
タイトル 人名 出版社 請求記号

不思議なテレポート・マシーンの話 飯田　隆／著 筑摩書房 104

正義ってなんだろう 齋藤　孝／著 名古屋リベラル社 158

君は君の人生の主役になれ 鳥羽　和久／著 筑摩書房 159

聖域 コムドットやまと／著 KADOKAWA  159 ﾔﾏ

13歳からの考える練習 マツダ　ミヒロ／著 きずな出版  159.7 ﾏﾂ

女たちのシベリア抑留 小柳　ちひろ／著 文藝春秋 210.75

北里柴三郎 茨木　保／著 講談社  289 ｷﾀ

津田梅子 高橋　裕子／著 岩波書店  289 ﾂﾀﾞ

47都道府県ニッポン学び旅200 梅澤　真一／監修 朝日新聞出版 291.09

世界を平和にする第一歩 河出書房新社／編 河出書房新社 319

大都市はどうやってできるのか 山本　和博／著 筑摩書房 331

14歳からのSDGs 水野谷　優／編著 明石書店 333.8

ジェンダーのとびらを開こう 村田　晶子／著 大和書房 367.1

「死んでもいいけど、死んじゃだめ」と僕が言い続ける理由 大空　幸星／著 河出書房新社 368

いつも気分よく集中できる「必要なことだけ」勉強法 藤白　りり／著 KADOKAWA 375

未来が変わる勉強法 安田　祐輔／著 KADOKAWA 376.87

芸術学部 浅野　恵子／著 ぺりかん社  376.87 ｼﾝﾛ

科学はこのままでいいのかな 中村　桂子／著 筑摩書房 404



本当はおもしろい中学入試の理科 尾嶋　好美／著 大和書房 407

化学 ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 430

考えると楽しい地図 今和泉　隆行／著 くもん出版 448

知りたい!行ってみたい!なぞとき絶景図鑑 増田　明代／文・構成 講談社 450

天気 ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 451

すごすぎる身近な植物の図鑑 鈴木　純／著 KADOKAWA 470

下町ペンギン物語 まつおるか／著 KADOKAWA 488.66

はるあんのカンタン絶品献立 はるあん／著 宝島社  596 ﾊﾙ

ほんとうにすごい!世界遺産135 講談社／編 講談社 709

「十二国記」画集　第2集 山田　章博／著 新潮社 726.5

Light Re°／著 マール社 726.5

透明水彩で描くキャラクターイラスト 夏目　レモン／著 マイナビ出版 726.5

ピクサーアニメーション大全集 ディズニーファン編集部／編 講談社 778.77

pen+ CCCメディアハウス 778.8

ソロ活女子のススメドラマ公式ガイド 「ソロ活女子のススメ」製作委員会／監修 世界文化ブックス 778.8

セオリーから応用まで野球配球IQドリル 野口　寿浩／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 783

やってみようソフトテニス 池村　清治／著 ベースボール・マガジン社 783

5分間ミステリー裁くのはきみだ マーヴィン・ミラー／著 扶桑社 798.3

13歳からのプレゼンテーション 松永　俊彦／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 809



QuizKnockクイズで学ぶ漢字の世界 QuizKnock／著 KADOKAWA 811

苦手から始める作文教室 津村　記久子／著 筑摩書房 816

3語でネイティブ英会話 小野田　博一／著 ベレ出版 837.8

バンピー いとう　みく／著 静山社  913 ｲﾄ

千に染める古の色 久保田　香里／著 アリス館  913 ｸﾎﾞ

ミステリー部が謎を解かせてもらえない ささき　かつお／著 PHP研究所  913 ｻｻ

ラベンダーとソプラノ 額賀　澪／作 岩崎書店  913 ﾇｶ

はじめてであう古事記　上巻 西田　めい／編 あすなろ書房  913 ﾊｼﾞ 1

はじめてであう古事記　下巻 西田　めい／編 あすなろ書房  913 ﾊｼﾞ 2

満天inサマラファーム 長谷川　まりる／作 講談社  913 ﾊｾ

カトリと眠れる石の街 東　曜太郎／著 講談社  913 ﾋｶﾞ

ガリレオの事件簿　2 東野　圭吾／著 文藝春秋  913 ﾋｶﾞ 2

保健室経由、かねやま本館。　5 松素　めぐり／著 講談社  913 ﾏﾂ

炎炎ノ消防隊　[6] 大久保　篤／原作・絵 講談社  913 ﾐﾄﾞ 6

炎炎ノ消防隊　[7] 大久保　篤／原作・絵 講談社  913 ﾐﾄﾞ 7

炎炎ノ消防隊　[8] 大久保　篤／原作・絵 講談社  913 ﾐﾄﾞ 8

四畳半タイムマシンブルース 上田　誠／原案 KADOKAWA  913 ﾓﾘ

ぼくたちはまだ出逢っていない 八束　澄子／[著] ポプラ社  913 ﾔﾂ

マスク越しのおはよう 山本　悦子／著 講談社  913 ﾔﾏ



ラストで君は「まさか!」と言う　奇妙なプレゼント PHP研究所／編 PHP研究所  913 ﾗｽ

アップステージ ダイアナ・ハーモン・アシャー／作 評論社  933 ｱｼ

フランケンシュタイン メアリー・シェリー／原作 ポプラ社  933 ｼｴ

かわいい子ランキング ブリジット・ヤング／作 ほるぷ出版  933 ﾔﾝ

あなたへの挑戦状 阿津川　辰海／著 講談社  F ｱﾂ

イコトラベリング1948- 角野　栄子／著 KADOKAWA  F ｶﾄﾞ

人間みたいに生きている 佐原　ひかり／著 朝日新聞出版  F ｻﾊ

賢者避行 藤原　七瀬／著 KADOKAWA  F ﾌｼﾞ

世界の神話 躍動する女神たち 沖田　瑞穂／著 岩波書店 N 164

16テーマで知る鎌倉武士の生活 西田　友広／著 岩波書店 N 210

“正しい”を疑え! 真山　仁／著 岩波書店 N 914 ﾏﾔ

パン焼き魔法のモーナ、街を救う T.キングフィッシャー／著 早川書房 B 933.7 ｷﾝ

塩と運命の皇后 ニー・ヴォ／著 集英社 B 933.7 ﾎﾞ

雲を紡ぐ 伊吹　有喜／著 文藝春秋 B F ｲﾌﾞ

君を愛したひとりの僕へ 乙野　四方字／著 早川書房 B F ｵﾄ

創約とある魔術の禁書目録　7 鎌池　和馬／[著] KADOKAWA B F ｶﾏ

ソードアート・オンライン　17 川原　礫／[著] KADOKAWA B F ｶﾜ

探偵は友人ではない 川澄　浩平／著 創元社 B F ｶﾜ

耳をすませば 柊　あおい／原作 集英社 B F ｷｼﾞ



魔法科高校の劣等生Appendix　2 佐島　勤／[著] KADOKAWA B F ｻﾄ

朱華姫の御召人　上 白川　紺子／著 集英社 B F ｼﾗ

天久鷹央の推理カルテ　5 知念　実希人／著 新潮社 B F ﾁﾈ

本を守ろうとする猫の話 夏川　草介／著 小学館 B F ﾅﾂ

ペンギンは空を見上げる 八重野　統摩／著 創元社 B F ﾔｴ

イツァーク トレーシー・ニューマン／文 音楽之友社  E ﾊﾙ

せんそうごっこ 谷川　俊太郎／文 いそっぷ社  E ﾐﾜ

都会のワニ クルライン／文 小学館集英社プロダクション  E ﾙﾘ


