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ティーンズ図書目録 

2021 

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 

10代のみなさんへ 



  

 



 

      図書館利用のQ&A  

 

Q1 ティーンズ図書ってなに？ 

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、ティーンズ世代へ提供する本を「ティーンズ図書」と 

呼び、三鷹市立図書館では「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？ 

 ティーンズ向けの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。 

文庫本はティーンズ文庫として別置しています。 

 ※ティーンズ図書は請求記号の最初に「Ｔ」がついています。 

 ※ティーンズ文庫は請求記号の最初に「ＴＢ」がついています。 

 

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。 

   ティーンズ文庫を別置しています。 

 

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？ 

 

図書館の本はテーマごとに分類されていて、背表紙に分類番号がついています。 

分類番号とは、下記の表のように「日本十進分類法(NDC)」に基づいて、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。 

図書館の本は、この分類ごとに並べられています。分類番号は、いわば本の「住所」です。 

 

 

 

 

 

 

図書館の資料は各館に設置されている館内検索用パソコンや三鷹市立図書館ホームページ 

 （https://www.library.mitaka.tokyo.jp）から検索することができます。 

ティーンズ向け資料は、【別置記号】の項目で、「ティーンズ資料」または「ティーンズ文庫資料」 

を選択すると、簡単に検索することができます。 

 

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) 
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ティーンズ図書目録 2021年版 

 

『三鷹市立図書館ティーンズ図書目録 2021 年版』は、2020 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。  

 

目 次 

 

０ 総記・事典・全集・雑学 Ｐ２～４ 

１ 哲学・宗教・占い・オカルト Ｐ４～６ 

２ 歴史・地理・ガイド Ｐ６～８ 

３ 社会科学（社会・法律・学校生活） Ｐ８～１５ 

４ 自然科学（科学・天文・自然） Ｐ１５～２０ 

５ 工業（機械・工作・料理・手芸） Ｐ２０～２４ 

６ 産業・テレビ・ラジオ・鉄道 Ｐ２４～２５ 

７ 芸術・音楽・スポーツ・ゲーム Ｐ２５～３１ 

８ 語学（英語 etc） Ｐ３１～３３ 

９ 文学（詩集・小説・エッセイ・紀行） Ｐ３３～４５ 

文庫 Ｐ４５～５９ 

ティーンズ図書ベストリーダー Ｐ６０～６４ 

第８回 中高生におススメ！POP 大賞 Ｐ６５～６７ 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

０分類（総記） 

中高生の悩みを「理系センス」で解決する

40のヒント(心の友だち) 
竹内薫／著 PHP研究所 2020 T002.0 

人間を究める(スタディサプリ三賢人の学問

探究ノート 1 今を生きる学問の最前線読

本) 

松尾豊／著 長谷

川眞理子／著 廣

野由美子／著 ス

タディサプリ進路

／編 

ポプラ社 2020 T002.0 

Scratchではじめる機械学習－作りながら楽

しく学べる AIプログラミング－ 

石原淳也／著 倉

本大資／著 阿部

和広／監修 

オライリー・ジャ

パン 
2020 T007.1 

13歳からの「ネットのルール」－誰も傷つ

けないためのスマホリテラシーを身につける

本－ 

小木曽健／監修 
メイツユニバーサ

ルコンテンツ 
2020 T007.3 

ネットと SNSを安全に使いこなす方法(U18

世の中ガイドブック) 

ルーイ・ストウェ

ル／著 小寺敦子

／訳 

東京書籍 2020 T007.3 

超初心者のためのWeb作成特別講座－全国

中学高校Webコンテスト認定教科書－ 

永野和男／編著 

望月なを子／著 

小川布志香／著 

他 

日本能率協会マネ

ジメントセンター 
2020 T007.6 

Python超入門－モンティと学ぶはじめての

プログラミング－ 
及川えり子／著 オーム社 2020 T007.6 

司書のお仕事 2(ライブラリーぶっくす) 

本との出会いを届けます 

大橋崇行／著 小

曽川真貴／監修 
勉誠出版 2020 T013.1 

「読む」って、どんなこと?(教養・文化シリ

ーズ NHK 出版学びのきほん) 
高橋源一郎／著 NHK 出版 2020 T019.1 

もっとある!学校図書館の司書が選ぶ小中高

生におすすめの本 220(なるには BOOKS 別

巻) 

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 2020 T019.5 

若い人のための 10冊の本(ちくまプリマー新

書 339) 
小林康夫／著 筑摩書房 2019 T019.5 

まなの本棚 芦田愛菜／著 小学館 2019 T019.9 

現代用語の基礎知識学習版 2020-2021 
現代用語検定協会

／監修 
自由国民社 2020 T031.0 

ギネス世界記録 2021 

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 
2020 T031.5 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

小学生なら 1秒で答える!大人を悩ますクイ

ズ 

知的生活追跡班／

編 
青春出版社 2020 T031.7 

高校生と考える日本の論点 2020-2030(桐光

学園大学訪問授業) 

桐光学園中学校・

高等学校／編 沢

木耕太郎／ほか述 

左右社 2020 T041.0 

明日から使える死亡フラグ図鑑 茶んた／著 宝島社 2020 T049.0 

奇跡の論文図鑑－ありえないネタを、クリエ

イティブに!－ 

NHK「ろんぶ～

ん」制作班／編著 
NHK 出版 2020 T049.0 

日本のこびと大全－おでかけポケット図鑑－

山や森林編 

なばたとしたか／

さく 
ロクリン社 2020 T049.0 

その情報はどこから?－ネット時代の情報選

別力－(ちくまプリマー新書 320) 
猪谷千香／著 筑摩書房 2019 T070.0 

オリンピック・パラリンピックを学ぶ(岩波

ジュニア新書 911) 
後藤光将／編著 岩波書店 2020 T081.0 

過労死しない働き方－働くリアルを考える－

(岩波ジュニア新書 924) 
川人博／著 岩波書店 2020 T081.0 

議会制民主主義の活かし方－未来を選ぶため

に－(岩波ジュニア新書 918) 
糠塚康江／著 岩波書店 2020 T081.0 

きみのまちに未来はあるか?－「根っこ」か

ら地域をつくる－(岩波ジュニア新書 915) 

除本理史／著 佐

無田光／著 
岩波書店 2020 T081.0 

こころと身体の心理学(岩波ジュニア新書 

923) 
山口真美／著 岩波書店 2020 T081.0 

10代から考える生き方選び(岩波ジュニア新

書 920) 
竹信三恵子／著 岩波書店 2020 T081.0 

障害者とともに働く(岩波ジュニア新書 

925) 

藤井克徳／著 星

川安之／著 
岩波書店 2020 T081.0 

新・大学でなにを学ぶか(岩波ジュニア新書 

912) 
上田紀行／編著 岩波書店 2020 T081.0 

繊細すぎてしんどいあなたへ－HSP 相談室

－(岩波ジュニア新書 919) 
串崎真志／著 岩波書店 2020 T081.0 

できちゃいました!フツーの学校(岩波ジュニ

ア新書 922) 

富士晴英とゆかい

な仲間たち／著 
岩波書店 2020 T081.0 

統計学をめぐる散歩道－ツキは続く?続かな

い?－(岩波ジュニア新書 913) 
石黒真木夫／著 岩波書店 2020 T081.0 

読解力を身につける(岩波ジュニア新書 

914) 
村上慎一／著 岩波書店 2020 T081.0 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

博士の愛したジミな昆虫(岩波ジュニア新書 

916) 

金子修治／編著 

鈴木紀之／編著 

安田弘法／編著 

岩波書店 2020 T081.0 

人は見た目!と言うけれど－私の顔で,自分ら

しく－(岩波ジュニア新書 926) 
外川浩子／著 岩波書店 2020 T081.0 

一人で思う、二人で語る、みんなで考える－

実践!ロジコミ・メソッド－(岩波ジュニア新

書 921) 

追手門学院大学成

熟社会研究所／編 
岩波書店 2020 T081.0 

ボランティアをやりたい!－高校生ボランテ

ィア・アワードに集まれ－(岩波ジュニア新

書 910) 

さだまさし／編 

風に立つライオン

基金／編 

岩波書店 2019 T081.0 

ものがたり日本音楽史(岩波ジュニア新書 

909) 
徳丸吉彦／著 岩波書店 2019 T081.0 

有権者って誰?(岩波ジュニア新書 917) 藪野祐三／著 岩波書店 2020 T081.0 

「空気」を読んでも従わない－生き苦しさか

らラクになる－(岩波ジュニア新書 893) 
鴻上尚史／著 岩波書店 2019 T081.0 

１分類（哲学） 

14歳の教室－どう読みどう生きるか－ 若松英輔／著 NHK 出版 2020 T104.0 

思考の教室－じょうずに考えるレッスン－ 戸田山和久／著 NHK 出版 2020 T116.0 

14歳からの哲学サロン－古きをたずねて新

しきを知る－ 
板生いくえ／著 銀の鈴社 2020 T130.0 

君は君の道をゆけ 
齋藤孝／著 東元

俊哉／作画 
ワニブックス 2020 T134.9 

ぼくらの中の「トラウマ」－いたみを癒すと

いうこと－(ちくまプリマー新書 342) 
青木省三／著 筑摩書房 2020 T146.1 

孤独の夜に寄り添う 117の言葉－明日いい

ことが必ず起こる－ 
しみずたいき／著 大和書房 2019 T146.8 

10代から身につけたいギリギリな自分を助

ける方法 
井上祐紀／著 KADOKAWA 2020 T146.8 

魚の雨が降ってきた(3分でのぞく不思議・

謎・怪奇) 

藤田能成／文 貞

次郎／挿画 
金の星社 2020 T147.0 

死後の世界を見た!?(3分でのぞく不思議・

謎・怪奇) 

藤田晋一／文 貞

次郎／挿画 
金の星社 2020 T147.0 

日本のオカルト 150年史－日本人はどんな

超常世界を目撃してきたか－ 
秋山眞人／著 河出書房新社 2020 T147.0 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

ネッシーはいるのか?(3分でのぞく不思議・

謎・怪奇) 

藤田晋一／文 貞

次郎／挿画 
金の星社 2020 T147.0 

パワーストーン大事典－203種の石の詳細デ

ータ&幸運を呼ぶ 170の組み合わせを紹介!

－ 

マダム・マーシ／

著 
学研プラス 2020 T147.0 

ポルターガイスト(3分でのぞく不思議・

謎・怪奇) 

船木妙子／文 貞

次郎／挿画 
金の星社 2020 T147.0 

未確認飛行物体(3分でのぞく不思議・謎・

怪奇) 

藤田晋一／文 貞

次郎／挿画 
金の星社 2020 T147.0 

ムー ビジュアル&アート集 
「ムー」編集部／

監修 
玄光社 2020 T147.0 

シャングリラ占星術－あなたを守護する 27

の聖獣占い－ 
竹本光晴／著 あさ出版 2020 T148.8 

友だちってなんだろう?－ひとりになる勇

気、人とつながる力－ 
齋藤孝／著 誠文堂新光社 2020 T158.0 

今日から始めるコツコツのコツ－トップラン

ナー11人が夢を叶えるために大切にしたこ

と－ 

コツコツブック制

作委員会／編 

コツコツブック制

作委員会 
2020 T159.0 

13歳から分かる!7つの習慣－自分を変える

レッスン－ 

「7つの習慣」編

集部／監修 大西

洋／イラスト 

日本図書センター 2020 T159.0 

女子高生と魔法のノート－大人も知らない夢

の見つけ方－ 
角谷ケンイチ／著 

ディスカヴァービ

ジネスパブリッシ

ング 

2020 T159.0 

なぜきみは生きるのか－10歳からの人生哲

学－ 
大坪信之／著 

幻冬舎メディアコ

ンサルティング 
2019 T159.5 

「これからの世界」を生きる君に伝えたいこ

と 
ウスビ・サコ／著 大和書房 2020 T159.7 

「死にたい」「消えたい」と思ったことがあ

るあなたへ(14歳の世渡り術) 

河出書房新社／編 

磯野真穂／ほか著 
河出書房新社 2020 T159.7 

10代のための生きるヒント－みんなとちが

っても大丈夫!－ 
笹田夕美子／著 

シャスタインター

ナショナル 
2019 T159.7 

10代の「めんどい」が楽になる本 
内田和俊／著 石

山さやか／マンガ 
KADOKAWA 2020 T159.7 

17歳－自分のことを愛せないと誰のことも

愛せない－ 
ひかりんちょ／著 KADOKAWA 2020 T159.7 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

14歳の青い空－もっと心が強くなるヒント

57－ 
竹村早智子／著 

幻冬舎メディアコ

ンサルティング 
2020 T159.7 

世界に通じる「実行力」の育てかた－はじめ

の一歩を踏み出そう－ 
小林りん／著 

日経 BP日本経済

新聞出版本部 
2020 T159.7 

泣いたあとは、新しい靴をはこう。－10代

のどうでもよくない悩みに作家が言葉で向き

合ってみた－ 

日本ペンクラブ／

編 
ポプラ社 2019 T159.7 

未来の自分に出会える古書店 齋藤孝／著 文藝春秋 2020 T159.7 

モヤモヤしている女の子のための読書案内

(14歳の世渡り術) 
堀越英美／著 河出書房新社 2020 T159.7 

死の講義－死んだらどうなるか、自分で決め

なさい－ 
橋爪大三郎／著 ダイヤモンド社 2020 T160.4 

ギリシャ神話キャラクター事典－世界一よく

わかる!－ 

オード・ゴエミン

ヌ／著 松村一男

／監修 ダコスタ

吉村花子／訳 

グラフィック社 2020 T164.3 

禅ってなんだろう?－あなたと知りたい身心

を調えるおしえ－(中学生の質問箱) 
石井清純／著 平凡社 2020 T188.8 

２分類（歴史・地理） 

暗記がいらない世界史の教科書－本当の教養

を身につける－ 
神野正史／著 PHP研究所 2020 T209.0 

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－経済編 
山崎圭一／著 SBクリエイティブ 2020 T209.0 

ヴィジュアル歴史百科 
DK社／編著 小

林朋則／訳 
原書房 2020 T209.0 

世界の歴史大年表－ビジュアル版－ 

定延由紀／訳 李

聖美／訳 中村佐

千江／訳 伊藤理

子／訳 

創元社 2020 T209.0 

世界史－300点の写真とイラストで大図解 

人類 1000万年の歴史がこの 1冊でわかる－ 

ジェレミー・ブラ

ック／著 藤崎衛

／監訳 下田明子

／訳 

ニュートンプレス 2020 T209.0 

知識ゼロからの戦争史入門 祝田秀全／著 幻冬舎 2020 T209.0 

だから拙者は負けました。－日本史の敗者た

ちの“しくじり”と言い訳－ 
本郷和人／監修 宝島社 2020 T210.0 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

日本史でたどるニッポン(ちくまプリマー新

書 344) 
本郷和人／著 筑摩書房 2020 T210.0 

4コマで日本史－日本をみなおす 50の視点

－ 

小越建典／著 中

里裕司／監修 
山川出版社 2020 T210.0 

歴史とは靴である(17歳の特別教室) 磯田道史／著 講談社 2020 T210.0 

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／著 SBクリエイティブ 2019 T210.1 

子どもたちに語る日中二千年史(ちくまプリ

マー新書 346) 
小島毅／著 筑摩書房 2020 T210.1 

東大教授がおしえる日本史をつかむ図鑑 山本博文／監修 二見書房 2020 T210.1 

流れが見えてくる日本史図鑑－イラストでサ

クッと理解－ 

かみゆ歴史編集部

／編著 
ナツメ社 2020 T210.1 

のほほん日本史入門－カタチで覚える!ギャ

グで覚える!－ 

玉先生／著 本郷

和人／監修 
日本図書センター 2020 T210.1 

失われた世界への時間旅行－冒険考古学－

(13歳からの考古学) 

堤隆／著 北住ユ

キ／画 
新泉社 2019 T210.2 

はじめての日本古代史(ちくまプリマー新書 

341) 
倉本一宏／著 筑摩書房 2019 T210.3 

13歳のきみと、戦国時代の「戦」の話をし

よう。 
房野史典／著 幻冬舎 2020 T210.4 

超リアル戦国武士と忍者の戦い図鑑 
小和田哲男／監修 

山田雄司／監修 
G.B. 2020 T210.4 

ビジュアル入門江戸時代の文化－京都・大坂

で花開いた元禄文化－ 
深光富士男／著 河出書房新社 2020 T210.5 

ビジュアル入門江戸時代の文化－江戸で花開

いた化政文化－ 
深光富士男／著 河出書房新社 2020 T210.5 

はじめての昭和史(ちくまプリマー新書 

356) 
井上寿一／著 筑摩書房 2020 T210.7 

これならわかる沖縄の歴史 Q&A 第 2版 楳澤和夫／著 大月書店 2020 T219.9 

ざんねんな三国志 真山知幸／著 一迅社 2020 T222.0 

世界史劇場天才ビスマルクの策謀－臨場感あ

ふれる解説で、楽しみながら歴史を“体感”で

きる 鉄血宰相はいかにしてヨーロッパの国

際関係を操ったのか 

神野正史／著 ベレ出版 2020 T234.0 

東大名誉教授がおしえるやばい世界史 

本村凌二／監修 

和田ラヂヲ／イラ

スト 亀／マンガ 

滝乃みわこ／執筆 

ダイヤモンド社 2019 T280.0 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

天才たちの人生図鑑－教養としての世界史 

100 world geniuses－ 
山崎圭一／監修 宝島社 2020 T280.4 

世界の国旗の「えっ!」 吹浦忠正／著 主婦の友社 2020 T288.9 

中学生からの超口語訳信長公記 濱田浩一郎／著 ベストブック 2020 T289.1 ﾊ 

アレクサンドロス大王(ちくまプリマー新書 

362 よみがえる天才 4) 
澤田典子／著 筑摩書房 2020 T289.3 ｱ 

ネルソン・マンデラ－信念は社会を変えた!

シリーズの指針として－([信念は社会を変え

た!]) 

