
所在 請求記号 書名 著者名 出版社

071/ア/2022-4 朝日新聞縮刷版  - 2022-4 朝日新聞出版

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

生徒用 210.1/サ 再現イラストでよみがえる日本史の現場 朝日新聞出版 朝日新聞出版

141.21/イ 手術をする外科医はなぜ白衣を着ないのか? 入倉 隆 日経BPマーケティング

141.6/ト 12歳から始めるあがらない技術 鳥谷 朝代 秀和システム

146.8/オ 誰にも嫌われずに同調圧力をサラリとかわす方法 大嶋 信頼 祥伝社

159.6/ガ ガールズ･ビー･アンビシャス : 一歩踏み出したいあなたへ贈る21のコトバ 集英社インターナショナル 集英社

209/ナ タカラヅカの解剖図鑑詳説世界史 中本 千晶 エクスナレッジ

209/モ バトルマンガで歴史が超わかる本 茂木 誠 飛鳥新社

289.3/ラ ピーター・ティール : 世界を手にした｢反逆の起業家｣の野望 トーマス･ラッポルト 飛鳥新社

291.36/チ 地球の歩き方aruco東京で楽しむアジアの国々 学研プラス

327.12/ナ じつは裁判所ってこんな所なんです! 中村 圭一 ごま書房新社

327.8/シ 少年のための少年法入門 山下 敏雅 旬報社

335/サ ひとりビジネスの教科書Premium : 自宅起業でお金と自由を手に入れて成功する方法 佐藤 伝 学研プラス

336/ナ 世界の起業家が学んでいるMBA経営理論の必読書50冊を1冊にまとめてみた 永井 孝尚 KADOKAWA

366/ア アルバイトから学ぶ仕事入門 佐野 薫 中央経済グループパブリッシング

367.2/ウ フェミニズムがひらいた道 上野 千鶴子 NHK出版

372.1/コ 日本の教育、どうしてこうなった? 児美川 孝一郎 大月書店

383.9/キ 江戸で部屋さがし (The New Fifties) 菊地 ひと美 講談社

385.9/ブ ドアはあけたらおさえましょう ジョン･ブリッジズ サンマーク出版

210.04/ハ/2 日本史サイエンス  - 2 (ブルーバックス) 播田 安弘 講談社

420.4/セ 世界はこうしてできている美しい物理のしくみ 川村 康文 西東社

493.93/ミ 心の病気にかかる子どもたち 水野 雅文 朝日新聞出版

502.1/サ 世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻 健男 笠間書院

521.82/ハ なんで信長はお城を建てたの? : ｢お城｣のはじまりを探す旅 畑中 英二 新泉社

523.1/サ 建築家の基点 : ｢1本の線｣から｢映画｣まで、13人に聞く建築のはじまり 坂牛 卓 彰国社

547.48/ミ SNS炎上なんてしないと思っている人が読むべき本 宮下 由多加 ジャムハウス

588.39/マ 日本懐かしお菓子大全 松林 千宏 辰巳出版

650.4/タ 虚構の森 田中 淳夫 新泉社

673.7/オ お花屋さんの仕事基本のき 日本フローラルマーケティング協会 誠文堂新光社

674.3/イ とりあえず、素人っぽく見えないデザインのコツを教えてください! ingectar‐e インプレス

675/オ 思わずためしてみたくなるマンガマーケティング1年生 永井 孝尚 宝島社

675/ナ 世界のエリートが学んでいるMBAマーケティング必読書50冊を1冊にまとめてみた 永井 孝尚 KADOKAWA

686.36/ワ 怒鳴られ駅員のメンタル非常ボタン 綿貫 渉 KADOKAWA

689.5/ス ディズニーランド : 世界最強のエンターテインメントが生まれるまで リチャード･スノー ハーパーコリンズ･ジャパン

721.8/チ 江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野 境子 国土社

757.3/サ 世界を彩る色と文化 桜井 輝子 SBクリエイティブ

778.8/ミ 韓国ドラマの知りたいこと、ぜんぶ Misa 青春出版社

910.26/キ 教科書と近代文学 : ｢羅生門｣｢山月記｣｢舞姫｣｢こころ｣の世界 日本近代文学館  SHI

913.6/ア 俺ではない炎上 浅倉 秋成 双葉社

913.6/イ 六法推理 五十嵐 律人 KADOKAWA

913.6/ウ くるまの娘 宇佐見 りん 河出書房新社

913.6/ウ セレナーデ Uru KADOKAWA

913.6/オ さよならに反する現象 乙一 KADOKAWA

913.6/オ きみだからさびしい 大前 粟生 文藝春秋

913.6/オ ヒゲとナプキン 杉山 文野 小学館

913.6/サ ソノリティ : はじまりのうた 佐藤 いつ子 KADOKAWA

913.6/サ スネークダンス 佐藤 まどか 小学館

913.6/シ たとえ世界を敵に回しても 志駕 晃 KADOKAWA

913.6/シ 時空犯 潮谷 験 講談社

913.6/チ 死神と天使の円舞曲 知念 実希人 光文社

913.6/ニ/14 掟上今日子の忍法帖 西尾 維新 講談社
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所在 請求記号 書名 著者名 出版社

