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ロボットは東大に入れるか 新井 紀子／著 新曜社 0071/A17/1-2

「読む力」と「地頭力」がいっきに身
につく東大読書

西岡 壱誠／著 東洋経済新報社 0190/N32/

退屈をぶっとばせ! Joshua Glenn／著 オライリー・ジャパン 0330/G1/

世界の哲学者の言葉から学ぼう 小川 仁志／著 教育評論社 1000/O6/

その悩み、哲学者がすでに答えを
出しています

小林 昌平／著 文響社 1040/K70/

人間の条件 立岩 真也／著 新曜社 1597/T10/

幸せの鍵が見つかる世界の美し
いことば

前田 まゆみ／訳・絵 創元社 1598/M16/

日本という国 小熊 英二／著 新曜社 2106/O27/2-2

はじめての沖縄 岸 政彦／著 新曜社 30219/K3/

台湾の若者を知りたい 水野 俊平／著 岩波書店 30222/M22/

怖すぎる未来年表 未来予測研究倶楽部／編 学研プラス 30400/M91/

感情的になる前に知らないと恥ず
かしい中国・韓国・北朝鮮Q&A

富坂 聰／著 講談社 31910/T31/2

刑務所しか居場所がない人たち 山本 譲司／著 大月書店 32652/Y2/

イラスト講義世界経済 清水 習／著 一色出版 33360/S43/

#社会保障、はじめました。 猪熊 律子／著 SCICUS 36400/I9/2

北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ・ブーレグレーン／作 岩崎書店 36720/B14/

おばあちゃんが、ぼけた。 村瀬 孝生／著 新曜社 36926/M38/1-2

世界の難民をたすける30の方法 滝澤 三郎／編著 合同出版 36938/T3/2

王道の勉強法 オラヴ・シーヴェ／著 TAC株式会社出版事業部 37970/S16/

大逆転!奇跡の人類史 NHKスペシャル「人類誕生」制作班／著NHK出版 4692/N5/

ざんねんないきもの事典 続々 今泉 忠明／監修 高橋書店 4800/I3/1-3

先生、オサムシが研究室を掃除し
ています!

小林 朋道／著 築地書館 4817/K23/16

世界の海へ、シャチを追え! 水口 博也／著 岩波書店 4896/M1/18

言語聴覚士の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 4981/W10/1-21

いちばんわかりやすいハンドメイド
アクセサリーの基礎BOOK

成美堂出版編集部／編 成美堂出版 5940/S11/5

ルネサンスの世渡り術 壺屋 めり／著 芸術新聞社 7020/T45/

君たちは夢をどうかなえるか 松本 零士／著 PHP研究所 7261/M3/4

デジタルイラストの「塗り」事典
BOYS

NextCreator編集部／編著 SBクリエイティブ 7265/S44/3
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北国からの手紙 井上 浩輝／著 アスコム 7402/I15/

やぎりんの吹奏楽入門 八木澤 教司／著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス7646/Y2/2

時は待ってくれない 小田 和正／著 PHP研究所 7678/O5/3

いつかすべてが君の力になる 梶 裕貴／著 河出書房新社 7787/K24/

技術と安定性を磨く!男子体操競技
上達のポイント50

畠田 好章／監修 メイツ出版 7815/H3/

勝利をつかむ!バドミントン最強のメ
ンタルトレーニング

小島 一夫／著 メイツ出版 7835/K10/2

テニスダブルス全戦略ガイド 杉山 貴子／著 実業之日本社 7835/S11/

極みのソフトテニス繁魂・基礎アカ
デミー

時安 繁／著 ベースボール・マガジン社 7835/T20/

卓球メンタル強化メソッド 平野 早矢香／著 実業之日本社 7836/H4/2

ぼくは泣かない 岩崎 夏海／監修 廣済堂出版 7837/I36/

ソフトボール得点を奪うための攻
撃強化練習

二瓶 雄樹／著 ベースボール・マガジン社 7837/N57/

配球の考え方と読み方 大田川 茂樹／著 舵社 7837/O40/2

一本がとれる!柔道立ち技必勝のコ
ツ55

上水 研一朗／監修 メイツ出版 7892/A10/2

柔道のルール 審判の基本 鈴木 桂治／監修 実業之日本社 7892/S26/

春は曙光、夏は短夜 岩佐 義樹／著 ワニブックス 8140/I4/

字源の謎を解く 北嶋 廣敏／[著] イースト・プレス 8212/K12/

神さまがくれた漢字たち 山本 史也／著 新曜社 8212/Y3/1-3

英単語の語源図鑑 清水 建二／著 かんき出版 8340/S14/

中学英語で京都を案内しよう 京都新聞社／編 京都新聞出版センター 8378/K35/

サラリーマン川柳やみつき傑作選 やく みつる／選 NHK出版 9114/S35/1-7

蕎麦、食べていけ! 江上 剛／著 光文社 9136/E29/24

ドリーム・プロジェクト 濱野 京子／著 PHP研究所 9136/H304/8

利き蜜師物語 4 小林 栗奈／著 産業編集センター 9136/K798/1-4

疾風の女子マネ! まはら 三桃／著 小学館 9136/M405/10

名探偵誕生 似鳥 鶏／著 実業之日本社 9136/N410/7

いちごの唄 岡田 惠和／著 朝日新聞出版 9136/O175/5

ありえないほどうるさいオルゴール
店

瀧羽 麻子／著 幻冬舎 9136/T420/8

ペンギンは空を見上げる 八重野 統摩／著 東京創元社 9136/Y345/

ウォーリアーズ 43194 エリン・ハンター／作 小峰書店 9330/H162/4-4
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