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書名 著者 出版者 請求記号

はじめての研究レポート作成術 沼崎 一郎／著 岩波書店 0027/N9/

図解でわかる14歳から知っておきたいAI インフォビジュアル研究所／著 太田出版 0071/I21/

19歳の読書論 和田 渡／著 晃洋書房 0190/W13/1-4

その情報、本当ですか? 塚田 祐之／著 岩波書店 0700/T3/

なぜと問うのはなぜだろう 吉田 夏彦／著 筑摩書房 1040/Y26/

「論理的に考える力」を伸ばす50の方法 小野田 博一／著 PHP研究所 1160/O4/

毎日使える、必ず役立つ哲学 マーカス・ウィークス／著 河出書房新社 1304/W2/

毎日使える、必ず役立つ心理学 サラ・トムリー／著 河出書房新社 1404/T9/

世界一やさしい右脳型問題解決の授業 渡辺 健介／著 ダイヤモンド社 1415/W14/

君たちはどう生きるか 吉野 源三郎／著 マガジンハウス 1595/Y1/4

逆境を乗り越える50のヒント 植西 聰／著 PHP研究所 1597/U7/

面白くて眠れなくなる宗教学 中村 圭志／著 PHPエディターズ・グループ 1610/N3/

ヨーロッパ文明の起源 池上 英洋／著 筑摩書房 2093/I3/

15歳のコーヒー屋さん 岩野 響／著 KADOKAWA 2891/I208/

中学校の地理が1冊でしっかりわかる本 宮路 秀作／著 かんき出版 2900/M4/

世の中のしくみが氷解する世界一おもしろ
い地理の授業

鈴木 達人／著 KADOKAWA 2900/S3/

地球の歩き方aruco 33 サイパン 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2909/C12/1-33

13歳からの経済のしくみ・ことば図鑑 花岡 幸子／著 WAVE出版 33000/H2/2

新しい時代のお金の教科書 山口 揚平／著 筑摩書房 33700/Y2/

いくらかな?社会がみえるねだんのはなし 藤田 千枝／編 大月書店 33780/F1/1-5

18歳から考えるワークルール 道幸 哲也／編 法律文化社 36614/D1/6-2

日本一醜い親への手紙 そんな親なら捨て
ちゃえば?

Create Media／編 dZERO 36730/C14/

震災ジャンキー 小林 みちたか／著 草思社 36931/K93/

僕が14歳でカナダ名門5大学に合格できた
わけ

大川 翔／著 学研プラス 37150/O6/

ニッポンの肉食 田中 康弘／著 筑摩書房 38380/T42/

少しかしこくなれる数式の話 笠倉出版社 4100/I12/

数学図鑑 永野 裕之／著 オーム社 4100/N13/4

プログラマの数学 結城 浩／著 SBクリエイティブ 4100/Y15/

笑う数学 日本お笑い数学協会／著 KADOKAWA 4104/N12/

銀河の中心に潜むもの 岡 朋治／著 慶應義塾大学出版会 4436/O5/

TEN-DOKUクイズで読み解く天気図 増田 雅昭／著 ベレ出版 4512/M9/

生き物はどのように土にかえるのか 大園 享司／著 ベレ出版 4680/O10/2

雑草はなぜそこに生えているのか 稲垣 栄洋／著 筑摩書房 4710/I4/2

英訳付きニッポンの名前図鑑 日本建築・生
活道具

山本 成一郎／監修 淡交社 5210/Y8/

日本の城 古舘 明廣／文・構成 岩崎書店 5218/F22/

インスタグラム リンクアップ／著 技術評論社 5474/R13/9

ロボットが家にやってきたら… 遠藤 薫／著 岩波書店 5483/E3/

ひとり暮らしレスキューBOOK 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 5900/S19/3

ひとり暮らしの教科書 mini+SPRiNG編集部／著 宝島社 5900/T17/

メイク大全 高松 由佳／監修 成美堂出版 5950/T20/

母のためにごはんをつくりました こんどう しょうた／著 主婦の友インフォス 5960/K156/

これが正解!ひとり暮らしごはんスタートブック検見崎 聡美／[著] 主婦の友社 5960/K79/11

ゆるラク自炊BOOK InRed SPRiNG編集部／著 宝島社 5960/T48/4
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知っておきたい単位の知識 伊藤 幸夫／著 SBクリエイティブ 6090/I4/2-2

