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その話、諸説あります。 ナショナルジオグラフィック／編
日経ナショナルジオグラ
フィック社

0490/N11/

最後の講義完全版 石黒 浩／著 主婦の友社 1142/I10/3

ナマケモノ哲学 ジェニファー・マッカートニー／著
ハーパーコリンズ・ジャ
パン

1590/M122/2

最後の講義完全版 西原 理恵子／著 主婦の友社 1596/S43/

図解これだけは知っておきたいはじめ
ての仏教

長田 幸康／著 KADOKAWA 1800/O1/

禅ってなんだろう? 石井 清純／著 平凡社 1888/I22/2

1日1実況歴史に学ぶ365日の教訓 青木 裕司／著 KADOKAWA 2040/A8/

歴単 西洋史編 原島 広至／著 すばる舎 2040/H17/

知識ゼロからの戦争史入門 祝田 秀全／著 幻冬舎 2090/I17/3

一冊でわかるフランス史 福井 憲彦／監修 河出書房新社 2350/F6/4

語られなかったアメリカ史 3 人類史上
もっとも危険な瞬間

オリバー・ストーン／著 あすなろ書房 2530/S25/1-3

残念な死に方事典 小和田 哲男／監修 ワニブックス 2810/O20/6

子ども時代探検家高濱正伸のステキな大
人の秘密 なぜか全員「農学部」編

高濱 正伸／[著] エッセンシャル出版社 2810/T73/

日本の国旗、知らない話 吹浦 忠正／著 主婦の友社 2889/F2/7

リアルな今がわかる日本と世界の地
理

砂崎 良／著 朝日新聞出版 2900/S5/

武器になる!世界の時事問題 池上 彰／著 大和書房 30400/I57/15

13歳からの天皇制 堀 新／著 かもがわ出版 31360/H2/

全予測2020年代の日本 河合 雅司／著 講談社 33431/K10/6

365日で知る現代オタクの教養 ライブ／編著 カンゼン 36150/L4/

なぜ僕らは働くのか 池上 彰／監修 学研プラス 36600/I6/

生き物を育成する仕事 ほるぷ出版 36620/S9/40-2

学コレ 学研プラス／編 学研プラス 37680/G2/2

非進学校出身東大生が高校時代にし
てたこと

太田 あや／著 小学館 37680/O4/4

あたらしい高校生 山本 つぼみ／著 IBCパブリッシング 37680/Y17/

新・大学でなにを学ぶか 上田 紀行／編著 岩波書店 37700/U2/

大学図鑑! 2021 有名大学83校のすべ
てがわかる!

オバタ カズユキ／監 ダイヤモンド社 37703/O1/1-12

図解東大医学部在学中に司法試験も一発
合格した僕のやっているシンプルな勉強法

河野 玄斗／著 KADOKAWA 37970/K19/2

ビジュアル日本の住まいの歴史 3 近
世

小泉 和子／監修 ゆまに書房 38390/K27/1-3

近現代スパイの作法 落合 浩太郎／監修 G.B. 39160/O6/2

声に出して読みたい理系用語 信定 邦洋／著 KADOKAWA 4040/N47/

科学はこう「たとえる」とおもしろい! 左巻 健男／編著 青春出版社 4040/S24/8
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学校では絶対に教えてもらえない超
ディープな算数の教科書

