
令和２年６月22日現在

請求記号 書名 著者 出版社

002 ｼﾞ 13歳からの手帳活用術 小澤　淳／監修 東京：メイツ出版

002 ﾀ 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋　政史／著 東京：かんき出版

002 ﾀ 「文系?」「理系?」に迷ったら読む本 竹内　薫／著 東京：PHP研究所

002 ﾅ 何のために「学ぶ」のか 外山　滋比古／著 東京：筑摩書房

002 ﾏ 学ぶということ 内田　樹／著 東京：筑摩書房

007 ｴ AIにできること、できないこと　続 東京：日本評論社

007 ｶ ネット検索が怖い 神田　知宏／著 東京：ポプラ社

007ｺ コンピューターってどんなしくみ? 村井　純／監修 東京：誠文堂新光社

007ｺ 人工知能解体新書 神崎　洋治／編著 東京：SBクリエイティブ

007 ｽﾞ 図解でわかる14歳から知っておきたいAI インフォビジュアル研究所／著 東京：太田出版

007 ﾊ 小学生でもわかるプログラミングの世界 林　晃／著 新潟：シーアンドアール研究所

007 ﾎ 人工知能時代を<善く生きる>技術 堀内　進之介／著 東京：集英社

007 ﾔ 子どもといっしょにコンピュータとプログラミングを学ぶ本 矢沢　久雄／著 [東京]：日経BP社

019 ｱ まなの本棚 芦田　愛菜／著 東京：小学館

019 ｶ かがくのとものもと 東京：福音館書店

019 ｶ 金原瑞人<監修>による12歳からの読書案内 金原　瑞人／監修 東京：すばる舎

019 ﾋﾞ ビブリオバトルハンドブック ビブリオバトル普及委員会／編著 東京：子どもの未来社

019 ﾏ マンガでわかるビブリオバトルに挑戦! 谷口　忠大／マンガ原案・監修 東京：さ・え・ら書房

019 ﾏ 多読術 松岡　正剛／著 東京：筑摩書房

019 ﾐ 本屋さんで待ちあわせ 三浦　しをん／著 東京：大和書房

019 ﾐ 人生おたすけ処方本 三宅　香帆／著 東京：幻冬舎

019 ﾖ 明日の自分が確実に変わる10分読書 吉田　裕子／著 東京：集英社

021 ｲ 撮ってはいけない 飯野　たから／著 東京：自由国民社

021 ｺ 学校で知っておきたい著作権　1～3巻 小寺　信良／著 東京：汐文社

028 ｼ 進路・将来を考える 佐藤　理絵／監修 東京：日外アソシエーツ

031 ｷﾞ ギネス世界記録　2019 クレイグ・グレンディ／編 東京：角川アスキー総合研究所

031 ﾅ なぞなぞの本 福音館書店編集部／編 東京：福音館書店

031 ﾌ 知的世界が広がる世の中のふしぎ400 藤嶋　昭／監修 東京：ナツメ社

031 ﾓ モノのはじまりえほん 荒俣　宏／監修 東京：日本図書センター

033 ｷ 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 デイヴィッド・S.キダー／著 東京：文響社

033 ｸﾞ 退屈をぶっとばせ! Joshua Glenn／著 東京：オライリー・ジャパン

049 ｿ その話、諸説あります。 ナショナルジオグラフィック／編 東京：日経ナショナルジオグラフィック社

049 ﾐ 街角図鑑 三土　たつお／編著 東京：実業之日本社

059 ｱ 朝日ジュニア学習年鑑　2019 東京：朝日新聞出版

069 ﾋ ひとが優しい博物館 広瀬　浩二郎／編著 東京：青弓社

070 ｲ 学習に役立つ!なるほど新聞活用術　1～3巻 市村　均／文 東京：岩崎書店

070 ｲ 新聞の読み方 池上　彰／著 東京：祥伝社

070 ﾂ その情報、本当ですか? 塚田　祐之／著 東京：岩波書店

070 ﾏ 新聞の正しい読み方 松林　薫／著 東京：NTT出版

070 ﾐ 人間はだまされる 三浦　準司／著 東京：理論社

100 ﾀ 中学生からの哲学「超」入門 竹田　青嗣／著 東京：筑摩書房

104 ｵ 哲学の世界へようこそ。 岡本　裕一朗／著 東京：ポプラ社

104 ﾄ はじめての哲学的思考 苫野　一徳／著 東京：筑摩書房

114 ｲ 僕がロボットをつくる理由 石黒　浩／著 京都：世界思想社

116 ｵ 13歳からのもっと頭がよくなるコツ大全 小野田　博一／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ

130 ｺ 哲学の解剖図鑑 小須田　健／著 東京：エクスナレッジ

140 ｳ 10代からの心理学図鑑 マーカス・ウィークス／著 東京：三省堂

141 ｳ 気持ちを「言葉にできる」魔法のノート 梅田　悟司／著 東京：日本経済新聞出版社

141 ｴ <自分らしさ>って何だろう? 榎本　博明／著 東京：筑摩書房

141 ｵ ちいさなことにイライラしなくなる本 大嶋　信頼／著 東京：マガジンハウス

141 ﾄ 「性格」のカラクリ 苫米地　英人／著 東京：誠文堂新光社

141 ﾆ 「発想力」と「想像力」を磨く東大アイデア 西岡　壱誠／著 東京：マガジンハウス

145 ｳ 視覚ミステリーえほん ウォルター・ウィック／作 東京：あすなろ書房

146 ｱ ぼくらの中の「トラウマ」 青木　省三／著 東京：筑摩書房

146 ｷ 嫌われる勇気 岸見　一郎／著 東京：ダイヤモンド社

146 ﾅ 10代のための疲れた心がラクになる本 長沼　睦雄／著 東京：誠文堂新光社

146 ﾈ 敏感すぎるあなたが7日間で自己肯定感をあげる方法 根本　裕幸／著 東京：あさ出版

147 ｶ 怪書 加藤　一／編著 東京：竹書房

足柄台中学校　蔵書リストの一部

【　　０　総記　　】

【　　１　哲学・心理・宗教　　】



148 ｾ はじめての心の星うらない 関口　シュン／著 京都：かもがわ出版

158 ｲ 生きるための「正義」を考える本 押谷　由夫／監修 東京：学研プラス

159 ｳ 「どうせ無理」と思っている君へ 植松　努／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ

159 ｷ 君と会えたから… 喜多川　泰／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン

159 ｷ 私は私のままで生きることにした キム　スヒョン／著 東京：ワニブックス

159 ｸ わたしのせいじゃない レイフ・クリスチャンソン／文 東京：岩崎書店

159 ｺ 「空気」を読んでも従わない 鴻上　尚史／著 東京：岩波書店

159 ｼﾞ 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 Jam／マンガ・文 東京：サンクチュアリ出版

159 ﾀ 中学生の悩みごと 高濱　正伸／著 東京：実務教育出版

159 ﾂ 弱虫でいいんだよ 辻　信一／著 東京：筑摩書房

159 ﾅ 中学時代がハッピーになる30のこと 中谷　彰宏／著 東京：PHP研究所

159 ﾊ 防衛大式最強のメンタル 濱潟　好古／著 東京：青春出版社

159 ﾊ はい!こちら子ども記者相談室デス! かめおか子ども新聞／著 東京：新潮社

159 ﾋ 生きていくあなたへ 日野原　重明／著 東京：幻冬舎

159 ﾋ 101人が選ぶ「とっておきの言葉」 河出書房新社／編 東京：河出書房新社

159 ﾌ 「ビミョーな未来」をどう生きるか 藤原　和博／著 東京：筑摩書房

159 ﾐ うまくいっている人の考え方 ジェリー・ミンチントン／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン

159 ﾐ 人生はニャンとかなる! 水野　敬也／著 東京：文響社

159 ﾖ 漫画 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎／原作 東京：マガジンハウス

159 ﾖ よのなかルールブック 高濱　正伸／監修 東京：日本図書センター

160 ｲ 池上彰の宗教がわかれば世界が見える 池上　彰／著 東京：文藝春秋

164 ｳ はじまりが見える世界の神話 植　朗子／編著 大阪：創元社

167 ﾅ となりのイスラム 内藤　正典／著 東京：ミシマ社

172 ﾆ 日本の神様ご利益事典 平藤　喜久子／監修 東京：神宮館

175 ｶ 京都たのしい社寺カタログ 片山　直子／著 東京：朝日新聞出版

175 ｺﾞ 御朱印でめぐる神奈川の神社 『地球の歩き方』編集室／著 東京：ダイヤモンド・ビッグ社

175ｼﾞ 神社の解剖図鑑　[1] 東京：エクスナレッジ

204ｲ 世界史で読み解く現代ニュース　宗教編 池上　彰／著 東京：ポプラ社

209ｴ エリア別だから流れがつながる世界史 祝田　秀全／監修 東京：朝日新聞出版

209ｾ 世界の歴史　1～17 東京：小学館

209ﾁ 地図でスッと頭に入る世界史 祝田　秀全／監修 東京：昭文社

209ﾍ ヘタリア的WW1・2+独立編 日丸屋　秀和／監修 東京：幻冬舎コミックス

210 ｼ 写真アルバム　小田原・足柄の昭和 佐々木　高史／[著] 長岡：いき出版

210 ﾕ きみたちと朝鮮 尹　健次／著 東京：岩波書店

210ｳ 北海道を守った占守島の戦い 上原　卓／[著] 東京：祥伝社

210ｵ くらべる時代 おかべ　たかし／文 東京：東京書籍

210ｵ トランクの中の日本 ジョー・オダネル／写真 東京：小学館

210ｻ 平成史 佐藤　優／著 東京：小学館

210ｾ 戦後のサバイバル もとじろう／マンガ 東京：朝日新聞出版

210ﾆ 日米の教科書当時の新聞でくらべる太平洋戦争 出版企画開発室／監修 東京：辰巳出版

210ﾋ 100人が語る戦争とくらし　1～3巻 大石　学／監修 東京：学研プラス

210ﾋﾞ 知らなかった、ぼくらの戦争 アーサー・ビナード／編著 東京：小学館

210ﾔ 平和を考える戦争遺産図鑑 安島　太佳由／写真　著 東京：岩崎書店

210ｱ 綾瀬はるか「戦争」を聞く　2 TBSテレビ『NEWS23』取材班／編 東京：岩波書店

210ｲ 47都道府県・遺跡百科 石神　裕之／著 東京：丸善出版

210ｴ NHK新歴史秘話ヒストリア　1～5巻 NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班／編 東京：金の星社

210ｴ 江戸の暮らし 山本　博文／監修 東京：日本文芸社

210ｶ 日本人が知っておくべき「戦争」の話 KAZUYA／著 東京：ベストセラーズ

210ｷ 教養として知っておきたい世界史から読み解く日本史 神野　正史／監修 東京：ナツメ社

210ｾ 戦国忠義と裏切りの作法 小和田　哲男／監修 東京：G.B.

210ｿ1 マンガでよくわかるねこねこ日本史　[1] そにし　けんじ／著 東京：実業之日本社

210ﾀ 日本史の謎は「地形」で解ける　環境・民族篇 竹村　公太郎／著 東京：PHP研究所

210ﾀ 日本史の謎は「地形」で解ける　文明・文化篇 竹村　公太郎／著 東京：PHP研究所

210ﾀ 大正時代のサバイバル 柏葉　比呂樹／マンガ 東京：朝日新聞出版

210ﾁ 地図でスッと頭に入る日本史 山本　博文／監修 東京：昭文社

210ﾊﾞ 幕末志士の作法 小田部　雄次／監修 東京：G.B.

210ﾌ 古事記で謎解きほんとにスゴイ!日本 ふわ　こういちろう／著 東京：サンマーク出版

210ﾔ 教科書には書かれていない江戸時代 山本　博文／著 東京：東京書籍

222 ﾁ 中国の歴史★現在がわかる本　第1期1 京都：かもがわ出版

223ﾎ アンコール・ワットのサバイバル　1 洪　在徹／文 東京：朝日新聞出版

223ﾎ アンコール・ワットのサバイバル　2 洪　在徹／文 東京：朝日新聞出版

227 ｶ アハメドくんのいのちのリレー 鎌田　實／著 東京：集英社

231 ｼ 古代ギリシアがんちく図鑑 芝崎　みゆき／画・文 東京：バジリコ

234 ｶﾞ 学習まんが歴史で感動!ポーランド孤児を救った日本赤十字社 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社

235 ｼ 図説フランス革命 芝生　瑞和／編著 東京：河出書房新社

【　　２　歴史・伝記　　】



236 ﾎﾟ ポルトガルの歴史 アナ・ロドリゲス・オリヴェイラ／著 東京：明石書店

242 ｼ 古代エジプトうんちく図鑑 芝崎　みゆき／画・文 東京：バジリコ

280 ｵ 失敗図鑑 大野　正人／著 東京：文響社

280 ｼ 失敗図鑑 mugny／絵 京都：いろは出版

281 ｻ 齋藤孝のイッキによめる!日本の偉人伝 齋藤　孝／編 東京：講談社

281 ﾄ 東大教授がおしえるやばい日本史 本郷　和人／監修 東京：ダイヤモンド社

281 ﾊﾞ 幕末志士の死亡診断書 酒井　シヅ／監修 東京：エクスナレッジ

281 ﾏ マンガ&物語で読む偉人伝 東京：学研プラス

288 ｽﾞ 図解でわかる14歳からの天皇と皇室入門 山折　哲雄／監修 東京：太田出版

289 ｲ 井伊直政 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社

289 ｲ 星の旅人 小前　亮／著 東京：小峰書店

289 ｶﾞ ガリレオ 能田　達規／漫画 東京：ポプラ社

289 ｸ 空海 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社

289 ｺ コロンブス 摩耶　美紗樹／漫画 東京：ポプラ社

289 ｻ 真田昌幸 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社

289 ｻ 西郷どんとよばれた男 原口　泉／著 東京：NHK出版

289 ｼ ココ・シャネル 久松　ゆのみ／漫画 東京：ポプラ社

289 ｼﾞ ジャンヌ・ダルク 虎影　誠／漫画 東京：ポプラ社

289 ｾ 円周率の謎を追う 鳴海　風／作 東京：くもん出版

289 ﾀ 高山右近 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社

289 ﾀﾞ 伊達政宗 小沢　章友／作 東京：講談社

289 ﾅ 直江兼続 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社

289 ﾅ 日本のパラリンピックを創った男 中村裕 鈴木　款／著 東京：講談社

289 ﾊ 服部半蔵 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社

289 ﾊ 橋本左内 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社

289 ﾋ 土方歳三 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社

289 ﾌ ファーブル 坂本　コウ／漫画 東京：ポプラ社

289 ﾎ 北条早雲 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社

289 ﾎ 本多忠勝 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社

289 ﾐ カルピスをつくった男 三島海雲 山川　徹／著 東京：小学館

289 ﾕ 由利公正 加来　耕三／企画・構成・監修 東京：ポプラ社

290 ｲ いつかは行きたい一生に一度だけの旅 世界の新名所BEST500 ジェレミー・アラン／ほか著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社

