
 

  

ヤングアダルト図書目録 

ヤングアダルト図書ベストリーダー 

２０１９ 

三鷹市立図書館 

ヤングアダルト世代に人気のある本 

中高生におススメ！POP大賞 



 

 

      図書館利用のQ&A  

 
Q1 ヤングアダルトってなに？ 
 

 ヤングアダルトとは、13 歳〜19 歳の“若い大人“という意味で使われている言葉です。子どもから大人 

に成長する時期は、体だけでは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、ヤングアダルト世代へ提供する本を「ヤングアダルト図

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、ヤングアダルト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？ 

 

 ヤングアダルト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・三鷹駅前図書館・東部図書館 

   ヤングアダルト図書は、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 

   ヤングアダルト図書は、一般書と一緒の書架に配置しています。 

   （南部図書館みんなみでは、おすすめ本をティーンズコーナーで紹介しています。） 

西部図書館 

   ヤングアダルト文庫は専用コーナーに、それ以外のヤングアダルト図書は、一般書と一緒の書架 

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で始まる 3〜5桁の番号です。 

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) 



 

 

ヤングアダルト図書目録 201９年版 

 

『三鷹市立図書館ヤングアダルト図書目録 2019 年版』は、2018 年１月から 12 月までの間に三鷹

市立図書館で購入したヤングアダルト図書のリストです。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） 

創造するということ 

宇野重規、東浩紀、原研哉、

堀江敏幸、稲葉振一郎、柴田

元幸、中島義道 

筑摩書房 Y002.0 

学ぶということ 

内田樹、岩井克人、斎藤環、

湯浅誠、美馬達哉、鹿島茂、

池上彰 

筑摩書房 Y002.0 

図解でわかる１４歳から知っておきたいＡＩ インフォビジュアル研究所 太田出版 Y007.1 

高校生のためのゲームで考える人工知能 三宅陽一郎、山本貴光 筑摩書房 Y007.1 

ロボットは東大に入れるか 新井紀子 新曜社 Y007.1 

１０代からのプログラミング教室 できる！わか

る！うごく！ 
矢沢久雄 河出書房新社 Y007.6 

司書のお仕事 お探しの本は何ですか？ 大橋崇行、小曽川真貴監修 勉誠出版 Y013.1 

学校図書館はカラフルな学びの場 松田ユリ子 ぺりかん社 Y017.4 

今すぐ読みたい！１０代のためのＹＡブックガイ

ド１５０！ ２ 
金原瑞人監修ひこ・田中監修 ポプラ社 Y019.5 

１３歳からの絵本ガイド ＹＡのための１００冊 金原瑞人監修ひこ・田中監修 西村書店 Y019.5 

日本昭和トンデモ児童書大全 怪奇・恐怖 奇想天

外！！ 
中柳豪文 辰巳出版 Y019.5 

ラノベのデザイン   
ビー・エヌ・エヌ

新社 
Y022.5 

ヤングアダルトの本 悩みや不安迷ったときに読

む４０００冊 
日外アソシエーツ株式会社 

日外アソシエー

ツ 
Y028.0 

ヤングアダルトの本 社会を読み解く４０００冊 日外アソシエーツ株式会社 
日外アソシエー

ツ 
Y028.0 

現代用語の基礎知識学習版 ２０１８ー２０１９ 現代用語検定協会監修 自由国民社 Y031.0 

ギネス世界記録 ２０１９ 
クレイグ・グレンディ編[大木

哲ほか訳] 
KADOKAWA Y031.5 

クイズドリル 遊べる！学べる！怒濤のクイズ連

投５００問！ １ 
セブンデイズウォー 

セブンデイズウ

ォー、ほるぷ出版 
Y031.7 

クイズドリル 遊べる！学べる！怒濤のクイズ連

投５００問！ ２ 
セブンデイズウォー 

セブンデイズウ

ォー、ほるぷ出版 
Y031.7 

クイズドリル 遊べる！学べる！怒濤のクイズ連

投５００問！ ３ 
セブンデイズウォー 

セブンデイズウ

ォー、ほるぷ出版 
Y031.7 

無敵の東大脳クイズ 君は東大生に勝てるか！？ 伊沢拓司監修、QuizKnock 主婦の友社 Y031.7 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

