
 

 

ティーンズ図書目録 

2020 

三鷹市立図書館 

◆ティーンズ図書ベストリーダー 

◆中高生におススメ！POP大賞 

中学生・高校生世代のあなたへ 



 

  

 



 

 

      図書館利用の Q&A  

 

 
Q1 ティーンズ図書ってなに？ 
 

 中学生・高校生世代を中心としたティーンズ（10 代）は、子どもから大人に成長 

する時期であり、体だけでなく心も大きく育ちます。 “柔らかい”心を育てるために、 

読書が一番必要なときです。 

  

 児童書から一般書への橋渡し的意味合いで、中学生・高校生世代へ提供する本を 

「ティーンズ図書」と呼び、「若者の生き方」「将来・進路」から、「先人たちの 

歴史の足跡」「宇宙への夢」「趣味のハウツー」「メルヘン・画集」「スポーツ」 

「詩」「物語」など、ティーンズ世代のみなさんのために魅力ある本を集めています。

 

 

Q2 本はどのように並んでいるのですか？ 
 

 ティーンズ図書はテーマ別に分類されて、次のように配置しています。背表紙には 

青いラベルが貼ってあるので、一目で分かるようになっています。 

  

 

三鷹図書館・東部図書館・西部図書館・三鷹駅前図書館 
 ティーンズ図書は、ティーンズコーナーにテーマ別に分類されて配置されています。 

 

南部図書館みんなみ 
 ティーンズ図書は、専用コーナーに配置しています。 

 文庫は一般の文庫と一緒に配置しています。 

 

  



 

Q3 読みたい本を探すときは？ 
 

 図書館の本は分類番号順に並んでいます。分類番号は各館に設置されている 

利用者端末から検索が可能です。 

また、三鷹市立図書館ホームページ (https://www.library.mitaka.tokyo.jp/)でも 

資料検索ができますので、 ぜひご利用ください。 

 

 

分類番号表って？ 
下記の表のように「日本十進分類法(NDC)」に基づいてその主題(テーマ)に 

よって付与された 0〜9 から始まる 3〜5 ケタの番号です。 

その本がどこにあるかを示す、いわば本の「住所」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4 読みたい本が見つからないときは？ 
 

 「探している本の場所が分からない!」「本の並び順が分からない!」そんなときにはお近く

の図書館員にお気軽におたずねください。本を探すお手伝いをします。 

 

 

Q5 読みたい本が貸出中になっているときは？ 
 

 読みたい本が貸出中の場合には、利用者端末やホームページから予約ができます(パスワー

ドの登録が必要になります。)。また、その本が三鷹市の図書館にない場合には、『リクエス

トカード』 に記入して図書館カウンターまでお申し込みください。可能な限りみなさんに提

供します（三鷹市在住・在勤・在学の方のみ）。  

No. 分類 No. 分類 

0 総記・事典・全集・雑学 5 工業(機械・工作・料理・手芸) 

1 哲学・宗教・占い・オカルト 6 産業・テレビ・ラジオ・鉄道 

2 歴史・地理・ガイド 7 
芸術・音楽・スポーツ・ゲー

ム 

3 
社会科学(社会・法律・学校生

活) 
8 語学(英語 etc) 

4 自然科学(科学・天文・自然) 9 
文学(詩集・小説・エッセイ・

紀行) 



 

ティーンズ図書目録 2020年版 
 

『三鷹市立図書館ティーンズ図書目録 2020 年版』は、2019 年１月から 12 月の間に三鷹市立

図書館で購入したティーンズ図書のリストです。日本十進分類法（ＮＤＣ）の第一区分ごとに「タ

イトル」、「著者名」、「出版者名」「請求記号」を掲載しています。  
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

０分類（総記） 

「文系？」「理系？」に迷ったら読む本 ＡＩ

時代の進路の選び方 
竹内 薫 PHP 研究所 Y002.0 

何のための「教養」か 桑子 敏雄 筑摩書房 Y002.0 

私の手帳タイム 「好き！」をカスタマイズ

してもっとかわいく！ 
  洋泉社 Y002.7 

暮らしに役立つかんたんマイノート＆手帳術 mizutama エクスナレッジ Y002.7 

イラストで読むＡＩ入門 森川 幸人 筑摩書房 Y007.1 

さわるようにしくみがわかるコンピュータの

ひみつ ０と１の世界がわかれば、未来を変

える力が身につく 

原田 康徳 技術評論社 Y007.6 

１３歳からの「身になる読書術」探し方・読

み方がわかる本 今こそ読みたい＆教科にも

役立つ２００冊 

大居 雄一 
メイツユニバーサ

ルコンテンツ 
Y019.1 

ビブリオ漫談 「笑い」と「ユーモア」あふ

れる本の紹介 
笹倉 剛 あいり出版 Y019.9 

まなの本棚 芦田 愛菜 小学館 Y019.9 

探究活動・課題研究のために 中高生のため

のブックガイド 
佐藤 理絵 監修 日外アソシエーツ Y028.0 

現代用語の基礎知識学習版 ２０１９ー２０

２０ 

現代用語検定協会 

監修 
自由国民社 Y031.0 

ギネス世界記録 ２０２０ 

クレイグ・グレンデ

ィ 編 [大木哲ほ

か訳] 

角川アスキー総合

研究所 
Y031.5 

高校生と考える２１世紀の論点 
桐光学園中学校・高

等学校 編 
左右社 Y041.0 

＃どれだけのミスをしたかを競うミス日本コ

ンテスト 

水餃子のカンパネラ 

編 
KADOKAWA Y049.0 

ナオキマンのヤバい世界の秘密 Naokiman Show 日本文芸社 Y049.0 

日本のこびと大全 おでかけポケット図鑑 

野原や畑編 

なばた としたか 

さく 
ロクリン社 Y049.0 

その情報はどこから？ ネット時代の情報選

別力 
猪谷 千香 筑摩書房 Y070.0 

「カルト」はすぐ隣に オウムに引き寄せら

れた若者たち 
江川 紹子 岩波書店 Y081.0 

「ハッピーな部活」のつくり方 
中澤 篤史 内田 

良 
岩波書店 Y081.0 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

「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 岩波書店 Y081.0 

カガク力を強くする！ 元村 有希子 岩波書店 Y081.0 

クマムシ調査隊、南極を行く！ 鈴木 忠 岩波書店 Y081.0 

ストライカーを科学する サッカーは南米に

学べ！ 
松原 良香 岩波書店 Y081.0 

ひとりで、考える 哲学する習慣を 小島 俊明 岩波書店 Y081.0 

ポジティブになれる英語名言１０１ 
小池 直己 佐藤 

誠司 
岩波書店 Y081.0 

めんそーれ！化学 おばあと学んだ理科授業 盛口 満 岩波書店 Y081.0 

レギュラーになれないきみへ 元永 知宏 岩波書店 Y081.0 

情熱でたどるスペイン史 池上 俊一 岩波書店 Y081.0 

数学と恋に落ちて 方程式を極める篇 

ダニカ・マッケラー 

[著] 菅野 仁子 

訳 

岩波書店 Y081.0 

数学と恋に落ちて 未知数に親しむ篇 

ダニカ・マッケラー 

[著] 菅野 仁子 

訳 

岩波書店 Y081.0 

世界の神話 沖田 瑞穂 岩波書店 Y081.0 

男子が１０代のうちに考えておきたいこと 田中 俊之 岩波書店 Y081.0 

答えは本の中に隠れている 
岩波ジュニア新書編

集部 編 
岩波書店 Y081.0 

内戦の地に生きる フォトグラファーが見た

「いのち」 
橋本 昇 岩波書店 Y081.0 

俳句を楽しむ 佐藤 郁良 岩波書店 Y081.0 

発達障害 思春期からのライフスキル 平岩 幹男 岩波書店 Y081.0 

不便益のススメ 新しいデザインを求めて 川上 浩司 岩波書店 Y081.0 

１５歳、まだ道の途中 高原 史朗 岩波書店 Y081.0 ﾀ 

１分類（哲学） 

イラストで読むキーワード哲学入門 永野 潤 
白澤社、現代書館

(発売) 
Y100.0 

世界の哲学５０の名著 

T.バトラー=ボード

ン [著] 大間知 

知子 訳 

ディスカヴァー・

トゥエンティワン 
Y100.0 

宇宙はなぜ哲学の問題になるのか 伊藤 邦武 筑摩書房 Y112.0 

「ロンリ」の授業 論理的ってこういうこと

だったのか！ あの人の話はなぜ、わかりや

すいんだろう？ 

NHK『ロンリのち

から』制作班 野矢 

茂樹 監修 

三笠書房 Y116.0 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

高校生に知ってほしい心理学 どう役立つ？

どう活かせる？ 

宮本 聡介 編著 

伊藤 拓 編著 
学文社 Y140.0 

１０代のための疲れた心がラクになる本 

「敏感すぎる」「傷つきやすい」自分を好きに

なる方法 

長沼 睦雄 誠文堂新光社 Y146.8 

ざんねんな手相 誰にでもあるけど変えられ

ます！ 
卯野 たまご 扶桑社 Y148.1 

数秘術で占う３６６日誕生日全書 はづき 虹映 世界文化社 Y148.9 

令和を生きていくときに考えてほしいこと 

心にひびく道徳教科書の物語 
学研プラス 編 学研プラス Y150.4 

生きるための「正義」を考える本 どんどん

悩もう。人生の問題に、たいてい正解なんて

ないんだから。 

押谷 由夫 監修 学研プラス Y158.0 

ディズニーヒロインの生きる道 
小宮山 みのり 文 

講談社 編 
講談社 Y159.6 

「おいしい人生」を生きるための授業 出口 治明 PHP 研究所 Y159.7 

１３歳からの世界征服 中田 考 百万年書房 Y159.7 

Ｄｅａｒ ＧＩＲＬＳ 自分らしく生きていく

ための２８の言葉 

朝日新聞「Dear 

Girls」取材班 阿

川 佐和子 [ほか

述] 

朝日新聞出版 Y159.7 

ＳＤ２０ １０年後メシが食える大人にな

る！ 

２０歳からのセルフデザイン 

木村 尚敬 高濱 

正伸 

エッセンシャル出

版社 
Y159.7 

受験生の君たちへ贈る言葉 または、受験で

不安になっている君たちへ贈る気休めの言葉 
佐野 量幸 元就出版社 Y159.7 

人生のサバイバル力 佐藤 優 講談社 Y159.7 

折れない心を育てるいのちの授業 小澤 竹俊 KADOKAWA Y159.7 

脱・呪縛 
鎌田 實 こやま 

こいこ 絵 
理論社 Y159.7 

哲学人生問答 岸見 一郎 講談社 Y159.7 

本当の「頭のよさ」ってなんだろう？ 勉強

と人生に役立つ、一生使えるものの考え方 
齋藤 孝 誠文堂新光社 Y159.7 

マンガでわかる！１０代に伝えたい人生を前

に進める名言集 

定政 敬子 文 モ

ドロカ 絵 
大和書房 Y159.8 

はじめてのギリシア神話 松村 一男 筑摩書房 Y164.3 

日本の神様図鑑 神様と仲よくなれる！ 大塚 和彦 新星出版社 Y172.0 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

図解大全日本の神社・お寺入門 日本人のこ

ころの原点を知る！ 
  洋泉社 Y175.0 

ハローキティの一日一禅 武山 廣道 監修 
リベラル社、星雲

社(発売) 
Y188.8 

２分類（歴史・地理） 

１８歳からの歴史学入門 
福岡大学人文学部歴

史学科 編 
彩流社 Y204.0 

世界史で読み解く現代ニュース 宗教編 
池上 彰 増田 ユ

リヤ 
ポプラ社 Y204.0 

「地図」と「並列年表」でよくわかる！＜超

図解＞日本史＆世界史 

祝田 秀全 監修 

朝日新聞出版 編著 
朝日新聞出版 Y209.0 

４００字で読むあらすじ世界史 祝田 秀全 監修 宝島社 Y209.0 

図解でわかる１４歳から知る影響と連鎖の全

世界史 

インフォビジュアル

研究所 大角 修 
太田出版 Y209.0 

神秘の古代遺産 ムー認定 
並木 伸一郎 ムー

編集部 編 
学研プラス Y209.3 

明日話したくなる元号・改元 
阿部 泉 執筆・監

修 
清水書院 Y210.0 

笑う日本史 伊藤 賀一 KADOKAWA Y210.0 

４００字で読むあらすじ日本史 小和田 哲男 監修 宝島社 Y210.1 

一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 

公立高校教師ＹｏｕＴｕｂｅｒが書いた 
山崎 圭一 

SB クリエイティ

ブ 
Y210.1 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

流れがわかる！年表でおさらい日本史 田崎 俊明 ベレ出版 Y210.1 

知られざる弥生ライフ え？弥生土器なのに

縄文がついたものがあるって本当ですか！？ 

譽田 亜紀子 大阪

府立弥生文化博物館 

監修 スソ アキコ 

イラスト 

誠文堂新光社 Y210.2 

インスタ映えする戦国時代 スエヒロ 大和書房 Y210.4 

日本一の社会科講師が教える読んだら忘れな

い明治維新 
伊藤 賀一 アスコム Y210.6 

はじめての三国志 時代の変革者・曹操から

読みとく 
渡邉 義浩 筑摩書房 Y222.0 

世界史劇場第二次世界大戦熾烈なるヨーロッ

パ戦線 臨場感あふれる解説で、楽しみなが

ら歴史を“体感”できる 欧米各国の思惑と

戦争の実像に迫る！ 

神野 正史 ベレ出版 Y230.7 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

沈黙する教室 １９５６年東ドイツー自由の

ために国境を越えた高校生たちの真実の物語 

ディートリッヒ・ガ

ルスカ 大川 珠季 

訳 

アルファベータブ

ックス 
Y234.0 

国旗と国章図鑑 苅安 望 世界文化社 Y288.9 

ある若き死刑囚の生涯 加賀 乙彦 筑摩書房 Y289.1 ｽ 

ミスター・オリンピックと呼ばれた男 田畑政

治 
大野 益弘 講談社 Y289.1 ﾀ 

日本のパラリンピックを創った男 中村裕 鈴木 款 講談社 Y289.1 ﾅ 

親愛なるナイチンゲール様 あなたが弱き者

と共にあったように 
川嶋 みどり 合同出版 Y289.3 ﾅ 

アンネのこと、すべて 

アンネ・フランク・

ハウス 編 小林 

エリカ 訳 石岡 

史子 日本語版監修 

ポプラ社 Y289.3 ﾌ 

かくれ家のアンネ・フランク 

ヤニー・ファン・デ

ル・モーレン 作 

西村 由美 訳 

岩波書店 Y289.3 ﾌ 

ワールドフラッグス世界１９６カ国完全デー

タ図鑑 ２０２０東京五輪対応版 
ワールドフラッグス 宝島社 Y290.0 

いま生きているという冒険 石川 直樹 新曜社 Y290.9 

日本全国２万３９９７．８キロ イラストルポ

乗り歩き 乗った！描いた！ ２０１２～ 

２０１９ 

安藤 昌季 月邸 

沙夜 絵 しいら 

まさき 絵 

天夢人、山と溪谷

社(発売) 
Y291.0 

特濃！あなたの知らない秋葉原オタクスポッ

トガイド 
高橋 敏也 インプレス Y291.3 

３分類（社会科学） 

日本の環境・人・暮らしがよくわかる本 
浦野 紘平 共著 

浦野 真弥 共著 
オーム社 Y302.1 

１４歳からの政治入門 池上 彰 マガジンハウス Y310.0 

図解はじめて学ぶみんなの政治 

アレックス・フリ

ス、ロージー・ホ

ア、イラスト、ヒュ

ーゴ・ドローショ

ン、オリジナル監

修、ダニエル・ヴィ

ーホフ、浜崎 絵

梨、国分 良成  

晶文社 Y310.0 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

図解でわかる１４歳からの地政学 

鍛冶 俊樹 監修 

インフォビジュアル

研究所 

太田出版 Y312.9 

天皇制ってなんだろう？ あなたと考えたい

民主主義からみた天皇制 
宇都宮 健児 平凡社 Y313.6 

世界人権宣言 ビジュアル版 
シェーヌ出版社 編 

遠藤 ゆかり 訳 
創元社 Y316.1 

キャリア教育に役立つ！官公庁の仕事 稲継 裕昭 監修 あかね書房 Y317.3 

警察官になる本 ４７都道府県警察官への道

を完全収録 ２０２０ー２０２２ 
  イカロス出版 Y317.7 

１３歳からの日本外交 それって、関係ある

の！？ 
孫崎 享 かもがわ出版 Y319.1 

平和のバトン 広島の高校生たちが描いた８

月６日の記憶 
弓狩 匡純 くもん出版 Y319.8 

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 大和書房 Y320.4 

君たちの日本国憲法 池上 彰 
ホーム社、集英社

(発売) 
Y323.1 

図解による憲法のしくみ 
神田 将 生活と法

律研究所 編集 
自由国民社 Y323.1 

名作裁判あの犯人をどう裁く？ 森 炎 ポプラ社 Y327.6 

国籍の？がわかる本 日本人ってだれのこ

と？外国人ってだれのこと？ 

木下 理仁 山中 

正大 イラスト 

太郎次郎社エディ

タス 
Y329.9 

親子で学ぶお金と経済の図鑑 

子どものための「お

金と経済」プロジェ

クト 

技術評論社 Y330.0 

父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんで

もなくわかりやすい経済の話。 

ヤニス・バルファキ

ス 関 美和 訳 
ダイヤモンド社 Y330.0 

北欧式お金と経済がわかる本 １２歳から考

えたい９つのこと 

グンヒル・J.エクル

ンド 枇谷 玲子 

訳 氏家 祥美 監

修 

翔泳社 Y330.0 

１４歳からの資本主義 君たちが大人になる

ころの未来を変えるために 
丸山 俊一 大和書房 Y332.0 

国谷裕子と考えるＳＤＧｓがわかる本 国谷 裕子 監修 文溪堂 Y333.8 

外国人労働者・移民・難民ってだれのこと？ 内藤 正典 集英社 Y334.4 

ふるさとって呼んでもいいですか ６歳で

「移民」になった私の物語 
ナディ 大月書店 Y334.4 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