290 ｸ クレヨンしんちゃんの世界の国なるほど地図帳 臼井　儀人／キャラクター原作 東京：双葉社

290 ｾ 世界「奇景」探索百科　南北アメリカ・オセアニア編 ジョシュア・フォア／著 東京：原書房

290 ｾ 世界「奇景」探索百科　ヨーロッパ・アジア・アフリカ編 ジョシュア・フォア／著 東京：原書房

290 ﾀﾞ ダークツーリズム入門 風来堂／編 東京：イースト・プレス

291 ｲ 伊能図探検 河出書房新社編集部／編 東京：河出書房新社

291 ｶ 鎌倉でしたい100のこと 東京：JTBパブリッシング

291 ｷ 19 京都社寺案内 散策&観賞京都編　[2019]最新版 京都：ユニプラン

291 ｷ 京都でしたい100のこと　[2017] 東京：JTBパブリッシング

291 ｼ 修学旅行・校外学習ワークブック　京都編 京都：ユニプラン

291 ｼﾞ 事前学習に役立つみんなの修学旅行　京都 山田　邦和／監修 東京：小峰書店

291 ﾄ 都道府県がわかる 藤子・F・不二雄／キャラクター原作 東京：小学館

291 ﾆ 日本各地の自然とくらし 東京：小学館

291 ﾑ 常識なのに!大人も答えられない都道府県のギモン 村瀬　哲史／著 東京：宝島社

295 ﾎ 未来への地図 星野　道夫／著 東京：朝日出版社

302 ｺﾞ ダイヤモンドより平和がほしい 後藤　健二／著 東京：汐文社

304 ｾ 世界がもし100人の村だったら 池田　香代子／再話 東京：マガジンハウス

304 ﾃ 転換期を生きるきみたちへ 内田　樹／編 東京：晶文社

304 ﾎ 10年後の仕事図鑑 堀江　貴文／著 東京：SBクリエイティブ

304 ﾚ グラフと地図で知るこれからの20年 ヴィルジニー・レッソン／著 東京：原書房

307 ﾜ わけがわかる中学社会 学研プラス／編 東京：学研プラス

310 ｽﾞ 図解はじめて学ぶみんなの政治 アレックス・フリス／文 東京：晶文社

311 ｶ 暴力はいけないことだと誰もがいうけれど 萱野　稔人／著 東京：河出書房新社

313 ｲ 池上彰と考える「民主主義」　1～4巻 池上　彰／監修 東京：岩崎書店

314 ｻ 高校生のための選挙入門 斎藤　一久／編著 東京：三省堂

314 ｽﾞ 図解国会の楽しい見方 時事通信社政治部／監修 東京：東京書籍

316 ｶ 人権読本 鎌田　慧／編著 東京：岩波書店

316 ﾅ ぼくは13歳、任務は自爆テロ。 永井　陽右／著 東京：合同出版

317 ｵ ニッポンの刑事たち 小川　泰平／著 東京：講談社

317 ﾌ 警視庁生きものがかり 福原　秀一郎／著 東京：講談社

319 ｲ 報道カメラマンの課外授業　1～4巻 石川　文洋／写真　文 東京：童心社

319 ｶ 今、世界はあぶないのか?　1～4巻 ハナネ・カイ／絵 東京：評論社

319 ｶ ヒロシマをのこす 佐藤　真澄／著 東京：汐文社

319 ﾅ 絵で読む広島の原爆 那須　正幹／文 東京：福音館書店

【　　３　社会科学　　】



319 ﾋ ヒロシマに来た大統領 朝日新聞取材班／著 東京：筑摩書房

319 ﾋﾞ ドームがたり アーサー・ビナード／作 町田：玉川大学出版部

319 ﾔ 知ってはいけない 矢部　宏治／著 東京：講談社

319 ﾕ 平和のバトン 弓狩　匡純／著 東京：くもん出版

320 ｶ 18歳までに知っておきたい法のはなし 神坪　浩喜／著 東京：みらいパブリッシング

320 ﾔ こども六法 山崎　聡一郎／著 東京：弘文堂

323 ﾊ 檻の中のライオン 楾　大樹／著 京都：かもがわ出版

326 ﾔ 刑務所しか居場所がない人たち 山本　譲司／著 東京：大月書店

329 ｲ 「国境なき医師団」を見に行く いとう　せいこう／著 東京：講談社

330 ｽﾞ 図解でわかる14歳からのお金の説明書 インフォビジュアル研究所／著 東京：太田出版

330 ﾀ おカネの教室 高井　浩章／著 東京：インプレス

330 ﾅ お金ってなんだろう? 長岡　慎介／著 東京：平凡社

331 ｲ 池上彰のマンガでわかる経済学　1 池上　彰／著 東京：日本経済新聞出版社

331 ｲ 池上彰のマンガでわかる経済学　2 池上　彰／著 東京：日本経済新聞出版社

331 ｳ 半市場経済 内山　節／[著] 東京：KADOKAWA

333ｼ 知っていますか?SDGs 日本ユニセフ協会／制作協力 東京：さ・え・ら書房

334ｶ 未来の年表　[1] 河合　雅司／著 東京：講談社

334ｶ 未来の年表　2 河合　雅司／著 東京：講談社

338ﾋﾞ お父さんが教える13歳からの金融入門 デヴィッド・ビアンキ／著 東京：日本経済新聞出版社

338ﾖ 東南アジアで働く 横山　和子／著 東京：ぺりかん社

351ｳ 日本で1日に起きていることを調べてみた 宇田川　勝司／著 東京：ベレ出版

361ｲ 池上彰と考えるフェイクニュースの見破り方　 池上　彰／監修 東京：文溪堂

361ｲ くらべる世界 おかべ　たかし／文 東京：東京書籍

361ｲ 友だち幻想 菅野　仁／著 東京：筑摩書房

361ﾉ 誰とでも15分以上会話がとぎれない!話し方やっぱり大事!!46のルール 野口　敏／著 東京：すばる舎

361ﾏ 大人も知らない「本当の友だち」のつくり方 松本　啓子／著 東京：講談社

361ﾏ 本質をつかむ聞く力 松原　耕二／著 東京：筑摩書房

366ｲ もっとやりたい仕事がある! 池上　彰／著・監修 東京：小学館

366ｺ 泣いちゃいそうだよ夢ブック 小林　深雪／作 東京：講談社

366 ｼ 将来の夢さがし!職業ガイド234種 坂東　眞理子／監修 東京：集英社

366 ｼﾞ 10代のための仕事図鑑 大泉書店編集部／編 東京：大泉書店

366ｽﾞ 2030年のハローワーク 図子　慧／著 東京：KADOKAWA

366ﾆ 日本の給料&職業図鑑パーフェクトバイブル 給料BANK／著 東京：宝島社

366ﾊ 女子のための「手に職」図鑑 華井　由利奈／著 東京：光文社

367ｲ どうしたらいいかわからない君のための人生の歩きかた図鑑 石井　光太／著 東京：日本実業出版社

367ｲ ひとりじゃない 遠見　才希子／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン

367 ｿ マンガでわかるオトコの子の「性」 村瀬　幸浩／監修 東京：合同出版

367ﾉ ザ・ママの研究 信田　さよ子／著 東京：新曜社

367ﾌﾞ 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ・ブーレグレーン／作 東京：岩崎書店

367ﾜ 性の多様性ってなんだろう? 渡辺　大輔／著 東京：平凡社

367ﾜ わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。 プラン・ジャパン／著 東京：合同出版

368ｲ 世界の産声に耳を澄ます 石井　光太／著 東京：朝日新聞出版

368ｻ あなたのスマホがとにかく危ない 佐々木　成三／著 東京：祥伝社

369ｲ もしもごはん 今泉　マユ子／著 東京：清流出版

369ｴ わたしが障害者じゃなくなる日 海老原　宏美／著 東京：旬報社

369 ｶ 火災のサバイバル スウィートファクトリー／文 東京：朝日新聞出版

369ｶ もしときサバイバル術Jr. 片山　誠／著 東京：太郎次郎社エディタス

369ｶ きいてみよう障がいってなに?　1～5巻 石川　憲彦／監修 東京：ポプラ社

369 ｼﾞ 16歳の語り部 雁部　那由多／語り部 東京：ポプラ社

369 ｼﾞ 1 自衛隊防災BOOK　[1] マガジンハウス／編集 東京：マガジンハウス

369ｿ みんなを幸せにする新しい福祉技術　1～3巻 孫　奈美／編著 東京：汐文社

369ｿ 世界の難民をたすける30の方法 滝澤　三郎／編著 東京：合同出版

369ﾂ ハーネスをはずして 辻　惠子／著 東京：あすなろ書房

369ﾊ 発見!体験!工夫がいっぱい!ユニバーサルデザイン 川内　美彦／監修 東京：学研プラス

369ﾎﾞ 「防災」のやってはいけない ホームライフ取材班／編 東京：青春出版社

369ﾔ あのとき、そこにきみがいた。 やじま　ますみ／作・絵 東京：ポプラ社

369ﾔ 災害ボランティア入門 山本　克彦／編著 京都：ミネルヴァ書房

369ﾜ わたしは13歳、シリア難民。 国境なき子どもたち／編著 東京：合同出版

370ｵ おそい・はやい ひくい・たかい　No.91 東京：ジャパンマシニスト社

371 ｲ いじめられている君へ いじめている君へ いじめを見ている君へ 朝日新聞社／編 東京：朝日新聞出版

371ｲ 生きづらさを抱えるきみへ withnews編集部／著 東京：ベストセラーズ

371ｶﾞ 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社／編 東京：ポプラ社

371ﾅ 死ぬんじゃねーぞ!! 中川　翔子／著 東京：文藝春秋

372ﾘ 0歳からはじまるオランダの性教育 リヒテルズ直子／著 東京：日本評論社

374ｶ クラス全員がひとつになる学級ゲーム&アクティビティ100 甲斐崎　博史／著 東京：ナツメ社

374ﾀ 弁当づくりで身につく力 竹下　和男／著 東京：講談社

375ｲ イラストで学ぶスタディスキル図鑑 キャロル・ヴォーダマン／ほか著 大阪：創元社



375ｲ 中高生の勉強“まだまだ”あるある、解決します。 池末　翔太／著 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン

375 ｺ 高校受験で成功する!中学生の「合格ノート」教科別必勝ポイント55 小澤　淳／監修 東京：メイツ出版

375 ｺ 高校受験で成功する!中学生の「合格ルール」教科別必勝の勉強法60 秋田　洋和／監修 東京：メイツ出版

375 ｼ 想像力のスイッチを入れよう 下村　健一／著 東京：講談社

375ｼ 清水式定期テストで結果を出す50の習慣 清水　章弘／著 東京：PHP研究所

375 ﾀ 中学生中間・期末テストの勉強法 高濱　正伸／著 東京：実務教育出版

375 ﾁ 中学生の成績が上がる!教科別「ノートの取り方」最強のポイント55 小澤　淳／監修 東京：メイツ出版

375 ﾁ 中学生の成績が上がる!教科別「勉強のルール」最強のポイント65 秋田　洋和／監修 東京：メイツ出版

375 ﾅ 「ハッピーな部活」のつくり方 中澤　篤史／著 東京：岩波書店

375 ﾈ 寝る前5分暗記ブック中1 東京：学研教育出版

375 ﾈ 寝る前5分暗記ブック中3高校入試 東京：学研教育出版

375 ﾈ 寝る前5分暗記ブック中2 東京：学研教育出版

375ﾉ 必ず役立つ学級担任のための合唱の本 野本　立人／著 東京：ヤマハミュージックメディア

375 ﾌ 中学一冊目の参考書 船登　惟希／著 東京：KADOKAWA

375 ﾔ やる気を出したい人成績を上げたい人のための中学の勉強のトリセツ 梁川　由香／著 東京：学研プラス

376ｵ 「困っている」子どものこと一番に考えられますか? 太田　功二／著 東京：学びリンク

376ｶ 合格を決める!面接 神崎　史彦／著 京都：文英堂

376ｻ 差がでる作文・面接完全攻略30　2019年度高校入試 東京：東京学参

376ｼ 清水式高校受験に勝つ45の習慣 清水　章弘／著 東京：PHP研究所

376ﾀ 保育と絵本 瀧　薫／著 東京：エイデル研究所

376 ﾂ 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 東京：KADOKAWA

376 ﾌﾞ ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ／著 東京：新潮社

376 ﾌ 5 幼児のための科学プログラム 藤嶋　昭／監修 東京：学研プラス

376ﾐ 中学生になったら 宮下　聡／著 東京：岩波書店

376 ﾑ 13歳の進路 村上　龍／著 東京：幻冬舎

377ｵ ブラックバイトに騙されるな! 大内　裕和／著 東京：集英社クリエイティブ

378ｴ ボクはじっとできない バーバラ・エシャム／文 東京：岩崎書店

378ｼ 今日からできる!障がいのある子のお金トレーニング 鹿野　佐代子／著 [東京]：翔泳社

378ﾀ すずちゃんののうみそ 竹山　美奈子／文 東京：岩崎書店

382 ﾆ 日本のしきたり IBCパブリッシング／編 東京：IBCパブリッシング

383ｱ 日本の洋食 青木　ゆり子／著 京都：ミネルヴァ書房

383ｵ 地理女子が教えるご当地グルメの地理学 尾形　希莉子／著 東京：ベレ出版

383 ｶ インド・カレー紀行 辛島　昇／著 東京：岩波書店

383ﾜ 和服がわかる本 こどもくらぶ／編 東京：岩崎書店

385ｱ 13歳からのマナーのきほん50 アントラム栢木利美／著 東京：海竜社

386ｷ きせつのぎょうじえほん 山本　祐司／絵 東京：小学館

386ｻ 齋藤孝の覚えておきたい日本の行事 齋藤　孝／著 東京：金の星社

386ﾅ 世界の祝祭日の事典 中野　展子／著 東京：東京堂出版

386ﾆ 日本と世界の祭り 東京：小学館

386ﾊ 鯉のぼり図鑑 林　直輝／文 東京：小学館

386 ﾎﾟ マイ・ヴィンテージ・ハロウィン マリオン・ポール／著 東京：グラフィック社

386ﾏ まいにち暦生活 暦生活／協力 東京：ナツメ社

388ｱ 歴史人物怪異談事典 朝里　樹／著 東京：幻冬舎

388 ｻ 誰も知らない世界のことわざ エラ・フランシス・サンダース／著　イラスト 大阪：創元社

388 ﾕ 日本の幻獣図譜 湯本　豪一／著 東京：東京美術

392 ｻ 日本に自衛隊がいてよかった 桜林　美佐／著 東京：潮書房光人新社

392 ｼﾞ 自衛隊新戦力図鑑 東京：三栄

396 ﾋ 自衛官という生き方 廣幡　賢一／[著] 東京：イースト・プレス

400ｼ 信じられない現実の大図鑑 ドーリング・キンダースリー／編 東京：東京書籍

402ｲ 世界を変えた50人の女性科学者たち レイチェル・イグノトフスキー／著 大阪：創元社

402 ﾀ 世界一空が美しい大陸南極の図鑑 武田　康男／文・写真 東京：草思社

404ｲ 美しい科学の世界 伊知地　国夫／写真・文 東京：東京堂出版

404ｵ おはようからおやすみまでの科学 佐倉　統／著 東京：筑摩書房

404ｶ 大きな大きなせかい 加古　里子／著 東京：偕成社

404 ｶ 小さな小さなせかい 加古　里子／著 東京：偕成社

404ｻ 科学はこう「たとえる」とおもしろい! 左巻　健男／編著 東京：青春出版社

404ｻ 図解もっと身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本 左巻　健男／編著 東京：明日香出版社

404 ﾂ 子どもにウケるたのしい雑学 坪内　忠太／著 東京：新講社

404ﾃﾞ 知の果てへの旅 マーカス・デュ・ソートイ／著 東京：新潮社

404 ﾌ 教えて!藤嶋昭先生科学のギモン 藤嶋　昭／著 東京：朝日学生新聞社

404ﾓ カガク力を強くする! 元村　有希子／著 東京：岩波書店

404ﾔ 空想科学読本　17 柳田　理科雄／著 東京：KADOKAWA

407ｱ1 アリエナイ理科ノ大事典　[1] 薬理凶室／文・監修 東京：三才ブックス

407ｲ1 イベントで育つ科学の心 藤嶋　昭／監修 東京：学研プラス

407ｲ2 ワクワクドキドキ科学がはじまる 藤嶋　昭／監修 東京：学研プラス

【　　４　自然科学　　】



407ｲ3 小さな発見大きな感動 藤嶋　昭／監修 東京：学研プラス

407ｲ4 指導者が学ぶプログラムづくり 藤嶋　昭／監修 東京：学研プラス

407ｵ 13歳からの研究倫理 大橋　淳史／著 京都：化学同人

407ﾀ 楽しく学べる理科の実験・工作 川村　康文／著 東京：エネルギーフォーラム

407ﾏ ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる方法 バリー・マーシャル／著 東京：WAVE出版