サクッと！頭がよくなる東大クイズ 東京大学クイズ研究会 青春出版社 Y031.7 

退屈をぶっとばせ！ 自分の世界を広げるために

本気で遊ぶ 

JoshuaGlennElizabet 

hFoyLarsen 大網拓真訳 

オライリー・ジャ

パン 
Y033.0 

ちくま評論選 高校生のための現代思想エッセン

ス 

岩間輝生、坂口浩一、佐藤和

夫、関口隆一 
筑摩書房 Y041.0 

高校生と考える希望のための教科書 桐光学園中学校・高等学校 左右社 Y041.0 

数学を嫌いにならないで 基本のおさらい篇 
ダニカ・マッケラー、菅野仁

子訳 
岩波書店 Y081.0 

４０億年、いのちの旅 伊藤明夫 岩波書店 Y081.0 

ロボットが家にやってきたら…人間とＡＩの未来 遠藤薫 岩波書店 Y081.0 

＜超・多国籍学校＞は今日もにぎやか！ 多文化

共生って何だろう 
菊池聡 岩波書店 Y081.0 

１０代に語る平成史 後藤謙次 岩波書店 Y081.0 

榎本武揚と明治維新 旧幕臣の描いた近代化 黒瀧秀久 岩波書店 Y081.0 

男女平等はどこまで進んだか 女性差別撤廃条約

から考える 

山下泰子監修、矢澤澄子監修、

国際女性の地位協会編 
岩波書店 Y081.0 

覚えておきたい基本英会話フレーズ１３０ 小池直己 岩波書店 Y081.0 

知の古典は誘惑する 小島毅編 岩波書店 Y081.0 

生きづらい明治社会 不安と競争の時代 松沢裕作 岩波書店 Y081.0 

はじめての研究レポート作成術 沼崎一郎 岩波書店 Y081.0 

世界の海へ、シャチを追え！ 水口博也 岩波書店 Y081.0 

台湾の若者を知りたい 水野俊平 岩波書店 Y081.0 

生物学の基礎はことわざにあり カエルの子はカ

エル？トンビがタカを生む？ 
杉本正信 岩波書店 Y081.0 

核兵器はなくせる 川崎哲 岩波書店 Y081.0 

居場所がほしい 不登校生だったボクの今 浅見直輝 岩波書店 Y081.0 

司法の現場で働きたい！弁護士・裁判官・検察官 打越さく良編、佐藤倫子編 岩波書店 Y081.0 

アンネ・フランクに会いに行く 谷口長世 岩波書店 Y081.0 

その情報、本当ですか？ ネット時代のニュース

の読み解き方 
塚田祐之 岩波書店 Y081.0 

香りと歴史７つの物語 渡辺昌宏 岩波書店 Y081.0 

リベラルアーツの学び 理系的思考のすすめ 芳沢光雄 岩波書店 Y081.0 

不登校でも大丈夫 末富晶 岩波書店 Y081.0 

 １分類（哲学） 

哲学で子どもの思考力が伸び、心が成長する 親

子で考える人生の疑問 

小川仁志子どもの未来応援団

企画・編集 

ジアース教育新

社 
Y104.0 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

哲学で子どもの思考力が伸び、心が成長する 親

子で考える人生の疑問 

小川仁志子どもの未来応援団

企画・編集 

ジアース教育新

社 
Y104.0 

「論理的に考える力」を伸ばす５０の方法 小野田博一 PHP 研究所 Y116.0 

１３歳からのもっと頭がよくなるコツ大全 論理

力 英語力 数学力 
小野田博一 

PHP エディター

ズ・グループ 
Y116.0 

壁を乗り越える論語塾 安岡定子 PHP 研究所 Y123.8 

世界一やさしい右脳型問題解決の授業 ｃｒｅａ

ｔｉｖｅ ｐｒｏｂｌｅｍ ｓｏｌｖｉｎｇ ｋｉｄｓ 
渡辺健介 ダイヤモンド社 Y141.5 

絶対に出る世界の幽霊屋敷 
ロバート・グレンビル、片山

美佳子訳 

日経ナショナルジ

オグラフィック社 
Y147.0 

魔術妖術大図鑑 恐怖とのろい カラー版 辰巳一彦 復刊ドットコム Y147.1 

超能力者大百科 奇跡の力は実在する！ こざきゆう 学研プラス Y147.8 

幸福とは何か 思考実験で学ぶ倫理学入門 森村進 筑摩書房 Y151.6 

13 歳からの教育勅語 国民に何をもたらしたのか 岩本努、たけしまさよマンガ かもがわ出版 Y155.0 

池上彰特別授業『君たちはどう生きるか』 池上彰 NHK 出版 Y159.5 

逆境を乗り越える５０のヒント 植西聰 PHP 研究所 Y159.7 

人間の条件 そんなものない 立岩真也 新曜社 Y159.7 

３秒でハッピーになる超名言１００ ひすいこたろう 
ディスカヴァー・

トゥエンティワン 
Y159.8 

マンガでわかる！１０代に伝えたい名言集 偉人

が２３２人 
定政敬子文北谷彩夏絵 大和書房 Y159.8 

ほっとけない神様図鑑 椙山林継監修 あいうえお館 Y172.0 

日本の神様ご利益事典 イラストでまるわかり！ 平藤喜久子監修 神宮館 Y172.0 

このお守りがすごい！ 日本全国開運神社 １１

２社完全ガイド 
中津川昌弘 

ダイヤモンド・ビ

ッグ社 
Y175.9 

お寺の仏像イラスト図鑑 見わけかたがわかる本 さとう有作イラスト メイツ出版 Y186.8 

仏教がわかる仏像入門 仏像の見方がわかる！   洋泉社 Y186.8 

禅ＺＥＮスタイルでいこう！ 水口真紀子編、石井清純監修 キーステージ21 Y188.8 

悪魔全書 きみも悪魔博士になれる 佐藤有文 復刊ドットコム Y191.5 

謎解き聖書物語 長谷川修一 筑摩書房 Y193.2 

あなただけの人生をどう生きるか 若い人たちに

遺した言葉 
渡辺和子 筑摩書房 Y198.2 

2 分類（歴史・地理） 

世界史で読み解く現代ニュース 池上彰増田ユリヤ ポプラ社 Y204.0 

歴史の読みかた 
野家啓一、長谷部恭男、金子勝、

白井聡、田中優子、福井憲彦 
筑摩書房 Y204.0 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

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 

SBクリエイティ

ブ 
Y209.0 

いっきにわかる！世界史のミカタ ７つの新しい

「見方」が世界史学習の最強の「味方」になる！ 
島崎晋 辰巳出版 Y209.0 

歴史を知る楽しみ 史料から日本史を読みなおす 家近良樹 筑摩書房 Y210.0 

いっきにわかる！日本史のミカタ ７つの新しい

「見方」が日本史学習の最強の「味方」になる！ 
河合敦監修 辰巳出版 Y210.1 

中学校の歴史が１冊でしっかりわかる本 「暗記」

が「理解」に変わる。 
重野陽二郎 かんき出版 Y210.1 

やさしい日本史 一生モノの基礎知識 
本郷和人監修、みかめゆきよ

みマンガ 
朝日新聞出版 Y210.1 

三行で完全にわかる日本史 野島博之、真城ひなイラスト 集英社 Y210.1 

古事記と日本書紀 二冊読んだらわかった日本の

ルーツ マンガでわかる日本創生の物語・全３３

話収録 

  枻出版社 Y210.3 

日本史劇場信長たちの野望 臨場感あふれる解説

で、楽しみながら歴史を“体感”できる 戦乱の世

に生きる群雄たちはいかに覇を争ったのか！ 

金谷俊一郎 ベレ出版 Y210.4 

江戸の暮らし 面白くてよくわかる 江戸の町と

庶民・武士の生活事情 
山本博文監修 日本文芸社 Y210.5 

はじめての明治史 東大駒場連続講義 山口輝臣編 筑摩書房 Y210.6 

日本という国 小熊英二 新曜社 Y210.6 

琉球・沖縄史 ジュニア版 沖縄をよく知るため

の歴史教科書 
新城俊昭 

編集工房東洋企

画 
Y219.9 

三国志ビジュアル百科 講談社編、渡邉義浩監修 講談社 Y222.0 

世界史劇場侵蝕されるイスラーム世界 臨場感あふ

れる解説で、楽しみながら歴史を“体感”できる １

７〜１９世紀後半の繁栄と衰亡の軌跡に迫る！ 

神野正史 ベレ出版 Y227.0 

ナチスに挑戦した少年たち 
フィリップ・フーズ作、金原瑞人

訳 
小学館 Y238.9 

失敗図鑑 すごい人ほどダメだった！ 大野正人 文響社 Y280.0 

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、和田ラヂヲ、横山了一、

滝乃みわこ 
ダイヤモンド社 Y281.0 

図解でわかる１４歳からの天皇と皇室入門 
山折哲雄監修、大角修、イン

フォビジュアル研究所 
太田出版 Y288.4 

天皇＜１２５代＞の歴史 写真と図解でわかる！ 山本博文監修、かみゆ歴史編集部 西東社 Y288.4 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

歴史がわかる！世界の国旗図鑑 苅安望 山川出版社 Y288.9 

世界にひとつだけの「カワイイ」の見つけ方 増田セバスチャン サンマーク出版 Y289.1 ﾏ 

かならずお返事書くからね 

ケイトリン・アリフィレン、カマ

ーティン・ギャンダリズ・ウェル

チ編、大浦千鶴子訳 

PHP 研究所 Y289.3 ｱ 

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 
ポプラ社 Y289.3 ﾌ 

チョコレート物語 一粒のおくり物を伝えた男 佐和みずえ くもん出版 Y289.3 ﾓ 

中学校の地理が１冊でしっかりわかる本 日本と

世界の「なぜ？」が見える！ 
宮路秀作 かんき出版 Y290.0 

３分類（社会科学）  

中学校の公民が１冊でしっかりわかる本 解説が

面白いから記憶に残る！ 
蔭山克秀 かんき出版 Y300.0 

はじめての沖縄 岸政彦 新曜社 Y302.19 

池上彰の世界の見方 朝鮮半島 日本はどう付き

合うべきか 
池上彰 小学館 Y302.21 

図解でわかる１４歳から知っておきたい中国 
北村豊監修インフォビジュア

ル研究所 
太田出版 Y302.22 

わたしの町は戦場になった シリア内戦下を生き

た少女の四年間 

ミリアム・ラウィック、フィリッ

プ・ロブジョワ、大林薫訳 
東京創元社 Y302.27 

池上彰の世界の見方 ロシア 新帝国主義への野

望 
池上彰 小学館 Y302.38 

ニュース池上塾 もっと深く知りたい！ 池上彰 祥伝社 Y304 ｲ 

わけがわかる中学社会 学研プラス編 学研プラス Y307.0 

未来をはじめる 「人と一緒にいること」の政治学 宇野重規 東京大学出版会 Y311.0 

図解でわかる１４歳から知る日本戦後政治史 インフォビジュアル研究所 太田出版 Y312.1 

今さら聞けない！政治のキホンが２時間で全部頭

に入る 
馬屋原吉博 すばる舎 Y312.1 

日本のカッコいい公務員図鑑 なりたい職業Ｎｏ．１ 秋山謙一郎監修、開発社編 主婦の友社 Y317.3 

消防官になる本 消防官への道を完全収録  

２０１９ー２０２０ 
  イカロス出版 Y317.7 

感情的になる前に知らないと恥ずかしい中国・韓

国・北朝鮮Ｑ＆Ａ 
富坂聰 講談社 Y319.1 

平和をつくるを仕事にする 鬼丸昌也 筑摩書房 Y319.8 

報道カメラマンの課外授業 いっしょに考えよ

う、戦争のこと １ 
石川文洋写真文 童心社 Y319.8 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

