
タイトル 人名 出版者 請求記号

アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング ワークマンパブリッシング／著 ダイヤモンド社 007.64

京都たのしい社寺さんぽ 片山　直子／著 朝日新聞出版 175.96

アメリカの中学生が学んでいる14歳からの世界史 ワークマンパブリッシング／著 ダイヤモンド社 209

バトルマンガで歴史が超わかる本 茂木　誠／著 飛鳥新社 209

これから大人になる君たちへ 池上　彰／監修 KADOKAWA 304

13歳からの地政学 田中　孝幸／著 東洋経済新報社 312.9

全国中学生人権作文コンテスト入賞作文集　第40回 法務省人権擁護局 316.1

大人になるってどういうこと? 神内　聡／著 くもん出版 324.11

10代で知っておきたい「同意」の話 ジャスティン・ハンコック／文 河出書房新社 361

外交官になるには 飯島　一孝／著 ぺりかん社 366

東洋経済ACADEMIC　Vol.2 東洋経済新報社 372.1

高校生の勉強ノートの作り方 なかむら　ゆう／著 学研プラス 375

嫌いな教科を好きになる方法、教えてください! 河出書房新社／編 河出書房新社 375

中学生のおうち勉強法入門 みおりん／著 実務教育出版 375

学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話坪田　信貴／著 KADOKAWA 376.8

大学図鑑!　2023 オバタ　カズユキ／監 ダイヤモンド社 376.87

アメリカの中学生が学んでいる14歳からの科学 ワークマンパブリッシング／著 ダイヤモンド社 400

もしも科学大全 VAIENCE／著 KADOKAWA 404

アメリカの中学生が学んでいる14歳からの数学 ワークマンパブリッシング／著 ダイヤモンド社 410

進化の謎をとく発生学 田村　宏治／著 岩波書店 481

土木技術者になるには 三上　美絵／著 ぺりかん社 510.9

図解地球温暖化の科学 鬼頭　昭雄／監修 宝島社 519

ハンドレタリングの見本帖 KADOKAWAライフスタイル編集部／編KADOKAWA 727.8

Twitter発写真が好きだ。 芸術新聞社／編 芸術新聞社 748

Origami Aquarium 山口　真／著 ナツメ社 754.9

キミにもなれる!声優 東京アニメ・声優 & eスポーツ専門学校／監修つちや書店 771.7

部活で差がつく!勝つ剣道上達のコツ60 所　正孝／監修 メイツユニバーサルコンテンツ789.3

漢字ハカセ、研究者になる 笹原　宏之／著 岩波書店 811

社会科学系小論文頻出テーマ16 高橋　廣敏／著 KADOKAWA 816.5

ゆるくてかわいいはじめての刺しゅう ありま／著 ワニブックス 594.2 ｱﾘ

弁当作家の学生が毎日作る家族と自分のゆる弁 のん／著 主婦と生活社 596.4 ﾉﾝ

江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野　境子／著 国土社 721.8ｶﾂ

マジックに出会ってぼくは生まれた 涌井　学／著 小学館 779 ﾊﾗ

香君　上 上橋　菜穂子／著 文藝春秋 913 ｳｴ

香君　下 上橋　菜穂子／著 文藝春秋 913 ｳｴ

香君　上 上橋　菜穂子／著 文藝春秋 913 ｳｴ 1

香君　下 上橋　菜穂子／著 文藝春秋 913 ｳｴ 2

君色パレット 高田　由紀子／著 岩崎書店 913 ｷﾐ

君色パレット 如月　かずさ／著 岩崎書店 913 ｷﾐ