407ﾔ2 ふしぎ不思議の理科教室 藤嶋　昭／監修 東京：東京書籍

407ﾔ3 心にひびく理科の実験 藤嶋　昭／監修 東京：東京書籍

407ﾔ4 若き理科教師たちの実験室 藤嶋　昭／監修 東京：東京書籍

407ﾔ5 子どもと読みたい科学の本棚 藤嶋　昭／著 東京：東京書籍

407ﾔ6 かがく縁日と本読み隊 藤嶋　昭／監修 東京：東京書籍

410ｺ 中学数学xやyの意味と使い方がわかる 小林　道正／著 東京：ベレ出版

410ｽ スウガクって、なんの役に立ちますか? 杉原　厚吉／著 東京：誠文堂新光社

410ｽ 数学ミステリーの冒険 イアン・スチュアート／著 東京：SBクリエイティブ

410ﾀ 数学をつくった天才たち 立田　奨／著 東京：辰巳出版

410ﾀﾞ 北欧式眠くならない数学の本 クリスティン・ダール／著 東京：三省堂

410ﾆ 数字マニアック デリック・ニーダーマン／著 京都：化学同人

410ﾎﾟ 数学まちがい大全集 アルフレッド・S.ポザマンティエ／著 京都：化学同人

410ﾏ 数学を嫌いにならないで　文章題にいどむ篇 ダニカ・マッケラー／[著] 東京：岩波書店

410ﾏ 知って得する!おうちの数学 松川　文弥／著 [東京]：翔泳社

410ﾜ 「数学」の公式・定理・決まりごとがまとめてわかる事典 涌井　良幸／著 東京：ベレ出版

412ｼ フェルマーの最終定理 サイモン・シン／[著] 東京：新潮社

420ｻ 面白くて眠れなくなる物理パズル 左巻　健男／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ

421ﾀ タイムマシンって実現できる? 二間瀬　敏史／監修 東京：誠文堂新光社

424ﾄ トコトンやさしい音の本 戸井　武司／著 東京：日刊工業新聞社

425ﾀ トコトンやさしい光の本 谷腰　欣司／著 東京：日刊工業新聞社

427ｲ 「電波と光」のことが一冊でまるごとわかる 井上　伸雄／著 東京：ベレ出版

430ﾌ 「ロウソクの科学」が教えてくれること [ファラデー／原著] 東京：SBクリエイティブ

431ｸﾞ 世界で一番美しい化学反応図鑑 セオドア・グレイ／著 大阪：創元社

431ｻ 宮沢賢治の元素図鑑 桜井　弘／著 京都：化学同人

431ﾀ 太陽と光しょくばいものがたり 藤嶋　昭／共著 東京：偕成社

432ｳ ビーカーくんのゆかいな化学実験 うえたに夫婦／著 東京：誠文堂新光社

435ｳ ひとしずくの水 ウォルター・ウィック／作 東京：あすなろ書房

440ｷ 「やべー」宇宙の話 気になる宇宙／著 東京：KADOKAWA

440ｻ 絵本眠れなくなる宇宙といのちのはなし 佐藤　勝彦／作 東京：講談社

440ﾊ 星の声に、耳をすませて 林　完次／著 東京：講談社

440ﾌ 14歳からの天文学 福江　純／著 東京：日本評論社

442ｺ 星空がもっと好きになる 駒井　仁南子／著 東京：誠文堂新光社

443ﾇ 星座の図鑑 沼澤　茂美／著 東京：誠文堂新光社

443ﾚ 星座を見つけよう H・A・レイ／文・絵 東京：福音館書店

446ﾇ The Real Moon月の素顔 沼澤　茂美／共著 東京：小学館クリエイティブ

448ﾀ 地球は本当に丸いのか? 武田　康男／文・写真 東京：草思社

449ﾈ はじめてふれる日本の二十四節気・七十二候　 根本　浩／著 東京：汐文社

450ｳ ビジュアル地球探検図鑑 ジョン・ウッドワード／文 東京：ポプラ社

450ｶ シミュレート・ジ・アース 河宮　未知生／著 東京：ベレ出版

451ｳ お天気お姉さんVTuberウェザーロイドAiriのソラヨミのススメ。 ウェザーロイドTypeA Airi／著 東京：KADOKAWA

451ｸﾞ グレタたったひとりのストライキ マレーナ・エルンマン／著 武蔵野：海と月社

452ﾋ 海の世界地図 Don Hinrichsen／[著] 東京：丸善出版

452ﾎ 湿地生物のサバイバル 洪　在徹／文 東京：朝日新聞出版

457ｶ ならべてくらべる絶滅と進化の動物史 川崎　悟司／著 [東京]：ブックマン社

457ﾂ リアルサイズ古生物図鑑　古生代編 土屋　健／著 東京：技術評論社

459ｼ ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑　[1] 柴山　元彦／著 大阪：創元社

459ｼ ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑　2 柴山　元彦／著 大阪：創元社

460ｲ デジタル顕微鏡で楽しむ!ミクロワールド美術館 池田　圭一／著 東京：技術評論社

460ｵ 「生物」のことが一冊でまるごとわかる 大石　正道／著 東京：ベレ出版

462ｲ マイシャと精霊の木 井上　冬彦／文・写真 東京：光村図書出版

465ﾀ ウイルスは悪者か 高田　礼人／著 東京：亜紀書房

465ﾋﾞ1 微生物のサバイバル　1 ゴムドリco.／文 東京：朝日新聞出版

465ﾋﾞ1 目に見えない微生物の世界 エレーヌ・ラッジカク／著 東京：河出書房新社

467 ｻ 知識ゼロからのダーウィン進化論入門 佐倉　統／監修 東京：幻冬舎

469ﾛ 人類の進化大図鑑 アリス・ロバーツ／編著 東京：河出書房新社

471ｲ 文明が育てた植物たち 岩槻　邦男／著 東京：東京大学出版会

473ﾏ 世界は変形菌でいっぱいだ 増井　真那／著 東京：朝日出版社

480ｷ 危険生物◆外来生物大図鑑 今泉　忠明／監修 東京：あかね書房

480ｻ 図解身近にあふれる「生き物」が3時間でわかる本 左巻　健男／編著 東京：明日香出版社

480ｻﾞ ざんねんないきもの事典　[正] 今泉　忠明／監修 東京：高橋書店

480ｻﾞ ざんねんないきもの事典　続 今泉　忠明／監修 東京：高橋書店

480ｻﾞ ざんねんないきもの事典　続々 今泉　忠明／監修 東京：高橋書店



480ﾀ 動物園飼育員・水族館飼育員になるには 高岡　昌江／著 東京：ぺりかん社

480ﾊﾞ せつない動物図鑑 ブルック・バーカー／著 東京：ダイヤモンド社

481 ｵ ゴミにすむ魚たち 大塚　幸彦／文・写真 東京：講談社

481ｺ 恋するいきもの図鑑 今泉　忠明／監修 東京：カンゼン

481ﾅ1 ナイトサファリのサバイバル　 ゴムドリco.／文 東京：朝日新聞出版

482ﾁ 絶滅生物図誌 チョー　ヒカル／著 東京：雷鳥社

483 ﾆ ダーウィンのミミズの研究 新妻　昭夫／文 東京：福音館書店

485 ｲ ダンゴムシ 今森　光彦／文・写真 東京：アリス館

485 ﾅ クモのイト 中田　兼介／著 東京：ミシマ社

486 ﾄ どっちが強い!?カブトムシvsクワガタムシ スライウム／ストーリー 東京：KADOKAWA

486 ﾄﾞ どっちが強い!?ハチvsクモ ジノ／ストーリー 東京：KADOKAWA

486 ﾏ バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎／著 東京：光文社

487 ｾ 野外観察のための日本産爬虫類図鑑 関　慎太郎／著 東京：緑書房

487 ﾇ ほぼ命がけサメ図鑑 沼口　麻子／[著] 東京：講談社

488 ｵ シマエナガちゃん 小原　玲／著 東京：講談社ビーシー

488 ｻ 庭にきた鳥 佐藤　信治／著 東京：農山漁村文化協会

488 ﾄ 1 鳥のサバイバル　1 ゴムドリco.／文 東京：朝日新聞出版

488 ﾄ 2 鳥のサバイバル　2 ゴムドリco.／文 東京：朝日新聞出版

489 ﾄﾞ どっちが強い!?ライオンvsトラ スライウム／ストーリー 東京：KADOKAWA

489 ﾔ ゴリラは語る 山極　寿一／著 東京：講談社

490 ｺ QOLって何だろう 小林　亜津子／著 東京：筑摩書房

490 ﾅ 病気日本史 中島　陽一郎／著 東京：雄山閣

491 ｶ のうだま　2 上大岡　トメ／[著] 東京：幻冬舎

491 ｾ 世界一やさしい!細胞図鑑 鈴川　茂／監修 東京：新星出版社

491 ﾋ ひと目でわかる体のしくみとはたらき図鑑 大橋　順／日本語版監修 大阪：創元社

491 ﾘ 40人の神経科学者に脳のいちばん面白いところを聞いてみた デイヴィッド・J.リンデン／編著 東京：河出書房新社

493 ｵ 正しく怖がる感染症 岡田　晴恵／著 東京：筑摩書房

493 ﾏ しろさんのレモネードやさん まつざき　まさみ／ぶん 岡山：吉備人出版

495 ﾏ 胎児のはなし 増崎　英明／著 東京：ミシマ社

496 ｲ どもる体 伊藤　亜紗／著 東京：医学書院

498 ｶ 助産師になるには 加納　尚美／編著 東京：ぺりかん社

498 ﾆ スタンフォード式最高の睡眠 西野　精治／著 東京：サンマーク出版

498 ﾋ おもしろい!料理の科学 平松　サリー／著 東京：講談社

498 ﾌ 食べるってどんなこと? 古沢　広祐／著 東京：平凡社

501 ｻ 再生可能エネルギーのリスクとガバナンス 丸山　康司／編著 京都：ミネルヴァ書房

501 ﾏ 再生可能エネルギーの社会化 丸山　康司／著 東京：有斐閣

501 ﾕ ユニバーサルデザインUDがほんとうにわかる本　 小石　新八／監修 東京：六耀社

504 ｱ 工作でわかるモノのしくみ ニック・アーノルド／著 東京：誠文堂新光社

507 ｶﾞ ガンプラ図鑑　HG篇2015～2016 東京：双葉社

509 ｱ あの町工場から世界へ 『あの町工場から世界へ』編集室／編 東京：理論社

517 ﾐ 水不足のサバイバル スウィートファクトリー／文 東京：朝日新聞出版

518 ﾀ ごみ育 滝沢　秀一／著 東京：太田出版

518 ﾏ まちづくりの仕事ガイドブック 饗庭　伸／編著 京都：学芸出版社

519 ｲ いろのかけらのしま イ　ミョンエ／作と絵 東京：ポプラ社

519 ｶ 沈黙の春 レイチェル・カーソン／著 東京：新潮社

519 ﾊ ハチドリのひとしずく 辻　信一／監修 東京：光文社

519 ﾌ 環境破壊図鑑 藤原　幸一／著 東京：ポプラ社

519 ﾎ クジラのおなかからプラスチック 保坂　直紀／著 東京：旬報社

519 ﾔ タマゾン川 山崎　充哲／著 東京：旬報社

520 ﾊ 「窓」の思想史 浜本　隆志／著 東京：筑摩書房

521 ｺ これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城　西日本編 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城編集委員会／編著 東京：汐文社

521 ｺ これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城　東日本編 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城編集委員会／編著 東京：汐文社