セロ・ハタン／著 

ヴァーン・ハリス

／著 原田勝／訳 

あすなろ書房 2020 T289.3 ﾏ 

イラストで学ぶ地理と地球科学の図鑑 

柴山元彦／日本語

版監修 中川昭男

／日本語版監修 

東辻千枝子／訳 

創元社 2020 T290.1 

旅が好きだ!－21人が見つけた新たな世界へ

の扉－(14歳の世渡り術) 

河出書房新社／編 

角田光代／ほか著 
河出書房新社 2020 T290.9 

３分類（社会科学） 

社会を究める(スタディサプリ三賢人の学問

探究ノート 2 今を生きる学問の最前線読

本) 

若新雄純／著 水

無田気流／著 小

川仁志／著 スタ

ディサプリ進路／

編 

ポプラ社 2020 T300.0 

池上彰の世界の見方 インド－混沌と発展の

はざまで－ 
池上彰／著 小学館 2020 T302.25 

シリアで猫を救う 

アラー・アルジャ

リール／著 ダイ

アナ・ダーク／著 

大塚敦子／訳 

講談社 2020 T302.27 

社会を知るためには(ちくまプリマー新書 

359) 
筒井淳也／著 筑摩書房 2020 T304.0 ﾂ 

ポストコロナ期を生きるきみたちへ(犀の教

室 Liberal Arts Lab) 

内田樹／編 斎藤

幸平／著 青木真

兵／著 他 

晶文社 2020 T304.0 ﾎ 

16歳のデモクラシー－受験勉強で身につけ

るリベラルアーツ－ 
佐藤優／著 晶文社 2020 T311.7 

13歳からの天皇制－憲法の仕組みに照らし

て考えよう－ 
堀新／著 かもがわ出版 2020 T313.6 

公務員という仕事(ちくまプリマー新書 

354) 
村木厚子／著 筑摩書房 2020 T317.3 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

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 
2020 T320.0 

法学を学ぶのはなぜ?－気づいたら法学部、

にならないための法学入門－ 
森田果／著 有斐閣 2020 T320.7 

檻を壊すライオン－時事問題で学ぶ憲法－ 楾大樹／著 かもがわ出版 2020 T323.1 

憲法の子－親から子へとつなぐ自由と希望の

礎－ 

中谷彰吾／著 あ

おきてつお／作画 
自由国民社 2020 T323.1 

はじめての憲法(ちくまプリマー新書 340) 篠田英朗／著 筑摩書房 2019 T323.1 

12歳の少女が見つけたお金のしくみ－小学

6年生がやさしく解き明かした経済学の基本

－ 

泉美智子／著 水

元さきの／漫画 

モドロカ／イラス

ト 他 

宝島社 2020 T331.0 

16歳からのはじめてのゲーム理論－“世の中

の意思決定”を解き明かす 6.5個の物語－ 
鎌田雄一郎／著 ダイヤモンド社 2020 T331.1 

図解でわかる 14歳から考える資本主義 
インフォビジュア

ル研究所／著 
太田出版 2020 T332.0 

カカ・ムラド～ナカムラのおじさん 

ガフワラ／原作 

さだまさし／ほか

訳・文 

双葉社 2020 T333.8 

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／著 大月書店 2019 T334.4 

学校では教えてくれない稼ぐ力の身につけ方

－AI時代にサバイバルするこども起業力!－ 

小幡和輝／著 若

林杏樹／マンガ 
小学館 2020 T335.0 

知識経験ゼロからのフリーランス働き方相談

所 

岡久／著 

MonAmie／著 
自由国民社 2020 T335.0 

明日話したくなるお金の歴史 
阿部泉／執筆・監

修 
清水書院 2020 T337.2 

お金のしくみを知りかしこく扱う方法(U18

世の中ガイドブック) 

ジェーン・ビンハ

ム／著 ホリー・

バシー／著 小寺

敦子／訳 

東京書籍 2020 T338.0 

高校生のための税金入門 小塚真啓／編著 三省堂 2020 T345.0 

13歳からの税 三木義一／監修 かもがわ出版 2020 T345.0 

統計から見えてくる世界のミライ－

Population Everyday Life Economy Industry 

Environment 

井田仁康／監修 学研プラス 2020 T350.9 

あなたを閉じこめる「ずるい言葉」－10代

から知っておきたい－ 
森山至貴／著 WAVE 出版 2020 T361.45 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

あなたの不安を解消する方法がここに書いて

あります。(14歳の世渡り術) 
吉田尚記／著 河出書房新社 2020 T361.45 

賀茂川コミュニケーション塾－ビブリオバト

ルから人工知能まで－(教養みらい選書 

005) 

谷口忠大／著 世界思想社 2019 T361.45 

フェイクニュースがあふれる世界に生きる君

たちへ 
森達也／著 

ミツイパブリッシ

ング 
2019 T361.45 

365日で知る現代オタクの教養 ライブ／編著 カンゼン 2020 T361.50 

他者を感じる社会学－差別から考える－(ち

くまプリマー新書 363) 
好井裕明／著 筑摩書房 2020 T361.80 

なぜ僕らは働くのか－君が幸せになるために

考えてほしい大切なこと－ 
池上彰／監修 学研プラス 2020 T366.0 

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 ワー

クルールってなんだ? 

上西充子／監修 

朝倉千夏／イラス

ト 

旬報社 2019 T366.1 

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 こん

なときこそワークルール! アルバイト編 

上西充子／監修 

朝倉千夏／イラス

ト 

旬報社 2019 T366.1 

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 こん

なときこそワークルール! 就活・就職編 

上西充子／監修 

朝倉千夏／イラス

ト 

旬報社 2019 T366.1 

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 ワー

クルールでつくる豊かな社会 

上西充子／監修 

朝倉千夏／イラス

ト 

旬報社 2019 T366.1 

AIエンジニアになるには(なるには BOOKS 

155) 
丸山恵／著 ぺりかん社 2020 T366.2 

教育業界で働く(なるには BOOKS 補巻 25) 三井綾子／著 ぺりかん社 2020 T366.2 

行政書士になるには(なるには BOOKS 

108) 
三田達治／編著 ぺりかん社 2020 T366.2 

ゲーム業界で働く(なるには BOOKS 補巻

26) 

小杉眞紀／著 山

田幸彦／著 
ぺりかん社 2020 T366.2 

検察官になるには(なるには BOOKS 130) 飯島一孝／著 ぺりかん社 2020 T366.2 

建築士の一日(暮らしを支える仕事見る知る

シリーズ 10代の君の「知りたい」に答え

ます) 

WILLこども知育

研究所／編著 
保育社 2020 T366.2 

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!－'22年版 
加藤敏明／監修 成美堂出版 2020 T366.2 

国際公務員になるには(なるには BOOKS 

83) 
横山和子／著 ぺりかん社 2020 T366.2 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

裁判官になるには(なるには BOOKS 132) 飯島一孝／著 ぺりかん社 2020 T366.2 

自衛官になるには(なるには BOOKS 114) 岡田真理／著 ぺりかん社 2020 T366.2 

10代のための資格・検定－可能性を広げる

道しるべ－ 

大泉書店編集部／

編 
大泉書店 2020 T366.2 

特別支援学校教諭になるには(なるには

BOOKS 66) 

松矢勝宏／編著 

宮崎英憲／編著 

高野聡子／編著 

ぺりかん社 2020 T366.2 

2030年のハローワーク－5分でわかる 10年

後の自分－ 
図子慧／著 KADOKAWA 2019 T366.2 

パイロットの一日(暮らしを支える仕事見る

知るシリーズ 10代の君の「知りたい」に

答えます) 

WILLこども知育

研究所／編著 
保育社 2020 T366.2 

福祉業界で働く(なるには BOOKS 補巻 24) 戸田恭子／著 ぺりかん社 2020 T366.2 

ミュージアムを知ろう－中高生からの美術

館・博物館入門－(なるには BOOKS 別巻) 
横山佐紀／著 ぺりかん社 2020 T366.2 

薬剤師になるには(なるには BOOKS 58) 井手口直子／編著 ぺりかん社 2020 T366.2 

ヤングアダルトの本－将来の仕事・資格に出

会う 3000冊－ 

日外アソシエーツ

株式会社／編集 
日外アソシエーツ 2020 T366.2 

幼稚園教諭になるには(なるには BOOKS 

56) 
大豆生田啓友／著 ぺりかん社 2019 T366.2 

日本の給料&職業図鑑 決定版 給料 BANK／著 宝島社 2020 T366.4 

LGBT ってなんだろう?－自認する性・から

だの性・好きになる性・表現する性－ 改訂

新版 

藥師実芳／笹原千

奈未／古堂達也／

小川奈津己／著 

合同出版 2019 T367.9 

LGBT ヒストリーブック－絶対に諦めなかっ

た人々の 100年の闘い－ 

ジェローム・ポー

レン／著 北丸雄

二／訳 

サウザンブックス

社 
2019 T367.9 

好きな人に触れたくなるのは、どうして?－

北欧に学ぶ恋愛とセックスの本－ 

サビーネ・レミレ

／文 ラスムス・

ブラインホイ／絵 

枇谷玲子／訳 

晶文社 2020 T367.9 

大切な人は今もそこにいる－ひびきあう賢治

と東日本大震災－(世界をカエル 10代から

の羅針盤) 

千葉望／著 理論社 2020 T369.3 

子どもを守る仕事(ちくまプリマー新書 

361) 

佐藤優／著 遠藤

久江／著 池上和

子／著 

筑摩書房 2020 T369.4 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

里親家庭で生活するあなたへ－里子と実子の

ための Q&A－ 
山本真知子／著 岩崎学術出版社 2020 T369.4 

「これから」の時代(とき)を生きる君たちへ

－イタリア・ミラノの校長先生からのメッセ

ージ－ 

ドメニコ・スキラ

ーチェ／著 
世界文化社 2020 T370.4 

10代からの批判的思考－社会を変える 9つ

のヒント－ 

名嶋義直／編著 

寺川直樹／著 田

中俊亮／著 他 

明石書店 2020 T370.4 

学校に行きたくない君へ－大先輩たちが語る

生き方のヒント。－続 

全国不登校新聞社

／編 
ポプラ社 2020 T371.4 

「さみしさ」の力－孤独と自立の心理学－

(ちくまプリマー新書 351) 
榎本博明／著 筑摩書房 2020 T371.4 

奨学金まるわかり読本－借り方・返し方・活

かし方徹底アドバイス－2020 
久米忠史／著 合同出版 2020 T373.4 

がんばらなくても偏差値が 10あがる中学生

の勉強法 70のヒント(YELL books) 
本間秀明／著 エール出版社 2020 T375.0 

高校の勉強のトリセツ－学力を伸ばしたい人

大学に合格したい人のための－ 改訂版 

船登惟希／著 山

下佳祐／著 伊藤

ささみ／マンガ 

学研プラス 2020 T375.0 

中学一冊目の参考書－行きたい高校に行くた

めの勉強法がマンガでわかる－ 

船登惟希／著 usi

／マンガ 
KADOKAWA 2020 T375.0 

東大式ふせん勉強法－楽しく学べて成績アッ

プ! 小学校高学年以上向け－ 
清水章弘／著 

ディスカヴァー・

トゥエンティワン 
2020 T375.0 

東大生の勉強法カタログ－8人の東大生が教

える 100種類の勉強法－ 
  学研プラス 2020 T375.0 

やってはいけない勉強法－ビジュアル完全版 

凡人が天才に変わる 127のテクニック－ 
石井貴士／著 きずな出版 2020 T375.0 

青春サプリ。－自分がここにいる理由 心が

元気になる、5つの部活ストーリー－ 

青木美帆／田中夕

子／ささきあり／

文 他 

ポプラ社 2020 T375.1 

青春サプリ。－自分を変えてくれる場所 心

が元気になる、5つの部活ストーリー－ 

安藤隆人／菊地高

弘／氏原英明／文 

くじょう／絵 

ポプラ社 2020 T375.1 

青春サプリ。－いつだってそこに仲間がいる 

心が元気になる、5つの部活ストーリー－ 

日比野恭三／田中

夕子／青木美帆／

文 くじょう／絵 

ポプラ社 2020 T375.1 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

部活魂!この文化部がすごい(ちくまプリマー

新書 352) 

読売中高生新聞編

集室／著 
筑摩書房 2020 T375.1 

僕たちの部活動改革－部活自治・10のステ

ップ－ 
神谷拓／著 かもがわ出版 2020 T375.1 

未来の市民を育む「公共」の授業 
杉浦真理／菅澤康

雄／斎藤一久／編 
大月書店 2020 T375.3 

マンガワークシートで学ぶ多様な性と生－ジ

ェンダー・LGBTQ・家族・自分について考

える－ 

渡辺大輔／著 子どもの未来社 2019 T375.4 

10代と語る英語教育－民間試験導入延期ま

での道のり－(ちくまプリマー新書 357) 
鳥飼玖美子／著 筑摩書房 2020 T375.8 

留学を考え始めた親と子が読む本 平田久子／著 コスモピア 2020 T376.4 

あたらしい高校生－海外のトップ大学に合格

した、日本の普通の女子高生の話－ 
山本つぼみ／著 

IBC パブリッシン

グ 
2020 T376.8 

E判定から逆転合格!奇跡の勉強法 小泉宏孝／著 秀和システム 2020 T376.8 

「医学部に行く!」と決めたらまず読む本 

2021年版(日経MOOK) 

日本経済新聞出版

／編 

日経 BP日本経済

新聞出版本部 
2020 T376.8 

医学部に入る 2021(週刊朝日MOOK)   朝日新聞出版 2020 T376.8 

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－2021 
  音楽之友社 2020 T376.8 

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 2020 T376.8 

必ず!報われる勉強法－頭の使い方もスポー

ツと同じ、「鍛錬」すれば上達する!－ 
眞上久実／著 誠文堂新光社 2019 T376.8 

環境学部－中高生のための学部選びガイド－

(なるには BOOKS 大学学部調べ) 
大岳美帆／著 ぺりかん社 2020 T376.8 

共通テスト王道の勉強法－思考力・判断力・

表現力が身につく－ 

新野元基／編著 

伊東敦／著 安達

雄大／著 他 

KADOKAWA 2020 T376.8 

教養学部－中高生のための学部選びガイド－

(なるには BOOKS 大学学部調べ) 
木村由香里／著 ぺりかん社 2020 T376.8 

現役東大生が伝えたいやってはいけない勉強

法－THE STUDENT'S GUIDE FOR 

UNIVERSITY ENTRANCE EXAMS 

綱島将人／橋本拓

磨／著 
学研プラス 2020 T376.8 

高認があるじゃん!－高卒認定試験完全ガイ

ド－2020～2021年版 
  学びリンク 2020 T376.8 

  



14 

 

タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

受験合格のためのメンタルトレーニング－本

番でいつもの実力を発揮できる－ 

岡島卓也／著 石

津貴代／監修 
辰巳出版 2020 T376.8 

受験の叡智－受験戦略・勉強法の体系書 

99%の受験生が知らない究極・秘密の受験戦

略・勉強法 受験界最高峰の受験対策書－  

合格の天使／著 エール出版社 2020 T376.8 

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／著 KADOKAWA 2019 T376.8 

ゼロから 1カ月で受かる大学入試面接のルー

ルブック 改訂版 
神崎史彦／著 KADOKAWA 2020 T376.8 

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!－2021 
  学びリンク 2020 T376.8 

東京都内私立中学校・高等学校案内 2020 
東京私立中学高等

学校協会編集 

東京私立中学高等

学校協会 
2019 T376.8 

東大現役合格→トップ成績で医学部に進学し

た僕の超戦略的勉強法 

宇佐見天彗／著 

PASSLABO／協力 
KADOKAWA 2020 T376.8 

非進学校出身東大生が高校時代にしてたこと 太田あや／著 小学館 2020 T376.8 

必読!必勝!受験のための「孫子の兵法」 齋藤孝／著 PHP研究所 2020 T376.8 

マンガでわかる現役東大生が実践していた!

東大を攻める 7つの勉強習慣 

東大まんがくらぶ

／編 
講談社 2020 T376.8 

薬学部－中高生のための学部選びガイド－

(なるには BOOKS 大学学部調べ) 
橋口佐紀子／著 ぺりかん社 2020 T376.8 

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－2021 

  学びリンク 2020 T376.8 

価値ある大学－就職力ランキング－2021年

版 有力企業 800社による大学評価 
  日経 HR 2020 T377.2 

下克上大学ランキング 101－&中高一貫 奨

学金リスト 102－ 
  日経 BP 2020 T377.2 

国公立大学 by AERA 2021(AERA ムック) 

未来を変える大学選び 
  朝日新聞出版 2020 T377.2 

大学の真の実力情報公開 BOOK 2021年度

用(旺文社ムック) 
  旺文社 2020 T377.2 

大学選び大百科 2020完全保存版(プレジデ

ントムック プレジデント Family) 
  プレジデント社 2020 T377.2 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

海外の有名大学に、リモートで留学する 姫松冬紫／著 ぱる出版 2020 T377.6 

図解東大医学部在学中に司法試験も一発合格

した僕のやっているシンプルな勉強法 
河野玄斗／著 KADOKAWA 2020 T379.7 

東大勉強力－大人もこの方法で結果が出せる 

一生使えるスキル!－ 
齋藤孝／著 興陽館 2020 T379.7 

東大式スマホ勉強術－いつでもどこでも効率

的に学習する新時代の独学法－ 
西岡壱誠／著 文藝春秋 2020 T379.7 

東大式節約勉強法－世帯年収 300万円台で

東大に合格できた理由－ 
布施川天馬／著 扶桑社 2020 T379.7 

勉強が楽しくなっちゃう本(QuizKnock の課

外授業シリーズ 01) 
QuizKnock／著 朝日新聞出版 2020 T379.7 

ぼくの「自学ノート」 梅田明日佳／著 小学館 2020 T379.7 

モノのはじまりを知る事典－生活用品と暮ら

しの歴史－ 

木村茂光／安田常

雄／白川部達夫／

宮瀧交二／著 

吉川弘文館 2019 T382.1 

疫病退散－日本の護符ベスト 10－ 島田裕巳／著 サイゾー 2020 T387.0 

魔女(ちいさな手のひら事典) 

ドミニク・フゥフ

ェル／著 いぶき

けい／訳 

グラフィック社 2020 T387.0 

1日 3分読むだけで一生語れるモンスター図

鑑 

山北篤／細江ひろ

み／著 LIM／緑

川美帆／イラスト 

すばる舎 2020 T388.0 

福と幸せをよぶ妖怪さんと柴犬さん 影山直美／絵と文 辰巳出版 2020 T388.1 

妖怪元ネタ・グラフィック超図鑑(超パラノ

ーマルシリーズ) 

妖怪元ネタ研究室

／著 
サイゾー 2020 T388.1 

ゲームの世界観がよくわかる武器と戦術事典 有坂純／著 徳間書店 2020 T391.3 

４分類（自然科学） 

潜入!天才科学者の実験室 3 「もの」は何

からできている?－キュリーほか－ 

佐藤文隆／編著 

くさばよしみ／著 

たなべたい／絵 

汐文社 2020 T404.0 

科学の最前線を切りひらく!(ちくまプリマー

新書 347) 
川端裕人／著 筑摩書房 2020 T404.0 

科学の名著 50冊が 1冊でざっと学べる 西村能一／著 KADOKAWA 2020 T404.0 

感染症、AI新時代を生き抜く科学知識の身

につけ方－竹内薫の「科学の名著」案内－ 
竹内薫／著 徳間書店 2020 T404.0 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

声に出して読みたい理系用語－数学 物理 化

学 生物 地学 医学－ 
信定邦洋／著 KADOKAWA 2020 T404.0 

潜入!天才科学者の実験室 1 宇宙にはじま

りはある?－ニュートンほか－ 

佐藤文隆／編著 

くさばよしみ／著 

たなべたい／絵 

汐文社 2020 T404.0 

潜入!天才科学者の実験室 2 生き物はなぜ

生まれた?－リンネほか－ 

佐藤文隆／編著 

くさばよしみ／著 

たなべたい／絵 

汐文社 2020 T404.0 

潜入!天才科学者の実験室 4 世紀の発明は

ここで生まれた!－ビル・ゲイツほか－ 

佐藤文隆／編著 

くさばよしみ／著 

たなべたい／絵 

汐文社 2020 T404.0 

ハウ・トゥー－バカバカしくて役に立たない

暮らしの科学－ 

ランドール・マン

ロー／著 吉田三

知世／訳 

早川書房 2020 T404.0 

ぶっ飛び!科学教室－科学オタクが贈るとっ

ておきのネタと実験－ 

ヘレン・アーニー

／スティーブ・モ

ールド／著 藤崎

百合／訳 

化学同人 2020 T404.0 

「お家にある材料」でおもしろ科学の実験図

鑑－今日から理系思考!－ 

セルゲイ・ウルバ

ン／著 黒木章人

／訳 

原書房 2020 T407.0 

科学者になりたい君へ(14歳の世渡り術) 佐藤勝彦／著 河出書房新社 2020 T407.0 

たのしく学べる理科・科学－イラスト英語図

鑑－ 

Sarah Khan／著 

戸張直子／訳 
オーム社 2020 T407.0 

魔法の科学実験図鑑－理系脳がぐんぐん育

つ!－ 
市岡元気／著 宝島社 2020 T407.0 

歴史上の科学者たちから学ぶ魅力的な理科実

験 
川村康文／著 オーム社 2020 T407.0 

数学ガールの秘密ノート－確率の冒険－ 結城浩／著 SBクリエイティブ 2020 T410.4 

数学ガールの秘密ノート－複素数の広がり－ 結城浩／著 SBクリエイティブ 2020 T410.4 

その悩み、僕らなら数学で解決できます! 
はなお&でんがん

と仲間たち／著 
河出書房新社 2020 T410.4 

文系もハマる数学－読み出したら止まらな

い!－(青春新書 PLAY BOOKS) 
横山明日希／著 青春出版社 2020 T410.4 

目でみる数字 
岡部敬史／文 山

出高士／写真 
東京書籍 2020 T410.4 

たのしく学べる算数・数学－イラスト英語図

鑑－ 

Kirsteen Rogers／

著 戸張直子／訳 
オーム社 2020 T410.7 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

入試問題で味わう東大物理－HOW TO 

ENJOY HIGH SCHOOL PHYSICS－ 
三澤信也／著 オーム社 2020 T420.0 

人物でよみとく物理－中学生・高校生・大学

生のもっと知りたい!にこたえる－ 

田中幸／結城千代

子／著 藤嶋昭／

監修 

朝日学生新聞社 2020 T420.2 

図解身近にあふれる「物理」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 2020 T420.4 

難しい数式はまったくわかりませんが、相対

性理論を教えてください! 

