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書名 巻次 著者名 出版者 資料コード

Ｌｉｎｕｘカーネルの教科書 末安　泰三∥著 日経ＢＰ 007.6 ｽ 101861862

ＲＯＣＫ司書の図書館ライブ 大林　正智∥著 郵研社 010.4 ｵ 101861805

ほんのよもやま話 瀧井　朝世∥編 文藝春秋 019 101860815

生きる勇気 アルフレッド　アドラー∥著 興陽館 140 ｱ 101861797

仕事消滅時代の新しい生き方 本田　健∥著 プレジデント社 159 ﾎ 101861870

二枚腰のすすめ 鷲田　清一∥著 世界思想社 159 ﾜ 101861904

明日も出勤する娘へ ユ　インギョン∥著 サンマーク出版 159.4 ﾕ 101861789

全部わかる神社ガイド 岸川　雅範∥監修 成美堂出版 175 101860849

北の黒曜石の道　白滝遺跡群 木村　英明∥著 新泉社 210.2 ｷ 101861763

海からみた日本の古代 門田　誠一∥著 吉川弘文館 210.3 ﾓ 101861771

太平洋戦争の収支決算報告 青山　誠∥著 彩図社 210.7 ｱ 101861060

第三帝国を旅した人々 ジュリア　ボイド∥著 白水社 234.0 ﾎ 101860781

反省記 西　和彦∥著 ダイヤモンド社 289.1 ﾆ 101861755

地球の歩き方　東京 Ｊ０１ 地球の歩き方編集室∥編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9 10-1 101861730

僕が旅人になった日 ＴＡＢＩＰＰＯ∥編 ライツ社 290.9 101861748

２０２０－２０３０アメリカ大分断 ジョージ　フリードマン∥著 早川書房 302.5 ﾌ 101860963

日本語を、取り戻す。 小田嶋　隆∥著 亜紀書房 304 ｵ 101861714

アンコンタクト キム　ヨンソプ∥著 小学館 304 ｷ 101861722

黄禍論 廣部　泉∥著 講談社 316.8 ﾋ 101861706

マイナンバーカード・マイナポータル徹底活用丸分かりマニュアル 日経クロステック∥編集 日経ＢＰ 317.6 101861698

官製ワーキングプアの女性たち 竹信　三恵子∥編 岩波書店 318.3 101862050

トラブル事案にまなぶ「泥沼」相続争い解決・予防の手引 加藤　剛毅∥著 中央経済社 324.7 ｶ 101860864

新移民時代 西日本新聞社∥編 明石書店 334.4 101861680

ステイ・スモール ポール　ジャルヴィス∥著 ポプラ社 335 ｼ 101861672

リモートワーク・ビギナーズ テレサ　ダグラス∥著 明石書店 336 101861656

セミナー開催の教科書 東橋　達矢∥著 同友館 336.4 ﾄ 101861631

実践！オフィスの効率化ファイリング 長野　ゆか∥著 同文舘出版 336.5 ﾅ 101861029

なんでも図解 日高　由美子∥著 ダイヤモンド社 336.5 ﾋ 101861623

おしゃべりと嘘 樋口　桂子∥著 青土社 361.4 ﾋ 101861615

図解介護保険の改正早わかりガイド ２０２１年度 井戸　美枝∥著 日本実業出版社 364.4 ｲ 21 101861607

１時間でわかるｉＤｅＣｏ 野原　亮∥著 技術評論社 364.6 ﾉ 101861599

産めないけれど育てたい。 池田　麻里奈∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 367.3 ｲ 101861581

子どもたちの頭の中がこんなことになってるなんて！ アクロストン∥著 主婦の友社 367.9 101860922

民生委員のための地域福祉活動実践ハンドブック 小林　雅彦∥著 中央法規出版 369.1 ｺ 101861565

学校も地域もひらくコミュニティ・スクール 宮崎　稔∥著 農山漁村文化協会 371.3 ﾐ 101860930

もう一度考えたい「ゆとり教育」の意義 辻村　哲夫∥著 悠光堂 372.1 ﾂ 101861557

海外で学ぶ子どもの教育 佐藤　郡衛∥著 明石書店 376.9 101861540

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたい吃音・チック・トゥレット症候群 藤野　博∥監修 ミネルヴァ書房 378.5 101861532