526 ｾ 世界の美しい博物館 パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル

528 ｶ 自分のためのエコロジー 甲斐　徹郎／著 東京：筑摩書房

536 ｸ 車いすの図鑑 高橋　儀平／監修 東京：金の星社

536 ﾆ 日本おもてなし鉄道 日経デザイン／編 [東京]：日経BP社

536 ﾐ ぼくは「つばめ」のデザイナー 水戸岡　鋭治／作・絵 東京：講談社

537 ｾ 世界のくるま図鑑2500 東京：スタジオタッククリエイティブ

538 ｻ 月はぼくらの宇宙港 佐伯　和人／作 東京：新日本出版社

538 ﾅ 眠れなくなるほど面白い図解飛行機の話 中村　寛治／著 東京：日本文芸社

538 ﾎ 名機300選 帆足　孝治／著 東京：イカロス出版

540 ﾔ トコトンやさしい電気の本 山崎　耕造／著 東京：日刊工業新聞社

542 ｻ 最新モータ技術のすべてがわかる本 赤津　観／監修 東京：ナツメ社

546 ｼ 19 私鉄車両年鑑　2019 東京：イカロス出版

547 ｴ 脱ネット・スマホ中毒 遠藤　美季／著 東京：誠文堂新光社

【　　５　技術　　】



547 ﾊ 電波の疑問50 早川　正士／著 東京：成山堂書店

548 ｶ 闘え!高専ロボコン 萱原　正嗣／著 東京：ベストセラーズ

548 ｷ 2 ロボット世界のサバイバル　2 金　政郁／文 東京：朝日新聞出版

548 ｷ 3 ロボット世界のサバイバル　3 金　政郁／文 東京：朝日新聞出版

548 ｺ ロボット解体新書 神崎　洋治／編著 東京：SBクリエイティブ

549 ｲ 電子工作パーフェクトガイド 伊藤　尚未／著 東京：誠文堂新光社

549 ｲ Kawaii★電子工作 池上　恵理／著 東京：オーム社

549 ｺ はじめる!楽しい電子工作 小峯　龍男／著 東京：ソフトバンククリエイティブ

559 ｳ この計画はひみつです ジョナ・ウィンター／文 東京：鈴木出版

588 ｶ 砂糖の世界史 川北　稔／著 東京：岩波書店

594 ｻ さいほうの基本 東京：KADOKAWA

594 ﾋ ハーバリウムづくりの教科書 平山　りえ／著 東京：世界文化社

596 ｳ あたらしい一汁三菜 上田　淳子／著 東京：文化学園文化出版局

596 ｵ 食べる野草図鑑 岡田　恭子／著 東京：日東書院本社

596 ｶ かんたん!ラクチン!作りおきの便利おかず218 食のスタジオ／編 東京：西東社

596 ﾁ 中学生のためのスイーツの教科書 おかやま山陽高校製菓科／編 岡山：吉備人出版

596 ﾃﾞ およばれのテーブルマナー フィリップ・デュマ／絵と文 東京：西村書店

596 ﾋ いのち愛しむ、人生キッチン 桧山　タミ／著 東京：文藝春秋

596 ﾎﾞ 魔法使いたちの料理帳 オーレリア・ボーポミエ／著 東京：原書房

596 ﾎ 娘に伝えたいおせち料理と季節のごちそう 本田　明子／著 東京：講談社

597 ｲ 空間心理カウンセラーの「いいこと」が次々起こる片づけの法則 伊藤　勇司／著 東京：三笠書房

597 ｺ 人生がときめく片づけの魔法　[1] 近藤　麻理恵／著 東京：サンマーク出版

609 ｲ ニッポンのサイズ図鑑 石川　英輔／原作 京都：淡交社

611 ﾀ ヤンキー村の農業革命 田中　健二／著 東京：宝島社

616 ｲ 千年の田んぼ 石井　里津子／著 東京：旬報社

645 ﾘ 羊飼いの暮らし ジェイムズ・リーバンクス／著 東京：早川書房

645 ﾜ ありがとう!わさびちゃん わさびちゃん／著 東京：小学館

649 ﾀ 珍獣ドクターのドタバタ診察日記 田向　健一／著 東京：ポプラ社

653 ｺ 珍樹図鑑 小山　直彦／著 東京：文藝春秋

682 ｷ 牛車で行こう! 京樂　真帆子／著 東京：吉川弘文館

686 ｲ 日本全国駅名めぐり 今尾　恵介／著 東京：日本加除出版

686 ｻ 列車で行こう! 櫻井　寛／写真・文 東京：世界文化社

686 ﾁ 地図でよくわかる鉄道大百科 東京：JTBパブリッシング

694 ｴ 家庭でマスター!中学生のスマホ免許 遠藤　美季／著 東京：誠文堂新光社

694 ｼ しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール 島袋　コウ／著 東京：旬報社

694 ﾃﾞ できるゼロからはじめるAndroidスマートフォン超入門 法林　岳之／著 東京：インプレス

699 ﾅ 何度でも泣ける「沁みる夜汽車」の物語 NHK沁みる夜汽車制作チーム／著 東京：ビジネス社

702 ﾊﾞ ゴッホはなぜ星月夜のうねる糸杉をえがいたのか マイケル・バード／著 東京：エクスナレッジ

707 ｱ いちばんやさしい美術鑑賞 青い日記帳／著 東京：筑摩書房

708 ｻ 謎解き錯視傑作135選 ジャンニ・A.サルコーネ／著 大阪：創元社

709 ｻ 国宝の解剖図鑑 佐藤　晃子／著 東京：エクスナレッジ

709 ﾆ 日本の世界遺産 山口　正／監修 東京：朝日新聞出版

709 ﾍ 1 ヘタリア的世界遺産　[1] 日丸屋　秀和／監修・イラスト 東京：幻冬舎コミックス

709 ﾍ 3 ヘタリア的世界遺産　3 日丸屋　秀和／監修・イラスト 東京：幻冬舎コミックス

711 ﾋ ヒンメリをつくる 山本　睦子／編 東京：誠文堂新光社

717 ﾊ 恋する石膏像 早坂　優子／著 東京：視覚デザイン研究所

718 ﾌﾞ 仏像なんでも事典 大谷　徹奘／監修 東京：理論社

720 ﾏ 世界の名画物語 ミック・マニング／著 東京：六耀社

721 ｱ 広重決定版 太田記念美術館／監修 東京：平凡社

721 ﾁ 鳥獣戯画を読みとく 五味　文彦／監修 東京：岩崎書店

723 ｽ 5分でわかれ!印象派 須谷　明／著 東京：KADOKAWA

723 ﾅ ここが見どころ!聴きどころ!西洋絵画とクラシック音楽 中川　右介／著 東京：青春出版社

723 ﾑ ムンクの世界 田中　正之／監修 東京：平凡社

724 ﾎ 身近なモチーフで始める水彩画 堀川　理万子／著 東京：誠文堂新光社

725 ｳ ○△□で描く色鉛筆カフェ 漆間　順子／著 東京：日貿出版社

725 ｴ 絵をかこう!　2 三嶋　眞人／協力 東京：汐文社

725 ｵ 自分の色鉛筆画を描こう! オガワ　ヒロシ／著 東京：玄光社

725 ｵ だまし絵×立体がすごい!3Dアートの描き方 おまけたらふく舎／著 東京：誠文堂新光社

726 3-10 藤子・F・不二雄大全集　[3-10] 藤子・F・不二雄／[作] 東京：小学館

726 ｱ ABCの本 安野　光雅／[著] 東京：福音館書店

726 ｱ もりのえほん 安野　光雅／絵 東京：福音館書店

726 ｲ 1 SLAM DUNK　 井上　雄彦／著 東京：集英社

726 ｵ 「大家さんと僕」と僕 矢部　太郎／ほか著 東京：新潮社

【　　６　産業　　】

【　　７　芸術・スポーツ　　】



726 ｶ 未来のだるまちゃんへ かこ　さとし／著 東京：文藝春秋

726 ｸ 女子中・高生のイラストブック クマノイ／著 東京：日貿出版社

726 ｼ しかけ絵本 東京：平凡社

726 ﾄﾞ ドラえもん最新ひみつ道具大事典 藤子・F・不二雄／監修 東京：小学館

726 ﾊ 書くことと描くこと 濱口　瑛士／著 東京：ブックマン社

726 ﾋ ヘタリア 日丸屋　秀和／著 東京：幻冬舎コミックス

726 ﾌ のび太くん、もう少しだけがんばって 藤子・F・不二雄／著 東京：小学館

726 ﾌﾞ 風が吹くとき レイモンド・ブリッグズ／さく 東京：あすなろ書房

726 ﾔ 大家さんと僕 矢部　太郎／著 東京：新潮社

726 ﾔ ムーミンの生みの親、トーベ・ヤンソン トゥーラ・カルヤライネン／著 東京：河出書房新社

726 ﾕ 世界の文様カラフル切り絵 ゆまあひmaki／著 東京：誠文堂新光社

726 ﾖ ものは言いよう ヨシタケ　シンスケ／著 東京：白泉社

727 ｶ 日本の文様解剖図鑑 筧　菜奈子／文・絵 東京：エクスナレッジ

727 ﾜ 和の文化をうけつぐ日本の伝統もよう　 小山　弓弦葉／監修 東京：汐文社

728 ｶ 心は天につながっている 金澤　翔子／書 京都：PHP研究所

731 ﾃ 手作りスタンプのアイデア帖 主婦と生活社／編 東京：主婦と生活社

736 ﾂ 津久井智子の消しゴムはんこ。教室 津久井　智子／著 東京：主婦の友社

746 ｲ そうだったのか!しゅんかん図鑑 伊知地　国夫／写真 東京：小学館

748 ﾅ はたらく 長倉　洋海／著 東京：アリス館

748 ﾊ 誰の上にも青空はある HABU／写真・文 東京：ヴィレッジブックス

750 ﾃﾞ 伝統工芸ってなに? 日本工芸会東日本支部／編 東京：芸艸堂

754 ﾌ おりがみで作る入れ子の箱 布施　知子／著 東京：誠文堂新光社

757 ｴ 色彩・配色・混色 ベティ・エドワーズ／著 東京：河出書房新社

759 ｵ ミニチュアフードBOOK230 大野　幸子／[著] 東京：日本ヴォーグ社

759 ﾄﾞ ドールハウス 京都：亥辰舎

760 ｵ クラシック音楽とは何か 岡田　暁生／著 東京：小学館

760 ﾊ はじめてのクラシック 飯尾　洋一／監修 東京：朝日新聞出版

761 ﾓ かんたん!よくわかる!楽譜の読み方 森　真奈美／著 東京：日東書院本社

761 ﾜ ゼロからの作曲入門 四月朔日　義昭／著 東京：ヤマハミュージックメディア

762 ｷ 教科書にでてくる音楽家の伝記 ひの　まどか／監修 東京：講談社

762 ﾍﾞ ベートーヴェンの生涯 青木　やよひ／著 東京：平凡社

763 ｶ もっと音楽が好きになる上達の基本フルート 神田　寛明／著 東京：音楽之友社

763 ｻ もっと音楽が好きになる上達の基本クラリネット サトー　ミチヨ／著 東京：音楽之友社

763 ﾀ もっと音楽が好きになる上達の基本トランペット 高橋　敦／著 東京：音楽之友社

763 ﾊ はじめてドレミを弾く人のためのやさしい独学ピアノ講座　[2019] 自由現代社編集部／編著 東京：自由現代社(発売)

763 ﾋ もっと音楽が好きになる上達の基本サクソフォーン 平野　公崇／著 東京：音楽之友社

764 ｵ 吹部ノート　[1] オザワ部長／著 東京：ベストセラーズ

764 ｵ みんなのあるある吹奏楽部ゴールド オザワ部長／編著 東京：新紀元社

764 ｵ 私たちの負けられない想い。 オザワ部長／著 東京：ベストセラーズ

764 ｸ 交響曲「第九」の秘密 マンフレッド・クラメス／著 東京：ワニブックス

764 ﾌﾞ 部活でもっとステップアップ吹奏楽上達のコツ50 畠田　貴生／監修 東京：メイツ出版

764 ﾔ やぎりんの吹奏楽入門 八木澤　教司／著 東京：ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

767 ｶ 必ず役立つ合唱の本 清水　敬一／監修 東京：ヤマハミュージックメディア

767 ｶ 必ず役立つ合唱の本　ボイストレーニングと身体の使い方編 相澤　直人／監修 東京：ヤマハミュージックメディア

767 ﾌ 合唱のための実践練習書　混声合唱編 古橋　富士雄／著 東京：ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

767 ﾌﾞ 部活でレベルアップ!合唱上達のポイント50 渡瀬　昌治／監修 東京：メイツ出版

767 ﾗ ライムスター宇多丸の「ラップ史」入門 宇多丸／著 東京：NHK出版

771 ﾌﾞ 部活でスキルアップ!演劇上達バイブル 杉山　純じ／監修 東京：メイツ出版

775 ﾁ 知識ゼロからのミュージカル入門 塩田　明弘／監修 東京：幻冬舎

778 ﾅ ナトセンおすすめYA映画館 名取　弘文／著 東京：子どもの未来社

778 ﾏ 教養としての10年代アニメ 町口　哲生／著 東京：ポプラ社

779 ﾊ 言い訳 塙　宣之／著 東京：集英社

780.1 ｲ いちばんわかりやすいテーピング 花岡　美智子／監修 東京：成美堂出版

780.1 ﾂ 強い体をつくる部活ごはん 明治スポーツ栄養マーケティング部／監修 東京：文化学園文化出版局

780.1 ﾓ おもしろい!スポーツの物理 望月　修／著 東京：講談社

780.6 ｵ オリンピック・パラリンピックまるごと大百科 真田　久／監修 東京：学研プラス

780.6 ｺﾞ オリンピック全史 デイビッド・ゴールドブラット／著 東京：原書房

782 ｱ 走らないランニング・トレーニング 青山　剛／著 東京：マイナビ出版

782 ｵ そもそもオリンピック アーサー・ビナード／作 町田：玉川大学出版部

782 ﾎ 小・中学生のための運動会で1位になる速くなる走り方教室 堀籠　佳宏／著 東京：カンゼン

783 ｲ I AM ZLATAN ズラタン・イブラヒモビッチ／著 東京：東邦出版

783 ｳ 淡々黙々。 内田　篤人／著 東京：幻冬舎

783 ｴ 野球食Jr. 海老　久美子／著 東京：ベースボール・マガジン社

783 ｺ 野球がうまくなるヨガトレ! 小林　佳子／著 東京：ベースボール・マガジン社

783 ﾊ はじめてのラグビー 大野　均／監修 東京：世界文化社

783 ﾋ 卓球メンタル強化メソッド 平野　早矢香／著 東京：実業之日本社

783 ﾎ サッカーのスゴイ話 ワールドカップのスゴイ話 本多　辰成／著 東京：ポプラ社



783 ﾏ 詳しいことはわかりませんが、サッカーの守り方を教えてください 松田　浩／著 東京：カンゼン

783 ﾐ やめないよ 三浦　知良／著 東京：新潮社

786 ﾁ 無人島のサバイバル 崔　徳煕／文 東京：朝日新聞出版

787 ｶ バスフィッシング・ボトムアップアプローチ 川村　光大郎／著 東京：つり人社

787 ｺ 遊遊さかな事典 小西　英人／著 東京：エンターブレイン

787 ﾂ 釣り上達のコツ カルチャーランド／著 東京：メイツ出版

787 ﾑ 釣り竿一本からはじめる魚釣り 村越　正海／著 東京：成美堂出版

789 ﾀ 剣道の新しい教科書 高瀬　英治／著 東京：日本文芸社

796 ﾌ 藤井聡太 津江　章二／著 東京：日本文芸社

798 ｶ 自然遺産の迷路 香川　元太郎／作・絵 東京：PHP研究所

798 ｶ 時の迷路 香川　元太郎／作・絵 東京：PHP研究所

798 ｶ 勝つ!百人一首「競技かるた」完全マスター 岸田　諭／監修 東京：メイツ出版

798 ｶ 神奈川ドリル 都道府県地域パズル研究会／編 東京：三才ブックス

798 ﾄ 東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団AnotherVisionからの挑戦状　第1巻 東京大学謎解き制作集団AnotherVision／著 東京：扶桑社

798 ﾄ 2 東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団AnotherVisionからの挑戦状　第2巻 東京大学謎解き制作集団AnotherVision／著 東京：扶桑社

798 ﾄ 4 東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団AnotherVisionからの挑戦状　第4巻 東京大学謎解き制作集団AnotherVision／著 東京：扶桑社