ヨビノリたくみ／

著 
SBクリエイティブ 2020 T421.2 

マンガで学ぶ重力－グラヴィティ・エクスプ

レス 重力発見の旅へ出かけよう!－(サイエ

ンスコミックシリーズ) 

チョジンホ／文・

絵 金重明／訳 
マイナビ出版 2020 T423.6 

図解身近にあふれる「化学」が 3時間でわか

る本－思わずだれかに話したくなる－ 
齋藤勝裕／著 明日香出版社 2020 T430.4 

宇宙と生命最前線の「すごい!」話－迫力の

ビジュアル解説－ 
荒舩良孝／著 青春出版社 2020 T440.0 

ブラックホールってすごいやつ－国立天文台

教授が教える－ 

本間希樹／著 吉

田戦車／イラスト 
扶桑社 2019 T440.0 

図解身近にあふれる「天文・宇宙」が 3時間

でわかる本－思わずだれかに話したくなる－ 
塚田健／著 明日香出版社 2020 T440.4 

グレタと立ち上がろう－気候変動の世界を救

うための 18章－ 

ヴァレンティナ・

ジャンネッラ／著 

マヌエラ・マラッ

ツィ／イラスト 

川野太郎／訳 

岩崎書店 2020 T451.8 

グレタ・トゥーンベリ－信念は社会を変え

た!6人のインタビュー 1－ 

グレタ・トゥーン

ベリ／著 ジェ

フ・ブラックウェ

ル／ルース・ホブ

デイ／編 他 

あすなろ書房 2020 T451.8 

13歳からの環境問題－「気候正義」の声を

上げ始めた若者たち－ 
志葉玲／著 かもがわ出版 2020 T451.8 

図解でわかる 14歳から知る気候変動 
インフォビジュア

ル研究所／著 
太田出版 2020 T451.8 

もがいて、もがいて、古生物学者!!－みんな

が恐竜博士になれるわけじゃないから－ 
木村由莉／著 ブックマン社 2020 T457.0 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

リアルサイズ古生物図鑑－古生物のサイズが

実感できる!－新生代編 

土屋健／著 群馬

県立自然史博物館

／監修 

技術評論社 2020 T457.0 

いまさら恐竜入門 

田中康平／監修 

丸山貴史／執筆 

マツダユカ／マン

ガ 

西東社 2020 T457.8 

古生物のしたたかな生き方 

土屋健／著 芝原

暁彦／監修 田中

順也／画 

幻冬舎 2020 T457.8 

生命を究める(スタディサプリ三賢人の学問

探究ノート 3 今を生きる学問の最前線読

本) 

福岡伸一／篠田謙

一／柴田正良／著 

スタディサプリ進

路／編 

ポプラ社 2020 T460.0 

マンガで学ぶゲノム－ゲノム・エクスプレス 

遺伝子をひもとく冒険へ!－(サイエンスコミ

ックシリーズ) 

チョジンホ／文・

絵 キムウジェ／

監修 金重明／訳 

マイナビ出版 2020 T467.2 

はずれ者が進化をつくる－生き物をめぐる個

性の秘密－(ちくまプリマー新書 353) 
稲垣栄洋／著 筑摩書房 2020 T467.5 

若い読者のための『種の起源』－入門生物学

－ 

チャールズ・ダー

ウィン／著 レベ

ッカ・ステフォフ

／編著 鳥見真生

／訳 

あすなろ書房 2019 T467.5 

プラネットアース－イラストで学ぶ生態系の

しくみ－ 

レイチェル・イグ

ノトフスキー／著 

山室真澄／監訳 

東辻千枝子／訳 

創元社 2019 T468.0 

すごいぜ!菌類(ちくまプリマー新書 355) 星野保／著 筑摩書房 2020 T474.7 

悪のいきもの図鑑 

竹内久美子／著 

もじゃクッキー／

イラスト 

平凡社 2020 T480.0 

じつは食べられるいきもの事典－「食べる」

とは人間の歴史そのもの－ 

松原始／伊勢優史

／著 ぽんとごた

んだ／絵 

宝島社 2020 T480.4 

すごい!へんてこ生物－ヴィジュアル版－(祥

伝社新書 613) 

NHK「へんてこ生

物アカデミー」制

作班／監修 

祥伝社 2020 T480.4 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

その道のプロに聞く生きもののワォ!－知っ

てそうで知らない豆知識－ 
松橋利光／著 大和書房 2019 T480.4 

もっとずるいいきもの図鑑 今泉忠明／監修 宝島社 2020 T480.4 

森の物語－シートン ショートセレクション

－(世界ショートセレクション 14) 

アーネスト・トン

プソン・シートン

／作 今泉吉晴／

訳 ヨシタケシン

スケ／絵 

理論社 2020 T480.4 

トムソーヤーを育てる水族館 安部義孝／著 新日本出版社 2020 T480.7 

猛毒動物最恐 50－コブラやタランチュラよ

り強い、究極の毒を持つ生きものは?－ 改

訂版 

今泉忠明／著 SBクリエイティブ 2020 T481.9 

世界でいちばん変な虫－珍虫奇虫図鑑－ 
海野和男／写真と

文 
草思社 2020 T486.0 

ビジュアル世界一の昆虫(NATIONAL 

GEOGRAPHIC) 

リチャード・ジョ

ーンズ／著 木谷

美杉／訳 伊藤研

／日本語版監修 

日経ナショナルジ

オグラフィック社 
2020 T486.0 

ウルド昆虫記バッタを倒しにアフリカへ 
前野ウルド浩太郎

／著 
光文社 2020 T486.4 

日本のカエル 48偏愛図鑑－東大生・さこの

君のフィールドノート－ 
迫野貴大／著 河出書房新社 2020 T487.8 

ネズミのおしえ－ネズミを学ぶと人間がわか

る!－ 
篠原かをり／著 徳間書店 2020 T489.4 

人生で大事なことはみんなゴリラから教わっ

た 
山極寿一／著 家の光協会 2020 T489.9 

iPS 細胞の研究室－体のしくみから研究の未

来まで－ 

志田あやか／著 

京都大学 iPS細胞

研究所国際広報室

／編 

東京書籍 2020 T491.1 

ウンコロジー入門 伊沢正名／著 偕成社 2020 T491.3 

14歳からの生物学－学校では教えてくれな

い<ヒト>の科学－ 

サリー・ヒル／編 

松田良一／監訳 

岡本哲治／監訳 

白水社 2020 T491.3 

本当に不思議!カラダのおもしろ雑学 川嶋朗／監修 日東書院本社 2019 T491.3 

キャラでわかる!はじめての免疫図鑑 
岡田晴恵／著 い

とうみつる／絵 
日本図書センター 2020 T491.8 

どこからが病気なの?(ちくまプリマー新書 

343) 
市原真／著 筑摩書房 2020 T492.0 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

勉強が苦手な高校生・社会人が看護専門学

校・看護大学に合格する方法 
松山祐己／著 合同フォレスト 2020 T492.9 

サイコパス－あなたは隣のサイコパスを見抜

けますか?－ 
ゆうきゆう／監修 日東書院本社 2020 T493.7 

キャラでわかる!はじめての感染症図鑑 
岡田晴恵／著 い

とうみつる／絵 
日本図書センター 2020 T493.8 

みんなに話したくなる感染症のはなし－14

歳からのウイルス・細菌・免疫入門－(14歳

の世渡り術) 

仲野徹／著 河出書房新社 2020 T493.8 

中高生の身長を伸ばす 7つの習慣－目ざせ

180cm! この時期の習慣がきみの人生を決

める。－ 

佐藤智春／黒川伊

保子／著 
主婦の友社 2020 T493.9 

女子の心と体のトリセツ－大切なのに誰も教

えてくれなかった－ 
神藤多喜子／著 大和書房 2020 T495.0 

イラスト版 13歳からのメンタルケア－心と

体がらくになる 46のセルフマネジメント－ 

安川禎亮／編著 

柴田題寛／著 木

須千明／著 

合同出版 2020 T498.3 

合格睡眠－毎日しっかり眠って成績を伸ばす

－ 

江戸川大学睡眠研

究所／編 福田一

彦／ほか著 浅岡

章一／ほか著 山

本隆一郎／ほか著 

学研プラス 2020 T498.3 

自分のこころとうまく付き合う方法(U18世

の中ガイドブック) 

アリス・ジェーム

ズ／著 ルーイ・

ストウェル／著 

西川知佐／訳 

東京書籍 2020 T498.3 

いのちを救う災害時医療(14歳の世渡り術) 森村尚登／著 河出書房新社 2019 T498.8 

正しく知って正しく使う「くすり」の大事典 
くすりの適正使用

協議会／監修 
くもん出版 2020 T499.1 

中高生から知っておきたい「くすりの正しい

使い方」－「うっかりドーピング」も理解で

きる! ヘルスリテラシーを高めるために－ 

齋藤百枝美／編著 

宮本法子／編著 
薬事日報社 2020 T499.1 

５分類（技術・工学） 

理工系大学でどう学ぶ?－<つなげてつくる>

工学への招待－ 

広石英記／編著 

花崎泉／ほか著 

東京電機大学出版

局 
2020 T507.0 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

学校で知っておきたい知的財産権 1 知的

財産ってなんだろう?－基本編－ 

おおつかのりこ／

著 細野哲弘／監

修 藤原ヒロコ／

画 

汐文社 2020 T507.2 

学校で知っておきたい知的財産権 2 権利

をくわしく知ろう－法律編－ 

おおつかのりこ／

著 細野哲弘／監

修 藤原ヒロコ／

画 

汐文社 2020 T507.2 

トミカ究極のコレクション 1970-2020 講談社／編 講談社 2020 T507.9 

トミカ超図鑑プレミアム   ポプラ社 2020 T507.9 

ミニカー年鑑 2020(NEKO MOOK 2926) 
model cars／責任

編集 

ネコ・パブリッシ

ング 
2020 T507.9 

日本珍景踏切－決定版－ 伊藤博康／著 創元社 2020 T516.2 

空港をゆく－空の輸送を支える巨大施設を大

解剖!!－ 改訂版 
  イカロス出版 2020 T517.9 

図解でわかる 14歳からの水と環境問題 
インフォビジュア

ル研究所／著 
太田出版 2020 T519.0 

世界でいちばん素敵なお城の教室 

加藤理文／監修 

ロム・インターナ

ショナル／編集 

三才ブックス 2020 T521.8 

世界で一番美しい「もの」のしくみ図鑑 

セオドア・グレイ

／著 ニック・マ

ン／写真 前島正

裕／監修 他 

創元社 2020 T530.4 

東急電鉄完全ガイド－実物と Nゲージで愉

しむ東急－(NEKO MOOK 3051) 
  

ネコ・パブリッシ

ング 
2020 T536.5 

日本の消防車 2021   イカロス出版 2020 T537.9 

基礎からわかる旅客機大百科 改訂新版 

阿施光南／中西克

吉／月刊エアライ

ン別冊編集部／本

文執筆 

イカロス出版 2020 T538.6 

新幹線完全ガイド－実物と Nゲージで愉し

む新幹線－(NEKO MOOK 3050) 
  

ネコ・パブリッシ

ング 
2020 T546.5 

micro:bitで楽しむワークショップレシピ集

－プログラミングも!工作も!－ 

スイッチエデュケ

ーション編集部／

著 

ジャムハウス 2020 T548.2 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

マンガで読む発酵の世界－微生物たちが作り

出すおいしさと健康の科学－ 

黒沼真由美／著 

舘博／監修 
緑書房 2020 T588.5 

'80s ガールズファッションブック 竹村真奈／編著 グラフィック社 2020 T589.2 

90年代スニーカーバイブル－エアジョーダ

ンを筆頭にハイテクブームを牽引した名作コ

レクション－ 

  双葉社 2020 T589.2 

ストリートキャップ・コレクション 上級者

の私物から学ぶキャップスタイルの楽しみ方 
  双葉社 2020 T589.2 

ニューバランス完全 BOOK   世界文化社 2020 T589.2 

PORTER COMPLETE BOOK－吉田カバン完

全 BOOK－ 
  Begin 2020 T589.2 

文房具屋さん大賞 2020(扶桑社MOOK) 

有名店のプロが厳選!No.1文房具が決定! 
  扶桑社 2020 T589.7 

本当にすごい!文房具・日用品 253－ベスト

バイ－2020-2021(PRESIDENT MOOK) 
  プレジデント社 2020 T589.7 

MY MELODY A to Z 
グラフィック社編

集部／編 
グラフィック社 2020 T589.7 

mizutama大好き文房具 100－わたしが選ぶ

かわいい文房具たち－ 
mizutama／著 玄光社 2020 T589.7 

Little Twin Stars A to Z 
グラフィック社編

集部／編 
グラフィック社 2020 T589.7 

乙女のソーイング BOOK Best Selection－手

作りで楽しむロリータファッション－ 
  ブティック社 2020 T593.3 

今日からはじめるソーイング ミシン 1年生

―ばっちりわかるソーイングの基礎 コース

ター・巾着・ポーチ トートバッグ・スカー

トも作れるー 

  日本ヴォーグ社 2020 T593.4 

はじめての着物－一生モノの基礎知識－(マ

ンガで教養) 

大竹恵理子／監修 

兎月メイ／マンガ 

朝日新聞出版／編

著 

朝日新聞出版 2020 T593.8 

かわいいフェルトのぬいぐるみと小物たち－

愛蔵版タバサナオミ手芸店 すべて手ぬい&

実物大型紙つき 132点－ 

タバサナオミ／著 世界文化社 2020 T594.0 

はじめての「ぬう」と「あむ」+おさいほう

－令和版－(実用 No.1) 

ミカ／著 ユカ／

著 
主婦の友社 2020 T594.0 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

おかしなあみもの－ちょっとヘンで、なぜか

愛おしいあみぐるみ－ 
フィグインク／編 西東社 2020 T594.3 

カラフル、かわいい!手編みのかんたんくつ

下 
  河出書房新社 2020 T594.3 

はじめてのあみぐるみ BOOK 改訂版(レデ

ィブティックシリーズ ) 

いちかわみゆき／

著 
ブティック社 2020 T594.3 

今すぐ作りたいビーズリング 187点－韓国

発おしゃれ女子に大流行!－(レディブティッ

クシリーズ) 

奥美有紀／著 ブティック社 2020 T594.6 

はじめてでもすてきに作れるバッグのきほん 猪俣友紀／著 西東社 2020 T594.7 

カワイイ!がいっぱいフェルトのマスコット

－すべて実物大の型紙と詳しい作り方掲載－ 

改訂版(レディブティックシリーズ)  

  ブティック社 2020 T594.9 

ゆるふわ愛されヘア 517Style－人気オーダ

ーヘアをチェック!－(NEKO MOOK 2932) 
  

ネコ・パブリッシ

ング 
2020 T595.4 

さよならブスメイク－自己流メイク卒業マニ

ュアル－ 

すれみ／著 

TOMOMI／監修 

サンクチュアリ出

版 
2020 T595.5 

ヤセて可愛くなる♥Popteen－“なんか可愛

くなった?”っていわれる冬のおこもり自分磨

き－ 

Popteen編集部／

編 
角川春樹事務所 2019 T595.6 

覚えておきたい!新・料理の基本 123－定番

料理から下ごしらえ、素材選びまで…今さら

聞けない料理の疑問をすべて解決－ 

  扶桑社 2020 T596.0 

お料理 1年生 The基本－「おいしく作れる

コツ」「失敗ポイント」がパッとわかる－ 

新版 

主婦の友社／編 主婦の友社 2020 T596.0 

極上ずぼら飯 だれウマ／著 ワニブックス 2020 T596.0 

サンジの満腹ごはん－海の一流料理人 

ONE PIECE PIRATE RECIPES－ 
SANJI／著 集英社 2020 T596.0 

魔法使いたちの料理帳 2 

オーレリア・ボー

ポミエ／著 田中

裕子／訳 

原書房 2020 T596.0 

悶絶ずぼら飯(FUSOSHA MOOK) だれウマ／著 扶桑社 2020 T596.0 

たまごかけご飯だって、立派な自炊です。－

たまごで養う自炊力－ 
白央篤司／著 家の光協会 2020 T596.3 

KAWAII COOKIES BOOK－必ず作れるアイ

シングクッキーの教科書－ 

AYUMI SAITO／

著 
文芸社 2020 T596.6 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

不思議なお菓子レシピ サイエンススイーツ

－おうちでできるお菓子と科学の実験レシピ 

ポイント解説付き!－ 

太田さちか／著 マイルスタッフ 2020 T596.6 

世にもかわいい♥クッキー缶レシピ－開けて

うっとり、心ときめく。幸せな世界がギュッ

と詰まった缶入りクッキーの作り方－ 

えん 93／著 宝島社 2020 T596.6 

６分類（産業） 

Unit Girls 単位キャラクター事典 

星田直彦／文・監

修 姫川たけお／

イラスト 

オーム社 2020 T609 

捨てられる食べものたち－食品ロス問題がわ

かる本－ 

井出留美／著 

matsu／絵 
旬報社 2020 T611.3 

13歳からの食と農－家族農業が世界を変え

る－ 
関根佳恵／著 かもがわ出版 2020 T611.7 

ぼくは 6歳、紅茶プランテーションで生まれ

て。－スリランカ・農園労働者の現実から見

えてくる不平等－ 

栗原俊輔／著 合同出版 2020 T617.4 

花図鑑－花屋さんで人気の 469種－ 決定

版 

モンソーフルール

／監修 
西東社 2020 T627.0 

犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい事典

－ちがいすぎるからおもしろい犬猫事典－ 

松本ひで吉／マン

ガ 今泉忠明／監

修 講談社／編 

講談社 2019 T645.6 

モルモット飼育バイブル－長く元気に暮らす

50のポイント－(コツがわかる本) 
田向健一／監修 

メイツユニバーサ

ルコンテンツ 
2020 T645.8 

生き物を育成する仕事－養蜂業者 養殖漁業

者 馬の牧場スタッフ マンガ－ 新版(知り

たい!なりたい!職業ガイド) 

  ほるぷ出版 2020 T646.9 

動物の看護師さん－動物・飼い主・獣医師を

つなぐ 6つの物語－ 
保田明恵／著 大月書店 2020 T649.0 

日本全国路線バス大図鑑－北海道から沖縄ま

で!－ 
  イカロス出版 2020 T685.5 

私鉄特急大全－戦後・私鉄特急列車のあゆみ

－ 
  イカロス出版 2020 T686.2 

乗務員室からみた JR－英語車掌の本当にあ

った鉄道打ち明け話－ 
関大地／著 ユサブル 2020 T686.3 

航空知識の ABC [2020]   イカロス出版 2020 T687.0 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