913.6/ハ マスクと黒板 濱野 京子 講談社

913.6/マ 宙ごはん 町田 そのこ 小学館

913.6/ミ/0 夢をかなえるゾウ  - 0 水野 敬也 文響社

913.6/ム 風の港 村山 早紀 徳間書店

913.6/モ 御伽の国のみくる モモコグミカンパニー 河出書房新社

913.6/ヤ セカイを科学せよ! 安田 夏菜 講談社

913.68/ク 空白小説 : 書き出しと結びが決まっているショートショート 氏田 雄介 ワニブックス

953.7/ガ ｢星の王子さま｣に学ぶ幸福論 ステファン･ガルニエ 亜紀書房

049/キ 9割の人が信じ込んでいる覚え違い大全 博学こだわり倶楽部 河出書房新社

104/ニ 哲学の練習問題 西 研 河出書房新社

222.01/ソ 十八史略 曾 先之 筑摩書房

910.26/ナ すごい言い訳! : 漱石の冷や汗、太宰の大ウソ 中川 越 新潮社

913.6/ア 金木犀とメテオラ 安壇 美緒 集英社

913.6/ア 閉店時間 有吉 佐和子 河出書房新社

913.6/ア 太陽みたいに輝く君が、永遠の眠りにつくまで 浅井 ハル スターツ出版

913.6/ア 風呂ソムリエ : 天天コーポレーション入浴剤開発室 青木 祐子 集英社

913.6/オ 少女は鳥籠で眠らない 織守 きょうや 講談社

913.6/オ/2 営繕かるかや怪異譚  - その2 小野 不由美 KADOKAWA

913.6/サ アオハルの空と、ひとりぼっちの私たち 櫻 いいよ 集英社

913.6/シ 君はきっとまだ知らない 汐見 夏衛 スターツ出版

913.6/タ 大河への道 立川 志の輔 河出書房新社

913.6/ト 観覧車は謎を乗せて 朝永 理人 宝島社

913.6/ハ 事故物件、いかがですか? 原田 ひ香 集英社

913.6/ハ なめらかな世界と、その敵 伴名 練 早川書房

913.6/ヒ/1 野良犬の値段  - 上 百田 尚樹 幻冬舎

913.6/ヒ/2 野良犬の値段  - 下 百田 尚樹 幻冬舎

913.6/フ/1 船に乗れ!  - 1 藤谷 治 小学館

913.6/フ/2 船に乗れ!  - 2 藤谷 治 小学館

913.6/フ/3 船に乗れ!  - 3 藤谷 治 小学館

913.6/マ JK 松岡 圭祐 KADOKAWA

913.6/ミ あとは野となれ大和撫子 宮内 悠介 KADOKAWA

913.6/ミ 復讐 : 三島由紀夫×ミステリ 三島 由紀夫 河出書房新社

913.6/ユ/1 ドグラ･マグラ  - 上 夢野 久作 KADOKAWA

913.6/ユ/2 ドグラ･マグラ  - 下 夢野 久作 KADOKAWA

913.68/ガ 学校の怪談 : 短編アンソロジー 集英社文庫編集部 集英社

914.6/サ 毎月新聞 佐藤 雅彦 中央公論新社

019.9/フ 10分で名著 古市 憲寿 講談社

141.5/ハ やらかした時にどうするか 畑村 洋太郎 筑摩書房

141.51/ス 私たちはどう学んでいるのか : 創発から見る認知の変化 鈴木 宏昭 筑摩書房

159/ナ 一流の人は、教わり方が違う。 中谷 彰宏 河出書房新社

289.1/タ 津田梅子 : 明治の高学歴女子の生き方 橘木 俊詔 平凡社

302.38/ホ フィンランド幸せのメソッド 堀内 都喜子 集英社

332.1/ナ 日本病 : なぜ給料と物価は安いままなのか 永濱 利廣 講談社

338/ヤ お金の未来 山本 康正 講談社

361.45/タ 見抜く力 : 結果を出す人はどこを見ているか 竹内 一郎 河出書房新社

612.1/ノ ｢やりがい搾取｣の農業論 野口 憲一 新潮社

778.04/イ 映画を早送りで観る人たち 稲田 豊史 光文社

816.5/オ 基礎からわかる論文の書き方 小熊 英二 講談社

830/ミ ひらめき!英語迷言教室 右田 邦雄 岩波書店

518.8/イ 誰のための排除アート? 五十嵐 太郎 岩波書店

837/テ/2022-1 天声人語 - 2022春 朝日新聞論説委員室 原書房

東洋文庫 320/イ 生きるために必要な｢法律｣のはなし : 大人になる前に知ってほしい 木村 真実 ナツメ社

726.1/コ/41 宇宙兄弟  - 41 小山 宙哉 講談社

726.1/ホ/68 王家の紋章  - 68 細川 智栄子 秋田書店
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