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学問からの手紙 宮野　公樹／著 小学館 2019.3 002 ﾐﾔﾉ 青少

パブロフくんと学ぶはじめてのプログラミング よせだ　あつこ／著 中央経済社 2019.5 007.6 ﾖｾﾀ 青少

ネット断ち 齋藤　孝／著 青春出版社 2019.1 019 ｻｲﾄ 青少

ＴＡＭＡ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 東京都立多摩図書館／編 東京都立多摩図書館 201903 019 ﾀﾏｾ 青少

世界なんでもランキング図鑑 池野　範男／監修 ミネルヴァ書房 2019.2 031.5 ｾｶｲ 青少

日本なんでもランキング図鑑 池野　範男／監修 ミネルヴァ書房 2019.2 031.5 ﾆﾎﾝ 青少

明日いいことが必ず起こる
孤独の夜に寄り添う１１７の言葉

しみず　たいき／著 大和書房 2019.3 159 ｼﾐｽ 青少

生きづらさを抱えるきみへ ｗｉｔｈｎｅｗｓ編集部／著 ベストセラーズ 2019.4 159.7 ｱｻﾋ 青少

本当の「頭のよさ」ってなんだろう？ 齋藤　孝／著 誠文堂新光社 2019.6 159.7 ｻｲﾄ 青少

「考える力」を育む子どものための名言集 金田一　秀穂／監修 池田書店 2019.3 159.8 ｶﾝｶ 青少

きみを変える５０の名言 〔１〕 佐久間　博／文 汐文社 2019.1 159.8 ｻｸﾏ-1 青少

きみを変える５０の名言 〔２〕 佐久間　博／文 汐文社 2019.1 159.8 ｻｸﾏ-2 青少

きみを変える５０の名言 〔３〕 佐久間　博／文 汐文社 2019.3 159.8 ｻｸﾏ-3 青少

明日話したくなる元号・改元 阿部　泉／監修 清水書院 2019.5 210 ｱｼﾀ 青少

自分を信じた１００人の男の子の物語 ベン・ブルックス／文 河出書房新社 2019.4 280.4 ﾌﾙﾂ 青少

ざんねんな武将たち 大友　宗哉／著 辰巳出版 2019.4 281 ｵｵﾄ 青少

教科書から消える！？偉人たち 初田　景都／著 辰巳出版 2019.4 281 ﾊﾂﾀ 青少
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リヤカー引いてアフリカ縦断 吉田　正仁／著 小学館クリエイティブ 2019.4 294 ﾖｼﾀ 青少

池上彰の世界の見方 東南アジア 池上　彰／著 小学館 2019.4 302 ｲｹｶ 青少

このままだと、日本に未来はないよね。 ひろゆき／著 洋泉社 2019.3 304 ﾆｼﾑ 青少

警察官という生き方 久保　正行／〔著〕 イースト・プレス 2019.3 317.7 ｸﾎ 青少

１３歳からの日本外交 孫崎　享／著 かもがわ出版 2019.4 319.1 ﾏｺｻ 青少

高校生にも読んでほしい
平和のための安全保障の授業

佐藤　正久／著 ワニブックス 2019.6 319.8 ｻﾄｳ 青少

君たちの日本国憲法 池上　彰／著 ホーム社 2019.2 323.1 ｲｹｶ 青少

あの頃、ボクらは少年院にいた セカンドチャンス！／編 新科学出版社 2019.3 327.8 ｱﾉｺ 青少

国籍の？がわかる本 木下　理仁／著 太郎次郎社エディタス 2019.4 329.9 ｷﾉｼ 青少

集中講義高校生の経営学 洞口　治夫／編著 文眞堂 2018.11 335.1 ﾎﾗｸ 青少

簿記がわかってしまう魔法の書 小沢　浩／著 日本実業出版社 2019.3 336.9 ｵｻﾜ 青少

「本当の友達がいなくてさびしい」と思ったとき読む本 大嶋　信頼／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.3 361.4 ｵｵｼ 青少