難波 博之／著 SBクリエイティブ 4100/N15/

統計学をめぐる散歩道 石黒 真木夫／著 岩波書店 4170/I23/

怖くて眠れなくなる天文学 縣 秀彦／著
PHPエディターズ・グ
ループ

4404/A10/3

グレタと立ち上がろう ヴァレンティナ・ジャンネッラ／著 岩崎書店 4513/G6/

最後の講義完全版 福岡 伸一／著 主婦の友社 4604/F4/8

じつは食べられるいきもの事典 松原 始／著 宝島社 4804/M13/3

カラスは飼えるか 松原 始／著 新潮社 4889/M5/3

女の子が知っておきたい卵子のハナ
シ。

浅田 義正／著 主婦の友社 4913/A37/

自分のこころとうまく付き合う方法 アリス・ジェームズ／著 東京書籍 4983/J6/

ゴロ寝リセット! 矢間 あや／著 飛鳥新社 4983/Y62/2

土木のずかん 吉田 勇人／共著 オーム社 5100/D4/2

図解身近にあふれる「放射線」が3時
間でわかる本

児玉 一八／著 明日香出版社 5396/K24/

お料理1年生のひとり暮らしごはん
BOOK

検見崎 聡美／著 主婦の友社 5960/K79/12

うおつか流食べつくす! 魚柄 仁之助／著 農山漁村文化協会 5960/U5/15

動物の看護師さん 保田 明恵／著 大月書店 6490/Y1/

トラりんと学ぶ日本の美術 2 神仏への
祈り

京都国立博物館／監修 淡交社 7021/K15/4-2

13歳からのアート思考 末永 幸歩／著 ダイヤモンド社 7040/S58/

教えてコバチュウ先生!浮世絵超入門 小林 忠／著 小学館 7218/K13/8

ロゴのつくりかたアイデア帖 遠島 啓介／著 インプレス 7278/T12/

ゼロから分かる!図解クラシック音楽 宮本 文昭／監修 世界文化社 7600/M4/

最後の講義完全版 大林 宣彦／著 主婦の友社 7780/O9/5

今こそ「スポーツとは何か?」を考えて
みよう!

玉木 正之／著 春陽堂書店 7800/T5/2

勝てるアスリートの身体を作る栄養学
と食事術

阿部 菜奈子／著 マイナビ出版 7801/A20/
ソフトテニスどんぐり北広島・中本裕二の
「オールラウンド力」と「戦術&駆け引き」指
南

中本 裕二／著
ベースボール・マガジ
ン社

7835/N22/2

バドミントン勝利につながる「体づくり」 吹田 真士／著
メイツユニバーサルコン
テンツ

7835/S14/

DVDで差がつく!競泳平泳ぎタイムを縮
める50のコツ

藤森 善弘／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

7852/F3/3

水泳体幹トレーニング 小泉 圭介／著 マイナビ出版 7852/K14/1-2

わたしの外国語漂流記 河出書房新社／編 河出書房新社 8070/K7/

話すチカラ 齋藤 孝／著 ダイヤモンド社 8094/S21/15

めんどくさがりなきみのための文章教 はやみね かおる／著 飛鳥新社 8160/H21/

こちら、苦手レスキューQQQ! 小島 ケイタニーラブ／文 白水社 9116/K10/
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面白くて眠れなくなる『古事記』 島崎 晋／著
PHPエディターズ・グ
ループ

9132/S7/2

空洞電車 朝倉 宏景／著 双葉社 9136/A279/5

ピエタとトランジ 藤野 可織／著 講談社 9136/F123/5

5分後に恋の結末 橘 つばさ／著 学研プラス 9136/G37/5-4

レイワ怪談 三日月の章 ありがとう・ぁみ／原作 学研プラス 9136/G39/1-6

親方と神様 伊集院 静／著 あすなろ書房 9136/I106/50

ピカソになれない私たち 一色 さゆり／著 幻冬舎 9136/I348/2

小さき者たち 粕谷 知世／著 早川書房 9136/K484/3

浮雲心霊奇譚 [6] 血縁の理 神永 学／著 集英社 9136/K618/7-6

てのひらに未来 工藤 純子／作 くもん出版 9136/K620/3

本好きの下剋上 第5部[1] 女神の化 香月 美夜／著 TOブックス 9136/K748/7-1

QK部 黄黒 真直／著 KADOKAWA 9136/K855/

掟上今日子の設計図 西尾 維新／著 講談社 9136/N314/18-12

怪談5分間の恐怖 呪いの人形 中村 まさみ／著 金の星社 9136/N427/1-17

サブキャラたちのグリム童話 斉藤 洋／作 偕成社 9136/S249/12

<銀の鰊亭>の御挨拶 小路 幸也／著 光文社 9136/S413/53

三兄弟の僕らは 小路 幸也／著 PHP研究所 9136/S413/54

図書室のバシラドール 竹内 真／著 双葉社 9136/T254/14-3

小鳥、来る 山下 澄人／著 中央公論新社 9136/Y318/6

ばかみたいって言われてもいいよ 1 吉田 桃子／著 講談社 9136/Y338/3-1

中国詩人烈伝 諸田 龍美／著 淡交社 9210/M12/2

保健室のアン・ウニョン先生 チョン セラン／著 亜紀書房 9291/T7/3

ブラウン神父呪いの書
ギルバート・キース・チェスタトン／
作

理論社 9330/C15/9

ぼくたちがギュンターを殺そうとした日 ヘルマン・シュルツ／作 徳間書店 9430/S40/
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