
タイトル 人名 出版者 請求記号

10代と考える「スマホ」 竹内　和雄／著 岩波書店 007

親のことが嫌いじゃないのに「なんかイヤだな」と思ったときに読む本 藤木　美奈子／著 WAVE出版 146.82

中学校に行くのが楽しくなる本 熊谷　雅之／著 みらいパブリッシング 159

「オードリー・タン」の誕生 石崎　洋司／著 講談社  289 ｵﾄﾞ

SDGsで見る現代の戦争 伊勢崎　賢治／監修 学研プラス 319

少年のための少年法入門 山下　敏雅／監修 旬報社 327

年金のひみつ マンガデザイナーズラボ／まんが 厚生労働省 364

ラジオ保健室 NHK「ラジオ保健室」制作班／著 リトルモア 367.9

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

青春サプリ。 日比野　恭三／文 ポプラ社 375

大学図鑑!　2023 オバタ　カズユキ／監 ダイヤモンド社 376.87

ウルトラマンと学ぶ宇宙と生命体 高水　裕一／著 講談社 440

空を見上げてわかること 斉田　季実治／著 PHP研究所 451

カブトムシ・クワガタムシ 学研プラス 486

10歳からの学校では教えてくれない健康とからだ 野口　緑／監修 池田書店 498

こびとの世界 Mozu／著 玄光社 507.9

土木技術者になるには 三上　美絵／著 ぺりかん社 510.9

なんで信長はお城を建てたの? 畑中　英二／著 新泉社 521

刺繡のはじめかた atsumi／著 小学館  594.2 ｱﾂ

俺、つしま　[1] おぷうのきょうだい／著 小学館 645.7



秋さけのひみつ マリサ／まんが 学研プラス 666

ほたてのひみつ 小室　栄子／まんが 学研プラス 666

こんぶのひみつ 水木　繁／まんが 学研プラス 667

マンガで分かりやすい!れもんちゃんキャラのポーズが描けるようになりたい 幸原　ゆゆ／著 パイインターナショナル 726.50

14歳からの文楽のすゝめ 竹本　織太夫／監修 実業之日本社 777.1

いにしえの言葉に学ぶきみを変える古典の名言　[1] 福井　蓮／文 汐文社  910 ﾌｸ

いにしえの言葉に学ぶきみを変える古典の名言　[2] 福井　蓮／文 汐文社  910 ﾌｸ

いにしえの言葉に学ぶきみを変える古典の名言　[3] 福井　蓮／文 汐文社  910 ﾌｸ

短歌部、ただいま部員募集中! 小島　なお／著 岩波書店  911 ｺｼﾞ

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 

スペシャルQトなぼくら 如月　かずさ／著 講談社  913 ｷｻ

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

ソノリティ 佐藤　いつ子／著 KADOKAWA  913 ｻﾄ

少年時代 塩野　米松／著 理論社  913 ｼｵ

かがみの孤城　上 辻村　深月／作 ポプラ社  913 ﾂｼﾞ 

かがみの孤城　下 辻村　深月／作 ポプラ社  913 ﾂｼﾞ 

華麗なる探偵アリス&ペンギン　[9] 南房　秀久／著 小学館  913 ﾅﾝ

華麗なる探偵アリス&ペンギン　[10] 南房　秀久／著 小学館  913 ﾅﾝ

華麗なる探偵アリス&ペンギン　[11] 南房　秀久／著 小学館  913 ﾅﾝ

華麗なる探偵アリス&ペンギン　[12] 南房　秀久／著 小学館  913 ﾅﾝ



華麗なる探偵アリス&ペンギン　[13] 南房　秀久／著 小学館  913 ﾅﾝ

華麗なる探偵アリス&ペンギン　[14] 南房　秀久／著 小学館  913 ﾅﾝ

マスクと黒板 濱野　京子／作 講談社  913 ﾊﾏ

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

タブレット・チルドレン 村上　しいこ／作 さ・え・ら書房  913 ﾑﾗ

大人になるまでに読みたい15歳のエッセイ　2 和合　亮一／編・エッセイ ゆまに書房  914 ｵﾄ 

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 

吸血鬼ドラキュラ ブラム・ストーカー／原作 ポプラ社  933 ｽﾄ

目で見ることばで話をさせて アン・クレア・レゾット／作 岩波書店  933 ﾚｿﾞ

サムデイ デイヴィッド・レヴィサン／作 小峰書店  933 ﾚﾋﾞ

春の心臓 イェイツ／著 立東舎  933.7 ｲｴ

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

空白小説 氏田　雄介／著 ワニブックス  F ｸｳ

か「」く「」し「」ご「」と「 住野　よる／著 新潮社  F ｽﾐ

掟上今日子の設計図 西尾　維新／著 講談社  F ﾆｼ

レイトン教授と幻影の森 日野　晃博／原作 小学館  F ﾔﾅ

レイトン教授とさまよえる城 レベルファイブ／原案・監修 小学館  F ﾔﾅ

大人になるっておもしろい? 清水　真砂子／著 岩波書店 N 159.7

物語のあるところ 吉田　篤弘／著 筑摩書房 N 901 ﾖｼ

森鷗外 海堂　尊／著 筑摩書房 N 910 ﾓﾘ

浜村渚の計算ノート　2さつめ 青柳　碧人／[著] 講談社 B F ｱｵ



我が尻よ、高らかに謳え、愛の唄を 浅暮　三文／著 河出書房新社 B F ｱｻ

天秤の護り人 安澄　加奈／[著] ポプラ社 B F ｱｽﾞ

よろず占い処陰陽屋桜舞う 天野　頌子／[著] ポプラ社 B F ｱﾏ

君に恋をするなんて、ありえないはずだった 筏田　かつら／著 宝島社 B F ｲｶ

創約とある魔術の禁書目録　5 鎌池　和馬／[著] KADOKAWA B F ｶﾏ

創約とある魔術の禁書目録　6 鎌池　和馬／[著] KADOKAWA B F ｶﾏ

僕の世界は、ずっと君だった 騎月　孝弘／[著] ポプラ社 B F ｷｽﾞ

メイジアン・カンパニー　4 佐島　勤／[著] KADOKAWA B F ｻﾄ

君はきっとまだ知らない 汐見　夏衛／著 スターツ出版 B F ｼｵ

後宮の烏　7 白川　紺子／著 集英社 B F ｼﾗ

夏空白花 須賀　しのぶ／[著] ポプラ社 B F ｽｶﾞ

この恋が壊れるまで夏が終わらない 杉井　光／著 新潮社 B F ｽｷﾞ

ヒロイン失格 幸田　もも子／原作 集英社 B F ｾﾋ

エンタングル:ガール 高島　雄哉／著 東京創元社 B F ﾀｶ

バブル バブル製作委員会／原作 集英社 B F ﾀｹ

天久鷹央の推理カルテ　[1] 知念　実希人／著 新潮社 B F ﾁﾈ

天久鷹央の推理カルテ　2 知念　実希人／著 新潮社 B F ﾁﾈ

天久鷹央の推理カルテ　3 知念　実希人／著 新潮社 B F ﾁﾈ

天久鷹央の推理カルテ　4 知念　実希人／著 新潮社 B F ﾁﾈ

小説心が叫びたがってるんだ。 超平和バスターズ／原作 小学館 B F ﾄﾖ

天使は奇跡を希う 七月　隆文／著 文藝春秋 B F ﾅﾅ



なめらかな世界と、その敵 伴名　練／著 早川書房 B F ﾊﾝ

ひるなかの流星 やまもり　三香／原作 集英社 B F ﾋｽﾞ

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


