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書名 著者 出版者 請求記号

13歳からの手帳活用術 小澤 淳／監修 メイツ出版 0027/O5/

働きたくないイタチと言葉がわかるロボット 川添 愛／著 朝日出版社 0076/K6/

読みたい心に火をつけろ! 木下 通子／著 岩波書店 0174/K2/

学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本300
東京・学校図書館スタンプラ
リー実行委員会／編著

ぺりかん社 0195/T11/

人間はだまされる 三浦 準司／著 理論社 0700/M5/

哲学ch 高橋 健太郎／著 柏書房 1040/T54/

ときめく御仏図鑑 門賀 美央子／文 山と溪谷社 1868/M13/

1493<入門世界史> チャールズ・C.マン／著 あすなろ書房 2095/M7/

見るだけですっきりわかる「日本史」 渡邊 大門／監修 メディアソフト 21004/W5/

沖縄戦を生きぬいた人びと 吉川 麻衣子／著 創元社 2199/Y8/

張騫とシルク-ロード 長沢 和俊／著 清水書院 2228/N2/5

福沢諭吉 高橋 昌郎／著 清水書院 2891/F2/74

地中海世界の覇権をかけて ハンニバル 長谷川 博隆／著 清水書院 2893/H9/2

地球の歩き方aruco 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2909/C12/1-26B

世界の見方が変わる50の概念 齋藤 孝／著 草思社 30100/S5/

中高の教科書でわかる経済学 菅原 晃／著 河出書房新社 33100/S45/5

いくらかな?社会がみえるねだんのはなし 藤田 千枝／編 大月書店 33780/F1/1-1

高校生の就職活動オールガイド 加藤 敏明／監修 成美堂出版 36629/K56/

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 創元社 37500/V1/

保育の仕事がわかる本 田代 和美／編著 日本実業出版社 37614/T9/

「欠点」を「強み」に変える就活力 岩田 一平／著 サンマーク出版 37790/I10/

7日間勉強法 鈴木 秀明／著 ダイヤモンド社 37970/S15/2

数学ガールの秘密ノート 結城 浩／著 SBクリエイティブ 4104/Y10/1-15

世界でいちばん素敵な宇宙の教室 多摩六都科学館天文グループ／監修 三才ブックス 4400/T10/

星とくらす 田中 美穂／著 WAVE出版 4404/T8/

ホーキング、ブラックホールを語る スティーヴン・W.ホーキング／著 早川書房 4435/H2/

ざんねんないきもの事典 今泉 忠明／監修 高橋書店 4800/I3/1-2

生きた化石摩訶ふしぎ図鑑 北村 雄一／絵と文 保育社 4800/K4/2

深海散歩 藤倉 克則／監修 幻冬舎 4817/F7/2

世界一まじめなおしっこ研究所 金子 大輔／著 保育社 4913/K95/

診療放射線技師の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 4981/W12/2

どんなマイナスもプラスにできる未来教室 石坂 典子／著 PHPエディターズ・グループ 5197/I7/3

地質のプロが教える街の中で見つかる「すごい石」 西本 昌司／著 日本実業出版社 5698/N2/

原色で楽しむカブトムシ・クワガタムシ図鑑&飼育ガ
イド

安藤“アン”誠起／著 実業之日本社 6479/A1/

プロ直伝!メダカの飼い方繁殖&交配ガイド 水谷 正一／監修 実業之日本社 6669/M6/

ビジュアル日本の鉄道の歴史　2 梅原 淳／著 ゆまに書房 6862/U3/10-2

ビジュアル日本の鉄道の歴史　3 梅原 淳／著 ゆまに書房 6862/U3/10-3
落語の入り口 東京かわら版／編 フィルムアート社 7791/T33/

陸上競技 走跳投に必要なトップスピードを高める練習 柴田 博之／著 ベースボール・マガジン社 7820/S9/

部活で差がつく!勝つハンドボール最強のコツ50 阿部 直人／監修 メイツ出版 7833/A1/

柳田美幸の楽しい女子サッカー 柳田 美幸／著 南雲堂 7834/Y25/

部活で差がつく!勝つバドミントン最強のコツ50 名倉 康弘／監修 メイツ出版 7835/N14/2-2

3ステップ上達法はじめての花の活け方 永塚 慎一／著 誠文堂新光社 7930/N24/

13歳から身につける一生モノの文章術 近藤 勝重／著 大和出版 8160/K43/2

忍者で覚える前置詞 nanapi編集部／著 秀和システム 8356/S1/

ウラも見てね。
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深読み古事記 戸矢 学／著 かざひの文庫 9132/T9/

薫風ただなか あさの あつこ／著 KADOKAWA 9136/A180/74

風が吹いたり、花が散ったり 朝倉 宏景／著 講談社 9136/A279/3

空に咲く恋 福田 和代／著 文藝春秋 9136/F133/13

明治ガールズ 藤井 清美／著 KADOKAWA 9136/F160/

5秒後に意外な結末 桃戸 ハル／編著 学研プラス 9136/G37/1-8

探偵さえいなければ 東川 篤哉／著 光文社 9136/H269/18

あなたの隣にいる孤独 樋口 有介／著 文藝春秋 9136/H98/29

八月の光 朽木 祥／作 小学館 9136/K651/6

現世怪談 木原 浩勝／著 講談社 9136/K795/1-2

15歳、ぬけがら 栗沢 まり／著 講談社 9136/K811/

さよなら、ムッシュ 片岡 翔／著 小学館 9136/K812/

小説ひるね姫 神山 健治／[著] KADOKAWA 9136/K813/

青春は燃えるゴミではありません 村上 しいこ／著 講談社 9136/M514/2-3

こんとんじいちゃんの裏庭 村上 しいこ／作 小学館 9136/M514/3

名作転生 学研プラス 9136/M572/1-1

名作転生 学研プラス 9136/M572/1-2

横濱エトランゼ 大崎 梢／著 講談社 9136/O261/13

東京カウガール 小路 幸也／著 PHP研究所 9136/S413/48

ナイスキャッチ! 横沢 彰／作 新日本出版社 9136/Y269/4

レイン 吉野 匠／[著] アルファポリス 9136/Y279/1-15

ラブリィ! 吉田 桃子／著 講談社 9136/Y338/

ジェリーフィッシュ・ノート アリ・ベンジャミン／著 講談社 9330/B225/

九時の月 デボラ・エリス／作 さ・え・ら書房 9330/E35/3

ガラスの封筒と海と アレックス・シアラー／著 求龍堂 9330/S157/16

炎に恋した少女 ジェニー・ヴァレンタイン／作 小学館 9330/V25/3

ちいさな国で ガエル・ファイユ／著 早川書房 9530/F27/

ウラも見てね。


