
タイトル 人名 請求記号 出版社

はじめてのニュース・リテラシー 白戸　圭一／著 070 筑摩書房

君たちはどう生きるか 吉野　源三郎／著 159 マガジンハウス

13歳からのイスラーム 長沢　栄治／監修 167 かもがわ出版

おべんとうの時間がきらいだった 阿部　直美／著 289.1 岩波書店

バナの戦争 バナ・アベド／著 302.27 飛鳥新社

未来をつくるあなたへ 中満　泉／著 304 岩波書店

マンガでわかる高校生からのお金の教科書 小柳　順治／原作 330 河出書房新社

武器ではなく命の水をおくりたい 中村哲医師の生き方 宮田　律／著 333 平凡社

「ハーフ」ってなんだろう? 下地　ローレンス吉孝／著 361 平凡社

小学校教諭になるには 森川　輝紀／編著 366 ぺりかん社

弁理士になるには 藤井　久子／著 366 ぺりかん社

33の悩みと答えの深い森。 奥野　武範／構成・文 366.29 青幻舎

会社で働く 松井　大助／著 366.29 ぺりかん社

親の期待に応えなくていい 鴻上　尚史／著 367 小学館

おとなを動かす悩み相談クエスト 山崎　聡一郎／監修 371 小学館

小中高・不登校生の居場所探し　2021〜2022年版 376.8 学びリンク

国際学部 三井　綾子／著 376.87 ぺりかん社

大学図鑑!　2022 オバタ　カズユキ／監 376.87 ダイヤモンド社

ジュニア空想科学読本　22 柳田　理科雄／著 404 KADOKAWA

人物でよみとく化学 藤嶋　昭／著 430.2 朝日学生新聞社



地震はなぜ起きる? 鎌田　浩毅／著 453 岩波書店

シマウマのしまはサカナのほね 小宮　輝之／文・写真 481.1 メディアパル

学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上　祐紀／著 498 KADOKAWA

地球温暖化を解決したい 小西　雅子／著 519 岩波書店

気候変動に立ちむかう子どもたち アクシャート・ラーティ／編 519.04 太田出版

建築家になりたい君へ 隈　研吾／著 520 河出書房新社

ピポンのフェルトで作る部活応援チャーム がなはようこ:ピポン／著 594 文化学園文化出版局

男子ごはんの本　その13 国分　太一／著 596 エム・シィオー

片づけを楽しむ、好きになる。 清水　幸子／[著] 597.5 学研プラス

ペットボトルからはじめる水耕栽培とプランター菜園 はた　あきひろ／文・イラスト 626.9 内外出版社

さんりく海の勉強室 青山　潤／編 663 盛岡：岩手日報社

歴史と文化を訪ねる日本の古道・五街道　1 682 教育画劇

歴史と文化を訪ねる日本の古道・五街道　2 682 教育画劇

歴史と文化を訪ねる日本の古道・五街道　3 682 教育画劇

社会を変えた50人の女性アーティストたち レイチェル・イグノトフスキー／著 702 大阪：創元社

マンガで読める目指せ!声優への道 アミューズメントメディア総合学院／監修 771.7 新星出版社

恋する映画 町山　智浩／著 778.04 スモール出版

もっとやさしい起きてから寝るまで英語表現600 辰巳　友昭／監修 837.8 アルク

ショートショートでひらめく文章教室 田丸　雅智／著 901 河出書房新社

俳句部、はじめました 神野　紗希／著 911 岩波書店

17音の青春　2021 神奈川大学広報委員会／編 911.36 角川文化振興財団



この言葉が、きみの呪いを解くのなら 伊藤　クミコ／著 913 ｲﾄ 講談社

あしたの幸福 いとう　みく／著 913 ｲﾄ 理論社

いちご×ロック 黒川　裕子／著 913 ｸﾛ 講談社

5分で読書 更伊　俊介／著 913 ｺﾞﾌ KADOKAWA

魔法の国の謎とき屋 萩原　弓佳／著 913 ﾊｷﾞ PHP研究所