アルバイトから学ぶ仕事入門 佐野　薫／編著 中央経済社 2019.4 366.8 ｻﾉ 青少

“今”からできる！日常防災 永田　宏和／監修 池田書店 2019.4 369.3 ｲﾏｶ 青少

大学進学のための“返さなくてよい”奨学金ガイド 給付型奨学金研究会／編 産学社 2019.3 373.4 ﾀｲｶ 青少

一生の武器になる勉強法 葉一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.4 375 ﾊｲﾁ 青少

NLAナキワラ！ 第４１回（２０１８）
ニューライフ・アドベンチャー運
動実行委員会／編

ニューライフ・アドベン
チャー運動実行委員会

2019.3 376.4 ｴﾇｴ 青少

経営学部・商学部 大岳　美帆／著 ぺりかん社 2019.4 376.8 ﾀｲｶ 青少
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大学図鑑！ ２０２０ オバタ　カズユキ／監 ダイヤモンド社 2019.3 376.8 ﾀｲｶ 青少

教授だから知っている大学入試のトリセツ 田中　研之輔／著 筑摩書房 2019.3 376.8 ﾀﾅｶ 青少

高校一冊目の参考書 船登　惟希／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.3 376.8 ﾌﾅﾄ 青少

最後の秘境東京藝大 二宮　敦人／著 新潮社 2019.4 377.2 ﾆﾉﾐ 青少

海外の高校＆大学へ行こう！ ２０２０年度版 アルク 2019.4 377.6 ｶｲｶ 青少

少年の主張全国大会報告書 第４０回 国立青少年教育振興機構／編 国立青少年教育振興機構 2019.3 379 ｼﾖｳ 青少

ニッポン制服百年史 内田　静枝／編著 河出書房新社 2019.3 383.1 ｳﾁﾀ 青少

親子でまなぶ礼儀と作法 小笠原　敬承斎／著 淡交社 2019.3 385.9 ｵｶｻ 青少

封筒ギフトスタイル 森　珠美／著 日東書院本社 2019.3 385.9 ﾓﾘ 青少

世界でいちばん素敵な科学の教室 遠藤　芳文／企画　文 三才ブックス 2019.4 404 ｴﾝﾄ 青少

にわかには信じがたい本当にあったこと デビッド・ブラウン／編
日経ナショナルジオグラ
フィック社

2019.3 404 ﾆﾜｶ 青少

未来の科学者との対話 １６
神奈川大学広報委員会全国高校生
理科・科学論文大賞専門委員会／
編

日刊工業新聞社 2018.5 404 ﾐﾗｲ-16 青少

未来の科学者との対話 １７
神奈川大学広報委員会全国高校生
理科・科学論文大賞専門委員会／
編

日刊工業新聞社 2019.5 404 ﾐﾗｲ-17 青少

読むトポロジー 瀬山　士郎／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.12 415.7 ｾﾔﾏ 青少

宇宙人ミューとカイのかわいい統計大作戦 小島　寛之／著 ミネルヴァ書房 2019.3 417 ｺｼﾏ 青少

確率 ニュートンプレス 2019.5 417.1 ｶｸﾘ 青少

国際化学オリンピックに挑戦！ １
日本化学会化学オリンピック支援
委員会／監修

朝倉書店 2019.5 430 ｺｸｻ-1 青少

国際化学オリンピックに挑戦！ ２
日本化学会化学オリンピック支援
委員会／監修

朝倉書店 2019.5 430 ｺｸｻ-2 青少
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国際化学オリンピックに挑戦！ ３
日本化学会化学オリンピック支援
委員会／監修