798 ﾊ ウォーリーのゆめのくにだいぼうけん! マーティン ハンドフォード／作・絵 東京：フレーベル館

798 ﾊ ウォーリーをさがせ！ マーティン・ハンドフォード／作・絵 東京：フレーベル館

798 ﾊﾞ ウォーリーのふしぎなたび マーティン・ハンドフォード／作・絵 東京：フレーベル館

798 ﾊ NEWウォーリーをさがせ!トラベルコレクション マーティン ハンドフォード／作・絵 東京：フレーベル館

798 ﾊ NEWウォーリーをさがせ!謎のメモ大追跡! マーティン ハンドフォード／作・絵 東京：フレーベル館

798 ﾏ チャレンジミッケ!　7 ウォルター・ウィック／作 東京：小学館

798 ﾏ ミッケ!　2 ウォルター・ウィック／写真 東京：小学館

798 ﾏ ミッケ!　6 ウォルター・ウィック／写真 東京：小学館

798 ﾏ ミッケ!　7 ウォルター・ウィック／写真 東京：小学館

798 ﾔ どこ？ 山形　明美／作 東京：講談社

801 ｾ たとえる技術 せきしろ／著 東京：文響社

804 ｲ ふしぎなことばことばのふしぎ 池上　嘉彦／著 東京：筑摩書房

804 ｻ 翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・サンダース／著　イラスト 大阪：創元社

807 ﾊ だじゃれ世界一周 長谷川　義史／作 東京：理論社

810 ｲ いつも日本語で悩んでいます 朝日新聞校閲センター／著 東京：さくら舎

810 ｷ おなかぺこぺこオノマトペ きの　とりこ／著 東京：千倉書房

810 ｻ 国語は語彙力! 齋藤　孝／著 東京：PHP研究所

810 ｻ 知っているようで知らない日本語のルール 佐々木　瑞枝／著 東京：東京堂出版

810 ﾃﾞ できる人の語彙力が身につく本 語彙力向上研究会／著 東京：三笠書房

810 ﾊ はじめて出会う古典作品集　 河添　房江／監修 東京：光村教育図書

810 ﾋ ひと目でわかる!教室で使うみんなのことば　[1] 柳下　則久／総監修 東京：文研出版

811 ﾀ あて字の素姓 田島　優／著 名古屋：風媒社

813 ﾆ 「言いたいこと」から引ける慣用句・ことわざ・四字熟語辞典 西谷　裕子／編 東京：東京堂出版

813 ﾔ <役割語>小辞典 金水　敏／編 東京：研究社

813 ﾜ 和の感情ことば選び辞典 東京：学研プラス

814 ｺ 大人になって困らない語彙力の鍛えかた 今野　真二／著 東京：河出書房新社

814 ｻ 何がちがう?どうちがう?似ている日本語 佐々木　瑞枝／著 東京：東京堂出版

814 ﾅ 五感にひびく日本語 中村　明／著 東京：青土社

814 ﾔ 文豪の凄い語彙力 山口　謠司／著 東京：さくら舎

815 ﾆ 「言いたいこと」から引ける敬語辞典 西谷　裕子／編 東京：東京堂出版

815 ﾏ まんが敬語なんでも辞典　1 北原　保雄／編 東京：金の星社

816 ｺ 13歳から身につける一生モノの文章術 近藤　勝重／著 東京：大和出版

816 ｺ 高校入試作文・小論文対策 東京：旺文社

816 ｺ 150冊執筆売れっ子ライターのもう恥をかかない文章術 神山　典士／著 東京：ポプラ社

816 ｾ 日本語のレトリック 瀬戸　賢一／著 東京：岩波書店

816 ﾊ めんどくさがりなきみのための文章教室 はやみね　かおる／著 東京：飛鳥新社

821 ｴ 漢字なりたち図鑑 円満字　二郎／著 東京：誠文堂新光社

829 ﾁ マンガでわかる!1時間でハングルが読めるようになる本 チョ　ヒチョル／作 東京：学研パブリッシング

830 ｼ 英語ネイティブ脳みそのつくりかた 白川　寧々／著 東京：大和書房

830 ﾌ イギリスの小学校教科書で楽しく英語を学ぶ 古川　昭夫／著 東京：小学館

834 ﾋ 語源とマンガで英単語が面白いほど覚えられる本 肘井　学／著 東京：KADOKAWA

837 ｱ 日本を語る英語 浅井　雅子／著 東京：IBCパブリッシング

837 ｲ 中学英語+たったの5パターンで誰でも長い英会話ができる本 石渡　一秀／著 東京：明日香出版社

837 ｳ 誰かに話したくなる「世の中のなぜ?」 ニーナ・ウェグナー／著 東京：IBCパブリッシング

837 ｵ 2 日本人の惜しい!英語　2 尾代　ゆうこ／著 東京：主婦の友社

837 ｻ 30秒でできる!ニッポン紹介おもてなしの英会話 安河内　哲也／監修 東京：IBCパブリッシング

837 ｻ 30秒でできる!ニッポンの歴史紹介おもてなしの英会話 安河内　哲也／監修 東京：IBCパブリッシング

837 ｼ 心が伝わる英語の話し方 しゅわぶ美智子／著 東京：IBCパブリッシング

837 ｾ 世界一わかりやすい英会話の授業 関　正生／著 東京：KADOKAWA

【　　８　言語　　】



837 ﾀﾞ 中学英語で話そう日本の文化　1 大門　久美子／編著 東京：汐文社

837 ﾁ 中学英語で京都を案内しよう 京都新聞社／編 京都：京都新聞出版センター

837 ﾔ 英語フレーズサクッとノート 屋代　菜海／著 東京：永岡書店

901 ｱ 性格類語辞典　ネガティブ編 アンジェラ・アッカーマン／著 東京：フィルムアート社

901 ｱ 性格類語辞典　ポジティブ編 アンジェラ・アッカーマン／著 東京：フィルムアート社

901 ｱ 感情類語辞典 アンジェラ・アッカーマン／著 東京：フィルムアート社

901 ﾌﾞ 物語を書く人のための推敲入門 ラリー・ブルックス／著 東京：フィルムアート社

901 ﾜ 詩を書くってどんなこと? 若松　英輔／著 東京：平凡社

908 ｺ 恋の終わりは、いつも同じだけれど…。 ライナー・マリア・リルケ／ほか作 東京：くもん出版

908 ｺﾞ 5分後に意外な結末ex 桃戸　ハル／編著 東京：学研プラス

908 ｻ 名作うしろ読みプレミアム 斎藤　美奈子／著 東京：中央公論新社

908 ﾐ 光村ライブラリー　中学校編4 東京：光村図書出版

91 ﾃ あの日、あの曲、あの人は 小竹　正人／[著] 東京：幻冬舎

91 ﾃ 怪談5分間の恐怖 ひとり増えてる… 中村　まさみ／著 東京：金の星社

91 ﾃ 君と100回目の恋 Chocolate Records／原作 東京：集英社

91 ﾃ クリスタルエッジ 風野　潮／[著] 東京：講談社

91 ﾃ ノックの音が 星　新一／著 東京：新潮社

91 ﾃ 本日は、お日柄もよく 原田　マハ／著 東京：徳間書店

91 ﾃ ラブ・ケミストリー 喜多　喜久／著 東京：宝島社

91 ﾃ 14-2 都会(まち)のトム&ソーヤ　14下 はやみね　かおる／[著] 東京：講談社

91 ﾃ 2 天久鷹央の推理カルテ　2 知念　実希人／著 東京：新潮社

91 ﾃ 2 DAYS　2 安田　剛士／原作・絵 東京：講談社

91 ﾃ 5 ソロモンの偽証　5 宮部　みゆき／著 東京：新潮社

910 ｻ 平安ガールフレンズ 酒井　順子／著 東京：KADOKAWA

910 ｼ 文豪どうかしてる逸話集 進士　素丸／著 東京：KADOKAWA

910 ﾊ 最後の一文 半沢　幹一／著 東京：笠間書院

910 ﾊ 日本のヤバい女の子 はらだ　有彩／著 東京：柏書房

910 ﾏ 古典の裏 松村　瞳／著 東京：笠間書院

911 ｱ 愛×数学×短歌 横山　明日希／編著 東京：河出書房新社

911 ｵ 大人になるまでに読みたい15歳の短歌・俳句・川柳　 東京：ゆまに書房

911 ｵ 奇跡-ミラクル- 長田　弘／[著] 東京：みすず書房

911 ｵ ざんねんな万葉集 岡本　梨奈／著 東京：飛鳥新社

911 ｷ わたしはひろがる 岸　武雄／作 東京：子どもの未来社

911 ｺ ぞうきん 河野　進／著 東京：幻冬舎

911 ｺ 生きる 小林　凛／著 東京：小学館

911 ｽ うた恋い。1～4巻 杉田　圭／著 東京：KADOKAWA

911 ﾂ いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子／著 東京：主婦の友社

911 ﾅ 中西進の万葉みらい塾 中西　進／著 東京：朝日新聞出版

911 ﾅ 夏井いつきの超カンタン!俳句塾 夏井　いつき／著 東京：世界文化社

911 ﾅ 百人一首 名木田　恵子／著 東京：岩崎書店

911 ﾋ 短歌の詰め合わせ 東　直子／文 東京：アリス館

911 ﾏ 子規365日 夏井　いつき／著 東京：朝日新聞出版

911 ﾏ まんがで読む百人一首 吉海　直人／監修 東京：学研プラス

911 ﾏ まんがで読む万葉集・古今和歌集・新古今和歌集 吉野　朋美／監修 東京：学研プラス

911 ﾐ 雨ニモマケズ 宮沢　賢治／作 東京：三起商行

912 ｲ 仮名手本忠臣蔵 石崎　洋司／著 東京：岩崎書店

912 ﾂ 東海道四谷怪談 金原　瑞人／著 東京：岩崎書店

912 ﾂ まんがで読む四谷怪談・雨月物語 板坂　則子／監修 東京：学研プラス

912 ﾖ 義経千本桜 吉田　愛／文・絵 東京：講談社

913 ｱ 海の底 有川　浩／著 東京：KADOKAWA

913 ｱ 小説星を追う子ども 新海　誠／原作 東京：汐文社

913 ｱ 人狼サバイバル 甘雪　こおり／作 東京：講談社

913 ｱ 文豪ストレイドッグスBEAST 朝霧　カフカ／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｱ 星に願いを、そして手を。 青羽　悠／著 東京：集英社

913 ｱ 海の底 有川　浩／〔著〕 東京：角川書店

913 ｱ お仕事ガール! 朝戸　夜／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｱ ガールズ・ブルー あさの　あつこ／〔著〕 東京：ポプラ社

913 ｱ クジラの彼 有川　浩／[著] 東京：角川書店

913 ｱ 県庁おもてなし課 有川　浩／[著] 東京：角川書店

913 ｱ 湖底から来た吸血鬼 赤川　次郎／著 東京：集英社

913 ｱ これは経費で落ちません!　2 青木　祐子／著 東京：集英社

913 ｱ これは経費で落ちません!　3 青木　祐子／著 東京：集英社

913 ｱ 阪急電車 有川　浩／[著] 東京：幻冬舎

913 ｱ ラブコメ今昔 有川　浩／[著] 東京：角川書店

913 ｱ レインツリーの国 有川　浩／著 東京：新潮社

【　　９　文学　　】



913 ｱ イマジン? 有川　ひろ／著 東京：幻冬舎

913 ｱ いわたくんちのおばあちゃん 天野　夏美／作 東京：主婦の友社

913 ｱ 狩人の悪夢 有栖川　有栖／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｱ グリーン・グリーン　[2] あさの　あつこ／著 東京：徳間書店

913 ｱ 境内ではお静かに　1～2巻 天祢　涼／著 東京：光文社

913 ｱ 国語、数学、理科、漂流 青柳　碧人／著 東京：文藝春秋

913 ｱ 十代最後の日 赤川　次郎／著 東京：汐文社

913 ｱ どうしても生きてる 朝井　リョウ／著 東京：幻冬舎

913 ｱ パドルの子 虻川　枕／著 東京：ポプラ社

913 ｱ 人を乞う あさの　あつこ／著 東京：祥伝社

913 ｱ 僕は君に、10年分の『 』を伝えたい。 天野　アタル／著 東京：KADOKAWA

913 ｱ 真夜中の電話 赤川　次郎／著 東京：汐文社

913 ｱ 木曜日にはココアを 青山　美智子／著 東京：宝島社

913 ｱ 夕暮れのマグノリア 安東　みきえ／作 東京：講談社

913 ｱ 1 X-01　1 あさの　あつこ／[著] 東京：講談社

913 ｱ 1 この素晴らしい世界に祝福を!　[1] 暁　なつめ／著 東京：角川書店

913 ｱ 1 幽落町おばけ駄菓子屋　[1] 蒼月　海里／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｱ 1 これは経費で落ちません!　[1] 青木　祐子／著 東京：集英社

913 ｱ 15 怪盗レッド　15 秋木　真／作 東京：KADOKAWA

913 ｱ 16 怪盗レッド　16 秋木　真／作 東京：KADOKAWA

913 ｱ 17 怪盗レッド　17 秋木　真／作 東京：KADOKAWA

913 ｱ 2 怪盗レッド　2 秋木　真／作 東京：KADOKAWA

913 ｱ 2 神様の御用人　2 浅葉　なつ／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｱ 2 文豪ストレイドッグス　[2] 朝霧　カフカ／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｱ 3 文豪ストレイドッグス　[3] 朝霧　カフカ／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｱ 4 文豪ストレイドッグス　[4] 朝霧　カフカ／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｱ 3 怪盗レッド　3 秋木　真／作 東京：KADOKAWA

913 ｱ 3 神様の御用人　3 浅葉　なつ／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｱ 4 神様の御用人　4 浅葉　なつ／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｱ 4 これは経費で落ちません!　4 青木　祐子／著 東京：集英社

913 ｱ 5 これは経費で落ちません!　5 青木　祐子／著 東京：集英社

913 ｱ 6 これは経費で落ちません!　6 青木　祐子／著 東京：集英社

913 ｱ 5 アオハライド　5 咲坂　伊緒／原作 東京：集英社

913 ｱ 6 アオハライド　6 咲坂　伊緒／原作 東京：集英社

913 ｱ 5 神様の御用人　5 浅葉　なつ／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｱ 6 神様の御用人　6 浅葉　なつ／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｱ 7 神様の御用人　7 浅葉　なつ／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｱ 9 幽落町おばけ駄菓子屋　[9] 蒼月　海里／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｲ アヒルと鴨のコインロッカー 伊坂　幸太郎／著 東京：東京創元社

913 ｲ 恋する図書室 五十嵐　美怜／作 東京：集英社

913 ｲ 月の舟 井関　洋子／著 東京：鳥影社

913 ｲ 羊の告解 いとう　みく／著 東京：静山社

913 ｲ ようこそ、わが家へ 池井戸　潤／著 東京：小学館

913 ｲ 今はちょっと、ついてないだけ 伊吹　有喜／著 東京：光文社

913 ｲ チルドレン 伊坂　幸太郎／[著] 東京：講談社

913 ｲ 伊勢物語 石崎　洋司／著 東京：岩崎書店

913 ｲ 小やぎのかんむり 市川　朔久子／著 東京：講談社

913 ｲ 下町ロケット　[4] 池井戸　潤／著 東京：小学館

913 ｲ 走狗 伊東　潤／著 東京：中央公論新社

913 ｲ 太平記 石崎　洋司／著 東京：岩崎書店

913 ｲ 天使のにもつ いとう　みく／著 東京：童心社

913 ｲ 二ノ丸くんが調査中　[2] 石川　宏千花／作 東京：偕成社

913 ｲ ノーサイド・ゲーム 池井戸　潤／著 東京：ダイヤモンド社

913 ｲ フーガはユーガ 伊坂　幸太郎／著 東京：実業之日本社

913 ｲ 平家物語 石崎　洋司／著 東京：岩崎書店

913 ｲ ほしじいたけほしばあたけ 石川　基子／作 東京：講談社

913 ｲ むらさきのスカートの女 今村　夏子／著 東京：朝日新聞出版

913 ｲ 1 お面屋たまよし　[1] 石川　宏千花／[著] 東京：講談社

913 ｲ 1 少年Nの長い長い旅　01 石川　宏千花／[著] 東京：講談社

913 ｲ 1 DAYS　1 安田　剛士／原作・絵 東京：講談社

913 ｲ 3 DAYS　3 安田　剛士／原作・絵 東京：講談社

913 ｳ ガールズ・ステップ 宇山　佳佑／著 東京：集英社

913 ｳ 狐笛のかなた 上橋　菜穂子／作 東京：理論社

913 ｳ 54字の物語 氏田　雄介／作 東京：PHP研究所

913 ｳ 54字の物語 参 氏田　雄介／編著 東京：PHP研究所

913 ｳ 54字の物語 史 氏田　雄介／共著 東京：PHP研究所

913 ｳ 54字の物語 怪 氏田　雄介／作・絵 東京：PHP研究所



913 ｺﾞ 54字の物語 ZOO 氏田　雄介／編著 東京：PHP研究所

913 ｳ 精霊の木 上橋　菜穂子／作 東京：偕成社

913 ｳ 土曜はカフェ・チボリで 内山　純／著 東京：東京創元社

913 ｳ 天地明察 冲方　丁／著 東京：角川書店

913 ｳ iPS細胞を発見!山中伸弥物語 上坂　和美／著 東京：PHP研究所

913 ｳ 雨月物語 金原　瑞人／著 東京：岩崎書店

913 ｳ 鹿の王　上 上橋　菜穂子／著 東京：KADOKAWA

913 ｳ 鹿の王　下 上橋　菜穂子／著 東京：KADOKAWA

913 ｳ 十二支のおはなし 内田　麟太郎／文 東京：岩崎書店

913 ｳ みかん、好き? 魚住　直子／著 東京：講談社

913 ｳ わたしのげぼく 上野　そら／作 東京：アルファポリス

913 ｳ 1 エトワール!　1 梅田　みか／作 東京：講談社

913 ｳ 1-1 カラダ探し　[第1夜]1 ウェルザード／著 東京：双葉社

913 ｳ 1-2 カラダ探し　[第1夜]2 ウェルザード／著 東京：双葉社

913 ｳ 1-3 カラダ探し　[第1夜]3 ウェルザード／著 東京：双葉社

913 ｳ 2 エトワール!　2 梅田　みか／作 東京：講談社

913 ｴ 怪人二十面相 江戸川　乱歩／作 東京：講談社

913 ｴ 少年探偵団 江戸川　乱歩／作 東京：講談社

913 ｴ 赤い長靴 江國　香織／著 東京：文藝春秋

913 ｴ 何様ですか? 枝松　蛍／著 東京：宝島社

913 ｴ SFショートストーリー傑作セレクション　時間篇 日下　三蔵／編 東京：汐文社

913 ｴ SFショートストーリー傑作セレクション　未来篇 日下　三蔵／編 東京：汐文社

913 ｴ SFショートストーリー傑作セレクション　異次元篇 日下　三蔵／編 東京：汐文社

913 ｴ SFショートストーリー傑作セレクション　ロボット篇 日下　三蔵／編 東京：汐文社

913 ｴ 彼女たちの場合は 江國　香織／著 東京：集英社

913 ｴ 1 左岸　上 江國　香織／著 東京：集英社

913 ｴ 2 左岸　下 江國　香織／著 東京：集英社

913 ｵ 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか? 岩井　俊二／原作 東京：KADOKAWA

913 ｵ 錆びた太陽 恩田　陸／著 東京：朝日新聞出版

913 ｵ 祝祭と予感 恩田　陸／著 東京：幻冬舎

913 ｵ 小説ほしのこえ 新海　誠／原作 東京：汐文社

913 ｵ 蜜蜂と遠雷 恩田　陸／著 東京：幻冬舎

913 ｵ 優しい幽霊たちの遁走曲(フーガ) 太田　忠司／著 東京：東京創元社

913 ｵ 記憶屋 織守　きょうや／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｵ キラキラ共和国 小川　糸／[著] 東京：幻冬舎

913 ｵ 木洩れ日に泳ぐ魚 恩田　陸／著 東京：文藝春秋

913 ｵ ツバキ文具店 小川　糸／[著] 東京：幻冬舎

913 ｵ 渦 大島　真寿美／著 東京：文藝春秋

913 ｵ 海の見える理髪店 荻原　浩／著 東京：集英社

913 ｵ おもしろい話が読みたい!　青龍編 楠木　誠一郎／作 東京：講談社

913 ｵ 彼方のゴールド 大崎　梢／著 東京：文藝春秋

913 ｵ シャガクに訊け! 大石　大／著 東京：光文社

913 ｵ 青春のジョーカー 奥田　亜希子／著 東京：集英社

913 ｵ 二千七百の夏と冬　上 荻原　浩／著 東京：双葉社

913 ｵ 二千七百の夏と冬　下 荻原　浩／著 東京：双葉社

913 ｵ ひと 小野寺　史宜／著 東京：祥伝社

913 ｵ 歩道橋シネマ 恩田　陸／著 東京：新潮社

913 ｵ まち 小野寺　史宜／著 東京：祥伝社

913 ｵ ライオンのおやつ 小川　糸／著 東京：ポプラ社

913 ｵ ライフ 小野寺　史宜／著 東京：ポプラ社

913 ｵ 5 珈琲店タレーランの事件簿　5 岡崎　琢磨／著 東京：宝島社

913 ｵ 6 珈琲店タレーランの事件簿　6 岡崎　琢磨／著 東京：宝島社

913 ｶ 億男 川村　元気／著 東京：マガジンハウス

913 ｶ たゆたいエマノン 梶尾　真治／著 東京：徳間書店

913 ｶ わたしがここにいる理由 片川　優子／作 東京：岩崎書店

913 ｶ Go 金城　一紀／著 東京：講談社

913 ｶ 真鶴 川上　弘美／著 東京：文藝春秋

913 ｶ モップガール　3 加藤　実秋／著 東京：小学館

913 ｶ いつかすべてが君の力になる 梶　裕貴／著 東京：河出書房新社

913 ｶ 浮雲心霊奇譚　[2] 神永　学／著 東京：集英社

913 ｶ 浮雲心霊奇譚　[3] 神永　学／著 東京：集英社

913 ｶ 怪談牡丹灯籠 金原　瑞人／著 東京：岩崎書店

913 ｶ 風に乗って、跳べ 川端　裕人／著 東京：朝日学生新聞社

913 ｶ コーヒーが冷めないうちに 川口　俊和／著 東京：サンマーク出版

913 ｶ さがしもの 角田　光代／著 東京：新潮社

913 ｶ 小説ひるね姫 神山　健治／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｶ 真景累ケ淵 金原　瑞人／著 東京：岩崎書店



913 ｶ 世界が僕らを嫌っても 片山　恭一／著 東京：河出書房新社

913 ｶ 探偵は教室にいない 川澄　浩平／著 東京：東京創元社

913 ｶ 小さき者たち 粕谷　知世／著 東京：早川書房

913 ｶ 夏物語 川上　未映子／著 東京：文藝春秋

913 ｶ 肉弾 河崎　秋子／著 東京：KADOKAWA

913 ｶ 2.43　春高編 壁井　ユカコ／著 東京：集英社

913 ｶ 1 怪談五色　[1] 黒　史郎／著 東京：竹書房

913 ｶ 1 さくら荘のペットな彼女　[1] 鴨志田　一／[著] 東京：アスキー・メディアワークス

913 ｶ 1 サクラダリセット　上 河野　裕／原作 東京：KADOKAWA

913 ｶ 2 サクラダリセット　下 河野　裕／原作 東京：KADOKAWA

913 ｶ 1 チーム・バチスタの栄光　上 海堂　尊／著 東京：宝島社

913 ｶ 2 チーム・バチスタの栄光　下 海堂　尊／著 東京：宝島社

913 ｶ 1-1 本好きの下剋上　第1部[1] 香月　美夜／作 東京：TOブックス

913 ｶ 4 とある魔術の禁書目録(インデックス)　4 鎌池　和馬／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｶ 5 とある魔術の禁書目録(インデックス)　5 鎌池　和馬／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｶ 6 とある魔術の禁書目録(インデックス)　6 鎌池　和馬／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｶ 22 とある魔術の禁書目録(インデックス)　22 鎌池　和馬／[著] 東京：アスキー・メディアワークス