しくじりから学ぶ 13歳からのスマホルール 島袋コウ／著 旬報社 2020 T694.6 

部活でスキルアップ!放送活躍のポイント

50(コツがわかる本) 

さらだたまこ／監

修 
メイツ出版 2019 T699.0 

７分類（芸術・スポーツ） 

レオナルド・ダ・ヴィンチ(ちくまプリマー

新書 よみがえる天才 2) 
池上英洋／著 筑摩書房 2020 T702.3 

13歳からのアート思考－「自分だけの答

え」が見つかる－ 
末永幸歩／著 ダイヤモンド社 2020 T704.0 

東京のレトロ美術館 
とに～／著 青山

裕企／写真 
エクスナレッジ 2020 T706.9 

美術館って、おもしろい!－展覧会のつくり

かた、働く人たち、美術館の歴史、裏も表も

すべてわかる本－ 

モラヴィア美術館

／著 阿部賢一／

訳 須藤輝彦／訳 

河出書房新社 2020 T706.9 

ニッポン脱力神さま図鑑－仁王、道祖神、狛

犬などが大集合! 空前絶後の神仏 PHOTO 

BOOK－ 

宮田珠己／著 廣済堂出版 2020 T718.0 

やさしい日本絵画－一生モノの基礎知識－ 

山下裕二／監修 

マキゾウ／マンガ 

朝日新聞出版／編

著 

朝日新聞出版 2020 T721.0 

伊藤若冲(ちくまプリマー新書 よみがえる

天才 1) 
辻惟雄／著 筑摩書房 2020 T721.4 

THE北斎－冨嶽三十六景－(ART BOX) 

葛飾北斎／画 す

みだ北斎美術館／

編・著 

講談社 2020 T721.8 

メンタルに効く西洋美術－逆境にもくじけな

いアーティストたち－ 
宮本由紀／著 マール社 2020 T723 

くらべて楽しむ西洋絵画 岡部昌幸／監修 成美堂出版 2020 T723.0 

カラヴァッジョ《聖マタイの召命》－一枚の

絵で学ぶ美術史－(ちくまプリマー新書 

345) 

宮下規久朗／著 筑摩書房 2020 T723.3 

マンガでわかるオルセー美術館の見かた－西

洋絵画がもっと愉しくなる!－ 

有地京子／監修 

田渕正敏／イラス

ト 青い小鳥アー

ト研究室／編 

誠文堂新光社 2020 T723.3 

マンガでわかるロンドン・ナショナル・ギャ

ラリーの見かた－西洋絵画がもっと愉しくな

る!－ 

有地京子／監修 

田渕正敏／イラス

ト 青い小鳥アー

ト研究室／編 

誠文堂新光社 2020 T723.3 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

基礎から学ぶ鉛筆デッサン 

石川聡／岡田浩志

／共著 代々木ゼ

ミナール造形学校

／監修 

エムディエヌコー

ポレーション 
2020 T725.5 

iPad & クリスタで描くゆるゆるマンガ道 青木俊直／著 玄光社 2020 T726.1 

おとなになるのび太たちへ－人生を変える

『ドラえもん』セレクション－ 

藤子・F・不二雄

／まんが 
小学館 2020 T726.1 

鬼滅の日本史 小和田哲男／監修 宝島社 2020 T726.1 

図解マーベル－グラフィックで読み解くマー

ベル宇宙－ 

ヴィルジル・イス

カン／著 ブンカ

／イラスト ニコ

ラ・ボジョン／イ

ラスト 

講談社 2020 T726.1 

プロが教える少女マンガの作り方 松元美智子／著 秀和システム 2020 T726.1 

マンガキャラ顔・髪型・表情入門－360°ど

んな角度もカンペキマスター!－ 
中村仁聴／監修 西東社 2020 T726.1 

マンガ創作塾－構想、描き方、見せ方まで 

美少女/ロボット/描写の極意－ 
赤津豊／著 玄光社 2020 T726.1 

女の子の表情カタログ－プロが教える!描き

わけのテクニック－ 
  飛鳥出版 2020 T726.5 

擬人化キャラクターデザインブック－モチー

フからアイドルユニットをデザインする－

(超描けるシリーズ) 

.suke／Lyon／も

くり／佐倉おりこ

／著 

玄光社 2020 T726.5 

キャライラストを上手く描くためのノウハウ

図鑑－絵師 100人に聞いて集めた考え方と

テクニック 200－ 

サイドランチ／著 SBクリエイティブ 2020 T726.5 

きらめく瞳の描き方(超描けるシリーズ)   玄光社 2020 T726.5 

ケモミミキャライラストメイキング－さらに

もふもふ 200%－(超描けるシリーズ) 
  玄光社 2020 T726.5 

コピックの女の子イラストブック－ビビッド

カラーでデジタルみたいな塗り!－ 
りーりん／著 日貿出版社 2020 T726.5 

最強美少女!とてつもない異能力を持った女

の子を描くためのアイデアがひらめくイラス

ト 

夏子／天領寺セナ

／珠樹みつね／

yu‐ra／つのびん

／著 

ブティック社 2020 T726.5 

女子中・高生の制服攻略本 クマノイ／著 KADOKAWA 2020 T726.5 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

青春迷宮(KITORA) 
伊波真人／歌 丸

紅茜／絵 
KADOKAWA 2020 T726.5 

廃墟の世界を描く 

TripDancer／

Chigu／歯車ラプ

ト／著 

玄光社 2020 T726.5 

ファッションイラストブック たなか／著 
パイインターナシ

ョナル 
2020 T726.5 

マンガキャラ&世界観が引き立つ!配色アイデ

ア帳 
都外川八恵／監修 西東社 2020 T726.5 

水着の描き方(超描けるシリーズ)   玄光社 2020 T726.5 

魅せる!アイドル男子の描き方 ここかなた／著 グラフィック社 2020 T726.5 

メイクで女の子キャラを描き分けるテクニッ

ク(超描けるシリーズ) 

姐川／著 AKI／

メイク監修 
玄光社 2020 T726.5 

ややこしくない絵の描き方－誰でも始めやす

くて続けられる練習方法－ 
松村上久郎／著 秀和システム 2020 T726.5 

レトロモダンな和装の女の子キャラクターデ

ザインブック(超描けるシリーズ) 
神威なつき／著 玄光社 2020 T726.5 

異世界に一番近い場所－ファンタジー系ゲー

ム・アニメ・ラノベのような現実の景色－ 
清水大輔／著 

パイインターナシ

ョナル 
2019 T748.0 

世界の美しい廃城・廃教会 
パイインターナシ

ョナル／編著 

パイインターナシ

ョナル 
2020 T748.0 

魔法少女の秘密のアトリエ－変身アイテムと

マジカルグッズの作り方－(HJ 幻想クラフト

シリーズ) 

魔法アイテム錬成

所／著 
ホビージャパン 2020 T751.9 

きせかえ折り紙ドール(レディブティックシ

リーズ) 

いしばしなおこ／

著 
ブティック社 2020 T754.9 

切り紙、はじめました。－世界一かわいくて

かんたん!－ 
石川眞理子／著 永岡書店 2020 T754.9 

世界一たのしい!切り紙ブック－すぐに切り

たくなる図案がいっぱい! ダウンロードも

できる実物大図案 255点つき－ 

いしかわまりこ／

すがみほこ／たけ

うちちひろ／著 

KADOKAWA 2020 T754.9 

世界のクラウンジュエル 
パイインターナシ

ョナル／編著 

パイインターナシ

ョナル 
2020 T755.3 

配色パターンコレクション iyamadesign／著 
ビー・エヌ・エヌ

新社 
2020 T757.3 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

マカロン配色見本帖 早坂優子／著 
視覚デザイン研究

所 
2020 T757.3 

'80s & '90s 魔女っ子おもちゃブック 愛原るり子／著 グラフィック社 2020 T759.0 

世界のスノードーム図鑑 カルロス矢吹／著 産業編集センター 2020 T759.0 

レゴブロックの世界 60周年版 

ダニエル・リプコ

ーウィッツ／著 

五十嵐加奈子／訳 

東京書籍 2019 T759.0 

レゴレシピ－いろんなペット PETS 30種!

－ 

ケビン・ホール／

著 ブレンダ・ツ

ァン／著 石井光

子／訳 

玄光社 2020 T759.0 

音楽ってなんだろう?－知れば知るほど楽し

くなる－(中学生の質問箱) 
池辺晋一郎／著 平凡社 2019 T760.0 

ゼロから分かる!図解クラシック音楽 
宮本文昭／富田隆

／監修 
世界文化社 2020 T760.0 

愛すべき音大生の生態 辛酸なめ子／著 
PHPエディター

ズ・グループ 
2020 T760.7 

音楽で生きる方法－高校生からの音大受験、

留学、仕事と将来－ 

相澤真一／高橋か

おり／坂本光太／

輪湖里奈／著 

青弓社 2020 T760.7 

楽しく身に付く音楽の基礎知識－音楽記号・

用語－ 
侘美秀俊／著 

シンコーミュージ

ック・エンタテイ

メント 

2020 T761.2 

作曲少女 Q－曲作りに悩み始めた私がやらか

した 12の話－ 

仰木日向／著 ま

つだひかり／イラ

スト 

ヤマハミュージッ

クエンタテインメ

ント 

2020 T761.8 

きみに応援歌(エール)を 古関裕而物語(14歳

からの地図) 
大野益弘／著 講談社 2020 T762.1 

モーツァルト(ちくまプリマー新書 よみが

える天才 3) 
岡田暁生／著 筑摩書房 2020 T762.3 

部活で吹奏楽トロンボーン上達 BOOK(コツ

がわかる本) 

岸良開城／監修 

佐藤博／監修協力 

メイツユニバーサ

ルコンテンツ 
2020 T763.6 

部活でレベルアップ!吹奏楽上達のコツ 50(コ

ツがわかる本) 
畠田貴生／監修 メイツ出版 2019 T764.6 



29 

 

タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

私たちの負けられない想い。－新・吹部ノー

ト 全日本吹奏楽コンクールにかけた青春!

－ 

オザワ部長／著 ベストセラーズ 2020 T764.6 

新・ヴォーカリストのための全知識(全知識

シリーズ) 
高田三郎／著 

リットーミュージ

ック 
2020 T767.1 

部活でレベルアップ!合唱上達のポイント

50(コツがわかる本) 
渡瀬昌治／監修 メイツ出版 2019 T767.4 

ジャパニーズ・シティ・ポップ－700 discs 

included!－ 増補改訂版(ディスク・コレク

ション) 

木村ユタカ／監修 

シンコーミュージ

ック・エンタテイ

メント 

2020 T767.8 

佐々木未来と学ぶ!世界一わかりやすい最強

声優トレーニング BOOK 
  日本文芸社 2020 T771.7 

マーベル・スタジオキャラクター事典 

アダム・ブレイ／

作 うさぎ出版編

集部／訳 

うさぎ出版 2020 T778.2 

アニメーションの基礎知識大百科 増補改訂

版 
神村幸子／著 グラフィック社 2020 T778.7 

アニメーターの仕事がわかる本－業界の現実

を教わってきました!－ 

西位輝実／著 餅

井アンナ／構成・

文 

玄光社 2019 T778.7 

機動戦士ガンダム音楽全集－ジャケットアー

トの世界－ 
講談社／編 講談社 2020 T778.7 

Newtype presents アニメ業界就職ガイド 
Newtype編集部／

編 
KADOKAWA 2020 T778.7 

ピクサーキャラクター事典 

スティーブ・バン

バール／ほか著 

うさぎ出版編集部

／訳 

うさぎ出版 2020 T778.7 

スーパー戦隊大図鑑デラックス   ポプラ社 2020 T778.8 

マンガでわかる落語－古典落語のあらすじ、

寄席の楽しみ方が一目瞭然!－ 

春風亭昇吉／著 

谷端実／マンガ 
誠文堂新光社 2020 T779.1 

友達ゼロで不登校だった僕が世界一ハッピー

な高校生になれたわけ 
よしあき／著 KADOKAWA 2019 T779.9 

ジュニアアスリートキッチン－スポーツをが

んばる子どものためのお悩み解決レシピ－ 

BS 朝日「アスリ

ート・インフィニ

ティ」／編 田口

素子／監修 

文化工房 2020 T780.1 

部活めし!－運動パフォーマンスを上げる、

日々ごはん－(ORANGE PAGE BOOKS) 

村田裕子／監修・

料理 
オレンジページ 2020 T780.1 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

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／著 

野中モモ／訳 

創元社 2019 T780.2 

オリンピック競技おもしろ大全－イラスト図

解－ 
雑学総研／著 KADOKAWA 2020 T780.6 

ざんねんなオリンピック物語－なんてこっ

た!－ 

ウラケン・ボルボ

ックス／絵と文 

JTBパブリッシン

グ 
2020 T780.6 

中学生・高校生に贈る古代オリンピックへの

旅－遺跡・藝術・神話を訪ねて－ 
長田享一／著 悠光堂 2020 T780.6 

ざんねんな筋トレ図鑑－いくらやっても意味

がない－ 
小島央／著 マキノ出版 2020 T780.7 

競技に活きる!魅せる新体操体づくりのポイ

ント(コツがわかる本) 
橋爪みすず／監修 

メイツユニバーサ

ルコンテンツ 
2020 T781.4 

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 
2019 T781.4 

考えるバスケットボール!超自主練 66 中川直之／著 エクシア出版 2020 T783.1 

すぐに試合で使える!点が取れる!魔法のバス

ケレッスン－考えるバスケットボール－ 
中川直之／著 宝島社 2020 T783.1 

バスケットボールドライブスキルトレーニン

グブック－1対 1のスキルを磨いて攻撃力を

超アップ!－ 

鈴木良和／監修 

谷中風次／技術指

導 

ベースボール・マ

ガジン社 
2020 T783.1 

バスケットボール高低差(ミスマッチ)攻略ト

レーニングブック－高さを理解してレベルア

ップ!－ 

鈴木良和／監修 
ベースボール・マ

ガジン社 
2020 T783.1 

高校サッカー年鑑－公式記録－2020 

全国高等学校体育

連盟サッカー専門

部／編 

講談社 2020 T783.4 

サッカー止める蹴る解剖図鑑 風間八宏／著 エクスナレッジ 2020 T783.4 

見るだけでうまくなる!ラグビーの基礎(目で

学ぶシリーズ 4) 
長島章／著 

ベースボール・マ

ガジン社 
2020 T783.4 

ソフトテニス東北高校・中津川澄男メソッド

「ストローク」を極める 
中津川澄男／著 

ベースボール・マ

ガジン社 
2020 T783.5 

バドミントン勝利につながる「体づくり」－

競技力向上トレーニング－(コツがわかる本) 
吹田真士／著 

メイツユニバーサ

ルコンテンツ 
2020 T783.5 

部活で差がつく!勝つソフトテニス最強のコ

ツ 55(コツがわかる本) 
中村謙／監修 

メイツユニバーサ

ルコンテンツ 
2020 T783.5 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

部活で差がつく!勝つ卓球上達のポイント

50(コツがわかる本) 
長谷部攝／監修 

メイツユニバーサ

ルコンテンツ 
2020 T783.6 

次の一球は?－野球脳を鍛える配球問題集－

(辰巳実用 BOOKS) 
川村卓／著 辰巳出版 2020 T783.7 

投手の実戦テクニック 浜田典宏／著 
ベースボール・マ

ガジン社 
2020 T783.7 

プロ野球全 12球団選手名鑑 2020   コスミック出版 2020 T783.7 

メジャー・リーグ 30球団選手名鑑+球場ガ

イド 2020 
  

ベースボール・マ

ガジン社 
2020 T783.7 

はじめてのサーフィン－連続写真+詳細解説

で基本をマスター!－ 
H.L.N.A／監修 成美堂出版 2020 T785.3 

はじめての囲碁の教科書 吉原由香里／監修 永岡書店 2020 T795.0 

2マスあきから始める詰めオセロ 100問ドリ

ル 

日本オセロ連盟／

監修 
つちや書店 2020 T795.8 

決定版!頭のいい小学生が解いているパズル

(FUSOSHA MOOK) 

松永暢史／著 星

野孝博／著 
扶桑社 2020 T798.0 

傑作 200選マッチ棒パズルマスターズ(タツ

ミムック) 
  辰巳出版 2020 T798.3 

12歳からはじめるゼロからの C 言語ゲーム

プログラミング教室－Visual Studio 

Community 2019対応 Windows8.1/10対応 

リブロワークス／

著 
ラトルズ 2020 T798.5 

８分類（語学） 

わたしの外国語漂流記－未知なる言葉と格闘

した 25人の物語－(14歳の世渡り術) 

河出書房新社／編 

阿部賢一／ほか著 
河出書房新社 2020 T807.0 

漢字が秒で覚えられる!－書けたらカッコイ

イ－ 
篠宮暁／著 高橋書店 2020 T811.2 

漢字は生きている－クイズ 120問－ 笹原宏之／著 東京新聞 2020 T811.2 

旺文社標準国語辞典 第 8版 
森山卓郎／監修 

旺文社／編 
旺文社 2020 T813.1 

旺文社標準漢和辞典 第 7版 
長尾直茂／監修 

旺文社／編 
旺文社 2020 T813.2 

旺文社標準ことわざ慣用句辞典 新装新版 
雨海博洋／監修 

旺文社／編 
旺文社 2020 T813.4 

文豪のすごい言葉づかい辞典(TJ MOOK) 山口謠司／監修 宝島社 2020 T814.0 



32 

 

タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

14歳からの文章術－一生ものの「発信力」

をつける!－ 
小池陽慈／著 笠間書院 2020 T816.0 

伝わる文章の基本－初心者からプロまで一生

使える－ 
高橋廣敏／著 総合法令出版 2020 T816.0 

文章を読む、書くのが楽しくなっちゃう本

(QuizKnockの課外授業シリーズ 02) 
QuizKnock／著 朝日新聞出版 2020 T816.0 

めんどくさがりなきみのための文章教室 
はやみねかおる／

著 
飛鳥新社 2020 T816.0 

答えより問いを探して(17歳の特別教室) 高橋源一郎／著 講談社 2019 T816.0 

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－国際・

地域・観光・社会・メディア超基礎編 

樋口裕一／著 東洋経済新報社 2020 T816.5 

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－書き方

経済・経営編 

樋口裕一／著 大

原理志／著 
東洋経済新報社 2020 T816.5 

何を書けばいいかわからない人のための小論

文のオキテ 55 改訂版 
鈴木鋭智／著 KADOKAWA 2020 T816.5 

13歳からの読解力－正しく読み解き、自分

の頭で考えるための勉強法－ 
山口謠司／著 

PHPエディター

ズ・グループ 
2020 T817.5 

14歳からの読解力教室－生きる力を身につ

ける－ 
犬塚美輪／著 笠間書院 2020 T817.5 

ちくま評論文の論点 21(高校生のための現代

文ガイダンス) 

五味渕典嗣／松田

顕子／吉田光／編 
筑摩書房 2020 T817.5 

鉄人講師が明かす三羽邦美の漢文ルール(心

の友だち) 
三羽邦美／著 PHP研究所 2020 T820.0 

イケメン韓国語フレーズ 金孝珍／監修 西東社 2020 T829.1 

中学 3年間の英語が中 2病フレーズなら 1

週間で学べるなんてわたしは信じない 

佐藤誠司／著 ノ

ビル／画 
NHK 出版 2020 T830.0 

わけがわかる中学英語 学研プラス／編 学研プラス 2020 T830.0 

英語バカのすすめ－私はこうして英語を学ん

だ－(ちくまプリマー新書 348) 
横山雅彦／著 筑摩書房 2020 T830.7 

中学英語から始める洋書の世界 林剛司／著 青春出版社 2020 T830.7 

エースクラウン英和辞典 第 3版 投野由紀夫／編 三省堂 2021 T833.3 

まんがでわかる英単語の語源－語彙が 100

倍に増える!－ 
清水建二／著 実務教育出版 2020 T834.0 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

