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書名 著者 出版者 請求記号

進路・将来を考える 佐藤 理絵／監修 日外アソシエーツ 0280/S8/

おかんメール　５ 『おかんメール』制作委員会／編 扶桑社 0490/O9/1-5

はじめての哲学 石井郁男／著 あすなろ書房 1300/I5/

はじめての認知科学 内村 直之／著 新曜社 1415/N34/1-1

コワイの認知科学 川合 伸幸／著 新曜社 1415/N34/1-2

保健室の恋バナ+α 金子 由美子／著 岩波書店 1521/K2/

ひらめき教室 松井 優征／著 集英社 1590/M109/

学校は負けに行く場所。 千田 琢哉／著 藤田聖人 1590/S89/6

きみは特別じゃない デビッド・マカルー・ジュニア／著 ダイヤモンド社 1597/M18/

上杉鷹山と米沢 小関 悠一郎／著 吉川弘文館 2891/U36/2

法むるーむ 法むるーむネット／編集・執筆 清水書院 32040/H13/

お金さえあればいい? 浜 矩子／著 クレヨンハウス 33040/H9/2

15歳で起業したぼくが社長になって学んだこと 正田 圭／著 CCCメディアハウス 33513/M18/

日本一わかりやすい会計の授業 柴山 政行／著 実務教育出版 33690/S37/2

銀行で働く人たち 小堂 敏郎／著 ぺりかん社 36620/S10/1-25

もっと知りたい!話したい!セクシュアルマイノリティ　２ 日高 庸晴／著 汐文社 36790/H22/2-2

高校一冊目の参考書 船登 惟希／著 KADOKAWA 37680/F8/

大学受験勉強法受かるのはどっち? 笠見 未央／著 KADOKAWA 37680/K19/

アイドル受験戦記 菅 なな子／著 文藝春秋 37680/S23/

大学図鑑！　２０１７ オバタ カズユキ／監 ダイヤモンド社 37703/O1/1-8

仕事と就活の教養講座 細谷 実／編著 白澤社 37790/H5/

人づきあいが苦手な人のためのワークブック バーバラ・クーパー／原著 日本評論社 37800/C5/

中学生からの頭がよくなる勉強法 永野 裕之／著 PHPエディターズ・グループ 37970/N4/2

理系のネタ全書 話題の達人倶楽部／編 青春出版社 4040/W22/2

生命デザイン学入門 小川(西秋)葉子／編著 岩波書店 4600/O16/

巨大生物摩訶ふしぎ図鑑 北村 雄一／絵と文 保育社 4800/K4/

飛べない白鳥ハク 泊 和幸／写真 彩流社 4886/T6/

ややっ、ひらめいた!奇想天外発明百科 マウゴジャタ・ミチェルスカ／文 徳間書店 5071/M6/

宇宙探査の歴史 MARY KAY CARSON／[著] 丸善出版 5389/C10/

想い込み弁当 栄養学生団体<N>／著 セブン&アイ出版 5964/E4/

いぬとわたしの防災ハンドブック いぬの防災を考える会／著 パルコエンタテインメント事業部 6456/I26/

わたしが犬から教わった「大切なコト」 岡崎 愛子／著 秀和システム 6456/O21/

おいでよ森へ 「おいでよ森へ」プロジェクト／編 ダイヤモンド社 6500/O1/

かわいい印象派 高橋 明也／監修・著 東京美術 7230/T17/

ホルン 丸山 勉／著 ヤマハミュージックメディア 7636/M3/

ファゴット 鹿野智子／著 ヤマハミュージックメディア 7637/K6/

オーボエ 宮村和宏／著 ヤマハミュージックメディア 7637/M3/

きばれ!長崎ブラバンガールズ 藤重 佳久／共著 学研プラス 7646/F1/

それってキセキ 小松 成美／著 KADOKAWA 7678/G13/

現場で求められる声優 高桑 一／著 くびら出版 7717/T6/

五郎丸語録 五郎丸 歩／著 ぴあ 7834/G13/3

第二の人生 前園 真聖／著 幻冬舎 7834/M32/2

甲子園を目指した少女 片岡 安祐美／著 竹書房 7837/K73/

国際情勢に強くなる英語キーワード 明石 和康／著 岩波書店 8340/A7/
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大人になるまでに読みたい15歳の短歌・俳句・川柳　２ ゆまに書房 91116/O66/1-2

かんかん橋の向こう側 あさの あつこ／著 KADOKAWA 9136/A180/65

レイチェル母さん 本馬 英治／[著] リトルモア 9136/H373/

炎のタペストリー 乾石 智子／著 筑摩書房 9136/I333/4

杏奈は春待岬に 梶尾 真治／著 新潮社 9136/K124/15

本好きの下剋上　第2部[3] 香月 美夜／著 TOブックス 9136/K748/2-3

国士舘物語 栗山 圭介／著 講談社 9136/K785/

サイコーのあいつとロックレボリューション 牧野 節子／著 国土社 9136/M237/4

真田十勇士　３ 松尾 清貴／著 理論社 9136/M377/2-3

神さまのいる書店　[2] 三萩 せんや／著 KADOKAWA 9136/M541/1-2

東京ガールズ選挙(エレクション) 長嶺 超輝／著 ユーキャン学び出版 9136/N422/

誰にも探せない 大崎 梢／著 幻冬舎 9136/O261/9

少年・空へ飛ぶ おぎ ぜんた／著 偕成社 9136/O319/

アンと青春 坂木 司／著 光文社 9136/S301/8-2

ヒーロー! 白岩 玄／著 河出書房新社 9136/S429/3

ハーレーじじいの背中 坂井 希久子／著 双葉社 9136/S522/4

狩猟家族 篠原 悠希／著 光文社 9136/S601/

天と地の方程式　３ 富安 陽子／著 講談社 9136/T427/3-3

神様のコドモ 山田 悠介／著 幻冬舎 9136/Y230/36

世界が終わる前に 山本 弘／[著] 東京創元社 9136/Y231/7-3

誰がために鐘を鳴らす 山本 幸久／著 KADOKAWA 9136/Y233/13

いまひとたびと、なく鵺に 結城 光流／著 KADOKAWA 9136/Y276/2-4

いま幸せになっちゃえ！ 田口ランディ／著 晶文社 9146/T259/13

水滸伝　下 渡辺 仙州／編訳 偕成社 9235/W2/2-2

水滸伝　早わかりハンドブック 渡辺 仙州／編著 偕成社 9235/W2/2-3

エベレスト・ファイル マット・ディキンソン／作 小学館 9330/D119/

トンネル　上 ロデリック・ゴードン／著 学研プラス 9330/G137/1-1

トンネル　下 ロデリック・ゴードン／著 学研プラス 9330/G137/1-2