学校では教えない！お金を増やす授業 「金

持ち生活」をつくる資産運用の勘どころ Ａ

ｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 

佐々木 裕平 ぱる出版 Y338.1 

１歩前からはじめる「統計」の読み方・考え

方 
神林 博史 ミネルヴァ書房 Y350.1 

『アメリカ女子♡日本女子』のリアル アメリ

カ現地校に通う女子高生の生態図鑑！ 
みゃびー KADOKAWA Y361.5 

アルバイトから学ぶ仕事入門 

佐野 薫 編著 江

利川 良枝 編著 

高木 直人 編著 

岡田 一範 [ほか]

著 

中央経済社、 Y366.0 

１０代からのワークルール これだけは知っ

ておきたい「働くこと」の決まり １ 

上西 充子 監修 

朝倉 千夏 イラス

ト 

旬報社 Y366.1 

１０代からのワークルール これだけは知っ

ておきたい「働くこと」の決まり ２ 

上西 充子 監修 

朝倉 千夏 イラス

ト 

旬報社 Y366.1 

１０代からのワークルール これだけは知っ

ておきたい「働くこと」の決まり ３ 

上西 充子 監修 

朝倉 千夏 イラス

ト 

旬報社 Y366.1 

１０代からのワークルール これだけは知っ

ておきたい「働くこと」の決まり ４ 

上西 充子 監修 

朝倉 千夏 イラス

ト 

旬報社 Y366.1 

２０３０年のハローワーク ５分でわかる１

０年後の自分 
図子 慧 KADOKAWA Y366.2 

大人になったらしたい仕事 「好き」を仕事

にした３５人の先輩たち ３ 

朝日中高生新聞編集

部 [編] 
朝日学生新聞社 Y366.2 

警察官の一日 
WILL こども知育研

究所 編著 
保育社 Y366.2 

高校生の就職活動オールガイド 就職対策を

１冊でマスター！ ’２１年版 
加藤 敏明 監修 成美堂出版 Y366.2 

講談師・浪曲師になるには 

小泉 博明 稲田 

和浩 宝井 琴鶴 

編集協力 

ぺりかん社 Y366.2 

公認心理師の一日 
WILL こども知育研

究所 編著 
保育社 Y366.2 

消防官になるには 益田 美樹 ぺりかん社 Y366.2 

消防官の一日 
WILL こども知育研

究所 編著 
保育社 Y366.2 

証券・保険業界で働く 生島 典子 ぺりかん社 Y366.2 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

スポーツで働く 
谷 隆一 藤江 亮

介 
ぺりかん社 Y366.2 

中学生・高校生の仕事ガイド ２０２０ー２

０２１年版 
進路情報研究会 編 桐書房 Y366.2 

通訳者・通訳ガイドになるには 鑓田 浩章 ぺりかん社 Y366.2 

弁護士・検察官・裁判官の一日 
WILL こども知育研

究所 編著 
保育社 Y366.2 

漁師になるには 大浦 佳代 ぺりかん社 Y366.2 

臨床工学技士になるには 岩間 靖典 ぺりかん社 Y366.2 

日本の給料＆職業図鑑パーフェクトバイブル 給料 BANK 宝島社 Y366.4 

ダイエット幻想 やせること、愛されること 磯野 真穂 筑摩書房 Y367.1 

ザ・ママの研究 信田 さよ子 新曜社 Y367.3 

デートＤＶ予防学 シングル単位思考法でわ

かる 
伊田 広行 かもがわ出版 Y367.6 

どうしたらいいかわからない君のための人生

の歩きかた図鑑 
石井 光太 日本実業出版社 Y367.6 

どうなってるんだろう？子どもの法律 一人

で悩まないで！ ＰＡＲＴ２ 

山下 敏雅 編著 

渡辺 雅之 編著 
高文研 Y367.6 

大人になる前に知る命のこと 心と体の変

化・思春期・自分らしく生きる 
加納 尚美 編著 ぺりかん社 Y367.9 

大人になる前に知る性のこと 他人を尊重

し、自分を大切にする 

加納 尚美 編著 

鈴木 琴子 編著 
ぺりかん社 Y367.9 

女の子になりたい男の子ＬＧＢＴって何？ 森木森も 

みらいパブリッシ

ング、星雲社(発

売) 

Y367.9 

本当の貧困の話をしよう 未来を変える方程

式 
石井 光太 文藝春秋 Y368.2 

となりの難民 日本が認めない９９％の人た

ちのＳＯＳ 
織田 朝日 旬報社 Y369.3 

＃８月３１日の夜に。 生きるのがつらい１

０代のあなたへ 

NHK「ハートネッ

ト TV」 編 
毎日新聞出版 Y371.4 

生きづらさを抱えるきみへ 逃げ道はいくら

でもある ＃ｗｉｔｈｙｏｕ 
withnews 編集部 ベストセラーズ Y371.4 

思春期の心とからだ図鑑 

ロバート・ウィンス

トン 監修 名越 

康文 日本語版監修 

林 啓恵 訳 蒔田 

和子 訳  

三省堂 Y371.4 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

思春期を生きる 高校生、迷っていい、悩ん

でいい、不安でいい 
小野 善郎 福村出版 Y371.4 

死ぬんじゃねーぞ！！ いじめられている君

はゼッタイ悪くない 
中川 翔子 文藝春秋 Y371.4 

ヒマラヤに学校をつくる カネなしコネなし

の僕と、見捨てられた子どもたちの挑戦 
吉岡 大祐 旬報社 Y372.2 

大学進学のための“返さなくてよい”奨学金

ガイド 

給付型奨学金研究会 

編 
産学社 Y373.4 

１２歳からはじめよう学びのカタチ 優くん

式「成績アップ」５つの秘密 

佐藤 優 文 西原 

理恵子 絵 
NHK 出版 Y375.0 

おもしろいほど成績が上がる中学生の「間違

い直し勉強法」 塾生の９割が成績がアップ

した秘訣公開 

伊藤 敏雄 エール出版社 Y375.0 

これまでヒミツにされてきた誰でもトップ層

に入れる中学生の勉強法 

石田 勝紀 佐藤 

おどり 装丁イラス

ト 

新興出版社啓林館 Y375.0 

ぜんぶ５分中学からの最高にゆるい勉強法 

英数国理社＋実技 

全教研 監修 学研

プラス 編 
学研プラス Y375.0 

一生の武器になる勉強法 合格に導く最強の

戦略を身につける！ 
葉一 KADOKAWA Y375.0 

高校一冊目の参考書 行きたい大学に行くた

めの勉強法がわかる 

船登 惟希 usi 

イラスト 
KADOKAWA Y375.0 

成績が上がる！中学生の「勉強力」アップ術 

塾で学力を伸ばすにはコツがある！ 
鳴尾 真平 メイツ出版 Y375.0 

探究に役立つ！学校司書と学ぶレポート・論

文作成ガイド 

東京都立高等学校学

校司書会ラーニング

スキルガイドプロジ

ェクトチーム 編著 

ぺりかん社 Y375.0 

中学生からの勉強のやり方 清水 章弘 [著] 
ディスカヴァー・

トゥエンティワン 
Y375.0 

平成日本の音楽の教科書 大谷 能生 新曜社 Y375.7 

高校生、とび出せ世界へ！ Ｍｕｌｔｉｌｉ

ｎｇｕａｌ Ａｄｖｅｎｔｕｒｅｓ 高校交換

留学２１カ国２，０００人の体験から 

  遊行社 Y376.4 

農業高校へ行こう！ 
全国農業高等学校長

協会 監修 
家の光協会 Y376.4 

平成女子高制服クロニクル 森 伸之 河出書房新社 Y376.4 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

「医学部に行く！」と決めたらまず読む本 

２０２０年版 

日本経済新聞出版社 

編 

日本経済新聞出版

社 
Y376.8 

医学部に入る ２０２０   朝日新聞出版 Y376.8 

医学部合格への受験戦略・勉強法 現役ドク

ターが教える！ 偏差値４０からでも合格で

きる必勝アプローチ！ 

細井 龍 日東書院本社 Y376.8 

１日１分文章力がなくてもスラスラ書ける小

論文の超書き方講座 
石橋 知也 エール出版社 Y376.8 

Ｅ判定からの逆転合格にはわけがある！ 林 尚弘 幻冬舎 Y376.8 

栄養学部 中高生のための学部選びガイド 佐藤 成美 ぺりかん社 Y376.8 

音楽大学・学校案内 国公立大・私大・短

大・高校・中学・音楽学校・大学院 ２０２

０ 

  音楽之友社 Y376.8 

外国語学部 中高生のための学部選びガイド 元木 裕 ぺりかん社 Y376.8 

教授だから知っている大学入試のトリセツ 田中 研之輔 筑摩書房 Y376.8 

経営学部・商学部 中高生のための学部選び

ガイド 
大岳 美帆 ぺりかん社 Y376.8 

現役東大生が教える絶対に成績が上がるハイ

ブリッド勉強法 
西尾 彰将 KADOKAWA Y376.8 

公立・私立中堅校から東大に入る本 和田 秀樹 大和書房 Y376.8 

獣医学部 中高生のための学部選びガイド 斉藤 智 ぺりかん社 Y376.8 

清水式高校受験に勝つ４５の習慣 清水 章弘 PHP 研究所 Y376.8 

ゼロから１カ月で受かる大学入試志望理由書

のルールブック 
神崎 史彦 KADOKAWA Y376.8 

大学の学部・学科が一番よくわかる本 
四谷学院進学指導部 

編著 
アーク出版 Y376.8 

中学卒・高校転編入からの進学 高卒資格 転

編入・高認のための学校選び！ ２０２０ 
  学びリンク Y376.8 

通信制高校があるじゃん！ ２０１９～ 

２０２０年版 
  学びリンク Y376.8 

不登校・中退生のための進路相談室 “やり

たいこと”から学校を選ぶ！ 通信制高校・

サポート校 高等専修学校・技能連携校 

２０２０ 

  学びリンク Y376.8 

勉強大全 ひとりひとりにフィットする１か

らの勉強法 
伊沢 拓司 KADOKAWA Y376.8 

国公立大学ｂｙ ＡＥＲＡ ２０２０   朝日新聞出版 Y377.2 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

大学選び大百科 ２０１９完全保存版   プレジデント社 Y377.2 

大学ランキング１００ 親世代の常識はもう

通用しない！ 
  日経 BP 社 Y377.2 

どんな大学に入ってもやる気がでる本 ホン

ネで考える大学の活用法Ａ ｔｏ Ｚ 
鷲田 小彌太 言視舎 Y377.9 

東大キャリア教室で１年生に伝えている大切

なこと 変化を生きる１３の流儀 

標葉 靖子 編 岡

本 佳子 編 中村 

優希 編 

東京大学出版会 Y377.9 

やってはいけない暗記術 石井 貴士 きずな出版 Y379.7 

食べられる虫ハンドブック 

内山 昭一 監修 

21 世紀の食調査班 

編 

自由国民社 Y383.8 

食べるとはどういうことか 世界の見方が変

わる三つの質問 かんがえるタネ 
藤原 辰史 農山漁村文化協会 Y383.8 

イラストでわかりやすい昔の道具百科 
岩井 宏實 文 中

林 啓治 イラスト 
河出書房新社 Y383.9 

がっかりなファンタジーせいぶつ事典 

緒方 裕梨 絵  

池上 良太 監修 

池上 正太 監修 

新紀元社 Y388.0 

吸血鬼百科 恐怖と怪奇の世界 佐藤 有文 復刊ドットコム Y388.0 

幻想ドラゴン大図鑑 健部 伸明 監修 カンゼン Y388.0 

図説世界の神話伝説怪物百科 

テリー・ブレヴァー

トン 日暮 雅通 

訳 

原書房 Y388.0 

世界の妖怪＆モンスター超百科 日本の妖怪

と世界のモンスター１６６種が大集合！！ 
宮本 幸枝 学研プラス Y388.0 

ドラゴンの教科書 神話と伝説と物語 
ダグラス・ナイルズ 

高尾 菜つこ 訳 
原書房 Y388.0 

幻想悪魔大図鑑 健部 伸明 監修 カンゼン Y388.3 

南米妖怪図鑑 

ホセ・サナルディ 

文 セーサル・ 

サナルディ 画 

ロクリン社 Y388.5 

オールアバウト航空自衛隊   イカロス出版 Y398.2 

４分類（自然科学） 

なぜ科学を学ぶのか 池内 了 筑摩書房 Y401.0 

日本人にとって自然とはなにか 宇根 豊 筑摩書房 Y404.0 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

理科の謎、きちんと説明できますか？ 文系

もすっきり納得の２０話 
左巻 健男 監修 PHP 研究所 Y404.0 

ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ Ｌａｂ 東大流！本気の

自由研究で新発見 
須貝 駿貴 KADOKAWA Y407.0 

ビーカーくんとすごい先輩たち 歴史に残る

にはワケがある！ 実験器具のゆかいな博物

館 

うえたに夫婦 岡本 

拓司 監修 
誠文堂新光社 Y407.0 

この数学，いったいいつ使うことになるの？ 

Hal Saunders 森 

園子 訳 猪飼 輝

子 訳 二宮 智子 

訳 

共立出版 Y410.0 

１４歳からの数学 佐治博士と数のふしぎの

１週間 
佐治 晴夫 春秋社 Y410.0 

サクッとわかる！中学数学キャラ図鑑 

横山 明日希 吉本 

ユータヌキ イラス

ト・漫画 

KADOKAWA Y410.0 

ぼくと数学の旅に出よう 真理を追い求めた

１万年の物語 

ミカエル・ロネー 

山本 知子 訳 川

口 明百美 訳 

NHK 出版 Y410.2 

数学ガールの秘密ノート ビットとバイナリ

ー 
結城 浩 

SB クリエイティ

ブ 
Y410.4 

数学ガールの秘密ノート 学ぶための対話 結城 浩 
SB クリエイティ

ブ 
Y410.4 

身近なアレを数学で説明してみる 「なんで

だろう？」が「そうなんだ！」に変わる 
佐々木 淳 

SB クリエイティ

ブ 
Y410.4 

ざせつしない微分積分 ゆるます！ 菊地 唯真 オーム社 Y413.3 

難しい数式はまったくわかりませんが、微分

積分を教えてください！ 
たくみ 

SB クリエイティ

ブ 
Y413.3 

問題解決ができる！武器としてのデータ活用

術 高校生・大学生・ビジネスパーソンのた

めのサバイバルスキル 

柏木 吉基 翔泳社 Y417.0 

３時間でわかる物理 中学・高校の物理が楽

しくわかる！ 
  ニュートンプレス Y420.0 

分野をまたいでつながる高校物理 力学・

熱・波・電磁気を分野横断的に読み解く新発

想の一冊！！ 

三澤 信也 オーム社 Y420.0 

「高校の化学」が一冊でまるごとわかる 竹田 淳一郎 ベレ出版 Y430.0 

３時間でわかる化学 中学・高校の化学がす

ぐにわかる！ 
  ニュートンプレス Y430.0 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

苦手な化学を克服する魔法の本 予備校の先

生がキミに贈る！ 
大宮 理 PHP 研究所 Y430.7 

イラストでサクサク覚える東大生の元素ノー

ト 

東京大学サイエンス

コミュニケーション

サークル CAST 

すばる舎 Y431.1 

驚異の超常現象 ムー認定 
並木 伸一郎 ムー

編集部 編 
学研プラス Y440.9 

空がおしえてくれること 蓬萊 大介 幻冬舎 Y451.0 

リアルサイズ古生物図鑑 古生物のサイズが

実感できる！ 中生代編 

土屋 健 群馬県立

自然史博物館 監修 
技術評論社 Y457.0 

ならべてくらべる絶滅と進化の動物史 
川崎 悟司 木村 

由莉 監修 
ブックマン社 Y457.8 

やばすぎ！古生物図鑑 

日本地質学会 監修 

川崎 悟司 イラス

ト 

宝島社 Y457.8 

化石ハンター 恐竜少年じゃなかった僕はな

ぜ恐竜学者になったのか？ 
小林 快次 PHP 研究所 Y457.8 

生きものとは何か 世界と自分を知るための

生物学 
本川 達雄 筑摩書房 Y460.0 

中学３年分の生物・地学が面白いほど解ける

６５のルール 
左巻 健男 編著 明日香出版社 Y460.0 

若い読者に贈る美しい生物学講義 感動する

生命のはなし 
更科 功 ダイヤモンド社 Y460.0 

超・図解身近にあふれる「微生物」が３時間

でわかる本 思わずだれかに話したくなる 
左巻 健男 編著 明日香出版社 Y465.0 

知識ゼロからの植物の不思議 稲垣 栄洋 幻冬舎 Y470.4 

ずるいいきもの図鑑 今泉 忠明 監修 宝島社 Y480.4 

ミステリーチェイサー原田龍二の謎のいきも

のＵＭＡ大図鑑 

原田 龍二 

TOCANA 編集部 

監修 

宝島社 Y480.4 

もっと知りたい動物園と水族館 園長のはな

し、飼育係のしごと 
小宮 輝之 メディアパル Y480.7 

くらべる骨格動物図鑑 ウマは１本の指で立

っている！ 

川崎 悟司 大渕 

希郷 監修 
新星出版社 Y481.1 

やりすぎいきもの図鑑 今泉 忠明 監修 宝島社 Y481.1 

身近な生き物オス・メス「見分け方」事典 
木村 悦子 執筆 

今泉 忠明 監修 
ベレ出版 Y481.3 

もうどく水族館 水中＆水辺の“毒”生物大

集合！ 
サンシャイン水族館 KADOKAWA Y481.7 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

