
タイトル 人名 出版者 請求記号

しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール 島袋　コウ／著 旬報社 007.3

ぼくらの中の「トラウマ」 青木　省三／著 筑摩書房 146

日本という国 小熊　英二／著 新曜社 210

歴史とは靴である 磯田　道史／著 講談社 210.04

天才たちの人生図鑑 山崎　圭一／監修 宝島社 280.4

いま生きているという冒険 石川　直樹／著 新曜社 290

はじめての沖縄 岸　政彦／著 新曜社 302

地政学でわかるわたしたちの世界 ティム・マーシャル／さく 評論社 312

未来を変える目標SDGsアイデアブック Think the Earth／編著 Think the Earth 333.8

まんがクラスメイトは外国人　課題編 「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会／編 明石書店 334

13歳からの税 三木　義一／監修 かもがわ出版 345

賀茂川コミュニケーション塾 谷口　忠大／著 世界思想社 361.45

薬剤師になるには 井手口　直子／編著 ぺりかん社 366

行政書士になるには 三田　達治／編著 ぺりかん社 366

消防官になるには 益田　美樹／著 ぺりかん社 366

幼稚園教諭になるには 大豆生田　啓友／著 ぺりかん社 366

臨床工学技士になるには 岩間　靖典／著 ぺりかん社 366

中学生・高校生の仕事ガイド　2020-2021年版 進路情報研究会／編 桐書房 366.29

いじめ 心の中がのぞけたら　6 本山　理咲／著 朝日学生新聞社 371 6

たんぽぽ　令和2年度入学用ガイド 静岡県健康福祉部地域医療課∥[ほか編] 静岡県健康福祉部地域医療課 377

アイヌ民族:歴史と現在 アイヌ民族文化財団 382.11

森の物語 アーネスト・トンプソン・シートン／作 理論社 480

いのちを救う災害時医療 森村　尚登／著 河出書房新社 498

グレタと立ち上がろう ヴァレンティナ・ジャンネッラ／著 岩崎書店 519

はじめての「ぬう」と「あむ」+おさいほう ミカ／著 主婦の友社 594

こまったさんのレシピブック 寺村　輝夫／レシピ原案 あかね書房 596

マンガでわかる「日本絵画」の見かた 矢島　新／監修 誠文堂新光社 721

アニメーターの仕事がわかる本 西位　輝実／著 玄光社 778.77

オリンピック・パラリンピックを学ぶ 後藤　光将／編著 岩波書店 780

わたしの外国語漂流記 河出書房新社／編 河出書房新社 807

鉄人講師が明かす三羽邦美の漢文ルール 三羽　邦美／著 PHP研究所 820

英語日記BOY 新井　リオ／著 左右社 830.7

千と千尋の神隠し 宮崎　駿／原作・脚本・監督 徳間書店 726 ｾﾝ

天空の城ラピュタ 宮崎　駿／原作 徳間書店 726 ﾃﾝ

友達ゼロで不登校だった僕が世界一ハッピーな高校生になれたわけ よしあき／著 KADOKAWA 779.9 ﾖｼ

詩を書くってどんなこと? 若松　英輔／著 平凡社 901 ﾜｶ

大人になるまでに読みたい15歳の海外の詩　2 青木　健／編 ゆまに書房 908 ｵﾄ

大人になるまでに読みたい15歳の海外の詩　1 青木　健／編 ゆまに書房 908 ｵﾄ 1

あの本の主人公と歩く東京物語散歩100 堀越　正光／著 ぺりかん社 910.26 ﾎﾘ

世界はもっと美しくなる 寮　美千子／編 ロクリン社 911.56 ｾｶ

朔と新 いとう　みく／著 講談社 913 ｲﾄ

狐笛のかなた 上橋　菜穂子／作 理論社 913 ｳｴ

窓 小手鞠　るい／作 小学館 913 ｺﾃﾞ

5分後に謎解きのラスト エブリスタ／編 河出書房新社 913 ｺﾞﾌ

ゆけ、シンフロ部! 堀口　泰生／小説 学研プラス 913 ﾎﾘ

ずっと見つめていた 森島　いずみ／作 偕成社 913 ﾓﾘ

天邪鬼な皇子と唐の黒猫 渡辺　仙州／作 ポプラ社 913 ﾜﾀ

ケルトの白馬 ローズマリー・サトクリフ／作 ほるぷ出版 933 ｻﾄ

炎の戦士クーフリン ローズマリー・サトクリフ／作 ほるぷ出版 933 ｻﾄ

ブラウン神父呪いの書 ギルバート・キース・チェスタトン／作 理論社 933 ﾁｴ

ウォーリアーズ　4-6 エリン・ハンター／作 小峰書店 933 ﾊﾝ

アポロンと5つの神託　1 リック・リオーダン／著 ほるぷ出版 933 ﾘｵ 1

アポロンと5つの神託　2 リック・リオーダン／著 ほるぷ出版 933 ﾘｵ 2



パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　[1] リック・リオーダン／作 ほるぷ出版 933 ﾘｵ 1

ベルリン1919　上 クラウス・コルドン／作 岩波書店 943 ｺﾙ 1

ベルリン1919　下 クラウス・コルドン／作 岩波書店 943 ｺﾙ 2

おろしてください 有栖川　有栖／作 岩崎書店 E ｲﾁ

蜜柑 芥川　龍之介／著 立東舎 F ｱｸ

青ノ果テ 伊与原　新／著 新潮社 F ｲﾖ

夜長姫と耳男 坂口　安吾／著 立東舎 F ｻｶ

女生徒 太宰　治／著 立東舎 F ﾀﾞｻﾞ

葉桜と魔笛 太宰　治／著 立東舎 F ﾀﾞｻﾞ

猫町 萩原　朔太郎／著 立東舎 F ﾊｷﾞ

坂下あたると、しじょうの宇宙 町屋　良平／著 集英社 F ﾏﾁ

死後の恋 夢野　久作／著 立東舎 F ﾕﾒ

私の彼氏は吸血鬼 赤川　次郎／著 集英社 B F ｱｶ

招き猫神社のテンテコ舞いな日々　1 有間　カオル／[著] KADOKAWA B F ｱﾘ 1

招き猫神社のテンテコ舞いな日々　3 有間　カオル／[著] KADOKAWA B F ｱﾘ 3

青ノ果テ 伊与原　新／著 新潮社 B F ｲﾖ

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

あやかし双子のお医者さん　8 椎名　蓮月／[著] KADOKAWA B F ｼｲ

おとなりの晴明さん　第6集 仲町　六絵／[著] KADOKAWA B F ﾅｶ

トリカブトの花言葉を教えて 吉野　万理子／著 新潮社 B F ﾖｼ

日本史でたどるニッポン 本郷　和人／著 筑摩書房 N 210

カラヴァッジョ《聖マタイの召命》 宮下　規久朗／著 筑摩書房 N 723 ｶﾗ


