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⽇本のフィクション
書名 著者名 出版社

913.6-ｱ 正欲 朝井/リョウ 新潮社

913.6-ｲ スモールワールズ 一穂/ミチ 講談社

913.6-ｻ 花束みたいな恋をした ノベライズ 坂元/裕二 リトルモア

913.6-ｻ 星落ちて、なお 澤田/瞳子 文藝春秋

913.6-ｼ 元彼の遺言状 新川/帆立 宝島社

913.6-ﾆ 死物語 上 下 西尾/維新 講談社

913.6-ﾇ 転職の魔王様 額賀/澪 PHP研究所

913.6-ﾊ 小説8050 林/真理子 新潮社

913.6-ﾊ リボルバー 原田/マハ 幻冬舎
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書名 著者名 出版社

913.6-ﾋ 本心 平野/啓一郎 文藝春秋

913.6-ﾋ 透明な螺旋 東野/圭吾 文藝春秋

913.6-ﾎ 夜に駆ける YOASOBI小説集 星野/舞夜 双葉社

913.6-ﾐ エレジーは流れない 三浦/しをん 双葉社

913.6-ﾓ あしたのことば 森/絵都 小峰書店

913.6-ﾔ 空芯手帳 八木/詠美 筑摩書房

913.6-ﾔ エラー 山下/紘加 河出書房新社

913.6-ﾘ 彼岸花が咲く島 李/琴峰 文藝春秋

B-91-ｲ 晩夏 少年短篇集 井上/靖 中公文庫

B-91-ｳ 桜のような僕の恋人 宇山/佳佑 集英社文庫
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書名 著者名 出版社

B-91-ｶ 人狼ゲームPRISON BREAK 川上/亮 アミューズメントメディア

B-91-ｶ 人狼ゲームLOVERS 川上/亮 アミューズメントメディア

B-91-ｶ 人狼ゲームCRAZY LIKE A FOX 川上/亮 アミューズメントメディア

B-91-ｷ 路上のX 桐野/夏生 朝日新聞社文庫

B-91-ｷ マスク スペイン風邪をめぐる小説集 菊池/寛 文春文庫

B-91-ｻ 火定 澤田/瞳子 PHP文庫

B-91-ﾂ かがみの孤城 上 下 辻村/深月 ポプラ社文庫

B-91-ﾆ おまじない 西/加奈子 筑摩文庫

B-91-ﾋ 美しき凶器 長編推理小説 東野/圭吾 光文社文庫

B-91-ﾋ 沈黙のパレード 東野/圭吾 文春文庫
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書名 著者名 出版社

B-91-ﾋ 彼女は頭が悪いから 姫野/カオルコ 文春文庫

B-91-ﾎ 竜とそばかすの姫 細田/守 角川文庫

B-91-ﾏ 一度だけ 益田/ミリ 幻冬舎文庫

B-91-ﾏ 女が死ぬ 松田/青子 中公文庫

B-913-ﾐ ブロードキャスト 湊/かなえ 角川文庫

B-913-ﾐ 未来 湊/かなえ 双葉文庫

B-91-ﾑ 女のいない男たち 村上/春樹 文春文庫

B-91-ﾖ ブランケット・ブルームの星型乗車券 吉田/篤弘 幻冬舎文庫

B-91-ﾖ 本と鍵の季節 米澤/穂信 集英社文庫
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⽇本のノンフィクション
書名 著者名 出版社

914.6-ｱ ブルーインク・ストーリー 父・安西水丸のこと 安西/カオリ 新潮社

914.6-ｲ ど忘れ書道 いとう/せいこう ミシマ社

914.6-ｼﾞ 生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン・スー 新潮社

914.6-ｾ どすこいな日々 関取/花 晶文社

914.6-ｾ その落とし物は誰かの形見かもしれない せきしろ 集英社

914.6-ｾ ビートルズも呼んだ男 永島達司 瀬戸口/修 オデッセー出版

914.6-ﾋ 沼で溺れてみたけれど ひら/りさ 講談社

914.6-ﾖ ねじねじ録 藤崎/彩織 水鈴社

914.6-ﾏ-2 今日の人生 2 世界がどんなに変わっても 益田/ミリ ミシマ社
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海外のフィクション
書名 著者名 出版社

