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書名 巻次 著者名 出版者 資料コード

ソフトウェア不具合改善手法ＯＤＣ分析 杉崎　眞弘∥著 日科技連出版社 007.6 ｽ 101860435

絵本ＢＯＯＫ　ＥＮＤ 2020 絵本学会機関誌編集委員会∥編集 絵本学会 019.5 20 101860393

駆け出しクリエイターのための著作権Ｑ＆Ａ 川上　大雅∥著 玄光社 021.2 ｶ 101860385

著作権法 中山　信弘∥著 有斐閣 021.2 ﾅ 101860377

ＳＮＳカウンセリング・ケースブック 杉原　保史∥監修 誠信書房 146.8 101860369

自己責任という暴力 齋藤　雅俊∥著 未來社 151.2 ｻ 101860344

図解バビロンの大富豪 中野　明∥著 学研プラス 159 ﾅ 101860351

「ねばならない」を捨てて生きる 矢作　直樹∥著 幻冬舎 159 ﾔ 101860419

十牛図に学ぶ 横田　南嶺∥著 致知出版社 188.8 ﾖ 101860336

世界を変えた１００のスピーチ 上 コリン　ソルター∥著 原書房 209 ｿ 1 101859577

世界を変えた１００のスピーチ 下 コリン　ソルター∥著 原書房 209 ｿ 2 101859585

海賊の栄枯盛衰 エリック　ジェイ　ドリン∥著 パンローリング 253.0 ﾄ 101860328

国賊か、英傑か大老井伊直弼の生涯 田原　総一朗∥著 海竜社 289.1 ﾀ 101860310

どんなわたしも愛してる ジョナサン　ヴァン　ネス∥著 集英社 289.3 ｳ 101860302

るるぶせとうち島旅しまなみ海道 〔２０２０〕 ＪＴＢパブリッシング 291.7 20 101860294

地図でスッと頭に入るアメリカ５０州 デイビッド　セイン∥監修 昭文社 295.3 101860286

ユニークな「日本文化」論 大森　和夫∥編著 国際交流研究所 302.1 101860278

コロナ後の世界 筑摩書房編集部∥編 筑摩書房 304 101860252

世界の「住所」の物語 ディアドラ　マスク∥著 原書房 318.9 ﾏ 101859593

隣り近所の法律知識 〔２０２０〕第６版 自由国民社 320 20 101859775

心理的安全性のつくりかた 石井　遼介∥著 日本能率協会マネジメントセンター 336.3 ｲ 101860229

オンライン講座を頼まれた時に読む本 天笠　淳∥著 日経ＢＰ 336.4 ｱ 101859718

超基本テレワークマナーの教科書 西出　ひろ子∥著 あさ出版 336.4 ﾆ 101860211

この世の中を動かす暗黙のルール 岡田　尊司∥著 日本図書センター 361.4 ｵ 101860195

人はなぜ憎しみあうのか 上 マーク　Ｗ．モフェット∥著 早川書房 361.6 ﾓ 1 101860187

人はなぜ憎しみあうのか 下 マーク　Ｗ．モフェット∥著 早川書房 361.6 ﾓ 2 101860179

全４７都道府県幸福度ランキング ２０２０年版 寺島　実郎∥監修 東洋経済新報社 361.9 20 101860161

おひとりさまの終活まるわかり読本 レガシィ∥監修 ＰＨＰ研究所 367.7 101859684

避難所に行かない防災の教科書 西野　弘章∥著 扶桑社 369.3 ﾆ 101860153

ＡＤＨＤ注意欠如・多動症の本 司馬　理英子∥著 主婦の友社 378 ｼ 101860138

あのころ、うちのテレビは白黒だった 平野　恵理子∥著 海竜社 382.1 ﾋ 101860146

データ分析の先生！文系の私に超わかりやすく統計学を教えてください！ 高橋　信∥著 かんき出版 417 ﾀ 101860120

化学の目で見る気体 齋藤　勝裕∥著 技術評論社 431 ｻ 101859551

帰化＆外来植物見分け方マニュアル９５０種 森　昭彦∥著　写真　イラスト 秀和システム 471.7 ﾓ 101860112

漢方で免疫力をつける 仙頭　正四郎∥著 農山漁村文化協会 490.9 ｾ 101859627

認知症ありのままを認め、そのこころを知る 井桁　之総∥著 論創社 493.75 ｲ 101859635

子どものトラウマがよくわかる本 白川　美也子∥監修 講談社 493.93 101859601

