
タイトル 人名 出版者 請求記号

14歳の教室 若松　英輔／著 NHK出版 104

10代から考える生き方選び 竹信　三恵子／著 岩波書店 159

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 山崎　圭一／著 SBクリエイティブ 209

日本の歴史　1 講談社 210

日本の歴史　2 講談社 210

日本の歴史　3 講談社 210

日本の歴史　4 講談社 210

日本の歴史　5 講談社 210

日本の歴史　6 講談社 210

日本の歴史　7 講談社 210

日本の歴史　8 講談社 210

日本の歴史　9 講談社 210

日本の歴史　10 講談社 210

日本の歴史　11 講談社 210

日本の歴史　12 講談社 210

日本の歴史　13 講談社 210

日本の歴史　14 講談社 210

日本の歴史　15 講談社 210

日本の歴史　16 講談社 210

日本の歴史　17 講談社 210

日本の歴史　18 講談社 210



日本の歴史　19 講談社 210

日本の歴史　20 講談社 210

旅が好きだ! 河出書房新社／編 河出書房新社 290

池上彰の世界の見方 インド 池上　彰／著 小学館 302.25

村上世彰、高校生に投資を教える。 村上　世彰／著 KADOKAWA 338.15

教育業界で働く 三井　綾子／著 ぺりかん社 366

10代のための資格・検定 大泉書店編集部／編 大泉書店 366

AIエンジニアになるには 丸山　恵／著 ぺりかん社 366

ゲーム業界で働く 小杉　眞紀／著 ぺりかん社 366

学校に行きたくない君へ　続 全国不登校新聞社／編 ポプラ社 371.42

薬学部 橋口　佐紀子／著 ぺりかん社 376

特別支援学校教諭になるには 松矢　勝宏／編著 ぺりかん社 378

ぼくの「自学ノート」 梅田　明日佳／著 小学館 379.7

もっと知りたい!「科学の芽」の世界　PART7 永田　恭介／監修 筑波大学出版会 404

マンガと図鑑でおもしろい!わかる元素の本 うえたに夫婦／著 大和書房 431.11

お菓子な自由研究 東京製菓学校／監修 学研プラス 596

漫画トルストイ 人は何によって生きるか レフ・トルストイ／作 幻冬舎 726.1

あなたがいてくれたから コビ・ヤマダ／文 パイインターナショナル726.6

部活めし! 村田　裕子／監修・料理 オレンジページ 780.19

スポーツをがんばる子どもの勝てるカラダを作る献立 石川　三知／著 学研プラス 780.19

わけがわかる中学英語 学研プラス／編 学研プラス 830

まったく話せない高校生が半年で話せるようになり1年で議論できるようになる英語習得法浜野　清澄／著 実務教育出版 830.7



できるキッズ子どもと学ぶJavaScriptプログラミング入門 大澤　文孝／著 インプレス 7.64

「読む」って、どんなこと? 高橋　源一郎／著 NHK出版 19.12

旅をする本 丸山　晃／著 ラグーナ出版 19.9

13歳から分かる!7つの習慣 「7つの習慣」編集部／監修 日本図書センター 159 ｴﾌ

今日から始めるコツコツのコツ コツコツブック制作委員会／編 コツコツブック制作委員会159 ｺﾂ

ジュニア空想科学読本　5 柳田　理科雄／著 KADOKAWA 404 5

ジュニア空想科学読本　6 柳田　理科雄／著 KADOKAWA 404 6

ジュニア空想科学読本　7 柳田　理科雄／著 KADOKAWA 404 7

ジュニア空想科学読本　8 柳田　理科雄／著 KADOKAWA 404 8

建築士の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 520 ｼﾝﾛ

包み蒸し8分ほったらかしのやせごはん 川崎　利栄／著 世界文化社 596 ｶﾜ

パラアスリートの折れないココロのつくりかた 瀬立　モニカ／著 主婦の友社 785.5 ｾﾘ

お庭番デイズ　上 有沢　佳映／著 講談社 913 ｱﾘ