報道カメラマンの課外授業 いっしょに考えよ

う、戦争のこと ２ 
石川文洋写真文 童心社 Y319.8 

報道カメラマンの課外授業 いっしょに考えよ

う、戦争のこと ３ 
石川文洋写真文 童心社 Y319.8 

報道カメラマンの課外授業 いっしょに考えよ

う、戦争のこと ４ 
石川文洋写真文 童心社 Y319.8 

刑務所しか居場所がない人たち 学校では教えて

くれない、障害と犯罪の話 
山本譲司 大月書店 Y326.5 

国境なき助産師が行く 難民救助の活動から見え

てきたこと 
小島毬奈 筑摩書房 Y329.3 

１３歳からの経済のしくみ・ことば図鑑 花岡幸子、matsu イラスト WAVE 出版 Y330.0 

おカネの教室 僕らがおかしなクラブで学んだ秘

密 
高井浩章 インプレス Y330.4 

市場って何だろう 自立と依存の経済学 松井彰彦 筑摩書房 Y331.8 

世界で活躍する仕事１００ １０代からの国際協

力キャリアナビ 

三菱UFJリサーチ&コンサル

ティング編 
東洋経済新報社 Y333.8 

集中講義高校生の経営学 経営学部の受験を迷っ

ている人に 
洞口治夫編、小池祐二編 文眞堂 Y335.1 

新しい時代のお金の教科書 山口揚平 筑摩書房 Y337.0 

いま君に伝えたいお金の話 村上世彰 幻冬舎 Y338.0 

１０代からの社会学図鑑 

クリス・ユールクリスト、ファ

ー・ソープミーガン・トッド監修、

田中真知訳 

三省堂 Y361.0 

「対人不安」って何だろう？ 友だちづきあいに

疲れる心理 
榎本博明 筑摩書房 Y361.4 

高校生からのリーダーシップ入門 日向野幹也 筑摩書房 Y361.43 

本質をつかむ聞く力 ニュースの現場から 松原耕二 筑摩書房 Y361.45 

図解平成オタク３０年史 平成オタク研究会編 新紀元社 Y361.5 

天職攻略大図鑑王様からの求人票 JUNZO プレジデント社 Y366.2 

「在宅医療」で働く人の一日 WILL こども知育研究所編 保育社 Y366.2 

言語聴覚士の一日 WILL こども知育研究所編 保育社 Y366.2 

視能訓練士の一日 WILL こども知育研究所編 保育社 Y366.2 

義肢装具士の一日 WILL こども知育研究所編 保育社 Y366.2 

獣医師になるには 井上こみち ぺりかん社 Y366.2 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

救急救命士になるには 益田美樹 ぺりかん社 Y366.2 

女子のための「手に職」図鑑 一生困らない 華井由利奈 光文社 Y366.2 

臨床検査技師になるには 岩間靖典 ぺりかん社 Y366.2 

グランドスタッフになるには 京極祥江 ぺりかん社 Y366.2 

視能訓練士になるには 橋口佐紀子 ぺりかん社 Y366.2 

診療放射線技師になるには 笹田久美子 ぺりかん社 Y366.2 

中学生・高校生の仕事ガイド  

２０１９ー２０２０年版 
進路情報研究会編 桐書房 Y366.2 

税理士になるには 西山恭博 ぺりかん社 Y366.2 

美容師・理容師になるには 大岳美帆木村由香里 ぺりかん社 Y366.2 

医薬品業界で働く 池田亜希子 ぺりかん社 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 ２ 
朝日中高生新聞編集部[編] 朝日学生新聞社 Y366.2 

バイオ技術者・研究者になるには 堀川晃菜 ぺりかん社 Y366.2 

宇宙・天文で働く 本田隆行 ぺりかん社 Y366.2 

わたし８歳、職業、家事使用人。 世界の児童労

働者１億５２００万人の１人 
日下部尚徳 合同出版 Y366.3 

北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 
サッサ・ブーレグレーン作、

枇谷玲子訳 
岩崎書店 Y367.1 

ギャングを抜けて。 僕は誰も殺さない 工藤律子 合同出版 Y367.6 

少女のための性の話 三砂ちづる 
ミツイパブリッ

シング 
Y367.9 

性の多様性ってなんだろう？ 渡辺大輔 平凡社 Y367.9 

おばあちゃんが、ぼけた。 村瀬孝生 新曜社 Y369.2 

なぜ人と人は支え合うのか 「障害」から考える 渡辺一史 筑摩書房 Y369.2 

わたしは１３歳、シリア難民。 故郷が戦場にな

った子どもたち 
国境なき子どもたち編 合同出版 Y369.3 

学校は行かなくてもいい 親子で読みたい「正し

い不登校のやり方」 
小幡和輝 

健康ジャーナル

社 
Y371.4 

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。 
全国不登校新聞社編 ポプラ社 Y371.4 

イラストで学ぶスタディスキル図鑑 自ら学習す

る力をつける 

キャロル・ヴォーダマンほか、

山崎正浩訳 
創元社 Y375.0 

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 Y375.0 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

３０点台からでも１週間で９０点取れる中学生の

魔法の勉強法 
上原央惺 エール出版社 Y375.0 

清水式定期テストで結果を出す５０の習慣 清水章弘 PHP 研究所 Y375.0 

読むだけで面白いほど成績が上がる高校生の勉強

法 

清水章弘、あさひまち漫画・

イラスト 
KADOKAWA Y375.0 

最強部活の作り方 名門２６校探訪 日比野恭三 文藝春秋 Y375.1 

部活やめてもいいですか。 梅津有希子文、片塩広子絵 講談社 Y375.1 

受験はメンタルトレーニングで打ち勝て！ 加藤史子 水王舎 Y376.8 

教育学部 中高生のための学部選びガイド 三井綾子 ぺりかん社 Y376.8 

法学部 中高生のための学部選びガイド 山下久猛 ぺりかん社 Y376.8 

工学部 中高生のための学部選びガイド 漆原次郎 ぺりかん社 Y376.8 

現役東大生が教える東大のへんな問題解き方のコ

ツ 
西岡壱誠 

日本能率協会マネ

ジメントセンター 
Y376.8 

医学部 中高生のための学部選びガイド 浅野恵子 ぺりかん社 Y376.8 

高１からの進路教室 渡邉洋一 
幻冬舎メディアコ

ンサルティング 
Y376.8 

「医学部に行く！」と決めたらまず読む本 日本経済新聞出版社編 
日本経済新聞出

版社 
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 ２０１９ 

  学びリンク Y376.8 

大学選び大百科 ２０１８完全保存版   プレジデント社 Y377.2 

先生は教えてくれない就活のトリセツ 田中研之輔 筑摩書房 Y377.9 

京都大学熊野寮に住んでみた ある女子大生の呟

き 
福田桃果 エール出版社 Y377.9 

発達障害のある高校生・大学生のための上手な

体・手指の使い方 
笹田哲 中央法規出版 Y378 

ニッポンの肉食 マタギから食肉処理施設まで 田中康弘 筑摩書房 Y383.8 

ラッピングアイデアブック 

オギハラナミ、

HELLOSANDWICHyuro、

朝日新聞出版編 

朝日新聞出版 Y385.9 

おきなわの一年 
ボーダーインク編集部編、や

のわたこ絵、稲福政斉監修 
ボーダーインク Y386.1 

全図解アメリカ海軍ＳＥＡＬのサバイバル・マニ

ュアル 災害・アウトドア編 

クリント・エマーソン、竹花

秀春訳 
三笠書房 Y391.3 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

４分類（自然科学） 
   

世界を変えた５０人の女性科学者たち 
レイチェル・イグノトフスキ

ー、野中モモ訳 
創元社 Y402.8 

ここが一番おもしろい理系の話 おもしろサイエンス学会編 青春出版社 Y404.0 

わけがわかる中学理科 学研プラス編 学研プラス Y404.0 

ちくま科学評論選 高校生のための科学評論エッ

センス 

岩間輝生、坂口浩一、関口隆

一、吉田修久 
筑摩書房 Y404.0 

図解もっと身近にあふれる「科学」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 明日香出版社 Y404.0 

科学的とはどういうことか いたずら博士の科学

教室 
板倉聖宣 仮説社 Y404.0 

ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる方法 

楽しい実験つき 

バリー・マーシャルかとうり

つこ訳 
WAVE 出版 Y407.0 

魅了する科学実験 ２ 
早稲田大学本庄高等学院実験

開発班 

すばる舎リンケ

ージ 
Y407.0 

１３歳からの研究倫理 知っておこう！科学の世

界のルール 
大橋淳史 化学同人 Y407.0 

北欧式眠くならない数学の本 

クリスティン・ダール、スヴ

ェン・ノードクヴィスト絵、

枇谷玲子訳 

三省堂 Y410.0 

伝説の入試良問 数学的思考力が身につく 永野裕之 大和書房 Y410.0 

数学ガールの秘密ノート 行列が描くもの 結城浩 
SBクリエイティ

ブ 
Y410.4 

数学ガール ポアンカレ予想 結城浩 
SBクリエイティ

ブ 
Y410.4 

数学パズル大図鑑 名問・難問を解いて楽しむパ

ズルの思考と歴史 １ 

イワン・モスコビッチ、東田

大志監訳、櫻井香織訳 
化学同人 Y410.7 

数学パズル大図鑑 名問・難問を解いて楽しむパ

ズルの思考と歴史 ２ 

イワン・モスコビッチ、東田

大志監訳、櫻井香織訳 
化学同人 Y410.7 

算数少女ミカ 割合なんて，こわくない！ 石原清貴 日本評論社 Y411.1 

「宇宙のすべてを支配する数式」をパパに習って

みた 天才物理学者・浪速阪教授の７０分講義 
橋本幸士 講談社 Y429.6 

きみは宇宙線を見たか 霧箱で宇宙線を見よう 山本海行小林眞理子 仮説社 Y429.6 

高校一冊目の化学基礎 行きたい大学に行くため

の基礎が身につく 
船登惟希 usi イラスト KADOKAWA Y430.0 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

