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まわしよみ新聞をつくろう! 陸奥 賢／著 創元社 0700/M6/

知の古典は誘惑する 小島 毅／編著 岩波書店 1040/K71/

アメリカの大学生が自由意志と科学
について語るようです。

アルフレッド・ミーリー／著 春秋社 1512/M3/

テーマ別だから理解が深まる日本
史

山岸 良二／監修 朝日新聞出版 2101/A17/

戦国 戦の作法 小和田 哲男／監修 G.B. 2104/O3/28

隋の煬帝と唐の太宗 布目 潮?／著 清水書院 2220/N4/3

オスマン帝国の栄光とスレイマン大
帝

三橋 冨治男／著 清水書院 2266/M1/4

ルイ14世 フランス絶対王政の虚実 千葉 治男／著 清水書院 2350/C5/2

ナチスに挑戦した少年たち フィリップ・フーズ／作 小学館 2389/H5/

ざんねんな日本史偉人伝 NHK『DJ日本史』制作班／協力 宝島社 2810/N84/

乙女の文学さんぽ鎌倉・湘南編 東京書籍書籍編集部／編 東京書籍 2913/T61/

吉野信的アフリカ 吉野 信／著 天夢人 2940/Y1/2

ニュース池上塾 池上 彰／著 祥伝社 30400/I57/13

アメリカの高校生が読んでいる経済
の教科書

小川 正人／著 フォレスト出版 33100/O35/

男女平等はどこまで進んだか 山下 泰子／監修 岩波書店 36720/Y10/2

ギャングを抜けて。 工藤 律子／著 合同出版 36760/K19/3

性の多様性ってなんだろう? 渡辺 大輔／著 平凡社 36790/W13/

北欧式眠くならない数学の本 クリスティン・ダール／著 三省堂 4100/D8/

数学を嫌いにならないで文章題にい
どむ篇

ダニカ・マッケラー／[著] 岩波書店 4100/M22/

数学を嫌いにならないで基本のおさ
らい篇

ダニカ・マッケラー／[著] 岩波書店 4100/M22/1-2

ゼロからはじめる!統計学見るだけ
ノート

永野 裕之／監修 宝島社 4170/N13/2

「電波と光」のことが一冊でまるごと
わかる

井上 伸雄／著 ベレ出版 4277/I1/

カラス先生のはじめてのいきもの観
察

松原 始／著 太田出版 4804/M13/

爬虫類ハンター加藤英明が世界を
巡る

加藤 英明／著 エムピージェー 4879/K3/

視能訓練士の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 4981/W10/1-22

みんなが知りたい!「地球のしくみ」と
「環境問題」

北原 義昭／監修 メイツ出版 5190/K108/1-2

石炭火力発電Q&A 気候ネットワーク／編 かもがわ出版 5434/K7/

どうして海のしごとは大事なの? 「海のしごと」編集委員会／編 成山堂書店 5500/U2/
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ゼロから分かる!日本茶の楽しみ方 ブレケル・オスカル／著 世界文化社 5967/B7/

広告業界の仕事図鑑 宮嶋 和明／編著 中央経済社 6744/M4/

ゴッホはなぜ星月夜のうねる糸杉を
えがいたのか

マイケル・バード／著 エクスナレッジ 7020/B25/

もしぼくが本だったら ジョゼ・ジョルジェ・レトリア／ぶん KTC中央出版 7265/L1/

必ず役立つマーチングハンドブック 山崎 昌平／監修 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/Y3/

師匠! 林家 木りん／著 文藝春秋 7791/H19/

必ず成功する激ウケ!マジック Billy／監修 メイツ出版 7793/B2/

スポーツトレーナー絶対になりたい
人が読む本

小林 英健／著 現代書林 7801/K66/

パフォーマンスを高めるためのアス
リートの栄養学

清野 隼／著 ナツメ社 7801/S58/

東京オリンピックのボランティアにな
りたい人が読む本

西川 千春／著 イカロス出版 7806/N24/

テクニックと戦術で勝つ!陸上競技リ
レー

星野 晃志／監修 メイツ出版 7823/H11/

バレーボール技術を磨く筑波大メ
ソッド

秋山 央／著 ベースボール・マガジン社 7832/A2/

バレーボール勝つ!テーピングのコツ
目的別完全マニュアル

NECレッドロケッツ／監修 メイツ出版 7832/N8/

絶対拾う!つなげる!バレーボールリ
ベロ必勝のポイント50

酒井 大祐／監修 メイツ出版 7832/S5/

サッカー崩しの教科書 山口 素弘／監修 実業之日本社 7834/Y27/

いちばんやさしいソフトボール入門 木田 京子／監修 成美堂出版 7837/K83/

証言大谷翔平 野村 克也／ほか著 宝島社 7837/N3/25

これで差がつく!勝つ!軟式野球上達
のコツ50

名古屋 光彦／監修 メイツ出版 7837/N36/2

剣道 質と実戦力を高める稽古法 香田 郡秀／著 ベースボール・マガジン社 7893/K10/3

ビフォー・アフターでわかる初心者の
ための茶花の入れ方

小澤 宗誠／著 淡交社 7916/O7/

おしゃれ英語図鑑 あわの さえこ／イラスト DHC 8340/A10/

世界名作“ひとこと”劇場 ジョン・アトキンソン／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 9020/A10/

つる花の結び上 [紫式部／著] 理論社 9133/M3/13-6

つる花の結び下 [紫式部／著] 理論社 9133/M3/13-7

火花散る あさの あつこ／著 PHP研究所 9136/A180/80

失楽園のイヴ 藤本 ひとみ／著 講談社 9136/F71/38

5億年後に意外な結末 菅原 そうた／原作 学研プラス 9136/G37/2

雨降る森の犬 馳 星周／著 集英社 9136/H180/31

地図を広げて 岩瀬 成子／著 偕成社 9136/I140/9
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本好きの下剋上第4部[3] 香月 美夜／著 TOブックス 9136/K748/4-3

リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつ あやこ／著 講談社 9136/K822/

ビューティフル・ネーム 北森 ちえ／著 国土社 9136/K823/

スマイル・ムーンの夜に 宮下 恵茉／著 ポプラ社 9136/M435/4

17×63鷹代航は覚えている 水生 大海／著 祥伝社 9136/M441/7

宵物語 西尾 維新／著 講談社 9136/N314/30

ぼくたちのP にしがき ようこ／作 小学館 9136/N368/4

絶望キャラメル 島田 雅彦／著 河出書房新社 9136/S145/31

シンデレラのねずみ 斉藤 洋／作 偕成社 9136/S249/9

真夜中の子供 辻 仁成／著 河出書房新社 9136/T167/38

結び蝶物語 横山 充男／作 あかね書房 9136/Y238/4

名探偵ホームズ踊る人形 アーサー・コナン・ドイル／作 理論社 9330/D4/22
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