923-ｳ 複眼人 呉/明益 KADOKAWA

923-ﾖ-1 マンガ三国志 1 劉備と諸葛孔明 吉川/英治 飛鳥新社

923-ﾖ-2 マンガ三国志 2 赤壁の戦いと三国の攻防 吉川/英治 飛鳥新社

923-ﾘ-1 三体 [1] [２] [３] 劉/慈欣 早川書房

929-ｿ 三十の反撃 ソン・ウォンピョン 祥伝社

933-ｳ 波 新訳版 ヴァージニア・ウルフ 早川書房

B-93-ｱ レンブラントをとり返せ ジェフリー・アーチャー 新潮文庫

B-93-ｲ ロボット・イン・ザ・ファミリー デボラ・インストール 小学館

B-93-ｲ ロボット・イン・ザ・ハウス デボラ・インストール 小学館
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書名 著者名 出版社

B-93-ｲ ロボット・イン・ザ・スクール デボラ・インストール 小学館

B-93-ｲ ロボット・イン・ザ・ガーデン デボラ・インストール 小学館

B-93-ｳ コックファイター チャールズ・ウィルフォード 扶桑社文庫

B-93-ﾌﾟ 琥珀の望遠鏡 上下 フィリップ・プルマン 新潮社文庫

B-93-ﾌﾟ 美しき野生 上 下 フィリップ・プルマン 新潮社文庫

953-ｶ 漫画ペスト アルベール・カミュ 幻冬舎文庫

B-95-ﾗ ドルジェ伯の舞踏会 ラディゲ 光文社古典新訳文庫

B-98-ﾁ ロボット RUR カレル・チャペック 中公文庫

B-98-ﾄ 戦争と平和 6 トルストイ 光文社古典新訳文庫

B-98-ﾄﾞ 戦漫画で読むカラマーゾフの兄弟 ドストエフスキー イースト・プレス
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海外のノンフィクション
書名 著者名 出版社

929-ﾁ 声をあげます チョン/セラン 亜紀書房

929-ﾍﾟ 死にたいけどトッポッキは食べたい 2 ペク/セヒ 光文社

930-ﾔ オン・ザ・ロード 書物からみるカウンターカルチャーの
系譜 ビート・ジェネレーション・ブック・カタログ 山路/和広ほか トゥーヴァー

ジンズ

935-ﾊ チャリング・クロス街84番地 増補版 ヘレーン・ハンフ 中央公論新社

946-ｼﾞ 世界でいちばん幸せな男 101歳、アウシュヴィッツ生存
者が語る美しい人生の見つけ方 エディ・ジェイク 河出書房新社

B-98-ﾄﾞ 漫画で読む罪と罰 ドストエフスキー イースト・プレス

書名 著者名 出版社
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コミック
書名 著者名 出版社

C-ｱ-2 女子力高めな獅子原くん 1 - 2 相舞みー 一迅社 講談社

C-ｱ-21 文豪ストレイドッグス 21 朝霧/カフカ KADOKAWA

C-ｱ-22 ワールドトリガー 22 雨取千佳 葦原/大介 集英社

C-ｱ-16 私たちはどうかしている 16 安藤/なつみ 講談社

C-ｲ-17 ぐらんぶる 17 井上/堅二 講談社

C-ｲ-22 Dr. STONE 22 OUR STONE WORLD 稲垣/理一郎 集英社

C-ｵ-16 不滅のあなたへ 16 大今/良時 講談社

C-ｵ-30 炎炎ノ消防隊 30 大久保/篤 講談社

C-ｵ-8 明日、私は誰かのカノジョ ８ をの/ひなお 小学館

R
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書名 著者名 出版社
C-ｶ-15 ブルーロック BLUELOCK 15 金城宗幸 講談社

