
タイトル 人名 出版者 請求記号

まなの本棚 芦田　愛菜／著 小学館 019.9

しあわせって、なに? オスカー・ブルニフィエ／文 朝日出版社 151

失われた世界への時間旅行 堤　隆／著 新泉社 210

消防官の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 317

平和のバトン 弓狩　匡純／著 くもん出版 319

暴力って、なに? オスカー・ブルニフィエ／文 朝日出版社 361

僕たちはなぜ働くのか　上 池上　彰／監修 学研プラス 366

僕たちはなぜ働くのか　下 池上　彰／監修 学研プラス 366

消防官になるには 益田　美樹／著 ぺりかん社 366

証券・保険業界で働く 生島　典子／著 ぺりかん社 366

旅行業務取扱管理者になるには 鈴木　一吉／著 ぺりかん社 366

精神保健福祉士の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 369

獣医学部 斉藤　智／著 ぺりかん社 376

栄養学部 佐藤　成美／著 ぺりかん社 376.87

ことばにできない宇宙のふしぎ エラ・フランシス・サンダース／著　イラスト 創元社 404

数とコンピューターについて知っておくべき100のこと アリス・ジェームス／[ほか]文 小学館 410

親子で楽しむ和算の図鑑 谷津　綱一／著 技術評論社 419

太陽ってどんな星? 宮原　ひろ子／作 新日本出版社 444

心の病気ってなんだろう? 松本　卓也／著 平凡社 493

?ギモンを!かいけつくすりの教室　1 加藤　哲太／監修 保育社 499



?ギモンを!かいけつくすりの教室　2 加藤　哲太／監修 保育社 499

?ギモンを!かいけつくすりの教室　3 加藤　哲太／監修 保育社 499

世界を変えた60人の偉人たち 東京電機大学／編 東京電機大学出版局 502.8

航空整備士になる本　[2019] イカロス出版 538.28

部活でスキルアップ!放送活躍のポイント50 さらだ　たまこ／監修 メイツ出版 699

美と芸術って、なに? オスカー・ブルニフィエ／文 朝日出版社 701

はじめての絵画の歴史 デイヴィッド・ホックニー／著 青幻舎インターナショナル 720

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 764.6

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 764.6

はじめてのスケートボード H.L.N.A／監修 成美堂出版 786.8

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 816

放課後の文章教室 小手鞠　るい／著 偕成社 816

江戸っ子漱石先生からの手紙 渡邉　文幸／著 理論社 910.26 ﾅﾂ

えいご・まどさん まど　みちお／詩 童話屋 911 ﾏﾄﾞ

ぼくたちは卵のなかにいた 石井　睦美／作 小学館 913 ｲｼ

天を掃け 黒川　裕子／著 講談社 913 ｸﾛ

未来を花束にして 小林　深雪／著 講談社 913 ｺﾊﾞ

赤いペン 澤井　美穂／作 フレーベル館 913 ｻﾜ

ぼくらののら犬砦 宗田　理／作 ポプラ社 913 ｿｳ

ネッシーはいることにする 長薗　安浩／著 ゴブリン書房 913 ﾅｶﾞ

きみの存在を意識する 梨屋　アリエ／作 ポプラ社 913 ﾅｼ



12歳で死んだあの子は 西田　俊也／作 徳間書店 913 ﾆｼ

お絵かき禁止の国 長谷川　まりる／著 講談社 913 ﾊｾ

「悩み部」の復活と、その証明。 麻希　一樹／著 学研プラス 913 ﾏｷ

夏に泳ぐ緑のクジラ 村上　しいこ／作 小学館 913 ﾑﾗ

moja 吉田　桃子／著 講談社 913 ﾖｼ

小説天気の子 新海　誠／著 KADOKAWA F ｼﾝ

リスタート ゴードン・コーマン／著 あすなろ書房 933 ｺﾏ

わたしがいどんだ戦い1940年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー／作 評論社 933 ﾌﾞﾗ

ゴースト ジェイソン・レノルズ／作 小峰書店 933 ﾚﾉ

ソンジュの見た星 リ　ソンジュ／著 徳間書店 936 ﾘ

ギリシア神話 斉藤　洋／文 理論社 991 ｷﾞﾘ

何のための「教養」か 桑子　敏雄／著 筑摩書房 N 002

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 N 159

カガク力を強くする! 元村　有希子／著 岩波書店 N 404

日本人にとって自然とはなにか 宇根　豊／著 筑摩書房 N 404

三国志　上 羅　貫中／作 岩波書店 N 923 ﾗ

三国志　中 羅　貫中／作 岩波書店 N 923 ﾗ

三国志　下 羅　貫中／作 岩波書店 N 923 ﾗ

吸血鬼に鐘は鳴る 赤川　次郎／著 集英社 B F ｱｶ

茉莉花官吏伝　6 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)　22リバース 鎌池　和馬／著 KADOKAWA B F ｶﾏ



キノの旅　22 時雨沢　恵一／著 KADOKAWA B F ｼｸﾞ

スーパーカブ　5 トネ・コーケン／著 KADOKAWA B F ﾄﾈ

おとなりの晴明さん　第5集 仲町　六絵／著 KADOKAWA B F ﾅｶ

しあわせの島へ マリット・テルンクヴィスト／作・絵 徳間書店 E ﾃﾝ

まどのそと 佐野　史郎／作 岩崎書店 E ﾊﾀﾞ


