
タイトル 人名 出版者 請求記号

13歳からの「手帳活用術」 小澤　淳／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 002

僕とアリスの夏物語 谷口　忠大／著 岩波書店 007.13

絵と図でよくわかる人工知能 ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 007.13

コンピュータ、どうやってつくったんですか? 川添　愛／著 東京書籍 007.6

未来のきみを変える読書術 苫野　一徳／著 筑摩書房 019

New Scientist起源図鑑 グレアム・ロートン／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 033

爆笑テストの珍解答傑作選 鉄人社編集部／編 鉄人社 049

生きるって、なに?死ぬって、なに? 東京書店 114

オタクを武器に生きていく 吉田　尚記／著 河出書房新社 159

漫画サピエンス全史　人類の誕生編 ユヴァル・ノア・ハラリ／原案・脚本 河出書房新社 209

漫画サピエンス全史　文明の正体編 ユヴァル・ノア・ハラリ／原案・脚本 河出書房新社 209

13歳からのニューズウィーク 栗下　直也／著 CCCメディアハウス 304

朝日新聞で学ぶ受験に役立つ時事キーワード 朝日新聞社 304

13歳からの図解でなるほど地政学 村山　秀太郎／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 312

少年のための少年法入門 山下　敏雅／監修 旬報社 327

ぼくたちクルド人 野村　昌二／著 小金井：合同出版 329.94

SDGs入門 蟹江　憲史／著 岩波書店 333

フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ 森　達也／著 旭川：ミツイパブリッシング 361

港で働く 鑓田　浩章／著 ぺりかん社 366

外国語をつかって働きたい! 小島　さなえ／著 左右社 366.29



14歳から考えたいセクシュアリティ ヴェロニク・モティエ／著 すばる舎 367.9

はたらく細胞Lady 10代女性が知っておきたい「性」の新知識 及川　夕子／著 講談社 367.9

「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

指と耳で見る、目と手で聞く 金治　直美／著 ぺりかん社 369.27

100年無敵の勉強法 鎌田　浩毅／著 筑摩書房 375

ジュニア空想科学読本　19 柳田　理科雄／著 KADOKAWA 404

虚数 ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 412

絵でさぐる音・光・宇宙 コリン・スチュアート／著 岩崎書店 420

もしも恐竜と話せたら ペズル／文 プレジデント社 457.87

認知症のわたしから、10代のあなたへ さとう　みき／著 岩波書店 493

10代のためのココロとカラダの整え方 吉田　誠司／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 498

