
書名 著者名 出版社 分類

図解でわかる14歳から知っておきたいAI インフォビジュアル研究所／著 太田出版 007.13

司書のお仕事 大橋　崇行／著 勉誠出版 013.1

3分後にゾッとする話 並木　伸一郎／著 理論社 147

逆境を乗り越える50のヒント 植西　聰／著 PHP研究所 159

中学生の悩みごと 高濱　正伸／著 実務教育出版 159

10代からのマネー図鑑 マーカス・ウィークス／著 三省堂 330

13歳からの経済のしくみ・ことば図鑑 花岡　幸子／著 WAVE出版 330

図解でわかる14歳からのお金の説明書 インフォビジュアル研究所／著 太田出版 330

世界で活躍する仕事100 三菱UFJリサーチ&コンサルティング／編東洋経済新報社 333.8

くらべる世界 おかべ　たかし／文 東京書籍 361.5

バイオ技術者・研究者になるには 堀川　晃菜／著 ぺりかん社 366

臨床検査技師になるには 岩間　靖典／著 ぺりかん社 366

カッコいい資格図鑑 鈴木　秀明／監修 主婦の友社 366.29

もっとやりたい仕事がある! 池上　彰／著・監修 小学館 366.29

「ふつう」ってなんだ? ReBit／監修 学研プラス 367

13歳から知っておきたいLGBT+ アシュリー・マーデル／著 ダイヤモンド社 367.97

こどものための防災教室 今泉　マユ子／著 理論社 369

学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社／編 ポプラ社 371.42

先生は教えてくれない就活のトリセツ 田中　研之輔／著 筑摩書房 377

落ちこぼれゼロ!勉強ぐせが身につく学習ノートのつくり方 木村　理恵／著 明日香出版社 379.9

マサイのルカがスマホで井戸を掘る話 ルカ・サンテ／著 学研プラス 382.45

美しい科学の世界 伊知地　国夫／写真・文 東京堂出版 404

高校一冊目の化学基礎 船登　惟希／著 KADOKAWA 430

14歳からの天文学 福江　純／著 日本評論社 440

ぼくは恐竜探険家! 小林　快次／著 講談社 457

はではでカエル クリス・アーリー／[著] 化学同人 487.85

義肢装具士の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 498

空飛ぶ救命救急室ドクターヘリの秘密 和氣　晃司／著 彩流社 498

カレーライスを一から作る 前田　亜紀／著 ポプラ社 610

日本の漁港と漁村 漁港漁場漁村技術研究所／編集 漁港漁場漁村技術研究所 662.1

君たちは夢をどうかなえるか 松本　零士／著 PHP研究所 726

歌を作ろう! ミマス／著 音楽之友社 767.8

バレエ物語集 ジェラルディン・マコックラン／著 偕成社 769

人生を変えるアニメ 河出書房新社／編 河出書房新社 778

羽生善治の将棋入門 羽生　善治／著 河出書房新社 796

なくなりそうな世界のことば 吉岡　乾／著 創元社 802

マンガでわかる高校3年間の英語をこの1冊でざっと復習する本稲田　一／原作・監修 KADOKAWA 830

中学英語は7日間でやり直せる。 澤井　康佑／著 学研プラス 830

咸臨丸にかけた夢 鳴海　風／作 くもん出版 289 ｵﾉ

アンネ・フランク 早乙女　勝元／著 新日本出版社 289.3 ﾌﾗ

教育学部 三井　綾子／著 ぺりかん社 376.87 ｼﾝﾛ

心に風が吹いてくる青春文学アンソロジー 高山　実佐／編 三省堂 902.3 ｺｺ

