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　書　名 著　者 出版者 請求記号

13歳からの「学問のすすめ」 福澤 諭吉／著 筑摩書房 0020/F6/

人生を豊かにする学び方 汐見 稔幸／著 筑摩書房 0020/S16/

司書のお仕事 大橋 崇行／著 勉誠出版 0131/O1/

おおきく考えよう ペーテル・エクベリ／作 晶文社 1300/E1/2

つよさ
神戸女学院大学文学部総合文化
学科／監修

世界思想社 1580/K9/1-2

リアル人生ゲーム完全攻略本 架神 恭介／著 筑摩書房 1597/K20/

しししのはなし 正木 晃／著 CCCメディアハウス 1604/M18/

世界に感動をあたえた日本人 上 ス
ポーツ 国際理解・平和編

評論社 2810/S95/1-1

世界に感動をあたえた日本人 下 文化
芸術 科学技術・医療編

評論社 2810/S95/1-2

北条氏五代と小田原城 山口 博／著 吉川弘文館 2883/Y8/

池上彰の「天皇とは何ですか?」 池上 彰／著 PHP研究所 2884/I23/

ヘン子の手紙 伊藤 のりよ／著 学研プラス 2891/I209/

咸臨丸にかけた夢 鳴海 風／作 くもん出版 2891/O55/2

アンネ・フランクに会いに行く 谷口 長世／著 岩波書店 2893/F10/12

中学校の公民が1冊でしっかりわかる本 蔭山 克秀／著 かんき出版 30700/K3/

図解国会の楽しい見方 時事通信社政治部／監修 東京書籍 31210/J3/1-2

報道カメラマンの課外授業 1 戦争はど
う報道されたのか

石川 文洋／写真 文 童心社 31980/I27/4-1

報道カメラマンの課外授業 2 沖縄・戦
いはいまも続いている

石川 文洋／写真 文 童心社 31980/I27/4-2

報道カメラマンの課外授業 3 ベトナム・
未来へ語り継ぐ戦争

石川 文洋／写真 文 童心社 31980/I27/4-3

核兵器はなくせる 川崎 哲／著 岩波書店 31980/K50/3

誰のために法は生まれた 木庭 顕／著 朝日出版社 32040/K12/

カフェパウゼで法学を 横田 明美／著 弘文堂 32070/Y3/

開城工団の人々 キム ジニャン／著 地湧社 33221/K18/

世界で活躍する仕事100
三菱UFJリサーチ&コンサルティン
グ／編

東洋経済新報社 33380/M23/

夢を追いかける起業家たち ギルバート／著 西村書店 33513/G2/

天職攻略大図鑑王様からの求人票 JUNZO／著 プレジデント社 36629/J8/

学校は行かなくてもいい 小幡 和輝／著 健康ジャーナル社 37140/O14/

学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社／編 ポプラ社 37140/Z2/

清水式定期テストで結果を出す50の習
慣

清水 章弘／著 PHP研究所 37500/S37/4
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ビジュアル日本の服装の歴史 3 明治時
代～現代