913 ｷ 球道恋々 木内　昇／著 東京：新潮社

913 ｷ 「また、必ず会おう」と誰もが言った。 喜多川　泰／著 東京：サンマーク出版

913 ｷ ヒーローズ<株>!!!　[正] 北川　恵海／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｷ 美しき鐘の声 平家物語　1～3巻 木村　耕一／著 東京：1万年堂出版

913 ｷ さざなみのよる 木皿　泉／著 東京：河出書房新社

913 ｷ 太宰治の辞書 北村　薫／著 東京：新潮社

913 ｷ ちょっと今から仕事やめてくる 北川　恵海／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｷ よこまち余話 木内　昇／著 東京：中央公論新社

913 ｷ 3 ヒーローズ<株>!!!　続 北川　恵海／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｸ 青春注意報! くらゆい　あゆ／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｸ 関ケ原で名探偵!! 楠木　誠一郎／作 東京：講談社

913 ｸ 発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 栗原　類／著 東京：KADOKAWA

913 ｸ 駅鈴(はゆまのすず) 久保田　香里／作 東京：くもん出版

913 ｸ 院長選挙 久坂部　羊／著 東京：幻冬舎

913 ｸ 青少年のための小説入門 久保寺　健彦／著 東京：集英社

913 ｸ Life くすのき　しげのり／作 東京：瑞雲舎

913 ｸ 1 小説聲の形　上 大今　良時／原作・絵 東京：講談社

913 ｸ 2 小説聲の形　下 大今　良時／原作・絵 東京：講談社

913 ｸ 1 絶叫学級　[1] いしかわ　えみ／原作　絵 東京：集英社

913 ｸ 2 絶叫学級　[2] いしかわ　えみ／原作　絵 東京：集英社

913 ｸ 21 絶叫学級　[21] いしかわ　えみ／原作　絵 東京：集英社

913 ｸ 22 絶叫学級　[22] いしかわ　えみ／原作　絵 東京：集英社

913 ｸ 24 絶叫学級　[24] いしかわ　えみ／原作　絵 東京：集英社

913 ｸ 1 夜カフェ　1～3巻 倉橋　燿子／作 東京：講談社

913 ｺ 凶器は壊れた黒の叫び 河野　裕／著 東京：新潮社

913 ｺ きみの声を聞かせて 小手鞠　るい／著 東京：偕成社

913 ｺ きみの世界に、青が鳴る 河野　裕／著 東京：新潮社

913 ｺ 源氏、絵あわせ、貝あわせ 小森　香折／作 東京：偕成社

913 ｺ 里見家の宝をさがせ! 小森　香折／作 東京：偕成社

913 ｺ その白さえ噓だとしても 河野　裕／著 東京：新潮社

913 ｺ はじめての日々 小林　深雪／[著] 東京：講談社

913 ｺ やすみのひ 小池　壮太／作 東京：ブロンズ新社

913 ｺ 汚れた赤を恋と呼ぶんだ 河野　裕／著 東京：新潮社

913 ｺ 夜空の呪いに色はない 河野　裕／著 東京：新潮社

913 ｺ いとみち　3の糸 越谷　オサム／著 東京：新潮社

913 ｺ スーツケースの半分は 近藤　史恵／著 東京：祥伝社

913 ｺﾞ 5億年後に意外な結末 菅原　そうた／原作 東京：学研プラス

913 ｺﾞ 5秒後に意外な結末 桃戸　ハル／編著 東京：学研プラス

913 ｺﾞ 5秒後に意外な結末 桃戸　ハル／編著 東京：学研プラス

913 ｺﾞ 5分後に意外な結末ex 桃戸　ハル／編著 東京：学研プラス

913 ｺﾞ 5分後に思わず涙。 桃戸　ハル／編著 東京：学研プラス

913 ｺﾞ 5分後に恋の結末 橘　つばさ／著 東京：学研プラス

913 ｺﾞ 「悩み部」の平和と、その限界。 麻希　一樹／著 東京：学研プラス

913 ｺﾞ 5分後に意外な結末ex 桃戸　ハル／編著 東京：学研プラス

913 ｺ あの日交わした永遠の誓い 小粋／著 東京：スターツ出版

913 ｺ ある晴れた夏の朝 小手鞠　るい／著 東京：偕成社

913 ｺ 落窪物語 越水　利江子／著 東京：岩崎書店

913 ｺ 荒神絵巻 宮部　みゆき／原作 東京：朝日新聞出版

913 ｺ 3分で“心が温まる”ショートストーリー 小狐　裕介／著 東京：辰巳出版

913 ｺ 四角い光の連なりが 越谷　オサム／著 東京：新潮社



913 ｺ とりかえばや物語 越水　利江子／著 東京：岩崎書店

913 ｺ 望むのは 古谷田　奈月／著 東京：新潮社

913 ｺ ぼくらはその日まで 小嶋　陽太郎／著 東京：ポプラ社

913 ｺ 窓 小手鞠　るい／作 東京：小学館

913 ｺ 夢とき師ファナ 小森　香折／作 東京：偕成社

913 ｺ 1 妖怪アパートの幽雅な日常　1 香月　日輪／[著] 東京：講談社

913 ｺ 6 僕とおじいちゃんと魔法の塔　6 香月　日輪／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｻ 風に立つライオン さだ　まさし／著 東京：幻冬舎

913 ｻ 100万回生きたねこ 佐野　洋子／作・絵 東京：講談社

913 ｻ 名探偵コナン安室透セレクション ゼロの推理劇(ミステリー) 青山　剛昌／原作・イラスト 東京：小学館

913 ｻ 名探偵コナン怪盗キッドセレクション月下の予告状(イリュージョン)青山　剛昌／原作・イラスト 東京：小学館

913 ｻ アンと青春 坂木　司／著 東京：光文社

913 ｻ カササギの計略 才羽　楽／著 東京：宝島社

913 ｻ 君が落とした青空 櫻　いいよ／著 東京：スターツ出版

913 ｻ 先生と僕 坂木　司／著 東京：双葉社

913 ｻ 僕と先生 坂木　司／著 東京：双葉社

913 ｻ ある日、透きとおる 三枝　理恵／作 東京：岩崎書店

913 ｻ 大きくなる日 佐川　光晴／著 東京：集英社

913 ｻ 月の満ち欠け 佐藤　正午／著 東京：岩波書店

913 ｻ 一〇五度 佐藤　まどか／著 東京：あすなろ書房

913 ｻ 1 桜ノ雨　[1] halyosy／原作・原案 東京：PHP研究所

913 ｻ 1 准教授・高槻彰良の推察　[1] 澤村　御影／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｻ 2 准教授・高槻彰良の推察　2 澤村　御影／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｻ 4 ばんぱいやのパフェ屋さん　[4] 佐々木　禎子／[著] 東京：ポプラ社

913 ｻ 5 ばんぱいやのパフェ屋さん　[5] 佐々木　禎子／[著] 東京：ポプラ社

913 ｼ ある愛の詩 新堂　冬樹／[著] 東京：角川書店

913 ｼ 小説言の葉の庭 新海　誠／著 東京：汐文社

913 ｼ 小説天気の子 新海　誠／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｼ 小説秒速5センチメートル 新海　誠／著 東京：汐文社

913 ｼ ストロボ・エッジ 咲坂　伊緒／原作 東京：集英社

913 ｼ 夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく 汐見　夏衛／著 東京：スターツ出版

913 ｼ いすみ写真館の想い出ポートレイト 周防　ツカサ／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｼ つるにのって ミホ・シボ／原案 東京：金の星社

913 ｼ とんび 重松　清／[著] 東京：角川書店

913 ｼ ナイフ 重松　清／著 東京：新潮社

913 ｼ ナラタージュ 島本　理生／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｼ ホワイトアウト 真保　裕一／著 東京：新潮社

913 ｼ 雪の香り 塩田　武士／著 東京：文藝春秋

913 ｼ イエロー・サブマリン 小路　幸也／著 東京：集英社

913 ｼ 家族のあしあと 椎名　誠／著 東京：集英社

913 ｼ さあ、文学で戦争を止めよう 笙野　頼子／著 東京：講談社

913 ｼ そらをとびたかったペンギン 申　ももこ／作 東京：学苑社

913 ｼ 一人っ子同盟 重松　清／著 東京：新潮社

913 ｼﾞ 東海道中膝栗毛 越水　利江子／著 東京：岩崎書店

913 ｼ 1 君に届け　 椎名　軽穂／原作 東京：集英社

913 ｼﾞ 7 カゲロウデイズ　7 じん(自然の敵P)／著 東京：KADOKAWA

913 ｼﾞ 8 カゲロウデイズ　8 じん(自然の敵P)／著 東京：KADOKAWA

913 ｼ 8 君に届け　8 椎名　軽穂／原作 東京：集英社

913 ｼ 1 ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・オンライン　1 時雨沢　恵一／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｼ 9 ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・オンライン　9 時雨沢　恵一／[著] 東京：KADOKAWA

913 ｽ 青くて痛くて脆い 住野　よる／著 東京：KADOKAWA

913 ｽ か「」く「」し「」ご「」と｢ 住野　よる／著 東京：新潮社

913 ｽ よるのばけもの 住野　よる／著 東京：双葉社

913 ｽ 京大芸人式日本史 菅　広文／[著] 東京：幻冬舎

913 ｽ 青くて痛くて脆い 住野　よる／著 東京：KADOKAWA

913 ｽ さよなら、田中さん 鈴木　るりか／著 東京：小学館

913 ｽ 14歳、明日の時間割 鈴木　るりか／著 東京：小学館

913 ｽ 麦本三歩の好きなもの 住野　よる／著 東京：幻冬舎

913 ｾ そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ／著 東京：文藝春秋

913 ｾ 卵の緒 瀬尾　まいこ／著 東京：新潮社

913 ｾﾞ 23 絶叫学級　[23] いしかわ　えみ／原作　絵 東京：集英社

913 ｾﾞ 25 絶叫学級　[25] いしかわ　えみ／原作　絵 東京：集英社

913 ｾﾞ 26 絶叫学級　[26] いしかわ　えみ／原作　絵 東京：集英社

913 ｿ ぼくらの大冒険 宗田　理／作 東京：ポプラ社

913 ｿ ぼくらと七人の盗賊たち 宗田　理／作 東京：ポプラ社

913 ｿ ぼくらの卒業旅行(グランド・ツアー) 宗田　理／作 東京：ポプラ社

913 ｿ ぼくらの大冒険 宗田　理／作 東京：ポプラ社



913 ﾀ SNSトラブル連鎖 高橋　幹子／著 東京：金の星社

913 ﾀ 響け!ユーフォニアム北宇治高校の吹奏楽部日誌 武田　綾乃／監修 東京：宝島社

913 ﾀ 星のカービィ　決戦!バトルデラックス!! 高瀬　美恵／作 東京：KADOKAWA

913 ﾀ 星のカービィ　メタナイトと銀河最強の戦士 高瀬　美恵／作 東京：KADOKAWA

913 ﾀ ガラスのうさぎ 高木　敏子／作 東京：金の星社

913 ﾀ 砕け散るところを見せてあげる 竹宮　ゆゆこ／著 東京：新潮社

913 ﾀ 移植医たち 谷村　志穂／著 東京：新潮社

913 ﾀ オートリバース 高崎　卓馬／著 東京：中央公論新社

913 ﾀ おいしいものと恋のはなし 田辺　聖子／著 東京：文藝春秋

913 ﾀ 日曜日の人々(サンデー・ピープル) 高橋　弘希／著 東京：講談社

913 ﾀ 竹とんぼの坂道 静岡：羽衣出版

913 ﾀ 大天使はミモザの香り 高野　史緒／著 東京：講談社

913 ﾀ 南総里見八犬伝 越水　利江子／著 東京：岩崎書店

913 ﾀ まんがで読む南総里見八犬伝 板坂　則子／監修 東京：学研プラス

913 ﾀ 山の上のランチタイム 高森　美由紀／著 東京：中央公論新社

913 ﾀ 1 響け!ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部、決意の最終楽章　前編 武田　綾乃／著 東京：宝島社