史上最悪の感染症 マイケル　オスターホルム∥著 青土社 498.6 ｵ 101860096

新型コロナ クレヴィス 498.6 101860104

薬のギモン早わかり帖 藤井　義晴∥著 主婦の友社 499.1 ﾌ 101859619

建て主たちのクレーム事典 日経ホームビルダー∥編 日経ＢＰ 520.9 101859528

家づくりにかかるお金のすべてがわかる本 主婦の友社∥編 主婦の友社 527.1 101860088

暮らしやすい“間取り”づくりのすべてがわかる本 主婦の友社∥編 主婦の友社 527.1 101860070
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仏具とノーベル賞京都・島津製作所創業伝 鵜飼　秀徳∥著 朝日新聞出版 535.0 ｳ 101860062

ネットワーク構築＆運用がこれ１冊でしっかりわかる教科書 のびきよ∥著 技術評論社 547.4 ﾉ 101860047

Ｓｌａｃｋ基本＆便利技 オンサイト∥著 技術評論社 547.4 101860401

Ｈｅｌｌｏ！！Ｗｏｒｋ 皆川　明∥語り手 リトルモア 589.2 ﾐ 101860039

まさこ百景 伊藤　まさこ∥著 ほぼ日 590.4 ｲ 101860013

お繕いの本 野口　光∥著 日本ヴォーグ社 593.3 ﾉ 101860021

植物刺繍図鑑 河出書房新社 594.2 101859668

激せまキッチンで時短！簡単！ムダなしごはん 草野　かおる∥著 ぴあ 596 ｸ 101859999

ヤミーさんのおうちで世界一周レシピ ヤミー∥著 主婦の友社 596 ﾔ 101860005

メスティンマスターブック 辰巳出版 596.4 101859981

ふわふわカステラの本 中川　たま∥著 主婦と生活社 596.65 ﾅ 101859676

人に話したくなる土壌微生物の世界 染谷　孝∥著 築地書館 613.5 ｿ 101859569

多年生雑草対策ハンドブック 伊藤　操子∥著 農山漁村文化協会 615.6 ｲ 101859536

甘いバナナの苦い現実 石井　正子∥編著 コモンズ 625.8 ｲ 101859965

季節を楽しむボタニカルリース 唐津　攝子∥著 ナツメ社 627.9 ｶ 101859973

犬と猫 小林　照幸∥著 毎日新聞出版 645.6 ｺ 101859692

ミツバチと文明 クレア　プレストン∥著 草思社 646.9 ﾌ 101859700

日本全国路線バス大図鑑 イカロス出版 685.5 101859940

教養としてのお金とアート 山本　豊津∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 701.3 ﾔ 101859932

丑を描く 水墨画塾編集部∥編 誠文堂新光社 724.1 101859924

ｉＰａｄとＳＮＳとクラウドの活用でイラストレーターの制作と仕事が変わる！ 井筒　啓之∥著 玄光社 726.5 ｲ 101859916

図解どこでも人物ライティング ＳＨＵＮ∥著 玄光社 743.4 ｼ 101859908

にっぽんの美しい民藝 萩原　健太郎∥著 エクスナレッジ 750.2 ﾊ 101859882

問いかけるアイヌ・アート 池田　忍∥編 岩波書店 750.2 101859643

使える！ブロック折り紙 金杉　登喜子∥著 日東書院本社 754.9 ｶ 101859890

交響録Ｎ響で出会った名指揮者たち 茂木　大輔∥著 音楽之友社 762.8 ﾓ 101859544

最後の瞽女 桐生　清次∥著 文芸社 779.7 ｷ 101859767

マラソン・ロードレース救護・医療体制整備指針 山澤　文裕∥監修 真興交易（株）医書出版部 782.3 101859874

決定版！実戦で役立つグラウンド・ゴルフ 朝井　正教∥著 ベースボール・マガジン社 783.8 ｱ 101859866

語感力事典 山口　謠司∥著 笠間書院 811.1 ﾔ 101859650

汚れた手をそこで拭かない 芦沢　央∥著 文藝春秋 F ｱｼ 101859452

ワカタケル 池澤　夏樹∥著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 F ｲｹ 101859460

