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若い人のための10冊の本 小林 康夫／著 筑摩書房 0195/K17/

奇跡の論文図鑑
NHK「ろんぶ～ん」制作班／編
著

NHK出版 0490/N10/

ぼくらの中の「トラウマ」 青木 省三／著 筑摩書房 1461/A8/

歴史とは靴である 磯田 道史／著 講談社 21004/I14/4

はじめての日本古代史 倉本 一宏／著 筑摩書房 2103/K99/10

はじめての三国志 渡邉 義浩／著 筑摩書房 2220/W9/15

世界の国旗図鑑 苅安 望／著 偕成社 2889/K2/2-3

いつかは行きたい一生に一度だけの
旅BEST500

ナショナルジオグラフィック／著
日経ナショナルジオグラ
フィック社

2909/A19/1-2

英語対訳でわかるニッポンと日本人の
不思議

牧野 高吉／著 辰巳出版 30210/M22/

16歳のデモクラシー 佐藤 優／著 晶文社 31170/S11/

地政学でわかるわたしたちの世界 ティム・マーシャル／さく 評論社 31290/M6/2

はじめての憲法 篠田 英朗／著 筑摩書房 32314/S55/

大学生のための日本国憲法入門 吉田 成利／著 慶應義塾大学出版会 32314/Y24/

13歳からの税 三木 義一／監修 かもがわ出版 34500/M5/

フェイクニュースがあふれる世界に生
きる君たちへ

森 達也／著 ミツイパブリッシング 36145/M19/1-2

自然と社会と心の人間学 佐藤 真弓／編著 一藝社 36500/S18/

ひとりひとりの「性」を大切にする社会
へ

遠藤 まめた／著 新日本出版社 36790/E7/2

女の子になりたい男の子LGBTって
何?

森木森も／著 みらいパブリッシング 36790/M34/

LGBTヒストリーブック ジェローム・ポーレン／著 サウザンブックス社 36790/P6/

人間としての尊厳 スウェーデン社会庁／原著 現代書館 36928/S23/

奨学金まるわかり読本 久米 忠史／著 合同出版 37340/K2/3

今、先生ほど魅力的な仕事はない! 藤岡 達也／編著 協同出版 37430/F5/

留学を考え始めた親と子が読む本 平田 久子／著 コスモピア 37760/H12/

イラストでわかる伝統衣装 禹 那英／著 マール社 38310/U4/

自然に学ぶ 白川 英樹／著 法藏館 4040/S50/

難しい数式はまったくわかりません
が、相対性理論を教えてください!

ヨビノリたくみ／著 SBクリエイティブ 4212/Y5/

身のまわりのありとあらゆるものを化
学式で書いてみた

山口 悟／著 ベレ出版 4300/Y6/

地球について知っておくべき100のこと ジェローム・マーティン／[ほか]文 小学館 4500/M13/

グレタのねがい ヴァレンティナ・キャメリニ／著 西村書店 4513/C7/

遺伝子・DNAのすべて 夏 緑／著 童心社 4672/N15/1-2

どこからが病気なの? 市原 真／著 筑摩書房 4920/I8/

はじめての「ぬう」と「あむ」+おさいほう ミカ／著 主婦の友社 5940/M21/1-2

しくじりから学ぶ13歳からのスマホ
ルール

島袋 コウ／著 旬報社 6946/S3/

日本遺産 文化庁／協力 ポプラ社 7091/N25/1-1
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日本遺産 文化庁／協力 ポプラ社 7091/N25/1-2

わかる!選べる!使える!画材BOOK 磯野 キャビア／著 玄光社 7240/I3/

世界はデザインでできている 秋山 具義／著 筑摩書房 7270/A15/

オリンピック・パラリンピックを学ぶ 後藤 光将／編著 岩波書店 7806/G7/

オリンピック競技おもしろ大全 雑学総研／著 KADOKAWA 7806/Z5/

ソフトバレーボールの教科書
日本ソフトバレーボール連盟／
監修

日本文芸社 7832/N9/

勝つ!ラクロス上達バイブル 丸山 伸也／監修
メイツユニバーサルコン
テンツ

7835/M11/

鉄人講師が明かす三羽邦美の漢文
ルール

三羽 邦美／著 PHP研究所 8200/M1/

大人になるまでに読みたい15歳の海
外の詩

青木 健／編 ゆまに書房 9081/O3/1-2

このライトノベルがすごい!
『このライトノベルがすごい!』編
集部／編

宝島社 9102/K252/1-8

入門万葉集 上野 誠／著 筑摩書房 91112/U4/13

春夏秋冬を楽しむ俳句歳時記 日下野 由季／監修 成美堂出版 9113/H128/

イマジン? 有川 ひろ／著 幻冬舎 9136/A198/30

鐘を鳴らす子供たち 古内 一絵／作 小峰書店 9136/F137/10

赤の王 廣嶋 玲子／著 東京創元社 9136/H314/3-3

朔と新 いとう みく／著 講談社 9136/I344/7

窓 小手鞠 るい／作 小学館 9136/K349/22

ホームドアから離れてください 北川 樹／著 幻冬舎 9136/K853/

坂下あたると、しじょうの宇宙 町屋 良平／著 集英社 9136/M566/6

みつきの雪 眞島 めいり／作 講談社 9136/M596/

グレーテルの白い小鳥 斉藤 洋／作 偕成社 9136/S249/8-3

コープス・ハント 下村 敦史／著 KADOKAWA 9136/S560/10

邪馬台戦記 東郷 隆／作 静山社 9136/T257/28-3

シャーリー・ホームズとバスカヴィル家
の狗

高殿 円／著 早川書房 9136/T439/3-2

魔女の子ども ケリー・バーンヒル／著 評論社 9330/B237/2

森の物語
アーネスト・トンプソン・シートン
／作

理論社 9330/S141/6
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