おいしい昆虫記 佐伯　真二郎∥著 ナツメ社 383.8 ｻ 101861516

中野京子の西洋奇譚 中野　京子∥著 中央公論新社 388.3 ﾅ 101861508

工学博士が教える高校数学の「使い方」教室 木野　仁∥著 ダイヤモンド社 410 ｷ 101861490

文系でも仕事に使えるデータ分析はじめの一歩 本丸　諒∥著 かんき出版 417 ﾎ 101861482

絵でわかる物理学の歴史 並木　雅俊∥著 講談社 420.2 ﾅ 101860773

宇宙飛行士、「ホーキング博士の宇宙」を旅する 若田　光一∥著 日本実業出版社 440.4 ﾜ 101861474
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学名で楽しむ恐竜・古生物 土屋　健∥著 イースト・プレス 457.0 ﾂ 101861466

ママ、最後の抱擁 フランス　ドゥ　ヴァール∥〔著〕 紀伊國屋書店 481.7 ｳ 101860765

おしゃべり病理医のカラダと病気の図鑑 小倉　加奈子∥著 ＣＣＣメディアハウス 491.3 ｵ 101860823

よくわかる最新抗菌薬の基本と仕組み 深井　良祐∥著 秀和システム 492.3 ﾌ 101861458

コロバヌエクササイズ 枝光　聖人∥著 自由国民社 493.18 ｴ 101860906

シン・サラリーマンの心療内科 遠山　高史∥著 プレジデント社 493.7 ﾄ 101861441

「生きるに値しない命」とは誰のことか 〔カール　ビンディング∥著〕 中央公論新社 498.2 ﾋ 101861433

不調が消え去る脳バランス体操 石井　克昇∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 498.3 ｲ 101861888

人の好き嫌いなんていい加減なものよ。 Ｔｏｍｙ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 498.39 ﾄ 101861425

今日からできる！暮らしの感染対策バイブル 堀　成美∥監修 主婦の友社 498.6 101860831

ひと目でわかるテクノロジーのしくみとはたらき図鑑 村上　雅人∥日本語版監修 創元社 504 101860997

やっぱり、このゴミは収集できません 滝沢　秀一∥著 白夜書房 518.5 ﾀ 101861417

ごみ減量政策 山谷　修作∥著 丸善出版 518.5 ﾔ 101860971

メディアシフト 関口　ケント∥著 宝島社 547.4 ｾ 101861813

最新二次電池が一番わかる 白石　拓∥著 技術評論社 572.1 ｼ 101860989

塗料大全 小林　敏勝∥著 日刊工業新聞社 576.8 ｺ 101861003

どんな木も生かす山村クラフト 時松　辰夫∥著 農山漁村文化協会 583 ﾄ 101861409

とびきりかわいいスタイ ブティック社 594 101861391

はじめてでも美しく作れるつまみ細工のアクセサリー かくた　まさこ∥〔著〕 ブティック社 594.6 ｶ 101861383

ハンドメイドのリボンＢＯＯＫ 山口　路子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 594.6 ﾔ 101860880

