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書　名 著　者 出版者 請求記号

20歳の読書論 和田 渡／著 晃洋書房 0190/W13/1-5

明日の自分が確実に変わる10分読書 吉田 裕子／著 集英社 0190/Y42/

脱・呪縛 鎌田 實／著 理論社 1597/K23/

異教の隣人 釈 徹宗／著 晶文社 1600/S9/

ビジュアル入門江戸時代の文化  　京
都・大坂で花開いた元禄文化

深光 富士男／著 河出書房新社 2105/F31/1-1

ビジュアル入門江戸時代の文化  　江戸
で花開いた化政文化

深光 富士男／著 河出書房新社 2105/F31/1-2

地球の歩き方aruco 16 ベルギー 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2909/C12/1-16D

北欧の幸せな社会のつくり方 あぶみ あさき／著 かもがわ出版 31238/A3/

有権者って誰? 藪野 祐三／著 岩波書店 31480/Y2/

友だちを助けるための国際人権法入門 申 惠【ボン】／著 影書房 32921/S4/

教養として知っておきたい33の経済理論 大村 大次郎／著 彩図社 33100/O37/

統計から見えてくる世界のミライ 井田 仁康／監修 学研プラス 35090/I1/

あなたの不安を解消する方法がここに書
いてあります。

吉田 尚記／著 河出書房新社 36145/Y13/2

10代からの批判的思考 名嶋 義直／編著 明石書店 37040/N63/

「これから」の時代(とき)を生きる君たち
へ

ドメニコ・スキラーチェ／著 世界文化社 37040/S57/

僕たちの部活動改革 神谷 拓／著 かもがわ出版 37518/K4/3

青春サプリ。  自分がここにいる理由 青木 美帆／文 ポプラ社 37518/S11/1-1

青春サプリ。  いつだってそこに仲間がい
る

日比野 恭三／文 ポプラ社 37518/S11/1-2

青春サプリ。  乗り越えられない試練な
んてない

オザワ部長／文 ポプラ社 37518/S11/1-3

未来の市民を育む「公共」の授業 杉浦 真理／編 大月書店 37531/S5/

環境学部 大岳 美帆／著 ぺりかん社 37680/N14/1-14

大学生のストレスマネジメント 齋藤 憲司／著 有斐閣 37790/S21/

世界ことわざ比較辞典 日本ことわざ文化学会／編 岩波書店 38880/N3/2

NHK子ども科学電話相談おもしろギモン
大集合!!

NHK「子ども科学電話相談」
制作班／編

NHK出版 4040/N43/2

ぼくと数学の旅に出よう ミカエル・ロネー／著 NHK出版 4102/L2/

驚異の太陽 鈴木 建／著 日本評論社 4440/S10/

TYRANNOPEDIA 楊楊／文 講談社 4578/Y3/

博士の愛したジミな昆虫 金子 修治／編著 岩波書店 4861/K12/

アホウドリからオキノタユウへ 長谷川 博／著 新日本出版社 4886/H2/5

ネズミのおしえ 篠原 かをり／著 徳間書店 4894/S7/

キャラでわかる!はじめての感染症図鑑 岡田 晴恵／著 日本図書センター 4938/O9/17

中高生の身長を伸ばす7つの習慣 佐藤 智春／著 主婦の友社 4939/S92/
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理工系大学でどう学ぶ? 広石 英記／編著 東京電機大学出版局 5070/H7/

図解でわかる14歳からの水と環境問題
インフォビジュアル研究所／
著

太田出版 5190/I38/2

プロフェッショナル13人が語るわたしの声
優道

藤津 亮太／インタビュー 河出書房新社 7721/F5/

アスリートのための朝食術 田口 素子／監修 女子栄養大学出版部 7801/T31/2

アスリートのメンタルケア 内田 直／編著 大修館書店 7801/U4/2

陸上競技の筋力トレーニング 五味 宏生／著 ベースボール・マガジン社 7820/G1/

よーいドン!卓球 卓球王国／まとめ 卓球王国 7836/T5/2

スガリさんの感想文はいつだって斜め上
[1]

平田 駒／著 河出書房新社 9136/H406/1-1

風に乗って、跳べ 川端 裕人／著 朝日学生新聞社 9136/K434/21

恋とポテトと夏休み 神戸 遙真／著 講談社 9136/K859/1-1

魔女たちは眠りを守る 村山 早紀／著 KADOKAWA 9136/M433/9

あふれる家 中島 さなえ／著 朝日新聞出版 9136/N448/

日本人の愛したことば 中西進／著 東京書籍 9146/N43/12

チェコの十二カ月 出久根 育／著 絵 理論社 9156/D7/

樹上の葉 樹上の花 曹 文軒／作 樹立社 9237/T12/

月のケーキ ジョーン・エイキン／著 東京創元社 9330/A15/3

兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン／著 あすなろ書房 9330/B189/4

すばらしいオズの魔法使い
ライマン・フランク・ボーム／
作

西村書店 9330/B71/2-2

ヤング・シャーロック・ホームズ vol.8 決
闘の河

アンドリュー・レーン／著 静山社 9330/L132/1-8

アーサー王の世界 4 湖の城と若きラン
スロット

斉藤 洋／作 静山社 9330/S240/1-4

アーサー王の世界 5 荷車の騎士ランス
ロット

斉藤 洋／作 静山社 9330/S240/1-5
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