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本当は、ずっと愚かで、はるかに使えるAI 山田 誠二／著 日刊工業新聞社 0071/Y19/

書評キャンパスat読書人 2018
大学生と「週刊読書人」
編集部／著

読書人 0190/D9/1-2

最高の思考実験 北村 良子／著 辰巳出版 1160/K9/3

世界の神話 沖田 瑞穂／著 岩波書店 1640/O4/2

18歳からはじめる民法 潮見 佳男／編 法律文化社 32400/S12/2-4

Vチューバー相内ユウカが経済ニュースわ
かるまで聞いちゃった。

テレビ東京ワールドビジ
ネスサテライト／編

日本経済新聞出版社 33040/T25/

中学生・高校生の仕事ガイド 2020-2021
年版

進路情報研究会／編 桐書房 36629/S36/1-7

本当の貧困の話をしよう 石井 光太／著 文藝春秋 36820/I6/4

世界中の子どもの権利をまもる30の方法
国際子ども権利センター
／編

合同出版 36940/K70/

イスラム世界を訪ねて 井上 直也／文・写真 かもがわ出版 37200/I5/

「ハッピーな部活」のつくり方 中澤 篤史／著 岩波書店 37518/N3/3

山中恒と読む修身教科書 山中 恒／著 子どもの未来社 37535/Y4/

清水式高校受験に勝つ45の習慣 清水 章弘／著 PHP研究所 37680/S29/

就職活動1冊目の教科書
就活塾キャリアアカデ
ミー／著

KADOKAWA 37790/S20/

問題解決ができる!武器としてのデータ活
用術

柏木 吉基／著 翔泳社 4170/K43/

宮沢賢治の地学実習 柴山 元彦／著 創元社 4500/S10/2

きょう出会う空 眞家 泉／著 ジャムハウス 4510/M20/

世界一やさしい!細胞図鑑 鈴川 茂／監修 新星出版社 4911/S22/

よくわかるがんの話 1 がんってどんな病
気?

林 和彦／著 保育社 4916/H11/1-1

よくわかるがんの話 2 がんの治療と生活
は?

林 和彦／著 保育社 4916/H11/1-2

よくわかるがんの話 3 がんは体のどこに
できる?

林 和彦／著 保育社 4916/H11/1-3

公認心理師の一日
WILLこども知育研究所
／編著

保育社 4981/W10/1-25

弁護士・検察官・裁判官の一日
WILLこども知育研究所
／編著

保育社 4981/W10/1-26

タネの未来 小林 宙／著 家の光協会 6152/K5/

バウハウスってなあに? インゴルフ・ケルン／文 白水社 7077/K1/

基礎から身につくはじめてのデッサン 梁取 文吾／監修 西東社 7250/Y3/1-3

絵本むかし話ですよ 2 五味 太郎／著 方丈社 7265/G5/3-2

キャパとゲルダ マーク・アロンソン／著 あすなろ書房 7402/C1/10

魔法雑貨の作り方
魔法アイテム錬成所／
著

ホビージャパン 7519/M3/

パワーアップ吹奏楽!心とチームワークの
育て方

藤重 佳久／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/F1/3

パワーアップ吹奏楽!練習計画の立て方 田戸 正彦／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/T6/

パフォーマンスが変わる!アスリートのため
の栄養と食事

山田 聡子／監修 池田書店 7801/Y21/
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手具操作で魅せる!新体操リボンレベル
アップBOOK

石崎 朔子／監修 メイツ出版 7814/I5/5

手具操作で魅せる!新体操フープレベル
アップBOOK

石崎 朔子／監修 メイツ出版 7814/I5/6

大迫傑 走って、悩んで、見つけたこと。 大迫 傑／著 文藝春秋 7823/O10/

ストライカーを科学する 松原 良香／著 岩波書店 7834/M46/

テニスの戦い方 丸山 淳一／著
ベースボール・マガジ
ン社

7835/M10/

最後の一文 半沢 幹一／著 笠間書院 9102/H133/

アスリーツ あさの あつこ／著 中央公論新社 9136/A180/87

人を乞う あさの あつこ／著 祥伝社 9136/A180/88

南河国物語 濱野 京子／作 静山社 9136/H304/10

明日の僕に風が吹く 乾 ルカ／著 KADOKAWA 9136/I265/13

境い目なしの世界 角野 栄子／著 理論社 9136/K720/4

本好きの下剋上 8 貴族院の自称図書委
員

香月 美夜／著 TOブックス 9136/K748/4-8

空は逃げない まはら 三桃／著 小学館 9136/M405/11

蝶の羽ばたき、その先へ 森埜 こみち／作 小峰書店 9136/M577/

銀の匙 中 勘助／作 朝日出版社 9136/N190/5

競歩王 額賀 澪／著 光文社 9136/N412/9

スベらない同盟 にかいどう 青／著 講談社 9136/N443/

みかん、好き? 魚住 直子／著 講談社 9136/U65/8

イモムシ偏愛記 吉野 万理子／著 光文社 9136/Y248/12

廉太郎ノオト 谷津 矢車／著 中央公論新社 9136/Y327/8

べらぼうくん 万城目 学／著 文藝春秋 9146/M261/2

97歳の悩み相談 瀬戸内 寂聴／著 講談社 9146/S32/48

雪が白いとき、かつそのときに限り 陸 秋槎／著 早川書房 9237/R17/2

世界のはての少年
ジェラルディン・マコックラ
ン／著

東京創元社 9330/M211/2

マイク アンドリュー・ノリス／著 小学館 9330/N67/2
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