朝倉書店 2019.5 430 ｺｸｻ-3 青少

国際化学オリンピックに挑戦！ ４
日本化学会化学オリンピック支援
委員会／監修

朝倉書店 2019.5 430 ｺｸｻ-4 青少

国際化学オリンピックに挑戦！ ５
日本化学会化学オリンピック支援
委員会／監修

朝倉書店 2019.5 430 ｺｸｻ-5 青少

宇宙を生きる 磯部　洋明／著 小学館 2019.3 440.1 ｲｿﾍ 青少

幸せを引き寄せる月の満ちかけ物語 前田　まゆみ／文・絵 創元社 2019.4 446.2 ﾏｴﾀ 青少

世界でいちばん素敵な海の教室 藤岡　換太郎／監修 三才ブックス 2019.2 452 ｾｶｲ 青少

化石ハンター 小林　快次／著 ＰＨＰ研究所 2019.6 457.8 ｺﾊﾔ 青少

ならべてくらべる絶滅と進化の動物史 川崎　悟司／著 ブックマン社 2019.4 467.5 ｶﾜｻ 青少

世界でいちばん素敵な進化の教室 長谷川　政美／監修 三才ブックス 2019.2 467.5 ｾｶｲ 青少

ルーペで発見！雑草観察ブック 亀田　龍吉／写真・文 世界文化社 2019.3 470 ｶﾒﾀ 青少

もしもキリンと恋に落ちたら メセグリン／著 サンクチュアリ出版 2019.3 480 ﾒｾｸ 青少

動物たちの青春白書 小林　朋道／監修 エイ出版社 2019.6 480.4 ﾜｸｻ 青少

カラス博士と学生たちのどうぶつ研究奮闘記 杉田　昭栄／著 緑書房 2019.3 481.1 ｽｷﾀ 青少

昆虫たちのやばい生き方図鑑 須田　研司／監修 日本文芸社 2019.5 486.1 ｺﾝﾁ 青少

図解でわかる１４歳から知る
人類の脳科学、その現在と未来

松元　健二／監修 太田出版 2019.4 491.3 ｽｶｲ 青少

超入門！ニッポンのまちのしくみ 福川　裕一／監修 淡交社 2019.3 518.8 ﾁﾖｳ 青少

世界の美しい学校 パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 2019.4 526.3 ﾊｲｲ 青少

宇宙プロジェクトがまるごとわかる本 エイ出版社 2019.5 538.9 ｳﾁﾕ 青少
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宇宙に命はあるのか 小野　雅裕／著 ＳＢクリエイティブ 2018.2 538.9 ｵﾉ 青少

かまわぬ手ぬぐい百科 河出書房新社編集部／編 河出書房新社 2019.5 589.2 ｶﾏﾜ 青少

一生ついてまわる家事のキホンが身につく本 大人の常識研究会／編著 大和出版 2019.4 590 ｵﾄﾅ 青少

ひとり暮らしの時間とお金の使い方 主婦の友社／編 主婦の友社 2019.3 590 ﾋﾄﾘ 青少

はじめてでもきれいに縫えるお裁縫の基礎 加藤　容子／著 日本文芸社 2019.3 593 ｶﾄｳ 青少

これでいいんだ！自炊ごはん 市瀬　悦子／著 学研プラス 2019.3 596 ｲﾁｾ 青少

世界のへんな肉 白石　あづさ／著 新潮社 2019.5 596.3 ｼﾗｲ 青少

かんたん！かわいい！ねこ弁 ダンノ　マリコ／著 金の星社 2019.2 596.4 ﾀﾝﾉ 青少

庭に咲く花えほん 前田　まゆみ／作 あすなろ書房 2019.5 627 ﾏｴﾀ 青少

バラ図鑑８２０ 主婦の友社／編 主婦の友社 2019.4 627.7 ﾊﾗｽ 青少

明日はきっとうまくいく 沖　昌之／著 朝日新聞出版 2019.3 645.6 ｵｷ 青少

それでもがんばる！どんまいな犬と猫図鑑 今泉　忠明／監修 宝島社 2019.6 645.6 ｿﾚﾃ 青少

ずっと読みたい０才から１００才の広告コピー
ＷＲＩＴＥＳ　ＰＵＢＬＩＳＨＩ
ＮＧ／編

ライツ社 2019.3 674.2 ｽﾂﾄ 青少

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 2019.5 721 ｱｷﾓ 青少

気になるモノを描いて楽しむ観察スケッチ 檜垣　万里子／著 ホビージャパン 2019.4 725 ﾋｶｷ 青少

どうぶつのかたち練習帖 秋草　愛／著 パイインターナショナル 2019.3 725.5 ｱｷｸ 青少

アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」 中川　裕／著 集英社 2019.3 726.1 ﾅｶｶ 青少

カッター１本でＯＫ！はじめての消しゴムはんこ 立澤　あさみ／著 メイツ出版 2019.3 736 ﾀﾂｻ 青少
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なじょすべ 山本　宗補／写真 彩流社 2019.3 748 ﾔﾏﾓ 青少