ビジュアル大百科元素と周期表 

トム・ジャクソン、ジャック・チ

ャロナー監修、藤嶋昭監訳、伊藤

伸子訳 

化学同人 Y431.1 

世界で一番美しい化学反応図鑑 

セオドア・グレイニック・マ

ン写真、若林文高監修、武井

摩利訳 

創元社 Y431.3 

ビーカーくんのゆかいな化学実験 その手順には

ワケがある！ 
うえたに夫婦 誠文堂新光社 Y432.0 

僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない この

世で一番おもしろい宇宙入門 

ジョージ・チャム、ダニエル・

ホワイトソン水谷淳訳 
ダイヤモンド社 Y440.0 

星空がもっと好きになる 星の見つけ方がよくわ

かるもっとも親切な入門書 
駒井仁南子 誠文堂新光社 Y442.0 

銀河の中心に潜むもの ブラックホールと重力波

の謎にいどむ 
岡朋治 

慶應義塾大学出

版会 
Y443.6 

月のきほん ゆかいなイラストですっきりわかる ウ

サギの模様はなぜ見える？満ち欠けの仕組みは？素朴

な疑問からわかる月の話 

白尾元理 誠文堂新光社 Y446.0 

天達のお天気１日１へぇ〜 自然にはびっくりが

いっぱい！ 
天達武史 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！ 古生代編 

土屋健、群馬県立自然史博物

館監修 
技術評論社 Y457.0 

古生物ビジュアル大図鑑 生命誕生から古生代ま

で進化の謎と生命の神秘に迫る！ 奇妙で不思議

な古生物たちの世界 

  洋泉社 Y457.3 

「生物」のことが一冊でまるごとわかる 大石正道 ベレ出版 Y460.0 

雑草はなぜそこに生えているのか 弱さからの戦

略 
稲垣栄洋 筑摩書房 Y471.0 

ＵＭＡ事件クロニクル ASIOS 彩図社 Y480.4 

ムー公式実践・超不思議生物捕獲マニュアル 未

確認動物ＵＭＡとの遭遇を完全サポート！ 

こざきゆう編、今泉忠明監修、

石原まこちん絵、ムー編集部

企画 

学研プラス Y480.4 

生まれたときからせつない動物図鑑 
ブルック・バーカー、丸山貴

史監訳、服部京子訳 
ダイヤモンド社 Y480.4 

家の中のすごい生きもの図鑑 
久留飛克明文、村林タカノブ

絵 
山と溪谷社 Y480.4 

気がつけば動物学者三代 今泉忠明 講談社 Y480.4 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

カラス先生のはじめてのいきもの観察 松原始 太田出版 Y480.4 

べんりなしっぽ！ふしぎなしっぽ！ いきもの写

真館 
小宮輝之文・写真 メディアパル Y481.1 

シマウマのしまはサカナのほね 小宮輝之文・写真 メディアパル Y481.1 

へんないきものもよう 早川いくを ベストセラーズ Y481.1 

ときめくクラゲ図鑑 峯水亮写真・文 山と溪谷社 Y483.3 

昆虫戯画びっくり雑学事典 えっ！とおどろき、

クスッと笑える 

丸山宗利文、じゅえき太郎漫

画 
大泉書店 Y486.0 

きらいになれない害虫図鑑 有吉立 幻冬舎 Y486.1 

テントウムシハンドブック 阪本優介 文一総合出版 Y486.6 

爬虫類ハンター加藤英明が世界を巡る 加藤英明 エムピージェー Y487.9 

世界の美しいヘビ 海老沼剛 グラフィック社 Y487.9 

それでもがんばる！どんまいなペンギン図鑑 渡辺佑基監修 宝島社 Y488.6 

にっぽんツバメ便り ツバメが来た日 宮本桂写真、ポンプラボ編集 カンゼン Y488.9 

にっぽんのカラス スーパービジュアル版 
松原始監修、宮本桂写真、ポ

ンプラボ編集 
カンゼン Y488.9 

ＱＯＬって何だろう 医療とケアの生命倫理 小林亜津子 筑摩書房 Y490.1 

からだの動くしくみ 世界一ゆる〜いイラスト解

剖学 
有川譲二・イラスト 高橋書店 Y491.1 

世界一美しい人体の教科書 カラー新書 坂井建雄 筑摩書房 Y491.3 

じつはと〜ってもへんな人のからだ 
中山智央監修、伊藤ハムスタ

ー絵 
総合法令出版 Y491.3 

自分で試す吃音の発声・発音練習帳 安田菜穂、吉澤健太郎 学苑社 Y496.9 

医師への道 ＤＯＣＴＯＲーＡＳＥ特別編ＦＯＲ

医学部受験生 
  

日本医師会、梧桐

書院 
Y498.1 

死体が教えてくれたこと 上野正彦 河出書房新社 Y498.9 

５分類（技術・工学） 

ラジコンカーパーフェクトマスターＢＯＯＫ   枻出版社 Y507.9 

みんなのちきゅうカタログ 

福岡梓文、ソーヤー海監修、ニ

キ・ローレケ絵、川村若菜絵、佐

藤工業絵 

トゥーヴァージ

ンズ 
Y519.8 

ＧーＳＨＯＣＫ ３５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ 

Ｐｅｒｆｅｃｔ ＢＩＢＬＥ オフィシャル版 徹底

掲載２５００本！３５周年大図鑑 

  学研プラス Y535.2 

名鉄車輌図鑑 統一スケールイラストで振り返る 近藤克実作画、山田司解説 
ネコ・パブリッシ

ング 
Y536.0 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

ＪＲ全車両大図鑑 原口隆行編、井上廣和写真 世界文化社 Y536.0 

電車の顔図鑑 ２ 江口明男 
天夢人、山と溪谷

社 
Y536.0 

電車の顔図鑑 ３ 江口明男 
天夢人、山と溪谷

社 
Y536.0 

ＪＲ鉄道車両パーフェクト 現役のＪＲ車両＆列

車コレクション 
  交通新聞社 Y536.0 

知識ゼロでもわかる！クロスバイクの教科書 用

具選び、サイズ選び、フィッティング、乗り方、

洗車、メンテ＆カスタム 

  
スタジオタック

クリエイティブ 
Y536.8 

日本の消防車 ２０１９   イカロス出版 Y537.9 

めざせ！旅客機雑学王 機体の仕組みからカラー

リングまで素朴な「なぜ？」を考えてみよう 
  イカロス出版 Y538.6 

太陽系観光旅行読本 おすすめスポット＆知って

おきたいサイエンス 

オリヴィア・コスキー、ジェ

イナ・グルセヴィッチ、久保

由美子訳 

原書房 Y538.9 

新幹線全車種コンプリートビジュアルガイド 営

業車両・試作車両・検測車両 
レイルウエイズグラフィック グラフィック社 Y546.5 

新幹線車両大全 最新鋭Ｎ７００Ｓから、引退し

た車両まで。新幹線車両をオールガイド 

富田松雄解説、新幹線 EX 編

集部編 
イカロス出版 Y546.5 

どうして海のしごとは大事なの？ 「海のしごと」編集委員会編 成山堂書店 Y550.0 

痛バッグテクニック＆アイデア集 大好きなキャ

ラへの愛のカタチ 
痛バッグ推進委員会編 グラフィック社 Y589.2 

スニーカーハンドブック １９８４ー１９９９   

ロングランドジ

ェイ、ジーウォー

ク 

Y589.2 

コンバース完全読本   世界文化社 Y589.2 

ロックＴシャツミュージアム   枻出版社 Y589.2 

ロックＴシャツミュージアム １９９０ー２０１

０編 
  枻出版社 Y589.2 

もし文豪たちが現代の文房具を試しに使ってみた

ら 
福島槇子、寺井広樹 ごま書房新社 Y589.7 

「頭」が良くなる文房具 和田哲哉 双葉社 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！ ２０１８ 
  扶桑社 Y589.7 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

