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まなの本棚 芦田　愛菜／著 小学館 2019.7 019 ｱｼﾀ 青少

高校生・大学生のための
読書の教科書

稲井　達也／編著 学事出版 2019.4 019 ｲﾅｲ 青少

答えは本の中に隠れている 岩波ジュニア新書編集部／編 岩波書店 2019.6 019.5 ｺﾀｴ 青少

現代用語の基礎知識
２０１９－
２０２０

現代用語検定協会／監修 自由国民社 2019.7 031 ｹﾝﾀ 青少

気もちのリテラシー 八巻　香織／著 太郎次郎社エディタス 2019.6 141.6 ﾔﾏｷ 青少

逆境を突破する技術 児玉　光雄／著 ＳＢクリエイティブ 2017.8 146.2 ｺﾀﾏ 青少

ヤワな大人にならない！
生きかたルールブック

齋藤　孝／監修 日本図書センター 2019.7 159.5 ﾔﾜﾅ 青少

目からウロコのなるほど地理講義 地誌編 宮路　秀作／著 学研プラス 2019.5 290 ﾐﾔｼ 青少

目からウロコのなるほど地理講義 系統地理編 宮路　秀作／著 学研プラス 2019.5 290 ﾐﾔｼ 青少

独裁政治とは？ プランテルグループ／文 あかね書房 2019.7 313.8 ﾌﾗﾝ 青少

人権の世界地図
Ａｎｄｒｅｗ　Ｆａｇａｎ／
〔著〕

丸善出版 2019.6 316.1 ﾌｴｲ 青少

新・大学生が出会う法律問題 信州大学経法学部／編 創成社 2019.5 320 ｼﾝﾀ 青少

社会格差はどこから？ プランテルグループ／文 あかね書房 2019.7 361.8 ﾌﾗﾝ 青少

化学のしごと図鑑 近畿化学協会／編 化学同人 2019.3 366.2 ｶｶｸ 青少

本業はオタクです。 劇団雌猫／著 中央公論新社 2019.7 366.7 ｹｷﾀ 青少

男子が１０代のうちに
考えておきたいこと

田中　俊之／著 岩波書店 2019.7 367 ﾀﾅｶ 青少
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平和のバトン 弓狩　匡純／著 くもん出版 2019.6 369.3 ﾕｶﾘ 青少

『アメリカ女子・日本女子』のリアル みゃびー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.3 376.4 ﾐﾔﾋ 青少

農を学ぶ
農業ビジネスベジ編集部／編
集

イカロス出版 2019.8 376.7 ﾉｳｵ 青少

栄養学部 佐藤　成美／著 ぺりかん社 2019.7 376.8 ﾀｲｶ 青少

もっと知りたい科学入門 アレックス・フリス／著 東京書籍 2019.7 400 ﾌﾘｽ 青少

タイムマシンって実現できる？ 二間瀬　敏史／監修 誠文堂新光社 2019.7 421.2 ﾀｲﾑ 青少

星を楽しむ天体望遠鏡の使いかた 大野　裕明／著 誠文堂新光社 2019.7 442.3 ｵｵﾉ 青少

生き物の死にざま 稲垣　栄洋／著 草思社 2019.7 481.7 ｲﾅｶ 青少

とんでもない甲虫 丸山　宗利／著 幻冬舎 2019.7 486.6 ﾏﾙﾔ 青少

キリン解剖記 郡司　芽久／著 ナツメ社 2019.8 489.8 ｸﾝｼ 青少

心の病気ってなんだろう？ 松本　卓也／著 平凡社 2019.7 493.7 ﾏﾂﾓ 青少

食生活パーフェクトブック 上西　一弘／監修 少年写真新聞社 2019.7 498.5 ｼﾖｸ 青少

国立大学で工学を学ぼう
国立大学５６工学系学部長会
議／監修

フロムページ 2019.4 500 ｺｸﾘ 青少

鉄道車両陸送 菅野　照晃／著 イカロス出版 2019.7 536 ｽｶﾉ 青少

みんなの同人グッズ制作マニュアル ビー・エヌ・エヌ新社 2019.3 673.3 ﾐﾝﾅ 青少

Ｏｕｒ　ｂｌｕｅ かとう　れい／著 河出書房新社 2019.6 726.5 ｶﾄｳ 青少

あなたがおとなになったとき 湯本　香樹実／文 講談社 2019.7 726.5 ﾕﾓﾄ 青少

平成卒業 喋るＴシャツ／著 講談社 2019.7 748 ｼﾔﾍ 青少
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毎日こむぎねんど しばた　たかひろ／著 マール社 2019.6 751.4 ｼﾊﾀ 青少

部活で吹奏楽フルート上達ＢＯＯＫ 酒井　秀明／監修 メイツ出版 2019.4 763.7 ﾌｶﾂ 青少

オーケストラの世界 近藤　憲一／著
ヤマハミュージックエンタテインメ
ントホールディングス出版部

2019.7 764.3 ｺﾝﾄ 青少

最強！大阪桐蔭高校吹奏楽部 オザワ部長／著 学研プラス 2019.4 764.6 ｵｻﾜ 青少

吹奏楽部アナザーストーリー 上 オザワ部長／著 ベストセラーズ 2019.7 764.6 ｵｻﾜ-1 青少

吹奏楽部アナザーストーリー 下 オザワ部長／著 ベストセラーズ 2019.7 764.6 ｵｻﾜ-2 青少

パワーアップ吹奏楽！
からだの使い方

高垣　智／著
ヤマハミュージックエンタテインメ
ントホールディングス出版部

2019.5 764.6 ﾀｶｶ 青少

ラグビー語辞典 斉藤　健仁／著 誠文堂新光社 2019.7 783.4 ｻｲﾄ 青少

はじめてのスケートボード Ｈ．Ｌ．Ｎ．Ａ／監修 成美堂出版 2019.7 784.6 ﾊｼﾒ 青少

自分で考え、自分で書くための
ゆかいな文章教室

今野　真二／著 河出書房新社 2019.7 816 ｺﾝﾉ 青少

国語、数学、理科、漂流 青柳　碧人／著 文藝春秋 2019.7 913.6 ｱｵﾔ 青少

青い海の宇宙港 春夏篇 川端　裕人／著 早川書房 2019.7 913.6 ｶﾜﾊ-1 青少

青い海の宇宙港 秋冬篇 川端　裕人／著 早川書房 2019.7 913.6 ｶﾜﾊ-2 青少

意味がわかると鳥肌が立つ話 蔵間　サキ／編著 学研プラス 2019.7 913.6 ｸﾗﾏ 青少

お父さんはクールな娘に構われたい 永野　水貴／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.4 913.6 ﾅｶﾉ 青少

歌え！多摩川高校合唱部 本田　有明／著 河出書房新社 2019.7 913.6 ﾎﾝﾀ 青少
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