
タイトル 人名 出版者 請求記号

自分のミライの見つけ方 児美川　孝一郎／著 旬報社 159

生きる力ってなんですか? 齋藤　孝／著 講談社 159

世界でいちばん優しいロボット 岩貞　るみこ／文 講談社 281

14歳から考えたいレイシズム アリ・ラッタンシ／著 すばる舎 316.8

アプリケーションエンジニアになるには 小杉　眞紀／著 ぺりかん社 366

環境専門家になるには 小熊　みどり／著 ぺりかん社 366

理容師・美容師の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 366

社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中　英樹／編著 ぺりかん社 366

あなたにとって「働く」ってどういうこと?　2020年度～2021年度 秋葉　英一 公益社団法人静岡県職業教育振興会 366.29

高校一冊目の参考書 船登　惟希／著 KADOKAWA 375

包装のひみつ 梅屋敷　ミタ／まんが 学研プラス 385

理系の「なぜ?」がわかる本 小谷　太郎／著 青春出版社 404

教科書の外で出会う、ぼくらの身のまわりの理科 うえたに夫婦／著 河出書房新社 404

なぜ私たちは理系を選んだのか 桝　太一／著 岩波書店 407

地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか? 佐々木　貴教／著 岩波書店 445

まんがでわかるみんなの遺伝子の謎 C.フランドリ／作 西村書店 467

もっとやりすぎ絶滅いきもの図鑑 今泉　忠明／監修 宝島社 482

サンゴは語る 大久保　奈弥／著 岩波書店 483

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

ビタミン剤のひみつ おぎの　ひとし／まんが 学研プラス 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