手帳をもっと楽しく！ＤＩＹ ＢＯＯＫ MdN 編集部編 

エムディエヌコ

ーポレーション、

インプレス 

Y594.0 

一生使えるおさいほうの基本 親切すぎる徹底解

説 
ミカユカ 主婦の友社 Y594.0 

基本がいちばんよくわかるソーイングのれんしゅう

帳 実は簡単！小物から洋服まできれいに作るポイ

ントを徹底解説 

寺西恵里子 主婦の友社 Y594.0 

ハンドメイドアクセサリーはじめてブック お気に入

りがきっと見つかる！１６９バリエーション あれも

これも楽しめる！オールジャンルの入門書！ 

  学研プラス Y594.0 

基本がいちばんよくわかるかぎ針編みのれんしゅう

帳 針の持ち方から小物作りまできれいに作るポイ

ントを徹底解説 

寺西恵里子 主婦の友社 Y594.3 

ラブあみでつくるニット小物 編み物がはじめて

でも大丈夫！ 
寺西恵里子 朝日新聞出版 Y594.3 

棒針編みでかんたんＳＩＭＰＬＥ ＫＮＩＴこも

の 
朝日新聞出版編 朝日新聞出版 Y594.3 

いちばんわかる！ずっと使える！新・棒針編みの

基本 知っておきたいテクニックと編み目記号 
  ブティック社 Y594.3 

思いを込めて作る応援ミサンガ 簡単なものから

こだわりデザインまでＡＬＬ１３１ 
  ブティック社 Y594.4 

好きな布でかんたんに作れるシンプルおしゃれな

マイバッグ 
松本美保 

文化学園文化出

版局 
Y594.7 

だから私はメイクする 悪友たちの美意識調査 劇団雌猫 柏書房 Y595.0 

ヘアゴム１本でできる「まとめ髪」便利帳 アイ

ロンいらず、ワックスいらずで簡単かわいい！ 
HAIR 監修 宝島社 Y595.4 

ひとつ結びしかできない人のためのヘアアレンジ

ＢＯＯＫ 
土田瑠美 主婦の友社 Y595.4 

アイドルみたいに可愛くなれるヘアとメイクのれんし

ゅうちょう がんばった分だけ、今より可愛い自分に

なれる！ ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ ＢＩＢＬＥ 

  主婦の友社 Y595.4 

カットだけで素敵に変身！ヘアカタログ パーマ

はかけない！カラーもしない！ レングス別１３

１スタイル 

  宝島社 Y595.4 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

ゆにばーすはらの＃詐欺メイク 欠点の数ほど美

人になれる！ 
ゆにばーすはら 世界文化社 Y595.5 

アニメ＆ゲームコスプレＭＡＫＥ＆ＳＴＹＬＥ 

ＷＩＮＴＥＲ 
  

主婦の友インフ

ォス 
Y595.5 

超簡単なので自炊やってみた。 自炊研究会編 家の光協会 Y596.0 

きほんの料理 おいしいコツがひと目でわかる！ 

定番主菜副菜ごはん麵汁物で献立づくりもバッチ

リ！ 

松村眞由子 池田書店 Y596.0 

名門高校青春グルメ 鈴木隆祐 辰巳出版 Y596.0 

お料理１年生Ｔｈｅ基本 この１冊で、「おいし

い！」のコツを完全マスター 
  主婦の友社 Y596.0 

焼肉語辞典 焼肉にまつわる言葉をイラストと豆

知識でジューシーに読み解く 

田辺晋太郎監修、平井さくら

絵 
誠文堂新光社 Y596.3 

ディズニーキャラクターお弁当レシピ かわい

い！かんたん！おいしい！ 
宮崎真美 ブティック社 Y596.4 

ラクラク作れて、男子も女子も喜ぶ！中高生の大

満足弁当３００ 決定版！ 
上島亜紀 ナツメ社 Y596.4 

毎日ラクラク！中高生のお弁当３０４ 成沢正胡 枻出版社 Y596.4 

モンテールのスイーツでできた！サンリオキャラ

クターのＨＡＰＰＹおやつ 

モンテール[企画・制作]主婦

の友社編 
主婦の友社 Y596.6 

ＬＯＴＴＥ Ｇｈａｎａチョコレートレシピ 簡

単に始められる手作りスイーツ ガーナを使った

濃厚スイーツ５６品 

ロッテ監修 ワニブックス Y596.6 

６分類（産業） 

単位と記号パーフェクトガイド 目で見て実感！

くらしで出会う単位と記号がすぐにわかる 

単位と記号パーフェクトガイ

ド編集チーム編 
誠文堂新光社 Y609.0 

農業がわかると、社会のしくみが見えてくる 高

校生からの食と農の経済学入門 
生源寺眞一 家の光協会 Y611.0 

千年の田んぼ 国境の島に、古代の謎を追いかけ

て 
石井里津子 旬報社 Y616.2 

猫の世界史 
キャサリン・M.ロジャーズ、

渡辺智訳 
エクスナレッジ Y645.7 

ハム語辞典 しぐさや行動からハムスターのキモ

チがわかる！ 
今泉忠明監修 学研プラス Y645.9 

ｍｔ ｃｏｍｐｌｅｔｅ ｂｏｏｋ ａｌｌ ｌｉｍｉｔｅｄ 

ｔａｐｅｓ，ｅｖｅｎｔｓ ａｎｄ ｐｏｓｔｅｒｓ 

居山浩二・アートディレクシ

ョン 

パイインターナ

ショナル 
Y674.9 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

船しごと、海しごと。 
商船高専、キャリア教育研究

会編 
海文堂出版 Y683.8 

全国路線バス大百科 ２０１８ 日本バス友の会監修 講談社ビーシー Y685.5 

７分類（芸術・美術） 

ルネサンスの世渡り術 壺屋めり 芸術新聞社 Y702.0 

縄文美術館 
小川忠博写真、小野正文監修

堤隆監修 
平凡社 Y702.1 

はじめての絵画の歴史 「見る」「描く」「撮る」

のひみつ 

デイヴィッド・ホックニー、マーテ

ィン・ゲイフォード、ローズ・ブレ

イクイラスト[井上舞訳] 