図解身近にあふれる「危険な生物」が３時間

でわかる本 思わずだれかに話したくなる 
西海 太介 明日香出版社 Y481.9 

昆虫たちのやばい生き方図鑑 

須田 研司 監修 

いずもり よう イ

ラスト 

日本文芸社 Y486.0 

虫ぎらいはなおるかな？ 昆虫の達人に教え

を乞う 
金井 真紀 文と絵 理論社 Y486.0 

糸を出すすごい虫たち 大崎 茂芳 筑摩書房 Y486.1 

とんでもない甲虫 
丸山 宗利 福井 

敬貴 
幻冬舎 Y486.6 

写録ニホンミツバチ 藤井 英美 作 新樹社 Y486.7 

超危険！スズメバチＬＩＦＥ 図解とマンガ

でわかる最凶生物 
丸沢 丸 講談社 Y486.7 

図解巣箱のつくり方かけ方 飯田 知彦 創森社 Y488.1 

にっぽんのスズメと野鳥仲間 身近な「お散

歩鳥」観察 
中野 さとる 写真 カンゼン Y488.2 

ツバメのくらし写真百科 大田 眞也 弦書房 Y488.9 

鳥はなぜ鳴く？ホーホケキョの科学 
松田 道生 中村 

文 絵 
理論社 Y488.9 

なぜか生きのこったへんな動物 おもしろ動

物世界地図 

今泉 忠明 さいと

う あずみ 画 
幻冬舎 Y489.0 

動物園は進化する ゾウの飼育係が考えたこ

と 

川口 幸男 アラ

ン・ルークロフト 
筑摩書房 Y489.7 

Ｄｒ．イケノの思春期お悩み相談室 漢方薬

で癒すこころとカラダ 
池野 一秀 新興医学出版社 Y490.9 

世界一やさしい！細胞図鑑 
鈴川 茂 監修 り

ゃんよ マンガ 
新星出版社 Y491.1 

図解でわかる１４歳から知る人類の脳科学、

その現在と未来 

松元 健二 監修 

インフォビジュアル

研究所 

太田出版 Y491.3 

よくわかるがんの話 １ 林 和彦 保育社 Y491.6 

よくわかるがんの話 ２ 林 和彦 保育社 Y491.6 

よくわかるがんの話 ３ 林 和彦 保育社 Y491.6 

心の病気ってなんだろう？ 松本 卓也 平凡社 Y493.7 

１４歳からの瞑想「超」入門 風と太陽と月

のエネルギーを体いっぱいに感じる１３の瞑

想法 

ジョアンヌ・ベルナ

ール [著] ロラ

ン・デュペイラ 

[著] 山口 羊子 

訳 

ディスカヴァー・

トゥエンティワン 
Y498.3 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

世界一さら～っとわかる栄養学 からだと栄

養のしくみ 
松田 早苗 監修 高橋書店 Y498.5 

５分類（技術・工学） 

世界を変えた６０人の偉人たち 新しい時代

を拓いたテクノロジー 
東京電機大学 編 

東京電機大学出版

局 
Y502.8 

すごいぞ！はたらく知財 １４歳からの知的

財産入門 

内田 朋子 萩原 

理史 田口 壮輔 

島林 秀行 桑野 

雄一郎 監修 

晶文社 Y507.2 

ミニカー年鑑 ２０１９ 
月刊モデル・カーズ 

責任編集 

ネコ・パブリッシ

ング 
Y507.9 

超入門！ニッポンのまちのしくみ 「なぜ？

どうして？」がわかる本 

福川 裕一 監修 

青山 邦彦 イラス

ト 淡交社編集局 

編 

淡交社 Y518.8 

図解でわかる１４歳からのプラスチックと環

境問題 

インフォビジュアル

研究所 
太田出版 Y519.0 

世界でいちばん素敵な建築の教室 
田所 辰之助 監修 

川嶋 勝 監修 
三才ブックス Y523.0 

ビジュアル分解大図鑑 

クリス・ウッドフォ

ード 武田 正紀 

訳 

日経ナショナルジ

オグラフィック社 
Y530.0 

国鉄型特急車両 電車・気動車全車種コンプ

リートビジュアルガイド 

レイルウエイズグラ

フィック 
グラフィック社 Y536.0 

電車の顔図鑑 ４ 江口 明男 
天夢人、山と溪谷

社(発売) 
Y536.0 

航空整備士になる本 夢を実現させるための

進路ガイド ［２０１９］ 
  イカロス出版 Y538.2 

銀河帝国は必要か？ ロボットと人類の未来 稲葉 振一郎 筑摩書房 Y538.9 

Ｋａｗａｉｉ★電子工作 ｆｏｒ ｈａｎｄｍ

ａｄｅ ｌｏｖｅｒｓ 
池上 恵理 オーム社 Y549.0 

ザ・タンクブック 世界の戦車カタログ 

ザ・タンクミュージ

アム 編著 菊月 

俊之 監修 堀口 

容子 訳 

グラフィック社 Y559.4 

戦車大百科 上田 信 大日本絵画 Y559.4 

化学のしごと図鑑 きみの未来をさがしてみ

よう 
近畿化学協会 編 化学同人 Y570.2 

日本アイスクロニクル アイスマン福留 辰巳出版 Y588.3 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

懐かしの空き缶大図鑑 石川浩司のお宝コレ

クション 
石川 浩司 東海教育研究所 Y588.4 

偏愛的インスタントラーメン図鑑 マニアッ

ク 
大和 イチロウ 世界文化社 Y588.9 

かまわぬ手ぬぐい百科 
河出書房新社編集部 

編 
河出書房新社 Y589.2 

古着女子 ＶＯＬ．２   文友舎 Y589.2 

古着女子 キミの“好き”がここにある。古

着好きな女の子のための「古着」特大ＢＯＯ

Ｋ！ 

  ぶんか社 Y589.2 

ＶＩＮＴＡＧＥ ＤＥＮＩＭ   枻出版社 Y589.2 

東京わざわざ行きたい街の文具屋さん ハヤテノ コウジ G.B. Y589.7 

７０ｓ ＆ ’８０ｓサンリオのデザイン 
グラフィック社編集

部 編 
グラフィック社 Y589.7 

文房具屋さん大賞 注目の新商品がズラリ！

最高の逸品が決定！ ２０１９ 
  扶桑社 Y589.7 

一生ついてまわる家事のキホンが身につく本 

１３歳からの自活術 

大人の常識研究会 

編著 
大和出版 Y590.0 

青春ハンドメイド あこがれスクールライフ 

１ 
  学研プラス Y594.0 

青春ハンドメイド あこがれスクールライフ 

２ 
  学研プラス Y594.0 

青春ハンドメイド あこがれスクールライフ 

３ 
  学研プラス Y594.0 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

ウルトラマンの刺しゅうＢＯＯＫ はじめて

の刺しゅう ウルトラヒーロー・ウルトラ怪

獣・ブースカ・ＫＡＩＪＵ ＳＴＥＰ 

  

アップルミンツ、

朝日新聞出版(発

売) 

Y594.2 

シンプルな編み方だけで作れるはじめてのニ

ット帽とマフラー ＤＡＲＵＭＡのおしゃれ

な毛糸で編む作りたくなるニット 

日本文芸社 編 日本文芸社 Y594.3 

コスプレウィッグバイブル 小竹 珠代 
文化学園文化出版

局 
Y595.4 

＃わたるマジック 女の子はメイクより髪で

かわいくなる！ 
前田 渉 KADOKAWA Y595.4 

ヘアゴム１本で無敵アレンジＢＯＯＫ 

sweet 編集部 

SPRiNG 編集部 

mini 編集部 

宝島社 Y595.4 

ゆるふわ愛されヘア５２０Ｓｔｙｌｅ 完全

収録！トレンド先取りヘアスタイル大全集 
  

ネコ・パブリッシ

ング 
Y595.4 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

ＫＡＷＡＩＩ ＢＩＢＬＥ Popteen 編集部 編 角川春樹事務所 Y595.5 

これでいいんだ！自炊ごはん ワザなしでも

いきなり作れるラクうまごはん１３１品 や

ってみたら案外できちゃう！ 

市瀬 悦子 学研プラス Y596.0 

魔法使いたちの料理帳 

オーレリア・ボーポ

ミエ 田中 裕子 

訳 

原書房 Y596.0 

チキンラーメンうますぎレシピ１００ 「試

してみたい」がそろってる！ ３分も待てな

い！？ 

  文友舎 Y596.3 

おいしさ満点！中高生の基本のお弁当 毎日

使える３０６レシピ 

ほりえ さちこ 料

理 
成美堂出版 Y596.4 

朝１０分！中高生のラクチン弁当３２０ 作

りおきしても朝作ってもＯＫのかんたんレシ

ピ 

食のスタジオ 学研プラス Y596.4 

かんたん！かわいい！ねこ弁 ダンノ マリコ 金の星社 Y596.4 

キモめし 可愛くってホラーで美味しい！ 五条 まあさっちん 主婦と生活社 Y596.4 

中学生のためのスイーツの教科書 １３歳か

らのパティシエ修業 

おかやま山陽高校製

菓科 編 
吉備人出版 Y596.6 

ｓｍａｒｔインテリア ２０１９ベストルー

ム決定版 
  宝島社 Y597.0 

ベストインテリアＢＯＯＫ お部屋づくりの

参考になる！「おしゃれ部屋」実例２６４ア

イデア！！ 

  宝島社 Y597.0 

６分類（産業） 

イネという不思議な植物 稲垣 栄洋 筑摩書房 Y616.2 

獣医学を学ぶ君たちへ 人と動物の健康を守

る 
中山 裕之 東京大学出版会 Y649.0 

最新！魅せる！キャッチコピーの表現別グラ

フィックス 

パイインターナショ

ナル 編著 

パイインターナシ

ョナル 
Y674.0 

実例つきロゴのデザイン 
パイインターナショ

ナル 編著 

パイインターナシ

ョナル 
Y674.3 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

文字のレイアウトで魅せる広告デザイン 
パイインターナショ

ナル 編著 

パイインターナシ

ョナル 
Y674.3 

かわいい！パケ買いデザイン かわいい！で

選ばれる商品 

PIE International 
編著 竹下 けいこ 

選 

パイインターナシ

ョナル 
Y675.1 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

ボーっとディズニーランド行ってんじゃねー

よ ディズニーアトラクション３４本当の物

語 

堀井 憲一郎 双葉社 Y689.5 

切手もの知りＢｏｏｋ 収集を楽しむ４０話 田辺 龍太 [著] 

郵趣サービス社

(発売)、日本郵趣

出版(制作) 

Y693.8 

部活でスキルアップ！放送活躍のポイント５

０ 

さらだ たまこ 監

修 
メイツ出版 Y699.0 

７分類（芸術・スポーツ） 

１冊でわかる美術史のきほん 

京都芸大鑑賞教育研

究会 編著 秀学社

編集部 編著 

秀学社、日本文教

出版(発売) 
Y702.0 

チャートで読み解く美術史入門 ナカムラ クニオ 玄光社 Y702.0 

ゆるカワ日本美術史 ヴィジュアル版 矢島 新 [著] 祥伝社 Y702.1 

かわいい美術に会いに行こう 「かわいい」

をキーワードにめぐる関東＆ちょっと遠くの

美術館３５ 

  マイナビ出版 Y706.9 

バウハウスってなあに？ 

インゴルフ・ケルン 

文 クリスティー

ネ・レッシュ 絵 

バウハウス・デッサ

ウ財団 編 田中 

純 監修 大宮 萌

恵 訳 

白水社 Y707.7 

パロディスム宣言 笑い伝道師の名画鑑賞術 倉本 美津留 美術出版社 Y720.4 

日本の美術館で見たい世界の名画と日本の名

品１００ エル・グレコ、ルーベンス、ピカ

ソから雪舟、若冲、北斎まで 

  ぴあ Y720.4 

マンガでわかる「日本絵画」のテーマ 画題

がわかれば美術展がもっともっと愉しくな

る！ 

矢島 新 監修 唐

木 みゆ イラスト 
誠文堂新光社 Y721.0 

面白いほどよくわかる浮世絵入門 深光 富士男 河出書房新社 Y721.8 

はじめての西洋絵画 一生モノの基礎知識 
川瀬 佑介 にしう

ら 染 マンガ 
朝日新聞出版 Y723.0 

基礎から身につくはじめてのデッサン 形の

とり方から質感まで鉛筆デッサンが１冊でわ

かる 

梁取 文吾 監修 西東社 Y725.0 

キン肉マン「超人」 

ゆでたまご 監修 

学研図鑑編集室 編

集・制作 

学研プラス Y726.1 

なかよしＡｒｔ Ｂｏｏｋ 創刊６５周年記念

「なかよし」展公式図録 
講談社 講談社 Y726.1 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

マンガキャラアタリ練習帳 どんなポーズも

描けるようになる！ 
西東社編集部 編 西東社 Y726.1 

ｇｉｆｔ ミッキーマウス９０周年記念イラ

スト集 
  講談社 Y726.5 

ケモミミキャラクターデザインブック 動物

×人 擬人化アイデア＆テクニック もふもふ

１５０％マシマシ！ 

しゅがお 玄光社 Y726.5 

獣人（ケモノ）の描き方 リアルケモからデ

フォルメケモまで 
  玄光社 Y726.5 

才能はいらないイラストで食う技術 ニリツ KADOKAWA Y726.5 

女子中・高生のイラストブック かわいい制

服と小物２００アイテム 
クマノイ 日貿出版社 Y726.5 

ネット絵史 インターネットはイラストの何

を変えた？ 
虎硬 

ビー・エヌ・エヌ

新社 
Y726.5 

メルヘンでかわいい女の子の衣装デザインカ

タログ 
佐倉 おりこ 玄光社 Y726.5 

はぐれくん、おおきなマルにであう 

シェル・シルヴァス

タイン 作 村上 

春樹 訳 

あすなろ書房 Y726.6 

世界はデザインでできている 秋山 具義 筑摩書房 Y727.0 

キャパとゲルダ ふたりの戦場カメラマン 

マーク・アロンソン 

マリナ・ブドーズ 

原田 勝 訳 

あすなろ書房 Y740.2 

盛りかわ♥いいＢＯＯＫ 可愛く“盛れる”９

９のコツ 
SugarPlus 監修 ゴマブックス Y746.0 

おり紙ヒコーキ大集合ＢＯＯＫ 超飛び２６

機＋うちゅう扇 
戸田 拓夫 いかだ社 Y754.9 

かんたん楽しい手づくりカードＢＯＯＫ 気

持ちを伝えるかわいいポップアップカード１

００点 

やまもと えみこ 日本ヴォーグ社 Y754.9 

ころんとまんまるディズニーちょこっとメモ

折り紙あそび 
いしばし なおこ ブティック社 Y754.9 

楽しいおりがみ歳時記 夢いっぱいの壁面飾

りを作ろう！ 
朝日 勇 日貿出版社 Y754.9 

はじめての切り紙 オールカラー実物大図案

ですぐ作れる！ 折り方７つで楽しさ無限

大！ 

くまだ まり 主婦の友社 Y754.9 

東大生がつくったブロックの世界 東大 LEGO 部 洋泉社 Y759.0 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

レゴブロックの世界 

ダニエル・リプコー

ウィッツ 五十嵐 

加奈子 訳 

東京書籍 Y759.0 

音楽記号図鑑 キャラで楽しく学ぼう！ 高倉 弘光 監修 

シンコーミュージ

ック・エンタテイ

メント 

Y761.2 

ものがたり西洋音楽史 近藤 譲 岩波書店 Y762.3 

クラリネットマニュアル 日本語版 

スティーブン・ハワ

ード 荒井 理子 

訳 

ヤマハミュージッ

クエンタテインメ

ントホールディン

グス 

Y763.7 

部活で吹奏楽フルート上達ＢＯＯＫ 
酒井 秀明 監修 

佐藤 博 監修協力 
メイツ出版 Y763.7 

必ず役立つ吹奏楽ハンドブック 小編成編 
広瀬 勇人 丸谷 

明夫 監修 

ヤマハミュージッ

クエンタテインメ

ントホールディン

グス 

Y764.6 

必ず役立つマーチングハンドブック ドリル

デザイン編 
田中 久仁明 監修 

ヤマハミュージッ

クエンタテインメ

ントホールディン

グス 

Y764.6 

吹奏楽部アナザーストーリー 下 オザワ部長 ベストセラーズ Y764.6 

吹奏楽部アナザーストーリー 上 オザワ部長 ベストセラーズ Y764.6 

部活でレベルアップ！吹奏楽上達のコツ５０ 畠田 貴生 監修 メイツ出版 Y764.6 

マンガでわかる「オペラ」の見かた “あら

すじ”がわかればもっと観劇が愉しくなる！ 

小畑 恒夫 監修 

ヤギ ワタル イラ

スト 

誠文堂新光社 Y766.1 

基礎力で差がつくヴォイストレーニング プ

ロが実践する「歌い方」のコツ 
大本 京 監修 メイツ出版 Y767.1 

平成「一発屋」見聞録 宝泉 薫 編著 言視舎 Y770.4 

歌舞伎キャラクター絵図 厳選５３演目の見

方・楽しみ方 

辻村 章宏 イラス

ト・解説 「江戸

楽」編集部 編著 

メイツ出版 Y774.0 

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 Y774.0 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

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 Y774.0 

ゼロから分かる！図解歌舞伎入門 新居 典子 [著] 世界文化社 Y774.0 

夢のつかみ方、挑戦し続ける力 元宝塚トッ

プスターが伝える 
早霧 せいな 河出書房新社 Y775.4 

くさらないイケメン図鑑 現代ニッポン半世

紀を彩った２６５人 
吉田 潮 河出書房新社 Y778.2 

決定版ゾンビ究極読本 ＧＥＯＲＧＥ Ａ．Ｒ

ＯＭＥＲＯ’Ｓ ＳＡＧＡ ＯＦ ＴＨＥ ＤＥ

ＡＤ 

ノーマン・イングラ

ンド 監修 
洋泉社 Y778.2 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

ゾンビのトリセツ 超進化版 
リビングデッド調査

班 
インプレス Y778.2 

本当に怖い映画１００本 Ｖｏｌ．２   

ムービーウォーカ

ー、

KADOKAWA(発

売) 

