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京大変人講座 酒井 敏／著 三笠書房 0027/S21/2

ネット検索が怖い 神田 知宏／著 ポプラ社 0073/K75/2

情報環世界 渡邊 淳司／ほか著 NTT出版 0073/W17/

ビブリオ漫談 笹倉 剛／著 あいり出版 0190/S50/5

池上彰特別授業『君たちはどう生きるか』 池上 彰／著 NHK出版 1595/Y1/5

「空気」を読んでも従わない 鴻上 尚史／著 岩波書店 1597/K21/

日本の仏さまとお寺
日本の仏とお寺研究会／
著

KADOKAWA 1868/N9/

明日話したくなる元号・改元 阿部 泉／執筆・監修 清水書院 21002/A14/

笑う日本史 伊藤 賀一／著 KADOKAWA 21004/I17/

サザエさんキーワード事典 志田 英泉子／編著 春秋社 2107/S197/

天皇から見る日本の歴史 大角 修／著 枻出版社 2884/O14/2

『三国志』の英雄曹操 林田 愼之助／著 清水書院 2892/S11/5

いま生きているという冒険 石川 直樹／著 新曜社 2909/I20/2-2

池上彰の世界の見方 東南アジア 池上 彰／著 小学館 30223/I10/

内戦の地に生きる 橋本 昇／著 岩波書店 31900/H22/

もしも世界に法律がなかったら 木山 泰嗣／著 日本実業出版社 32000/K3/

はじめまして、法学 遠藤 研一郎／著 ウェッジ 32100/E5/

9条入門 加藤 典洋／著 創元社 32314/K61/

あなたも明日は裁判員!? 飯 考行／編著 日本評論社 32767/I1/

親子で学ぶお金と経済の図鑑
子どものための「お金と経
済」プロジェクト／著

技術評論社 33000/K4/

未来を変える目標SDGsアイデアブック Think the Earth／編著 Think the Earth 33380/T23/

2030年のハローワーク 図子 慧／著 KADOKAWA 36629/Z2/

ザ・ママの研究 信田 さよ子／著 新曜社 36730/N10/8-2

わたしは12歳、爆撃される悪夢を見る夜。
セーブ・ザ・チルドレン・
ジャパン／著

合同出版 36940/S52/

生きづらさを抱えるきみへ withnews編集部／著 ベストセラーズ 37140/A14/

思春期を生きる 小野 善郎／著 福村出版 37147/O5/

高校一冊目の参考書 船登 惟希／著 KADOKAWA 37500/F14/2

中学生からの勉強のやり方 清水 章弘／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 37500/S37/5

平成日本の音楽の教科書 大谷 能生／著 新曜社 37576/O4/

就活成功塾 齋藤 孝／著 KADOKAWA 37790/S19/
ビジュアル日本の服装の歴史 2 鎌倉時代～
江戸時代

増田 美子／監修 ゆまに書房 38310/M5/4-2

国際化学オリンピックに挑戦! 1 基礎
日本化学会化学オリン
ピック支援委員会／監修

朝倉書店 4300/K15/1-1

国際化学オリンピックに挑戦! 2 無機化学・
分析化学

日本化学会化学オリン
ピック支援委員会／監修

朝倉書店 4300/K15/1-2

国際化学オリンピックに挑戦! 3 物理化学
日本化学会化学オリン
ピック支援委員会／監修

朝倉書店 4300/K15/1-3

国際化学オリンピックに挑戦! 4 有機化学
日本化学会化学オリン
ピック支援委員会／監修

朝倉書店 4300/K15/1-4

国際化学オリンピックに挑戦! 5 実験
日本化学会化学オリン
ピック支援委員会／監修

朝倉書店 4300/K15/1-5

恐竜・古生物ビフォーアフター 土屋 健／著 イースト・プレス 4578/T7/10
知識ゼロでもハマる面白くて奇妙な古生物た
ち

土屋 健／著 カンゼン 4578/T7/11
先生、アオダイショウがモモンガ家族に迫っ
ています!