5分後に意外な結末ex 桃戸　ハル／編著 学研プラス 908 ｺﾞﾌ

大人になるまでに読みたい15歳の詩　1 ゆまに書房 911 ｵﾄ 1

大人になるまでに読みたい15歳の詩　2 ゆまに書房 911 ｵﾄ 2

大人になるまでに読みたい15歳の詩　3 ゆまに書房 911 ｵﾄ 3

大人になるまでに読みたい15歳の詩　4 ゆまに書房 911 ｵﾄ 4

大人になるまでに読みたい15歳の詩　5 ゆまに書房 911 ｵﾄ 5

大人になるまでに読みたい15歳の詩　6 ゆまに書房 911 ｵﾄ 6

あなたを好きになった瞬間(とき) たちまちクライマックス委員会／編 ポプラ社 913 ｱﾅ



満月の娘たち 安東　みきえ／著 講談社 913 ｱﾝ

わたしが少女型ロボットだったころ 石川　宏千花／著 偕成社 913 ｲｼ

墓守りのレオ　[1] 石川　宏千花／著 小学館 913 ｲｼ 1

墓守りのレオ　[2] 石川　宏千花／著 小学館 913 ｲｼ 2

マイナス・ヒーロー 落合　由佳／著 講談社 913 ｵﾁ

夢見る横顔 嘉成　晴香／著 PHP研究所 913 ｶﾅ

給食アンサンブル 如月　かずさ／著 光村図書出版 913 ｷｻ

キミに会えてよかった たちまちクライマックス委員会／編 ポプラ社 913 ｷﾐ

15歳、ぬけがら 栗沢　まり／著 講談社 913 ｸﾘ

奏のフォルテ 黒川　裕子／著 講談社 913 ｸﾛ

ある晴れた夏の朝 小手鞠　るい／著 偕成社 913 ｺﾃﾞ

5分後に思わず涙。 桃戸　ハル／編著 学研プラス 913 ｺﾞﾌ

5分後に笑えるどんでん返し エブリスタ／編 河出書房新社 913 ｺﾞﾌ

5分後に切ないラスト エブリスタ／編 河出書房新社 913 ｺﾞﾌ

波うちぎわのシアン 斉藤　倫／著 偕成社 913 ｻｲ

一〇五度 佐藤　まどか／著 あすなろ書房 913 ｻﾄ

ぼくらのロストワールド 宗田　理／作 ポプラ社 913 ｿｳ

ぼくらの卒業旅行(グランド・ツアー) 宗田　理／作 ポプラ社 913 ｿｳ

悪ガキ7　[1] 宗田　理／著 静山社 913 ｿｳ 1

悪ガキ7　[2] 宗田　理／著 静山社 913 ｿｳ 2

悪ガキ7　[3] 宗田　理／著 静山社 913 ｿｳ 3

悪ガキ7　[4] 宗田　理／著 静山社 913 ｿｳ 4

悪ガキ7　[5] 宗田　理／著 静山社 913 ｿｳ 5

悪ガキ7　[6] 宗田　理／著 静山社 913 ｿｳ 6

君だけのシネマ 高田　由紀子／作 PHP研究所 913 ﾀｶ

青いスタートライン 高田　由紀子／作 ポプラ社 913 ﾀｶ

銀杏堂 橘　春香／作・絵 偕成社 913 ﾀﾁ

水晶宮の死神 田中　芳樹／著 東京創元社 913 ﾀﾅ

あした飛ぶ 束田　澄江／作 学研プラス 913 ﾂｶ

理科準備室のヴィーナス 戸森　しるこ／著 講談社 913 ﾄﾓ

ひかり舞う 中川　なをみ／著 ポプラ社 913 ﾅｶ

セパ! 虹山　つるみ／作 ポプラ社 913 ﾆｼﾞ

ビブリオバトルへ、ようこそ! 濱野　京子／作 あかね書房 913 ﾊﾏ

奇譚ルーム はやみね　かおる／著 朝日新聞出版 913 ﾊﾔ

意味が分かると怖い話 藤白　圭／著 河出書房新社 913 ﾌｼﾞ

安寿姫草紙(ものがたり) 三田村　信行／作 ポプラ社 913 ﾐﾀ

龍にたずねよ みなと　菫／著 講談社 913 ﾐﾅ

昔話法廷　Season3 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班／編 金の星社 913 ﾑｶ 3