Y778.2 

マーベル・シネマティック・ユニバース 別冊宝島編集部 編 宝島社 Y778.2 

アートで見るウォルト・ディズニーとミッキ

ーマウス 

ジェシカ・ワード 

文 杉本 あり 訳 
講談社 Y778.7 

ピクサークロニクル全史 『トイ・ストーリ

ー』から貴重な短編まで 

ディズニーファン編

集部 編 
講談社 Y778.7 

知っておきたい日本の古典芸能 講談 瀧口 雅仁 編著 丸善出版 Y779.1 

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 Y779.1 

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 Y779.1 

スポーツと君たち １０代のためのスポーツ

教養 
佐藤 善人 編著 大修館書店 Y780.0 

歴史を変えた５０人の女性アスリートたち 

レイチェル・イグノ

トフスキー 野中 

モモ 訳 

創元社 Y780.2 

ＮＳＣＡ高校生のための体力トレーニングマ

ニュアル 写真と動画でよくわかる！ 

NSCA ジャパン 

編著 福永 哲夫 

監修 

ベースボール・マ

ガジン社 
Y780.7 

手具操作で魅せる！新体操フープレベルアッ

プＢＯＯＫ 
石崎 朔子 監修 メイツ出版 Y781.4 

手具操作で魅せる！新体操リボンレベルアッ

プＢＯＯＫ 
石崎 朔子 監修 メイツ出版 Y781.4 

タイムをもっと縮める！陸上競技スプリント

最速トレーニング １００ｍ・２００ｍ・４

００ｍ 

豊田 裕浩 監修 メイツ出版 Y782.3 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

ゴール下を完全制覇！バスケットボールセン

ター上達のコツ５０ 
太田 敦也 監修 メイツ出版 Y783.1 

自分でつくるバスケ筋力 超常識！プレーが

変わる体の鍛え方 
吉本 完明 監修 実業之日本社 Y783.1 

バスケセンスが身につく８８の発想 レブロ

ン、カリー、ハーデンは知っている 

小谷 究 網野 友

雄 
東邦出版 Y783.1 

バスケットボールを楽しく学ぶファンドリル 

小谷 究 加賀屋 

圭子 鈴木 良和 

監修 

ベースボール・マ

ガジン社 
Y783.1 

バスケットボール必勝戦術バイブル セット

プレーの基本と実践 
吉田 健司 監修 メイツ出版 Y783.1 

＃バスケを楽しめ ともやんと一緒に学ぶテ

クニック編 
ともやん KADOKAWA Y783.1 

バレーボール基本テク＆練習法 大山 加奈 監修 実業之日本社 Y783.2 

実戦スキルを極める！必勝！ハンドボールレ

ベルアップのコツ５０ 

松井 幸嗣 監修 

辻 昇一 監修 
メイツ出版 Y783.3 

５つのチカラで強くなるサッカーのメザト

レ！ 
石川 直宏 監修 高橋書店 Y783.4 

ヒグトレ １０代のための新しいトレーニン

グ 背中を柔らかく鍛えるとサッカーはうま

くなる 

樋口 敦 カンゼン Y783.4 

高校サッカー年鑑 公式記録 ２０１９ 

全国高等学校体育連

盟サッカー専門部 

編 

講談社 Y783.4 

試合で大活躍できる！サッカーディフェンダ

ー上達のコツ５０ 
中西 永輔 監修 メイツ出版 Y783.4 

少年サッカーケガ防止マニュアル 体づくり

で差がつく５０のコツ 
金子 憲一 監修 メイツ出版 Y783.4 

５つのチカラで強くなるソフトテニスのメザ

トレ！ 
小野寺 剛 監修 高橋書店 Y783.5 

試合で勝てる！テニス最強のメンタルトレー

ニング テニスプレーヤーが必ず知っておき

たい「精神力」強化メソッド 

海野 孝 メイツ出版 Y783.5 

ソフトテニスダブルフォワード 技術編 篠原 秀典 
ベースボール・マ

ガジン社 
Y783.5 

ソフトテニスダブルフォワード 戦術編 篠原 秀典 
ベースボール・マ

ガジン社 
Y783.5 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

部活で差がつく！勝つテニス最強のポイント

５０ 
矢崎 篤 監修 メイツ出版 Y783.5 

５つのチカラで強くなる野球のメザトレ！ 仁志 敏久 監修 高橋書店 Y783.7 

スピンレート革命 回転数を上げればピッチ

ングが変わる フィードバックコーチングの

実践 

林 卓史 
ベースボール・マ

ガジン社 
Y783.7 

トクサンＴＶが教える超バッティング講座 

打撃が開花するスーパーメソッド！ 
トクサン KADOKAWA Y783.7 

トクサンＴＶが教える超ピッチング講座 ア

タマを使えば、勝率・防御率アップ！ 
アニキ KADOKAWA Y783.7 

トクサンＴＶが教える超守備講座 古い知識

を捨ててスキルアップを狙え！ 
トクサン KADOKAWA Y783.7 

プロ野球全１２球団選手名鑑 ２０１９   コスミック出版 Y783.7 

メジャー・リーグ３０球団選手名鑑＋球場ガ

イド ２０１９ 
  

ベースボール・マ

ガジン社 
Y783.7 

野球最強の戦術試合で勝てる走打のコツ 大久保 秀昭 監修 メイツ出版 Y783.7 

勝つ！ホッケー上達バイブル 最強チームが

教える５０のコツ 

天理大学ベアーズ 

監修 
メイツ出版 Y783.8 

ジュニアで差がつく！魅せるフィギュアスケ

ート上達のポイント５０ 
大森 芙美 監修 メイツ出版 Y784.6 

５つのチカラで強くなる水泳のメザトレ！ 奥野 景介 監修 高橋書店 Y785.2 

バタフライ １７歳のシリア難民少女がリオ

五輪で泳ぐまで 

ユスラ・マルディニ 

ジョジー・ルブロン

ド 土屋 京子 訳 

朝日新聞出版 Y785.2 

野食ハンターの七転八倒日記 茸本 朗 平凡社 Y786.0 

勝ちスイッチ 井上 尚弥 秀和システム Y788.3 

確実に極める！柔道固め技必勝のコツ５５ 岩渕 公一 監修 メイツ出版 Y789.2 

中学・高校生のための柔道のやさしいトレー

ニング科学 
曽我部 晋哉 

ベースボール・マ

ガジン社 
Y789.2 

これで差がつく！勝つ剣道上達のコツ５５ 

試合で勝つための、「一歩先の技術」が身につ

く！ 

右田 重昭 監修 メイツ出版 Y789.3 

部活で差がつく！勝つ弓道上達のポイント５

０ 
高柳 憲昭 監修 メイツ出版 Y789.5 

Ｎｉｎｊａ英語訳つき忍者入門 
山田 雄司 監修 

主婦の友社 編 
主婦の友社 Y789.8 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

洞察力ＵＰ！東大式将棋勝つための上達法 

片上 大輔 監修 

東京大学将棋部 構

成・原稿執筆 

理論社 Y796.0 

アジア・アフリカ・ヨーロッパのあやとり 

世界に広がるあやとりの輪 
野口 とも 誠文堂新光社 Y798.0 

オセアニアのあやとり あやとりの宝庫で見

つけた傑作選 １ 
野口 とも 誠文堂新光社 Y798.0 

オセアニアのあやとり あやとりの宝庫で見

つけた傑作選 ２ 
野口 とも 誠文堂新光社 Y798.0 

極北圏のあやとり 極寒の中から生まれた文

化遺産 
野口 とも 誠文堂新光社 Y798.0 

南北アメリカのあやとり 先住民の文化と生

活から生まれたかたち 
野口 とも 誠文堂新光社 Y798.0 

シナリオのためのファンタジー事典 知って

おきたい歴史・文化・お約束１２１ 
山北 篤 

SB クリエイティ

ブ 
Y798.5 

部活でスキルアップ！ダンス上達バイブル のりんご☆ 監修 メイツ出版 Y799.0 

８分類（語学） 

書けるひとになる！ 魂の文章術 

ナタリー・ゴールド

バーグ 小谷 啓子 

訳 

扶桑社 Y801.6 

笑う回文教室 アタマを回してことばであそ

ぼう 
せとちとせ 創元社 Y807.9 

１３歳からの「差がつく！言葉えらび」レッ

スン きちんと伝わる言い回し４５０ 
覚来 ゆか里 メイツ出版 Y809.2 

５日で学べて一生使える！プレゼンの教科書 小川 仁志 筑摩書房 Y809.2 

中高生からの日本語の歴史 倉島 節尚 筑摩書房 Y810.2 

５秒で見分ける！日本語と日本誤 間違いだ

らけ！知らずに使っているヘンな言い方！ 
吉川 スミス 辰巳出版 Y810.4 

知的語彙が身に付く東大漢トレ 間辺 美樹 朝日新聞出版 Y811.2 

１３歳からの「気もちを伝える言葉」事典 

語彙力＆表現力をのばす心情語６００ 
矢野 耕平 メイツ出版 Y813.5 

ヤバいほど日本語知らないんだけど 前田 安正 朝日新聞出版 Y814.0 

先人の知恵を今に生かす四字熟語図鑑 知れ

ば知るほどおもしろい！ 

佐藤 友樹 監修 

カラビナ 編著 イ

ワイ ヨリヨシ イ

ラスト 

ナツメ社 Y814.4 

古文単語キャラ図鑑 かなり役立つ！ 岡本 梨奈 新星出版社 Y814.6 

答えより問いを探して 高橋 源一郎 講談社 Y816.0 

スッキリ文章術 文法のおさらいでお悩み解

消！ 
時田 昌 ぱる出版 Y816.0 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

自分で考え、自分で書くためのゆかいな文章

教室 
今野 真二 河出書房新社 Y816.0 

放課後の文章教室 小手鞠 るい 偕成社 Y816.0 

受かる小論文の絶対ルール 採点者はココを

見る！ 大学受験 試験直前対策から推薦・

ＡＯ入試まで 

樋口 裕一 青春出版社 Y816.5 

小論文これだけ！ 国立・難関私大の受験生

必読！ 樋口式小論文の決定版 慶応・早稲

田編 

樋口 裕一 東洋経済新報社 Y816.5 

小論文これだけ！ 短大・推薦入試から難関

校受験まで 樋口式小論文の決定版 模範解

答経済・経営編 

樋口 裕一 大原 

理志 
東洋経済新報社 Y816.5 

英語、苦手かも…？と思ったときに読む本 デイビッド・セイン 河出書房新社 Y830.7 

イメージでわかる表現英単語 
田中 茂範 監・著 

中村 俊佑 
学研プラス Y834.0 

感涙ストーリーで一気に覚える英単語３００

０ 
清涼院 流水 明日香出版社 Y834.0 

１回読んだら忘れない中学英語 久保 聖一 KADOKAWA Y835.0 

英文法キャラ図鑑 核心のイメージがわか

る！ 
関 正生 新星出版社 Y835.0 

デニス英語に挑む！ さらば！お勉強英語 
中村 義実 サイモ

ン・エルダトン 
大学教育出版 Y837.5 

ＴＨＥ ＡＶＥＮＧＥＲＳで英語が話せる本 
kazuma 英文訳&

解説 
KADOKAWA Y837.7 

起きてから寝るまでイヌ英語表現 

吉田 研作 監修 

春日 聡子 解説・

執筆 

アルク Y837.8 

起きてから寝るまでネコ英語表現 吉田 研作 監修 アルク Y837.8 

１３歳からの英語で自分の意見を伝える本 

東大卒の著者が教える「英語のアタマを作

る」学び方 

小野田 博一 

PHP エディター

ズ・グループ、

PHP 研究所(発

売) 

Y837.8 

９分類（文学） 

詩を書くってどんなこと？ こころの声を言

葉にする 
若松 英輔 平凡社 Y901.1 

ワンダーブック 図解奇想小説創作全書 
ジェフ・ヴァンダミ

ア 朝賀 雅子 訳 
フィルムアート社 Y901.3 

物語は人生を救うのか 千野 帽子 筑摩書房 Y901.3 

恋って何ですか？ ２７人がすすめる恋と愛

の本 

河出書房新社 編 

蒼井 ブルー [ほ

か]著 

河出書房新社 Y902.0 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

ＢＯＯＫＭＡＲＫ 翻訳者による海外文学ブ

ックガイド 

金原 瑞人 編 三

辺 律子 編 

CCC メディアハ

ウス 
Y902.3 

古典の裏 「知ってるつもり」の有名古典

「みんな知らない」ウラ話 

松村 瞳 すぎやま 

えみこ マンガ 
笠間書院 Y910.2 

高校古文じっくりこういう話 柴田 純子 
ケイエスティープ

ロダクション 
Y910.2 

日本のヤバい女の子 はらだ 有彩 柏書房 Y910.2 

日本のヤバい女の子 静かなる抵抗 はらだ 有彩 柏書房 Y910.2 

このライトノベルがすごい！ ２０２０ 

『このライトノベル

がすごい!』編集部 

編 

宝島社 Y910.3 ｺ 

最後の一文 名作の終わり方の謎を解く 半沢 幹一 笠間書院 Y910.3 ﾊ 

世界一楽しい！万葉集キャラ図鑑 岡本 梨奈 新星出版社 Y911.1 

はじめての万葉集 下 
萩原 昌好 編 中

島 梨絵 絵 
あすなろ書房 Y911.1 

はじめての万葉集 上 
萩原 昌好 編 中

島 梨絵 絵 
あすなろ書房 Y911.1 

入門万葉集 上野 誠 筑摩書房 Y911.1 

令和の旗 「万葉集」誕生ものがたり しのざき こういち てらいんく Y911.1 

しびれる短歌 東 直子 穂村 弘 筑摩書房 Y911.2 

恋人たちはせーので光る 最果 タヒ リトルモア Y911.5 

つる花の結び 源氏物語 上 
[紫式部] 荻原 規

子 訳 
理論社 Y913.3 

つる花の結び 源氏物語 下 
[紫式部] 荻原 規

子 訳 
理論社 Y913.3 

ぬけ穴の首 西鶴の諸国ばなし 
[井原 西鶴] 廣末 

保 作 
岩波書店 Y913.5 

アスリーツ あさの あつこ 中央公論新社 Y913.6 ｱ 

新井素子ＳＦ＆ファンタジーコレクション 

１ 

新井 素子 日下 

三蔵 編 
柏書房 Y913.6 ｱ 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

新井素子ＳＦ＆ファンタジーコレクション 

２ 

新井 素子 日下 

三蔵 編 
柏書房 Y913.6 ｱ 

新井素子ＳＦ＆ファンタジーコレクション 

３ 

新井 素子 日下 

三蔵 編 
柏書房 Y913.6 ｱ 

御徒町カグヤナイツ 浅原 ナオト KADOKAWA Y913.6 ｱ 

お出かけは＜１３日の金曜日＞ 赤川 次郎 汐文社 Y913.6 ｱ 



 

教室が、ひとりになるまで 浅倉 秋成 KADOKAWA Y913.6 ｱ 

三姉妹探偵団 ２５ 赤川 次郎 講談社 Y913.6 ｱ 

砂に書いた名前 赤川 次郎 汐文社 Y913.6 ｱ 

早朝始発の殺風景 青崎 有吾 集英社 Y913.6 ｱ 

長距離電話 赤川 次郎 汐文社 Y913.6 ｱ 

三毛猫ホームズの裁きの日 赤川 次郎 光文社 Y913.6 ｱ 

星から来た船 上 新井 素子 出版芸術社 Y913.6 ｱ 

星から来た船 中 新井 素子 出版芸術社 Y913.6 ｱ 

星から来た船 下 新井 素子 出版芸術社 Y913.6 ｱ 

むかしむかしあるところに、死体がありまし

た。 
青柳 碧人 双葉社 Y913.6 ｱ 

ジグソーパズル４８ 乾 くるみ 双葉社 Y913.6 ｲ 

ぼくたちは卵のなかにいた 
石井 睦美 作 ア

ン マサコ 絵 
小学館 Y913.6 ｲ 

ぼくらのセイキマツ 伊藤 たかみ 理論社 Y913.6 ｲ 

意味がわかると鳥肌が立つ話 
蔵間 サキ 編著 

toai 絵 
学研プラス Y913.6 ｲ 

外科室 
泉 鏡花 ホノジロ 

トヲジ 絵 

立東舎、リットー

ミュージック(発

売) 

Y913.6 ｲ 

空飛ぶくじら部 石川 宏千花 PHP 研究所 Y913.6 ｲ 

天使のにもつ 
いとう みく 丹下 

京子 絵 
童心社 Y913.6 ｲ 

羊の告解 いとう みく 静山社 Y913.6 ｲ 

５４字の物語 史 超短編小説で学ぶ日本の歴

史 

氏田 雄介 共著 

西村 創 共著 武

田 侑大 絵 

PHP 研究所 Y913.6 ｳ 

みかん、好き？ 魚住 直子 講談社 Y913.6 ｳ 

鹿の王 水底の橋 上橋 菜穂子 KADOKAWA Y913.6 ｳ 

ＳＦショートストーリー傑作セレクション 

ロボット篇 

日下 三蔵 編 旭 

ハジメ 絵 
汐文社 Y913.6 ｴ 

ＳＦショートストーリー傑作セレクション 

異次元篇 

日下 三蔵 編 谷

川 千佳 絵 
汐文社 Y913.6 ｴ 

ＳＦショートストーリー傑作セレクション 

未来篇 

日下 三蔵 編 星

野 勝之 絵 
汐文社 Y913.6 ｴ 

マーチング・ウィズ・ゾンビーズ ぼくたち

の腐りきった青春に 
折輝 真透 集英社 Y913.6 ｵ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

月夜とめがね 
小川 未明 げみ 

絵 

立東舎、リットー

ミュージック(発

売) 

Y913.6 ｵ 

催眠ガール 大嶋 信頼 清流出版 Y913.6 ｵ 

昨日の僕が僕を殺す ［２］ 太田 紫織 [著] KADOKAWA Y913.6 ｵ 

病弱探偵 謎は彼女の特効薬 岡崎 琢磨 [著] 講談社 Y913.6 ｵ 

ゴブリンスレイヤー外伝 ２ 
蝸牛 くも lack 

[画] 

