
タイトル 人名 出版者 請求記号

美しい未来をつくるひとのための15のはなし 祗園　景子／編著 神戸：神戸大学出版会 002

高校生しなくてもいいこと 渡辺　憲司／執筆・監修 旺文社 159.7

13歳からのイスラーム 長沢　栄治／監修 京都：かもがわ出版 167

東大教授が教える日本史の大事なことだけ36の漫画でわかる本 本郷　和人／監修 講談社 210.04

窓の向こう アンナ・チェルヴィンスカ‐リデル／著 福岡：石風社 289

「ハーフ」ってなんだろう? 下地　ローレンス吉孝／著 平凡社 361

10代からのSDGs 原　佐知子／著 大月書店 333.8

会社で働く 松井　大助／著 ぺりかん社 366.29

オマルとハッサン ヴィクトリア・ジェミスン／作 小金井：合同出版 369.38

経済学部 山下　久猛／著 ぺりかん社 376

これからの新しい勉強法 吉川　厚／監修 旺文社 376.87

しばわんこの和のおもてなし 川浦　良枝／絵と文 白泉社 386

「数学をする」ってどういうこと? 小山　信也／著 技術評論社 410.4

星の王子さまの天文ノート 縣　秀彦／編著 河出書房新社 440

昆虫記すばらしきフンコロガシ ジャン=アンリ・ファーブル／作 理論社 486

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 KADOKAWA 498

図解でわかる14歳からの脱炭素社会 インフォビジュアル研究所／著 太田出版 519

オオカミ県 多和田　葉子／文 論創社 726

はたらく細胞　06 清水　茜／著 講談社 726.1

マンガ日本の古典　25 中央公論新社 726.1



絵がふつうに上手くなる本 よー清水／著 SBクリエイティブ 726.5

手のポーズコレクション実用レシピ Moa／著 日貿出版社 726.5

サッカーレベルアップ 石関　聖／監修 日本文芸社 783.47

部活で差がつく!勝つバドミントン最強のコツ50 名倉　康弘／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 783.59

学校では教えてくれないゆかいな漢字の話 今野　真二／著 河出書房新社 811

いちご×ロック 黒川　裕子／著 講談社  913 ｸﾛ

午前3時に電話して 小手鞠　るい／著 講談社  913 ｺﾃﾞ

私立五芒高校恋する幽霊部員たち 谷口　雅美／著 講談社  913 ﾀﾆ

イカル荘へようこそ にしがき　ようこ／著 PHP研究所  913 ﾆｼ

みつばちと少年 村上　しいこ／著 講談社  913 ﾑﾗ

ボーダレス・ケアラー 山本　悦子／著 理論社  913 ﾔﾏ

少年弁護士セオの事件簿　7 ジョン・グリシャム／作 岩崎書店  933 ｸﾞﾘ

黄金の羅針盤　上 フィリップ・プルマン／[著] 新潮社  933.7 ﾌﾟﾙ 1

黄金の羅針盤　下 フィリップ・プルマン／[著] 新潮社  933.7 ﾌﾟﾙ 2

ゴースト・ボーイズ ジュエル・パーカー・ローズ／著 評論社  933 ﾛｽﾞ

キリギリスのしあわせ トーン・テレヘン／著 新潮社  949.33 ﾃﾚ

かなしみがやってきたらきみは エヴァ・イーランド／作 ほるぷ出版  E ｲﾗ

今、世界はあぶないのか?　[1] ハナネ・カイ／絵 評論社  E ｶｲ

おめん 夢枕　獏／作 岩崎書店  E ﾂｼﾞ

色よ、おどれ 青森県立美術館／監修 [青森]：青森県立美術館  E ﾅｶﾞ

ナイアル 藤井　カゼッタ／作・絵 フレーベル館  E ﾌｼﾞ



別冊図書館戦争　1 有川　浩／著 アスキー・メディアワークス  F ｱﾘ 1

別冊図書館戦争　2 有川　浩／著 アスキー・メディアワークス  F ｱﾘ 2

植物図鑑 有川　浩／著 角川書店  F ｱﾘ

鹿の王　上 上橋　菜穂子／著 KADOKAWA  F ｳｴ 1

鹿の王　下 上橋　菜穂子／著 KADOKAWA  F ｳｴ 2

魚服記 太宰　治／著 [東京]：立東舎  F ﾀﾞｻﾞ

みかづき 森　絵都／著 集英社  F ﾓﾘ

春は馬車に乗って 横光　利一／著 [東京]：立東舎  F ﾖｺ

20歳(はたち)のソウル 中井　由梨子／[著] 幻冬舎 B 289.1 ｱｻ

読書嫌いのための図書室案内 青谷　真未／著 早川書房 B F ｱｵ

六番目の小夜子 恩田　陸／著 新潮社 B F ｵﾝ

ホケツ! 小野寺　史宜／著 祥伝社 B F ｵﾉ

創約とある魔術の禁書目録(インデックス)　4 鎌池　和馬／[著] KADOKAWA B F ｶﾏ

かぐや姫の物語 高畑　勲／原案 KADOKAWA B F ｻｶ

キノの旅　4 時雨沢　恵一／[著] メディアワークス B F ｼｸﾞ

キノの旅　5 時雨沢　恵一／[著] メディアワークス B F ｼｸﾞ

キノの旅　6 時雨沢　恵一／[著] メディアワークス B F ｼｸﾞ

京都くれなゐ荘奇譚 白川　紺子／著 PHP研究所 B F ｼﾗ

とどけるひと 半田　畔／[著] KADOKAWA B F ﾊﾝ

金の角持つ子どもたち 藤岡　陽子／著 集英社 B F ﾌｼﾞ

おおかみこどもの雨と雪 細田　守／[著] 角川書店 B F ﾎｿ



あの夏、二人のルカ 誉田　哲也／[著] KADOKAWA B F ﾎﾝ

確かめてナットク!物理の法則 ジョー・ヘルマンス／[著] 岩波書店 N 420

深掘り!中学数学 坂間　千秋／著 岩波書店 N 410

16歳からの相対性理論 佐宮　圭／著 筑摩書房 N 421