青幻舎インター

ナショナル 
Y720.2 

黒板アート甲子園作品集 高校生たちの消えない

想い 
日学株式会社総監修 日東書院本社 Y720.8 

へんな西洋絵画 山田五郎 講談社 Y723.0 

代表作でわかる印象派ＢＯＸ 冨田章 講談社 Y723.0 

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 ホビージャパン Y726.1 

君たちは夢をどうかなえるか 松本零士 PHP 研究所 Y726.1 

マンガキャラデッサン入門 ３６０°どんな角度

もカンペキマスター！ 
藤井英俊監修 西東社 Y726.1 

アイドル衣装デザイン図鑑 キャラが引き立つコ

スチュームアイデア満載！ 
kyachi 玄光社 Y726.5 

サラリーマンイラストブック 何気ないしぐさ１

３５ 
ma2 日貿出版社 Y726.5 

ボールぺンでかわいい！イラストＢＯＯＫ おおたきょうこ 成美堂出版 Y726.5 

ファンタジー衣装デザイン図鑑 もくり 玄光社 Y726.5 

つまらない絵と言われないためのイラスト構図の

考え方 

榎本秋、鳥居彩音、榎本事務

所 
秀和システム Y726.5 

パッと描けてかわいい＆おしゃれボールペンイラ

スト 毎日を楽しく！ 
  ナツメ社 Y726.5 

くるみ割り人形 
E.T.A.ホフマン作、サンナ・

アンヌッカ絵、小宮由訳 
KTC 中央出版 Y726.6 

スヌーピーともだちって、こういうこと 
チャールズ・M.シュルツ、谷

川俊太郎訳 
朝日新聞出版 Y726.6 

女子文字 カワイイ手描き文字デザインブック INKOKOTORIYAMA 

エムディエヌコ

ーポレーション、

インプレス 

Y727.8 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

ボールペンでかんたん！プチかわいいデコ文字を

楽しむ本 

フィグインク、やましたなし

え、くろかわきよこ 
メイツ出版 Y727.8 

手作りスタンプのアイデア帖 身近なモノを使った

スタンプ作りとおしゃれなデザイン まっすぐ彫る

だけ！消しゴムはんこの図案つき 

主婦と生活社編 主婦と生活社 Y731.0 

津久井智子の消しゴムはんこ。教室 超人気教室

のテクを大公開！ 
津久井智子 主婦の友社 Y736.0 

切り紙８１のポイント もっと簡単に美しく作れ

る！ 原寸＆拡大して使う図案付き 
桜まあち監修 メイツ出版 Y754.9 

紙パンダ！ 切り紙で楽しむかわいいカードと雑

貨 
大原まゆみ 日貿出版社 Y754.9 

手作りのポップアップカードＢＯＯＫ もらって

Ｈａｐｐｙ！楽しく作れる！ 
鈴木孝美 ブティック社 Y754.9 

レゴレシピ いろんな車 ＣＡＲ ＡＮＤ ＴＲＵ

ＣＫ ４０種！ 

ウォーレン・エルスモア、吉

田周市訳 
玄光社 Y759.0 

レゴレシピ いろんな動物 ＡＮＩＭＡＬ ４０

種！ 

ウォーレン・エルスモア、石

井光子訳 
玄光社 Y759.0 

小さなフィギュアでＤｏｌｌ遊び 組み立てか

ら、カスタム、お洋服作りまで 
グラフィック社編集部編 グラフィック社 Y759.0 

レゴレシピ いろんな建物 ＢＵＩＬＤＩＮＧ 

４０種！ 
ケビン・ホール、石井光子訳 玄光社 Y759.0 

モンチッチボン セキグチ創立１００周年記念オ

フィシャルブック 
  

東京ニュース通

信社 
Y759.0 

中学生・高校生のための吹奏楽楽典・音楽理論 侘美秀俊 

シンコーミュー

ジック・エンタテ

イメント 

Y761.0 

モーツァルトの人生 天才の自筆楽譜と手紙 
ジル・カンタグレル、博多か

おる訳 
西村書店 Y762.3 

ピアノのお悩み解決クリニック 楽典・楽器編 春畑セロリ 

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 

Y763.2 

ピアノのお悩み解決クリニック 心とからだ編 春畑セロリ 

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 

Y763.2 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

ピアノのお悩み解決クリニック 音大受験編 春畑セロリ 

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 

Y763.2 

ピアノのお悩み解決クリニック 進路・就職編 春畑セロリ 

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 

Y763.2 

部活で吹奏楽ホルン上達ＢＯＯＫ 
須山芳博監修、佐藤博監修協

力 
メイツ出版 Y763.6 

ボーカロイド音楽の世界 ２０１７ しま監修・編集 
P ヴァイン、日販

アイ・ピー・エス 
Y763.9 

音が変わる！うまくなる！たのしい吹奏楽 １ 
バジル・クリッツァー、天野

正道監修 
学研プラス Y764.6 

音が変わる！うまくなる！たのしい吹奏楽 ２ 
バジル・クリッツァー、天野

正道監修 
学研プラス Y764.6 

音が変わる！うまくなる！たのしい吹奏楽 ３ 
バジル・クリッツァー、天野

正道監修 
学研プラス Y764.6 

ステップアップ吹奏楽ブラスバンド上達のポイン

ト５５ 
佐藤博監修 メイツ出版 Y764.6 

必ず役立つマーチングハンドブック 山崎昌平監修 

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 

最強ドラマー列伝 

ジェイク・ブラウン、

TommyLee[ほか述]、日向り

ょう訳 

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 

Y764.7 

マンガでわかるジャズ 歴史からミュージシャ

ン、専門用語などを楽しく解説！ 
山本加奈子、及川亮子監修 誠文堂新光社 Y764.7 

歌を作ろう！ 宇宙でいちばんやさしい作詞作曲

ガイドブック 
ミマス 音楽之友社 Y767.8 

バレエ語辞典 バレエにまつわる言葉をイラスト

と豆知識で踊りながら読み解く 

富永明子、森菜穂美監修、四

家恵監修 
誠文堂新光社 Y769.9 

部活でスキルアップ！演劇上達バイブル 杉山純じ監修 メイツ出版 Y771.0 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