SB クリエイティ

ブ 
Y913.6 ｶ 

デルフィニア戦記 １ 茅田 砂胡 中央公論新社 Y913.6 ｶ 

デルフィニア戦記 ２ 茅田 砂胡 中央公論新社 Y913.6 ｶ 

デルフィニア戦記 ３ 茅田 砂胡 中央公論新社 Y913.6 ｶ 

デルフィニア戦記 ４ 茅田 砂胡 中央公論新社 Y913.6 ｶ 

デルフィニア戦記 ５ 茅田 砂胡 中央公論新社 Y913.6 ｶ 

デルフィニア戦記 ６ 茅田 砂胡 中央公論新社 Y913.6 ｶ 

境い目なしの世界 角野 栄子 理論社 Y913.6 ｶ 

湖の国 
柏葉 幸子 作 佐

竹 美保 絵 
講談社 Y913.6 ｶ 

女王と海賊の披露宴 茅田 砂胡 中央公論新社 Y913.6 ｶ 

星くずクライミング 
樫崎 茜 作 杉山 

巧 画 
くもん出版 Y913.6 ｶ 

本好きの下剋上 司書になるためには手段を

選んでいられません 第４部［６］ 
香月 美夜 TO ブックス Y913.6 ｶ 

本好きの下剋上 司書になるためには手段を

選んでいられません 第４部［７］ 
香月 美夜 TO ブックス Y913.6 ｶ 

本好きの下剋上 司書になるためには手段を

選んでいられません 第４部［８］ 
香月 美夜 TO ブックス Y913.6 ｶ 

本好きの下剋上 司書になるためには手段を

選んでいられません 第４部［９］ 
香月 美夜 TO ブックス Y913.6 ｶ 

流星コーリング 河邉 徹 KADOKAWA Y913.6 ｶ 

恐怖からのドンデン話 
オールナイトニッポ

ン 編著 大志 絵 
学研プラス Y913.6 ｷ 

グリーズランド １ 黒野 伸一 静山社 Y913.6 ｸ 

天を掃け 
黒川 裕子  

中村 ユミ 絵 
講談社 Y913.6 ｸ 

「悩み部」の復活と、その証明。 
麻希 一樹  

usi 絵 
学研プラス Y913.6 ｺ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

５４字の物語 参 みんなでつくる意味がわか

るとゾクゾクする超短編小説 

氏田 雄介 編著 

武田 侑大 絵 
PHP 研究所 Y913.6 ｺ 

５分後に意外な結末ｅｘ アクアマリンから

あふれる涙 

桃戸 ハル 編著 

usi 絵 
学研プラス Y913.6 ｺ 

５分後に意外な結末ｅｘ チョコレート色の

ビターエンド 

桃戸 ハル 編著 

usi 絵 
学研プラス Y913.6 ｺ 

５分後に意外な結末ｅｘ バラ色の、トゲの

ある人生 

桃戸 ハル 編著 

usi 絵 
学研プラス Y913.6 ｺ 

初恋まねき猫 
小手鞠 るい 岡田 

千晶 装画 
講談社 Y913.6 ｺ 

ある日、透きとおる 
三枝 理恵 作 し

んや ゆう子 絵 
岩崎書店 Y913.6 ｻ 

キャプテンマークと銭湯と 
佐藤 いつ子 作 

佐藤 真紀子 絵 
KADOKAWA Y913.6 ｻ 

つくられた心 
佐藤 まどか 作 

浦田 健二 絵 
ポプラ社 Y913.6 ｻ 

プルースト効果の実験と結果 佐々木 愛 文藝春秋 Y913.6 ｻ 

転生！太宰治 ２ 
佐藤 友哉 篠月 

しのぶ [画] 

星海社、講談社

(発売) 
Y913.6 ｻ 

虹いろ図書館のへびおとこ 櫻井 とりお 河出書房新社 Y913.6 ｻ 

夜長姫と耳男 
坂口 安吾 夜汽車 

絵 
立東舎 Y913.6 ｻ 

ショートフィルムズ 
ブックショート 編

著 くじょう 絵 
学研プラス Y913.6 ｼ 

つるぎのかなた ２ 渋谷 瑞也 [著] KADOKAWA Y913.6 ｼ 

まだ見ぬ春も、君のとなりで笑っていたい 汐見 夏衛 スターツ出版 Y913.6 ｼ 

明日の世界が君に優しくありますように 汐見 夏衛 スターツ出版 Y913.6 ｼ 

太陽はひとりぼっち 鈴木 るりか 小学館 Y913.6 ｽ 

説明がつかない現象と私が生徒会に入った説

明（ワケ） 青春と恋、そしてミステリー 

葵 日向子 木爾 

チレン 狐塚 冬里 
西東社 Y913.6 ｾ 

そば打ち甲子園！ そば打ち研究部 学研プラス Y913.6 ｿ 

ぼくらののら犬砦 宗田 理 作 ポプラ社 Y913.6 ｿ 

空ニ吸ハレシ１５ノココロ おばあちゃんへ

のラストレター 
園田 由紀子 

PHP エディター

ズ・グループ 
Y913.6 ｿ 

５分後に恋の結末 春が来たら、泣くかもし

れない 

橘 つばさ 桃戸 

ハル かとう れい 

絵 

学研プラス Y913.6 ﾀ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

マージナルナイト １ 

田中 ロミオ 樋上 

いたる イラスト・

企画 

KADOKAWA Y913.6 ﾀ 

異世界転生騒動記 １４ 
高見 梁川 りりん

ら イラスト 

アルファポリス、

星雲社(発売) 
Y913.6 ﾀ 

創竜伝 １４ 田中 芳樹 講談社 Y913.6 ﾀ 

白魔のクリスマス 長編新伝奇小説書下ろし 田中 芳樹 祥伝社 Y913.6 ﾀ 

探偵はぼっちじゃない 坪田 侑也 KADOKAWA Y913.6 ﾂ 

邪馬台戦記 ２ 
東郷 隆 作 佐竹 

美保 絵 
静山社 Y913.6 ﾄ 

世界最強の後衛 迷宮国の新人探索者 ３ 
とーわ 風花 風花 

イラスト 
KADOKAWA Y913.6 ﾄ 

世界最強の後衛 迷宮国の新人探索者 ４ 
とーわ 風花 風花 

イラスト 
KADOKAWA Y913.6 ﾄ 

世界最強の後衛 迷宮国の新人探索者 ５ 
とーわ 風花 風花 

イラスト 
KADOKAWA Y913.6 ﾄ 

１００日間、あふれるほどの「好き」を教え

てくれたきみへ 
永良 サチ スターツ出版 Y913.6 ﾅ 

きみの存在を意識する 梨屋 アリエ 作 ポプラ社 Y913.6 ﾅ 

ネッシーはいることにする 長薗 安浩 ゴブリン書房 Y913.6 ﾅ 

銀の匙 
中 勘助 作 安野 

光雅 絵 
朝日出版社 Y913.6 ﾅ 

私の世界を変えてくれた君へ。 なぁな スターツ出版 Y913.6 ﾅ 

夢十夜 
夏目 漱石 しきみ 

絵 

立東舎、リットー

ミュージック(発

売) 

Y913.6 ﾅ 

スベらない同盟 にかいどう 青 講談社 Y913.6 ﾆ 

もしロールプレイングゲームの世界にＳＮＳ

があったら 

新田 祐助 ろる 

キャラクター原案 

雨風 雪夏 イラス

ト 

KADOKAWA Y913.6 ﾆ 

赤とんぼ 
新美 南吉 ねこ助 

絵 

立東舎、リットー

ミュージック(発

売) 

Y913.6 ﾆ 

目を見て話せない 似鳥 鶏 KADOKAWA Y913.6 ﾆ 

タスキメシ 額賀 澪 小学館 Y913.6 ﾇ 

お絵かき禁止の国 長谷川 まりる 講談社 Y913.6 ﾊ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

この川のむこうに君がいる 濱野 京子 作 理論社 Y913.6 ﾊ 

高校サッカーボーイズＵー１８ はらだ みずき KADOKAWA Y913.6 ﾊ 

スガリさんの感想文はいつだって斜め上 平田 駒 河出書房新社 Y913.6 ﾋ 

スガリさんの感想文はいつだって斜め上 ２ 平田 駒 河出書房新社 Y913.6 ﾋ 

もう二度と食べることのない果実の味を 雛倉 さりえ 小学館 Y913.6 ﾋ 

転生王女は今日も旗（フラグ）を叩き折る 

４ 

ビス 雪子 イラス

ト 

フロンティアワー

クス 
Y913.6 ﾋ 

転生王女は今日も旗（フラグ）を叩き折る 

５ 

ビス 雪子 イラス

ト 

フロンティアワー

クス 
Y913.6 ﾋ 

私、能力は平均値でって言ったよね！ Ｇｏ

ｄ ｂｌｅｓｓ ｍｅ？ ７ 

FUNA 亜方 逸樹 

イラストレーター 

アース・スターエ

ンターテイメント 
Y913.6 ﾌ 

私、能力は平均値でって言ったよね！ Ｇｏ

ｄ ｂｌｅｓｓ ｍｅ？ ８ 

FUNA 亜方 逸樹 

イラストレーター 

アース・スターエ

ンターテイメント 
Y913.6 ﾌ 

私、能力は平均値でって言ったよね！ Ｇｏ

ｄ ｂｌｅｓｓ ｍｅ？ ９ 

FUNA 亜方 逸樹 

イラストレーター 

アース・スターエ

ンターテイメント 
Y913.6 ﾌ 

私、能力は平均値でって言ったよね！ Ｇｏ

ｄ ｂｌｅｓｓ ｍｅ？ １０ 

FUNA 亜方 逸樹 

イラストレーター 

アース・スターエ

ンターテイメント 
Y913.6 ﾌ 

私、能力は平均値でって言ったよね！ Ｇｏ

ｄ ｂｌｅｓｓ ｍｅ？ １１ 

FUNA 亜方 逸樹 

イラストレーター 

アース・スターエ

ンターテイメント 
Y913.6 ﾌ 

私、能力は平均値でって言ったよね！ Ｇｏ

ｄ ｂｌｅｓｓ ｍｅ？ １２ 

FUNA 亜方 逸樹 

イラストレーター 

アース・スターエ

ンターテイメント 
Y913.6 ﾌ 

時を壊した彼女 ７月７日は７度ある 古野 まほろ 講談社 Y913.6 ﾌ 

転生したらスライムだった件 １４ 
伏瀬 みっつばー 

イラスト 

マイクロマガジン

社 
Y913.6 ﾌ 

転生したらスライムだった件 １５ 
伏瀬 みっつばー 

イラスト 

マイクロマガジン

社 
Y913.6 ﾌ 

文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 死 

内田 百間 ほか

[著] 林 芙美子 

ほか[著] 東 雅夫 

編・註釈 玉川 麻

衣 絵 

汐文社 Y913.6 ﾌ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 厠 

谷崎 潤一郎 ほか

[著] 松谷 みよ子 

ほか[著] 東 雅夫 

編・註釈 ハダ タ

カヒト 絵 

汐文社 Y913.6 ﾌ 

「未完成」なぼくらの、生徒会 麻希 一樹 KADOKAWA Y913.6 ﾏ 

あの空はキミの中 Ｐｌａｙ ｂａｌｌ，ｎｅ

ｖｅｒ ｃｒｙ！ 

舞原 沙音 作 柚

庭 千景 絵 
ポプラ社 Y913.6 ﾏ 

さよならよ、こんにちは Ｎｏ Ｒｅｇｒｅｔ 
円居 挽 くまおり 

純 [画] 

星海社、講談社

(発売) 
Y913.6 ﾏ 

空は逃げない まはら 三桃 小学館 Y913.6 ﾏ 

南総里見八犬伝 ２ 松尾 清貴 文 静山社 Y913.6 ﾏ 

手のひらの楽園 宮木 あや子 新潮社 Y913.6 ﾐ 

十四歳日和 水野 瑠見 講談社 Y913.6 ﾐ 

トロイメライ 
村山 早紀、げみ 

イラスト 

リットーミュージ

ック 
Y913.6 ﾑ 

夏に泳ぐ緑のクジラ 村上 しいこ 作 小学館 Y913.6 ﾑ 

５秒後に意外な結末 アポロンの黄色い太陽 
桃戸 ハル 編著 

usi 絵 
学研プラス Y913.6 ﾓ 

蝶の羽ばたき、その先へ 森埜 こみち 作 小峰書店 Y913.6 ﾓ 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

あのコの夢を見たんです。 山里亮太短編妄

想小説集 
山里 亮太 

東京ニュース通信

社 
Y913.6 ﾔ 

ゲート 自衛隊彼の海にて、斯く戦えり Ｓ

ＥＡＳＯＮ２ー３ 
柳内 たくみ 星雲社 Y913.6 ﾔ 

ゲート 自衛隊彼の海にて、斯く戦えり Ｓ

ＥＡＳＯＮ２ー４ 
柳内 たくみ 星雲社 Y913.6 ﾔ 

ヤオと七つの時空（とき）の謎 

芦辺 拓 編著 獅

子宮 敏彦 山田 

彩人 秋梨 惟喬 

高井 忍 安萬 純

一 柄刀 一 

南雲堂 Y913.6 ﾔ 

痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思

います。 ６ 

夕蜜柑 狐印 イラ

スト 
KADOKAWA Y913.6 ﾕ 

痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思

います。 ７ 

夕蜜柑 狐印 イラ

スト 
KADOKAWA Y913.6 ﾕ 

痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思

います。 ８ 

夕蜜柑 狐印 イラ

スト 
KADOKAWA Y913.6 ﾕ 

緑と楯 ハイスクール・デイズ 雪舟 えま 集英社 Y913.6 ﾕ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

ｍｏｊａ 吉田 桃子 講談社 Y913.6 ﾖ 

イモムシ偏愛記 吉野 万理子 光文社 Y913.6 ﾖ 

ナイスキャッチ！ ５ 
横沢 彰 作 スカ

イエマ 絵 
新日本出版社 Y913.6 ﾖ 

部長会議はじまります 吉野 万理子 作 朝日学生新聞社 Y913.6 ﾖ 

本と鍵の季節 米澤 穂信 集英社 Y913.6 ﾖ 

無職転生 異世界行ったら本気だす ２０ 理不尽な孫の手 KADOKAWA Y913.6 ﾘ 

無職転生 異世界行ったら本気だす ２１ 理不尽な孫の手 KADOKAWA Y913.6 ﾘ 

無職転生 異世界行ったら本気だす ２２ 理不尽な孫の手 KADOKAWA Y913.6 ﾘ 

かさでん！ 雨降る街の傘の伝説 渡辺 屋 
サンクチュアリ出

版 
Y913.6 ﾜ 

わたしを決めつけないで 

小林 深雪、落合 

由佳、黒川 裕子、

大島 恵真 

講談社 Y913.6 ﾜ 

「国語」から旅立って 温 又柔 新曜社 Y914.6 ｵ 

９７歳の悩み相談 瀬戸内 寂聴 講談社 Y914.6 ｾ 

アンチ 

ヨナタン・ヤヴィン 

作 鴨志田 聡子 

訳 

岩波書店 Y929.0 

１３の理由 

ジェイ・アッシャー 

武富 博子 訳 横

槍メンゴ[画] 

星海社、講談社

(発売) 
Y933.0 ｱ 

どこまでも亀 
ジョン・グリーン 

作 金原 瑞人 訳 
岩波書店 Y933.0 ｸ 

リスタート 
ゴードン・コーマン 

千葉 茂樹 訳 
あすなろ書房 Y933.0 ｺ 

目覚めの森の美女 森と水の１４の物語 

ディアドラ・サリヴ

ァン 田中 亜希子 

訳 

東京創元社 Y933.0 ｻ 

秘密をもてないわたし 
ペニー・ジョエルソ

ン 河井 直子 訳 
KADOKAWA Y933.0 ｼ 

ハスキーなボクのユウウツ 

ジャスティン・セイ

ヤー 海後 礼子 

訳 

岩崎書店 Y933.0 ｾ 

メアリ・ポピンズ 

トラバース 作 岸

田 衿子 訳 安野 

光雅 絵 

朝日出版社 Y933.0 ﾄ 

ぼくにだけ見えるジェシカ 

アンドリュー・ノリ

ス 作 橋本 恵 

訳 

徳間書店 Y933.0 ﾉ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

マイク 
アンドリュー・ノリ

ス 最所 篤子 訳 
小学館 Y933.0 ﾉ 

カッコーの歌 

フランシス・ハーデ

ィング 児玉 敦子 

訳 

東京創元社 Y933.0 ﾊ 

世界のはての少年 

ジェラルディン・マ

コックラン 杉田 

七重訳 

東京創元社 Y933.0 ﾏ 

フラミンゴボーイ 

マイケル・モーパー

ゴ 作 杉田 七重 

訳 

小学館 Y933.0 ﾓ 

エレベーター 
ジェイソン・レナル

ズ 青木 千鶴 
早川書房 Y933.0 ﾚ 

私たちの愛した赤毛のアン アンをめぐる１

９世紀ファッション、料理、歴史までわかる 
オフィス J.B 編 辰巳出版 Y933.0 ﾜ 

ガール・コード プログラミングで世界を変

えた女子高生二人のほんとうのお話 

ソフィー・ハウザー 

アンドレア・ゴンザ

レス 堀越 英美訳 

P ヴァイン、日販

アイ・ピー・エス 
Y936.0 ﾊ 

みずうみ シュトルム ショートセレクション 

テオドール・シュト

ルム作 酒寄 進一

訳 ヨシタケ シン

スケ絵 

理論社 Y943.0 

本当の人生 

アドリーヌ・デュド

ネ 藤田 真利子 

訳 

東京創元社 Y953.0 ﾃ 

夢見る人 

パム・ムニョス・ラ

イアン作 ピータ

ー・シス絵 原田 

勝訳 

岩波書店 Y961.0 

飛ぶための百歩 

ジュゼッペ・フェス

タ 作 杉本 あり 

訳 まめふく イラ

スト 

岩崎書店 Y973.0 

五つのパン チャペック ショートセレクショ

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 Y989.0 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

文庫 

世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え 

ジェンマ・エルウィ

ン・ハリス編 西田 

美緒子 訳 タイマ 

タカシ 絵 

河出書房新社 YB033.0 

爆笑テストの珍解答傑作選 全国の中間・期

末から集めた 
鉄人社編集部 編 鉄人社 YB049.0 

偽善のトリセツ 反倫理学講座 
パオロ・マッツァリ

ーノ 著 
河出書房新社 YB150.0 

ポチャッコの『道は開ける』 不安から自由

になる行動法 
朝日文庫編集部 編 朝日新聞出版 YB159.0 

高校生からわかる「資本論」 池上 彰 著 集英社 YB331.6 

世界のへんな肉 白石 あづさ 著 新潮社 YB383.8 

１４歳からの宇宙論 
佐藤 勝彦 著 益

田 ミリ マンガ 
河出書房新社 YB443.9 

人生を変えてくれたペンギン 海辺で君を見

つけた日 

トム・ミッチェル 

著 矢沢 聖子 訳 

ハーパーコリン

ズ・ジャパン 
YB488.6 

マーベル空想科学読本 

柳田 理科雄 著 

石蕗 永地 本文イ

ラスト 

講談社 YB726.1 

小論文これだけ！ 短大・推薦入試から難関

校受験まで 樋口式小論文の決定版 模範解

答経済・経営編 

樋口 裕一 著 大

原 理志 著 
東洋経済新報社 YB816.5 

舞台文豪ストレイドッグス ＳＣＥＮＡＲＩ

Ｏ ＡＮＤ ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ ＢＯＯＫ 

朝霧 カフカ 原作 

御笠ノ 忠次 著 
KADOKAWA YB912.6 

舞台文豪ストレイドッグス黒の時代 ＳＣＥ

ＮＡＲＩＯ ＡＮＤ ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ ＢＯ

ＯＫ 

朝霧 カフカ 原作 

御笠ノ 忠次 著 
KADOKAWA YB912.6 

文豪ストレイドッグス 太宰、中也、十五歳 朝霧 カフカ [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｱ 

