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書　名 著　者 出版者 請求記号

13歳からの「身になる読書術」探し
方・読み方がわかる本

大居 雄一／著 メイツユニバーサルコンテンツ 0190/O33/

暗記がいらない世界史の教科書 神野 正史／著 PHP研究所 2090/J17/2

日本史&世界史ビジュアル歴史年表
「わかる歴史年表」編集室／
著

メイツユニバーサル
コンテンツ

2090/K22/1-2

18歳までに知っておきたい法のはな
し

神坪 浩喜／著
みらいパブリッシン
グ

32000/K4/

大人になる前に知る性のこと 加納 尚美／編著 ぺりかん社 36790/K46/2

ボランティアをやりたい! さだ まさし／編 岩波書店 36900/S57/

となりの難民 織田 朝日／著 旬報社 36938/O3/

12歳からはじめよう学びのカタチ 佐藤 優／文 NHK出版 37500/S48/

ビジュアル日本の住まいの歴史 4 小泉 和子／監修 ゆまに書房 38390/K27/1-4

アリエナクナイ科学ノ教科書 2 くられ／著 ソシム 4040/K58/1-2

「数」はいかに世界を変えたか トム・ジャクソン／著 創元社 4100/B10/1-1

ひとくちサイズの文系のための超わ
かりやすい数学

クリス・ワーリング／著 ニュートンプレス 4100/W4/

プラネットアース レイチェル・イグノトフスキー／著 創元社 4680/I16/

発達障害 平岩 幹男／著 岩波書店 4939/H27/2

いのちを救う災害時医療 森村 尚登／著 河出書房新社 4988/M26/

すごいぞ!はたらく知財 内田 朋子／著 晶文社 5072/U5/

図解でわかる14歳からのプラスチッ
クと環境問題

インフォビジュアル研究所／
著

太田出版 5190/I38/

発酵はおいしい! ferment books／著
パイインターナショナ
ル

5885/F16/

ものがたり日本音楽史 徳丸 吉彦／著 岩波書店 7621/T25/

私たちの負けられない想い。 オザワ部長／著 ベストセラーズ 7646/O3/2-4

知っておきたい日本の古典芸能 歌
舞伎

瀧口 雅仁／編著 丸善出版 7740/T17/

知っておきたい日本の古典芸能 忠
臣蔵

瀧口 雅仁／編著 丸善出版 7740/T17/2

アニメーターの仕事がわかる本 西位 輝実／著 玄光社 7787/N11/

知っておきたい日本の古典芸能 落
語

瀧口 雅仁／編著 丸善出版 7791/T21/3

知っておきたい日本の古典芸能 浪
曲・怪談

瀧口 雅仁／編著 丸善出版 7791/T21/4

知っておきたい日本の古典芸能 講 瀧口 雅仁／編著 丸善出版 7791/T21/5
選手の競技復帰に役立つスポーツ
傷害ハンドブック

神崎 浩二／監修 マイナビ出版 7801/K69/

わかる!応援できる!パラスポーツ事
典

高橋 明／監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

7806/T14/

手具操作で魅せる!新体操ロープレ
ベルアップBOOK

石崎 朔子／監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

7814/I5/7

バレーボールの戦い方 高橋 宏文／著 ベースボール・マガジン社 7832/T5/

部活で差がつく!勝つ弓道上達のポ
イント50

高柳 憲昭／監修 メイツ出版 7895/T2/4

英語、苦手かも…?と思ったときに読
む本

デイビッド・セイン／著 河出書房新社 8307/T25/

恋って何ですか? 河出書房新社／編 河出書房新社 9040/K47/
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大人になるまでに読みたい15歳の
海外の詩 1

青木 健／編 ゆまに書房 9081/O3/1-1

俳句を楽しむ 佐藤 郁良／著 岩波書店 9113/S159/2

X-01 3 あさの あつこ／[著] 講談社 9136/A180/70-3

仮面病棟 知念 実希人／作 実業之日本社 9136/C20/9

5分後に意外な結末ex 桃戸 ハル／編著 学研プラス 9136/G37/1-11

星くずクライミング 樫崎 茜／作 くもん出版 9136/K613/6

本好きの下剋上 短編集1 香月 美夜／著 TOブックス 9136/K748/6-1

怪談5分間の恐怖 心霊写真は語る 中村 まさみ／著 金の星社 9136/N427/1-16

最高の任務 乗代 雄介／著 講談社 9136/N445/

夏服を着た恋人たち 小路 幸也／著 祥伝社 9136/S413/49-3

太陽はひとりぼっち 鈴木 るりか／著 小学館 9136/S622/3

ある日、透きとおる 三枝 理恵／作 岩崎書店 9136/S644/

おとぎカンパニー 日本昔ばなし編 田丸 雅智／著 光文社 9136/T466/12-2

一富士茄子牛焦げルギー たなか しん／作・絵 BL出版 9136/T497/2

天邪鬼な皇子と唐の黒猫 渡辺 仙州／作 ポプラ社 9136/W71/

らくご絵巻 もりた はじめ／編 新泉社 9137/M2/

地獄の楽しみ方 京極 夏彦／著 講談社 9146/K417/

ヤング・シャーロック・ホームズ vol.7 アンドリュー・レーン／著 静山社 9330/L132/1-7

フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ／作 小学館 9330/M141/5

スアレス一家は、今日もにぎやか メグ・メディナ／著 あすなろ書房 9330/M269/

魔法のサーカスと奇跡の本 エリカ・スワイラー／著 東京創元社 9330/S250/

みずうみ テオドール・シュトルム／作 理論社 9430/S3/11

壁抜け男 マルセル・エーメ／作 理論社 9530/A6/2
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