繍えども繍えども 長艸　敏明／著 講談社 2019.5 753.7 ﾅｶｸ 青少

食べたあとのお楽しみ！かわいいパッケージクラフト 〔２〕 平田　美咲／作 汐文社 2019.3 754.9 ﾋﾗﾀ-2 青少

東大生がつくったブロックの世界 東大ＬＥＧＯ部／著 洋泉社 2019.3 759 ﾄｳﾀ 青少

イラストでわかる！クラシックの楽しみ方 中川　右介／著 ＳＢクリエイティブ 2019.4 762.3 ﾅｶｶ 青少

吹奏楽の星 ２０１８年度版 朝日新聞出版 2018.12 764.6 ｽｲｿ 青少

マーベル映画のすべて アダム・ブレイ／著 うさぎ出版 2019.3 778.2 ﾌﾚｲ 青少

歴史を変えた５０人の女性アスリートたち
レイチェル・イグノトフスキー／
著

創元社 2019.4 780.2 ｲｸﾉ 青少

宇野昌磨の軌跡 青嶋　ひろの／著 講談社 2019.4 784.6 ｱｵｼ 青少

プロのｅスポーツプレーヤーになる！ 岸　大河／監修 河出書房新社 2019.3 798 ﾌﾛﾉ 青少

中高生からの日本語の歴史 倉島　節尚／著 筑摩書房 2019.3 810.2 ｸﾗｼ 青少

数え方図鑑 やまぐち　かおり／絵 日本図書センター 2019.3 815.2 ｶｿｴ 青少

１３歳からの英語で自分の意見を伝える本 小野田　博一／著
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

2019.3 837.8 ｵﾉﾀ 青少

詩を書くってどんなこと？ 若松　英輔／著 平凡社 2019.3 901.1 ﾜｶﾏ 青少

１７音の青春 ２０１９ 神奈川大学広報委員会／編 角川文化振興財団 2019.3 911.3 ｼﾕｳ 青少

１７音の青春 ２０１８ 神奈川大学広報委員会／編 角川文化振興財団 2018.3 911.3 ｼﾕｳ 青少

詩人の声をきいた木 谷川　俊太郎／詩 求龍堂 2019.3 911.5 ﾀﾆｶ 青少

星に願いを、そして手を。 青羽　悠／著 集英社 2019.2 913.6 ｱｵﾊ 青少
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浜村渚の計算ノート ９さつめ 青柳　碧人／〔著〕 講談社 2019.4 913.6 ｱｵﾔ-11 青少

ただいまラボ 片川　優子／〔著〕 講談社 2019.4 913.6 ｶﾀｶ 青少

声のお仕事 川端　裕人／著 文藝春秋 2019.5 913.6 ｶﾜﾊ 青少

この世界は何だ！？じわじわ気になるほぼ１００字の小
説

北野　勇作／著 キノブックス 2019.3 913.6 ｷﾀﾉ 青少

リヴィジョンズ ３ Ｓ・Ｆ・Ｓ／原作 早川書房 2019.3 913.6 ｷﾑﾗ-3 青少

大進化どうぶつデスゲーム 草野　原々／著 早川書房 2019.4 913.6 ｸｻﾉ 青少

１７歳のうた 坂井　希久子／著 文藝春秋 2019.5 913.6 ｻｶｲ 青少

明るい夜に出かけて 佐藤　多佳子／著 新潮社 2019.5 913.6 ｻﾄｳ 青少

高校サッカーボーイズＵ－１６ はらだ　みずき／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.4 913.6 ﾊﾗﾀ-6 青少

小さな恋のうた 平田　研也／〔著〕 講談社 2019.3 913.6 ﾋﾗﾀ 青少

流星の下で、君は二度死ぬ 藤石　波矢／著 新潮社 2019.5 913.6 ﾌｼｲ 青少

ふたりの文化祭 藤野　恵美／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.2 913.6 ﾌｼﾉ 青少

歪み真珠 山尾　悠子／著 筑摩書房 2019.3 913.6 ﾔﾏｵ 青少

誰がために鐘を鳴らす 山本　幸久／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.3 913.6 ﾔﾏﾓ 青少

ウチら棺桶まで永遠のランウェイ ｋｅｍｉｏ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.4 914.6 ｹﾐｵ 青少

しあわせしりとり 益田　ミリ／著 ミシマ社 2019.4 914.6 ﾏｽﾀ 青少

思わず考えちゃう ヨシタケ　シンスケ／著 新潮社 2019.3 914.6 ﾖｼﾀ 青少

母の記憶に ケン・リュウ／著 早川書房 2019.5 933 ﾘﾕｳ 青少
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