C-ｸ-36 暁のヨナ 36 草凪/みずほ 白泉社

C-ｺ-4 生理ちゃん 1日目 - 4日目 小山/健 KADOKAWA

C-ｺ-23 妖怪アパートの幽雅な日常 23 香月日輪 講談社

C-ｺ-39 宇宙兄弟 40 小山/宙哉 講談社

C-ｻ-9 天堂家物語 1- 9 斎藤/けん 白泉社

C-ｼ-11 SSB-超青春姉弟sSUPER SEISYUN
BROTHERS 11 慎本真 フレックスコミックス

C-ｽ バー・オクトパス スケラッコ 竹書房

C-ｽ-47 ちはやふる 47 末次/由紀 講談社

C-ﾀ-29 ブラッククローバー 29 朝が来ない夜 田畠/裕基 集英社
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書名 著者名 出版社

C-ﾂ-13 月刊少女野崎くん 13 椿/いづみ スクウェア・エニックス

C-ﾊ-62 キングダム 62 原/泰久 集英社

C-ﾋ-16 ホリミヤ 16 HERO スクウェア・エニックス

C-ﾌ-4 スタンドUPスタート vol.4 福田/秀 集英社

C-ﾌ-9 社内マリッジハニー 9 藤原/えみ 小学館

C-ﾌ-24 ダーウィンズゲーム 24 FLIPFLOPs 秋田書店

C-ﾎ-31 僕のヒーローアカデミア Vol.31 堀越/耕平 集英社

C-ﾏ-16 EDENS ZERO 16 真島ヒロ 講談社

C-ﾐ-5 Get Ready? 5 南マキ 白泉社

C-ﾐ-27 夏目友人帳 27 緑川/ゆき 白泉社
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書名 著者名 出版社

C-ﾑ-17 ハニーレモンソーダ 17 村田/真優 集英社

C-ﾔ-17 ハコヅメ 1- 17 交番女子の逆襲 泰/三子 講談社

C-ﾔ-11 ブルーピリオド 11 山口/つばさ 講談社

C-ﾗ-28 ましろのおと 28 羅川/真里茂 講談社

C-ﾜ-24 東京卍リベンジャーズ 24 和久井健 講談社

書名 著者名 出版社

B-ｻﾝ-2 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん 2 燦々SUN 角川スニーカー文庫

ラノベ
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総記
書名 著者名 出版社

002-ﾐ 実践自分で調べる技術 宮内/泰介 岩波新書

007-ﾍﾞ Blender 2.9 3DCGモデリング・マスター Benjamin ソーテック社

007-ﾍﾞ BlenderCGアニメーションテクニック 大澤/龍一 技術評論社

019-ｵ 読書からはじまる 長田/弘 ちくま文庫

019-ﾀ 読書は格闘技 瀧本/哲史 集英社文庫

019-ﾔ マルジナリアでつかまえて 山本/貴光 本の雑誌社

020-ﾔ 古典籍の世界を旅する お宝発掘の目利きの力 八木/正自 平凡社新書

024-ﾎﾟ 青森の八戸にある小さな本屋さんの猫がかわいい
ポップの本 ポプ担 小学館

031-ｸﾞ ギネス世界記録 2021 クレイグ・グレンディ 角川アスキー総合
研究所

070-ﾜ メディアが動かすアメリカ 渡辺/将人‖著 筑摩新書

R
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哲学・宗教
書名 著者名 出版社

123-ﾀ-1 マンガ論語と孔子 1 ２ 竹川/弘太郎 飛鳥新社

141-ｱ イライラに振り回されない7日間レッスン 安藤/俊介 毎日新聞出版

141-ｼﾞ 情報を正しく選択するための認知バイアス事典 情報文化研究所 フォレスト出版

146-ﾌ フロイト、夢について語る フロイト 光文社古典文庫

159-ｻ きみはスゴイぜ！一生使える「自信」をつくる本 マシュー・サイド飛鳥新社
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歴史
書名 著者名 出版社