文豪ストレイドッグスＢＥＡＳＴ 朝霧 カフカ [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｱ 

文豪ストレイドッグス外伝 綾辻行人ＶＳ．京

極夏彦 
朝霧 カフカ [著] KADOKAWA 

YB913.6

ｱ 

８６ーエイティシックスー Ｅｐ．６ 安里 アサト 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｱ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

８６ーエイティシックスー Ｅｐ．７ 安里 アサト 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｱ 

エイルン・ラストコード 架空世界より戦場

へ １０ 
東 龍乃助 著 KADOKAWA 

YB913.6

ｱ 

おくりびとは名探偵 元祖まごころ葬儀社事

件ファイル 
天野 頌子 著 光文社 

YB913.6

ｱ 

ギルドレ ＧＵＩＬＴＹ ＣＨＩＬＤＲＥＮ１ 朝霧 カフカ 著 講談社 
YB913.6

ｱ 

ギルドレ ＧＵＩＬＴＹ ＣＨＩＬＤＲＥＮ２ 朝霧 カフカ 著 講談社 
YB913.6

ｱ 

ギルドレ ＧＵＩＬＴＹ ＣＨＩＬＤＲＥＮ３ 朝霧 カフカ 著 講談社 
YB913.6

ｱ 

ゲーマーズ！ １２ 葵 せきな 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｱ 

ゲーマーズ！ＤＬＣ ２ 葵 せきな 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｱ 

この素晴らしい世界に祝福を！ １６ 暁 なつめ 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｱ 

この素晴らしい世界に爆焰を！ この素晴ら

しい世界に祝福を！スピンオフ 続２ 
暁 なつめ 著 KADOKAWA 

YB913.6

ｱ 

サバゲにＧＯ！ はじめてのサバイバルゲー

ム 
アサウラ 著 LINE 

YB913.6

ｱ 

ネクストライフ １５ 相野 仁 [著] 
主婦の友インフォ

ス 

YB913.6

ｱ 

ノーブルチルドレンの初恋 綾崎 隼 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｱ 

パドルの子 虻川 枕 [著] ポプラ社 
YB913.6

ｱ 

ぼんくら陰陽師の鬼嫁 ５ 秋田 みやび [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｱ 

マエストロ・ガールズ このコルネット、憑

いてます。 
天沢 夏月 著 小学館 

YB913.6

ｱ 

もうヒグラシの声は聞こえない 青谷 真未 [著] ポプラ社 
YB913.6

ｱ 

よろず占い処陰陽屋百ものがたり 天野 頌子 [著] ポプラ社 
YB913.6

ｱ 

逢う日、花咲く。 青海野 灰 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｱ 

稲荷書店きつね堂 蒼月 海里 著 角川春樹事務所 
YB913.6

ｱ 

鵜野森町あやかし奇譚 猫又之章 
あきみず いつき 

著 
PHP 研究所 

YB913.6

ｱ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

何様 朝井 リョウ 著 新潮社 
YB913.6

ｱ 

希望が死んだ夜に 天祢 涼 著 文藝春秋 
YB913.6

ｱ 

吸血鬼と栄光の椅子 赤川 次郎 著 集英社 
YB913.6

ｱ 

国語、数学、理科、漂流 青柳 碧人 著 文藝春秋 
YB913.6

ｱ 

三毛猫ホームズの危険な火遊び 赤川 次郎 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｱ 

三毛猫ホームズの傾向と対策 長編推理小説 赤川 次郎 著 光文社 
YB913.6

ｱ 

三毛猫ホームズの証言台 長編推理小説 赤川 次郎 著 光文社 
YB913.6

ｱ 

獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 １０ 蒼空 チョコ [著] アルファポリス 
YB913.6

ｱ 

獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 １１ 蒼空 チョコ [著] アルファポリス 
YB913.6

ｱ 

獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 １２ 蒼空 チョコ [著] アルファポリス 
YB913.6

ｱ 

春日坂高校漫画研究部 第４号 あずまの 章 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｱ 

水晶庭園の少年たち ［２］ 蒼月 海里 著 集英社 
YB913.6

ｱ 

水晶庭園の少年たち ［３］ 蒼月 海里 著 集英社 
YB913.6

ｱ 

世界で一番かわいそうな私たち 第１幕 綾崎 隼 著 講談社 
YB913.6

ｱ 

世界で一番かわいそうな私たち 第２幕 綾崎 隼 著 講談社 
YB913.6

ｱ 

世界で一番かわいそうな私たち 第３幕 綾崎 隼 著 講談社 
YB913.6

ｱ 

戦闘員、派遣します！ ３ 暁 なつめ 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｱ 

戦闘員、派遣します！ ４ 暁 なつめ 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｱ 

地底アパートの咲かない桜と見えない住人 蒼月 海里 [著] ポプラ社 
YB913.6

ｱ 

秘密の花園でお茶を 安東 あや [著] ポプラ社 
YB913.6

ｱ 

浜村渚の計算ノート ９さつめ 青柳 碧人 [著] 講談社 
YB913.6

ｱ 

放課後の厨房男子 ［３］ 秋川 滝美 [著] 幻冬舎 
YB913.6

ｱ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

余命七日の死神 安東 あや [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｱ 

ＨＥＬＬＯ ＷＯＲＬＤ ｉｆ 勘解由小路三

鈴は世界で最初の失恋をする 
伊瀬 ネキセ 小説 集英社 

YB913.6

ｲ 

あの冬、なくした恋を探して いぬじゅん [著] ポプラ社 
YB913.6

ｲ 

いつか、眠りにつく日 ［１］ いぬじゅん 著 スターツ出版 
YB913.6

ｲ 

いつか、眠りにつく日 ２ いぬじゅん 著 スターツ出版 
YB913.6

ｲ 

プロペラオペラ 犬村 小六 [著] 小学館 
YB913.6

ｲ 

安達としまむら ８ 入間 人間 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｲ 

異世界食堂 ５ 犬塚 惇平 [著] 主婦の友社 
YB913.6

ｲ 

海のカナリア 入間 人間 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｲ 

君を忘れたそのあとに。 いぬじゅん 著 スターツ出版 
YB913.6

ｲ 

始まりの魔法使い ５ 石之宮 カント 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｲ 

車夫 いとう みく 著 文藝春秋 
YB913.6

ｲ 

七つの魔剣が支配する ２ 宇野 朴人 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｳ 

七つの魔剣が支配する ３ 宇野 朴人 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｳ 

七つの魔剣が支配する ４ 宇野 朴人 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｳ 

精霊の木 上橋 菜穂子 著 新潮社 
YB913.6

ｳ 

宮廷神官物語 ５ 榎田 ユウリ [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｴ 

宮廷神官物語 ６ 榎田 ユウリ [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｴ 

宮廷神官物語 ７ 榎田 ユウリ [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｴ 

宮廷神官物語 ８ 榎田 ユウリ [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｴ 

鏡地獄 江戸川 乱歩 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｴ 

見習い神主と狐神使のあやかし交渉譚 
江本 マシメサ 

[著] 
ポプラ社 

YB913.6

ｴ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

黒蜥蜴と怪人二十面相 江戸川 乱歩 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｴ 

ＲＤＧ レッドデータガール 氷の靴ガラスの

靴 
荻原 規子 [著] KADOKAWA 

YB913.6

ｵ 

オーダーは探偵に ［１１］ 近江 泉美 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｵ 

そして８日目に愛を謳った。 沖田 円 著 小学館 
YB913.6

ｵ 

ダンジョンに出会いを求めるのは間違ってい

るだろうか １４ 
大森 藤ノ 著 

SB クリエイティ

ブ 

YB913.6

ｵ 

ダンジョンに出会いを求めるのは間違ってい

るだろうか １５ 
大森 藤ノ 著 

SB クリエイティ

ブ 

YB913.6

ｵ 

ダンジョンに出会いを求めるのは間違ってい

るだろうか 外伝［１１］ 

大森 藤ノ 著 は

いむら きよたか 

[画] 

SB クリエイティ

ブ 

YB913.6

ｵ 

ダンジョンに出会いを求めるのは間違ってい

るだろうか 外伝［１２］ 

大森 藤ノ 著 は

いむら きよたか 

[画] 

SB クリエイティ

ブ 

YB913.6

ｵ 

ひだまりに花の咲く 沖田 円 著 スターツ出版 
YB913.6

ｵ 

ホームズは北海道で怪異を嗤う 太田 紫織 著 双葉社 
YB913.6

ｵ 

学園者！ 風紀委員と青春泥棒 岡本 タクヤ [著] 小学館 
YB913.6

ｵ 

銀河の森、オーロラの合唱 太田 紫織 著 文藝春秋 
YB913.6

ｵ 

群青の竜騎士 ２ 尾野 灯 [著] 

主婦の友インフォ

ス、主婦の友社

(発売) 

YB913.6

ｵ 

幸福のパズル 折原 みと [著] 講談社 
YB913.6

ｵ 

昨日の僕が僕を殺す ［２］ 太田 紫織 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｵ 

千年桜の奇跡を、きみに 神様の棲む咲久良

町 
沖田 円 [著] ポプラ社 

YB913.6

ｵ 

白銀（しろがね）の墟（おか）玄（くろ）の

月 １ 
小野 不由美 著 新潮社 

YB913.6

ｵ 

白銀（しろがね）の墟（おか）玄（くろ）の

月 ２ 
小野 不由美 著 新潮社 

YB913.6

ｵ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

白銀（しろがね）の墟（おか）玄（くろ）の

月 ３ 
小野 不由美 著 新潮社 

YB913.6

ｵ 

白銀（しろがね）の墟（おか）玄（くろ）の

月 ４ 
小野 不由美 著 新潮社 

YB913.6

ｵ 

病弱探偵 謎は彼女の特効薬 岡崎 琢磨 [著] 講談社 
YB913.6

ｵ 

路地裏のほたる食堂 ［３］ 大沼 紀子 著 講談社 
YB913.6

ｵ 

アクセル・ワールド ２４ 川原 礫 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｶ 

アポカリプス・ウィッチ 飽食時代の 

＜最強＞たちへ 
鎌池 和馬 [著] KADOKAWA 

YB913.6

ｶ 

ゴブリンスレイヤー ９ 蝸牛 くも 著 
SB クリエイティ

ブ 

YB913.6

ｶ 

ゴブリンスレイヤー １０ 蝸牛 くも 著 
SB クリエイティ

ブ 

YB913.6

ｶ 

ゴブリンスレイヤー １１ 蝸牛 くも 著 
SB クリエイティ

ブ 

YB913.6

ｶ 

ソードアート・オンライン ２１ 川原 礫 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｶ 

ソードアート・オンライン ２２ 川原 礫 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｶ 

ソードアート・オンライン ２３ 川原 礫 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｶ 

ただいまラボ 片川 優子 [著] 講談社 
YB913.6

ｶ 

ヘヴィーオブジェクト 純白カウントダウン 鎌池 和馬 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｶ 

ラジオラジオラジオ！ 加藤 千恵 著 河出書房新社 
YB913.6

ｶ 

君がいた美しい世界と、君のいない美しい世

界のこと 
神田 夏生 著 KADOKAWA 

YB913.6

ｶ 

項羽さんと劉邦くん 少年は阿房宮を目指す 春日 みかげ 著 LINE 
YB913.6

ｶ 

最強をこじらせたレベルカンスト剣聖女ベア

トリーチェの弱点 その名は『ぶーぶー』 

７ 

鎌池 和馬 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｶ 

終末なにしてますか？もう一度だけ、会えま

すか？ ＃０８ 
枯野 瑛 著 KADOKAWA 

YB913.6

ｶ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

終末なにしてますか？異伝 リーリァ・アスプ

レイ 
枯野 瑛 著 KADOKAWA 

YB913.6

ｶ 

織田信奈の野望 全国版 ２１ 春日 みかげ 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｶ 

織田信奈の野望 全国版 ２２ 春日 みかげ 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｶ 

新約とある魔術の禁書目録（インデックス） 

２２ 
鎌池 和馬 [著] KADOKAWA 

YB913.6

ｶ 

新約とある魔術の禁書目録（インデックス） 

２２リバース 
鎌池 和馬 [著] KADOKAWA 

YB913.6

ｶ 

真・三国志妹 ４ 春日 みかげ 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｶ 

絶対ナル孤独者（アイソレータ） ５ 川原 礫 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｶ 

魔弾の王と凍漣の雪姫（ミーチェリア） ２ 川口 士 [著] 集英社 
YB913.6

ｶ 

魔弾の王と凍漣の雪姫（ミーチェリア） ３ 川口 士 [著] 集英社 
YB913.6

ｶ 

魔弾の王と凍漣の雪姫（ミーチェリア） ４ 川口 士 [著] 集英社 
YB913.6

ｶ 

魔導ハッカー＞＞暴け、魔法の脆弱性を 鎌池 和馬 著 LINE 
YB913.6

ｶ 

未踏召喚：／／ブラッドサイン １０ 鎌池 和馬 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｶ 

傭兵団の料理番 ７ 川井 昻 [著] 主婦の友社 
YB913.6

ｶ 

傭兵団の料理番 ８ 川井 昻 [著] 主婦の友社 
YB913.6

ｶ 

きみに、涙。 

沖田 円 著 逢優 

著 春田 モカ 著 

菊川 あすか 著 

汐見 夏衛 著 麻

沢 奏 著 櫻 い

いよ 著 

スターツ出版 
YB913.6

ｷ 

ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？ 

Ｌｖ．１９ 
聴猫芝居 [著] KADOKAWA 

YB913.6

ｷ 

ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？ 

Ｌｖ．２０ 
聴猫芝居 [著] KADOKAWA 

YB913.6

ｷ 

ようこそ実力至上主義の教室へ １０ 衣笠 彰梧 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｷ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

ようこそ実力至上主義の教室へ １１ 衣笠 彰梧 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｷ 

ようこそ実力至上主義の教室へ １１．５ 衣笠 彰梧 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｷ 

これは学園ラブコメです。 草野 原々 [著] 小学館 
YB913.6

ｸ 

ソーシャルゲーム＜開発＞部へようこそ！ 熊谷 雅人 [著] 講談社 
YB913.6

ｸ 

ホーンテッド・キャンパス ［１５］ 櫛木 理宇 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｸ 

ホーンテッド・キャンパス ［１６］ 櫛木 理宇 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｸ 

５分後にキモチがあふれる恋 
恋する実行委員会 

編 
KADOKAWA 

YB913.6

ｺ 

５分後にぜんぶ『はじめて』な恋 
恋する実行委員会 

編 
KADOKAWA 

YB913.6

ｺ 

５分後に意外な結末ベスト・セレクション 桃戸 ハル 編・著 講談社 
YB913.6

ｺ 

５分後に立場逆転の恋 
恋する実行委員会 

編 
KADOKAWA 

YB913.6

ｺ 

きみの世界に、青が鳴る 河野 裕 著 新潮社 
YB913.6

ｺ 

さよならの言い方なんて知らない。ＴＨＥＭ

Ｅ ＯＦ ＴＨＥ ＷＡＴＥＲ＆ＢＩＳＣＵＩＴ 
河野 裕 著 新潮社 

YB913.6

ｺ 

さよならの言い方なんて知らない。ＴＨＥＭ

Ｅ ＯＦ ＴＨＥ ＷＡＴＥＲ＆ＢＩＳＣＵＩＴ 

２ 

河野 裕 著 新潮社 
YB913.6

ｺ 

つくも神会議 小松 エメル [著] ポプラ社 
YB913.6

ｺ 

ノンファンタジー 

HoneyWorks 原

案、香坂茉里 著、

バーチャルジャニー

ズプロジェクト 監

修 

KADOKAWA 
YB913.6

ｺ 

大嫌いなはずだった。 
HoneyWorks 原案 

香坂 茉里 著 
KADOKAWA 

YB913.6

ｺ 

魔法使い黎明期 ２ 虎走 かける 著 講談社 
YB913.6

ｺ 

１７歳のうた 坂井 希久子 著 文藝春秋 
YB913.6

ｻ 

ディスキャラ メグルくん オタクがラップで

ギャルとバトったら、青春ラブコメ始まっ

た！？ 

佐波 彗 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｻ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 １ 
TYPE-MOON 原

作 三田 誠 [著] 
KADOKAWA 

YB913.6

ｻ 

ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 ２ 
TYPE-MOON 原

作 三田 誠 [著] 
KADOKAWA 

YB913.6

ｻ 

ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 ３ 
TYPE-MOON 原

作 三田 誠 [著] 
KADOKAWA 

YB913.6

ｻ 

ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 ４ 
TYPE-MOON 原

作 三田 誠 [著] 
KADOKAWA 

YB913.6

ｻ 

ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 ５ 
TYPE-MOON 原

作 三田 誠 [著] 
KADOKAWA 

YB913.6

ｻ 

ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 ６ 
TYPE-MOON 原

作 三田 誠 [著] 
KADOKAWA 

YB913.6

ｻ 

異世界建国記 ４ 桜木 桜 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｻ 

司波達也暗殺計画 魔法科高校の劣等生 ２ 佐島 勤 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｻ 

十代に共感する奴はみんな嘘つき 最果 タヒ 著 文藝春秋 
YB913.6

ｻ 

謎が解けたら、ごきげんよう 彩藤 アザミ 著 新潮社 
YB913.6

ｻ 

変態王子と笑わない猫。 １３ さがら 総 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｻ 

魔法科高校の劣等生 ２８ 佐島 勤 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｻ 

魔法科高校の劣等生 ２９ 佐島 勤 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｻ 

魔法科高校の劣等生 ３０ 佐島 勤 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｻ 

ヴァチカン図書館の裏蔵書 ［３］ 篠原 美季 著 新潮社 
YB913.6

ｼ 

えんま様の忙しい４９日間 ［３］ 霜月 りつ 著 小学館 
YB913.6

ｼ 

キノの旅 ｔｈｅ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｗｏ

ｒｌｄ ２２ 
時雨沢 恵一 [著] KADOKAWA 

YB913.6

ｼ 

きみの町で 重松 清 著 新潮社 
YB913.6

ｼ 

さすらい猫ノアの伝説 重松 清 [著] 講談社 
YB913.6

ｼ 

つるぎのかなた 渋谷 瑞也 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｼ 

ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 ３ しめさば 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｼ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