リラックマのまいにちだららん英単語 

サンエックス／監

修 リベラル社／

編集 

リベラル社 2019 T834.0 

読まずにわかるこあら式英語のニュアンス図

鑑 
こあらの学校／著 KADOKAWA 2020 T835.0 

自分ツッコミくまと朝から夜までひとこと英

語表現 500－身のまわりのこともぜんぶ英語

ですぐ言えちゃう! シンプル&短い表現だか

ら、自然に身につく・使いたくなるー 

ナガノ／イラスト 

川合亮平／英文監

修 

KADOKAWA 2020 T837.8 

13歳からの英語が簡単に話せるようになる

本－東大卒の著者が教える「英語が自然と身

につく」学び方－ 

小野田博一／著 
PHPエディター

ズ・グループ 
2020 T837.8 

スヌーピーで学ぶすぐに使える英語表現 105 

小池直己／著・訳 

チャールズ・M.シ

ュルツ／作 

祥伝社 2020 T837.8 

ヒップホップ英会話入門－学校に教科書を置

きっぱなしにしてきた人のための英語学習帳

JUICE－ 

TARO／著 DU BOOKS 2020 T837.8 

９分類（文学） 

世界魔法道具の大図鑑 

バッカラリオ／文 

オリヴィエーリ／

文 ソーマ／絵  

西村書店 2020 T902.3 

大人になるまでに読みたい 15歳の海外の詩 

1 愛と季節 
青木健／編 ゆまに書房 2019 T908.1 

大人になるまでに読みたい 15歳の海外の詩 

2 私と世界 
青木健／編 ゆまに書房 2020 T908.1 

もしも桃太郎が少年ジャンプの連載だったら スエヒロ／著 集英社 2020 T909.3 

江戸川乱歩語辞典－乱歩にまつわる言葉をイ

ラストと豆知識で妖しく読み解く－ 

奈落一騎／著 荒

俣宏／監修 
誠文堂新光社 2020 T910.26 ｴ 

このライトノベルがすごい! 2021 2020年

版、新時代のライトノベルはコレだ!いま盛

り上がっているラノベがわかるガイド 

『このライトノベ

ルがすごい!』編集

部／編 

宝島社 2020 T910.26 ｺ 

夜景座生まれ 最果タヒ／著 新潮社 2020 T911.5 

もしあの BIGアーティストが<文春砲にやら

れた>歌詞を書いたら 
相田毅／著 幻冬舎 2020 T911.6 

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳碧人／著 双葉社 2020 T913.6 ｱ 

ハリネズミは月を見上げる あさのあつこ／著 新潮社 2020 T913.6 ｱ 
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悪役令嬢は二度目の人生で返り咲く－破滅エ

ンドを回避して、恋も帝位もいただきます－

1 

雨宮れん／著 スターツ出版 2020 T913.6 ｱ 

お庭番デイズ－逢沢学園女子寮日記－上 有沢佳映／著 講談社 2020 T913.6 ｱ 

お庭番デイズ－逢沢学園女子寮日記－下 有沢佳映／著 講談社 2020 T913.6 ｱ 

怪盗レッド THE FIRST－ここから、すべて

は始まった－ 
秋木真／著 KADOKAWA 2020 T913.6 ｱ 

キミがくれた奇跡を、ずっとずっと忘れな

い。 
朝比奈希夜／著 スターツ出版 2020 T913.6 ｱ 

教室に並んだ背表紙 相沢沙呼／著 集英社 2020 T913.6 ｱ 

金木犀とメテオラ 安壇美緒／著 集英社 2020 T913.6 ｱ 

原稿用紙 1枚の物語－20行目で「あっ!」と

おどろく－(カドカワ読書タイム) 

あいはらまひろ／

著 佐藤おどり／

イラスト 

KADOKAWA 2020 T913.6 ｱ 

17歳のラリー(角川文庫 あ 112-1) 天沢夏月／著 KADOKAWA 2020 T913.6 ｱ 

地底アパート入居者募集中!(蒼月海里の「地

底アパート」シリーズ 1) 
蒼月海里／著 ポプラ社 2020 T913.6 ｱ 

地底アパートの迷惑な来客(蒼月海里の「地

底アパート」シリーズ 2) 
蒼月海里／著 ポプラ社 2020 T913.6 ｱ 

地底アパートのアンドロイドは巨大ロボット

の夢を見るか(蒼月海里の「地底アパート」

シリーズ 3) 

蒼月海里／著 ポプラ社 2020 T913.6 ｱ 

地底アパートの咲かない桜と見えない住人

(蒼月海里の「地底アパート」シリーズ 4) 
蒼月海里／著 ポプラ社 2020 T913.6 ｱ 

地底アパートと幻の地底王国(蒼月海里の

「地底アパート」シリーズ 5) 
蒼月海里／著 ポプラ社 2020 T913.6 ｱ 

#塚森裕太がログアウトしたら 浅原ナオト／著 幻冬舎 2020 T913.6 ｱ 

猫と竜 竜のお見合いと空飛ぶ猫 
アマラ／著 大熊

まい／画 
宝島社 2020 T913.6 ｱ 

ネコばあさんの家に魔女が来た 
赤坂パトリシア／

著 
KADOKAWA 2020 T913.6 ｱ 

放課後図書室 麻沢奏／著 スターツ出版 2020 T913.6 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／著 双葉社 2019 T913.6 ｱ 

私、能力は平均値でって言ったよね!－リリ

ィのキセキ God bless me? 

FUNA／亜方逸樹

／原作 赤井紅介

／著  

アース・スターエ

ンターテイメント 
2019 T913.6 ｱ 
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あの夏の日、私は君になりたかった。 いぬじゅん／著 スターツ出版 2020 T913.6 ｲ 

#君と明日を駆ける 一宮梨華／著 KADOKAWA 2020 T913.6 ｲ 

空想クラブ 逸木裕／著 KADOKAWA 2020 T913.6 ｲ 

朔と新 いとうみく／著 講談社 2020 T913.6 ｲ 

青春ノ帝国 石川宏千花／著 あすなろ書房 2020 T913.6 ｲ 

ダヤン、奇妙な夢をみる(ダヤンの冒険物語 

3) 
池田あきこ／著 ほるぷ出版 2020 T913.6 ｲ 

天使のにもつ 
いとうみく／著 

丹下京子／絵 
童心社 2019 T913.6 ｲ 

拝啓パンクスノットデッドさま 石川宏千花／作 くもん出版 2020 T913.6 ｲ 

見た目レンタルショップ 化けの皮 石川宏千花／著 小学館 2020 T913.6 ｲ 

メイドイン十四歳 石川宏千花／著 講談社 2020 T913.6 ｲ 

それでも僕が憶えているから 梅崎十和／著 スターツ出版 2020 T913.6 ｳ 

SFショートストーリー傑作セレクション 

宇宙篇 バイナリー惑星/宇宙救助隊二一八

〇年 

日下三蔵／編 汐文社 2020 T913.6 ｴ 

SFショートストーリー傑作セレクション 

怪獣篇 群猫/マタンゴ 
日下三蔵／編 汐文社 2020 T913.6 ｴ 

SFショートストーリー傑作セレクション 

超能力篇 予知の悲しみ/闇につげる声 
日下三蔵／編 汐文社 2020 T913.6 ｴ 

SFショートストーリー傑作セレクション 

破滅篇 白い大陸が燃えるとき/ひとつの装

置 

日下三蔵／編 汐文社 2020 T913.6 ｴ 

ありのままに生きてます－見習いたくなるい

きもの物語－ 

加藤英明／著 秦

本幸弥／ストーリ

ー らいらっく／

イラスト 

KADOKAWA 2019 T913.6 ｶ 

オルタネート 加藤シゲアキ／著 新潮社 2020 T913.6 ｶ 

風に乗って、跳べ－太陽ときみの声－ 川端裕人／著 朝日学生新聞社 2019 T913.6 ｶ 

カルデアの事件簿－FGOミステリー小説ア

ンソロジー－file.01 

TYPE-MOON／原

作 青崎有吾／著 

汀こるもの／著 

他 

星海社 2020 T913.6 ｶ 
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カルデアの事件簿－FGOミステリー小説ア

ンソロジー－file.02 

TYPE-MOON／原

作 amphibian／

著 津田彷徨／著 

他 

星海社 2020 T913.6 ｶ 

ゴブリンスレイヤー外伝 2[中](GAノベル) 

鍔鳴の太刀 中 

蝸牛くも／著 

lack／画 
SBクリエイティブ 2020 T913.6 ｶ 

5分で読書－思いもよらない奇妙な体験－

(カドカワ読書タイム) 
烏目浩輔／著 KADOKAWA 2020 T913.6 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 5部[1] 
香月美夜／著 TOブックス 2020 T913.6 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 5部[2] 
香月美夜／著 TOブックス 2020 T913.6 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 5部[3] 
香月美夜／著 TOブックス 2020 T913.6 ｶ 

QK 部－トランプゲーム部の結成と挑戦－ 
黄黒真直／著 usi

／イラスト 
KADOKAWA 2020 T913.6 ｷ 

《世界》がここを忘れても－アフガン女性・

ファルザーナの物語－ 

清末愛砂／文 久

保田桂子／絵 
寿郎社 2020 T913.6 ｷ 

ベランダの秘密基地－しゃべる猫と、家族の

カタチ－(カドカワ読書タイム) 
木村色吹／著 KADOKAWA 2020 T913.6 ｷ 

ホームドアから離れてください 北川樹／著 幻冬舎 2020 T913.6 ｷ 

てのひらに未来(くもんの児童文学) 
工藤純子／作 酒

井以／画 
くもん出版 2020 T913.6 ｸ 

あの日交わした永遠の誓い 小粋／著 スターツ出版 2019 T913.6 ｺ 

昨日星を探した言い訳－LET'S WALK 

UNTIL DAWN,FOR THIS EARTH TO 

WELCOME TOMMORROW 

河野裕／著 KADOKAWA 2020 T913.6 ｺ 

恋とポテトと夏休み(Eバーガー 1) 神戸遙真／著 講談社 2020 T913.6 ｺ 

恋とポテトと文化祭(Eバーガー 2) 神戸遙真／著 講談社 2020 T913.6 ｺ 

恋とポテトとクリスマス(Eバーガー 3) 神戸遙真／著 講談社 2020 T913.6 ｺ 

54字の百物語－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 2020 T913.6 ｺ 

54字の物語 ZOO－超短編小説で読むいきも

の図鑑－ 

氏田雄介／編著 

今泉忠明／監修 

武田侑大／絵 

PHP研究所 2020 T913.6 ｺ 
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5分で読書－きのう、失恋した－(カドカワ

読書タイム) 

カドカワ読書タイ

ム／編 
KADOKAWA 2020 T913.6 ｺ 

5分で読書－キミは絶対に騙される－(カド

カワ読書タイム) 

カドカワ読書タイ

ム／編 
KADOKAWA 2020 T913.6 ｺ 

5分で読書－恐怖は SNSからはじまった－

(カドカワ読書タイム) 

カドカワ読書タイ

ム／編 
KADOKAWA 2020 T913.6 ｺ 

5分で読書－扉の向こうは不思議な世界－

(カドカワ読書タイム) 

カドカワ読書タイ

ム／編 
KADOKAWA 2020 T913.6 ｺ 

5分後に意外な結末 ex－白銀の世界に消え

ゆく記憶－ 

桃戸ハル／編著 

usi／絵 
学研プラス 2019 T913.6 ｺ 

5分後に美味しいラスト(5分シリーズ) エブリスタ／編 河出書房新社 2020 T913.6 ｺ 

5分後に君とまた会えるラスト(5分シリー

ズ) 
エブリスタ／編 河出書房新社 2020 T913.6 ｺ 

5分後に恋の結末－そして、誰かの恋がはじ

まる。－(「5分後に意外な結末」シリーズ) 

橘つばさ／著 桃

戸ハル／著 かと

うれい／絵 

学研プラス 2020 T913.6 ｺ 

5分後に呪われるラスト(5分シリーズ) エブリスタ／編 河出書房新社 2020 T913.6 ｺ 

5分後に不思議の国のラスト(5分シリーズ) エブリスタ／編 河出書房新社 2020 T913.6 ｺ 

3分で“心が温まる”ショートストーリー 小狐裕介／著 辰巳出版 2019 T913.6 ｺ 

3分で楽しい!“動物”ショートストーリー 小狐裕介／著 辰巳出版 2020 T913.6 ｺ 

卒業旅行 小手鞠るい／著 偕成社 2020 T913.6 ｺ 

ハジメテヒラク こまつあやこ／著 講談社 2020 T913.6 ｺ 

窓 小手鞠るい／作 小学館 2020 T913.6 ｺ 

イイズナくんは今日も、(カラフルノベル) 
櫻いいよ／著 酒

井以／イラスト 
PHP研究所 2020 T913.6 ｻ 

偽りの君と、十四日間の恋をした 櫻いいよ／著 KADOKAWA 2020 T913.6 ｻ 

色のない世界で、君と 榊あおい／著 KADOKAWA 2020 T913.6 ｻ 

サード・プレイス(フレーベル館文学の森) 
ささきあり／作 

酒井以／絵 
フレーベル館 2020 T913.6 ｻ 

桜の森の満開の下(乙女の本棚) 
坂口安吾／著 し

きみ／絵 
立東舎 2019 T913.6 ｻ 

世界とキレル 佐藤まどか／著 あすなろ書房 2020 T913.6 ｻ 

ダイブ・イントゥ・ゲームズ 1 ぼっちな

俺とはじめての友達 
佐嘉二一／著 講談社 2020 T913.6 ｻ 

ダイブ・イントゥ・ゲームズ 2 電子の海

で出会った仲間たち 
佐嘉二一／著 講談社 2020 T913.6 ｻ 
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虹いろ図書館のひなとゆん(5分シリーズ+) 櫻井とりお／著 河出書房新社 2020 T913.6 ｻ 

君はきっとまだ知らない 汐見夏衛／著 スターツ出版 2019 T913.6 ｼ 

ないものねだりの君に光の花束を 汐見夏衛／著 KADOKAWA 2020 T913.6 ｼ 

この気持ちもいつか忘れる 住野よる／著 新潮社 2020 T913.6 ｽ 

髭と猫耳 
周藤蓮／著 鍋島

テツヒロ／画 
星海社 2020 T913.6 ｽ 

私を月に連れてって 鈴木るりか／著 小学館 2020 T913.6 ｽ 

365日、君をずっと想うから。 SELEN／著 スターツ出版 2020 T913.6 ｾ 

翼の帰る処 番外編 2 ことば使いと笑わな

い小鬼 
妹尾ゆふ子／著 幻冬舎コミックス 2020 T913.6 ｾ 

愛されなくても別に 武田綾乃／著 講談社 2020 T913.6 ﾀ 

太宰治、異世界転生して勇者になる－チート

の多い生涯を送って来ました－ 

高橋弘／著 

VM500／絵 
オーバーラップ 2020 T913.6 ﾀ 

どうぞ愛をお叫びください 武田綾乃／著 新潮社 2020 T913.6 ﾀ 

秘密(乙女の本棚) 
谷崎潤一郎／著 

マツオヒロミ／絵 
立東舎 2020 T913.6 ﾀ 

やがらす魔道具店と黒い結末－新しい物語－ 
田丸雅智／著 大

志／絵 
学研プラス 2020 T913.6 ﾀ 

この星を見上げたら、僕はキミの幸せを願

う。 
月森みるく／著 スターツ出版 2020 T913.6 ﾂ 

世界から守ってくれる世界 塚本はつ歌／著 産業編集センター 2020 T913.6 ﾂ 

ガリ勉地味萌え令嬢は、俺様王子などお呼び

でない 

鶏冠勇真／著 く

ろでこ／画 
TOブックス 2020 T913.6 ﾄ 

世界最強の後衛－迷宮国の新人探索者－6 
とーわ／著 風花

風花／イラスト 
KADOKAWA 2020 T913.6 ﾄ 

邪馬台戦記 3 戦火の海 
東郷隆／作 佐竹

美保／絵 
静山社 2020 T913.6 ﾄ 

エリーゼさんをさがして 梨屋アリエ／著 講談社 2020 T913.6 ﾅ 

光合成理論 奈瀬セナ／著 KADOKAWA 2020 T913.6 ﾅ 

山月記(乙女の本棚) 
中島敦／著 ねこ

助／絵 
立東舎 2020 T913.6 ﾅ 

16歳、きみと一生に一度の恋をする。 永良サチ／著 スターツ出版 2020 T913.6 ﾅ 

雪明かりの街で、きみに永遠の恋をした。 永良サチ／著 スターツ出版 2020 T913.6 ﾅ 

  



39 

 

タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

ワタシゴト－14歳のひろしま－ 
中澤晶子／作 さ

さめやゆき／え 
汐文社 2020 T913.6 ﾅ 

掟上今日子の設計図(忘却探偵シリーズ 12) 西尾維新／著 講談社 2020 T913.6 ﾆ 

恋話(こいばな)ミラクル 1ダース にかいどう青／著 講談社 2020 T913.6 ﾆ 

人類最強のヴェネチア 西尾維新／著 講談社 2020 T913.6 ﾆ 

人類最強の sweetheart 西尾維新／著 講談社 2020 T913.6 ﾆ 

『さいごの本やさん』の長い長い終わり－む

すぶと本。－ 
野村美月／著 KADOKAWA 2020 T913.6 ﾉ 

ウィズ・ユー 濱野京子／作 くもん出版 2020 T913.6 ﾊ 

それを AIと呼ぶのは無理がある 支倉凍砂／著 中央公論新社 2020 T913.6 ﾊ 

何度忘れても、きみの春はここにある。 春田モカ／著 スターツ出版 2020 T913.6 ﾊ 

令夢の世界はスリップする－赤い夢へようこ

そ-前奏曲-－ 

はやみねかおる／

著 
講談社 2020 T913.6 ﾊ 

赤の王 廣嶋玲子／著 東京創元社 2020 T913.6 ﾋ 

疾風ロンド(実業之日本社ジュニア文庫) 
東野圭吾／作 

TAKA／絵 
実業之日本社 2020 T913.6 ﾋ 

スガリさんの感想文はいつだって斜め上 

3(5分シリーズ+) 
平田駒／著 河出書房新社 2020 T913.6 ﾋ 

転生王女は今日も旗(フラグ)を叩き折る 

6(アリアンローズ) 

ビス／著 雪子／

イラスト 

フロンティアワー

クス 
2020 T913.6 ﾋ 

転生したらスライムだった件 16 
伏瀬／著 みっつ

ばー／イラスト 

マイクロマガジン

社 
2020 T913.6 ﾌ 

転生したらスライムだった件 17 
伏瀬／著 みっつ

ばー／イラスト 

マイクロマガジン

社 
2020 T913.6 ﾌ 

跳べ、暁! 藤岡陽子／著 ポプラ社 2020 T913.6 ﾌ 

残り一日で破滅フラグ全部へし折ります－ざ

まぁ RTA記録 24Hr.－(レジーナブックス) 
福留しゅん／著 アルファポリス 2020 T913.6 ﾌ 

私、能力は平均値でって言ったよね!－God 

bless me?－13 

FUNA／著 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 
2020 T913.6 ﾌ 

青くて、溺れる 丸井とまと／著 KADOKAWA 2020 T913.6 ﾏ 

オーバーロード 14 滅国の魔女 

丸山くがね／著 

so‐bin／イラス

ト 

KADOKAWA 2020 T913.6 ﾏ 

坂下あたると、しじょうの宇宙 町屋良平／著 集英社 2020 T913.6 ﾏ 
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ドーナツの歩道橋(teens' best selections 