ＭＯＮＤＯ映画ポスターアート集 MONDO、河村めぐみ訳 
スペースシャワ

ーネットワーク 
Y778.2 

ホラー映画アート集 
スティーブン・ジョーンズ編、

河村めぐみ訳 

スペースシャワ

ーネットワーク 
Y778.2 

ＳＴＡＲ ＷＡＲＳ日本のスター・ウォーズグッズ

魂 
講談社編 講談社 Y778.2 

ナトセンおすすめＹＡ映画館 名取弘文 子どもの未来社 Y778.2 

大人の教養として知りたいすごすぎる日本のアニ

メ 
岡田斗司夫 KADOKAWA Y778.7 

人生を変えるアニメ 
河出書房新社編、池澤春菜[ほ

か] 
河出書房新社 Y778.7 

いつかすべてが君の力になる 梶裕貴 河出書房新社 Y778.7 

トトロの生まれたところ 
宮崎駿監修、スタジオジブリ

編 
岩波書店 Y778.7 

ミッキーマウス９０のひみつ 小宮山みのり文、講談社編 講談社 Y778.7 

全仮面ライダーオール怪人スーパー大図鑑 平成

編 
  講談社 Y778.8 

ゼロから分かる！図解落語入門 稲田和浩文 世界文化社 Y779.1 

脳力アップ！受験生体操 内藤隆 ラウンドフラット Y781.4 

正確性と美しさを磨く！女子体操競技上達のポイ

ント５０ 
坂本周次監修 メイツ出版 Y781.5 

技術と安定性を磨く！男子体操競技上達のポイン

ト５０ 
畠田好章監修 メイツ出版 Y781.5 

１日１０分走る青トレ 箱根王者・青学のランニ

ングメソッド 自分を変えるカラダが変わる走り

が良くなる 

原晋 
ゴルフダイジェ

スト社 
Y782.0 

９９％の人が速くなる走り方 平岩時雄 筑摩書房 Y782.3 

小・中学生のための運動会で１位になる速くなる

走り方教室 
堀籠佳宏 カンゼン Y782.3 

日大式で差がつく！陸上競技跳躍種目トレーニン

グ 走り幅跳び・三段跳び・走り高跳び・棒高跳

び 

森長正樹監修 メイツ出版 Y782.4 

「決定力」に差がつく！バレーボールアタッカー

最強のポイント５０ 
山本隆弘監修 メイツ出版 Y783.2 

Ｊ１＆Ｊ２＆Ｊ３選手名鑑 ２０１８ 
サッカーダイジェスト責任編

集 

日本スポーツ企

画出版社 
Y783.4 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

ドイツに学ぶ最強ＧＫの育て方 １８歳までには

身につけたい「５つの技術」と「３つの戦術」 
川原元樹 

ベースボール・マ

ガジン社 
Y783.4 

ＤＶＤでマスター！サッカーゴールキーパー 超

絶スキルアップ 今日から使える正しいプレーと

練習法 

リカルド・ロペス 学研プラス NY783.4 

勝利をつかむ！バドミントン最強のメンタルトレ

ーニング 
小島一夫 メイツ出版 Y783.5 

勝つ！ソフトテニス最強トレーニング５０ トッ

プ選手が実践する練習メニュー 
中堀成生監修 メイツ出版 Y783.5 

勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニュー 

バドミントン 
名倉康弘監修 金の星社 Y783.5 

勝つ！卓球シェークハンドの戦い方最強のコツ５

０ 
高山幸信監修 メイツ出版 Y783.6 

勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニュー 

卓球 
真田浩二監修 金の星社 Y783.6 

勝ち抜く身体（からだ）をつくる球児メシ タイムリー編集部制作 光文社 Y783.7 

ぼくは泣かない 甲子園だけが高校野球ではない 岩崎夏海監修 廣済堂出版 Y783.7 

甲子園夏の記憶 全国高等学校野球選手権大会１

００回記念 
森岡浩監修 洋泉社 Y783.7 

高校野球弱者が勝つ方法 強豪校を倒すための戦

略・心構え・練習法 
田尻賢誉 廣済堂出版 Y783.7 

部活で差がつく！勝つソフトボール必勝のポイン

ト５０ 
渡辺和久監修 メイツ出版 Y783.7 

これで差がつく！勝つ！軟式野球上達のコツ５０ 名古屋光彦監修 メイツ出版 Y783.7 

１２球団全選手カラー百科名鑑 プロ野球セ・パ

両リーグ ２０１８ 
  廣済堂出版 Y783.7 

勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニュー 

水泳 
竹村知洋監修 金の星社 Y785.2 

ひふみんの将棋の一二三 ビジュアルでわかる 津江章二、加藤一二三監修 神宮館 Y796.0 

ボードゲームカタログ２０２ すごろくや編 スモール出版 Y798.0 

冒険で学ぶはじめてのプログラミング 鈴木遼 技術評論社 Y798.5 

８分類（言語） 
   

翻訳ってなんだろう？ あの名作を訳してみる 鴻巣友季子 筑摩書房 Y801.7 

数学を嫌いにならないで 文章題にいどむ篇 
ダニカ・マッケラー、菅野仁

子訳 
岩波書店 Y810.0 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

中学生の語彙力アップ１７００ エディット語彙力研究会 
リベラル社、星雲

社 
Y814.0 

１５歳までに知っておきたい言葉１８００ 
早稲田スクール監修、学研プ

ラス編 
学研プラス Y814.0 

１５才までに語彙をあと１５００増やす本 
福田尚弘作、まつだしょうご

マンガ、アーバン出版局編 
アーバン Y814.0 

本当にある！変なことわざ図鑑 森山晋平文、角裕美イラスト プレジデント社 Y814.4 

日本語が面白い！数え方の絵本 ロコ・まえだ 柳原出版 Y815.2 

５日で学べて一生使える！レポート・論文の教科

書 
小川仁志 筑摩書房 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 受験生の疑問に

ズバリ回答！Ｑ＆Ａ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 模範解答医学・

看護・医療編 

樋口裕一、大原理志 東洋経済新報社 Y816.5 

神さまがくれた漢字たち 山本史也、白川静監修 新曜社 Y821.2 

中学校３年間の英語が１冊でしっかりわかる本 

大事なことだけギュッと凝縮！ 
浜崎潤之輔 かんき出版 Y830.0 

ビリからはじめる英語術 英語は声を出して学ぼ

う 
行正り香 新泉社 Y830.7 

動詞キャラ図鑑 核心のイメージがわかる！ 関正生、煙草谷大地 新星出版社 Y835.5 

今日のタメ口英語 今すぐ使えて、会話がはずむ kazuma KADOKAWA Y837.8 

英会話ウケる例文練習帳 デイビッド・セイン近藤祐次 アスコム Y837.8 

みんなのぶっちゃけ！英会話 
英会話イーオン読売中高生新

聞編集室 
かんき出版 Y837.8 

中学英語で京都を案内しよう 名所編・伝統産業

編 
京都新聞社編 

京都新聞出版セ

ンター 
Y837.8 

中学英語で話そう日本の文化 Ｗｅｌｃｏｍｅ 

ｔｏ Ｊａｐａｎ！ ２ 
大門久美子編 汐文社 Y837.8 

中学英語で話そう日本の文化 Ｗｅｌｃｏｍｅ 

ｔｏ Ｊａｐａｎ！ １ 
大門久美子編 汐文社 Y837.8 

中学英語でわかる！留学・ホームステイ英会話 ウイング 池田書店 NY837.8 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

９分類（文学） 

小説は君のためにある よくわかる文学案内 藤谷治 筑摩書房 Y901.3 

世界名作“ひとこと”劇場 読んどけばよかった、

でもきっと読まない、名作文学の短すぎるあらす

じ１０１選 

ジョン・アトキンソン、川合

亮平訳、東佑亮訳 

ハーパーコリン

ズ・ジャパン 
Y902.0 

少年少女のためのミステリー超入門 芦辺拓 岩崎書店 Y902.3 

ヤングアダルトの本 いま読みたい小説４０００

冊 

日外アソシエーツ株式会社編

集 

日外アソシエー

ツ、紀伊國屋書店 
Y903.1 

日本のヤバい女の子 はらだ有彩 柏書房 Y910.2 

高校古文まだまだこういう話 柴田純子 
ケイエスティー

プロダクション 
Y910.2 

コバルト文庫４０年カタログ コバルト文庫創刊

４０年公式記録 
烏兎沼佳代 集英社 Y910.26 ｳ 

このライトノベルがすごい！ ２０１８ 
『このライトノベルがすご

い!』編集部編 
宝島社 Y910.26 ｺ 

このライトノベルがすごい！ ２０１９ 
『このライトノベルがすご

い!』編集部編 
宝島社 Y910.26 ｺ 

ザ・スニーカーＬＥＧＥＮＤ   KADOKAWA Y910.26 ｻ 

大人になるまでに読みたい１５歳の詩 ４ 青木健編 ゆまに書房 Y911.0 

大人になるまでに読みたい１５歳の詩 5 蜂飼耳編 ゆまに書房 Y911.0 

大人になるまでに読みたい１５歳の詩 6 和合亮一編 ゆまに書房 Y911.0 

百人一首という感情 最果タヒ リトルモア Y911.14 

天国と、とてつもない暇 最果タヒ 小学館 Y911.5 

源氏物語の教え もし紫式部があなたの家庭教師

だったら 
大塚ひかり 筑摩書房 Y913.3 

ラストラン あさのあつこ 幻冬舎 Y913.6 ｱ 

グリーン・グリーン ［２］ あさのあつこ 徳間書店 Y913.6 ｱ 

青の誓約 市条高校サッカー部 
綾崎隼、ワカマツカオリイラ

スト 
KADOKAWA Y913.6 ｱ 

満月の娘たち 安東みきえ 講談社 Y913.6 ｱ 

夏空のプレアデス 
雨露山鳥東京大学謎解き制作

集団「AnotherVision」監修 
小学館 Y913.6 ｱ 

蜜柑 芥川龍之介げみ絵 
立東舎、リットー

ミュージック 
Y913.6 ｱ 

祭火小夜の後悔 秋竹サラダ KADOKAWA Y913.6 ｱ 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

コンビニなしでは生きられない 秋保水菓 講談社 Y913.6 ｱ 

受取人、不在につき 赤川次郎 汐文社 Y913.6 ｱ 

三毛猫ホームズの復活祭 赤川次郎 光文社 Y913.6 ｱ 

まぁちんぐ！ 吹部！ ＃２ 赤澤竜也 KADOKAWA Y913.6 ｱ 

それでも人のつもりかな 有島希音作、流亜絵 岩崎書店 Y913.6 ｱ 

トリガー いとうみく ポプラ社 Y913.6 ｲ 

地図を広げて 岩瀬成子 偕成社 Y913.6 ｲ 

ひゃっか！ 全国高校生花いけバトル 今村翔吾 文響社 Y913.6 ｲ 

少年Ｎの長い長い旅 ０４ 石川宏千花、岩本ゼロゴ画 講談社 Y913.6 ｲ 

少年Ｎの長い長い旅 ０５ 石川宏千花、岩本ゼロゴ画 講談社 Y913.6 ｲ 

墓守りのレオ ［２］ 石川宏千花 小学館 Y913.6 ｲ 

わたしが少女型ロボットだったころ 石川宏千花 偕成社 Y913.6 ｲ 

鳥達のバラード アンプラグド 泉啓子、西川真以子画 講談社 Y913.6 ｲ 

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 ｳ 

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 ｳ 

ぼくは彼女のふりをする 内田裕基 主婦の友社 Y913.6 ｳ 

ぼくの初恋は透明になって消えた。 内田裕基 
アルファポリス、

星雲社 
Y913.6 ｳ 

自分コンプレックス 
みうらかれん、長江優子 NHK

「オトナヘノベル」制作班編 
金の星社 Y913.6 ｴ 

この春、とうに死んでるあなたを探して 榎田ユウリ 筑摩書房 Y913.6 ｴ 

訳あり魔導士は静かに暮らしたい 榎木ユウ 
アルファポリス、

星雲社 
Y913.6 ｴ 

押絵と旅する男 江戸川乱歩、しきみ絵 立東舎 Y913.6 ｴ 

ＳＮＳトラブル連鎖 
高橋幹子、みうらかれん NHK

「オトナヘノベル」制作班編 
金の星社 Y913.6 ｴ 

仮面シンドローム 
長江優子陣崎草子 NHK「オ

トナヘノベル」制作班編 
金の星社 Y913.6 ｴ 

ＳＦショートストーリー傑作セレクション 時間篇 日下三蔵編 456 絵 汐文社 Y913.6 ｴ 

オレは、センセーなんかじゃない！ おかざきさとこ、くじょう絵 学研プラス Y913.6 ｵ 

ＲＤＧ レッドデータガール 氷の靴ガラスの靴 荻原規子 KADOKAWA Y913.6 ｵ 

ヴンダーカンマー ここは魅惑の博物館 樫崎茜、上路ナオ子画 理論社 Y913.6 ｶ 

ポーラの戴冠式 茅田砂胡 中央公論新社 Y913.6 ｶ 

天使たちの課外活動 ６ 茅田砂胡 中央公論新社 Y913.6 ｶ 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

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［１］ 
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［２］ 
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［３］ 
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［４］ 
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［５］ 
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 貴族院外伝１年生 
香月美夜 TO ブックス Y913.6 ｶ 

