
タイトル 人名 出版者 請求記号

14歳からの個人主義 丸山　俊一／著 大和書房 151.4

世界の歴史　別巻1 小学館 209

世界の歴史　別巻2 小学館 209

世界の歴史　別巻3 小学館 209

世界の歴史　別巻4 小学館 209

平等ってなんだろう? 齋藤　純一／著 平凡社 316

弁護士になるには 飯島　一孝／著 ぺりかん社 327.14

お笑い芸人と学ぶ13歳からのSDGs たかまつ　なな／著 くもん出版 333.8

親を頼らないで生きるヒント コイケ　ジュンコ／著 岩波書店 369

支える、支えられる、支え合う サヘル・ローズ／編著 岩波書店 369

マイテーマの探し方 片岡　則夫／著 筑摩書房 375

社会福祉学部 元木　裕／著 ぺりかん社 376.87

就職四季報女子版　2023年版 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 377.95

就職四季報　2023年版 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 377.95

世界一くさい食べもの 小泉　武夫／著 筑摩書房 383

カリブ海アンティル諸島の民話と伝説 テレーズ・ジョルジェル／著 作品社 388.59

マンガで読む14歳のための現代物理学と般若心経 佐治　晴夫／著 春秋社 421

原発事故で、生きものたちに何がおこったか。 永幡　嘉之／写真・文 岩崎書店 462

ぎりぎりいきもの事典 成島　悦雄／監修 高橋書店 480

あえるよ!山と森の動物たち 今泉　忠明／著 朝日出版社 480.4

生まれたときからせつない動物図鑑 ブルック・バーカー／著 ダイヤモンド社 480.4

未来の医療で働くあなたへ 奥　真也／著 河出書房新社 490

「自己肯定感」を高めて自分を大切にしよう 古荘　純一／著 PHP研究所 493

ぼくらの感染症サバイバル 香西　豊子／監修 いろは出版 493

「心」のお仕事 河出書房新社／編 河出書房新社 498

図解でわかる14歳からの宇宙活動計画 インフォビジュアル研究所／著 太田出版 538.9

みんなのおそろいニット帽 日本文芸社／編 日本文芸社 594.3

Atsushi式レンチン!MISOスープ Atsushi／著 マガジンハウス 596

季節のくだものでつくる焼き菓子 嶋崎　かづこ／著 柴田書店 596.65

はるあんのベストおやつ はるあん／著 ライツ社 596.65

ベルギーパティシエがていねいに教える定番だけど極上の焼き菓子 レソンシエル／著 KADOKAWA 596.65

SDGs時代の食べ方 井出　留美／著 筑摩書房 611

広告コピーと100の物語 Ominae／著 大学教育出版 674.35

レゴライフハックス DK社／編著 東京書籍 759

アニメ業界で働く 小杉　眞紀／著 ぺりかん社 778.77

トラック走を極める!陸上競技中長距離 松井　一樹／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 782.3

7日間で合格する小論文 河守　晃芳／著 学研プラス 816.5

カキナーレ 深谷　純一／編著 東方出版 816.8

お天道様は見てる尾畠春夫のことば 白石　あづさ／文・写真 文藝春秋 289.1 ｵﾊﾞ

マイブラザー 草野　たき／著 ポプラ社 913 ｸｻ

虹いろ図書館のかいじゅうたち 櫻井　とりお／著 河出書房新社 913 ｻｸ

虹いろ図書館のひなとゆん 櫻井　とりお／著 河出書房新社 913 ｻｸ

虹いろ図書館のへびおとこ 櫻井　とりお／著 河出書房新社 913 ｻｸ

博物館の少女 富安　陽子／著 偕成社 913 ﾄﾐ

境界のポラリス 中島　空／著 講談社 913 ﾅｶ

昔話法廷　Season5 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班／編 金の星社 913 ﾑｶ

ガラスの魚 山下　明生／著 理論社 913 ﾔﾏ

孔雀のパイ ウォルター・デ・ラ・メア／詩 瑞雲舎 931.7 ﾃﾞﾗ

タフィー サラ・クロッサン／作 岩波書店 933 ｸﾛ



ソフィーの秘密 ニキ・コーンウェル／作 文研出版 933 ｺﾝ

スカーレットとブラウン ジョナサン・ストラウド／著 静山社 933 ｽﾄ

飛べないハトを見つけた日から クリス・ダレーシー／作 徳間書店 933 ﾀﾞﾚ

ルーミーとオリーブの特別な10か月 ジョーン・バウアー／著 小学館 933 ﾊﾞｳ

指輪物語　2 J・R・R・トールキン／[著] 評論社 933.7 ﾄﾙ

指輪物語　5 J・R・R・トールキン／[著] 評論社 933.7 ﾄﾙ

指輪物語　6 J・R・R・トールキン／[著] 評論社 933.7 ﾄﾙ

どんぐり喰い エルス・ペルフロム／作 福音館書店 949 ﾍﾟﾙ

エチュード春一番　第3曲 荻原　規子／[著] KADOKAWA B F ｵｷﾞ

後宮の検屍女官　2 小野　はるか／[著] KADOKAWA B F ｵﾉ 2

余命3000文字 村崎　羯諦／著 小学館 B F ﾑﾗ

ラストで君は「まさか!」と言う 傑作選 PHP研究所／編 PHP研究所 B F ﾗｽ

どこよりも遠い場所にいる君へ 阿部　暁子／著 集英社 F ｱﾍﾞ

茉莉花官吏伝　11 石田　リンネ／[著] KADOKAWA F ｲｼ

サマーゴースト loundraw／原案 集英社 F ｵﾂ

僕が愛したすべての君へ 乙野　四方字／著 早川書房 F ｵﾄ

親愛なるあなたへ カンザキ　イオリ／著 河出書房新社 F ｶﾝ

メイジアン・カンパニー　3 佐島　勤／[著] KADOKAWA F ｻﾄ

雨上がり、君が映す空はきっと美しい 汐見　夏衛／著 スターツ出版 F ｼｵ

ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・オンライン　11 時雨沢　恵一／[著] KADOKAWA F ｼｸﾞ

うそつき、うそつき 清水　杜氏彦／著 早川書房 F ｼﾐ

座敷童子の代理人　9 仁科　裕貴／[著] KADOKAWA F ﾆｼ

余命3000文字 村崎　羯諦／著 小学館 F ﾑﾗ