あの子のことは、なにも知らない 栗沢　まり／作 ポプラ社 913 ｸﾘ

カンフー&チキン 小嶋　陽太郎／作 ポプラ社 913 ｺｼﾞ

5分で読書 カドカワ読書タイム／編 KADOKAWA 913 ｺﾞﾌ

スネークダンス 佐藤　まどか／作 小学館 913 ｻﾄ

涙と笑いのミステリー 宮部　みゆき／著 汐文社 913 ﾅﾐ

不思議屋『風待ち』 西村　友里／作 文研出版 913 ﾆｼ

都会のトム&ソーヤ　19 はやみね　かおる／[著] 講談社 913 ﾊﾔ

都会のトム&ソーヤ　19 はやみね　かおる／[著] 講談社 913 ﾊﾔ 19



意味がわかるとゾッとする話3分後の恐怖『立ちすくむ記憶』福井　蓮／著 汐文社 913 ﾌｸ

地獄の金星ボスママは知っている 藤本　ひとみ／原作 講談社 913 ﾌｼﾞ

おかえり、はやぶさ 金子　ありさ／脚本 小学館 913 ﾓﾓ

セカイを科学せよ! 安田　夏菜／著 講談社 913 ﾔｽ

大人になるまでに読みたい15歳のエッセイ　3 和合　亮一／編・エッセイ ゆまに書房 914 ｵﾄ

ある日、僕が死にました イ　ギョンヘ／著 KADOKAWA 929.13 ｲ

ファンタスティックガール キム　ヘジョン／著 小学館 929.13 ｷﾑ

ユ・ウォン ペク　オニュ／著 祥伝社 929.13 ﾍﾟｸ

ぼくたちのスープ運動 ベン・デイヴィス／作 評論社 933 ﾃﾞｲ

海を見た日 M.G.ヘネシー／作 鈴木出版 933 ﾍﾈ

サムデイ デイヴィッド・レヴィサン／作 小峰書店 933 ﾚﾋﾞ

彼の名はウォルター エミリー・ロッダ／著 あすなろ書房 933 ﾛﾂ

幸せな王子 オスカー・ワイルド／作 理論社 933 ﾜｲ

エーリッヒ・ケストナー クラウス・コルドン／著 偕成社 940.27 ｹｽ

13枚のピンぼけ写真 キアラ・カルミナーティ／作 岩波書店 973 ｶﾙ

妖怪アパートの幽雅な日常　3 香月　日輪／[著] 講談社 F ｺｳ 3

包帯クラブ 天童　荒太／著 筑摩書房 F ﾃﾝ

すべての恋が終わるとしても 冬野　夜空／著 スターツ出版 F ﾌﾕ

ようこそ、心理学部へ 同志社大学心理学部／編 筑摩書房 N 140

北里柴三郎 海堂　尊／著 筑摩書房 N 289 ｷﾀ

なぜ地球は人間が住める星になったのか? 山賀　進／著 筑摩書房 N 450

よちよち文藝部 久世　番子／著 文藝春秋 B 902.05 ｸｾﾞ

美しき野生　上 フィリップ・プルマン／[著] 新潮社 B 933.7 ﾌﾟﾙ

美しき野生　下 フィリップ・プルマン／[著] 新潮社 B 933.7 ﾌﾟﾙ

地獄変 芥川　龍之介 集英社 B F ｱｸ

教室が、ひとりになるまで 浅倉　秋成／[著] KADOKAWA B F ｱｻ

ノワール・レヴナント 浅倉　秋成／[著] KADOKAWA B F ｱｻ

十三歳の誕生日、皇后になりました。　6 石田　リンネ／[著] KADOKAWA B F ｲｼ

茉莉花官吏伝　12 石田　リンネ／[著] KADOKAWA B F ｲｼ

おまわりさんと招き猫 植原　翠／著 マイクロマガジン社 B F ｳｴ

54字の物語　1 氏田　雄介／作 PHP研究所 B F ｳｼﾞ 1

54字の物語　2 氏田　雄介／作 PHP研究所 B F ｳｼﾞ 2

夜のピクニック 恩田　陸／著 新潮社 B F ｵﾝ

バビロン　1 野崎　まど／著 講談社 B F ﾉｻﾞ

バビロン　2 野崎　まど／著 講談社 B F ﾉｻﾞ

ビブリア古書堂の事件手帖　[2]-3 三上　延／[著] KADOKAWA B F ﾐｶ 2-3

カフェかもめ亭 村山　早紀／[著] ポプラ社 B F ﾑﾗ