ジュニアアスリートのための最強の跳び方
「ジャンプ力」向上バイブル

体育指導のスタートライン／監修メイツユニバーサルコンテンツ 782

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

気持ちを表すことばの辞典 飯間　浩明／監修 ナツメ社 814.5

13歳からのレイチェル・カーソン 上遠　恵子／監修 かもがわ出版 289.3 ｶｿ

庭 小手鞠　るい／作 小学館 913 ｺﾃﾞ

5分で読書 秦本　幸弥／著 KADOKAWA 913 ｺﾞﾌ

あなたがいたところ 中澤　晶子／作 汐文社 913 ﾅｶ

夏休みルーム はやみね　かおる／著 朝日新聞出版 913 ﾊﾔ

都会(まち)のトム&ソーヤ最強ガイド はやみね　かおる／原作 講談社 913 ﾊﾔ

カレンダー吸血鬼は知っている 藤本　ひとみ／原作 講談社 913 ﾌｼﾞ

シンデレラ階段は知っている 藤本　ひとみ／原作 講談社 913 ﾌｼﾞ

呪われた恋話(こいばな)は知っている 藤本　ひとみ／原作 講談社 913 ﾌｼﾞ

ブラック保健室は知っている 藤本　ひとみ／原作 講談社 913 ﾌｼﾞ

ヤバイ親友は知っている 藤本　ひとみ／原作 講談社 913 ﾌｼﾞ

未来のミライ 細田　守／著 汐文社 913 ﾎｿ

夏のカルテット 眞島　めいり／著 PHP研究所 913 ﾏｼ

Fができない 升井　純子／作 文研出版 913 ﾏｽ

炎炎ノ消防隊　[5] 大久保　篤／原作・絵 講談社 913 ﾐﾄﾞ 5

分解系女子マリー クリス・エディソン／作 小学館 933 ｴﾃﾞ

海を見た日 M.G.ヘネシー／作 鈴木出版 933 ﾍﾈ



ラスト・フレンズ ヤスミン・ラーマン／著 静山社 933 ﾗﾏ

ミシシッピ冒険記 ダヴィデ・モロジノット／著 岩崎書店 973 ﾓﾛ

柘榴パズル 彩坂　美月／著 文藝春秋 BF ｱﾔ

この恋は、とどかない いぬじゅん／著 集英社 BF ｲﾇ

この冬、いなくなる君へ いぬじゅん／[著] ポプラ社 BF ｲﾇ

風の海迷宮の岸　上 小野　不由美／[著] 講談社 BF ｵﾉ

風の海迷宮の岸　下 小野　不由美／[著] 講談社 BF ｵﾉ

月の影影の海　上 小野　不由美／[著] 講談社 BF ｵﾉ

月の影影の海　下 小野　不由美／[著] 講談社 BF ｵﾉ

ゴーストハント　6 小野　不由美／[著] KADOKAWA BF ｵﾉ

ゴーストハント　7 小野　不由美／[著] KADOKAWA BF ｵﾉ

後宮の検屍女官 小野　はるか／[著] KADOKAWA BF ｵﾉ

空よりも遠く、のびやかに 川端　裕人／著 集英社 BF ｶﾜ

ソードアート・オンラインプログレッシブ　7 川原　礫／[著] KADOKAWA BF ｶﾜ

ソードアート・オンラインプログレッシブ　8 川原　礫／[著] KADOKAWA BF ｶﾜ

和菓子のアン 坂木　司／著 光文社 BF ｻｶ

青くて痛くて脆い 住野　よる／[著] KADOKAWA BF ｽﾐ

おとなりの晴明さん　第9集 仲町　六絵／[著] KADOKAWA BF ﾅｶ

コンビニたそがれ堂異聞 千夜一夜 村山　早紀／[著] ポプラ社 BF ﾑﾗ

コンビニたそがれ堂 猫たちの星座 村山　早紀／[著] ポプラ社 BF ﾑﾗ

ゆびさき怪談 岩城　裕明／著 PHP研究所 BF ﾕﾋﾞ



今、世界はあぶないのか?　[2] ハナネ・カイ／絵 評論社 E ｶｲ

今、世界はあぶないのか?　[3] ハナネ・カイ／絵 評論社 E ｶｲ

今、世界はあぶないのか?　[4] ハナネ・カイ／絵 評論社 E ｶｲ

今、世界はあぶないのか?　[5] ハナネ・カイ／絵 評論社 E ｶｲ

今、世界はあぶないのか?　[6] ハナネ・カイ／絵 評論社 E ｶｲ

今、世界はあぶないのか?　[7] ハナネ・カイ／絵 評論社 E ｶｲ

今、世界はあぶないのか?　[8] ハナネ・カイ／絵 評論社 E ｶｲ

天のすべりだい スズキ　コージ／作 BL出版 E ｽｽﾞ

地球のことをおしえてあげる ソフィー・ブラッコール／作・絵鈴木出版 E ﾌﾞﾗ

いっしょなら ルーク・アダム・ホーカー／作ガイアブックス E ﾎｶ

絵本筑豊一代 山本　作兵衛／画 石風社 E ﾔﾏ

ココロノオクノトオクノオト エミリー・チャイルド／文 光村教育図書 E ﾚﾍﾞ

ラストラン あさの　あつこ／著 幻冬舎 F ｱｻ

恋とポテトとクリスマス 神戸　遙真／著 講談社 F ｺｳ

恋とポテトと夏休み 神戸　遙真／著 講談社 F ｺｳ

恋とポテトと文化祭 神戸　遙真／著 講談社 F ｺｳ

人間失格 太宰　治／原作 文響社 F ﾀﾞｻﾞ

竜とそばかすの姫 細田　守／[著] KADOKAWA F ﾎｿ

ブレイブ・ストーリー　上 宮部　みゆき／[著] KADOKAWA F ﾐﾔ 1

ブレイブ・ストーリー　中 宮部　みゆき／[著] KADOKAWA F ﾐﾔ 2

ブレイブ・ストーリー　下 宮部　みゆき／[著] KADOKAWA F ﾐﾔ 3



本と鍵の季節 米澤　穂信／著 集英社 F ﾖﾈ

自分をたいせつにする本 服部　みれい／著 筑摩書房 N 159

みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT 遠藤　まめた／著 筑摩書房 N 367

ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検 盛口　満／著 岩波書店 N 462