りゅうおうのおしごと！ １０ 
白鳥 士郎 著 西

遊棋 監修 

SB クリエイティ

ブ 

YB913.6

ｼ 

りゅうおうのおしごと！ １１ 
白鳥 士郎 著 西

遊棋 監修 

SB クリエイティ

ブ 

YB913.6

ｼ 

灰と幻想のグリムガル ｌｅｖｅｌ．１４ 十文字 青 著 オーバーラップ 
YB913.6

ｼ 

灰と幻想のグリムガル ｌｅｖｅｌ．１４＋ 十文字 青 著 オーバーラップ 
YB913.6

ｼ 

灰と幻想のグリムガル ｌｅｖｅｌ．１４＋

＋ 
十文字 青 著 オーバーラップ 

YB913.6

ｼ 

学園キノ ６ 時雨沢 恵一 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｼ 

三日月邸花図鑑 花の城のアリス 白川 紺子 著 講談社 
YB913.6

ｼ 

自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。 １ しき [著] 
アルファポリス、

星雲社(発売) 

YB913.6

ｼ 

自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。 ２ しき [著] 
アルファポリス、

星雲社(発売) 

YB913.6

ｼ 

蛇苺の魔女がやってきた 白鷺 あおい 著 東京創元社 
YB913.6

ｼ 

聖剣学院の魔剣使い 志瑞 祐 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｼ 

聖剣学院の魔剣使い ２ 志瑞 祐 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｼ 

僕は何度も生まれ変わる ２ 十文字 青 著 KADOKAWA 
YB913.6

ｼ 

本屋の店員がダンジョンになんて入るもんじ

ゃない！ 
しめさば [著] 集英社 

YB913.6

ｼ 

よるのばけもの 住野 よる 著 双葉社 
YB913.6

ｽ 

吸血鬼に天国はない ２ 周藤 蓮 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ｽ 

誰かのための物語 涼木 玄樹 著 スターツ出版 
YB913.6

ｽ 

ガラスの靴はいりません！ シンデレラの娘

と白・黒王子 
せひら あやみ 著 集英社 

YB913.6

ｾ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

魔弾の王と聖泉の双紋剣（カルンウェナン） 
川口 士 原案 瀬

尾 つかさ [著] 
集英社 

YB913.6

ｾ 

うちの執事に願ったならば ６ 高里 椎奈 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾀ 

うちの執事に願ったならば ７ 高里 椎奈 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾀ 

うちの執事が言うことには ＥＸ 高里 椎奈 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾀ 

カンピオーネＥＸ！ 軍神ふたたび 丈月 城 [著] 集英社 
YB913.6

ﾀ 

デート・ア・ライブ ２０ 橘 公司 著 KADOKAWA 
YB913.6

ﾀ 

デート・ア・ライブ ２１ 橘 公司 著 KADOKAWA 
YB913.6

ﾀ 

デート・ア・ライブアンコール ９ 橘 公司 著 KADOKAWA 
YB913.6

ﾀ 

ピンポンラバー ３ 谷山 走太 [著] 小学館 
YB913.6

ﾀ 

君と漕ぐ ながとろ高校カヌー部 武田 綾乃 著 新潮社 
YB913.6

ﾀ 

君と漕ぐ ２ 武田 綾乃 著 新潮社 
YB913.6

ﾀ 

神域のカンピオーネス ４ 丈月 城 著 集英社 
YB913.6

ﾀ 

神域のカンピオーネス ５ 丈月 城 著 集英社 
YB913.6

ﾀ 

筆跡鑑定人・東雲清一郎は、書を書かない。 

［４］ 
谷 春慶 著 宝島社 

YB913.6

ﾀ 

友人キャラは大変ですか？ ７ 伊達 康 [著] 小学館 
YB913.6

ﾀ 

友人キャラは大変ですか？ ８ 伊達 康 [著] 小学館 
YB913.6

ﾀ 

友人キャラは大変ですか？オフコース 伊達 康 [著] 小学館 
YB913.6

ﾀ 

涼宮ハルヒの驚愕 谷川 流 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾀ 

涼宮ハルヒの退屈 谷川 流 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾀ 

涼宮ハルヒの動揺 谷川 流 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾀ 

明日の世界で星は煌めく ツカサ [著] 小学館 
YB913.6

ﾂ 

むしめづる姫宮さん 
手代木 正太郎 

[著] 
小学館 

YB913.6

ﾃ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

空手バカ異世界 輝井 永澄 著 KADOKAWA 
YB913.6

ﾃ 

空手バカ異世界 ２ 輝井 永澄 著 KADOKAWA 
YB913.6

ﾃ 

ＲＡＩＬ ＷＡＲＳ！ 日本國有鉄道公安隊 

１６ 

豊田 巧 著 バー

ニア 600 イラスト 
実業之日本社 

YB913.6

ﾄ 

ＲＡＩＬ ＷＡＲＳ！ 日本國有鉄道公安隊 

１７ 

豊田 巧 著 バー

ニア 600 イラスト 
実業之日本社 

YB913.6

ﾄ 

スーパーカブ ５ トネ・コーケン 著 KADOKAWA 
YB913.6

ﾄ 

スーパーカブ ６ トネ・コーケン 著 KADOKAWA 
YB913.6

ﾄ 

ＢａｎＧ Ｄｒｅａｍ！バンドリ 中村 航 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾅ 

Ｆａｔｅ／ｓｔｒａｎｇｅ Ｆａｋｅ ５ 

TYPE-MOON 原

作 成田 良悟 

[著] 

KADOKAWA 
YB913.6

ﾅ 

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 １８ 長月 達平 著 KADOKAWA 
YB913.6

ﾅ 

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 １９ 長月 達平 著 KADOKAWA 
YB913.6

ﾅ 

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 ２０ 長月 達平 著 KADOKAWA 
YB913.6

ﾅ 

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 ２１ 長月 達平 著 KADOKAWA 
YB913.6

ﾅ 

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 短編集４ 長月 達平 著 KADOKAWA 
YB913.6

ﾅ 

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 短編集５ 長月 達平 著 KADOKAWA 
YB913.6

ﾅ 

ガーリー・エアフォース １０ 夏海 公司 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾅ 

ガーリー・エアフォース １１ 夏海 公司 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾅ 

ガーリー・エアフォース １２ 夏海 公司 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾅ 

ケーキ王子の名推理（スペシャリテ） ４ 七月 隆文 著 新潮社 
YB913.6

ﾅ 

ワールドエンドの探索指南（あるきかた） 夏海 公司 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾅ 

数字で救う！弱小国家 ４ 長田 信織 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾅ 

反時計回りのシャーロック 七海 花音 著 小学館 
YB913.6

ﾅ 

放課後、キミとふたりきり。 夏木 エル 著 スターツ出版 
YB913.6

ﾅ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

美少年蜥蜴 光編 西尾 維新 著 講談社 
YB913.6

ﾆ 

掟上今日子の推薦文 西尾 維新 [著] 講談社 
YB913.6

ﾆ 

掟上今日子の挑戦状 西尾 維新 [著] 講談社 
YB913.6

ﾆ 

夏なんてもういらない 額賀 澪 著 中央公論新社 
YB913.6

ﾇ 

君はレフティ 額賀 澪 著 小学館 
YB913.6

ﾇ 

ＨＥＬＬＯ ＷＯＲＬＤ 野崎 まど 著 集英社 
YB913.6

ﾉ 

ＫＵＨＡＮＡ！ うちら、ジャズ部はじめま

した！ 
秦 建日子 著 河出書房新社 

YB913.6

ﾊ 

ゴーフォワード！ 櫻木学院高校ラグビー部

の熱闘 
花形 みつる [著] ポプラ社 

YB913.6

ﾊ 

夏へのトンネル、さよならの出口 八目 迷 [著] 小学館 
YB913.6

ﾊ 

高校サッカーボーイズＵー１６ 
はらだ みずき 

[著] 
KADOKAWA 

YB913.6

ﾊ 

高校サッカーボーイズＵー１７ 
はらだ みずき 

[著] 
KADOKAWA 

YB913.6

ﾊ 

谷中の街の洋食屋 紅らんたん 濱野 京子 [著] ポプラ社 
YB913.6

ﾊ 

狼と香辛料 ２１ 支倉 凍砂 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾊ 

狼と香辛料 ２２ 支倉 凍砂 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾊ 

狼と羊皮紙 新説狼と香辛料 ４ 支倉 凍砂 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾊ 

Ｆａｔｅ／Ａｐｏｃｒｙｐｈａ Ｖｏｌ．２ 

TYPE-MOON 原

作 東出 祐一郎 

[著] 

KADOKAWA 
YB913.6

ﾋ 

Ｆａｔｅ／Ａｐｏｃｒｙｐｈａ 外典：聖杯

大戦 Ｖｏｌ．１ 

TYPE-MOON 原

作 東出 祐一郎 

[著] 

KADOKAWA 
YB913.6

ﾋ 

あの愚か者にも脚光を！ この素晴らしい世

界に祝福を！エクストラ ４ 

暁 なつめ 原作 

昼熊 著 
KADOKAWA 

YB913.6

ﾋ 

あの愚か者にも脚光を！ この素晴らしい世

界に祝福を！エクストラ ５ 

暁 なつめ 原作 

昼熊 著 
KADOKAWA 

YB913.6

ﾋ 

ラストラウンド・アーサーズ ３ 羊 太郎 著 KADOKAWA 
YB913.6

ﾋ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

１００万分の１回のねこ 

江國 香織 [著] 

岩瀬 成子 [著] 

くどう なおこ 

[著] 井上 荒野 

[著] 角田 光代 

[著] 町田 康 

[著] 今江 祥智 

[著] 唯野 未歩子 

[著] 山田 詠美 

[著] 綿矢 りさ 

[著] 川上 弘美 

[著] 広瀬 弦 

[著] 谷川 俊太郎 

[著] 

講談社 
YB913.6

ﾋ 

ロクでなし魔術講師と禁忌教典（アカシック

レコード） １４ 
羊 太郎 著 KADOKAWA 

YB913.6

ﾋ 

ロクでなし魔術講師と禁忌教典（アカシック

レコード） １５ 
羊 太郎 著 KADOKAWA 

YB913.6

ﾋ 

ロクでなし魔術講師と追想日誌（メモリーレ

コード） ４ 
羊 太郎 著 KADOKAWA 

YB913.6

ﾋ 

ロクでなし魔術講師と追想日誌（メモリーレ

コード） ５ 
羊 太郎 著 KADOKAWA 

YB913.6

ﾋ 

小さな恋のうた 平田 研也 [著] 講談社 
YB913.6

ﾋ 

秘密のチョコレート チョコレート小説アン

ソロジー 

今野 緒雪 著 岩

本 薫 著 我鳥 

彩子 著 はるおか 

りの 著 櫻川 さ

なぎ 著 

集英社 
YB913.6

ﾋ 

葡萄大陸物語 野良猫姫と言葉渡しの王 一ツ屋 赤彦 著 KADOKAWA 
YB913.6

ﾋ 

僕が恋した図書館の幽霊 聖 いつき 著 スターツ出版 
YB913.6

ﾋ 

妹さえいればいい。 １１ 平坂 読 [著] 小学館 
YB913.6

ﾋ 

妹さえいればいい。 １２ 平坂 読 [著] 小学館 
YB913.6

ﾋ 

妹さえいればいい。 １３ 平坂 読 [著] 小学館 
YB913.6

ﾋ 

エロマンガ先生 １１ 伏見 つかさ [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾌ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

エロマンガ先生 １２ 伏見 つかさ [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾌ 

ふたりの文化祭 藤野 恵美 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾌ 

俺の妹がこんなに可愛いわけがない １３ 伏見 つかさ [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾌ 

鏡のむこうの最果て図書館 光の勇者と偽り

の魔王 
冬月 いろり [著] KADOKAWA 

YB913.6

ﾌ 

湖底ゆらめく最果て図書館 光の勇者と涙す

る姫君 
冬月 いろり [著] KADOKAWA 

YB913.6

ﾌ 

新フォーチュン・クエスト ２ー１０ 深沢 美潮 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾌ 

流星の下で、君は二度死ぬ 藤石 波矢 著 新潮社 
YB913.6

ﾌ 

歌え！多摩川高校合唱部 本田 有明 著 河出書房新社 
YB913.6

ﾎ 

ストライク・ザ・ブラッド ２０ 三雲 岳斗 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾐ 

怪談アイドルはじめます。 ＳＴＡｉＲｓ，

ｂｅ ＳＴＡＲ！ 

峰守 ひろかず 

[著] 
KADOKAWA 

YB913.6

ﾐ 

教室の灯りは謎の色 水生 大海 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾐ 

君と読む場所 三川 みり 著 新潮社 
YB913.6

ﾐ 

座敷童子の幸せごはん 緑川 聖司 [著] ポプラ社 
YB913.6

ﾐ 

三角の距離は限りないゼロ ２ 岬 鷺宮 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾐ 

三角の距離は限りないゼロ ３ 岬 鷺宮 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾐ 

三角の距離は限りないゼロ ４ 岬 鷺宮 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾐ 

超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜く

ようです！ ８ 
海空 りく 著 

SB クリエイティ

ブ 

YB913.6

ﾐ 

超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜く

ようです！ ９ 
海空 りく 著 

SB クリエイティ

ブ 

YB913.6

ﾐ 

利他的なマリー 御影 瑛路 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾐ 

コンビニたそがれ堂 猫たちの星座 村山 早紀 [著] ポプラ社 
YB913.6

ﾑ 

桜風堂ものがたり 上 村山 早紀 著 PHP 研究所 
YB913.6

ﾑ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

桜風堂ものがたり 下 村山 早紀 著 PHP 研究所 
YB913.6

ﾑ 

リズム／ゴールド・フィッシュ 森 絵都 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾓ 

わが家は祇園（まち）の拝み屋さん １０ 望月 麻衣 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾓ 

わが家は祇園（まち）の拝み屋さん １１ 望月 麻衣 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾓ 

京洛の森のアリス ３ 望月 麻衣 著 文藝春秋 
YB913.6

ﾓ 

神様は少々私に手厳しい １ 守野 伊音 [著] 主婦の友社 
YB913.6

ﾓ 

神様は少々私に手厳しい ２ 守野 伊音 [著] 主婦の友社 
YB913.6

ﾓ 

神様は少々私に手厳しい ３ 守野 伊音 [著] 主婦の友社 
YB913.6

ﾓ 

神様は少々私に手厳しい ４ 守野 伊音 [著] 主婦の友社 
YB913.6

ﾓ 

神様は少々私に手厳しい ５ 守野 伊音 [著] 主婦の友社 
YB913.6

ﾓ 

神様は少々私に手厳しい ６ 守野 伊音 [著] 主婦の友社 
YB913.6

ﾓ 

託された子は、陰陽師！？ 出雲に新月が昇

る夜 
望月 麻衣 [著] ポプラ社 

YB913.6

ﾓ 

乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に

転生してしまった… ８ 
山口 悟 著 

一迅社、講談社

(発売) 

YB913.6

ﾔ 

弱キャラ友崎くん Ｌｖ．７ 屋久 ユウキ [著] 小学館 
YB913.6

ﾔ 

弱キャラ友崎くん Ｌｖ．８ 屋久 ユウキ [著] 小学館 
YB913.6

ﾔ 

少女庭国 矢部 嵩 著 早川書房 
YB913.6

ﾔ 

神様のコドモ 山田 悠介 [著] 幻冬舎 
YB913.6

ﾔ 

世界が終わる前に 山本 弘 著 東京創元社 
YB913.6

ﾔ 

バージンパンケーキ国分寺 雪舟 えま 著 集英社 
YB913.6

ﾕ 

まじなう柱に忍び侘べ 結城 光流 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾕ 

いまさら翼といわれても 米澤 穂信 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾖ 

ベルサイユのゆり マリー・アントワネット

の花籠 
吉川 トリコ 著 新潮社 

YB913.6

ﾖ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

ラストは絶対、想定外。 

いぬじゅん 著 小

鳥居 ほたる 著 

早迫 佑記 著 灰

芭 まれ 著 八谷 

紬 著 岸本 歩子 

著 櫻井 千姫 著 

スターツ出版 
YB913.6

ﾗ 

俺を好きなのはお前だけかよ １１ 駱駝 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾗ 

俺を好きなのはお前だけかよ １２ 駱駝 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾗ 

はたらく魔王さまのメシ！ 和ケ原 聡司 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾜ 

プラスマイナスゼロ 若竹 七海 [著] ポプラ社 
YB913.6

ﾜ 

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 

１４ 
渡 航 [著] 小学館 

YB913.6

ﾜ 

東京×異世界戦争 自衛隊、異界生物を迎撃

せよ 

鷲宮 だいじん 

[著] 
KADOKAWA 

YB913.6

ﾜ 

勇者のセガレ ４ 和ケ原 聡司 [著] KADOKAWA 
YB913.6

ﾜ 

理想のヒモ生活 １２ 渡辺 恒彦 [著] 

主婦の友インフォ

ス、主婦の友社

(発売) 

