
  書　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　版　者 請求記号

神様の御用人　7 浅葉　なつ／[著] KADOKAWA F ｱｻ 

少年たちは花火を横から見たかった 岩井　俊二／[著] KADOKAWA 913 ｲﾜ

狐笛のかなた 上橋　菜穂子／著 新潮社 F ｳｴ

真夜中のパン屋さん　[6] 大沼　紀子／[著] ポプラ社 F ｵｵ

新約とある魔術の禁書目録(インデックス)　18 鎌池　和馬／[著] KADOKAWA F ｶﾏ 

ソードアート・オンライン　20 川原　礫／[著] KADOKAWA F ｶﾜ 

春天繚乱　１～３ 九月　文／[著] KADOKAWA F ｸﾂ

大江戸妖怪かわら版　7 香月　日輪／[著] 講談社 F ｺｳ 

妖怪アパートの幽雅な日常　ラスベガス外伝 香月　日輪／[著] 東京：講談社 F ｺｳ

ぼくらはその日まで 小嶋　陽太郎／著 ポプラ社 F ｺｼﾞ

風雲のヤガ 五代　ゆう／著 早川書房 F ｺﾞﾀﾞ 

魔法科高校の劣等生　22 佐島　勤／[著] KADOKAWA F ｻﾄ 

僕は上手にしゃべれない 椎野　直弥／著 ポプラ社 913 ｼｲ

あやかし双子のお医者さん　1・2 椎名　蓮月／[著] KADOKAWA F ｼｲ 

うさぎパン 瀧羽　麻子／[著] 幻冬舎 F ﾀｷ

冥恋十王帳　[1] 月本　ナシオ／[著] KADOKAWA F ﾂｷ

理科準備室のヴィーナス 戸森　しるこ／著 講談社 913 ﾄﾓ

姫君の妖(あやかし)事件簿　１～４ 長尾　彩子／著 集英社 F ﾅｶﾞ

恋する熱気球 梨屋　アリエ／著 講談社 913 ﾅｼ

狼と羊皮紙　3 支倉　凍砂／[著] KADOKAWA F ﾊｾ 



狼と香辛料　19 支倉　凍砂／[著] KADOKAWA F ﾊｾ 

白銀の花嫁 はるおか　りの／著 集英社 F ﾊﾙ

天宮の舞姫 はるおか　りの／著 集英社 F ﾊﾙ

もう誘拐なんてしない 東川　篤哉／著 文藝春秋 F ﾋｶﾞ

神抱く凪の姫　１～２ 響野　夏菜／[著] エンターブレイン F ﾋﾋﾞ

四季 　春～冬（全4巻） 森　博嗣／[著] 講談社 F ﾓﾘ 

君の知らない方程式 山本　弘／[著] 東京創元社 F ﾔﾏ

ナイスキャッチ!　2 横沢　彰／作 新日本出版社 913 ﾖｺ

かえたい二人 令丈　ヒロ子／作 PHP研究所 913 ﾚｲ

漱石先生の手紙が教えてくれたこと 小山　慶太／著 岩波書店 910 ﾅﾂ

ドラゴンラージャ　1～10 イ　ヨンド／作 岩崎書店 929 ｲ

ファニー13歳の指揮官 ファニー・ベン=アミ／[著] 岩波書店 929 ﾍﾞﾝ

サイモンvs人類平等化計画 ベッキー・アルバータリ／作 岩波書店 933 ｱﾙ

ぼくとあいつと瀕死の彼女 ジェス・アンドルーズ／著 ポプラ社 933.7 ｱﾝ

フェラルズ　3 ジェイコブ・グレイ／著 講談社 933 ｸﾞﾚ

僕には世界がふたつある ニール・シャスタマン／著 集英社 933.7 ｼﾔ

緑の霧 キャサリン・ヴァン・クリーヴ／作 ほるぷ出版 933 ﾊﾞﾝ

わたしがいどんだ戦い1939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

神々と戦士たち　4 ミシェル・ペイヴァー／著 あすなろ書房 933 ﾍﾟｲ

人間とは何か マーク・トウェイン／[著] KADOKAWA 934 ﾄｳ

パーラ　上下 ラルフ・イーザウ／著 あすなろ書房 943 ｲｻﾞ



太陽と月の大地 コンチャ・ロペス=ナルバエス／著 福音館書店 963 ﾛﾍﾟ

マーシャの日記 マーシャ・ロリニカイテ／著 新日本出版社 985 ﾛﾘ

小論文これだけ!　今さら聞けないウルトラ超基礎編樋口　裕一／著 東洋経済新報社 816.5

話し方ひとつでキミは変わる 福田　健／著 PHP研究所 809

スカートはかなきゃダメですか? 名取　寛人／著 理論社 769.91 ﾅﾄ

部活で差がつく!勝つハンドボール最強のコツ50 阿部　直人／監修 メイツ出版 783.3

敗北を力に! 元永　知宏／著 岩波書店 783

部活で吹奏楽トランペット上達BOOK 佛坂　咲千生／監修 メイツ出版 763.63

思いどおりのキャラが描けるテクニックBOOK 東京アニメーター学院／監修 成美堂出版 726.1

クリエイターのハローワーク ビーコムプラス／著 マール社 707

珍獣ドクターのドタバタ診察日記 田向　健一／著 ポプラ社 649

忙しい日のスピードごはん ぱお／著 KADOKAWA 596

日本一小さな農業高校の学校づくり 品田　茂／著 岩波書店 526

助産師になるには 加納　尚美／編著 ぺりかん社 498.14

わたしのクマ研究 小池　伸介／著 さ・え・ら書房 489

マンボウのひみつ 澤井　悦郎／著 岩波書店 487

星のきほん 駒井　仁南子／著 誠文堂新光社 443

世界に通じるマナーとコミュニケーション 横手　尚子／著 岩波書店 385

理学部・理工学部 佐藤　成美／著 ぺりかん社 376.87

文学部 戸田　恭子／著 ぺりかん社 376.87

中学生になったら 宮下　聡／著 岩波書店 376



未来の科学者との対話　15 神奈川大学広報委員会全国高校生理科・科学論文大賞専門委員会／編日刊工業新聞社 375.42

「いじめ」や「差別」をなくすためにできること 香山　リカ／著 筑摩書房 371

もっとやりたい仕事がある! 池上　彰／著・監修 小学館 366.29

保健師・養護教諭になるには 山崎　京子／監修 ぺりかん社 366

動物看護師になるには 井上　こみち／著 ぺりかん社 366

生きる 森越　智子／作 童心社 366

小学生でもわかるお金にまつわるそもそも事典 吹田　朝子／著 シーアンドアール研究所 337

中高生からの選挙入門 谷　隆一／著 ぺりかん社 314.8

東大留学生ディオンが見たニッポン ディオン・ン・ジェ・ティン／著 岩波書店 302

聖徳太子 東野　治之／著 岩波書店 288

歴史に「何を」学ぶのか 半藤　一利／著 筑摩書房 210

人間はだまされる 三浦　準司／著 理論社 070

世界不思議地図 佐藤　健寿／著 朝日新聞出版 049

世界のしくみまるわかり図鑑 リチャード・プラット／著 柏書房 033

読みたい心に火をつけろ! 木下　通子／著 岩波書店 017

大人を黙らせるインターネットの歩き方 小木曽　健／著 筑摩書房 007

質問する、問い返す 名古谷　隆彦／著 岩波書店 002