913 ﾀ 2 響け!ユーフォニアム　2 武田　綾乃／著 東京：宝島社

913 ﾀ 3 響け!ユーフォニアム　3 武田　綾乃／著 東京：宝島社

913 ﾀ 4 思い出のとき修理します　4 谷　瑞恵／著 東京：集英社

913 ﾁ さくら坂 千葉　朋代／作 東京：小峰書店

913 ﾁ 崩れる脳を抱きしめて 知念　実希人／著 東京：実業之日本社

913 ﾁ 1 ムゲンのi　上 知念　実希人／著 東京：双葉社

913 ﾁ 2 ムゲンのi　下 知念　実希人／著 東京：双葉社

913 ﾁ 5 天久鷹央の推理カルテ　5 知念　実希人／著 東京：新潮社

913 ﾂ いじめ 五十嵐　かおる／原案・絵 東京：小学館

913 ﾂ パプリカ 筒井　康隆／著 東京：新潮社

913 ﾂ この世にたやすい仕事はない 津村　記久子／著 東京：新潮社

913 ﾂ サヨナライツカ 辻　仁成／著 東京：世界文化社

913 ﾂ かがみの孤城 辻村　深月／著 東京：ポプラ社

913 ﾂ 家族シアター 辻村　深月／著 東京：講談社

913 ﾂ 小説映画ドラえもんのび太の月面探査記 藤子・F・不二雄／原作 東京：小学館

913 ﾂ すきっていわなきゃだめ? 辻村　深月／作 東京：岩崎書店

913 ﾂ 1 12歳。　[1] まいた　菜穂／原作・イラスト 東京：小学館

913 ﾂ 1 右岸　上 辻　仁成／著 東京：集英社

913 ﾂ 2 右岸　下 辻　仁成／著 東京：集英社

913 ﾃ わたしの良い子 寺地　はるな／著 東京：中央公論新社

913 ﾄ 小説きみと、波にのれたら 吉田　玲子／脚本 東京：小学館

913 ﾄ 小説PとJK 三次　マキ／原作 東京：講談社

913 ﾄ 線は、僕を描く 砥上　裕將／著 東京：講談社

913 ﾄ 読めば読むほど知恵が身につくまほうの寓話 戸田　智弘／著 東京：幻冬舎

913 ﾄ 向日葵ちゃん追跡する 友井　羊／著 東京：新潮社

913 ﾄ イダジョ! 史夏　ゆみ／著 東京：文響社

913 ﾄﾞ 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 東京：リイド社

913 ﾄ 1 小説映画ちはやふる　上の句 末次　由紀／原作 東京：講談社

913 ﾄ 2 小説映画ちはやふる　下の句 末次　由紀／原作 東京：講談社

913 ﾄ 3 小説映画ちはやふる　結び 末次　由紀／原作 東京：講談社

913 ﾄ 1 小説はたらく細胞　[1] 清水　茜／原作・イラスト 東京：講談社

913 ﾄ 2 小説はたらく細胞　2 清水　茜／原作・イラスト 東京：講談社

913 ﾅ 怪談5分間の恐怖 うしろを歩く者 中村　まさみ／著 東京：金の星社

913 ﾅ 怪談5分間の恐怖 12時05分15秒 中村　まさみ／著 東京：金の星社

913 ﾅ 怪談5分間の恐怖 立入禁止 中村　まさみ／著 東京：金の星社

913 ﾅ 怪談5分間の恐怖 つきまとう本 中村　まさみ／著 東京：金の星社

913 ﾅ 怪談5分間の恐怖 乃木坂の怪談 中村　まさみ／著 東京：金の星社

913 ﾅ 怪談狩り 中山　市朗／[著] 東京：KADOKAWA

913 ﾅ きみの存在を意識する 梨屋　アリエ／作 東京：ポプラ社

913 ﾅ 百年後、ぼくらはここにいないけど 長江　優子／著 東京：講談社

913 ﾅ ぼくのこと 長田　真作／著 東京：方丈社

913 ﾅ 江の島ねこもり食堂 名取　佐和子／[著] 東京：ポプラ社

913 ﾅ 不動産男子のワケあり物件 成田　名璃子／[著] 東京：KADOKAWA

913 ﾅ 百瀬、こっちを向いて。 中田　永一／著 東京：祥伝社

913 ﾅ 大鏡 那須田　淳／著 東京：岩崎書店

913 ﾅ かたづの! 中島　京子／著 東京：集英社

913 ﾅ 古事記 那須田　淳／著 東京：岩崎書店

913 ﾅ さよならのじゅんび 中山　成子／絵 東京：少年写真新聞社

913 ﾅ ダンデライオン 中田　永一／著 東京：小学館

913 ﾅ ヒポクラテスの誓い 中山　七里／著 東京：祥伝社

913 ﾅ ヒポクラテスの憂鬱 中山　七里／著 東京：祥伝社



913 ﾅ 若葉の宿 中村　理聖／著 東京：集英社

913 ﾅ 1 怪談狩り　[1] 中山　市朗／著 東京：KADOKAWA

913 ﾆ EF63形機関車の証言 西村　京太郎／著 東京：双葉社

913 ﾆ 掟上今日子の色見本 西尾　維新／著 東京：講談社

913 ﾆ 午後からはワニ日和 似鳥　鶏／著 東京：文藝春秋

913 ﾆ 最後の医者は桜を見上げて君を想う 二宮　敦人／著 東京：TOブックス

913 ﾆ 人生を動かす仕事の楽しみ方 新津　春子／著 東京：大和書房

913 ﾆ 初恋ロスタイム 仁科　裕貴／著 東京：KADOKAWA

913 ﾆ 結物語 西尾　維新／著 東京：講談社

913 ﾆ 最後の秘境東京藝大 二宮　敦人／著 東京：新潮社

913 ﾆ 十二大戦対十二大戦 西尾　維新／小説 東京：集英社

913 ﾆ 世界一清潔な空港の清掃人 新津　春子／著 東京：朝日新聞出版

913 ﾆ 1 最後の医者は雨上がりの空に君を願う　上 二宮　敦人／著 東京：TOブックス

913 ﾆ 2 最後の医者は雨上がりの空に君を願う　下 二宮　敦人／著 東京：TOブックス

913 ﾉ スラムダンクの名言100 野中　根太郎／著 東京：アイバス出版

913 ﾉ HELLO WORLD 野崎　まど／著 東京：集英社

913 ﾉ いつか陽のあたる場所で 乃南　アサ／著 東京：新潮社

913 ﾉ 凍える牙 乃南　アサ／著 東京：新潮社

913 ﾉ 地のはてから　上 乃南　アサ／[著] 東京：講談社

913 ﾉ 洗濯(クリーニング)屋三十次郎 野中　ともそ／著 東京：光文社

913 ﾉ 2 地のはてから　下 乃南　アサ／[著] 東京：講談社

913 ﾊ アノニム 原田　マハ／著 東京：KADOKAWA

913 ﾊ お絵かき禁止の国 長谷川　まりる／著 東京：講談社

913 ﾊ 奇譚ルーム はやみね　かおる／著 東京：朝日新聞出版

913 ﾊ ふたつの星とタイムマシン 畑野　智美／著 東京：集英社

913 ﾊ カフーを待ちわびて 原田　マハ／著 東京：宝島社

913 ﾊ 極楽カンパニー 原　宏一／著 東京：集英社

913 ﾊ さくら聖・咲く 畠中　恵／著 東京：新潮社

913 ﾊ ザーッと降って、からりと晴れて 秦　建日子／著 東京：河出書房新社

913 ﾊ 旅屋おかえり 原田　マハ／著 東京：集英社

913 ﾊ 流れ星が消えないうちに 橋本　紡／著 東京：新潮社

913 ﾊ ロマンシエ 原田　マハ／著 東京：小学館

913 ﾊ この川のむこうに君がいる 濱野　京子／作 東京：理論社

913 ﾊ たゆたえども沈まず 原田　マハ／著 東京：幻冬舎

913 ﾊ ドリーム・プロジェクト 濱野　京子／著 東京：PHP研究所

913 ﾊ ぼくの最高の日 はらだ　みずき／著 東京：実業之日本社

913 ﾊ 1 絶望鬼ごっこ　[1] 針　とら／作 東京：集英社

913 ﾊ 15 都会(まち)のトム&ソーヤ　15 はやみね　かおる／[著] 東京：講談社

913 ﾊ 16 都会(まち)のトム&ソーヤ　16 はやみね　かおる／[著] 東京：講談社

913 ﾋ 希望の糸 東野　圭吾／著 東京：講談社

913 ﾋ ド根性忍伝 岸本　斉史／[原]著 東京：集英社

913 ﾋ ひるなかの流星 やまもり　三香／原作 東京：集英社

913 ﾋ 白夜行 東野　圭吾／著 東京：集英社

913 ﾋ マスカレード・ナイト 東野　圭吾／著 東京：集英社

913 ﾋ マスカレード・ホテル 東野　圭吾／著 東京：集英社

913 ﾋ 赤い指 東野　圭吾／[著] 東京：講談社

913 ﾋ イシマル書房編集部 平岡　陽明／著 東京：角川春樹事務所

913 ﾋ 片想い 東野　圭吾／著 東京：文芸春秋

913 ﾋ 交換殺人には向かない夜 東川　篤哉／著 東京：光文社

913 ﾋ ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野　圭吾／[著] 東京：KADOKAWA

913 ﾋ パラレルワールド・ラブストーリー 東野　圭吾／[著] 東京：講談社

913 ﾋ 夜明けの街で 東野　圭吾／[著] 東京：角川書店

913 ﾋ 夜明けの街で 東野　圭吾／著 東京：角川書店

913 ﾋ ラプラスの魔女 東野　圭吾／[著] 東京：KADOKAWA

913 ﾋ 青の王 廣嶋　玲子／著 東京：東京創元社

913 ﾋ 白の王 廣嶋　玲子／著 東京：東京創元社

913 ﾋ 十年屋　[1] 廣嶋　玲子／作 東京：静山社

913 ﾋ 十年屋　2 廣嶋　玲子／作 東京：静山社

913 ﾋ 自閉症の僕が跳びはねる理由　[1] 東田　直樹／[著] 東京：KADOKAWA

913 ﾋ 自閉症の僕が跳びはねる理由　2 東田　直樹／[著] 東京：KADOKAWA

913 ﾋ すきになったら ヒグチ　ユウコ／作 東京：ブロンズ新社

913 ﾋ 沈黙のパレード 東野　圭吾／著 東京：文藝春秋

913 ﾋ つみきのいえ 加藤　久仁生／絵 東京：白泉社

913 ﾋ トイレで読む、トイレのためのトイレ小説 雹月　あさみ／著 東京：KADOKAWA

913 ﾋ 幕が上がる 平田　オリザ／著 東京：講談社

913 ﾋ マスカレード・イブ 東野　圭吾／著 東京：集英社

913 ﾋ ライオンの歌が聞こえる 東川　篤哉／著 東京：祥伝社



913 ﾋ 1 スガリさんの感想文はいつだって斜め上　[1] 平田　駒／著 東京：河出書房新社

913 ﾋ 1 火狩りの王　1 日向　理恵子／作 東京：ほるぷ出版

913 ﾋ 1 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　[1] 廣嶋　玲子／作 東京：偕成社

913 ﾋ 2 火狩りの王　2 日向　理恵子／作 東京：ほるぷ出版

913 ﾋ 9 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　9 廣嶋　玲子／作 東京：偕成社

913 ﾌ IQ探偵ムー そして、彼女はやってきた。 深沢　美潮／作 東京：ジャイブ

913 ﾌ 青い真珠は知っている 藤本　ひとみ／著 東京：講談社

913 ﾌ いつの日か伝説になる 藤本　ひとみ／著 東京：講談社

913 ﾌ 意味が分かると怖い話 藤白　圭／著 東京：河出書房新社

913 ﾌ 学校の影ボスは知っている 藤本　ひとみ／原作 東京：講談社

913 ﾌ キーホルダーは知っている 藤本　ひとみ／原作 東京：講談社

913 ﾌ 切られたページは知っている 藤本　ひとみ／原作 東京：講談社

913 ﾌ 告白予行練習 HoneyWorks／原案 東京：汐文社

913 ﾌ 桜坂は罪をかかえる 藤本　ひとみ／著 東京：講談社

913 ﾌ シンデレラ特急は知っている 藤本　ひとみ／原作 東京：講談社

913 ﾌ 卵ハンバーグは知っている 藤本　ひとみ／原作 東京：講談社

913 ﾌ 断層の森で見る夢は 藤本　ひとみ／著 東京：講談社

913 ﾌ 初恋の絵本 HoneyWorks／原案 東京：汐文社

913 ﾌ フラダン 古内　一絵／作 東京：小峰書店

913 ﾌ 緑の桜は知っている 藤本　ひとみ／原作 東京：講談社

913 ﾌ ヤキモチの答え HoneyWorks／原案 東京：汐文社

913 ﾌ 手のひらの音符 藤岡　陽子／著 東京：新潮社

913 ﾌ ふたご 藤崎　彩織／著 東京：文藝春秋

913 ﾌ 明治ガールズ 藤井　清美／著 東京：KADOKAWA

913 ﾌﾞ 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　恋 川端　康成／ほか[著] 東京：汐文社

913 ﾌﾞ 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　獣 太宰　治／ほか[著] 東京：汐文社

913 ﾌﾞ 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　夢 夏目　漱石／ほか[著] 東京：汐文社

913 ﾌﾞ 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　霊 星　新一／ほか[著] 東京：汐文社

913 ﾌﾞ 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　呪 小泉　八雲／ほか[著] 東京：汐文社