ユーチュー部!! 山田　明／著 学研プラス 913 ﾔﾏ

青空トランペット 吉野　万理子／作 学研プラス 913 ﾖｼ

南西の風やや強く 吉野　万理子／著 あすなろ書房 913 ﾖｼ

世にも不思議なストーリー 木野　誠太郎／著 西東社 913 ﾖﾆ

かえたい二人 令丈　ヒロ子／作 PHP研究所 913 ﾚｲ

なりたい二人 令丈　ヒロ子／作 PHP研究所 913 ﾚｲ

リトル・トリー フォレスト・カーター／著 めるくまーる 933 ｶﾀ

クマのプー A.A.ミルン／原案 KADOKAWA 933 ｸﾏ

ぼくらの原っぱ森 ジュリア・グリーン／作 フレーベル館 933 ｸﾞﾘ

レモンの図書室 ジョー・コットリル／作 小学館 933 ｺﾂ

泥 ルイス・サッカー／作 小学館 933 ｻﾂ

ダレン・シャン Darren Shan／著 小学館 933 ｼﾔ

ダレン・シャン　10 Darren Shan／作 小学館 933 ｼﾔ



ダレン・シャン　11 Darren Shan／作 小学館 933 ｼﾔ

ダレン・シャン　2 Darren Shan／著 小学館 933 ｼﾔ

ダレン・シャン　3 Darren Shan／著 小学館 933 ｼﾔ

ダレン・シャン　5 Darren Shan／著 小学館 933 ｼﾔ

ダレン・シャン　7 Darren Shan／著 小学館 933 ｼﾔ

ダレン・シャン　8 Darren Shan／著 小学館 933 ｼﾔ

セブン・レター・ワード キム・スレイター／作 評論社 933 ｽﾚ

ただ、見つめていた ジェイムズ・ハウ／作 徳間書店 933 ﾊｳ

さよなら、スパイダーマン アナベル・ピッチャー／著 偕成社 933 ﾋﾟﾂ

ぼくがスカートをはく日 エイミ・ポロンスキー／著 学研プラス 933 ﾎﾟﾛ

恋するぷにちゃん ジュリー・マーフィー／作 小学館 933 ﾏﾌ

ある子ども ロイス・ローリー／[著] 新評論 933 ﾗｳ

ギヴァー ロイス・ローリー／[著] 新評論 933 ﾗｳ

ギャザリング・ブルー ロイス・ローリー／[著] 新評論 933 ﾗｳ

メッセンジャー ロイス・ローリー／[著] 新評論 933 ﾗｳ

カラヴァル ステファニー・ガーバー／著 キノブックス 933.7 ｶﾞﾊﾞ

レジェンダリー ステファニー・ガーバー／著 キノブックス 933.7 ｶﾞﾊﾞ

雑種 フランツ・カフカ／作 理論社 943 ｶﾌ

緑の扉は夢の入口 ケルスティン・ギア／著 東京創元社 943.7 ｷﾞｱ

猫の楽園 エミール・ゾラ／作 理論社 953 ｿﾞﾗ

三びきのクマ レフ・トルストイ／作 理論社 983 ﾄﾙ

The MANZAI あさの　あつこ／[著] KADOKAWA B F ｱｻ

魔法科高校の劣等生　26 佐島　勤／[著] KADOKAWA B F ｻﾄ

星界の戦旗　6 森岡　浩之／著 早川書房 B F ﾓﾘ

パドルの子 虻川　枕／著 ポプラ社 F ｱﾌﾞ

金木犀と彼女の時間 彩坂　美月／著 東京創元社 F ｱﾔ

押絵と旅する男 江戸川　乱歩／著 立東舎 F ｴﾄﾞ

病弱探偵 岡崎　琢磨／著 講談社 F ｵｶ

檸檬 梶井　基次郎／著 立東舎 F ｶｼﾞ

心霊探偵八雲 神永　学／[著] KADOKAWA F ｶﾐ

房総グランオテル 越谷　オサム／著 祥伝社 F ｺｼ

ぼくらはその日まで 小嶋　陽太郎／著 ポプラ社 F ｺｼﾞ

花歌は、うたう 小路　幸也／著 河出書房新社 F ｼﾖ

スマイリング! 土橋　章宏／著 中央公論新社 F ﾄﾞﾊﾞ

水槽の中 畑野　智美／著 KADOKAWA F ﾊﾀ

くじら島のナミ 浜口　倫太郎／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン F ﾊﾏ

空に咲く恋 福田　和代／著 文藝春秋 F ﾌｸ

走れ!T校バスケット部　8 松崎　洋／[著] 幻冬舎 F ﾏﾂ 8

友達以上探偵未満 麻耶　雄嵩／著 KADOKAWA F ﾏﾔ

ペンギンは空を見上げる 八重野　統摩／著 東京創元社 F ﾔｴ

君の知らない方程式 山本　弘／[著] 東京創元社 F ﾔﾏ

黒のショートショート 山口　タオ／著 講談社 F ﾔﾏ

白のショートショート 山口　タオ／著 講談社 F ﾔﾏ

翼を持つ少女 山本　弘／[著] 東京創元社 F ﾔﾏ

瓶詰地獄 夢野　久作／著 立東舎 F ﾕﾒ

学ぶということ 内田　樹／著 筑摩書房 N 002

10代に語る平成史 後藤　謙次／著 岩波書店 N 210

アンネ・フランクに会いに行く 谷口　長世／著 岩波書店 N 289 ﾌﾗ

核兵器はなくせる 川崎　哲／著 岩波書店 N 319

天使たちの課外活動　6 茅田　砂胡／著 中央公論新社 N F ｶﾔ


