*=ﾘｸｴｽﾄ
＜新書：整理＆心理＞
＜新書：健康のために＞
知の仕事術
心の疲れをとる技術 自衛隊メンタル教官
上達の技術 無駄なく最短ルートで成長
なぜイヤな記憶は消えないのか
＜新書：世界の神様＞
＊ 医薬品クライシス 78兆円市場の激震
＜新書：リクエスト＞
世界の神話
神道とは何か
＊ 一切なりゆき 樹木希林のことば
＜新書：日本史＞
＊ 猫脳がわかる!
日本史のツボ
＜新書：英語＞
幕末史
英語のこころ
武士の家計簿 「加賀藩御算用者」の幕末
「空気」と「世間」
神々の明治維新 神仏分離と廃物毀釈
日本文化ビジュアル解体新書
ビブリオバトル東日本大会
＜新書：世界史＞
＜文庫本＞
出場本
成田名璃子
世界史の新常識
東京すみっこごはん
朝井リョウ
ヨーロッパ現代史
世にも奇妙な君物語
＜新書：現代社会＞
乾ルカ
花が咲くとき
笹本稜平
現代の金融入門
春を背負って
似鳥鶏
沈みゆく大国アメリカ
100億人のヨリコさん
＜新書：ベストセラー＞
佐野徹夜
君は月夜に光り輝く
真山仁
ケーキの切れない非行少年たち
そして、星の輝く夜がくる
目に見えない世界を歩く 「全盲」
松岡圭祐
高校事変
＜新書：教育＞
ギルガメシュ叙事詩
森岡浩
教育格差 階層・地域・学歴
名字の謎
愛の本 〈つながり〉を持て余すあなたへ
「ハッピーな部活」のつくり方
＜新書：古代歴史文化大賞の受賞作＞
＜弓道を描いた小説＞
我孫子武丸
アイヌ学入門
凜の弦音
＜新書：理系＞
＜和製スタンドバイミー＞
理系力が身につく週末実験
夏の騎士
百田尚樹
数学にとって証明とはなにか
＜毎日違う他人になっていたら＞
やりなおし高校地学
ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･ﾚｳﾞｨｻﾝ
エヴリデイ
◎「新書」とは、専門分野の解説書や入門書。創作ではなく、事実に基づいたもの。
＊＝リクエスト

＊=リクエスト
＜年鑑＞
ギネス世界記録 2020
世界国勢図会 2019データブック
＜オバマ前大統領夫人の自伝＞
マイ・ストーリー
＜教養のために＞
思想家たちの100の名言
読むだけで身につく世界の教養365 現代編
読破できない難解な本世界の名著60
<第二次世界大戦のデンマークで＞
ナチスに挑戦した少年たち
＜人の心理＞
もの忘れと記憶の科学
気もちのリテラシー 12の感情
窓をひろげて考えよう 体験!メディアリテラシー
＜古代ライフを知る＞
図説歴史散歩事典
知られざる弥生ライフ え?弥生土器なのに縄文が!?
知られざる縄文ライフ え?貝塚ってゴミ捨て場じゃない!
＜時事問題＞
図解はじめて学ぶみんなの政治
ニュース解説室へようこそ! 2019-20
黒い賠償 賠償総額9兆円の渦中で
＜いろいろな仕事＞
公認心理師の一日
化学のしごと図鑑
臨床工学技士になるには
＜「友だち地獄」の著者＞
「宿命」を生きる若者たち
子ども白書 2019
＜仕事としての教育＞
学校事務"プロフェッショナル"の仕事術
男性養護教諭
週休2日でも強い部活にできる!部活動顧問の仕事のルール
＜進路に迷う＞
「文系?」「理系?」に迷ったら読む本
新聞活用最前線
＜民俗と風習＞
世界の祭りと衣装
日本の伝説関東
＜基本に帰る＞
〈図解〉始まりの科学
国際化学オリンピックに挑戦! 1