52) 
升井純子／著 ポプラ社 2020 T913.6 ﾏ 

南総里見八犬伝 3 美女と悪女 松尾清貴／文 静山社 2020 T913.6 ﾏ 

南総里見八犬伝 4 南総騒乱 松尾清貴／文 静山社 2020 T913.6 ﾏ 

日向丘中学校カウンセラー室 
まはら三桃／著 

めばち／装画 
アリス館 2020 T913.6 ﾏ 

保健室経由、かねやま本館。 1 松素めぐり／著 講談社 2020 T913.6 ﾏ 

保健室経由、かねやま本館。 2 松素めぐり／著 講談社 2020 T913.6 ﾏ 

保健室経由、かねやま本館。 3 松素めぐり／著 講談社 2020 T913.6 ﾏ 

無限の中心で まはら三桃／著 講談社 2020 T913.6 ﾏ 

赤毛証明 光丘真理／作 くもん出版 2020 T913.6 ﾐ 

一生に一度の「好き」を、全部きみに。 miNato／著 スターツ出版 2020 T913.6 ﾐ 

オオカミの時間－今そこにある不思議集－ 
三田村信行／著 

佐々木マキ／画 
理論社 2020 T913.6 ﾐ 

この空の下、きみに永遠の「好き」を伝えよ

う。 
miNato／著 スターツ出版 2020 T913.6 ﾐ 

ミステリー案内人さんのコワイハナシ－ジゴ

ウジトク－(カドカワ読書タイム) 

クロネコの部屋／

原作 一夜月夜／

著 天乃聖樹／ 

KADOKAWA 2020 T913.6 ﾐ 

妖しいクラスメイト－だれにも言えない二人

の秘密－(カドカワ読書タイム) 
無月兄／著 KADOKAWA 2020 T913.6 ﾑ 

イーブン 村上しいこ／作 小学館 2020 T913.6 ﾑ 

おいしいコーヒーのいれ方 Second 

Season9 ありふれた祈り 
村山由佳／著 集英社 2020 T913.6 ﾑ 

魔女と花火と 100万円 望月雪絵／作 講談社 2020 T913.6 ﾓ 

ゲート－自衛隊彼の海にて、斯く戦えり－

SEASON2-5 回天編 
柳内たくみ／著 アルファポリス 2020 T913.6 ﾔ 

団地のコトリ(teens' best selections 54) 八束澄子／著 ポプラ社 2020 T913.6 ﾔ 

痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思

います。 9 

夕蜜柑／著 狐印

／イラスト 
KADOKAWA 2020 T913.6 ﾕ 

痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思

います。 10 

夕蜜柑／著 狐印

／イラスト 
KADOKAWA 2020 T913.6 ﾕ 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

死後の恋(乙女の本棚) 
夢野久作／著 ホ

ノジロトヲジ／絵 
立東舎 2019 T913.6 ﾕ 

ばかみたいって言われてもいいよ 1 
吉田桃子／著 ゆ

の／絵 
講談社 2020 T913.6 ﾖ 

ばかみたいって言われてもいいよ 2 
吉田桃子／著 ゆ

の／絵 
講談社 2020 T913.6 ﾖ 

ばかみたいって言われてもいいよ 3 
吉田桃子／著 ゆ

の／絵 
講談社 2020 T913.6 ﾖ 

夜に駆ける－YOASOBI小説集－ 

星野舞夜／いしき

蒼太／しなの／水

上下波／著 

双葉社 2020 T913.6 ﾖ 

白の平民魔法使い－無属性の異端児－(カド

カワ読書タイム) 
らむなべ／著 KADOKAWA 2020 T913.6 ﾗ 

かけぬける青空は、きっと君とつながってい

る－Blue*Blue－ 
rila。／著 スターツ出版 2020 T913.6 ﾘ 

無職転生－異世界行ったら本気だす－23 
理不尽な孫の手／

著 
KADOKAWA 2020 T913.6 ﾘ 

悪い姉 渡辺優／著 集英社 2020 T913.6 ﾜ 

徒然草をよみなおす(ちくまプリマー新書 

360) 
小川剛生／著 筑摩書房 2020 T914.4 

「好き」の因数分解 最果タヒ／著 リトルモア 2020 T914.6 ｻ 

ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木香歩／著 岩波書店 2020 T914.6 ﾅ 

100日間おなじ商品を買い続けることでコン

ビニ店員からあだ名をつけられるか。－ビス

コをめぐるあたたかで小さな物語－ 

与謝野／著 光文社 2020 T916.0 ﾖ 

９分類（外国文学） 

樹上の葉 樹上の花(中国少年文学館) 
曹文軒／作 水野

衛子／訳 
樹立社 2020 T923 

Shine 

ジェシカ・チョン

／著 代田亜香子

／訳 

河出書房新社 2020 T929 

月のケーキ 

ジョーン・エイキ

ン／著 三辺律子

／訳 

東京創元社 2020 T933 ｴ 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

ハナコの愛したふたつの国 

シンシア・カドハ

タ／作 もりうち

すみこ／訳 

小学館 2020 T933 ｶ 

わたしの全てのわたしたち 

サラ・クロッサン

／著 最果タヒ／

訳 金原瑞人／訳 

ハーパーコリンズ・

ジャパン 
2020 T933 ｸ 

ヴァイキングの誓い 新版(サトクリフ・コ

レクション) 

ローズマリー・サ

トクリフ／作 金

原瑞人／訳 久慈

美貴／訳 

ほるぷ出版 2020 T933 ｻ 

黄金の騎士フィン・マックール 新版(サト

クリフ・コレクション ケルト神話) 

ローズマリー・サ

トクリフ／作 金

原瑞人／訳 久慈

美貴／訳 

ほるぷ出版 2020 T933 ｻ 

ケルトとローマの息子 新版(サトクリフ・

コレクション) 

ローズマリー・サ

トクリフ／作 灰

島かり／訳 

ほるぷ出版 2020 T933 ｻ 

ケルトの白馬 新版(サトクリフ・コレクシ

ョン) 

ローズマリー・サ

トクリフ／作 灰

島かり／訳 

ほるぷ出版 2020 T933 ｻ 

囚われのアマル 

アイシャ・サイー

ド／作 相良倫子

／訳 

さ・え・ら書房 2020 T933 ｻ 

炎の戦士クーフリン 新版(サトクリフ・コ

レクション ケルト神話) 

ローズマリー・サ

トクリフ／作 灰

島かり／訳 

ほるぷ出版 2020 T933 ｻ 

夜明けの風 新版(サトクリフ・コレクショ

ン) 

ローズマリー・サ

トクリフ／作 灰

島かり／訳 

ほるぷ出版 2020 T933 ｻ 

夜フクロウとドッグフィッシュ(SUPER!YA) 

ホリー・ゴールド

バーグ・スローン

／作 メグ・ウォ

リッツァー／作 

三辺律子／訳 

小学館 2020 T933 ｽ 

ブラウン神父呪いの書－チェスタトン ショ

ートセレクション－(世界ショートセレクシ

ョン 15) 

ギルバート・キー

ス・チェスタトン

／作 金原瑞人／

訳 ヨシタケシン

スケ／絵 

理論社 2020 T933 ﾁ 



43 

 

タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

ぼくだけのぶちまけ日記(STAMP BOOKS) 

スーザン・ニール

セン／作 長友恵

子／訳 

岩波書店 2020 T933 ﾆ 

銀をつむぐ者 上 氷の王国と魔法の銀 

ナオミ・ノヴィク

／著 那波かおり

／訳 

静山社 2020 T933 ﾉ 

銀をつむぐ者 下 スターリクの王妃 

ナオミ・ノヴィク

／著 那波かおり

／訳 

静山社 2020 T933 ﾉ 

アラゲイジアの物語 1(ドラゴンライダー外

伝) エラゴン 

クリストファー・

パオリーニ／作 

大嶌双恵／訳 

静山社 2020 T933 ﾊ 

オズの魔法使い－ヴィジュアル注釈版－上 

ライマン・フラン

ク・ボーム／著 

マイケル・パトリ

ック・ハーン／編  

原書房 2020 T933 ﾊ 

オズの魔法使い－ヴィジュアル注釈版－下 

ライマン・フラン

ク・ボーム／著 

マイケル・パトリ

ック・ハーン／編  

原書房 2020 T933 ﾊ 

影を呑んだ少女 

フランシス・ハー

ディング／著 児

玉敦子／訳 

東京創元社 2020 T933 ﾊ 

ゴーストドラム(ゴーストシリーズ 1) 

スーザン・プライ

ス／作 金原瑞人

／訳 

サウザンブックス社 2020 T933 ﾌ 

ゴーストソング(ゴーストシリーズ 2) 

スーザン・プライ

ス／作 金原瑞人

／訳 

サウザンブックス社 2020 T933 ﾌ 

ゴーストダンス(ゴーストシリーズ 3) 

スーザン・プライ

ス／作 金原瑞人

／訳 

サウザンブックス社 2020 T933 ﾌ 

不気味な叫び(Scream!絶叫コレクション 

R.L.スタイン presents) 

R.L.スタイン／監

修 ジェフ・ソロ

ウェイ／著 ブル

ース・ヘイル／著 

他 

理論社 2020 T933 ﾌ 

震える叫び(Scream!絶叫コレクション R.L.

スタイン presents) 

R.L.スタイン／監

修 レイ・ダニエ

ル／著 他 

理論社 2020 T933 ﾌ 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

兄の名は、ジェシカ 
ジョン・ボイン／

著 原田勝／訳 
あすなろ書房 2020 T933 ﾎ 

コピーボーイ(STAMP BOOKS) 

ヴィンス・ヴォー

ター／作 原田勝

／訳 

岩波書店 2020 T933 ﾎ 

11番目の取引(鈴木出版の児童文学 この地

球を生きる子どもたち) 

アリッサ・ホリン

グスワース／作 

もりうちすみこ／

訳 

鈴木出版 2019 T933 ﾎ 

スアレス一家は、今日もにぎやか 
メグ・メディナ／

著 橋本恵／訳 
あすなろ書房 2019 T933 ﾒ 

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 2019 T933 ﾓ 

オール★アメリカン★ボーイズ 

ジェイソン・レノ

ルズ／著 ブレン

ダン・カイリー／

著 中野怜奈／訳 

偕成社 2020 T933 ﾚ 

ベルリン 1919－赤い水兵－上(岩波少年文庫 

621) 

クラウス・コルド

ン／作 酒寄進一

／訳 

岩波書店 2020 T943 

ベルリン 1919－赤い水兵－下(岩波少年文庫 

622) 

クラウス・コルド

ン／作 酒寄進一

／訳 

岩波書店 2020 T943 

ベルリン 1933－壁を背にして－上(岩波少年

文庫 623)  

クラウス・コルド

ン／作 酒寄進一

／訳 

岩波書店 2020 T943 

ベルリン 1933－壁を背にして－下(岩波少年

文庫 624)  

クラウス・コルド

ン／作 酒寄進一

／訳 

岩波書店 2020 T943 

ベルリン 1945－はじめての春－上(岩波少年

文庫 625) 

クラウス・コルド

ン／作 酒寄進一

／訳 

岩波書店 2020 T943 

ベルリン 1945－はじめての春－下(岩波少年

文庫 626) 

クラウス・コルド

ン／作 酒寄進一

／訳 

岩波書店 2020 T943 

ぼくたちがギュンターを殺そうとした日 

ヘルマン・シュル

ツ／作 渡辺広佐

／訳 

徳間書店 2020 T943 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

壁抜け男－エーメ ショートセレクション－

(世界ショートセレクション 13) 

マルセル・エーメ

／作 平岡敦／訳 

ヨシタケシンスケ

／絵 

理論社 2019 T953 ｴ 

紙の心(STAMP BOOKS) 

エリーザ・プリチ

ェッリ・グエッラ

／作 長野徹／訳 

岩波書店 2020 T973 

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 2019 T973 

イワンの馬鹿 

レフ・トルストイ

／作 ハンス・フ

ィッシャー／絵 

小宮由／訳 

KTC中央出版 2020 T983 

文庫（ノンフィクション） 

夜ふかしの本棚 

朝井リョウ／著 

円城塔／著 窪美

澄／著 他 

中央公論新社 2020 TB019.9 

東大脳クイズ－「知識」と「思考力」がい

っきに身につく－ 
QuizKnock／著 三笠書房 2020 TB031.7 

もっとヘンな論文 
サンキュータツオ

／著 
KADOKAWA 2020 TB049.0 

一生使える!13歳からの論理ノート 小野田博一／著 PHP研究所 2020 TB116.0 

世界怪異事典－科学が説明できない奇怪な

出来事 200－ 

歴史の謎を探る会

／編 
河出書房新社 2020 TB147.0 

高校生からわかる「資本論」 池上彰／著 集英社 2019 TB331.6 

それでも生きる－国際協力リアル教室－ 石井光太／著 筑摩書房 2020 TB367.6 

日本の駅名おもしろ雑学－マニアもそうで

ない人も楽しめる、厳選 96ネタ!－ 
浅井建爾／著 三笠書房 2020 TB686.5 

人気マンガ・アニメの怖い元ネタ 鉄人社編集部／編 鉄人社 2020 TB726.1 

私の絵本ろん－中・高校生のための絵本入

門－ 
赤羽末吉／著 平凡社 2020 TB726.6 

もうひとつの空の飛び方－『枕草子』から

『ナルニア国』まで－ 
荻原規子／著 KADOKAWA 2020 TB909.3 

文庫（文学） 

明けない夜のフラグメンツ－あの日言えな

かったさよならを、君に－ 
青海野灰／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｱ 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

あやかし宿の幸せご飯－もふもふの旦那さ

まに嫁入りします－ 
朝比奈希夜／著 スターツ出版 2019 TB913.6 ｱ 

稲荷書店きつね堂 2 犬神書店員来たる 蒼月海里／著 角川春樹事務所 2020 TB913.6 ｱ 

犬と勇者は飾らない 1 あまなっとう／著 オーバーラップ 2020 TB913.6 ｱ 

鵜野森町あやかし奇譚 2 覚之章 
あきみずいつき／

著 
PHP研究所 2020 TB913.6 ｱ 

86-エイティシックス-Ep.8 ガンスモー

ク・オン・ザ・ウォーター 
安里アサト／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｱ 

吸血鬼と呪いの森 赤川次郎／著 集英社 2020 TB913.6 ｱ 

ゲーマーズ!DLC 3 葵せきな／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｱ 

この素晴らしい世界に祝福を!17 この冒険

者たちに祝福を! 
暁なつめ／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｱ 

この素晴らしい世界に祝福を!よりみち! 暁なつめ／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｱ 

この素晴らしい世界に祝福を!よりみち 2回

目! 
暁なつめ／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｱ 

さいとう市立さいとう高校野球部 3おれが

先輩? 
あさのあつこ／著 講談社 2020 TB913.6 ｱ 

死に挑むワルキューレ－紡がれし運命のサ

ーガ－ 
青川志帆／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｱ 

17歳のラリー 天沢夏月／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｱ 

水晶庭園の少年たち 4 喪に服す電気石 蒼月海里／著 集英社 2020 TB913.6 ｱ 

水晶庭園の少年たち 5 賢者たちの石 蒼月海里／著 集英社 2020 TB913.6 ｱ 

吹部! 第 2楽章 赤澤竜也／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｱ 

戦闘員、派遣します! 5 暁なつめ／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｱ 

戦闘員、派遣します! 6 暁なつめ／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｱ 

その終末に君はいない。 天沢夏月／著 スターツ出版 2020 TB913.6 ｱ 

台風の目の少女たち 赤川次郎／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｱ 

地底アパートと幻の地底王国 蒼月海里／著 ポプラ社 2020 TB913.6 ｱ 

読書嫌いのための図書室案内 青谷真未／著 早川書房 2020 TB913.6 ｱ 

ネクストライフ 16 相野仁／著 主婦の友インフォス 2019 TB913.6 ｱ 

東四柳心霊相談所－それ、霊のしわざです

よ!?－ 
青谷真未／著 ポプラ社 2020 TB913.6 ｱ 

ぼんくら陰陽師の鬼嫁 6 秋田みやび／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｱ 

マツリカ・マトリョシカ 相沢沙呼／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｱ 

元スパイ、家政夫に転職する 1 秋原タク／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｱ 

藪の中・将軍 改版 芥川龍之介／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｱ 

夜の終りに 赤川次郎／著 中央公論新社 2020 TB913.6 ｱ 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

よろず占い処陰陽屋と琥珀の瞳 13 天野頌子／著 ポプラ社 2020 TB913.6 ｱ 

私の彼氏は吸血鬼 赤川次郎／著 集英社 2020 TB913.6 ｱ 

青ノ果テ－花巻農芸高校地学部の夏－ 伊与原新／著 新潮社 2020 TB913.6 ｲ 

安達としまむら 9 入間人間／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｲ 

エンドブルー 入間人間／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｲ 

オーバーライト 1 ブリストルのゴースト 池田明季哉／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｲ 

オーバーライト 2 クリスマス・ウォーズの

炎 
池田明季哉／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｲ 

君がオーロラを見る夜に いぬじゅん／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｲ 

きみの知らない十二ケ月目の花言葉 
いぬじゅん／著 

櫻いいよ／著 
スターツ出版 2020 TB913.6 ｲ 

サンタクロースを殺した。そして、キスを

した。 
犬君雀／著 小学館 2020 TB913.6 ｲ 

車夫 2 幸せのかっぱ いとうみく／著 文藝春秋 2020 TB913.6 ｲ 

少女は夜を綴らない 逸木裕／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｲ 

ちっちゃくてかわいい先輩が大好きなので

一日三回照れさせたい １ 
五十嵐雄策／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｲ 

ちっちゃくてかわいい先輩が大好きなので

一日三回照れさせたい ２ 
五十嵐雄策／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｲ 

天才美少女な幼馴染のくせに、なんで俺の

前でだけそんなにスキだらけなんだよ 
五木友人／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｲ 

プロペラオペラ 2 犬村小六／著 小学館 2020 TB913.6 ｲ 

君が、仲間を殺した数 1 魔塔に挑む者た

ちの咎 
有象利路／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｳ 

鹿の王 水底の橋 上橋菜穂子／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｳ 

七つの魔剣が支配する 5 宇野朴人／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｳ 

七つの魔剣が支配する 6 宇野朴人／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｳ 

宮廷神官物語 9 榎田ユウリ／著 KADOKAWA 2019 TB913.6 ｴ 

宮廷神官物語 10 榎田ユウリ／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｴ 

宮廷神官物語 11 榎田ユウリ／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｴ 

昨日の僕が僕を殺す 3壊された少女たち 太田紫織／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｵ 

ゴーストハント 1 旧校舎怪談 小野不由美／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｵ 

ゴーストハント 2 人形の檻 小野不由美／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｵ 

櫻子さんの足下には死体が埋まっている 

15わたしを殺したお人形 
太田紫織／著 KADOKAWA 2019 TB913.6 ｵ 
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櫻子さんの足下には死体が埋まっている 