朽ちてなお美しいドライボタニカル入門 小野木　彩香∥著 エクスナレッジ 594.8 ｵ 101860872

おうちで、薬膳なべ 岩崎　啓子∥料理 河出書房新社 596 ｲ 101861375

ルイーザ・メイ・オールコットの「若草物語」クックブック ウィニ　モランヴィル∥著 原書房 596 ﾓ 101860898

豆小皿料理一〇一銭 まつ∥著 秀和システム 596 101861367

異国のおやつ 岸田　麻矢∥著 エクスナレッジ 596.7 ｷ 101861342

農のひと 金井　真紀∥文と絵 左右社 615.7 ｶ 101861334

多肉植物の水栽培 米原　政一∥著 日本文芸社 627.7 ﾖ 101860757

花生師岡本典子の花仕事 岡本　典子∥著 誠文堂新光社 627.9 ｵ 101861326

けものが街にやってくる 羽澄　俊裕∥著 地人書館 654.8 ﾊ 101860955

即実践！！電子契約 高橋　郁夫∥編集 日本加除出版 670 101861821

デジタルマーケティングの定石 垣内　勇威∥著 日本実業出版社 675 ｶ 101861300

日本の観光 谷沢　明∥著 八坂書房 689.2 ﾀ 101861284

テレビリサーチャーという仕事 高橋　直子∥著 青弓社 699.3 ﾀ 101861011

日本浮世絵博物館浮世絵名品１００選 日本浮世絵博物館∥監修 小学館 721.8 101861276

映えるデザイン ＡＲＥＮＳＫＩ∥編著 日貿出版社 727 101861268

ＭＩＴマサチューセッツ工科大学音楽の授業 菅野　恵理子∥著 あさ出版 760.7 ｽ 101861250

旅ごころはリュートに乗って 星野　博美∥著 平凡社 762.0 ﾎ 101860799

人生は七転び八起き 内海　桂子∥著 飛鳥新社 779.1 ｳ 101861243

なんてことないよ。 内海　桂子∥著 自由国民社 779.1 ｳ 101861235

スポーツを変えたテクノロジー スティーヴ　ヘイク∥著 白揚社 780.6 ﾍ 101861227

オンラインでズバリ伝える力 佐藤　綾子∥著 幻冬舎 809.6 ｻ 101861201

グループディスカッション 西口　利文∥著 金子書房 809.6 101861219

文学について ウンベルト　エーコ∥〔著〕 岩波書店 904 ｴ 101860807

日本文学

実用書
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世界文学の２１世紀 都甲　幸治∥著 Ｐヴァイン 904 ﾄ 101861193

恋する人生 下重　暁子∥著 学研プラス 910.2 ｼ 101861185

未来のサイズ 俵　万智∥著 角川文化振興財団 911.1 ﾀ 101860609

シルバー川柳　スクワットしゃがんだままで立てません 10 全国有料老人ホーム協会∥編 ポプラ社 911.4 10 101861177

Ａｎｏｔｈｅｒ　２００１ 綾辻　行人∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱﾔ 101860534

象牛 石井　遊佳∥著 新潮社 F ｲｼ 101860690

もっこすの城　熊本築城始末 伊東　潤∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲﾄ 101860591

イノセンス 小林　由香∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺﾊ 101860559

わたしが消える 佐野　広実∥著 講談社 F ｻﾉ 101860641

家族のあしあと 続 椎名　誠∥著 集英社 F ｼｲ 2 101860658

暗闇にレンズ 高山　羽根子∥著 東京創元社 F ﾀｶ 101860724

ｐｒａｙ　ｈｕｍａｎ 崔　実∥著 講談社 F ﾁｪ 101860633

隣はシリアルキラー 中山　七里∥著 集英社 F ﾅｶ 101860666

始まりの木 夏川　草介∥著 小学館 F ﾅﾂ 101860674

月はまた昇る 成田　名璃子∥著 徳間書店 F ﾅﾘ 101861169

デリバリールーム 西尾　維新∥著 講談社 F ﾆｼ 101860625

ヘディングはおもに頭で 西崎　憲∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾆｼ 101860583

詩人の恋 深水　黎一郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｶ 101860575

われもまた天に 古井　由吉∥著 新潮社 F ﾌﾙ 101860708

黒いサカナ 保坂　祐希∥著 ポプラ社 F ﾎｻ 101861151

逢魔（あま）宿り 三津田　信三∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾐﾂ 101860542

