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みんな、忙しすぎませんかね? 笑い飯・哲夫／著 大和書房 1804/S20/4

365日でわかる世界史 八幡 和郎／著 清談社Publico 2040/Y12/

世界の歴史大年表 定延 由紀／訳 創元社 2090/S61/

日本史でたどるニッポン 本郷 和人／著 筑摩書房 2100/H5/

子どもたちに語る日中二千年史 小島 毅／著 筑摩書房 2101/K65/

超リアル戦国武士と忍者の戦い図鑑 小和田 哲男／監修 G.B. 2104/O3/29

インスタ映えする戦国時代 スエヒロ／著 大和書房 2104/S85/

英語で読む外国人がほんとに知りたい
日本の文化と歴史

ロックリー トーマス／著 東京書籍 2910/L6/

ふらっとライフ
ふらっと教育パートナーズ／
編

北樹出版 31610/F9/

こども六法 山崎 聡一郎／著 弘文堂 32091/Y2/

30年分の経済ニュースが1時間で学べる 崔 真淑／著 大和書房 33210/S94/

ぼくが見つけたいじめを克服する方法 岩田 健太郎／著 光文社 36140/I25/

いろいろあるコミュニケーションの社会学 有田 亘／編著 北樹出版 36145/A22/1-2

高校生の就職活動オールガイド '21年版 加藤 敏明／監修 成美堂出版 36629/K56/1-3

手話通訳者になろう 木村 晴美／著 白水社 37828/K3/4

科学の最前線を切りひらく! 川端 裕人／著 筑摩書房 4040/K62/

科学用語図鑑 水谷 淳／文 河出書房新社 4040/M42/

13歳からの環境問題 志葉 玲／著 かもがわ出版 4513/S20/

先生、大蛇が図書館をうろついています! 小林 朋道／著 築地書館 4817/K23/19

きずな図鑑 中村 庸夫／著 二見書房 4817/N11/3

ツキノワグマのすべて 小池 伸介／著 文一総合出版 4895/K15/3

パンダワールド 中川 美帆／著 大和書房 4895/N10/

iPS細胞の研究室 志田 あやか／著 東京書籍 4911/S23/

プラスチック・フリー生活 シャンタル・プラモンドン／著 NHK出版 5190/P7/

脱!SNSのトラブル 佐藤 佳弘／編著 武蔵野大学出版会 5474/S86/2-2

ネットとSNSを安全に使いこなす方法 ルーイ・ストウェル／著 東京書籍 5474/S92/

カラー図鑑スパイスの秘密 ジル・デイヴィーズ／著 西村書店 6176/D2/

育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみ
た。

玉置 標本／著 家の光協会 6260/T19/

リクガメの飼い方 吉田 誠／著 エムピージェー 6667/Y3/

東大の先生!超わかりやすくビジネスに効く
アートを教えてください!

三浦 俊彦／著 かんき出版 7040/M24/2

一目置かれる知的教養日本美術鑑賞 秋元 雄史／著 大和書房 7210/A5/

かわいい江戸の絵画史 金子 信久／監修 エクスナレッジ 7210/K23/3
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伊藤若冲 辻 惟雄／著 筑摩書房 7214/I3/15

カラヴァッジョ《聖マタイの召命》 宮下 規久朗／著 筑摩書房 7233/C10/10

宝塚受験世界にひとつしかない夢 川路 真瑳／著 左右社 7754/K6/

映画制作の教科書プロが教える60のコ
ツ

衣笠 竜屯／監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

7784/K15/

筋肉の科学知識 ニュートンプレス 7801/N36/

オリンピックの輝き 佐藤 次郎／著 東京書籍 7806/S23/2

14歳からの読解力教室 犬塚 美輪／著 笠間書院 8175/I2/

中学3年間の英語が中2病フレーズなら1週間
で学べるなんてわたしは信じない

佐藤 誠司／著 NHK出版 8300/S12/

英語バカのすすめ 横山 雅彦／著 筑摩書房 8307/Y12/2

英単語類義語事典 佐藤 誠司／著 西東社 8340/S15/

「リサとガスパール」と一緒にひとことフランス
語

荒川 久美子／著 白水社 8578/A2/

万葉集愛の100首 中西 進／著 宝島社 91112/N4/19

ネコばあさんの家に魔女が来た 赤坂 パトリシア／著 KADOKAWA 9136/A327/

いきるりすく 平沼 正樹／著 産業編集センター 9136/H405/

スガリさんの感想文はいつだって斜め上
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平田 駒／著 河出書房新社 9136/H406/1-2

雪と心臓 生馬 直樹／著 集英社 9136/I356/3

コンビニたそがれ堂 小鳥の手紙 村山 早紀／[著] ポプラ社 9136/M433/5-7

コンビニたそがれ堂 猫たちの星座 村山 早紀／[著] ポプラ社 9136/M433/5-8

コンビニたそがれ堂 花時計 村山 早紀／[著] ポプラ社 9136/M433/5-9

心にいつも猫をかかえて 村山 早紀／著 エクスナレッジ 9136/M433/8

夢見る帝国図書館 中島 京子／著 文藝春秋 9136/N305/13

桜の森の満開の下 坂口 安吾／著 立東舎 9136/S1/11

死後の恋 夢野 久作／著 立東舎 9136/Y105/9

ムスメからおとうさんへ。 k.m.p.／著ブックデザイン 東京書籍 9146/K419/

パンツははいておけ 早乙女 かな子／著 幻冬舎 9160/S269/

82年生まれ、キム・ジヨン チョ ナムジュ／著 筑摩書房 9291/C24/

アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ／作 評論社 9330/M270/

世界を救う100歳老人 ヨナス・ヨナソン／著 西村書店 9498/J6/1-2

少女だった私に起きた、電車のなかでの
すべてについて

佐々木 くみ／著 イースト・プレス 9530/S55/

木のぼり男爵 イタロ・カルヴィーノ／著 白水社 9730/C4/18
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