
分類 請求記号 タイトル 著者 出版社

007.3/ム 東海オンエアの動画が6.4倍楽しくなる本 虫眼鏡の概要欄 虫眼鏡 講談社

019.1/ニ 「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく東大読書 西岡 壱誠 東洋経済新報社

147/ヤ 成功している人は、なぜ神社に行くのか? 八木 龍平 サンマーク出版

159/ナ チャンスは「ムダなこと」から生まれる。 自分の価値に気づく56の方法 中谷 彰宏 現代書林

159.4/ム 働き方の哲学 360度の視点で仕事を考える 村山 昇 ディスカヴァー・トゥエンティワン

160/シ 無宗教でも知っておきたい宗教のことば 島田 裕巳 朝日新聞出版

293.8/サ 十五の夏 上 1975 佐藤 優 幻冬舎

293.8/サ 十五の夏 下 1975 佐藤 優 幻冬舎

297.8/カ 極夜行 角幡 唯介 文藝春秋

333.8/ミ 未来を変える目標SDGsアイデアブック Think the Earth編著 Think the Earth

336.9/ニ 税理士になるには 改訂版 西山 恭博 ぺりかん社

361.5/オ くらべる世界 おかべ たかし文，山出 高士写真 東京書籍

369.2/ナ ろう者の祈り 心の声に気づいてほしい 中島 隆 朝日新聞出版

369.3/ジ 自衛隊防災BOOK マガジンハウス編 マガジンハウス

369.3/ス 蘇るサバ缶 震災と希望と人情商店街 須田 泰成 廣済堂出版

371.4/ガ 学校に行きたくない君へ 大先輩たちが語る生き方のヒント。 全国不登校新聞社編 ポプラ社

404/モ 科学のミカタ 元村 有希子 毎日新聞出版

 480/ザ ざんねんないきもの事典 続 おもしろい!進化のふしぎ 今泉 忠明監修 高橋書店

 480/ザ ざんねんないきもの事典 続々 おもしろい!進化のふしぎ 今泉 忠明監修 高橋書店

482/マ わけあって絶滅しました。 世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑 丸山 貴史 ダイヤモンド社

493.9/カ スマホが学力を破壊する 川島 隆太 集英社

499.09/イ 医薬品業界で働く(なるにはBOOKS 補巻21) 池田 亜希子 ぺりかん社

588.3/サ 奇跡のパン 日本中で行列ができる「乃が美」を生んだ「超・逆転思考」 阪上 雄司 KADOKAWA

595.04/ダ だから私はメイクする 悪友たちの美意識調査 劇団雌猫 柏書房

596/フ 季節の果物でジャムを炊く 毎日おいしい63のレシピとアイディア 福田 里香 立東舎

625.2/キ リンゴの花が咲いたあと 木村 秋則 日本経済新聞出版社

674.3/マ 毎日読みたい365日の広告コピー 人生で本当に大切なことが書いてあった WRITES PUBLISHING編 ライツ社

7 723.3/キ 人騒がせな名画たち 目からウロコ 木村 泰司 マガジンハウス

次のページへ続く→
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723.3/メ #名画で学ぶ主婦業 田中 久美子監修 宝島社

726.1/ハ 文豪ストレイドッグス 16 朝霧 カフカ原作 KADOKAWA

748/コ SMILE 美しすぎる人類図鑑 近藤 大真 大和書房

750.2/メ めぐる日本のモノづくり LEXUS NEW TAKUMI PROJECT編 美術出版社

779/ヤ 一発屋芸人列伝 山田ルイ53世 新潮社

801.9/テ 手で読む心でさわるやさしい点字 1 点字を読んでみよう 日本点字委員会監修 国土社

801.9/テ 手で読む心でさわるやさしい点字 2 点字を書いてみよう 日本点字委員会監修 国土社

801.9/テ 手で読む心でさわるやさしい点字 3 点字をさがしてみよう 日本点字委員会監修 国土社

801.9/テ 手で読む心でさわるやさしい点字 4 点字をささえる人びと 日本点字委員会監修 国土社

814.4/モ 本当にある!変なことわざ図鑑 森山 晋平 プレジデント社

913.6/ア 文豪ストレイドッグス外伝 綾辻行人VS.京極夏彦 朝霧 カフカ KADOKAWA

913.6/ア 文豪ストレイドッグス 1 太宰治の入社試験 朝霧 カフカ KADOKAWA

913.6/ア 文豪ストレイドッグス 2 太宰治と黒の時代 朝霧 カフカ KADOKAWA

913.6/ア キャロリング 有川 浩 幻冬舎

913.6/イ 砂漠 伊坂 幸太郎 実業之日本社

913.6/オ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 3 大森 藤ノ ソフトバンククリエイティブ

913.6/カ Burn.-バーン- 加藤 シゲアキ KADOKAWA

913.6/カ トッピング 愛とウズラの卵とで〜れえピザ 川上 健一 集英社

913.6/ゴ 5分後に切ないラスト(5分シリーズ) エブリスタ編 河出書房新社

913.6/ゴ 5分後に皮肉などんでん返し(5分シリーズ) エブリスタ編 河出書房新社

913.6/ゴ 5分後に癒されるラスト(5分シリーズ) エブリスタ編 河出書房新社

913.6/ゴ 5分後に涙のラスト エブリスタ編 河出書房新社

913.6/ゴ 5分後に戦慄のラスト エブリスタ編 河出書房新社

913.6/ゴ 5分後に驚愕のどんでん返し エブリスタ編 河出書房新社

913.6/シ スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼 志駕 晃 宝島社

913.6/シ キノの旅 20 the Beautiful World 時雨沢 恵一 KADOKAWA

913.6/シ キノの旅 21 the Beautiful World 時雨沢 恵一 KADOKAWA

914.6/サ 九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子 小学館

917/ト こうやって、考える。 外山 滋比古 PHP研究所

E いないいないばあ 松谷 みよ子ぶん 童心社

E おおきなかぶ A.トルストイ再話，内田 莉莎子訳 福音館書店

E てぶくろ ウクライナ民話 エウゲーニー・M・ラチョフえ，うちだ りさこやく 福音館書店

E どろんこハリー ジーン・ジオンぶん，わたなべ しげおやく 福音館書店

E わたしのワンピース にしまき かやこえとぶん 福音館書店

E まあちゃんのながいかみ たかどの ほうこさく 福音館書店

E いちごばたけのちいさなおばあさん わたり むつこさく 福音館書店
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