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自分の顔が好きですか? 山口 真美／著 岩波書店 1416/Y5/3

まわりには聞こえない不思議な声 サンドラ・エッシャー／著 日本評論社 1455/E1/

九十九怪談 第9夜 木原 浩勝／著 KADOKAWA 1470/K16/2-9

悩みどころと逃げどころ ちきりん／著 小学館 1590/C17/2

自分を操る超集中力 DaiGo／著 かんき出版 1590/D13/2

「敗者」から見た日本史大全 日本歴史楽会／著 宝島社 21004/N30/

古代史9つの謎を解く 関 裕二／著 PHP研究所 2103/S86/21

聖徳太子と斑鳩三寺 千田 稔／著 吉川弘文館 2884/S1/29

なるほど世界地理 宇田川 勝司／著 ベレ出版 2904/U2/

ビジュアルデータブック日本の地理 井田仁康／監修 学研プラス 2910/I63/

大人たちには任せておけない!政治のこと 椎木 里佳／著 マガジンハウス 31210/S65/

18歳からの投票心得10カ条 石田 尊昭／著 世論時報社 31370/I3/

１８歳選挙権に対応した先生と生徒のための公職選挙法の手引 １８歳選挙権研究会／監修 国政情報センター 31480/J4/

「18歳選挙権」で社会はどう変わるか 林 大介／著 集英社 31482/H1/

18歳選挙権ガイドブック 川上 和久／著 講談社 31482/K4/

18歳からはじめる憲法 水島 朝穂／著 法律文化社 32314/M14/3-2

イチから学ぶビジネス 小野 正人／著 創成社 33510/O15/

高校生のための面接試験あなたならどう答える 〔２０１７年度版〕 就職試験情報研究会／編著 一ツ橋書店 33642/S16/1-6

財布でひも解く江戸あんない いずみ 朔庵／著 誠文堂新光社 33782/I2/

高校生が知っておきたい投資の教養 小島五郎／著 幻冬舎メディアコンサルティング 33812/K31/

日本の伝統&絶景100 朝日新聞出版／編集 朝日新聞出版 36150/A21/

18歳からの格差論 井手 英策／著 東洋経済新報社 36180/I8/

10年後に失敗しない未来予想図 森永 卓郎／監修 神宮館 36629/J7/

災害ボランティアハンドブック 関西学院大学災害復興制度研究所／編集 関西学院大学出版会 36930/K17/3

命と向きあう教室 制野 俊弘／著 ポプラ社 37040/S54/

文系の人にとんでもなく役立つ!理系の知識 日本博識研究所／著 宝島社 4040/N40/

数学の研究をはじめよう 飯高 茂／著 現代数学社 4107/I3/1-1

数学ガイダンス 数学セミナー編集部／編 日本評論社 4107/N10/

高校生からの統計入門 加藤 久和／著 筑摩書房 4170/K35/

公式を暗記したくない人のための高校物理がスッキリわかる本 池末 翔太／著 秀和システム 4200/I5/

ぼくらは「物理」のおかげで生きている 横川 淳／著 実務教育出版 4200/Y5/2

高校生・化学宣言 ｐａｒｔ８ 中沢浩／監修 遊タイム出版 4307/N3/1-8

ざんねんないきもの事典 今泉 忠明／監修 高橋書店 4800/I3/

先生、イソギンチャクが腹痛を起こしています! 小林 朋道／著 築地書館 4817/K23/13

美しき捕食者（プレデター）サメ図鑑 田中彰／監修 実業之日本社 4875/T14/2

世界のキレイでかわいいカエル PIE BOOKS／編著 パイインターナショナル 4878/P2/
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アナロジーで解く高校生のための工学入門 宮内則雄／著 批評社 5000/M1/

フェルトのともだち アランジ アロンゾ／著 文化学園文化出版局 5949/A4/3

羊毛フェルトとビーズ刺しゅうで作る夢みる乙女のアクセサリー 鳩 みう子／著 日東書院本社 5949/H12/

石川進之介の旅するシェフ 石川 進之介／著 メトロポリタンプレス 5960/I64/

イラストでよくわかる料理の基本とコツ ミニマル／著 彩図社 5960/M98/

ちょっと昭和な関西の味 さいとうしのぶ／著 リーブル 5960/S135/

ゆる自炊BOOK オレンジページ 5960/Y49/

メダカ生活はじめませんか? 馬場 浩司／監修 ナツメ社 6669/B2/

Emi's キリハリエ 北村 詠美子／著 日本文芸社 7269/K11/

かわいいやきもの 柏木 麻里／著 東京美術 7510/K27/

バンドでセッションしながらオリジナル曲が作れる本 安保 亮／著 ヤマハミュージックメディア 7618/A3/

たどりつく力 フジコ・ヘミング／著 幻冬舎 7621/G1/7

「スポーツ感動物語」アスリートの原点 学研プラス 7808/S10/1-1

「スポーツ感動物語」アスリートの原点 学研プラス 7808/S10/1-2

「スポーツ感動物語」アスリートの原点 学研プラス 7808/S10/1-3

「スポーツ感動物語」アスリートの原点 学研プラス 7808/S10/1-4

「スポーツ感動物語」アスリートの原点 学研プラス 7808/S10/1-5

「スポーツ感動物語」アスリートの原点 学研プラス 7808/S10/1-6

「連係力」を極める!バレーボールセッター上達のポイント50 蔦宗 浩二／著 メイツ出版 7832/T4/2

ファーストタッチ 土屋 慶太／著 ベースボール・マガジン社 7834/T37/

東大と野球部と私 桑田 真澄／著 祥伝社 7837/K44/3

キミも侍ジャパンになれる! 鹿取 義隆／著 竹書房 7837/K55/2

ここで負けてしまってごめんな 岩崎 夏海／監修 廣済堂出版 7837/K75/

連続写真で究める少林寺拳法  柔法編　１ 少林寺拳法連盟／編 ベースボール・マガジン社 7892/S23/3-1

連続写真で究める少林寺拳法  柔法編　２ 少林寺拳法連盟／編 ベースボール・マガジン社 7892/S23/3-3

俳句を遊べ! 佐藤 文香／編 小学館 9113/S168/

サラリーマン川柳むちゃうけ傑作選 やく みつる／選 NHK出版 9114/S35/1-6

ジッシュー!! 古川 春秋／著 光文社 9136/F144/2

お面屋たまよし 5 石川 宏千花／[著] 講談社 9136/I308/2-5

Q→A 草野 たき／著 講談社 9136/K462/11

本好きの下剋上 第2部[4] 香月 美夜／著 TOブックス 9136/K748/2-4

さよならクリームソーダ 額賀 澪／著 文藝春秋 9136/N412/4

家族のシナリオ 小野寺 史宜／著 祥伝社 9136/O270/8

反抗の理由 欅流リ／著 文芸社 9160/K272/

さよなら、ママ キャロル・ガイトナー／著 早川書房 9330/G138/