[16] 蝶は聖夜に羽ばたく 
太田紫織／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｵ 

白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月 1 

十二国記 9-1 
小野不由美／著 新潮社 2019 TB913.6 ｵ 

白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月 2 

十二国記 9-2 
小野不由美／著 新潮社 2019 TB913.6 ｵ 

白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月 3 

十二国記 9-3 
小野不由美／著 新潮社 2019 TB913.6 ｵ 

白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月 4 

十二国記 9-4 
小野不由美／著 新潮社 2019 TB913.6 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 16 
大森藤ノ／著 SBクリエイティブ 2020 TB913.6 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 ファミリアクロニクル－

episodeフレイヤ－ 

大森藤ノ／著 ニ

リツ／イラスト 
SBクリエイティブ 2019 TB913.6 ｵ 

遙かに届くきみの聲 大橋崇行／著 双葉社 2020 TB913.6 ｵ 

メゾン刻の湯 小野美由紀／著 ポプラ社 2020 TB913.6 ｵ 

アクセル・ワールド 25 終焉の巨神 川原礫／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 

アポカリプス・ウィッチ－飽食時代の<最強

>たちへ－2 
鎌池和馬／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 

アポカリプス・ウィッチ－飽食時代の<最強

>たちへ－3 
鎌池和馬／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 

君を失いたくない僕と、僕の幸せを願う君 神田夏生／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 

真・三国志妹 5 俺を好きなのって妹だけか

よ 
春日みかげ／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 

項羽さんと劉邦くん－少年は阿房宮を目指す

－2 
春日みかげ／著 LINE 2019 TB913.6 ｶ 

ゴブリンスレイヤー 12 蝸牛くも／著 SBクリエイティブ 2020 TB913.6 ｶ 

ゴブリンスレイヤー 13 蝸牛くも／著 SBクリエイティブ 2020 TB913.6 ｶ 

終末なにしてますか?異伝 リーリァ・アスプ

レイ #02 
枯野瑛／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 

終末なにしてますか?もう一度だけ、会えま

すか? #09 
枯野瑛／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 

青春ブタ野郎は迷えるシンガーの夢を見ない 鴨志田一／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 

青春ブタ野郎はナイチンゲールの夢を見ない 鴨志田一／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 

創約とある魔術の禁書目録(インデックス)１ 鎌池和馬／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 
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タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

創約とある魔術の禁書目録(インデックス)２ 鎌池和馬／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 

創約とある魔術の禁書目録(インデックス)３ 鎌池和馬／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 

ソードアート・オンライン 24 ユナイタ

ル・リング 3 
川原礫／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 

ソードアート・オンライン 25 ユナイタ

ル・リング 4 
川原礫／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 

大正野球娘。－長編時代ロマンス－1 神楽坂淳／著 小学館 2020 TB913.6 ｶ 

とある魔術の禁書目録(インデックス)外典書

庫 1 
鎌池和馬／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 

とある魔術の禁書目録(インデックス)外典書

庫 2 
鎌池和馬／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 

美少女くノ一ちゃん達がせんせーのヒミツ

を覗いてみた結果 1 
鎌池和馬／著 LINE 2020 TB913.6 ｶ 

ヘヴィーオブジェクト 天を貫く欲望の槍 鎌池和馬／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｶ 

魔導ハッカー>>暴け、魔法の脆弱性を 2 鎌池和馬／著 LINE 2020 TB913.6 ｶ 

魔女と猟犬 1 
カミツキレイニー

／著 
小学館 2020 TB913.6 ｶ 

魔弾の王と凍漣の雪姫(ミーチェリア) 5 川口士／著 集英社 2020 TB913.6 ｶ 

魔弾の王と凍漣の雪姫(ミーチェリア) 6 川口士／著 集英社 2020 TB913.6 ｶ 

傭兵団の料理番 7 川井昻／著 主婦の友インフォス 2019 TB913.6 ｶ 

傭兵団の料理番 8 川井昻／著 主婦の友インフォス 2019 TB913.6 ｶ 

傭兵団の料理番 9 川井昻／著 主婦の友インフォス 2020 TB913.6 ｶ 

傭兵団の料理番 10 川井昻／著 主婦の友インフォス 2020 TB913.6 ｶ 

今日、キミに恋しました－好きな人と両想

いになるまで♡5つの恋の短編集－ 

ゆいっと／小春り

ん／晴虹／碧井こ

なつ／miNato／著 

スターツ出版 2020 TB913.6 ｷ 

銀河英雄伝説列伝 1 晴れあがる銀河 
田中芳樹／監修 

石持浅海／ほか著 
東京創元社 2020 TB913.6 ｷ 

そして、ユリコは一人になった(このミス大

賞) 
貴戸湊太／著 宝島社 2020 TB913.6 ｷ 

ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った? 

Lv.21 
聴猫芝居／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｷ 

ぼくたちのリメイク 8 橋場恭也+A807 木緒なち／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｷ 

魔王の右腕になったので原作改悪します １ 木村／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｷ 

魔王の右腕になったので原作改悪します ２ 木村／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｷ 
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ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編 1 衣笠彰梧／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｷ 

ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編 2 衣笠彰梧／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｷ 

ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編 3 衣笠彰梧／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｷ 

勇者(おれ)は魔王の門番人(ゲートキーパー)

－ブラックな勇者業辞めて、ホワイトな魔

王の下で働きます－ 

鉄乃蜘蛛／著 ホビージャパン 2020 TB913.6 ｸ 

ホーンテッド・キャンパス 17(最後の七不

思議） 
櫛木理宇／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｸ 

魔女に育てられた少年、魔女殺しの英雄と

なる 
クボタロウ／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｸ 

私の彼は腐ってる １ 九条菜月／著 中央公論新社 2020 TB913.6 ｸ 

私の彼は腐ってる ２ 九条菜月／著 中央公論新社 2020 TB913.6 ｸ 

吸血鬼は僕のために姉になる 景詠一／著 集英社 2020 TB913.6 ｹ 

一生分の好きを、君に捧ぐ。 小粋／著 スターツ出版 2020 TB913.6 ｺ 

俺がどんなにキミを好きか、まだキミは知

らない。 
小粋／著 スターツ出版 2020 TB913.6 ｺ 

俺の「好き」は、キミ限定。 小春りん／著 スターツ出版 2019 TB913.6 ｺ 

きみが明日、この世界から消える前に 此見えこ／著 スターツ出版 2020 TB913.6 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 2019 TB913.6 ｺ 

5分後に意外な結末ベスト・セレクション 

黒の巻 
桃戸ハル／編・著 講談社 2020 TB913.6 ｺ 

5分後に意外な結末ベスト・セレクション 

白の巻 
桃戸ハル／編・著 講談社 2020 TB913.6 ｺ 

さよならの言い方なんて知らない。－

THEME OF THE WATER&BISCUIT－3 
河野裕／著 新潮社 2020 TB913.6 ｺ 

さよならの言い方なんて知らない。－

THEME OF THE WATER&BISCUIT－4 
河野裕／著 新潮社 2020 TB913.6 ｺ 

シンプル・カオス 2 ごとうしのぶ／著 小学館 2020 TB913.6 ｺ 

はちみつ色のキミと秘密の恋をした。 小春りん／著 スターツ出版 2020 TB913.6 ｺ 

ノンファンタジー(告白予行練習 11) 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 2019 TB913.6 ｺ 
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ヒロイン育成計画（告白予行練習 12） 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 2020 TB913.6 ｺ 

東京サマーセッション(告白予行練習 13) 
HoneyWorks／原

案 香坂茉里／著 
KADOKAWA 2020 TB913.6 ｺ 

はちみつ色のキミと秘密の恋をした。 小春りん／著 スターツ出版 2020 TB913.6 ｺ 

バンダル・アード=ケナード－眠らぬ谷を踏

み越え－バンダル・アード=ケナード 8 
駒崎優／著 朝日新聞出版 2020 TB913.6 ｺ 

ロメオ(告白実行委員会アイドルシリーズ) 
HoneyWorks／原

案 香坂茉里／著 
KADOKAWA 2020 TB913.6 ｺ 

365日、君にキセキの弥生桜を 櫻井千姫／著 スターツ出版 2020 TB913.6 ｻ 

司波達也暗殺計画－魔法科高校の劣等生－3 佐島勤／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｻ 

豚のレバーは加熱しろ 1回目 逆井卓馬／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｻ 

豚のレバーは加熱しろ 2回目 逆井卓馬／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｻ 

放課後の嘘つきたち 酒井田寛太郎／著 早川書房 2020 TB913.6 ｻ 

魔法科高校の劣等生 31 未来編 佐島勤／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｻ 

魔法科高校の劣等生 32 サクリファイス編/

卒業編 
佐島勤／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｻ 

メイジアン・カンパニー－魔法科高校の劣

等生 続－1 
佐島勤／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｻ 

龍神様のお嫁さん…のはずですが!?－あやか

し温泉郷－ 
佐々木禎子／著 ポプラ社 2020 TB913.6 ｻ 

ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 7 case.

アトラスの契約 下 

TYPE-MOON／原

作 三田誠／著 
KADOKAWA 2019 TB913.6 ｻ 

ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 8 case.

冠位決議 上 

TYPE-MOON／原

作 三田誠／著 
KADOKAWA 2020 TB913.6 ｻ 

ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 9 case.

冠位決議 中 

TYPE-MOON／原

作 三田誠／著 
KADOKAWA 2020 TB913.6 ｻ 

キノの旅－the Beautiful World－23 時雨沢恵一／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｼ 

聖剣学院の魔剣使い 2 志瑞祐／著 KADOKAWA 2019 TB913.6 ｼ 

聖剣学院の魔剣使い 3 志瑞祐／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｼ 

聖剣学院の魔剣使い 4 志瑞祐／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｼ 

聖剣学院の魔剣使い 5 志瑞祐／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｼ 
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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 10 ファイブ・

オーディールズ 

時雨沢恵一／著 

川原礫／原案・監

修 

KADOKAWA 2020 TB913.6 ｼ 

つるぎのかなた 3 渋谷瑞也／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｼ 

隣のキミであたまがいっぱい。 1 城崎／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｼ 

灰と幻想のグリムガル level.15 強くて儚

きニューゲーム 
十文字青／著 オーバーラップ 2019 TB913.6 ｼ 

灰と幻想のグリムガル level.16 さよなら

の訳さえ僕らは知らないままで+A886 
十文字青／著 オーバーラップ 2020 TB913.6 ｼ 

ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 4 しめさば／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｼ 

りゅうおうのおしごと! 12 
白鳥士郎／著 西

遊棋／監修 
SBクリエイティブ 2020 TB913.6 ｼ 

りゅうおうのおしごと! 13 
白鳥士郎／著 西

遊棋／監修 
SBクリエイティブ 2020 TB913.6 ｼ 

青くて痛くて脆い 住野よる／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｽ 

か「」く「」し「」ご「」と 住野よる／著 新潮社 2020 TB913.6 ｽ 

今はまだ「幼馴染の妹」ですけど。1 せん

ぱい、ひとつお願いがあります 
涼暮皐／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｽ 

吸血鬼に天国はない 3 周藤蓮／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｽ 

吸血鬼に天国はない 4 周藤蓮／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｽ 

また、桜の国で 須賀しのぶ／著 祥伝社 2019 TB913.6 ｽ 

楽園ノイズ 1 杉井光／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ｽ 

君が夏を走らせる 瀬尾まいこ／著 新潮社 2020 TB913.6 ｾ 

この青い空で君をつつもう 瀬名秀明／著 双葉社 2020 TB913.6 ｾ 

ドール先輩の修復カルテ 関口暁人／著 光文社 2020 TB913.6 ｾ 

魔弾の王と聖泉の双紋剣(カルンウェナン) 

2 

川口士／原案 瀬

尾つかさ／著 
集英社 2020 TB913.6 ｾ 

魔弾の王と聖泉の双紋剣(カルンウェナン) 

3 

川口士／原案 瀬

尾つかさ／著 
集英社 2020 TB913.6 ｾ 

幸せなポーションライフを 空野進／著 集英社 2020 TB913.6 ｿ 

異人館画廊 6 透明な絵と堕天使の誘惑 谷瑞恵／著 集英社 2019 TB913.6 ﾀ 

うちの執事に願ったならば 8 高里椎奈／著 KADOKAWA 2019 TB913.6 ﾀ 

うちの執事に願ったならば 9 高里椎奈／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾀ 

カンピオーネ!ロード・オブ・レルムズ 1 丈月城／著 集英社 2020 TB913.6 ﾀ 

君と漕ぐ 3 ながとろ高校カヌー部と孤高

の女王 
武田綾乃／著 新潮社 2020 TB913.6 ﾀ 
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こちら後宮日陰の占い部屋 田井ノエル／著 ポプラ社 2020 TB913.6 ﾀ 

私立シードゥス学院－小さな紳士の名推理

－ 
高里椎奈／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾀ 

涼宮ハルヒの直観 谷川流／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾀ 

デート・ア・ライブ 22 十香グッドエン

ド 下 
橘公司／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾀ 

デート・ア・ライブアンコール 10 橘公司／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾀ 

筆跡鑑定人・東雲清一郎は、書を書かな

い。 4 鎌倉の夜は、罪を隠さない 
谷春慶／著 宝島社 2019 TB913.6 ﾀ 

友人キャラは大変ですか? ９ 伊達康／著 小学館 2020 TB913.6 ﾀ 

友人キャラは大変ですか? 10 伊達康／著 小学館 2020 TB913.6 ﾀ 

ヒマワリ高校初恋部! 辻堂ゆめ／著 LINE 2020 TB913.6 ﾂ 

ホラー女優が天才子役に転生しました－今

度こそハリウッドを目指します! 1 
鉄箱／著 小学館 2020 TB913.6 ﾃ 

むしめづる姫宮さん 2 手代木正太郎／著 小学館 2020 TB913.6 ﾃ 

むしめづる姫宮さん 3 手代木正太郎／著 小学館 2020 TB913.6 ﾃ 

イダジョ!－医大女子－ 史夏ゆみ／著 角川春樹事務所 2019 TB913.6 ﾄ 

イダジョ!－医大女子－研修医編 史夏ゆみ／著 角川春樹事務所 2019 TB913.6 ﾄ 

スーパーカブ reserve 
トネ・コーケン／

著 
KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾄ 

幽霊たちの不在証明 朝永理人／著 宝島社 2020 TB913.6 ﾄ 

RAIL WARS!－日本國有鉄道公安隊－18 

豊田巧／著 バー

ニア 600／イラス

ト 

実業之日本社 2019 TB913.6 ﾄ 

RAIL WARS!－日本國有鉄道公安隊－19 

豊田巧／著 バー

ニア 600／イラス

ト 

実業之日本社 2020 TB913.6 ﾄ 

ケーキ王子の名推理(スペシャリテ) 4 七月隆文／著 新潮社 2019 TB913.6 ﾅ 

ケーキ王子の名推理(スペシャリテ) 5 七月隆文／著 新潮社 2020 TB913.6 ﾅ 

この世界にきみさえいれば、それでよかっ

た。 
永良サチ／著 スターツ出版 2020 TB913.6 ﾅ 

死亡フラグが立ちました!3 超絶リアルゲー

ム実況殺人事件 
七尾与史／著 宝島社 2019 TB913.6 ﾅ 

数字で救う!弱小国家 5 勝利する者を描

け。ただし敵は自軍より精鋭と大軍である

ものとする。 

長田信織／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾅ 
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戦翼のシグルドリーヴァ－Rusalka－上 
戦翼倶楽部／原作 

長月達平／著 
KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾅ 

戦翼のシグルドリーヴァ－Rusalka－下 
戦翼倶楽部／原作 

長月達平／著 
KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾅ 

戦翼のシグルドリーヴァ－Sakura－上 
戦翼倶楽部／原作 

長月達平／著 
KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾅ 

戦翼のシグルドリーヴァ－Sakura－下 
戦翼倶楽部／原作 

長月達平／著 
KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾅ 

卒業まで 100日、…君を好きになった。 夏木エル／著 スターツ出版 2020 TB913.6 ﾅ 

Fate/strange Fake 6 
TYPE-MOON／原

作 成田良悟／著 
KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾅ 

放課後の宇宙ラテ 中西鼎／著 新潮社 2020 TB913.6 ﾅ 

ようこそ最強のはたらかない魔王軍へ!－闇

堕ちさせた姫騎士に魔王軍が掌握されまし

た－ 

永松洸志／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾅ 

Re:ゼロから始める異世界生活 Ex4最優紀行 長月達平／著 KADOKAWA 2019 TB913.6 ﾅ 

Re:ゼロから始める異世界生活 22 長月達平／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾅ 

Re:ゼロから始める異世界生活 23 長月達平／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾅ 

Re:ゼロから始める異世界生活 24 長月達平／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾅ 

Re:ゼロから始める異世界生活 短編集 6 長月達平／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾅ 

ワールドエンドの探索指南(あるきかた) 2 夏海公司／著 KADOKAWA 2019 TB913.6 ﾅ 

ワールドエンドの探索指南(あるきかた) 3 夏海公司／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾅ 

裏世界旅行 二宮敦人／著 小学館 2020 TB913.6 ﾆ 

掟上今日子の遺言書[忘却探偵シリーズ 4] 西尾維新／著 講談社 2020 TB913.6 ﾆ 

掟上今日子の退職願[忘却探偵シリーズ 5] 西尾維新／著 講談社 2020 TB913.6 ﾆ 

彼女の色に届くまで 似鳥鶏／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾆ 

美少年蜥蜴 影編 西尾維新／著 講談社 2019 TB913.6 ﾆ 

声優ラジオのウラオモテ#01 夕陽とやすみ

は隠しきれない? 
二月公／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾆ 

声優ラジオのウラオモテ#02 夕陽とやすみ

は諦めきれない? 
二月公／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾆ 

声優ラジオのウラオモテ#03 夕陽とやすみ

は突き抜けたい? 
二月公／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾆ 

『外科室』の一途－むすぶと本。－ 野村美月／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾉ 

狼と羊皮紙－新説狼と香辛料－5 支倉凍砂／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾊ 

バンチョ高校クイズ研 蓮見恭子／著 集英社 2020 TB913.6 ﾊ 

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－6 

暁なつめ／原作 

昼熊／著 
KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾋ 
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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－7 

暁なつめ／原作 

昼熊／著 
KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾋ 

妹さえいればいい。14 平坂読／著 小学館 2020 TB913.6 ﾋ 

Fate/Apocrypha Vol.3 聖人の凱旋 

TYPE-MOON／原

作 東出祐一郎／

著 

KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾋ 

Fate/Apocrypha Vol.4 熾天の杯 

TYPE-MOON／原

作 東出祐一郎／

著 

KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾋ 

Fate/Apocrypha Vol.5 邪竜と聖女 

TYPE-MOON／原

作 東出祐一郎／

著 

KADOKAWA 2020 TB913.6 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 2019 TB913.6 ﾋ 

ラストラウンド・アーサーズ 4 最弱の騎士

と最も優れた騎士 
羊太郎／著 KADOKAWA 2019 TB913.6 ﾋ 

ラストラウンド・アーサーズ 5 過去の王と

未来の王 
羊太郎／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾋ 

ロクでなし魔術講師と禁忌教典(アカシック

レコード)16 
羊太郎／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾋ 

ロクでなし魔術講師と禁忌教典(アカシック

レコード)17 
羊太郎／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾋ 

ロクでなし魔術講師と追想日誌(メモリーレ

コード)6 
羊太郎／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾋ 

ロクでなし魔術講師と追想日誌(メモリーレ

コード)7 
羊太郎／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾋ 

あの夏、夢の終わりで恋をした。 冬野夜空／著 スターツ出版 2020 TB913.6 ﾌ 

一瞬を生きる君を、僕は永遠に忘れない。 冬野夜空／著 スターツ出版 2020 TB913.6 ﾌ 

俺の妹がこんなに可愛いわけがない 14 あ

やせ if 下 
伏見つかさ／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾌ 

俺の妹がこんなに可愛いわけがない 15 黒

猫 if 上 
伏見つかさ／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾌ 

新フォーチュン・クエスト 2-11 ここはま

だ旅の途中 下 
深沢美潮／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾌ 

蒼空はるかな最果て図書館－光の勇者と愛

した歌姫－ 
冬月いろり／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾌ 
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その孤島の名は、虚－THE WONDERFUL 