野原できみとピクニック 濱野　京子／著 913 ﾊﾏ 偕成社

都会(まち)のトム&ソーヤ　17 はやみね　かおる／[著] 913 ﾊﾔ 講談社

スガリさんの感想文は絶え間ない嵐の中　4 平田　駒／著 913 ﾋﾗ 河出書房新社

みつばちと少年 村上　しいこ／著 913 ﾑﾗ 講談社

5分後に意外な結末Q 桃戸　ハル／著 913 ﾓﾓ 学研プラス

人類滅亡フラグがたちました! 令丈　ヒロ子／著 913 ﾚｲ PHP研究所

消えない叫び R.L.スタイン／監修 933 ｷｴ 理論社

不気味な叫び R.L.スタイン／監修 933 ﾌﾞｷ 理論社

春のウサギ ケヴィン・ヘンクス／作 933 ﾍﾝ 小学館

ゴースト・ボーイズ ジュエル・パーカー・ローズ／著 933 ﾛｽﾞ 評論社

青空のむこう アレックス・シアラー／著 933.7 ｼｱ 求竜堂

ぼく自身のノオト ヒュー・プレイサー／著 934.7 ﾌﾟﾚ 大阪：創元社

魔法つかいの弟子 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ／作 941 ｹﾞﾃ 理論社

火の鳥ときつねのリシカ 木村　有子／編訳 989 ﾋﾉ 岩波書店

5分後に慄き極まるラスト エブリスタ／編 F ｺﾞﾌ 河出書房新社

5分後に涙が溢れるラスト エブリスタ／編 F ｺﾞﾌ 河出書房新社



まだ見ぬ春も、君のとなりで笑っていたい 汐見　夏衛／著 F ｼｵ スターツ出版

Story for you 講談社／編 F ｽﾄ 講談社

かがみの孤城　上 辻村　深月／[著] F ﾂｼﾞ 1 ポプラ社

かがみの孤城　下 辻村　深月／[著] F ﾂｼﾞ 2 ポプラ社

掟上今日子の家計簿 西尾　維新／著 F ﾆｼ 講談社

掟上今日子の鑑札票 西尾　維新／著 F ﾆｼ 講談社

赤くない糸で結ばれている 筏田　かつら／[著] B F ｲｶ KADOKAWA

宮廷神官物語　7 榎田　ユウリ／[著] B F ｴﾀﾞ 7 KADOKAWA

宮廷神官物語　8 榎田　ユウリ／[著] B F ｴﾀﾞ 8 KADOKAWA

宮廷神官物語　9 榎田　ユウリ／[著] B F ｴﾀﾞ 9 KADOKAWA

宮廷神官物語　10 榎田　ユウリ／[著] B F ｴﾀﾞ 10 KADOKAWA

宮廷神官物語　11 榎田　ユウリ／[著] B F ｴﾀﾞ 11 KADOKAWA

宮廷神官物語　12 榎田　ユウリ／[著] B F ｴﾀﾞ 12 KADOKAWA

かがみのもり 大崎　梢／著 B F ｵｵ 光文社

江戸落語奇譚 奥野　じゅん／[著] B F ｵｸ KADOKAWA

ゴーストハント　5 小野　不由美／[著] B F ｵﾉ KADOKAWA

メイジアン・カンパニー　2 佐島　勤／[著] B F ｻﾄ KADOKAWA

学園キノ　6 時雨沢　恵一／[著] B F ｼｸﾞ 6 KADOKAWA

学園キノ　7 時雨沢　恵一／[著] B F ｼｸﾞ 7 KADOKAWA

心が折れた夜のプレイリスト 竹宮　ゆゆこ／著 B F ﾀｹ 新潮社

ハルさん 藤野　恵美／著 B F ﾌｼﾞ 東京創元社



小暮写眞館　1 宮部　みゆき／著 B F ﾐﾔ 新潮社

小暮写眞館　2 宮部　みゆき／著 B F ﾐﾔ 新潮社

小暮写眞館　3 宮部　みゆき／著 B F ﾐﾔ 新潮社

小暮写眞館　4 宮部　みゆき／著 B F ﾐﾔ 新潮社

われら滅亡地球学クラブ 向井　湘吾／[著] B F ﾑｶ 幻冬舎

勉強する気はなぜ起こらないのか 外山　美樹／著 N 141 筑摩書房

コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術 上坂　博亨／著 N 809 岩波書店

天使たちの課外活動　6 茅田　砂胡／著 N F ｶﾔ 中央公論新社

いつかあなたをわすれても 桜木　紫乃／文 E ｵｻﾞ 集英社