絵ことば又兵衛 谷津　矢車∥著 文藝春秋 F ﾔﾂ 101860716

シグナル 山田　宗樹∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾔﾏ 101860567

自転しながら公転する 山本　文緒∥著 新潮社 F ﾔﾏ 101860682

マイ・ホッピー・ストーリー 「ＨＯＰＰＹ　ＨＡＰＰＹ　ＡＷＡＲＤ」実行委員会∥編 都市出版 913.6 101861144

それでも、幸せになれる 鎌田　實∥著 清流出版 914.6 ｶ 101861136

皆川博子随筆精華　書物の森を旅して 皆川　博子∥著 河出書房新社 914.6 ﾐ 101860617

私はゼブラ アザリーン　ヴァンデアフリートオルーミ∥著 白水社 933.7 ｳ 101860732

長い家路 下 ダニエル　スティール∥著 アカデミー出版 933.7 ｽ 2 101861995

人間とは何か 中条　省平∥著 講談社 950.2 ﾁ 101861128

パリ警視庁迷宮捜査班　魅惑の南仏殺人ツアー 〔２〕 ソフィー　エナフ∥著 早川書房 953.7 ｴ 2 101860740

あきない世傳金と銀　淵泉篇 9 高田　郁∥著 角川春樹事務所 B F ﾀｶ 9 101861896

名もなき花の　（紅雲町珈琲屋こよみ3） 吉永　南央∥著 文藝春秋 B F ﾖｼ 101862001

その日まで　（紅雲町珈琲屋こよみ2） 吉永　南央∥著 文藝春秋 B F ﾖｼ 101862019

萩を揺らす雨　（紅雲町珈琲屋こよみ1） 吉永　南央∥著 文藝春秋 B F ﾖｼ 101862027

２５の短編小説 小説トリッパー編集部∥編 朝日新聞出版 B 913.6 101861086

その裁きは死 アンソニー　ホロヴィッツ∥著 東京創元社 B 933.7 ﾎ 101861078

捨てられる宗教 島田　裕巳∥著 ＳＢクリエイティブ S 160.4 ｼ 101861110

自粛バカ 池田　清彦∥著 宝島社 S 304 ｲ 101861854

たちどまって考える ヤマザキ　マリ∥著 中央公論新社 S 498.6 ﾔ 101861102

ＹｏｕＴｕｂｅ作家的思考 長崎　周成∥著 扶桑社 S 547.4 101861839

海外文学

文庫

新書

日本文学
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芥川龍之介大活字本シリーズ　羅生門 3 芥川　龍之介∥著 三和書籍 L F ｱｸ 3 101861094

農業用語の基礎知識 藤重　宣昭∥著 誠文堂新光社 R 610.3 ﾌ 101860948

学校に行かずに家庭で学ぶホームスクールのはじめ方 佐々木　貴広∥著 秀和システム 379.9 ｻ 101860914

子どもにおこづかいをあげよう！ 藍　ひろ子∥著 主婦の友社 379.9 ﾗ 101861524

英語で伝える日本のマナー 小笠原　敬承斎∥著 淡交社 ① 385.9 ｵ 101860856

日本の食事 ベティー　レイノルズ∥著 チャールズ・イー・タトル出版 ③ 596.2 ﾚ 101861359

東商信用録　近畿・北陸版 ２０２０年版上巻 東京商工リサーチ関西支社 R 335.0 20-1 101861045

東商信用録　近畿・北陸版 ２０２０年版下巻 東京商工リサーチ関西支社 R 335.0 20-2 101861052

社長、会社を継がせますか？廃業しますか？ 奥村　聡∥著 翔泳社 ⑦ 335.3 ｵ 101861664

ホワイト企業の就業規則 米田　徹∥著 労働調査会 ⑤ 336.4 ﾖ 101861649

０からはじめるネット広告代理店開業ガイド 西　和人∥著 秀和システム ② 674.4 ﾆ 101861318

はじめての企画・開発メソッド 澤口　学∥著 同友館 もの 675.3 ｻ 101861292

なかよし別居のすすめ 松場　登美∥著 小学館 ① 367.3 ﾏ 101861573

ビジネス支援

いきいきライフ応援コーナー

大活字

参考資料

子育て支援

外国語図書