202-ｵ 考古学ガイドブック ビジュアル版 小野/昭 新泉社

210-ﾎ 日本史の法則 本郷/和人 河出新書

210.2-ﾀ 土偶を読む 竹倉/史人 晶文社

210.3-ｾ 刀伊の入寇 関/幸彦 中公新書

210.5-ﾀ 江戸のコレラ騒動 高橋/敏 角川ソフィア文庫

230-ｿ 魔女狩りの地を訪ねて クリスティン・J・ソリー ベレ出版

19

地理
書名 著者名 出版社

290-ｲ 地図化すると世の中が見えてくる 伊藤/智章 ベレ出版

290-ｲ 地図化すると世界の動きが見えてくる 伊藤/智章 ベレ出版

291-ｶ ニッポン巡礼 アレックス・カー 集英社新書

291-ｶ ていねいに旅する沖縄の島時間 かいはた/みち アノニマ・スタジオ

291-ﾙ るるぶ山形 '22 鶴岡 酒田 米沢 蔵王 JTBパブリッシング

291-ﾙ るるぶ四国 '22 JTBパブリッシング

291-ﾙ るるぶ横浜中華街みなとみらい '22 JTBパブリッシング

293-ﾏ 考えごとしたい旅 フィンランドとシナモン
ロール 益田/ミリ 幻冬舎

R
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書名 著者名 出版社

304-ｳ 日本習合論 内田/樹 ミシマ社

304-ﾀ 世界のニュースを日本人は何も知らない [1] [２] 谷本/真由美 ワニブックス

304-ﾌﾞ 他者の靴を履くアナーキック・エンパシーのすすめ ブレイディみかこ 文藝春秋

330-ｺ マンガでわかる高校生からのお金の教科書 小柳/順治 河出書房新社

361-ﾌﾞ ディスタンクシオン 1, ２ ブルデュー 藤原書店

367-ｲ 非国民な女たち 戦時下のパーマとモンペ 飯田/未希 中央公論新社

367-ｳ 女の子はどう生きるか 教えて、上野先生! 上野/千鶴子 岩波ジュニア新
書

367-ｴ みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT 遠藤/まめた ちくまプリマー
新書

368-ｱ コロナ禍、貧困の記録 雨宮/処凛 かもがわ出版

社会科学

R
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書名 著者名 出版社

368-ｲ 近親殺人 そばにいたから 石井/光太 新潮社

368-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 新潮新書

369-ｽ 子育て罰 「親子に冷たい日本」を変えるには 末冨/芳ほか光文社新書

369-ﾜ なぜ人と人は支え合うのか 「障害」から考える 渡辺/一史 筑摩プリマー新書

教育
書名 著者名 出版社

370-ｼ 教えから学びへ 汐見/稔幸 河出新書

374-ｲ 今すぐ使える！Google for Education イーディエル 技術評論社

374-ﾐ 著作権ハンドブック 先生、勝手にコピーしちゃダメ宮武/久佳ほか東京書籍
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書名 著者名 出版社

375-ｺ 職業人生はじめの一歩 生きがいとキャリアを考える
ワークブック 越田/年彦 清水書院

375-ｻ デジタル・シティズンシップ 坂本/旬 大月書店

375-ﾀ 戦後教科書運動史 俵/義文 平凡社新書

376-ﾎ スタンフォードが中高生に教えていること 星/友啓 SB新書

377-ﾐ 世界の大学を旅しよう! 三竹/大吉 Jacaranda 
Press

378-ｷ 「みんなの学校」をつくるために 木村/泰子ほか 小学館

378-ﾄ 動画で学ぶやさしい手話 豊田/直子 日本文芸社

379-ｷ 10年後の子どもに必要な「見えない学力」の育て方 木村/泰子 青春出版社

379-ﾅ どの子も違う 才能を伸ばす子育て潰す子育て 中邑/賢龍 中公新書
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進路
書名 著者名 出版社

335-ｺ 「20円」で世界をつなぐ仕事 想いと頭脳で稼ぐ新し
い働き方 小暮/真久 ダイヤモンド社

366-ﾅ-29小学校教諭になるには 森川/輝紀 ぺりかん社

366-ﾅ-40弁理士になるには 藤井/久子 ぺりかん社

366-ﾅ-別 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

375-ﾊ 自宅学習の強化書 塾へ行かなくても成績が超アップ! 葉一 フォレスト出版

376-ﾅ 国際学部 中高生のための学部選びガイド 三井/綾子 ぺりかん社

376-ﾅ 経済学部 中高生のための学部選びガイド 山下/久猛 ぺりかん社

24



⽂化・⺠俗学
書名 著者名 出版社

383-ｵ コーヒーについてぼくと詩が語ること 小山/伸二 書肆梓

383-ｺ 学校制服とは何か その歴史と思想 小林/哲夫 朝日新聞出版

388-ｲ 幻獣の話 池内/紀 講談社
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⾃然科学
書名 著者名 出版社

