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No. 書名 著者 出版社 請求記号

1 おおきく考えよう 　―人生に役立つ哲学入門―
ペーテル・エクベリ/著
イェンス・アールボム/絵
枇谷 玲子/訳

晶文社 130

2 「空気」を読んでも従わない　生き苦しさからラクになる 鴻上 尚史/著 岩波書店 159

3 インスタ映えする戦国時代 スエヒロ/著 大和書房 210.4

4 ミスター・オリンピックと呼ばれた男 田畑政治 大野 益弘/著 講談社 289-タ

5 NHK世界で一番美しい瞬間(とき) 
NHK『世界で一番美しい瞬間』
制作班/編

三笠書房 290.9 ●

6 はじめての沖縄 岸 政彦/著 新曜社 302

7 図解はじめて学ぶみんなの政治

アレックス・フリス/文
ロージー・ホア/文
ルイ・ストーウェル/文
ケラン・ストーバー/イラスト
浜崎 絵梨/訳

晶文社 310

8
僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる
13歳からの法学入門

遠藤 研一郎/著 大和書房 320.4 ●

9 名作裁判あの犯人をどう裁く? 森 炎/著 ポプラ社 327.6

10 あなたは何で食べてますか?　偶然を仕事にする方法 有北 雅彦/著 太郎次郎社エディタス 366.2

11 学コレ 大学学部案内学部コレクト
学研プラス/編
けーしん/絵

学研プラス 376.8

12 ヒトラー・ユーゲントの若者たち　～愛国心の名のもとに～
S.C.バートレッティ/著
林田 康一/訳

あすなろ書房 379

13 アリになった数学者
森田 真生/文
脇阪 克二/絵

福音館書店 410

14 すごい古代生物 　ようこそ、奇跡の「もしも動物園」へ 川崎 悟司/著 キノブックス 457.8 ●

15 ゼノビア
モーテン・デュアー/文
ラース・ホーネマン/絵
荒木 美弥子/訳

サウザンブックス社 726.1

16 スカートはかなきゃダメですか?　～ジャージで学校～ 名取 寛人/著 理論社 769.9

17 ホームレス中学生 田村 裕/著 ワニブックス 779.1 ●

18 強くなりたいきみへ!
ラグビー元日本代表ヘッドコーチ エディー・ジョーンズのメッセージ

エディー・ジョーンズ/著 講談社 783

19 大人になるまでに読みたい15歳の海外の詩 2 青木 健/編 ゆまに書房 908-オ

20 ウチらは悪くないのです。 阿川 せんり/著 新潮社 913-ア

21 三匹のおっさん 有川 浩/著 文藝春秋 913-ア ●

22 みかん、好き？ 魚住 直子/著 講談社 913-ウ

23 ２．４３　清陰高校男子バレー部 春高編 壁井 ユカコ/著 集英社 913-カ

24 青少年のための小説入門 久保寺 健彦/著 集英社 913-ク ●

25 天を掃け
黒川 裕子/著
中村 ユミ/絵

講談社 913-ク
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26 ある晴れた夏の朝 小手毬 るい/著 偕成社 913-コ

27 ハジメテヒラク こまつ あやこ/著 講談社 913-コ

28 サード・プレイス
ささき あり/作
酒井 以/絵

フレーベル館 913-サ

29 君は月夜に光り輝く 佐野 徹夜/[著] KADOKAWA 913-サ ●

30 ぼくらの魔女戦記 1 宗田 理/作 ポプラ社 913-ソ

31 線は、僕を描く 砥上 裕將/著 講談社 913-ト ●

32 きみの存在を意識する 梨屋 アリエ/作 ポプラ社 913-ナ

33 金曜日の本屋さん 名取 佐和子/著 角川春樹事務所 913-ナ ●

34 西の魔女が死んだ 梨木 香歩/著 小学館 913-ナ

35 みつきの雪
眞島 めいり/作
牧野 千穂/絵

講談社 913-マ

36 でかい月だな 水森 サトリ/著 集英社 913-ミ ●

37 龍にたずねよ みなと 菫/著 講談社 913-ミ

38 カラフル 森 絵都/著 講談社 913-モ

39 鳥居の向こうは、知らない世界でした。 友麻 碧/[著] 幻冬舎 913-ユ ●

40 部長会議はじまります 吉野 万理子/作 朝日学生新聞社 913-ヨ

41 夜に駆ける YOASOBI小説集
星野 舞夜/著　いしき 蒼太/著
しなの/著　水上 下波/著

双葉社 913-ヨ

42 母さんが消えた夏
キャロライン・アダーソン/著
田中 奈津子/訳

講談社 933-ア

43 マザーランドの月
サリー・ガードナー/著
三辺 律子/訳

小学館 933-ガ

44 そして誰もいなくなった
アガサ・クリスティー/著
清水 俊二/訳

早川書房 933-ク ●

45 リスタート
ゴードン・コーマン/著
千葉 茂樹/訳

あすなろ書房 933-コ

46 秘密をもてないわたし
ペニー・ジョエルソン/著
河井 直子/訳

KADOKAWA 933-ジ

47 オズの魔法使い
ライマン・フランク・ボーム/著
宮坂 宏美/訳

復刊ドットコム 933-バ

48 ロアルド・ダールコレクション 14　こわいい動物
ロアルド ・ダール/著
クェンティン・ブレイク/絵
灰島 かり/訳

評論社 938-ダ

49 いのちは贈りもの ホロコーストを生きのびて
フランシーヌ・クリストフ/著
河野 万里子/訳

岩崎書店 956-ク

50 ぼくたちは幽霊じゃない
ファブリツィオ・ガッティ/作
関口 英子/訳

岩波書店 973-ガ

51 五つのパン
カレル・チャペック/作
小野 裕康/訳
ヨシタケ シンスケ/絵

理論社 989-チ

52 バスラの図書館員
ジャネット・ウィンター/絵と文
長田 弘/訳

晶文社 E-ウ

●は背表紙に゛ＹＡマーク″がついていない一般書です。
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1 魔女学校物語
石崎 洋司/作
藤田 香/絵

講談社 913-イ

2 泣いちゃいそうだよシリーズ
小林 深雪/作
牧村 久実/絵

講談社 913-コ

3 本好きの下剋上 香月 美夜/著 TOブックス 913-カ ●

4 黒魔女さんが通る!!
石崎 洋司/作
藤田 香/絵

講談社 913-イ

5 探偵チームKZ事件ノートシリーズ
藤本 ひとみ/原作
住滝 良/文　駒形/絵

講談社 913-フ

6 The MANZAI あさの あつこ/作　鈴木 びんこ/画 ジャイブ 913-ア

7 キノの旅 時雨沢 恵一/[著] KADOKAWA 913-シ

8 グレッグのダメ日記
ジェフ・キニー/作
中井 はるの/訳

ポプラ社 933-キ

9 恐竜がくれた夏休み
はやみね かおる/作
武本 糸会/絵

講談社 913-ハ

10 赤毛のアン
モンゴメリー/作
村岡 花子/訳

講談社 933-モ

生徒や利用者のみなさんが描いてくれたPOPの本

●は背表紙に゛ＹＡマーク″がついていない一般書です。