三度目の恋 川上　弘美∥著 中央公論新社 F ｶﾜ 101859437

私が結婚をしない本当の理由 志駕　晃∥著 中央公論新社 F ｼｶ 101859445

今も未来も変わらない 長嶋　有∥著 中央公論新社 F ﾅｶ 101859429

風よあらしよ 村山　由佳∥著 集英社 F ﾑﾗ 101859411

いまだ、おしまいの地 こだま∥著 太田出版 914.6 ｺ 101859858

すべて忘れてしまうから 燃え殻∥著 扶桑社 914.6 ﾓ 101860443

定本夢野久作全集 7 夢野　久作∥著 国書刊行会 918.6 ﾕ 7 101859809

網内人 陳　浩基∥著 文藝春秋 923.7 ﾁ 101859510

彼女の名前は チョ　ナムジュ∥著 筑摩書房 929.1 ﾁ 101859486
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獄中シェイクスピア劇団 マーガレット　アトウッド∥著 集英社 933.7 ｱ 101859833

ワシントン・ブラック エシ　エデュジアン∥著 小学館 933.7 ｴ 101859478

ネヴァー・ゲーム ジェフリー　ディーヴァー∥著 文藝春秋 933.7 ﾃ 101859502

魔宴 モーリス　サックス∥著 彩流社 953.7 ｻ 101859841

チェーホフの生涯 イレーヌ　ネミロフスキー∥著 未知谷 953.7 ﾈ 101859825

言語の七番目の機能 ローラン　ビネ∥著 東京創元社 953.7 ﾋ 101859494

金沢あまやどり茶房　雨降る街で、会いたい人と不思議なひと時 編乃肌∥〔著〕 アルファポリス B F ｱﾐ 101860526

斬鬼たち　（八丁堀「鬼彦組」激闘篇8） 鳥羽　亮∥著 文藝春秋 B F ﾄﾊ 101859791

餓狼剣　（八丁堀「鬼彦組」激闘篇7） 鳥羽　亮∥著 文藝春秋 B F ﾄﾊ 101860427

真夜中の植物レストラン　幸せを呼ぶジェノベーゼパスタ 春田　モカ∥著 スターツ出版 B F ﾊﾙ 101860492

そのへんをどのように受け止めてらっしゃるか 能町　みね子∥著 文藝春秋 B 914.6 ﾉ 101859783

和泉式部日記 和泉式部∥〔著〕 角川学芸出版 B 915.3 ｲ 101860500

何のために本を読むのか 齋藤　孝∥著 青春出版社 S 019.9 ｻ 101859817

ママにいいこと大全 主婦の友社∥編 主婦の友社 493.76 101859759

シニア起業は宝の山 村上　孝博∥著 文芸社 ① 335 ﾑ 101860245

中小企業・支援者のためのものづくり補助金申請ガイドブック 大西　俊太∥著 税務経理協会 もの 335.3 ｵ 101860237

消費税中小事業者の特例パーフェクトガイド 金井　恵美子∥著 ぎょうせい ⑤ 336.9 ｶ 101860203

会社四季報 ２０２０年４集秋号臨時増刊 東洋経済新報社 338.1 20-4 101859742

お客が殺到する飲食店の始め方と運営 ’２０～’２１年版 入江　直之∥著 成美堂出版 ② 673.9 ｲ 20 101859957

天声人語 ２０２０年１月－６月 朝日新聞論説委員室∥著 朝日新聞出版 就活④ 304 20-1 101860260

最新食品業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 中村　恵二∥著 秀和システム 就活② 588.0 ﾅ 101860054

就職・転職活動支援

海外文学

文庫

新書

子育て支援

ビジネス支援