お庭番デイズ　下 有沢　佳映／著 講談社 913 ｱﾘ

青春ノ帝国 石川　宏千花／著 あすなろ書房 913 ｲｼ

鹿の王 水底の橋 上橋　菜穂子／著 KADOKAWA 913 ｳｴ

5分で読書　　きのう、失恋した カドカワ読書タイム／編 KADOKAWA 913 ｺﾞﾌ

5分で読書　　キミは絶対に騙される カドカワ読書タイム／編 KADOKAWA 913 ｺﾞﾌ

イイズナくんは今日も、 櫻　いいよ／著 PHP研究所 913 ｻｸ

じりじりの移動図書館(ブックカー) 廣嶋　玲子／著 講談社 913 ｼﾞﾘ

映画弱虫ペダル 渡辺　航／原作 岩崎書店 913 ｽｹ

ワタシゴト 中澤　晶子／作 汐文社 913 ﾅｶ



華麗なる探偵アリス&ペンギン　[15] 南房　秀久／著 小学館 913 ﾅﾝ

マギオ・ムジーク 仁木　英之／作 JULA出版局 913 ﾆｷ

無限の中心で まはら　三桃／著 講談社 913 ﾏﾊ

魔女と花火と100万円 望月　雪絵／作 講談社 913 ﾓﾁ

ユーチュー部!! 山田　明／著 学研プラス 913 ﾔﾏ

ユーチュー部!!　駅伝編 山田　明／著 学研プラス 913 ﾔﾏ

ユーチュー部!!　受験編 山田　明／著 学研プラス 913 ﾔﾏ

ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ／作 小学館 933 ｶﾄﾞ

名探偵ポアロ ABC殺人事件 アガサ・クリスティー／著 早川書房 933 ｸﾘ

ぼくだけのぶちまけ日記 スーザン・ニールセン／作 岩波書店 933 ﾆﾙ

震える叫び R.L.スタイン／監修 理論社 933 ﾌﾙ

ベルリン1945　上 クラウス・コルドン／作 岩波書店 943 ｺﾙ 

ベルリン1945　下 クラウス・コルドン／作 岩波書店 943 ｺﾙ 

まんがでわかるカミュ『ペスト』 小川　仁志／監修 宝島社 953.7 ｶﾐ

<死に森>の白いオオカミ グリゴーリー・ディーコフ／作 徳間書店 983 ﾃﾞｲ

吸血鬼と呪いの森 赤川　次郎／著 集英社 B F ｱｶ

よろず占い処陰陽屋秋の狐まつり 天野　頌子／[著] ポプラ社 B F ｱﾏ

白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月　1 小野　不由美／著 新潮社 B F ｵﾉ

創約とある魔術の禁書目録(インデックス)　2 鎌池　和馬／[著] KADOKAWA B F ｶﾏ

闇中の星 五代　ゆう／著 早川書房 B F ｺﾞﾀﾞ

5分後に意外な結末ベスト・セレクション　黒の巻 桃戸　ハル／編・著 講談社 B F ｺﾞﾌ

5分後に意外な結末ベスト・セレクション　白の巻 桃戸　ハル／編・著 講談社 B F ｺﾞﾌ



空に咲く恋 福田　和代／著 文藝春秋 B F ﾌｸ

ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ 三上　延／[著] KADOKAWA B F ﾐｶ

夢をかなえるゾウ　1 水野　敬也／著 文響社 B F ﾐｽﾞ

夢をかなえるゾウ　2 水野　敬也／著 文響社 B F ﾐｽﾞ

夢をかなえるゾウ　3 水野　敬也／著 文響社 B F ﾐｽﾞ

しろとくろ きくち　ちき／作 講談社 E ｷｸ

かべ ピーター・シス／作 BL出版 E ｼｽ

どっちの勝ち? トニ・モリスン／文 みすず書房 E ﾙﾒ

ぼくはにんげん スーザン・ヴェルデ／文 新評論 E ﾚｲ

どうぞ愛をお叫びください 武田　綾乃／著 新潮社 F ﾀｹ

『さいごの本やさん』の長い長い終わり 野村　美月／著 KADOKAWA F ﾉﾑ

令夢の世界はスリップする はやみね　かおる／著 講談社 F ﾊﾔ

跳べ、暁! 藤岡　陽子／著 ポプラ社 F ﾌｼﾞ

公務員という仕事 村木　厚子／著 筑摩書房 N 317

一人で思う、二人で語る、みんなで考える 追手門学院大学成熟社会研究所／編岩波書店 N 375

できちゃいました!フツーの学校 富士晴英とゆかいな仲間たち／著 岩波書店 N 376

すごいぜ!菌類 星野　保／著 筑摩書房 N 474