404-ﾌ ツチハンミョウのギャンブル 福岡/伸一 文藝春秋

410-ｱ 生き抜くための数学入門 増補新版 新井/紀子 新曜社

410-ｱ ハッピーになれる算数増補新版 新井/紀子 新曜社

462-ﾌ 生命海流 GALAPAGOS 福岡/伸一 朝日出版社

471-ﾀ 野に咲く花の生態図鑑 春夏篇 多田/多恵子 筑摩書房

471-ﾀ 植物はなぜ毒があるのか 田中/修ほか 幻冬舎新書

471-ﾀ 植物のいのち 田中/修 中公新書

471-ﾀ かぐわしき植物たちの秘密 田中/修ほか 山と溪谷社

491-ﾊ スマホ脳 アンデシュ・ハンセン 新潮新書
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医学
書名 著者名 出版社

493-ﾐ 新型コロナワクチン本当の「真実」 宮坂/昌之 講談社現代新書

498-ｲ ヤンデル先生のようこそ!病理医の日常へ 市原/真 清流出版

498-ｶ 命の格差は止められるか ハーバード日本人教授の、
世界が注目する授業 イチロー・カワチ 小学館

技術
書名 著者名 出版社

501-ﾅ-1 LONG LIFE DESIGN ナガオカ/ケンメイ D&DEPARTMENT
PROJECT

520-ｺ これからの建築 スケッチしながら考えた 光嶋/裕介 ミシマ社

588-ｵ ゼロから始めるシードル醸造所 小野/司ほか 虹有社

589-ｸ 魔法のクローゼット くぼしま/りお KADOKAWA
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料理
書名 著者名 出版社

596-ｻ キレイをつくるアボカドレシピ 佐藤/俊介 PHP研究所

596-ｻ 365日アボカドの本 佐藤/俊介 PHP研究所

596-ｽ 果物のひと皿 美しくておいしい140レシピ Scales 立東舎

書名 著者名 出版社
589-ｻ 女子高生制服路上観察 佐野/勝彦 光文社
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書名 著者名 出版社

596-ﾂ Neverland Diner 二度と行けないあの店で 都築/響一 ケンエレブック
ス

596-ﾄﾞ料理と利他 土井/善晴ほか ミシマ社

596-ﾅ まいにち食べたい“ごはんのような”クッキーとビスケット
の本 なかしま/しほ 主婦と生活社

596-ﾅ まいにち食べたい“ごはんのような”クッキーとクラッカー
の本 なかしま/しほ 主婦と生活社

596-ﾅ まいにち食べたい“ごはんのような”シフォンケーキの本 なかしま/しほ 主婦と生活社

596-ﾅ まいにち食べたい“ごはんのような”ケーキとマフィンの本 なかしま/しほ 主婦と生活社

596-ﾅ まいにちおやつ 初めてでも失敗しない51のレシピ なかしま/しほ KADOKAWA

596-ﾅ もっちりシフォンさっくりクッキーどっしりケーキ なかしま/しほ 文化出版局

596-ﾌ 藤井弁当 お弁当はワンパターンでいい! 藤井/恵 学研プラス

596-ﾌﾞタルト フレッシュ&ベイクド 鰤岡/和子 河出書房新社
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産業
書名 著者名 出版社

611-ﾋ 食べ物から学ぶ世界史 平賀/緑 岩波ジュニア新書

615-ﾆ マンガでわかる楽しい草取り 西尾/剛 誠文堂新光社

619-ﾆ 干す 日本の天日干しをめぐる 西村/豊 光村推古書院

626-ｳ 野菜の花写真館 植松/國雄 敬文舎

646-ﾉ 最強の食材コオロギフードが地球を救う 野地/澄晴 小学館新書

674-ﾗ 毎日読みたい365日の広告コピー WRITES
PUBLISHING ライツ社

675-ﾘ 60分でわかる!サブスクリプション リンクアップ 技術評論社

685-ｶ ルポトラックドライバー 刈屋/大輔 朝日新聞出版

685-ﾔ ヤマトグループ100年史 ヤマトホールディン
グス株

ヤマトホールディン
グス寄贈
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絵画・書道
書名 著者名 出版社