YB913.6

ﾜ 

きまぐれエトセトラ 星 新一 [著] KADOKAWA 
YB914.6

ﾎ 

きまぐれ体験紀行 星 新一 [著] KADOKAWA 
YB915.6

ﾎ 

円環宇宙の戦士少女 

クローディア・グレ

イ 著 中原 尚哉 

訳 

早川書房 
YB933.0

ｸ 

シャッターミー 炎の手をもつ少女 上 

タヘラ・マフィ 著 

金原 瑞人 訳 大

谷 真弓 訳 

潮出版社 
YB933.0

ﾏ 

シャッターミー 炎の手をもつ少女 下 

タヘラ・マフィ 著 

金原 瑞人 訳 大

谷 真弓 訳 

潮出版社 
YB933.0

ﾏ 

アンの愛情 
L.M.モンゴメリ 

著 松本 侑子 訳 
文藝春秋 

YB933.0

ﾓ 



 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

アンの青春 
L.M.モンゴメリ 

著 松本 侑子 訳 
文藝春秋 

YB933.0

ﾓ 

赤毛のアン 
L.M.モンゴメリ 

著 松本 侑子 訳 
文藝春秋 

YB933.0

ﾓ 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

ドリトル先生航海記 

ヒュー・ロフティン

グ [著] 福岡 伸

一 訳 

新潮社 
YB933.0

ﾛ 

星の王子さま 

サン=テグジュペリ 

著 倉橋 由美子 

訳 

文藝春秋 
YB953.0

ｻ 

家なき子 完訳 上 
エクトール・マロ 

[著] 村松 潔 訳 
新潮社 

YB953.0

ﾏ 

家なき子 完訳 下 
エクトール・マロ 

[著] 村松 潔 訳 
新潮社 

YB953.0

ﾏ 

  



 

 

 

  

ティーンズ図書 

ベストリーダー 



 

2019 年 1月から 12月までの間に、三鷹市立図書館で貸し出されたティーンズ向け図書のうち、貸出

回数の多いものを挙げたリストです。同じシリーズの作品は、一番上位のタイトルのみ表示していま

す。（※他、シリーズ〇冊と表示） 

ティーンズ図書：ベストリーダー（ノンフィクション） 

順位 貸出数 タイトル 著者 出版者 請求記号 

1 位 73 回 

東大教授がおしえるやばい日本

史 歴史ってすごいばかりじゃ

たのしくない 

本郷 和人監修 和

田 ラヂヲイラスト 

横山 了一マンガ 

滝乃 みわこ執筆 

ダイヤモンド

社 
Y281 

2 位 63 回 
勉強大全 ひとりひとりにフィ

ットする１からの勉強法 
伊沢 拓司 著 KADOKAWA Y376.8 

3 位 62 回 
中学生中間・期末テストの点数

がグンと伸びる勉強法 
高濱 正伸 監修 洋泉社 Y375 

4 位 60 回 君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 著 
マガジンハウ

ス 
Y159.5 

5 位 53 回 

父が娘に語る美しく、深く、壮

大で、とんでもなくわかりやす

い経済の話。 

ヤニス・バルファキ

ス著 関 美和訳 

ダイヤモンド

社 
Y330 

6 位 51 回 
友だち幻想 人と人の＜つなが

り＞を考える 
菅野 仁 著 筑摩書房 Y361.4 

6 位 51 回 

一度読んだら絶対に忘れない世

界史の教科書 公立高校教師 

ＹｏｕＴｕｂｅｒが書いた 

山崎 圭一 著 
SB クリエイテ

ィブ 
Y209 

8 位 50 回 いま君に伝えたいお金の話 村上 世彰 著 幻冬舎 Y338 

9 位 46 回 
火の鳥 ５  

※他、シリーズ４冊 
手塚 治虫 著 朝日新聞出版 Y726.1 

9 位 46 回 
女子のための「手に職」図鑑 

一生困らない 
華井 由利奈 著 光文社 Y366.2 

11 位 43 回 新１３歳のハローワーク 
村上 龍著 はまの 

ゆか絵 
幻冬舎 Y366.2 

11 位 43 回 せつない動物図鑑 
ブルック・バーカー

著 服部 京子訳 

ダイヤモンド

社 
Y480.4 

13 位 41 回 レゴすごいアイデア 

ダニエル・リプコー

ウィッツ著 五十嵐 

加奈子訳 

東京書籍 Y759 

13 位 41 回 
大学の学部・学科が一番よくわ

かる本 

四谷学院進学指導部 

編著 
アーク出版 Y376.8 

15 位 38 回 
「数学」の公式・定理・決まり

ごとがまとめてわかる事典 
涌井 良幸 著 ベレ出版 Y410.3 

15 位 38 回 
レゴレシピ いろんな車 ＣＡ

Ｒ ＡＮＤ ＴＲＵＣＫ ４０種！ 

ウォーレン・エルス

モア著 吉田 周市

訳 

玄光社 Y759 



 

ティーンズ図書：ベストリーダー（小説・物語） 

順位 貸出数 タイトル 著者 出版者 請求記号 

1 位 64 回 さよなら、田中さん 鈴木 るりか 著 小学館 Y913.6 

2 位 60 回 本と鍵の季節 米澤 穂信 著 集英社 Y913.6 

3 位 56 回 トラペジウム 高山 一実 著 KADOKAWA Y913.6 

4 位 54 回 君の膵臓をたべたい 住野 よる 著 双葉社 Y913.6 

5 位 53 回 
転生したらスライムだった件 

８ ※他、シリーズ 11冊 

伏瀬著 みっつばー

イラスト 

マイクロマガ

ジン社 
Y913.6 

6 位 53 回 
掟上今日子の乗車券 

※他、シリーズ２冊 
西尾 維新 著 講談社 Y913.6 

7 位 49 回 グリーン・グリーン あさの あつこ 著 徳間書店 Y913.6 

7 位 49 回 

５４字の物語 怪 意味がわかる

とゾクゾクする超短編小説 ゾク

編 

氏田 雄介 作・絵 PHP 研究所 Y913.6 

9 位 48 回 
鹿の王 上 

※他、シリーズ１冊 
上橋 菜穂子 著 KADOKAWA Y913.6 

10 位 44 回 

５秒後に意外な結末 ミノタウ

ロスの青い迷宮 

※他、シリーズ５冊 

桃戸 ハル 編著 

usi 絵 
学研プラス Y913.6 

11 位 43 回 
５４字の物語 意味がわかると

ゾクゾクする超短編小説 

氏田 雄介作 佐藤 

おどり絵 
PHP 研究所 Y913.6 

13 位 40 回 ふたご 藤崎 彩織 著 文藝春秋 Y913.6 

14 位 38 回 
桜風堂ものがたり 

※他、シリーズ１冊 
村山 早紀 著 PHP 研究所 Y913.6 

15 位 37 回 ジグソーパズル４８ 乾 くるみ 著 双葉社 Y913.6 

16 位 35 回 
もし文豪たちがカップ焼きそば

の作り方を書いたら 

神田 桂一著 菊池 

良著 
宝島社 Y913.7 

17 位 34 回 百貨の魔法 村山 早紀 著 ポプラ社 Y913.6 

17 位 34 回 １４歳、明日の時間割 鈴木 るりか 著 小学館 Y913.6 

19 位 32 回 その日、朱音は空を飛んだ 武田 綾乃 著 幻冬舎 Y913.6 

19 位 32 回 
明日の世界が君に優しくありま

すように 
汐見 夏衛 著 スターツ出版 Y913.6 

21 位 31 回 もものかんづめ さくら ももこ 著 集英社 Y914.6 

22 位 30 回 カラフル 森 絵都 著 講談社 Y913.6 

22 位 30 回 むこう岸 安田 夏菜 著 講談社 Y913.6 

  



 

ティーンズ図書：ベストリーダー（文庫） 

順位 貸出数 タイトル 著者 出版者 請求記号 

1 位 69 回 君の膵臓をたべたい 住野 よる 著 双葉社 YB913.6 

2 位 68 回 

ビブリア古書堂の事件手帖 扉

子と不思議な客人たち 

※他、シリーズ５冊 

三上 延 著 KADOKAWA YB913.6 

3 位 57 回 
ソードアート・オンライン２１

※他、シリーズ７冊 
川原 礫 著 KADOKAWA YB913.6 

3 位 57 回 図書館戦争 ※シリーズ 有川 浩 著 角川書店 YB913.6 

5 位 53 回 

ソードアート・オンラインオル

タナティブガンゲイル・オンラ

イン９ ※他、シリーズ１冊 

時雨沢 恵一著 川

原 礫原案・監修 
KADOKAWA YB913.6 

5 位 53 回 西の魔女が死んだ 梨木 香歩 著 新潮社 YB913.6 

7 位 52 回 君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 著 岩波書店 YB159.5 

8 位 47 回 カラフル 森 絵都 著 文藝春秋 YB913.6 

9 位 44 回 
三角の距離は限りないゼロ  

※他、シリーズ１冊 
岬 鷺宮 著 KADOKAWA YB913.6 

10 位 43 回 神様の御用人 ８ 浅葉 なつ 著 KADOKAWA YB913.6 

11 位 42 回 
鹿の王 １ ※他、シリーズ１

冊 
上橋 菜穂子 著 KADOKAWA YB913.6 

11 位 42 回 いなくなれ、群青 河野 裕 著 新潮社 YB913.6 

13 位 40 回 

やはり俺の青春ラブコメはまち

がっている。１※他、シリーズ

１冊 

渡 航 著 小学館 YB913.6 

13 位 40 回 
月の影影の海 上「十二国記」

※他、シリーズ３冊 
小野 不由美 著 新潮社 YB913.6 

15 位 37 回 
ケーキ王子の名推理（スペシャ

リテ）３ ※他、シリーズ１冊 
七月 隆文 著 新潮社 YB913.6 

15 位 37 回 
はたらく魔王さま！２０ 

※他、シリーズ３冊 
和ケ原 聡司 著 KADOKAWA YB913.6 

17 位 36 回 異世界食堂 ５ 犬塚 惇平 著 
主婦の友イン

フォス 
YB913.6 

17 位 36 回 
Ｒｅ：ゼロから始める異世界生

活１８ ※他、シリーズ２冊 
長月 達平 著 KADOKAWA YB913.6 

19 位 35 回 妖怪アパートの幽雅な日常 １ 香月 日輪 著 講談社 YB913.6 

20 位 34 回 
七つの魔剣が支配する 

※他、シリーズ１冊 
宇野 朴人 著 KADOKAWA YB913.6 

21 位 33 回 旅猫リポート 有川 浩 著 講談社 YB913.6 

21 位 33 回 
やはり俺の青春ラブコメはまち

がっている。 １３ 
渡 航 著 小学館 YB913.6 

  



 

ティーンズ世代（13～19歳）が読んでいる図書のうち、貸出が多いもののリストです。同じシリーズの作品

は、一番上位のタイトルのみ表示しています。（※他、シリーズ〇冊と表示） 

ティーンズ世代のベストリーダー 
順位 貸出数 タイトル 著者 出版者 請求記号 

1 位 29 回 
やはり俺の青春ラブコメはまちがっ

ている。１※他、シリーズ 
渡 航 著 小学館 YB913.6 

2 位 25 回 

できる iPhone ６s パーフェクトブ

ック困った！＆便利ワザ大全 

docomo au SoftBank 必ず役立つワ

ザ＆キーワード４８５ 

松村 太郎著 森 亨

著 できるシリーズ編

集部著 

インプレス 694.6 

2 位 25 回 
小説を書きたい人の本 コツさえつ

かめば小説は誰でも書ける！ 

誉田 龍一著 校條 

剛監修 
成美堂出版 901.3 

2 位 25 回 
先生は教えてくれない大学のトリセ

ツ 
田中 研之輔著 筑摩書房 Y377.1 

5 位 24 回 
中学生中間・期末テストの点数がグ

ンと伸びる勉強法 
高濱 正伸監修 洋泉社 Y375 

6 位 22 回 人間失格 太宰 治著 ぶんか社 B913.6 

6 位 22 回 
ソードアート・オンライン １７ 

※他、シリーズ 19 冊 
川原 礫著 KADOKAWA YB913.6 

6 位 22 回 
「数学」の公式・定理・決まりごと

がまとめてわかる事典 
涌井 良幸 著 ベレ出版 Y410.3 

9 位 21 回 
Ｗｅｂマンガの技術 ゼロから学ぶ

プロの技 

泡沫著 佐木郁著 世

紀末著 にいち著 
KADOKAWA 726.1 

9 位 21 回 図書館戦争 ※他、シリーズ１冊 有川 浩 著 角川書店 YB913.6 

11 位 19 回 

速攻おいしい！朝ラク弁当ＢＥＳＴ

３００ バリエーション豊富！人気

おかずが大集合 

吉田 瑞子 著 宝島社 596.4 

12 位 18 回 

食べても太らない世界一美しくやせ

るダイエット ２週間で５キロ減か

らはじめる 

王 尉青 著 三笠書房 B498.5 

12 位 18 回 
大学の学部・学科が一番よくわかる

本 

四谷学院進学指導部 

編著 
アーク出版 Y376.8 

12 位 18 回 
三角の距離は限りないゼロ 

※他、シリーズ１冊 
岬 鷺宮 著 KADOKAWA YB913.6 

12 位 18 回 マスカレード・ホテル 東野 圭吾 著 集英社 913.6 

12 位 18 回 
マーカーは楽しい プロに聞く実践

テクニック 

くらもち ふさこほか

著 
玄光社 Y726.5 

17 位 17 回 混物語 ※他、シリーズ２冊 西尾 維新 著 講談社 913.6 

17 位 17 回 チーム・バチスタの栄光 上 海堂 尊 著 宝島社 B913.6 

17 位 17 回 

ソードアート・オンラインオルタナ

ティブガンゲイル・オンライン ９

※他、シリーズ２冊 

時雨沢 恵一著 川原 

礫原案・監修 
KADOKAWA YB913.6 

17 位 17 回 
Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 

１２ ※他、シリーズ 12冊 
長月 達平著 KADOKAWA YB913.6 

21 位 16 回 ファウスト 下 ゲーテ著 講談社 B942 

21 位 16 回 
ノーゲーム・ノーライフ ９  

※他、シリーズ８冊 
榎宮 祐 著イラスト KADOKAWA YB913.6 

  



 

順位 貸出数 タイトル 著者 出版者 請求記号 

21 位 16 回 
転生したらスライムだった件 

11※他、シリーズ３冊 

伏瀬 著 みっつばー 

イラスト 

マイクロマガジ

ン社 
Y913.6 

21 位 16 回 

大切な靴と長くつきあうための靴磨

き・手入れがよくわかる本 様々な

素材・加工・デザイン・用途別特徴

と取り扱い方を紹介 

飯野 高広 著 池田書店 584.7 

21 位 16 回 童話作家のおかしな毎日 富安 陽子 作 偕成社 914.6 

26 位 15 回 ジュニア空想科学読本 １５ 柳田理科雄 著  KADOKAWA 404 

26 位 15 回 か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる著 新潮社 913.6 

26 位 15 回 

お花とパールのやさしいアクセサリ

ー 金属アレルギーでもつけられ

る！ 

清水 真理著 吉田 

彩乃著 
KADOKAWA 594 

26 位 15 回 君は月夜に光り輝く 佐野 徹夜 著 KADOKAWA B913.6 

30 位 14 回 
ようこそ実力至上主義の教室へ ９ 

※他、シリーズ３冊 
衣笠 彰梧 著 KADOKAWA YB913.6 

30 位 14 回 博士の愛した数式 小川 洋子 著 新潮社 913.6 

30 位 14 回 いなくなれ、群青 河野 裕 著 新潮社 YB913.6 

30 位 14 回 
ケーキ王子の名推理（スペシャリ

テ） ３ 
七月 隆文 著 新潮社 YB913.6 

30 位 14 回 
男女の顔の描き分け 角度別・年齢

別・表情別のキャラデッサン 
YANAMi 著 ホビージャパン Y726.1 

30 位 14 回 よるのばけもの 住野 よる 著 双葉社 913.6 

30 位 14 回 

ホットケーキミックスなら簡単！３

００レシピ おやつ パン イベント

お菓子も 

主婦の友社 編 主婦の友社 596.6 

37 位 13 回 痴人の愛 谷崎 潤一郎 著 新潮社 B913.6 

37 位 13 回 少女 湊 かなえ 著 双葉社 B913.6 

37 位 13 回 
都会（まち）のトム＆ソーヤ １６ 

※他、シリーズ１冊 

はやみね かおる著 

にしけいこ画 
講談社 91 

37 位 13 回 七つの魔剣が支配する 宇野 朴人 著 KADOKAWA YB913.6 

37 位 13 回 むかし僕が死んだ家 東野 圭吾 著 講談社 B913.6 

42 位 12 回 君の膵臓をたべたい 住野 よる 著 双葉社 Y913.6 

42 位 12 回 僕は友達が少ない １０ 平坂 読 著 KADOKAWA YB913.6 

42 位 12 回 変身 カフカ著 新潮社 B943 

42 位 12 回 天使は奇跡を希う 七月 隆文 著 文藝春秋 YB913.6 

42 位 12 回 超簡単！お弁当のおかず   扶桑社 596.4 

42 位 12 回 活版印刷三日月堂 星たちの栞 ほしお さなえ 著 ポプラ社 B913.6 

42 位 12 回 
明日の世界が君に優しくありますよ

うに 
汐見 夏衛 著 スターツ出版 Y913.6 

42 位 12 回 はたらく魔王さま！ １ 和ケ原 聡司 著 アスキー YB913.6 

42 位 12 回 謎解きはディナーのあとで１ 東川 篤哉 著 小学館 913.6 

42 位 12 回 また、同じ夢を見ていた 住野 よる 著 双葉社 913.6 

 

 

  



 

  

             

■中高生におススメ！ＰＯＰ大賞とは 

 みなさんの、本を読んで「面白かった！」「ぜひ読んで 

ほしい！」という感動を「ＰＯＰ」という形で、中高生を中心に 

ティーンズ世代（10代）へ「おススメ」します。 

毎年 7月頃に、ＰＯＰ作品を募集して三鷹図書館(本館)に 

展示し、来館者の投票により受賞作品を決定しています。  

 

※ＰＯＰ（ポップ）とは…書店などで使われる本の魅力を 

伝える小さなカード。 

第７回 中高生におススメ！ 

POP 大賞 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

図書館長賞 
「氷菓」 

 米澤穂信 角川書店 

最優秀賞 
「檸檬」 

 梶井基次郎  新潮文庫 

優秀賞 
「虫ぎらいはなおるかな？」 

  金井真紀  理論社 

 

 

 
 

図書館協議会賞 
「星新一ちょっと長めのショートショート」 

 星新一 理論社 

 



 

  

佳作 
「ビブリア古書堂の事件手帖」 

 三上延 メディアワークス 

佳作 
「横浜駅 SF」 

 柞刈湯葉 カドカワ BOOKS 

佳作 
「狼王ロボ」 

  シートン 集英社  

 

 

 

佳作 
「中学時代にしておく５０のこと」 

 中谷彰宏 PHP 研究所 
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