増田 美子／監修 ゆまに書房 38310/M5/4-3

空想科学「理科」読本 柳田理科雄／著 大和書房 4040/Y14/2

数学の研究をはじめよう 5 オイラーをモ
デルに数論研究

飯高 茂／著 現代数学社 4107/I3/1-5

天文学者に素朴な疑問をぶつけたら宇
宙科学の最先端までわかったはなし

津村 耕司／著 大和書房 4400/T9/2

星空がもっと好きになる 駒井 仁南子／著 誠文堂新光社 4420/K6/

ぼくは恐竜探険家! 小林 快次／著 講談社 4578/K12/3

きらいになれない害虫図鑑 有吉 立／著 幻冬舎 4861/A5/

エナガの一生 松原 卓二／文 東京書籍 4889/M9/

パソコンのしくみ 高作 義明／著 新星出版社 5482/T20/17

L.M.モンゴメリの「赤毛のアン」クックブッ
ク

ケイト・マクドナルド／著 原書房 5960/M19/2

お弁当教本 坂田 阿希子／著 東京書籍 5964/S15/4

野良猫の拾い方 東京キャットガーディアン／監修 大泉書店 6456/T25/

ぼくたちが越してきた日からそいつはそ
こにいた

ローダ・レヴィーン／文 河出書房新社 7266/L1/

ストローとモールでつくる幾何学オブ
ジェ

日本数学検定協会／著 日本数学検定協会 7500/N2/

今森光彦の里山の切り絵 今森 光彦／切り絵・文 世界文化社 7549/I11/5

一球入魂!一音入魂! オザワ部長／著 学研プラス 7646/O3/5

演技と演出のレッスン 鴻上尚史／著 白水社 7717/K5/3

ホラー映画で殺されない方法 セス・グレアム=スミス／著 竹書房 7780/G7/

ナトセンおすすめYA映画館 名取 弘文／著 子どもの未来社 7782/N66/

スポーツでひろげる国際理解 1 どこで
どうはじまった?スポーツ

中西 哲生／監修 文溪堂 7800/N13/1-1

スポーツでひろげる国際理解 2 差別を
のりこえていくスポーツ

中西 哲生／監修 文溪堂 7800/N13/1-2

スポーツでひろげる国際理解 3 国境を
こえるスポーツ

中西 哲生／監修 文溪堂 7800/N13/1-3

スポーツでひろげる国際理解 4 世界を
ひとつにする国際大会

中西 哲生／監修 文溪堂 7800/N13/1-4

スポーツでひろげる国際理解 5 知ろう・
やってみよう障がい者スポーツ

中西 哲生／監修 文溪堂 7800/N13/1-5

チームで魅せる!新体操団体上達のポ
イント50

石崎 朔子／監修 メイツ出版 7814/I5/2

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 カンゼン 7823/H12/

99%の人が速くなる走り方 平岩 時雄／著 筑摩書房 7823/H13/

勝てる!理系なテニス 田中 信弥／著 東邦出版 7835/T16/2

高校野球弱者が勝つ方法 田尻 賢誉／著 廣済堂出版 7837/T49/8

高校野球で本当にあった心温まる物話 寺下 友徳／編 総合法令出版 7837/T68/
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DVDで差がつく!競泳バタフライタイムを
縮める50のコツ

奥野 景介／監修 メイツ出版 7852/O4/

勝つ!ボート競技スカル・スウィープ上達
のコツ50

日本ボート協会／監修 メイツ出版 7855/N5/

英語DE茶の湯 保科 眞智子／著 淡交社 7910/H14/

一点突破 藤原 隆史／著 ポプラ社 7960/F7/

現代用語の基礎知識学習版 2018-
2019

現代用語検定協会／監修 自由国民社 8137/G1/2-15

心に風が吹いてくる青春文学アンソロ
ジー

高山 実佐／編 三省堂 9023/T9/

生きる 小林 凛／著 小学館 9113/K218/4

もう会えないとわかってから 蒼井 ブルー／著 河出書房新社 9115/A63/2

地に滾る あさの あつこ／著 祥伝社 9136/A180/81

神風ニート特攻隊 荒川祐二／著 地湧社 9136/A317/

それでも人のつもりかな 有島 希音／作 岩崎書店 9136/A318/

蜜柑 芥川 龍之介／著 立東舎 9136/A6/19

文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 影 北原 白秋／ほか[著] 汐文社 9136/B24/1-6