単位と記号パーフェクトガイド
単位と記号パーフェクトガイド
編集チーム／編

誠文堂新光社 6090/S10/

絵解きでわかるiPhoneアプリ開発超入門 七島 偉之／著 秀和システム 6946/N6/

フィルムカメラのはじめかた 上田 晃司／著 技術評論社 7425/U2/

音楽理論がおもしろくなる方法と音勘を増やすコツいちむら まさき／著 リットーミュージック 7610/I3/

成功するカラダを作る!スポーツ選手の栄養
と食事

杉山 明美／著 三栄書房 7801/S56/

部活ですぐ使える!基本のスポーツテーピン ニチバン株式会社／監修 主婦の友社 7801/S57/
正確性と美しさを磨く!女子体操競技上達の
ポイント50

坂本 周次／監修 メイツ出版 7810/S11/

1日5分でOK!小中学生のためのらくストレッチ石橋 秀幸／著 学研プラス 7814/I6/

フィギュアほど泣けるスポーツはない! 織田 信成／著 KADOKAWA 7846/O3/

ジャック中根のクライミング道場 中根 穂高／著 山と溪谷社 7861/N24/2

落とされない小論文 今道 琢也／著 ダイヤモンド社 8165/I5/

NHK基礎英語 使いこなし基本英単語 阿野 幸一／著 NHK出版 8340/A9/

中学英語で話そう日本の文化 2 日本の街
を歩こう

大門 久美子／編著 汐文社 8378/D2/1-2

このライトノベルがすごい! 2018
『このライトノベルがすごい!』編
集部／編

宝島社 9102/K252/1-6

放課後の厨房男子 [3] まかない飯篇 秋川 滝美／著 幻冬舎 9136/A292/1-3

14歳のバベル 暖 あやこ／[著] 新潮社 9136/D29/

相棒 season4-1 閣下の城 輿水 泰弘／脚本 朝日新聞出版 9136/I288/3-4A

相棒 season4-2 密やかな連続殺人 輿水 泰弘／ほか脚本 朝日新聞出版 9136/I288/3-4B

墓守りのレオ [2] ビューティフル・ワールド 石川 宏千花／著 小学館 9136/I308/5-2

少年Nの長い長い旅 4 石川 宏千花／[著] 講談社 9136/I308/6-4

浮雲心霊奇譚[4] 神永 学／著 集英社 9136/K618/7-4

水田マリのわだかまり 宮崎 誉子／著 新潮社 9136/M399/3

掟上今日子の色見本 西尾 維新／著 講談社 9136/N314/18-10

怪談5分間の恐怖 マネキン人形 中村 まさみ／著 金の星社 9136/N427/1-8

モモコとうさぎ 大島 真寿美／著 KADOKAWA 9136/O148/15

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ／著 文藝春秋 9136/S407/16

青くて痛くて脆い 住野 よる／著 KADOKAWA 9136/S580/5

邪馬台戦記 1 闇の牛王 東郷 隆／作 静山社 9136/T257/28-1

ペダリング・ハイ 高千穂 遙／著 小学館 9136/T363/4

僕と彼女の左手 辻堂 ゆめ／著 中央公論新社 9136/T489/3

ポケットのなかの天使 デイヴィッド・アーモンド／著 東京創元社 9330/A78/5

ヒトラーと暮らした少年 ジョン・ボイン／著 あすなろ書房 9330/B189/3

フローラ エミリー・バー／作 小学館 9330/B235/

レモンの図書室 ジョー・コットリル／作 小学館 9330/C201/

はるかな旅の向こうに エリザベス・レアード／作 評論社 9330/L131/

魂の図書館　上 ランサム・リグズ／著 潮出版社 9330/R116/1-5

魂の図書館　下 ランサム・リグズ／著 潮出版社 9330/R116/1-6

凍てつく海のむこうに ルータ・セペティス／作 岩波書店 9330/S238/

ぼくの名前はズッキーニ ジル・パリス／著 DU BOOKS 9530/P30/

アズブカ レフ・トルストイ／著 未知谷 9830/T1/24

三びきのクマ レフ・トルストイ／作 理論社 9830/T1/25
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