
タイトル 人名 出版者 請求記号

世界が→広がる学問図鑑 宮野　公樹／監修 Gakken  002

今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!ワード超入門 門脇　香奈子／著 技術評論社  007.63

放課後の読書クラブ 小手鞠　るい／著 偕成社  019

超訳こども「フロムの言葉」自分から愛せる人になる! 齋藤　孝／著 KADOKAWA 152

アインシュタインのことばと人生 新堂　進／監修 ポプラ社  289 ｱｲ

カムイの大地 泉田　もと／作 岩崎書店  289 ﾏﾂ

平等ってなんだろう? 齋藤　純一／著 平凡社 316

どうすれば争いを止められるのか 上杉　勇司／著 WAVE出版 319.8

何が問題?格差のはなし 山田　昌弘／監修 Gakken 361

航空宇宙エンジニアになるには 小熊　みどり／著 ぺりかん社 366

あなたにとって「働く」ってどういうこと?　2022年度～2023年度 秋葉　英一 公益社団法人静岡県職業教育振興会 366.29

数学の時間 松井　大助／著 ぺりかん社  366.29 ｼﾝﾛ

10代から知っておきたい女性を閉じこめる「ずるい言葉」 森山　至貴／著 WAVE出版 367.1

きみの人生はきみのもの 谷口　真由美／著 NHK出版 369

学校では教えてくれない生活保護 雨宮　処凛／著 河出書房新社 369

「学校」ってなんだ? 伊藤　美奈子／監修 Gakken 371

心のなかはどうなっているの? 日本青年心理学会／企画 福村出版 371.47

ジュニア空想科学読本　24 柳田　理科雄／著 KADOKAWA 404 24



ジュニア空想科学読本　25 柳田　理科雄／著 KADOKAWA 404 25

13歳からのサイエンス 緑　慎也／著 ポプラ社 407

イラストでわかるやさしい物理学 カート・ベイカー／著 創元社 420

絵と図でよくわかる次元の秘密 ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 421

絵と図でよくわかる時間の謎 ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 421.2

一度読んだら絶対に忘れない化学の教科書 左巻　健男／著 SBクリエイティブ 430

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

生理の話 池田　亜希子／著 ぺりかん社 495.13

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

航空宇宙エンジニアになるには 小熊　みどり／著 ぺりかん社 538.07

図解でわかる14歳からの金融リテラシー 社会応援ネットワーク／著 太田出版 591

失敗なしのとびきりおいしいお菓子 石川　マサヨシ／著 KADOKAWA  596.65 ｲｼ

タカシ大丈夫な猫 苅谷　夏子／著 岩波書店 645

音楽について知っておくべき100のこと ジェローム・マーティン／作 小学館 760

もっと歌がうまくなる。　レベル1 日本工学院ミュージックカレッジ／監修 汐文社  767 1

夢の叶え方はひとつじゃない 岡嶋　かな多／著 PHP研究所  767.8 ｵｶ

すずめの戸締まり公式ビジュアルガイド KADOKAWA 778.77

5分後に意外な結末ex　（亜麻色の糸で紡がれた物語） 桃戸　ハル／編著 Gakken  908 ｺﾞﾌ

5分後に意外な結末ex　（緑に覆われた世界の出来事） 桃戸　ハル／編著 Gakken  909 ｺﾞﾌ



リンボウ先生のなるほど古典はおもしろい! 林　望／著 理論社 910.23 ハヤ

夜叉ケ池 泉　鏡花／著 立東舎  912.6 ｲｽﾞ

保健室には魔女が必要 石川　宏千花／作 偕成社  913 ｲｼ

たまごのはなし しおたに　まみこ／作 ブロンズ新社  913 ｼｵ

ヤービの深い秋 梨木　香歩／著 福音館書店  913 ﾅｼ

華麗なる探偵アリス&ペンギン　[16] 南房　秀久／著 小学館  913 ﾅﾝ

華麗なる探偵アリス&ペンギン　[17] 南房　秀久／著 小学館  913 ﾅﾝ

華麗なる探偵アリス&ペンギン　[18] 南房　秀久／著 小学館  913 ﾅﾝ

おとなになれたら ニキ・コーンウェル／作 文研出版  933 ｺﾝ

バーバラ・レオニ・ピカード7つの国のおとぎ話 バーバラ・レオニ・ピカード／作 洋洋社  933 ﾋﾟｶ

20年後 オー・ヘンリー／作 静山社  933 ﾍﾝ

ディス・イズ・マイ・トゥルース ヤスミン・ラーマン／作 静山社  933 ﾗﾏ

透明だった最後の日々へ 岩倉　文也／著 星海社  F ｲﾜ

小さなまちの奇跡の図書館 猪谷　千香／著 筑摩書房 N 016

森鷗外、自分を探す 出口　智之／著 岩波書店 N 910 ﾓﾘ

若い読者のための世界史 エルンスト・H.ゴンブリッチ／著 中央公論新社 B 209

泣きたくなるほど嬉しい日々に 尾崎　世界観／[著] KADOKAWA B 914.6 ｵｻﾞ

11文字の檻 青崎　有吾／著 創元社 B F ｱｵ

わたしの幸せな結婚　3 顎木　あくみ／[著] KADOKAWA B F ｱｷﾞ 3



わたしの幸せな結婚　4 顎木　あくみ／[著] KADOKAWA B F ｱｷﾞ 4

わたしの幸せな結婚　5 顎木　あくみ／[著] KADOKAWA B F ｱｷﾞ 5

わたしの幸せな結婚　6 顎木　あくみ／[著] KADOKAWA B F ｱｷﾞ 6

#塚森裕太がログアウトしたら 浅原　ナオト／[著] 幻冬舎 B F ｱｻ

魔王 伊坂　幸太郎／[著] 講談社 B F ｲｻ

君の余命が消えぬまに いぬじゅん／[著] ポプラ社 B F ｲﾇ

犬も食わない 尾崎　世界観／著 新潮社 B F ｵｻﾞ

3分で仰天!大どんでん返しの物語 『このミステリーがすごい!』編集部／編 宝島社 B F ｻﾝ

麦本三歩の好きなもの　第2集 住野　よる／[著] 幻冬舎 B F ｽﾐ 2

雨宮兄弟の骨董事件簿 高里　椎奈／[著] KADOKAWA B F ﾀｶ

どうした、家康 矢野　隆／[著] 講談社 B F ﾄﾞｳ

狼と香辛料　24 支倉　凍砂／[著] KADOKAWA B F ﾊｾ

ふたつの星とタイムマシン 畑野　智美／著 小学館 B F ﾊﾀ

火狩りの王　3 日向　理恵子／[著] KADOKAWA B F ﾋﾅ

さよなら、灰色の世界 丸井　とまと／著 スターツ出版 B F ﾏﾙ

銀砂糖師と深紅の夜明け 三川　みり／[著] KADOKAWA B F ﾐｶ

カケラ 湊　かなえ／著 集英社 B F ﾐﾅ

チーズ屋マージュのとろける推理 森　晶麿／著 新潮社 B F ﾓﾘ

引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番　7 山田　桐子／著 一迅社 B F ﾔﾏ



カキワリの劇場 小林　賢太郎／絵と文 あかね書房   E ｺﾊﾞ

ママとマハ 高橋　美香／文・写真 かもがわ出版  E ﾀｶ