＜元素・夜空・地球を素敵なカラーで＞
世界でいちばん素敵な元素の教室 Elements
世界でいちばん素敵な夜空の教室 Starry Night Skies
世界でいちばん素敵な地球の教室 the Earth
世界でいちばん素敵な色の教室f colors
＜無邪気ってこういうこと＞
世界のかわいい動物の赤ちゃん
パンダワールド
＜理科の希望図書＞
＊ 海の動物百科 １～5
＊ いのちのかんさつ 1～５
アゲハ/カエル/メダカ/カイコ/ザリガニ/ホタル
＊ すがたをかえるたべものしゃしんえほん 12
＜ジェノサイドの後に＞
義足と歩む ルワンダに生きる日本人義肢装具士
＜地図で考える＞
感情の問題地図
地図とデータで見る気象の世界ハンドブック
＜板で家具や建具を作る＞
指物の基礎と製作技法 道具と仕立て・製作工程
＜鉄道が好き＞
トコトンやさしい電車の本
軌道 福知山線脱線事故JR西日本を変えた闘い
＜究極のおもてなし＞
＊ ﾘｯﾂ・ｶｰﾙﾄﾝが大切にするサービスを超える瞬間
＜デザインと色彩＞
日本の美しい色 配色アイデア手帖
1枚デザインの構図とレイアウト
デザイン入門教室
＊ 美貌帖
＜石碑などを写しとること＞
＊ 拓本入門 基礎から裏打まで
＜芸能界で成功するには＞
＊ 売れないバンドマン
ムーンウォーク マイケル・ジャクソン自伝
プロフェッショナル13人が語るわたしの声優道
＜写真集：忘れてはいけない＞
被爆 ヒロシマ・ナガサキいのちの証
福島の記憶 3.11で止まった町
＜がんばれ運動部＞
勝つ!ハンドボール上達のコツ50
トラック走を極める!陸上競技中長距離
だれでも泳げるようになる!水泳大全
はじめよう!ボクシング

＜外国文学にチャレンジ＞
＊ 世界文学アンソロジー
＊ 英単語の語源図鑑 続
＜湊かなえ作品＞
落日
絶唱
＜アニメ化原作＞
本好きの下剋上 兵士の娘 1～3
司書になるためには手段を選んでいられません
＜ゲームの小説版＞
＊ 黄昏メアレス 魔法使いと黒猫のウィズChronicle
＜浜崎あゆみって知ってる？＞
M 愛すべき人がいて
＜著者の知念実希人氏は越谷在住？＞
ムゲンのi 上･下
＜文庫本：ライトノベル＞
ソードアート・オンライン22
Re:ゼロから始める異世界生活21
＜文庫本：追悼 田辺聖子＞
言い寄る
<文庫本：ﾏﾘｰｱﾝﾄﾜﾈｯﾄの日記の続編＞
ベルサイユのゆり
＜旅行ガイド＞
横浜・鎌倉 [2019]
＜マンガ：続編＞
ブルーピリオド Blue Period 4・5
＜国語勉強法＞
＊ 漢文早覚え速答法
＊ 空飛ぶ小論文教室
＜大型図鑑＞
FLORA図鑑植物の世界
＜クッキング・ブック＞
浜内千波さん家の疲れているときのサクッと鍋ひとつごはん
タピオカミルクティー フルーツティードリンク
＜海のめぐみをいただきます展・カツオの本＞
カツオ学入門 枕崎カツオマイスター検定
おどるカツオブシ
かつお節と日本人
＜文庫本＞
商人（「にんべん」の草創期の物語）
だし生活、はじめました。

＜大学入試問題2020＞
（赤本）
日本大学 商
日本大学 経
跡見学園女子大学
共立女子大学・短期大学
杏林大学
公立諏訪東京理科大学
埼玉大学 文系
埼玉大学 理系
信州大学 理系
静岡大学 前期日程
芝浦工業大学 前期日程
芝浦工業大学 統一・後期日程
女子栄養大学 短期大学部
十文字学園女子大学
清泉女子大学
専修大学
高崎健康福祉大学
中央学院大学
富山大学 理系
東京海洋大学
東洋大学 経済・経営・社会・他
東洋大学 文・法・国際観光・他
東京外国語大学
東京農業大学
東邦大学 薬学部
東邦大学 理・看護・健康科学
東京学芸大学
東京国際大学
日本大学 法
日本大学 文理 文
日本大学 文理 理
日本大学 理工
白鷗大学
明治薬科大学
立正大学

