332.06/ノ ｢産業革命以前｣の未来へ : ビジネスモデルの大転換が始まる野口 悠紀雄 NHK出版

361.42/ハ 世界の日本人ジョーク集  - 令和編 早坂 隆 中央公論新社

367.9/カ LGBTとハラスメント 神谷 悠一 集英社

368.71/ミ どうしても頑張れない人たち : ケーキの切れない非行少年たち 2宮口 幸治 新潮社

420/ヘ 確かめてナットク!物理の法則 ジョー･ヘルマンス 岩波書店

421.2/サ 16歳からの相対性理論 : アインシュタインに挑む夏休み 佐宮 圭 筑摩書房

498.04/ヒ 持続可能な医療 : 超高齢化時代の科学･公共性･死生観 広井 良典 筑摩書房

510.94/コ 国境なき技師団スマトラ島から東北へ : 災害復興支援の15年濱田 政則 早稲田大学出版部

518.52/ス ルポにっぽんのごみ 杉本 裕明 岩波書店

548.29/コ 「スパコン富岳」後の日本 : 科学技術立国は復活できるか 小林 雅一 中央公論新社

601.1/ハ 47都道府県の底力がわかる事典 葉上 太郎 文藝春秋

601.16/カ 驚きの地方創生[木のまち･吉野の再生力」 蒲田 正樹 扶桑社

810.1/ナ 「自分らしさ」と日本語 中村 桃子 筑摩書房

837.5/キ 英語の読み方 : ニュース、SNSから小説まで 北村 一真 中央公論新社

334.41/キ 消えたヤマと在日コリアン : 丹波篠山から考える 細見 和之 岩波書店

372/サ 第四次産業革命と教育の未来 : ポストコロナ時代のICT教育佐藤 学 岩波書店

612.3/コ 有機農業で変わる食と暮らし : ヨーロッパの現場から 香坂 玲 岩波書店

726.1/ハ/61 キングダム = KINGDOM  - 61 原 泰久 集英社

726.1/ミ/16 ドラゴン桜2 : 東大合格請負漫画  - 1 三田 紀房 講談社
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