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まなの本棚 芦田 愛菜／著 小学館 0190/A31/

ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑
黒木 俊秀／日本語版監
修

創元社 1400/K18/

生きる 茂木 健一郎／著 主婦と生活社 1468/M53/

さびしさ
神戸女学院大学文学部総
合文化学科／監修

世界思想社 1580/K9/1-3

男子が10代のうちに考えておきたいこと 田中 俊之／著 岩波書店 1597/T11/

失われた世界への時間旅行 堤 隆／著 新泉社 2102/T70/3

三国志への招待 三国志の会／編 山川出版社 2220/S98/

ゼロから1カ月で受かる大学入試志望理由
書のルールブック

神崎 史彦／著 KADOKAWA 37680/K22/2
大逆転合格する人だけが知っている秘密の
習慣

柏村 真至／著 学研プラス 37680/K25/

ビジュアル日本の住まいの歴史2 小泉 和子／監修 ゆまに書房 38390/K27/1-2

南米妖怪図鑑 ホセ・サナルディ／文 ロクリン社 38855/Z1/

カガク力を強くする! 元村 有希子／著 岩波書店 4040/M35/4

QuizKnock Lab 須貝 駿貴／著 KADOKAWA 4070/S22/

数とコンピューターについて知っておくべき
100のこと

アリス・ジェームス／[ほか]文 小学館 4100/J1/

日常にひそむうつくしい数学 冨島 佑允／著 朝日新聞出版 4104/T18/

数学ガールの秘密ノート 結城 浩／著 SBクリエイティブ 4104/Y10/1-18

リアルサイズ古生物図鑑中生代編 土屋 健／著 技術評論社 4570/T6/3-2

図解身近にあふれる「危険な生物」が3時間
でわかる本

西海 太介／著 明日香出版社 4819/N3/

胸キュン!虫図鑑 金子 大輔／著 ジャムハウス 4868/K14/
飛べ!ムササビ 熊谷 さとし／著 文一総合出版 4894/K3/2
うんこのひみつ うんこミュージアム／著 宝島社 4913/U11/

心の病気ってなんだろう? 松本 卓也／著 平凡社 4937/M112/2

世界を変えた60人の偉人たち 東京電機大学／編 東京電機大学出版局 5028/T2/

必ず役立つ吹奏楽ハンドブック小編成編 広瀬 勇人／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/M2/1-4

吹奏楽部アナザーストーリー上 オザワ部長／著 ベストセラーズ 7646/O3/7-1

吹奏楽部アナザーストーリー下 オザワ部長／著 ベストセラーズ 7646/O3/7-2

楕円球と地球 出村 謙知／写真・文 実業之日本社 7834/D8/

ラグビー語辞典 斉藤 健仁／著 誠文堂新光社 7834/S42/4

見るだけでうまくなる!ソフトテニスの基礎 高橋 茂／著 ベースボール・マガジン社 7835/T22/

新しい少年野球の教科書 川村 卓／著 カンゼン 7837/K70/4

バタフライ ユスラ・マルディニ／著 朝日新聞出版 7852/M10/

中学・高校生のための柔道のやさしいトレー
ニング科学

曽我部 晋哉／著 ベースボール・マガジン社 7892/S27/

DVDで上達!弓道 松尾 牧則／著 ナツメ社 7895/M5/4

現代用語の基礎知識学習版2019-2020 現代用語検定協会／監修 自由国民社 8137/G1/2-16
自分で考え、自分で書くためのゆかいな文
章教室

今野 真二／著 河出書房新社 8160/K47/

江戸っ子漱石先生からの手紙 渡邉 文幸／著 理論社 9102/N4/280

烈風ただなか あさの あつこ／著 KADOKAWA 9136/A180/85

戦国の教科書 天野 純希／著 講談社 9136/A215/14
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星から来た船下 新井 素子／著 出版芸術社 9136/A23/19-8

5分後に意外な結末ex 桃戸 ハル／編著 学研プラス 9136/G37/1-10

「悩み部」の復活と、その証明。 麻希 一樹／著 学研プラス 9136/G37/2-6

レイワ怪談半月の章 ありがとう・ぁみ／原作 学研プラス 9136/G39/1-3

レイワ怪談新月の章 ありがとう・ぁみ／原作 学研プラス 9136/G39/1-4

夏の騎士 百田 尚樹／著 新潮社 9136/H308/17

ぼくたちは卵のなかにいた 石井 睦美／作 小学館 9136/I159/11

天を掃け 黒川 裕子／著 講談社 9136/K841/

キキ・ホリック 森 晶麿／著 KADOKAWA 9136/M504/15

夏に泳ぐ緑のクジラ 村上 しいこ／作 小学館 9136/M514/5

手のひらの楽園 宮木 あや子／著 新潮社 9136/M515/2

「未完成」なぼくらの、生徒会 麻希 一樹／著 KADOKAWA 9136/M538/

ネッシーはいることにする 長薗 安浩／著 ゴブリン書房 9136/N290/5

ヴェールドマン仮説 西尾 維新／著 講談社 9136/N314/33

催眠ガール 大嶋 信頼／著 清流出版 9136/O335/

アーモンド ソン ウォンピョン／著 祥伝社 9291/S22/

わたしがいどんだ戦い1940年
キンバリー・ブルベイカー・
ブラッドリー／作

評論社 9330/B226/1-2

リスタート ゴードン・コーマン／著 あすなろ書房 9330/K130/

ヤング・シャーロック・ホームズvol.6 アンドリュー・レーン／著 静山社 9330/L132/1-6

ゴースト ジェイソン・レノルズ／作 小峰書店 9330/R126/

ボブが教えてくれたこと ジェームズ・ボーエン／著 辰巳出版 9360/B43/2

最後の兄弟 ナタシャ・アパナー／著 河出書房新社 9530/A20/
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