
書名 著者名 出版者 分類

創造するということ 宇野　重規／著 筑摩書房 002

ヤングアダルトの本 日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ 028.09

自分を好きになりたい。 わたなべ　ぽん／著 幻冬舎 146.8

生きづらい明治社会 松沢　裕作／著 岩波書店 210

図解でわかる14歳から知る日本戦後政治史 インフォビジュアル研究所／著 太田出版 312.1

日本のカッコいい公務員図鑑 秋山　謙一郎／監修 主婦の友社 317.3 ｼﾝﾛ

国境なき助産師が行く 小島　毬奈／著 筑摩書房 329

救急救命士になるには 益田　美樹／著 ぺりかん社 366

大人になったらしたい仕事　2 朝日中高生新聞編集部／[編] 朝日学生新聞社 366

宇宙・天文で働く 本田　隆行／著 ぺりかん社 366

救急救命士になるには 益田　美樹／著 ぺりかん社 366

キャリア教育に活きる!仕事ファイル　1 小峰書店編集部／編著 小峰書店 366 ｼﾝﾛ1

キャリア教育に活きる!仕事ファイル　2 小峰書店編集部／編著 小峰書店 366 ｼﾝﾛ2

キャリア教育に活きる!仕事ファイル　3 小峰書店編集部／編著 小峰書店 366 ｼﾝﾛ3

キャリア教育に活きる!仕事ファイル　4 小峰書店編集部／編著 小峰書店 366 ｼﾝﾛ4

キャリア教育に活きる!仕事ファイル　5 小峰書店編集部／編著 小峰書店 366 ｼﾝﾛ5

キャリア教育に活きる!仕事ファイル　6 小峰書店編集部／編著 小峰書店 366 ｼﾝﾛ6

キャリア教育に活きる!仕事ファイル　7 小峰書店編集部／編著 小峰書店 366 ｼﾝﾛ7

障がい者の仕事場を見に行く　1 小山　博孝／文・写真 童心社 366 ｼﾝﾛ1

障がい者の仕事場を見に行く　2 小山　博孝／文・写真 童心社 366 ｼﾝﾛ2

障がい者の仕事場を見に行く　3 小山　博孝／文・写真 童心社 366 ｼﾝﾛ3

障がい者の仕事場を見に行く　4 松矢　勝宏／編著 童心社 366 ｼﾝﾛ4

中学生・高校生の仕事ガイド　2019-2020年版 進路情報研究会／編 桐書房 366.29

わたし8歳、職業、家事使用人。 日下部　尚徳／著 合同出版 366.38

ギャングを抜けて。 工藤　律子／著 合同出版 367

子どもの権利宣言 シェーヌ出版社／編 大阪：創元社 369

居場所がほしい 浅見　直輝／著 岩波書店 371

清水式定期テストで結果を出す50の習慣 清水　章弘／著 PHP研究所 375

医学部 浅野　恵子／著 ぺりかん社 376

中学受験基本のキ! 西村　則康／共著 日経BP社 376.83 ｼﾝﾛ

ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる方法 バリー・マーシャル／著 WAVE出版 407

はではでカエル クリス・アーリー／[著] 京都：化学同人 487.85

死体が教えてくれたこと 上野　正彦／著 河出書房新社 498

「在宅医療」で働く人の一日 WILLこども知育研究所／編著 大阪：保育社 498

買いものは投票なんだ ほう／絵 三五館シンシャ 519

宇宙・天文で働く 本田　隆行／著 ぺりかん社 538.9 ｼﾝﾛ

キッチン・ルール 小林　カツ代／著 朝日出版社 596

きょうも♪たのしっぺい　season1.2.3 広報広聴・シティプロモーション課／編磐田：磐田市 601.15

黒板アート甲子園作品集 日学株式会社／総監修 日東書院本社 720.87

ボクらはゆるく生きている じゅえき太郎／著 KADOKAWA 726.1 

中学生・高校生のための吹奏楽楽典・音楽理論 侘美　秀俊／著 シンコーミュージック・エンタテイメント761

日本語が面白い!数え方の絵本 ロコ・まえだ／著 京都：柳原出版 815.2

車夫　3 いとう　みく／作 小峰書店 913 ｲﾄ

ヴンダーカンマー 樫崎　茜／著 理論社 913 ｶｼ

マレスケの虹 森川　成美／作 小峰書店 913 ﾓﾘ

ヒイラギ荘の小さな恋 チャールズ・ディケンズ／作 理論社 933 ﾃﾞｲ

風がはこんだ物語 ジル・ルイス／文 あすなろ書房 933 ﾙｲ

エヴリデイ デイヴィッド・レヴィサン／作 小峰書店 933 ﾚﾋﾞ 

リスのたんじょうび トーン・テレヘン／著 偕成社 949 ﾃﾚ

ルイーズ・ブルジョワ エイミー・ノヴェスキー／文 西村書店 E ｱｾ



放課後の名探偵 市川　哲也／著 東京創元社 F ｲﾁ

2.43　春高編 壁井　ユカコ／著 集英社 F ｶﾍﾞ

2.43　[first season] 壁井　ユカコ／著 集英社 F ｶﾍﾞ 1

2.43　second season 壁井　ユカコ／著 集英社 F ｶﾍﾞ 2

14歳、明日の時間割 鈴木　るりか／著 小学館 F ｽｽﾞ

掟上今日子の乗車券 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ

夕暮れ密室 村崎　友／[著] KADOKAWA F ﾑﾗ

茉莉花官吏伝　1 石田　リンネ／[著] KADOKAWA B F ｲｼ

茉莉花官吏伝　2 石田　リンネ／[著] KADOKAWA B F ｲｼ

茉莉花官吏伝　3 石田　リンネ／[著] KADOKAWA B F ｲｼ

茉莉花官吏伝　4 石田　リンネ／[著] KADOKAWA B F ｲｼ

新約とある魔術の禁書目録(インデックス)　21 鎌池　和馬／[著] KADOKAWA B F ｶﾏ

司波達也暗殺計画　1 佐島　勤／[著] KADOKAWA B F ｻﾄ

逆転後宮物語　[1] 芝原　歌織／[著] 講談社 B F ｼﾊﾞ

逆転後宮物語　[4] 芝原　歌織／[著] 講談社 B F ｼﾊﾞ

学園ゴーストバスターズ　[2] 三國　青葉／著 小学館 B F ﾐｸ 2

神さまのいる書店　[1] 三萩　せんや／著 KADOKAWA B F ﾐﾊ

香りと歴史7つの物語 渡辺　昌宏／著 岩波書店 N 576

ポーラの戴冠式 茅田　砂胡／著 中央公論新社 N F ｶﾔ


