
タイトル 人名 出版者 請求記号

10代から身につけたいギリギリな自分を助ける方法 井上　祐紀／著 KADOKAWA 146.8

きみはスゴイぜ! マシュー・サイド／著 飛鳥新社 159

知らなかった、ぼくらの戦争 アーサー・ビナード／編著 小学館 210.75

池上彰のまんがでわかる現代史 東アジア 池上　彰／著 小学館 220.7

自分を好きになるレッスン ミシェル・オバマ／[著] 玄光社 289.3 ｵﾊﾞ

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

議会制民主主義の活かし方 糠塚　康江／著 岩波書店 313

12歳の少女が見つけたお金のしくみ 泉　美智子／著 宝島社 331

お金のしくみを知りかしこく扱う方法 ジェーン・ビンハム／著 東京書籍 338

みんなを支える生命保険 こめ助／まんが 学研プラス 339

AIエンジニアになるには 丸山　恵／著 ぺりかん社 366

「さみしさ」の力 榎本　博明／著 筑摩書房 371

部活魂!この文化部がすごい 読売中高生新聞編集室／著 筑摩書房 375

必読!必勝!受験のための「孫子の兵法」 齋藤　孝／著 PHP研究所 376

教養学部 木村　由香里／著 ぺりかん社 376

薬学部 橋口　佐紀子／著 ぺりかん社 376.87

僕たちはまだ、仕事のことを何も知らない。 各務　展生／原案 学研プラス 377.95

ひとすじの光 ウォルター・ウィック／文・写真 小学館 425

はずれ者が進化をつくる 稲垣　栄洋／著 筑摩書房 467

トムソーヤーを育てる水族館 安部　義孝／著 新日本出版社 480.76

ぴかぴか深海生物 エリック・ホイト／[著] 化学同人 481.74

おもろい虫 マイケル・ウォレック／[著] 化学同人 486

きもかわチョウとガ ロナルド・オレンスタイン／[著] 化学同人 486.8

はではでカエル クリス・アーリー／[著] 化学同人 487.85

キメキメ鳥 クリス・アーリー／[著] 化学同人 488

イラスト版13歳からのメンタルケア 安川　禎亮／編著 合同出版 498

繊細すぎてしんどいあなたへ 串崎　真志／著 岩波書店 498

グレタ・トゥーンベリ グレタ・トゥーンベリ／[著] あすなろ書房 519

セメントのひみつ 工藤　ケン／まんが 学研プラス 573

ゲーム業界で働く 小杉　眞紀／著 ぺりかん社 589.77

すみっコぐらしの刺しゅう図案集 ブティック社 594.2 ｽﾐ

京大カレー部秘伝のスパイスカレーレシピ 京大カレー部／著 河出書房新社 596 ｷﾖ

世界一ズボラなBOXパン! 斎藤　ゆかり／著 ワニブックス 596.63 ｻｲ

恐竜と古生物の折り紙 川畑　文昭／著 誠文堂新光社 754.9

ピアノで弾くJ-POPバラードソングス　2020 シンコーミュージック・エンタテイメント 763.2

King & Prince 5周年の軌跡 キンプリウォッチャー編集部／編 辰巳出版 767.8

チェンジ! 越智　貴雄／著 くもん出版 780

干菓子250 淡交社編集局／編 京都：淡交社 791.7

今ドキ恋愛英会話 レイニー先生／著 主婦の友社 837.8

青春ノ帝国 石川　宏千花／著 あすなろ書房 913 ｲｼ

天使のにもつ いとう　みく／著 童心社 913 ｲﾄ

5分で読書 カドカワ読書タイム／編 KADOKAWA 913 ｺﾞﾌ

スイマー 高田　由紀子／著 ポプラ社 913 ﾀｶ