WIZARD OF HERS－ 
古野まほろ／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾌ 

ふたご 藤崎彩織／著 文藝春秋 2020 TB913.6 ﾌ 

フラダン 古内一絵／著 小学館 2020 TB913.6 ﾌ 

平安仮そめ恋契り－鬼の中将と琴音の姫－ 藤咲実佳／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾌ 

放課後探偵団－書き下ろし学園ミステリ・

アンソロジー－2 

青崎有吾／斜線堂

有紀／武田綾乃／

辻堂ゆめ／額賀澪

／著 

東京創元社 2020 TB913.6 ﾎ 

冴えない彼女(ヒロイン)の育てかた

Memorial 2 

丸戸史明／著 フ

ァンタジア文庫編

集部／編 

KADOKAWA 2019 TB913.6 ﾏ 

友達以上探偵未満 麻耶雄嵩／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾏ 

俺、お前に惚れてんだけど。 miNato／著 スターツ出版 2020 TB913.6 ﾐ 

金沢古妖具屋くらがり堂 1 峰守ひろかず／著 ポプラ社 2020 TB913.6 ﾐ 

金沢古妖具屋くらがり堂 2 峰守ひろかず／著 ポプラ社 2020 TB913.6 ﾐ 

絶対城先輩の妖怪学講座 12 峰守ひろかず／著 KADOKAWA 2019 TB913.6 ﾐ 

カノジョの妹とキスをした。 1 海空りく／著 SBクリエイティブ 2020 TB913.6 ﾐ 

カノジョの妹とキスをした。 2 海空りく／著 SBクリエイティブ 2020 TB913.6 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! 10 
海空りく／著 SBクリエイティブ 2020 TB913.6 ﾐ 

君と奏でるポコアポコ－船橋市消防音楽隊

と始まりの日－ 
水生欅／著 新潮社 2020 TB913.6 ﾐ 

クールなキミが最近優しいワケ Milky／著 スターツ出版 2020 TB913.6 ﾐ 

三角の距離は限りないゼロ 5 岬鷺宮／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾐ 

三角の距離は限りないゼロ 6 岬鷺宮／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾐ 

時間泥棒ちゃんはドキドキさせたい－俺の

夏休みをかけた恋愛心理戦－ 
ミサキナギ／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾐ 

ストライク・ザ・ブラッド 21 十二眷獣

と血の従者たち 
三雲岳斗／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾐ 

ストライク・ザ・ブラッド 22 暁の凱旋 三雲岳斗／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾐ 

仙文閣の稀書目録 三川みり／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾐ 
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とってもカワイイ私と付き合ってよ! 1 三上こた／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾐ 

晴れた日は図書館へいこう 3夢のかたち 緑川聖司／著 ポプラ社 2020 TB913.6 ﾐ 

ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ－扉子と空白の

時－ 
三上延／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾐ 

日和ちゃんのお願いは絶対 1 岬鷺宮／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾐ 

日和ちゃんのお願いは絶対 2 岬鷺宮／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾐ 

鳳凰の巫女は時を舞う(後宮妖幻想奇譚 1) 三萩せんや／著 双葉社 2020 TB913.6 ﾐ 

鳳凰の巫女は時に惑う(後宮妖幻想奇譚 2) 三萩せんや／著 双葉社 2020 TB913.6 ﾐ 

無気力な高瀬くんの本気の愛が重すぎる。 miNato／著 スターツ出版 2020 TB913.6 ﾐ 

ありふれた祈り(おいしいコーヒーのいれ方 

Second Season9) 
村山由佳／著 集英社 2020 TB913.6 ﾑ 

コンビニたそがれ堂 花時計 村山早紀／著 ポプラ社 2020 TB913.6 ﾑ 

星をつなぐ手－桜風堂ものがたり－ 村山早紀／著 PHP研究所 2020 TB913.6 ﾑ 

神様は少々私に手厳しい 7 守野伊音／著 主婦の友インフォス 2020 TB913.6 ﾓ 

くちぶえカルテット 
モノカキ・アエル

／著 
実業之日本社 2020 TB913.6 ﾓ 

西方守護伯付き魔女の初陣 守野伊音／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾓ 

桃瀬さん家(ち)の百鬼目録(フェイクロア) 

1 

日日日／ゆずはら

としゆき／SOW／

森崎亮人／著 

KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾓ 

桃瀬さん家(ち)の百鬼目録(フェイクロア) 

2 

日日日／ゆずはら

としゆき／著 
KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾓ 

山育ちのドラスレさん－異世界でドラゴンス

レイヤーとして生きていく－ 
茂野らいと／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾓ 

わが家は祇園(まち)の拝み屋さん 12 つな

ぐ縁と満月に降る雨 
望月麻衣／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾓ 

わが家は祇園(まち)の拝み屋さん 13 秋の

祭りと白狐の依頼 
望月麻衣／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 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… 9 
山口悟／著 一迅社 2020 TB913.6 ﾔ 

弱キャラ友崎くん Lv.8.5 屋久ユウキ／著 小学館 2020 TB913.6 ﾔ 

種のキモチ 山田悠介／著 幻冬舎 2020 TB913.6 ﾔ 

僕はロボットごしの君に恋をする 山田悠介／著 河出書房新社 2020 TB913.6 ﾔ 

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。

アンソロジー 1 雪乃 side 
渡航／ほか著 小学館 2020 TB913.6 ﾔ 
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やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。

アンソロジー 2 オンパレード 
渡航／ほか著 小学館 2020 TB913.6 ﾔ 

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。

アンソロジー 3 結衣 side 
渡航／ほか著 小学館 2020 TB913.6 ﾔ 

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。

アンソロジー 4 オールスターズ 
渡航／ほか著 小学館 2020 TB913.6 ﾔ 

紅い糸のその先で、 優衣羽／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾕ 

このぬくもりを君と呼ぶんだ 悠木りん／著 小学館 2020 TB913.6 ﾕ 

彩雲国物語 6 欠けゆく白銀の砂時計 雪乃紗衣／著 KADOKAWA 2019 TB913.6 ﾕ 

彩雲国物語 7 心は藍よりも深く 雪乃紗衣／著 KADOKAWA 2019 TB913.6 ﾕ 

彩雲国物語 8 光降る碧の大地 雪乃紗衣／著 KADOKAWA 2019 TB913.6 ﾕ 

彩雲国物語 9 紅梅は夜に香る 雪乃紗衣／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾕ 

彩雲国物語 10 緑風は刃のごとく 雪乃紗衣／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾕ 

彩雲国物語 11 青嵐にゆれる月草 雪乃紗衣／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾕ 

その瞳が最後に映すのは、奇跡のような恋で

した。 
尹麻美／著 スターツ出版 2020 TB913.6 ﾕ 

緑と楯－ハイスクール・デイズ－ 雪舟えま／著 集英社 2020 TB913.6 ﾕ 

メイデーア転生物語 1 この世界で一番悪

い魔女 
友麻碧／著 KADOKAWA 2019 TB913.6 ﾕ 

メイデーア転生物語 2 この世界に怖いも

のなどない救世主 
友麻碧／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾕ 

メイデーア転生物語 3 扉の向こうの魔法

使い 上 
友麻碧／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾕ 

手のひらアストラル－THE WAY SHE GOES

－ 
吉野泉／著 東京創元社 2020 TB913.6 ﾖ 

トリカブトの花言葉を教えて 吉野万理子／著 新潮社 2020 TB913.6 ﾖ 

巴里マカロンの謎 米澤穂信／著 東京創元社 2020 TB913.6 ﾖ 

俺を好きなのはお前だけかよ 14 駱駝／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾗ 

バケモノたちが嘯く頃に－バケモノ姫の家庭

教師－ 
竜騎士 07／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾘ 

ドラキュラやきん! 1 和ケ原聡司／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾜ 

はたらく魔王さま! 21 和ケ原聡司／著 KADOKAWA 2020 TB913.6 ﾜ 

理想のヒモ生活 13 渡辺恒彦／著 主婦の友インフォス 2020 TB913.6 ﾜ 

きまぐれ学問所 改版 星新一／著 KADOKAWA 2020 TB914.6 ﾎ 

クリスマス・キャロル 
ディケンズ／著 

越前敏弥／訳 
KADOKAWA 2020 TB933 ﾃ 
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赤毛のアン(『赤毛のアン』シリーズ 1) 
L.M.モンゴメリ／

著 松本侑子／訳 
文藝春秋 2019 TB933 ﾓ 

アンの青春(『赤毛のアン』シリーズ 2) 
L.M.モンゴメリ／

著 松本侑子／訳 
文藝春秋 2019 TB933 ﾓ 

アンの愛情(『赤毛のアン』シリーズ 3) 
L.M.モンゴメリ／

著 松本侑子／訳 
文藝春秋 2019 TB933 ﾓ 

風柳荘のアン(『赤毛のアン』シリーズ 4) 
L.M.モンゴメリ／

著 松本侑子／訳 
文藝春秋 2020 TB933 ﾓ 

アンの夢の家(『赤毛のアン』シリーズ 5) 
L.M.モンゴメリ／

著 松本侑子／訳 
文藝春秋 2020 TB933 ﾓ 

ドリトル先生アフリカへ行く－新訳－ 

ヒュー・ロフティ

ング／著 河合祥

一郎／訳 

KADOKAWA 2020 TB933 ﾛ 

ドリトル先生航海記－新訳－ 

ヒュー・ロフティ

ング／著 河合祥

一郎／訳 

KADOKAWA 2020 TB933 ﾛ 

ドリトル先生のサーカス－新訳－ 

ヒュー・ロフティ

ング／著 河合祥

一郎／訳 

KADOKAWA 2020 TB933 ﾛ 

ドリトル先生の郵便局－新訳－ 

ヒュー・ロフティ

ング／著 河合祥

一郎／訳 

KADOKAWA 2020 TB933 ﾛ 
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『ティーンズ図書ベストリーダー』 

三鷹市立図書館で 2020年 1月から 12月の間に貸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。 

 

順位 
貸出

回数 
タイトル 著者表示 出版者 請求記号 

1 70 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳碧人／著 双葉社 T 913.6 ｱ 

2 57 
むかしむかしあるところに、死体がありまし

た。 
青柳碧人／著 双葉社 T 913.6 ｱ 

3 51 
13歳から分かる!7つの習慣－自分を変えるレ

ッスン－ 

「7つの習慣」

編集部／監修 

日本図書セン

ター 
T 159.0 

4 48 ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木香歩／著 岩波書店 T 914.6 ﾅ 

5 46 
なぜ僕らは働くのか－君が幸せになるために

考えてほしい大切なこと－ 
池上彰／監修 学研プラス T 366.0 

5 46 この気持ちもいつか忘れる 住野よる／著 新潮社 T 913.6 ｽ 

6 45 失敗図鑑－すごい人ほどダメだった!－ 大野正人／著 文響社 T 280.0 

7 42 君の膵臓をたべたい 住野よる／著 双葉社 T 913.6 ｽ 

8 40 
16歳からのはじめてのゲーム理論－“世の中

の意思決定”を解き明かす 6.5個の物語－ 
鎌田雄一郎／著 

ダイヤモンド

社 
T 331.1 

9 39 
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 
T 209.0 

9 39 
大学の学部・学科が一番よくわかる本 入試

改革対応版 

四谷学院進学指

導部／編著 
アーク出版 T 376.8 

9 39 
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 T 376.8 

10 38 まなの本棚 芦田愛菜／著 小学館 T 019.9 

10 38 
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／著 

SBクリエイテ

ィブ 
T 210.1 

10 38 
54字の百物語－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 T 913.6 ｺ 

10 38 
13歳からのアート思考－「自分だけの答え」

が見つかる－ 
末永幸歩／著 

ダイヤモンド

社 
T 704.0 

10 38 
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 

ダイヤモンド

社 
T 281.0 

10 38 
あなたを閉じこめる「ずるい言葉」－10代か

ら知っておきたい－ 
森山至貴／著 WAVE 出版 T 361.45 
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『ティーンズ文庫ベストリーダー』 

三鷹市立図書館で 2020年 1月から 12月の間に貸出されたティーンズ向け文庫のうち、貸出回数の多いもの

を挙げたリストです。同じシリーズの本が貸出上位に複数入っている場合、上位のもののみ掲載して【シリーズ

他あり】と表示しています。 

 

順位 
貸出

回数 
タイトル 著者表示 出版者 請求記号 

1 45 
図書館戦争(図書館戦争シリーズ 1) 【シ

リーズ他あり】 
有川浩／著 角川書店 TB 913.6 ｱ 

2 36 
白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月 

4(十二国記)【シリーズ他あり】 
小野不由美／著 新潮社 TB 913.6 ｵ 

3 34 巴里マカロンの謎 米澤穂信／著 東京創元社 TB 913.6 ﾖ 

4 31 君の膵臓をたべたい 住野よる／著 双葉社 TB 913.6 ｽ 

5 28 青くて痛くて脆い 住野よる／著 KADOKAWA TB 913.6 ｽ 

5 28 西の魔女が死んだ 梨木香歩／著 新潮社 TB 913.6 ﾅ 

5 28 
やはり俺の青春ラブコメはまちがってい

る。[1] 【シリーズ他あり】 
渡航／著 小学館 TB 913.6 ﾜ 

6 26 

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 10 ファイ

ブ・オーディールズ 

時雨沢恵一／著 

川原礫／原案・監

修 

KADOKAWA TB 913.6 ｼ 

7 24 
ソードアート・オンライン 24 ユナイ

タル・リング 3【シリーズ他あり】 
川原礫／著 KADOKAWA TB 913.6 ｶ 

7 24 
ビブリア古書堂の事件手帖－扉子と不思議

な客人たち－【シリーズ他あり】 
三上延／著 KADOKAWA TB 913.6 ﾐ 

8 22 鹿の王 1(角川文庫 う 25-1) 上橋菜穂子／著 KADOKAWA TB 913.6 ｳ 

9 21 Re:ゼロから始める異世界生活 22 長月達平／著 KADOKAWA TB 913.6 ﾅ 

10 20 エイジ 重松清／著 新潮社 TB 913.6 ｼ 

10 20 卒業まで 100日、…君を好きになった。 夏木エル／著 
スターツ出

版 
TB 913.6 ﾅ 

10 20 カラフル 森絵都／著 文藝春秋 TB 913.6 ﾓ 
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『ティーンズ世代のベストリーダー』 

2020年 1月から 12月の間に、ティーンズ世代（13～19歳）が借りた図書のうち、貸出回数の多いものを挙げた

リストです。同じシリーズの本が貸出上位に複数入っている場合、上位のもののみ掲載して【シリーズ他あり】と

表示しています。 

順位 
貸出

回数 
タイトル 著者表示 出版者 請求記号 

1 11 何度忘れても、きみの春はここにある。 春田モカ スターツ出版 T 913.6 ﾊ 

2 10 インビジブルレイン【シリーズ他あり】 誉田哲也 光文社 B 913.6 ﾎ 

3 9 
徹底活用!バランスボール大全－決定

版!125エクササイズ－ 
菅原順二 成美堂出版 780.7 

3 9 
ソードアート・オンライン 2 アインク

ラッド【シリーズ他あり】 
川原礫 

アスキー・メディ

アワークス 
TB 913.6 ｶ 

3 9 掟上今日子の設計図【シリーズ他あり】 西尾維新 講談社 T 913.6 ﾆ 

3 9 
この空の下、きみに永遠の「好き」を伝

えよう。 
miNato スターツ出版 T 913.6 ﾐ 

3 9 名探偵の呪縛【シリーズ他あり】 東野圭吾 講談社 B 913.6 ﾋ 

4 8 
日本の名著見るだけノート－これからの

ビジネスマンに必要な教養が身につく!－ 
福田和也 宝島社 028.0 

4 8 10代の「めんどい」が楽になる本 内田和俊 KADOKAWA T 159.7 

4 8 
これからの「正義」の話をしよう－いま

を生き延びるための哲学－ 

マイケル・サ

ンデル  
早川書房 311.1 

4 8 
大学の学部・学科が一番よくわかる本 

入試改革対応版 

四谷学院進学

指導部／編著 
アーク出版 T 376.8 

4 8 萩尾望都作画のひみつ(とんぼの本) 萩尾望都 新潮社 726.1 

4 8 
聖剣学院の魔剣使い 2【シリーズ他あ

り】 
志瑞祐 KADOKAWA TB 913.6 ｼ 

4 8 
Re:ゼロから始める異世界生活 16【シリ

ーズ他あり】 
長月達平 KADOKAWA TB 913.6 ﾅ 

4 8 
吉祥寺だから、かなうこと。(MAGAZINE 

HOUSE MOOK Hanako CITYGUIDE) 
  マガジンハウス 291.3 

4 8 影踏み－推理小説－ 横山秀夫 祥伝社 B 913.6 ﾖ 

4 8 警視庁 53教場(警視庁 53教場 1) 吉川英梨 KADOKAWA B 913.6 ﾖ 

5 7 
「文系?」「理系?」に迷ったら読む本－

AI時代の進路の選び方－(心の友だち) 
竹内薫 PHP研究所 T 002.0 

5 7 図書館のための簡単な本の修理 
高岡容子／原

案・監修 
少年写真新聞社 014.6 
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順位 
貸出

回数 
タイトル 著者表示 出版者 請求記号 

5 7 
10代から身につけたいギリギリな自分を

助ける方法 
井上祐紀 KADOKAWA T 146.8 

5 7 7日間で武士道がわかる不思議な授業 小川仁志 教育評論社 156 

5 7 武士道と修養－折れぬ心を欲する者へ－ 

新渡戸稲造 

実業之日本社

／編 

実業之日本社 156 

5 7 
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 T 376.8 

5 7 

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 インプレス 694.6 

5 7 あの夏の日、私は君になりたかった。 いぬじゅん スターツ出版 T 913.6 ｲ 

5 7 営繕かるかや怪異譚 その 2 小野不由美 KADOKAWA 913.6 ｵ 

5 7 また、同じ夢を見ていた 住野よる 双葉社 913.6 ｽ 

5 7 よるのばけもの 住野よる 双葉社 913.6 ｽ 

5 7 
涼宮ハルヒの憂鬱(角川文庫 角川スニー

カー文庫) 
谷川流 角川書店 TB 913.6 ﾀ 

5 7 
令夢の世界はスリップする－赤い夢へよ

うこそ-前奏曲-－ 

はやみねかお

る 
講談社 T 913.6 ﾊ 

5 7 マスカレード・ホテル 東野圭吾 集英社 913.6 ﾋ 

5 7 
やはり俺の青春ラブコメはまちがってい

る。 2(ガガガ文庫 ガわ 3-6) 
渡航 小学館 TB 913.6 ﾜ 

5 7 のっけから失礼します 三浦しをん 集英社 914.6 ﾐ 

5 7 
七つの魔剣が支配する 6(電撃文庫 

3665) 
宇野朴人 KADOKAWA TB 913.6 ｳ 

5 7 片想い(文春文庫) 東野圭吾 文芸春秋 B 913.6 ﾋ 
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■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、中学生・高校生におススメしているものです。 

 毎年夏休み期間に、ＰＯＰ作品を募集したものを図書館に展示し、 

来館者の投票等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 

 カードのこと 

第８回 中高生におススメ！ 

POP大賞 
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最優秀賞 
「おいしいハンバーガーのこわい話」 
エリック・シュローサ―  草思社 

優秀賞 
「死亡フラグが立ちました！」 
  七尾与史  宝島社 

図書館協議会賞 
「はなとゆめ」 
冲方丁 角川文庫 

図書館長賞 
「ネコばあさんの家に魔女が来た」 
赤坂パトリシア KADOKAWA 
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佳作 
「逆ソクラテス」 
伊坂幸太郎 集英社 

佳作 
「大富豪からの手紙」 
  本田 健 ダイヤモンド社 

佳作 
「薬屋のひとりごと」 
日向夏 主婦の友社 
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