「心」のお仕事 河出書房新社／編 河出書房新社 498

生き抜くためのごはんの作り方 河出書房新社／編 河出書房新社 596

いちばん大切な食べものの話 小泉　武夫／著 筑摩書房 610

SDGs時代の食べ方 井出　留美／著 筑摩書房 611

捨てられる食べものたち 井出　留美／著 旬報社 611

マンガ三国志　3 竹川　弘太郎／シナリオ 飛鳥新社 726.1

カメラとレンズのしくみがわかる光学入門 安藤　幸司／著 インプレス 742.52

3ステップでできる!世界で一番やさしいマジック 藤原　邦恭／著 いかだ社 779.3

英語で書こう! 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 830

中高生の悩みが軽くなるヒント集めました。 葉一／著 河出書房新社  159.7 ﾊｲ



ココ・シャネルのことばと人生 高野　てるみ／監修 ポプラ社  289 ｼﾔ

港で働く 鑓田　浩章／著 ぺりかん社  683.9 ｼﾝﾛ

有名すぎる文学作品をだいたい10ページくらいの漫画で読む。 ドリヤス工場／著 リイド社  726.1 ﾄﾞﾘ

定番すぎる文学作品をだいたい10ページくらいの漫画で読む。 ドリヤス工場／著 リイド社  726.1 ﾄﾞﾘ

必修すぎる文学作品をだいたい10ページくらいの漫画で読む。 ドリヤス工場／著 リイド社  726.1 ﾄﾞﾘ

ぼくは戦争は大きらい やなせ　たかし／著 小学館クリエイティブ  726.10 ﾔﾅ

いままでとこれから 堀米　雄斗／著 KADOKAWA  786.8 ﾎﾘ

日本の文学者36人の肖像　上 宮川　健郎／編 あすなろ書房  910 ﾆﾎ 1

日本の文学者36人の肖像　下 宮川　健郎／編 あすなろ書房  910 ﾆﾎ 2

イラストでサクサク覚える東大生の百人一首ノート 東京大学かるた会／著 すばる舎  911.14 ｲﾗ

保健室には魔女が必要 石川　宏千花／作 偕成社  913 ｲｼ

数は無限の名探偵 はやみね　かおる／著 朝日新聞出版  913 ｶｽﾞ

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

虹いろ図書館司書先輩と見習いのぼく 櫻井　とりお／著 河出書房新社  913 ｻｸ

5分で読書 ますだ　じゅん／著 KADOKAWA  913 ﾏｽ

子どもお悩み相談会 角田　光代／著 中央公論新社  914 ｺﾄﾞ

中学生までに読んでおきたい哲学　1 松田　哲夫／編 あすなろ書房  914 ﾁﾕ 1

中学生までに読んでおきたい哲学　2 松田　哲夫／編 あすなろ書房  914 ﾁﾕ 2

中学生までに読んでおきたい哲学　4 松田　哲夫／編 あすなろ書房  914 ﾁﾕ 4

中学生までに読んでおきたい哲学　5 松田　哲夫／編 あすなろ書房  914 ﾁﾕ 5



中学生までに読んでおきたい哲学　6 松田　哲夫／編 あすなろ書房  914 ﾁﾕ 6

中学生までに読んでおきたい哲学　7 松田　哲夫／編 あすなろ書房  914 ﾁﾕ 7

中学生までに読んでおきたい哲学　8 松田　哲夫／編 あすなろ書房  914 ﾁﾕ 8

消えたソンタクホテルの支配人 チョン　ミョンソプ／著 影書房  929.13 ﾁﾖ

不思議の国のアリス ルイス・キャロル／文 文化学園文化出版局  933 ｷﾔ

赤毛のアン L.M.モンゴメリ／作 講談社  933 ﾓﾝ

ステラ・モンゴメリーの冒険　1 ジュディス・ロッセル／作 評論社  933 ﾛﾂ 1

ステラ・モンゴメリーの冒険　2 ジュディス・ロッセル／作 評論社  933 ﾛﾂ 2

ステラ・モンゴメリーの冒険　3 ジュディス・ロッセル／作 評論社  933 ﾛﾂ 3

グッゲンハイムの謎 シヴォーン・ダウド／原案 東京創元社  933.7 ｽﾃ

本好きの下剋上　第5部[10] 香月　美夜／著 TOブックス  F ｶｽﾞ

ポテトとシェイクの恋のあと 神戸　遙真／著 講談社  F ｺｳ

君の地球が平らになりますように 斜線堂　有紀／著 集英社  F ｼﾔ

君たちが生き延びるために 天童　荒太／著 筑摩書房 N 159

江戸の科学者 吉田　光邦／[著] 講談社 B 402.10

種の起源　上 ダーウィン／著 光文社 B 467.5

種の起源　下 ダーウィン／著 光文社 B 467.5

脳のなかの幽霊 V.S.ラマチャンドラン／[著] 角川書店 B 491.37

君が永遠の星空に消えても いぬじゅん／著 スターツ出版 B F ｲﾇ

ユア・フォルマ　1 菊石　まれほ／[著] KADOKAWA B F ｷｸ 1

ユア・フォルマ　2 菊石　まれほ／[著] KADOKAWA
B F ｷｸ 2



ユア・フォルマ　3 菊石　まれほ／[著] KADOKAWA B F ｷｸ 3

ユア・フォルマ　4 菊石　まれほ／[著] KADOKAWA B F ｷｸ 4

あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 汐見　夏衛／著 スターツ出版 B F ｼｵ

あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 汐見　夏衛／著 スターツ出版 B F ｼｵ

オートリバース 高崎　卓馬／著 中央公論新社 B F ﾀｶ

水槽の中 畑野　智美／[著] KADOKAWA B F ﾊﾀ

火狩りの王　2 日向　理恵子／[著] KADOKAWA B F ﾋﾅ

わたしは反対! デビー・リヴィ／文 子どもの未来社  E ﾊﾞﾄﾞ