723-ﾅ 運命の絵 中野京子と読み解く 中野/京子 文藝春秋

723-ﾊﾞ バンクシーとは誰か？ 完全版 マガジンハウス マガジンハウス

726-ｵ 鬼滅の教養365 小和田/哲男ほか 宝島社

726-ｽ Same Pose 鈴木温 さりげなく

726-ﾄ 有害超獣極秘顚末書 Toy(e)Art File Toy(e) KADOKAWA

726-ﾄ 有害超獣極秘報告書 Toy(e)Art File Toy(e) KADOKAWA

727-ﾅ チームラボ永遠の今の中で 南條/史生 青幻舎

739-ﾓ はんこと日本人 門田/誠一 吉川弘文館
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写真・デザイン
書名 著者名 出版社

748-ｳ Chaos ウィン・シャ SUN ENTERTAINMENT
CULTURE JAPAN

748-ｶ Des oiseaux 川内/倫子 HeHe

757-ﾅ もうひとつのデザイン ナガオカ/ケンメイ D&DEPARTMENT PROJECT

絵本
書名 著者名 出版社

E-ｳﾁ うし 内田/麟太郎‖詩
高畠/純‖絵 アリス館

E-ﾀｶ みそしるをつくる 高山/なおみ‖文
長野/陽一‖写真 ブロンズ新社
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⾳楽・映画・芸能
書名 著者名 出版社

760-ﾑ 古くて素敵なクラシック・レコードたち 村上/春樹 文藝春秋

767-ｺﾞ 凍った脳みそ 後藤/正文 ミシマ社

778-ｴ 映画みたいなことしない? エヒラ/ナナエほか 雷鳥社

778-ｿ 観察する男 想田/和弘 ミシマ社

778-ﾓ ポーズ・モーション・アニメーション 森江/康太 ボーンデジタル

778-ﾖ ショートアニメーションメイキング講座 吉邉/尚希 技術評論社

779-ﾌ 世の中と足並みがそろわない ふかわ/りょう 新潮社

779-ﾔ 寝苦しい夜の猫 山内/健司 扶桑社
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スポーツ・ゲーム
書名 著者名 出版社

780-ｱ 一流アスリートがこぞって実践する最強の走り方 秋本/真吾 徳間書店

780-ﾀ ドイツの学校にはなぜ「部活」がないのか 高松/平藏 晃洋書房

782-ｵ 決戦前のランニングノート 大迫/傑 文藝春秋
783-ﾇ-
2021 すぐに役立つゴルフルール 2021年度版 沼沢/聖一ほか 池田書店

789-ｳ 武道論 これからの心身の構え 内田/樹 河出書房新社

798-ﾔ 安田均のゲーム紀行 1950-2020 安田/均 新紀元社

ことば
書名 著者名 出版社

816-ﾀ 論文の考え方・書き方 はじめての論文作成術 宅間/紘一 新泉社

830-ｲ 英語の思考法 井上/逸兵 ちくま新書
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⽂学
書名 著者名 出版社

902-ﾅ HONZが選んだノンフィクション 決定版 成毛/眞 中央公論新社

908-ﾊ 2010年代海外SF傑作選 橋本/輝幸 早川文庫

910.2-ｻ ツボちゃんの話 夫・坪内祐三 佐久間/文子 新潮社

910.2-ﾔ 日本語の古典 山口/仲美 岩波新書

911.1-ﾎ 短歌ください 明日でイエスは2010才篇 穂村/弘 角川文庫

911.5-ｵ 食卓一期一会 長田/弘 ハルキ文庫

911.5-ｵ 深呼吸の必要 長田/弘 ハルキ文庫

913.2-ｿ レッツ!!古事記 五月女/ケイ子 ポプラ社文庫
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