手を伸ばせ、そしてコマンドを入力しろ 藤田 祥平／著 早川書房 9136/F163/

5分後に意外な結末ex 桃戸 ハル／編著 学研プラス 9136/G37/1-6

5分後に意外な結末ex 桃戸 ハル／編著 学研プラス 9136/G37/1-7

5分後に恋の結末 橘 つばさ／著 学研プラス 9136/G37/5-2

水槽の中 畑野 智美／著 KADOKAWA 9136/H322/11

鳥達のバラード 泉 啓子／著 講談社 9136/I182/4

相棒 season4-3 監禁 輿水 泰弘／脚本 朝日新聞出版 9136/I288/3-4C

相棒 season4-4 緑の殺意 輿水 泰弘／ほか脚本 朝日新聞出版 9136/I288/3-4D

相棒 season4-5 殺人セレブ 輿水 泰弘／ほか脚本 朝日新聞出版 9136/I288/3-4E

相棒 season4-6 ついてない女 輿水 泰弘／脚本 朝日新聞出版 9136/I288/3-4F

わたしが少女型ロボットだったころ 石川 宏千花／著 偕成社 9136/I308/7

ある晴れた夏の朝 小手鞠 るい／著 偕成社 9136/K349/20

重助菩薩 筧 次郎／著 地湧社 9136/K827/

死にたい、ですか 村上 しいこ／著 小学館 9136/M514/4

そいねドリーマー 宮澤 伊織／著 早川書房 9136/M579/

君の話 三秋 縋／著 早川書房 9136/M580/

跡を消す 前川 ほまれ／著 ポプラ社 9136/M581/

神に守られた島 中脇 初枝／著 講談社 9136/N197/6

風に恋う 額賀 澪／著 文藝春秋 9136/N412/7

春風コンビお手柄帳 小沼 丹／著 幻戯書房 9136/O115/3-1

お下げ髪の詩人 小沼 丹／著 幻戯書房 9136/O115/3-2

オレは、センセーなんかじゃない! おかざき さとこ／著 学研プラス 9136/O331/

ピラミッド帽子よ、さようなら 乙骨 淑子／作 理論社 9136/O44/3

サブキャラたちの日本昔話 斉藤 洋／作 偕成社 9136/S249/10
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夢の旅 たむらしげる／著 静山社 9136/T415/2

大人は泣かないと思っていた 寺地 はるな／著 集英社 9136/T479/5

びんぼう神様さま 高草洋子／画・文 地湧社 9136/T503/2

君だけのシネマ 高田 由紀子／作 PHP研究所 9136/T511/

南西の風やや強く 吉野 万理子／著 あすなろ書房 9136/Y248/10

ナイスキャッチ! 3 横沢 彰／作 新日本出版社 9136/Y269/4-3

七〇歳年下の君たちへ 五木 寛之／著 新潮社 9146/I12/92

涙の向こうに花は咲く 吉野 やよい／著 世界文化社 9160/Y97/2

ハリー・ポッターと呪いの子 J.K.ローリング／著 静山社 9320/R6/

不思議の国のアリス ルイス・キャロル／作 西村書店東京出版編集部 9330/C182/2

楽しい川辺 ケネス・グレアム／作 西村書店 9330/G150/

ぼくはO・C・ダニエル ウェスリー・キング／作 鈴木出版 9330/K128/

ヤング・シャーロック・ホームズ ｖｏｌ．１
死の煙

アンドリュー・レーン／著 静山社 9330/L132/1-1

ヤング・シャーロック・ホームズ ｖｏｌ．２
赤い吸血ヒル

アンドリュー・レーン／著 静山社 9330/L132/1-2

ヤング・シャーロック・ホームズ ｖｏｌ．３
雪の罠

アンドリュー・レーン／著 静山社 9330/L132/1-3

ハティのはてしない空 カービー・ラーソン／作 鈴木出版 9330/L133/

タイガー・ボーイ ミタリ・パーキンス／作 鈴木出版 9330/P117/

ぼくがスカートをはく日 エイミ・ポロンスキー／著 学研プラス 9330/P118/

豚の死なない日 ロバート・ニュートン・ペック／〔著〕 白水社 9330/P50/2

アーサー王の世界 1 大魔法師マーリン
と王の誕生

斉藤 洋／作 静山社 9330/S240/1-1

アーサー王の世界 2 二本の剣とアー
サーの即位

斉藤 洋／作 静山社 9330/S240/1-2

アーサー王の世界 3 ガリアの巨人とエ
クスカリバー

斉藤 洋／作 静山社 9330/S240/1-3

ライ麦畑でつかまえて Ｊ．Ｄ．サリンジャー／〔著〕 白水社 9330/S82/3-2

クレイジー・サマー リタ・ウィリアムズ＝ガルシア／作 鈴木出版 9330/W173/

EVERYTHING,EVERYTHING ニコラ・ユン／著 静山社 9330/Y21/

黒の扉は秘密の印 ケルスティン・ギア／著 東京創元社 9430/G14/2-2

ナミコとささやき声 アンドレアス・セシェ／著 西村書店 9430/S37/2

美女と野獣
ガブリエル=シュザンヌ・ド・ヴィル
ヌーヴ／著

白水社 9530/V18/

虹色のコーラス リュイス・プラッツ／著 西村書店 9630/P9/

不在の騎士 イタロ・カルヴィーノ／著 白水社 9730/C4/17
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