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書名 著者 出版者 請求記号

思わず他人(ひと)に試したくなる心理テスト 中嶋 真澄／著 PHP研究所 1404/N10/

ミライの授業 瀧本 哲史／著 講談社 1590/T49/2

きみが世界を変えるなら 言葉を武器に変えて 石井 光太／著 ポプラ社 1595/I5/

きみが世界を変えるなら  世界を改革した子どもたち 石井 光太／著 ポプラ社 1595/I5/1-2

きみが世界を変えるなら  「わたしの物語」を生きる 石井 光太／著 ポプラ社 1595/I5/1-3

110のキーワードを読み解く2ページでわかる日本史 熊谷 充晃／著 池田書店 2101/K60/

10分で読む日本の歴史 NHK「10min.ボックス」制作班／編 岩波書店 2101/N54/

30代記者たちが出会った戦争 共同通信社会部／編 岩波書店 2107/K89/8

物語のある風景 MdN編集部／編 エムディエヌコーポレーション 2909/M49/

転換期を生きるきみたちへ 内田 樹／編 晶文社 30400/U10/12

18歳からの選択 上木原 弘修／著 フィルムアート社 30400/U19/

18歳からの政治入門 日本経済新聞政治部／編 日本経済新聞出版社 31210/N4/5

高校生のための選挙入門 斎藤 一久／編著 三省堂 31480/S12/

檻の中のライオン 楾 大樹／著 かもがわ出版 32314/H36/

お父さんが教える13歳からの金融入門 デヴィッド・ビアンキ／著 日本経済新聞出版社 33800/B3/

綾瀬はるか「戦争」を聞く 2 TBSテレビ『NEWS23』取材班／編 岩波書店 36937/T14/1-2

18歳選挙権に向けて主権者教育のすすめ 藤井 剛／著 清水書院 37531/F2/

三本木農業高校の命の授業 青森県立三本木農業高等学校／監修 光文社 37640/A4/

医学部教授が語る医学部受験と医師への道 中川 淳／著 エール出版社 37680/N13/

ときめく妖怪図鑑 門賀 美央子／文 山と溪谷社 38810/M23/

南極ないない 小塩 哲朗／著 中日新聞社 4029/O3/

もっと知りたい!「科学の芽」の世界 PART5 永田 恭介／監修 筑波大学出版会 4070/K25/1-5

ビーカーくんとそのなかまたち うえたに夫婦／著 誠文堂新光社 4070/U3/

ニュートリノ 多田 将／[著] イースト・プレス 4296/T7/2

面白くて眠れなくなる元素 左巻 健男／著 PHPエディターズ・グループ 4311/S12/4

天文キャラクター図鑑 渡部 潤一／監修 日本図書センター 4400/I6/

地球温暖化は解決できるのか 小西 雅子／著 岩波書店 4513/K19/2

微生物の図鑑 赤木 かん子／著 新樹社 4650/A6/

その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの飼いかた 松橋 利光／著 大和書房 4800/M3/1-2

クマゼミから温暖化を考える 沼田 英治／著 岩波書店 4865/N3/

atelier+LIMの3色ネイルの本 atelier+LIM／著 KADOKAWA 5950/A12/

ほぼ100均ネイルFashion×NAIL しずく／著 KADOKAWA 5950/S23/1-3

What is 和食 WASHOKU? 服部 幸應／監修 ミネルヴァ書房 5962/H49/

いぬのプーにおそわったこと 西川 文二／著 サイゾー 6456/N22/3

夢 佐藤 美由紀／著 双葉社 6456/S34/
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デジタルイラストの「身体」描き方事典 松／著 SBクリエイティブ 7265/M56/

デジタルイラストの「塗り」事典 NextCreator編集部／編著 SBクリエイティブ 7265/S44/

パワーアップ吹奏楽!サクソフォン 田中 靖人／著 ヤマハミュージックメディア 7637/T5/

ブラバン甲子園大研究 梅津 有希子／著 文藝春秋 7646/U1/

業界ナビゲーションブック 声優編 アミューズメントメディア総合学院AMG出版 7787/A9/

部活で差がつく!バスケットボール弱点克服マニュアル 田渡 優／監修 メイツ出版 7831/T3/

楕円球は努力をした者の方へ転がる 講談社／編 講談社 7834/K51/2

明日への疾走 山口 真理恵／著 実業之日本社 7834/Y23/

ジュニアのためのサーフィン最強上達バイブル 日本サーフィン連盟／監修 メイツ出版 7853/N2/

舞の海秀平と学ぶ知れば知るほど大相撲 舞の海 秀平／著 徳間書店 7881/M10/4

The NINJA-忍者ってナンジャ!?-公式ブック 「The NINJA-忍者ってナンジャ!?-」実行委員会／監修 KADOKAWA 7898/T2/

ゲームシナリオのためのファンタジー解剖図鑑 サイドランチ／編 誠文堂新光社 7980/S22/

中国語で読む我的(わたしの)ニッポン再発見! 段 文凝／著 研究社 8275/D1/

英語に好かれるとっておきの方法 横山 カズ／著 岩波書店 8307/Y14/

ファンタジーへの誘い TricksterAge編集部／編 徳間書店 9102/T171/

失恋覚悟のラウンドアバウト 浅倉 秋成／著 講談社 9136/A280/2

さくら坂 千葉 朋代／作 小峰書店 9136/C24/

歌姫メイの秘密 伊藤 たかみ／著 講談社 9136/I165/14

青い海の宇宙港 春夏篇 川端 裕人／著 早川書房 9136/K434/19

ラジオラジオラジオ! 加藤 千恵／著 河出書房新社 9136/K705/4

夢乃通い路 川瀬 健男／著 岐阜新聞社 9136/K791/

「悩み部」の成長と、その緊張。 麻希 一樹／著 学研プラス 9136/M538/1-4

蠕動で渉れ、汚泥の川を 西村 賢太／著 集英社 9136/N321/9

百年後、ぼくらはここにいないけど 長江 優子／著 講談社 9136/N334/4

紫式部の娘。賢子がまいる! 篠 綾子／作 静山社 9136/S593/2

表参道高校合唱部!  10000回だめでへとへとになっても 櫻井 剛／脚本 学研プラス 9136/S599/1-3

ジニのパズル 崔 実／著 講談社 9136/S604/

ショートショート千夜一夜 田丸 雅智／著 小学館 9136/T466/7

レイン 14 吉野 匠／[著] アルファポリス 9136/Y279/1-14

さびしさに、まけないで カン セヒョン／著 PHPエディターズ・グループ 9291/K57/

フェラルズ ジェイコブ・グレイ／著 講談社 9330/G140/

シタとロット アナ・ファン・プラーハ／著 西村書店 9493/P2/