913 ﾌ 1 スイッチ!　1～2巻 深海　ゆずは／作 東京：KADOKAWA

913 ﾌ 1 幕末姫　1～2巻 藤咲　あゆな／作 東京：集英社

913 ﾌ 1 こちらパーティー編集部っ!　1～4巻 深海　ゆずは／作 東京：KADOKAWA

913 ﾎ 未来のミライ 細田　守／[著] 東京：KADOKAWA

913 ﾎ スクールカースト殺人教室 堀内　公太郎／著 東京：新潮社

913 ﾎﾞ ぼくらが走りつづける理由 あさの　あつこ／[著] 東京：ポプラ社

913 ﾎ 武士道エイティーン 誉田　哲也／著 東京：文藝春秋

913 ﾎ 武士道シックスティーン 誉田　哲也／著 東京：文藝春秋

913 ﾎ 武士道ジェネレーション 誉田　哲也／著 東京：文藝春秋

913 ﾎ 武士道セブンティーン 誉田　哲也／著 東京：文藝春秋

913 ﾎ 本当にあった?恐怖のお話・怪 たから　しげる／編 東京：PHP研究所

913 ﾎ 本当にあった?恐怖のお話・魔 たから　しげる／編 東京：PHP研究所

913 ﾎ 本当にあった?恐怖のお話・闇 たから　しげる／編 東京：PHP研究所

913 ﾎ 6 ハイキュー!!ショーセツバン!!　6 古舘　春一／[原]著 東京：集英社

913 ﾎ 7 ハイキュー!!ショーセツバン!!　7 古舘　春一／[原]著 東京：集英社

913 ﾎ 11 ハイキュー!!ショーセツバン!!　11 古舘　春一／[原]著 東京：集英社

913 ﾏ 思いはいのり、言葉はつばさ まはら　三桃／著 東京：アリス館

913 ﾏ 劇場 又吉　直樹／著 東京：新潮社

913 ﾏ 小説DESTINY鎌倉ものがたり 西岸　良平／原作 東京：双葉社

913 ﾏ 白をつなぐ まはら　三桃／著 東京：小学館

913 ﾏ 空は逃げない まはら　三桃／著 東京：小学館

913 ﾏ チア☆ダン 円山　夢久／著 東京：KADOKAWA

913 ﾏ ひかり生まれるところ まはら　三桃／著 東京：小学館

913 ﾏ きれぎれ 町田　康／著 東京：文芸春秋

913 ﾏ 代書屋ミクラ 松崎　有理／著 東京：光文社

913 ﾏ わたしのいもうと 松谷　みよ子／文 東京：偕成社

913 ﾏ 跡を消す 前川　ほまれ／著 東京：ポプラ社

913 ﾏ 君たちは夢をどうかなえるか 松本　零士／著 東京：PHP研究所

913 ﾏ キングダム 原　泰久／原作 東京：集英社

913 ﾏ 疾風の女子マネ! まはら　三桃／著 東京：小学館

913 ﾏ 人間 又吉　直樹／著 東京：毎日新聞出版

913 ﾏ 青がやってきた まはら　三桃／作 東京：偕成社

913 ﾏ まんがで読む古事記 竹田　恒泰／監修 東京：学研プラス

913 ﾏ まんがで読む竹取物語・宇治拾遺物語 谷口　孝介／監修 東京：学研プラス

913 ﾏ まんがで読む平家物語 山野井　健五／監修 東京：学研プラス

913 ﾏ 夜空に泳ぐチョコレートグラミー 町田　そのこ／著 東京：新潮社

913 ﾏ 1 半分、青い。　上 北川　悦吏子／著 東京：文藝春秋

913 ﾏ 2 半分、青い。　下 北川　悦吏子／著 東京：文藝春秋



913 ﾏ 1 まいごなぼくらの旅ごはん　[1] マサト　真希／[著] 東京：KADOKAWA

913 ﾏ 4 走れ!T校バスケット部　4 松崎　洋／著 越谷：彩雲出版

913 ﾐ 映画坂道のアポロン 小玉　ユキ／原作 東京：小学館

913 ﾐ おまえうまそうだな 宮西　達也／作絵 東京：ポプラ社

913 ﾐ 風立ちぬ 宮崎　駿／原作・脚本・監督 東京：徳間書店

913 ﾐ 高校入試 湊　かなえ／著 東京：角川書店

913 ﾐ 自分コンプレックス みうら　かれん／著 東京：金の星社

913 ﾐ 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) 青山　剛昌／原作 東京：小学館

913 ﾐ 名探偵コナン銀翼の奇術師(マジシャン) 青山　剛昌／原作 東京：小学館

913 ﾐ 名探偵コナン紅の修学旅行 青山　剛昌／原作 東京：小学館

913 ﾐ 名探偵コナン紺青の拳(フィスト) 青山　剛昌／原作 東京：小学館

913 ﾐ 名探偵コナン ゼロの執行人 青山　剛昌／原作 東京：小学館

913 ﾐ 名探偵コナン瞳の中の暗殺者 青山　剛昌／原作 東京：小学館

913 ﾐ ルパン三世vs名探偵コナンTHE MOVIE モンキー・パンチ／原作 東京：小学館

913 ﾐ いちご同盟 三田　誠広／著 東京：集英社

913 ﾐ 江ノ島西浦写真館 三上　延／著 東京：光文社

913 ﾐ きみはポラリス 三浦　しをん／著 東京：新潮社

913 ﾐ 過ぎ去りし王国の城 宮部　みゆき／[著] 東京：KADOKAWA

913 ﾐ となりのトトロ 宮崎　駿／原作 東京：徳間書店

913 ﾐ 光 三浦　しをん／著 東京：集英社

913 ﾐ 夜行観覧車 湊　かなえ／著 東京：双葉社

913 ﾐ リバース 湊　かなえ／著 東京：講談社文庫

913 ﾐ 青い本 緑川　聖司／作 東京：ポプラ社

913 ﾐ 赤い本 緑川　聖司／作 東京：ポプラ社

913 ﾐ 黄色い本 緑川　聖司／作 東京：ポプラ社

913 ﾐ 金の本 緑川　聖司／作 東京：ポプラ社

913 ﾐ 銀の本 緑川　聖司／作 東京：ポプラ社

913 ﾐ この世の春　上 宮部　みゆき／著 東京：新潮社

913 ﾐ この世の春　下 宮部　みゆき／著 東京：新潮社

913 ﾐ 怖い本 緑川　聖司／作 東京：ポプラ社

913 ﾐ スマイル・ムーンの夜に 宮下　恵茉／著 東京：ポプラ社

913 ﾐ つぼみ 宮下　奈都／著 東京：光文社

913 ﾐ 呪う本 緑川　聖司／作 東京：ポプラ社

913 ﾐ 政と源 三浦　しをん／著 東京：集英社

913 ﾐ 緑の本 緑川　聖司／作 東京：ポプラ社

913 ﾐ 山女日記 湊　かなえ／著 東京：幻冬舎

913 ﾐ 闇の本 緑川　聖司／作 東京：ポプラ社

913 ﾐ 夢をかなえるゾウ　2 水野　敬也／[著] 東京：飛鳥新社

913 ﾐ 夢をかなえるゾウ　3 水野　敬也／[著] 東京：飛鳥新社

913 ﾐ 1 学戦都市アスタリスク　01 三屋咲　ゆう／著 東京：KADOKAWA

913 ﾐ 1 もののけ姫　上 宮崎　駿／原作・脚本・監督 東京：徳間書店

913 ﾐ 2 もののけ姫　下 宮崎　駿／原作・脚本・監督 東京：徳間書店

913 ﾐ 4 ソロモンの偽証　4 宮部　みゆき／著 東京：新潮社

913 ﾐ 6 ソロモンの偽証　6 宮部　みゆき／著 東京：新潮社

913 ﾐ 7 ビブリア古書堂の事件手帖　7 三上　延／[著] 東京：KADOKAWA

913 ﾑ いじめ 五十嵐　かおる／原案・絵 東京：小学館

913 ﾑ 天使の卵(エンジェルス・エッグ) 村山　由佳／著 東京：集英社

913 ﾑ スプートニクの恋人 村上　春樹／著 東京：講談社

913 ﾑ 星々の舟 村山　由佳／著 東京：文芸春秋

913 ﾑ また明日 群　ようこ／著 東京：幻冬舎

913 ﾑ まんがで読む源氏物語 小川　陽子／監修 東京：学研プラス

913 ﾑ 1 騎士団長殺し　第1部 村上　春樹／著 東京：新潮社

913 ﾑ 2 騎士団長殺し　第2部 村上　春樹／著 東京：新潮社

913 ﾓ カザアナ 森　絵都／著 東京：朝日新聞出版

913 ﾓ みかづき 森　絵都／著 東京：集英社

913 ﾓ 夜行 森見　登美彦／著 東京：小学館

913 ﾓ 夜は短し歩けよ乙女 森見　登美彦／作 東京：KADOKAWA

913 ﾓ ルパン三世カリオストロの城 モンキー・パンチ／原作 東京：徳間書店

913 ﾓ 聖なる怠け者の冒険 森見　登美彦／著 東京：朝日新聞出版

913 ﾓ ランドリー 森　淳一／著 東京：双葉社

913 ﾓ クラスメイツ　前期 森　絵都／著 東京：偕成社

913 ﾓ クラスメイツ　後期 森　絵都／著 東京：偕成社

913 ﾓ この空の下で、何度でも君を好きになる 望月　くらげ／著 東京：KADOKAWA

913 ﾓ 蝶の羽ばたき、その先へ 森埜　こみち／作 東京：小峰書店

913 ﾓ 日曜劇場『99.9-刑事専門弁護士-』　SEASON2下 宇田　学／脚本 東京：扶桑社

913 ﾓ 日曜劇場『99.9-刑事専門弁護士-』　SEASON2上 宇田　学／脚本 東京：扶桑社

913 ﾓ 春や春 森谷　明子／著 東京：光文社



913 ﾓ 1 水族館ガール　1～2巻 木宮　条太郎／作 東京：実業之日本社

913 ﾔ イタチ真伝　暗夜篇 岸本　斉史／[原]著 東京：集英社

913 ﾔ イタチ真伝　光明篇 岸本　斉史／[原]著 東京：集英社

913 ﾔ ミックス。 古沢　良太／脚本 東京：ポプラ社

913 ﾔ リアル鬼ごっこ 山田　悠介／[著] 東京：幻冬舎

913 ﾔ ガミガミ女とスーダラ男 椰月　美智子／[著] 東京：講談社

913 ﾔ 坂道の向こう 椰月　美智子／[著] 東京：講談社

913 ﾔ しずかな日々 椰月　美智子／[著] 東京：講談社

913 ﾔ はなちゃんのみそ汁 安武　信吾／著 東京：文芸春秋

913 ﾔ ひかりの魔女 山本　甲士／著 東京：双葉社

913 ﾔ るり姉 椰月　美智子／著 東京：双葉社

913 ﾔ 君の知らない方程式 山本　弘／[著] 東京：東京創元社

913 ﾔ 十二歳 椰月　美智子／作 東京：講談社

913 ﾔ 14歳の水平線 椰月　美智子／著 東京：双葉社

913 ﾔ 世界が終わる前に 山本　弘／[著] 東京：東京創元社

913 ﾔ 見た目レシピいかがですか? 椰月　美智子／著 東京：PHP研究所

913 ﾔ 緑のなかで 椰月　美智子／著 東京：光文社

913 ﾔ ユーチュー部!! 山田　明／著 東京：学研プラス

913 ﾔ 1 鬼滅の刃　1～2巻 吾峠　呼世晴／[原]著 東京：集英社

913 ﾔ 2 ひかりの魔女　[2] 山本　甲士／著 東京：双葉社

913 ﾕ ねじまき片想い 柚木　麻子／著 東京：東京創元社

913 ﾕ 夏の庭 湯本　香樹実／著 東京：新潮社

913 ﾖ バースデーカード 吉田　康弘／[著] 東京：KADOKAWA

913 ﾖ 部長会議はじまります 吉野　万理子／作 東京：朝日学生新聞社

913 ﾖ いまさら翼といわれても 米澤　穂信／[著] 東京：KADOKAWA

913 ﾖ 動機 横山　秀夫／著 東京：文芸春秋

913 ﾖ ふまんがあります ヨシタケ　シンスケ／作・絵 東京：PHP研究所

913 ﾖ りゆうがあります ヨシタケ　シンスケ／作・絵 東京：PHP研究所

913 ﾖ ルパンの娘 横関　大／[著] 東京：講談社

913 ﾖ あるかしら書店 ヨシタケ　シンスケ／著 東京：ポプラ社

913 ﾖ ころべばいいのに ヨシタケ　シンスケ／作 東京：ブロンズ新社

913 ﾖ 台所のラジオ 吉田　篤弘／[著] 東京：角川春樹事務所

913 ﾖ つまんないつまんない ヨシタケ　シンスケ／著 東京：白泉社

913 ﾖ みえるとかみえないとか ヨシタケ　シンスケ／さく 東京：アリス館

913 ﾖ moja 吉田　桃子／著 東京：講談社

913 ﾗ イミテーションと極彩色のグレー loundraw／著 東京：KADOKAWA

913 ﾗ ラストで君は「まさか!」と言う　予知夢 PHP研究所／編 東京：PHP研究所

913 ﾗ ラストで君は「まさか!」と言う　時のはざま PHP研究所／編 東京：PHP研究所

913 ﾗ 7 ミカグラ学園組曲　7 Last Note.／著 東京：KADOKAWA

913 ﾗ 8 ミカグラ学園組曲　8 Last Note.／著 東京：KADOKAWA

913 ﾘ プランナーズ! 梨沙／[著] 東京：KADOKAWA

913 ﾘ かけぬける青空は、きっと君とつながっている rila。／著 東京：スターツ出版

913 ﾘ 1 戦国ベースボール　[1] りょくち　真太／作 東京：集英社

913 ﾘ 12 戦国ベースボール　[12] りょくち　真太／作 東京：集英社

913 ﾚ あたしの、ボケのお姫様。 令丈　ヒロ子／著 東京：ポプラ社

913 ﾚ 長浜高校水族館部! 令丈　ヒロ子／文 東京：講談社

913 ﾚ 今昔物語集 令丈　ヒロ子／著 東京：岩崎書店

913 ﾜ タカラモノ 和田　裕美／著 東京：双葉社

913 ﾜ わたしを決めつけないで 小林　深雪／[著] 東京：講談社

913 ﾜ 1 はたらく魔王さま!　[1] 和ケ原　聡司／[著] 東京：アスキー・メディアワークス

914 ｱ なによりも大切なこと あさの　あつこ／著 東京：PHP研究所

914 ｳ 明日は、いずこの空の下 上橋　菜穂子／著 東京：講談社

914 ｶ パリの砂漠、東京の蜃気楼 金原　ひとみ／著 東京：ホーム社

914 ｻ 女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原　理恵子／著 東京：KADOKAWA

914 ｻ 九十歳。何がめでたい 佐藤　愛子／著 東京：小学館

914 ｾ 枕草子 令丈　ヒロ子／著 東京：岩崎書店

914 ｾ まんがで読む枕草子 中島　和歌子／監修 東京：学研プラス

914 ﾖ 思わず考えちゃう ヨシタケ　シンスケ／著 東京：新潮社

914 ﾖ 「違うこと」をしないこと 吉本　ばなな／著 東京：KADOKAWA

914 ﾖ 徒然草 那須田　淳／著 東京：岩崎書店

914 ﾖ まんがで読む徒然草・おくのほそ道 島内　裕子／監修 東京：学研プラス

915 ｽ 更級日記 濱野　京子／著 東京：岩崎書店

915 ﾏ おくのほそ道 那須田　淳／著 東京：岩崎書店

916 ｲ 苦海浄土 石牟礼　道子／著 東京：藤原書店

916 ｲ コーヒーはぼくの杖 岩野　響／著 東京：三才ブックス

916 ｲ 15歳のコーヒー屋さん 岩野　響／著 東京：KADOKAWA

916 ｻ 手作り弁当は、ママから発達障害の娘へのラブレター 桜井　奈々／著 東京：宝島社



916 ﾂ はじめての留学 堤　未果／著 東京：PHP研究所

916 ﾄ わたし中学生から統合失調症やってます。 ともよ／著 東京：合同出版

916 ﾐ 顔ニモマケズ 水野　敬也／著 東京：文響社

916 ﾑ 字のないはがき 向田　邦子／原作 東京：小学館

916 ﾖ おとなになれなかった 弟たちに… 米倉　斉加年／作 東京：偕成社

921 ｺ 声に出そうはじめての漢詩　1～3巻 全国漢文教育学会／編著 東京：汐文社

923 ﾗ 1 三国志　1～2巻 [羅　貫中／原作] 東京：講談社

929 ｿ アーモンド ソン　ウォンピョン／著 東京：祥伝社

929 ﾁ 七年の夜 チョン　ユジョン／著 福岡：書肆侃侃房

929 ﾁ 82年生まれ、キム・ジヨン チョ　ナムジュ／著 東京：筑摩書房

931 ﾛ 世界が若かったころ ジャック・ロンドン／作 東京：理論社

932 ﾛ ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 J.K.ローリング／著 東京：静山社

932 ﾛ ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 J.K.ローリング／著 東京：静山社

932 ﾛ 二番がいちばん D.H.ロレンス／作 東京：理論社

933 ｱ ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト／著 東京：あすなろ書房

933 ｱ アナと雪の女王2 ウォルト・ディズニー・カンパニー／原作 東京：偕成社

933 ｱ サイド・トラック ダイアナ・ハーモン・アシャー／作 東京：評論社

933 ｱ ぼくとあいつと瀕死の彼女 ジェス・アンドルーズ／著 東京：ポプラ社

933 ｲ インサイド・ヘッド スーザン・フランシス／作 東京：偕成社

933 ｲ インクレディブル・ファミリー スーザン・フランシス／作 東京：偕成社

933 ｵ 恐竜の谷の大冒険 メアリー・ポープ・オズボーン／著 東京：KADOKAWA

933 ｶ はらぺこあおむし エリック・カール／さく 東京：偕成社

933 ｷ グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー／作 東京：ポプラ社

933 ｷ 1 心霊電流　上 スティーヴン・キング／著 東京：文藝春秋

933 ｷ 2 心霊電流　下 スティーヴン・キング／著 東京：文藝春秋

933 ｸ オリエント急行殺人事件 アガサ・クリスティ／[著] 東京：KADOKAWA

933 ｸ ミス・マープルと13の謎 アガサ・クリスティ／著 東京：東京創元社

933 ｸ くるみ割り人形と秘密の王国 メレディス・ルースー／作 東京：偕成社

933 ｸ 1 ゲームウォーズ　上 アーネスト・クライン／著 東京：SBクリエイティブ

933 ｸ 2 ゲームウォーズ　下 アーネスト・クライン／著 東京：SBクリエイティブ

933 ｸﾞ 1 ハーフ・ワイルド　上 サリー・グリーン／著 東京：早川書房

933 ｸﾞ 2 ハーフ・ワイルド　下 サリー・グリーン／著 東京：早川書房

933 ｻ 目覚めの森の美女 ディアドラ・サリヴァン／著 東京：東京創元社

933 ｼ クレプスリー伝説　1 Darren Shan／作 東京：小学館

933 ｼ シュガー・ラッシュ:オンライン スーザン・フランシス／作 東京：偕成社

933 ｼﾞ 魔法の館にやとわれて ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作 東京：徳間書店

933 ｽﾞ ズートピア スーザン・フランシス／作 東京：偕成社

933 ｾ マンザナの風にのせて ロイス・セパバーン／作 東京：文研出版

933 ﾄ 百万ポンド紙幣 マーク・トウェイン／作 東京：理論社

933 ﾉ 床下の小人たち メアリー・ノートン／作 東京：岩波書店

933 ﾊﾞ オズの魔法使い バウム／作 東京：ポプラ社

933 ﾌﾞ MINECRAFTはじまりの島 マックス・ブルックス／作 東京：竹書房

933 ﾊﾞ MINECRAFTこわれた世界 トレイシー・バティースト／作 東京：竹書房

933 ﾗ MINECRAFTなぞの日記 ムア・ラファティ／作 東京：竹書房

933 ﾊﾟ 青い目の人形物語　1 シャーリー・パレントー／作 東京：岩崎書店

933 ﾊﾟ ワンダー R.J.パラシオ／作 東京：ほるぷ出版

933 ﾊ 耳なし芳一・雪女 小泉　八雲／作 東京：講談社

933 ﾊﾟ ええやんそのままで トッド・パール／作 大阪：解放出版社

933 ﾌ スター・ウォーズ フォースの覚醒 J.J.エイブラムス／原作 東京：講談社

933 ﾌﾞ わたしがいどんだ戦い1939年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー／作 東京：評論社

933 ﾌﾟ プーと大人になった僕 エリザベス・ルドニック／作 東京：偕成社

933 ﾍ 新訳老人と海 E.ヘミングウェイ／著 東京：文芸社

933 ﾎﾟ 黒猫・アッシャー家の崩壊 エドガー・アラン・ポー／[著] 東京：新潮社

933 ﾎ 11番目の取引 アリッサ・ホリングスワース／作 東京：鈴木出版

933 ﾒ 白鯨　上 メルヴィル／[著] 東京：新潮社

933 ﾒ 白鯨　下 メルヴィル／[著] 東京：新潮社

933 ﾓ モアナと伝説の海 スーザン・フランシス／作 東京：偕成社

933 ﾗ ライオン・キング 橘高　弓枝／文 東京：偕成社

933 ﾘ ハヤブサが守る家 ランサム・リグズ／著 東京：東京創元社

933 ﾘ パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　[1] リック・リオーダン／作 東京：ほるぷ出版

933 ﾘ リメンバー・ミー アンジェラ・セルバンテス／作 東京：偕成社

933 ﾙ ゲド戦記 アーシュラ・K.ル=グウィン／原作 東京：徳間書店

933 ﾚ エヴリデイ デイヴィッド・レヴィサン／作 東京：小峰書店

933 ﾛ 幻の動物とその生息地 J.K.ローリング／著 東京：静山社

933 ﾛ ハリー・ポッターと謎のプリンス　上 J.K.ローリング／作 東京：静山社

933 ﾛ 2 ハリー・ポッターと謎のプリンス　下 J.K.ローリング／作 東京：静山社

933 ﾛ 勇者ライと3つの扉　1 エミリー・ロッダ／著 東京：KADOKAWA



933 ﾜ 1 暗号クラブ　1 ペニー・ワーナー／著 東京：KADOKAWA

933 ﾜ 2 暗号クラブ　2 ペニー・ワーナー／著 東京：KADOKAWA

933 ﾜ 12 暗号クラブ　12 ペニー・ワーナー／著 東京：KADOKAWA

938 ﾀﾞ 1 ロアルド・ダールコレクション　1 ロアルド・ダール／著 東京：評論社

940 ｸﾞ 2 本当は恐ろしいグリム童話　2 桐生　操／著 東京：ベストセラーズ

943 ｹ エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー／作 東京：岩波書店

943 ｼ キツネとねがいごと カトリーン・シェーラー／作 [東京]：西村書店

949 ｱ 雪の女王 アンデルセン／作 東京：KADOKAWA

949 ｱ タイムボックス アンドリ・S.マグナソン／著 東京：NHK出版

949 ｵ おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン／文 東京：あすなろ書房

949 ｽ ドコカ行き難民ボート。 シモン・ストランゲル／著 東京：汐文社

953 ﾍﾞ 1 海底二万里　上 ジュール・ヴェルヌ／[著] 東京：KADOKAWA

953 ﾍﾞ 2 海底二万里　下 ジュール・ヴェルヌ／[著] 東京：KADOKAWA

953 ﾎﾞ そらいろ男爵 ジル・ボム／文 東京：主婦の友社

953 ﾙ 怪盗ルパン謎の旅行者 モーリス・ルブラン／作 東京：理論社

963 ﾛ 太陽と月の大地 コンチャ・ロペス=ナルバエス／著 東京：福音館書店

983 ﾁ 大きなかぶ チェーホフ／作 東京：理論社

983 ﾄﾞ カラマーゾフの兄弟 ドストエフスキー／著 東京：春秋社

991 ｷﾞ ギリシア神話 石井　桃子／編・訳 東京：のら書店