南総里見八犬伝　1 滝沢　馬琴／原作 偕成社 913 ﾀｷ 1

南総里見八犬伝　2 滝沢　馬琴／原作 偕成社 913 ﾀｷ 2

南総里見八犬伝　3 滝沢　馬琴／原作 偕成社 913 ﾀｷ 3

保健室経由、かねやま本館。 松素　めぐり／著 講談社 913 ﾏﾂ

無限の中心で まはら　三桃／著 講談社 913 ﾏﾊ

赤毛証明 光丘　真理／作 くもん出版 913 ﾐﾂ

イーブン 村上　しいこ／作 小学館 913 ﾑﾗ



ユーチュー部!!　受験編 山田　明／著 学研プラス 913 ﾔﾏ

秘密のノート ジョー・コットリル／作 小学館 933 ｺﾂ

ペンダーウィックの四姉妹　4 ジーン・バーズオール／作 小峰書店 933 ﾊﾞｽﾞ 4

震える叫び R.L.スタイン／監修 理論社 933 ﾌﾙ

11番目の取引 アリッサ・ホリングスワース／作 鈴木出版 933 ﾎﾘ

指輪物語　7 J・R・R・トールキン／[著] 評論社 933.7 ﾄﾙ

きょうはそらにまるいつき 荒井　良二／著 偕成社 E ｱﾗ

あさになったのでまどをあけますよ 荒井　良二／著 偕成社 E ｱﾗ

さがしています アーサー・ビナード／作 童心社 E ｵｶ

むこう岸には マルタ・カラスコ／作 ほるぷ出版 E ｶﾗ

せかいいちうつくしいぼくの村 小林　豊／作・絵 ポプラ社 E ｺﾊﾞ

せかいいちうつくしい村へかえる 小林　豊／作・絵 ポプラ社 E ｺﾊﾞ

ぼくの村にサーカスがきた 小林　豊／作・絵 ポプラ社 E ｺﾊﾞ

ドームがたり アーサー・ビナード／作 玉川大学出版部 E ｽｽﾞ

ヒロシマ消えたかぞく 指田　和／著 ポプラ社 E ｽｽﾞ

焼けあとのちかい 半藤　一利／文 大月書店 E ﾂｶ

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ [ムヒカ／述] 汐文社 E ﾅｶ

はらっぱ 西村　繁男／画 童心社 E ﾆｼ

なぜ戦争はよくないか アリス・ウォーカー／文 偕成社 E ﾋﾞﾀ

どっちの勝ち? トニ・モリスン／文 みすず書房 E ﾙﾒ

#君と明日を駆ける 一宮　梨華／著 KADOKAWA F ｲﾁ

食堂かたつむり 小川　糸／[著] ポプラ社 F ｵｶﾞ

ゴーストハント　1 小野　不由美／[著] KADOKAWA F ｵﾉ

ゴーストハント　2 小野　不由美／[著] KADOKAWA F ｵﾉ

六番目の小夜子 恩田　陸／著 新潮社 F ｵﾝ

晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井　あめ／著 講談社 F ｸｼﾞ

ないものねだりの君に光の花束を 汐見　夏衛／著 KADOKAWA F ｼｵ

ラストエンブリオ　8 竜ノ湖太郎／著 KADOKAWA F ﾀﾂ

風に恋う 額賀　澪／著 文藝春秋 F ﾇｶ

おいしいコーヒーのいれ方　Second Season9 村山　由佳／著 集英社 F ﾑﾗ

おいしくて泣くとき 森沢　明夫／[著] 角川春樹事務所 F ﾓﾘ

よろず占い処陰陽屋百ものがたり 天野　頌子／[著] ポプラ社 B F ｱﾏ

魔法科高校の劣等生　8 佐島　勤／[著] アスキー・メディアワークス B F ｻﾄ

君が夏を走らせる 瀬尾　まいこ／著 新潮社 B F ｾｵ

10代から考える生き方選び 竹信　三恵子／著 岩波書店 N 159

博士の愛したジミな昆虫 金子　修治／編著 岩波書店 N 486

繊細すぎてしんどいあなたへ 串崎　真志／著 岩波書店 N 498


