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書　名 著　者 出版者 請求記号

学問からの手紙 宮野 公樹／著 小学館 0020/M7/

生命の発達学 秋山 道彦／著 新曜社 1430/A4/

人生は攻略できる 橘 玲／著 ポプラ社 1590/T45/2

「おいしい人生」を生きるための授業 出口 治明／著 PHP研究所 1597/D3/

きみを変える50の名言 佐久間 博／文 汐文社 1598/S16/

見るだけ日本史年表 小和田 哲男／監修 宝島社 2101/O19/3

東大流教養としての戦国・江戸講義 山本 博文／著
PHPエディターズ・グ
ループ

2104/Y24/8

田沼意次その虚実 後藤 一朗／著 清水書院 2105/G14/

ムガル帝国とアクバル大帝 石田 保昭／著 清水書院 2250/I3/3

警察官という生き方 久保 正行／[著] イースト・プレス 31770/K19/

10代からのワークルール1 上西 充子／監修 旬報社 36614/J1/1-1

10代からのワークルール2 上西 充子／監修 旬報社 36614/J1/1-2

10代からのワークルール3 上西 充子／監修 旬報社 36614/J1/1-3

10代からのワークルール4 上西 充子／監修 旬報社 36614/J1/1-4

わたしは女の子だから ローズマリー・マカーニー／文 西村書店 36760/M43/

小中学生のための障害用語集 柘植 雅義／編著 金剛出版 36927/T49/

これまでヒミツにされてきた誰でもトッ
プ層に入れる中学生の勉強法

石田 勝紀／著 新興出版社啓林館 37500/I23/

大学図鑑!2020 オバタ カズユキ／監 ダイヤモンド社 37703/O1/1-11

女子学生のキャリアデザイン 野村 康則／編著 水曜社 37790/N10/1-2

就活テクニック大全 坂本 直文／著 東洋経済新報社 37790/S17/

東大キャリア教室で1年生に伝えて
いる大切なこと

標葉 靖子／編 東京大学出版会 37790/S18/

食べるとはどういうことか 藤原 辰史／著 農山漁村文化協会 38380/F16/2

宇宙を生きる 磯部 洋明／著 小学館 4400/I10/

カラス博士と学生たちのどうぶつ研
究奮闘記

杉田 昭栄／著 緑書房 4811/S5/

不便益のススメ 川上 浩司／著 岩波書店 5018/K28/4

超入門!ニッポンのまちのしくみ 福川 裕一／監修 淡交社 5188/F8/4

さわるようにしくみがわかるコンピュー
タのひみつ

原田 康徳／著 技術評論社 5482/H146/

コスプレウィッグバイブル 小竹 珠代／著 文化学園文化出版局 5950/K28/

日本一美味しいのり弁の作り方 杵島 直美／著 日東書院本社 5964/K44/

又吉直樹のヘウレーカ!
「又吉直樹のヘウレーカ!」番
組制作班／著

扶桑社 6996/N13/

知識ゼロからの近代絵画入門 山田 五郎／著 幻冬舎 7230/Y8/3

どうぶつのかたち練習帖 秋草 愛／著 パイインターナショナル 7245/A4/
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河谷 彰子／監修 女子栄養大学出版部 7801/K54/2

ジュニアアスリートのための走り方の
強化書

石原 康至／監修 メイツ出版 7823/I8/

実戦スキルを極める!必勝!ハンド
ボールレベルアップのコツ50

松井 幸嗣／監修 メイツ出版 7833/M1/2

ラグビーの戦い方 土井 崇司／著 ベースボール・マガジン社 7834/D7/2

下剋上球児 菊地 高弘／著 カンゼン 7837/K85/2

大谷翔平二刀流の軌跡 ジェイ・パリス／著 辰巳出版 7837/P8/

DVDで差がつく!競泳背泳ぎタイムを
縮める40のコツ

草薙 健太／監修 メイツ出版 7852/K17/

プロのeスポーツプレーヤーになる! 岸 大河／監修 河出書房新社 7980/K18/

詩を書くってどんなこと? 若松 英輔／著 平凡社 9011/W4/

菅原伝授手習鑑 金原 瑞人／著 岩崎書店 9120/S2/1-1

弁天小僧 那須田 淳／著 岩崎書店 9120/S2/1-5

梟の一族 福田 和代／著 集英社 9136/F133/14

5秒後に意外な結末 桃戸 ハル／編著 学研プラス 9136/G37/3-4

5分後に恋の結末 橘 つばさ／著 学研プラス 9136/G37/5-3

ジグソーパズル48 乾 くるみ／著 双葉社 9136/I239/5

羊の告解 いとう みく／著 静山社 9136/I344/6

本好きの下剋上第4部[6] 香月 美夜／著 TOブックス 9136/K748/4-6

毒よりもなお 森 晶麿／著 KADOKAWA 9136/M504/14

イシイカナコが笑うなら 額賀 澪／著 KADOKAWA 9136/N412/8

怪談5分間の恐怖 12時05分15秒 中村 まさみ／著 金の星社 9136/N427/1-13

怪談5分間の恐怖 乃木坂の怪談 中村 まさみ／著 金の星社 9136/N427/1-14

怪談5分間の恐怖 封印された本 中村 まさみ／著 金の星社 9136/N427/1-15

長浜高校水族館部! 令丈 ヒロ子／文 講談社 9136/R11/13

傑作はまだ 瀬尾 まいこ／著
ソニー・ミュージックエン
タテインメント

9136/S407/17

麦本三歩の好きなもの 住野 よる／著 幻冬舎 9136/S580/6

キャプテンマークと銭湯と 佐藤 いつ子／作 KADOKAWA 9136/S602/2

あの夏のソウル イ ヒョン／著 影書房 9291/I8/2-2

ブライアーヒルの秘密の馬 メガン・シェパード／作 小峰書店 9330/S246/

荒野にて ウィリー・ヴローティン／著 早川書房 9330/V32/
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