小林 朋道／著 築地書館 4817/K23/18
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鳥はなぜ鳴く?ホーホケキョの科学 松田 道生／著 理論社 4889/M3/2

図解でわかる14歳から知る人類の脳科学、
その現在と未来

松元 健二／監修 太田出版 4913/I57/

思春期 深尾 憲二朗／著 ミネルヴァ書房 4939/S89/1-1

世界の美しい学校
パイインターナショナル／
編著

パイインターナショナル 5263/P3/

トコトンやさしい宇宙ロケットの本 的川 泰宣／著 日刊工業新聞社 5389/M4/8-2

基礎からのプログラミングリテラシー 増井 敏克／著 技術評論社 5482/M197/2

超ロボット化社会 新山 龍馬／著 日刊工業新聞社 5483/N16/

基本がいちばんよくわかるアクセサリーのれ
んしゅう帳

寺西 恵里子／著 主婦の友社 5940/T5/11

パワーアップ吹奏楽!からだの使い方 高垣 智／著
ヤマハミュージックエン
タテインメントホールディ

7646/T5/

部活でレベルアップ!合唱上達のポイント50 渡瀬 昌治／監修 メイツ出版 7674/W2/2

声優という生き方 中尾 隆聖／[著] イースト・プレス 7717/N1/

歴史を変えた50人の女性アスリートたち
レイチェル・イグノトフス
キー／著

創元社 7802/I7/

手具操作で魅せる!新体操ボールレベルアッ
プBOOK

石崎 朔子／監修 メイツ出版 7814/I5/3

手具操作で魅せる!新体操クラブレベルアッ
プBOOK

石崎 朔子／監修 メイツ出版 7814/I5/4

大坂なおみ 児玉 光雄／著 楓書店 7835/K4/5

部活で差がつく!勝つテニス最強のポイント50 矢崎 篤／監修 メイツ出版 7835/Y4/

入門した人、したい人のための茶道BOOK 淡交社編集局／編 淡交社 7910/T6/9

ゲーム作りで学ぶはじめてのプログラミング うえはら／著 技術評論社 7980/U2/

13歳からの「気もちを伝える言葉」事典 矢野 耕平／著 メイツ出版 8140/Y5/1-2
むかしむかしあるところに、死体がありまし
た。

青柳 碧人／著 双葉社 9136/A226/8

文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 厠 谷崎 潤一郎／ほか[著] 汐文社 9136/B24/1-7

彼女たちの場合は 江國 香織／著 集英社 9136/E23/34

美しい顔 北条 裕子／著 講談社 9136/H397/

ぼくらのセイキマツ 伊藤 たかみ／著 理論社 9136/I165/16

初恋まねき猫 小手鞠 るい／著 講談社 9136/K349/21

友達未遂 宮西 真冬／著 講談社 9136/M588/

余物語 西尾 維新／著 講談社 9136/N314/32

ていん島の記 仁木 英之／著 講談社 9136/N332/25

あずかりやさん [3] 彼女の青い鳥 大山 淳子／著 ポプラ社 9136/O291/6-3

世界は「 」で満ちている 櫻 いいよ／著 PHP研究所 9136/S639/

焼跡の二十面相 辻 真先／著 光文社 9136/T139/24

鹿の王 水底の橋 上橋 菜穂子／著 KADOKAWA 9136/U33/6-3

「国語」から旅立って 温 又柔／著 新曜社 9146/O181/

基礎からわかる漢詩の読み方・楽しみ方 鷲野 正明／監修 メイツ出版 9210/W2/

月の光を飲んだ少女 ケリー・バーンヒル／著 評論社 9330/B237/

たいせつな人へ マイケル・モーパーゴ／著 あかね書房 9330/M141/4

天才ルーシーの計算ちがい
ステイシー・マカナルティ
／著

講談社 9330/M266/

沈黙する教室
ディートリッヒ・ガルスカ／
著

アルファベータブックス 9460/G3/

瓶に入れた手紙 ヴァレリー・ゼナッティ／作 文研出版 9530/Z3/
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