探偵は教室にいない 川澄浩平 東京創元社 Y913.6 ｶ 

太陽ときみの声 ［２］ 川端裕人作 朝日学生新聞社 Y913.6 ｶ 

２．４３ 清陰高校男子バレー部 春高編 壁井ユカコ 集英社 Y913.6 ｶ 

ソバニイルヨ 喜多川泰 幻冬舎 Y913.6 ｷ 

給食アンサンブル 如月かずさ 光村図書出版 Y913.6 ｷ 

ビューティフル・ネーム 北森ちえ 国土社 Y913.6 ｷ 

奏のフォルテ 黒川裕子 講談社 Y913.6 ｸ 

リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつあやこ 講談社 Y913.6 ｺ 

ガラスの梨 ちいやんの戦争 越水利江子作、牧野千穂絵 ポプラ社 Y913.6 ｺ 

まれびとパレード 越谷オサム KADOKAWA Y913.6 ｺ 

房総グランオテル 越谷オサム 祥伝社 Y913.6 ｺ 

ある晴れた夏の朝 小手鞠るい 偕成社 Y913.6 ｺ 

放課後ひとり同盟 小嶋陽太郎 集英社 Y913.6 ｺ 

友情だねって感動してよ 小嶋陽太郎 新潮社 Y913.6 ｺ 

５分後に意外な結末ｅｘ エメラルドに輝く風景 桃戸ハル編、usi 絵 学研プラス Y913.6 ｺ 

５分後に意外な結末ｅｘ オレンジ色に燃える呪文 桃戸ハル編、usi 絵 学研プラス Y913.6 ｺ 

天地ダイアリー ささきあり作 フレーベル館 Y913.6 ｻ 

一〇五度 佐藤まどか あすなろ書房 Y913.6 ｻ 

転生！太宰治 転生して、すみません 佐藤友哉、篠月しのぶ[画] 星海社、講談社 Y913.6 ｻ 

神曲奏界ポリフォニカ ルックバック・クリムゾ

ン 
榊一郎 

SBクリエイティ

ブ 
Y913.6 ｻ 

神曲奏界ポリフォニカ ディサイディング・クリ

ムゾン 
榊一郎 

SBクリエイティ

ブ 
Y913.6 ｻ 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

神曲奏界ポリフォニカ ファイナライジング・ク

リムゾン 
榊一郎 

SBクリエイティ

ブ 
Y913.6 ｻ 

迷い鳥たちの学校 居酒屋すずめ 桜井美奈 文響社 Y913.6 ｻ 

サブキャラたちの日本昔話 浦島太郎・桃太郎・

金太郎 
斉藤洋作、広瀬弦絵 偕成社 Y913.6 ｻ 

だから私は、明日のきみを描く 汐見夏衛 スターツ出版 Y913.6 ｼ 

カナシミ スネオヘアー 
リットーミュー

ジック 
Y913.6 ｽ 

さよなら、田中さん 鈴木るりか 小学館 Y913.6 ｽ 

１４歳、明日の時間割 鈴木るりか 小学館 Y913.6 ｽ 

翼の帰る処 番外編 妹尾ゆふ子 幻冬舎 Y913.6 ｾ 

ぼくらの卒業旅行（グランド・ツアー） 宗田理作 ポプラ社 Y913.6 ｿ 

５分後に恋の結末 友情と恋愛を両立させる３つ

のルール 

橘つばさ、桃戸ハルかとうれ

い絵 
学研プラス Y913.6 ﾀ 

５分後に恋の結末 解けない謎と放課後の密談 
橘つばさ、桃戸ハルかとうれ

い絵 
学研プラス Y913.6 ﾀ 

異世界転生騒動記 １２ 高見梁川、りりんらイラスト 
アルファポリス、

星雲社 
Y913.6 ﾀ 

異世界転生騒動記 １３ 高見梁川、りりんらイラスト 
アルファポリス、

星雲社 
Y913.6 ﾀ 

トラペジウム 高山一実 KADOKAWA Y913.6 ﾀ 

その日、朱音は空を飛んだ 武田綾乃 幻冬舎 Y913.6 ﾀ 

世界最強の後衛 迷宮国の新人探索者 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 ２ とーわ、風花風花イラスト KADOKAWA Y913.6 ﾄ 

邪馬台戦記 １ 東郷隆作、佐竹美保絵 静山社 Y913.6 ﾄ 

映画化決定 友井羊 朝日新聞出版 Y913.6 ﾄ 

ログ・ホライズン １１ 
橙乃ままれ、桝田省治監修、

ハラカズヒロ画 
KADOKAWA Y913.6 ﾄ 

僕らの明日の話をしよう 夏木エル スターツ出版 Y913.6 ﾅ 

ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月隆文 幻冬舎 Y913.6 ﾅ 

その景色をさがして 中山聖子 PHP 研究所 Y913.6 ﾅ 

空の境界 未来福音 終末録音 ｔｈｅ Ｇａｒｄｅｎ ｏ

ｆ ｓｉｎｎｅｒｓ／ｒｅｃａｌｌｅｄ ｏｕｔ ｓｕｍｍｅ

ｒ／ｔｈｅ Ｇａｒｄｅｎ ｏｆ ｏｂｌｉｖｉｏｎ 

奈須きのこ武内崇、森井しづ

き 
星海社、講談社 Y913.6 ﾅ 

窓をあけて、私の詩をきいて 名木田恵子 出版ワークス Y913.6 ﾅ 

ぼくたちのＰ にしがきようこ作 小学館 Y913.6 ﾆ 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

十二大戦対十二大戦 
西尾維新、中村光イラストレ

ーション 
集英社 Y913.6 ﾆ 

掟上今日子の乗車券 西尾維新 講談社 Y913.6 ﾆ 

掟上今日子の色見本 西尾維新 講談社 Y913.6 ﾆ 

セパ！ 虹山つるみ作、あきひこ絵 ポプラ社 Y913.6 ﾆ 

ねがいごと 

田丸雅智、廣嶋玲子、吉野万

理子、楠木誠一郎、河合二湖、

恒川光太郎、戸森しるこ 

静山社 Y913.6 ﾈ 

ゴーフォワード！ 櫻木学院高校ラグビー部の熱

闘 
花形みつる ポプラ社 Y913.6 ﾊ 

ニードルス 花村萬月 KADOKAWA Y913.6 ﾊ 

水槽の中 畑野智美 KADOKAWA Y913.6 ﾊ 

この川のむこうに君がいる 濱野京子作 理論社 Y913.6 ﾊ 

ドリーム・プロジェクト 濱野京子 PHP 研究所 Y913.6 ﾊ 

ひとりぼっちの教室 
小林深雪、戸森しるこ、吉田

桃子、栗沢まり 
講談社 Y913.6 ﾋ 

白の王 廣嶋玲子 東京創元社 Y913.6 ﾋ 

異世界語入門 転生したけど日本語が通じなかっ

た 
FafsF.Sashimi KADOKAWA Y913.6 ﾌ 

ふたご 藤崎彩織 文藝春秋 Y913.6 ﾌ 

転生したらスライムだった件 １０ 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 １１ 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 １２ 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 １３ 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 影 
北原白秋ほか、澁澤龍彦ほか、

東雅夫編・註釈水沢そら絵 
汐文社 Y913.6 ﾌ 

疾風の女子マネ！ まはら三桃 小学館 Y913.6 ﾏ 

オーバーロード １３ 丸山くがね so‐bin イラスト KADOKAWA Y913.6 ﾏ 

南総里見八犬伝 １ 松尾清貴文 静山社 Y913.6 ﾏ 

友達以上探偵未満 麻耶雄嵩 KADOKAWA Y913.6 ﾏ 

龍にたずねよ みなと菫 講談社 Y913.6 ﾐ 

スマイル・ムーンの夜に 宮下恵茉、鈴木し乃絵 ポプラ社 Y913.6 ﾐ 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

君の話 三秋縋 早川書房 Y913.6 ﾐ 

神さまのいる書店 ［３］ 三萩せんや KADOKAWA Y913.6 ﾐ 

猫町くんと猫と黒猫 樒屋京介 小学館 Y913.6 ﾐ 

星をつなぐ手 桜風堂ものがたり 村山早紀 PHP 研究所 Y913.6 ﾑ 

春の旅人 村山早紀げみイラスト 立東舎 Y913.6 ﾑ 

死にたい、ですか 村上しいこ 小学館 Y913.6 ﾑ 

声なき魔女と星の塔 森日向 KADOKAWA Y913.6 ﾓ 

５秒後に意外な結末 ミノタウロスの青い迷宮 桃戸ハル、usi 絵 学研プラス Y913.6 ﾓ 

むこう岸 安田夏菜 講談社 Y913.6 ﾔ 

黒のショートショート 地球人が微笑む時 山口タオ 講談社 Y913.6 ﾔ 

白のショートショート ふられ薬 山口タオ 講談社 Y913.6 ﾔ 

ゲート 自衛隊彼の海にて、斯く戦えり ＳＥＡ

ＳＯＮ２ー１ 
柳内たくみ 

アルファポリス、

星雲社 
Y913.6 ﾔ 

ゲート 自衛隊彼の海にて、斯く戦えり ＳＥＡ

ＳＯＮ２ー２ 
柳内たくみ 

アルファポリス、

星雲社 
Y913.6 ﾔ 

怪盗インビジブル 行成薫 講談社 Y913.6 ﾕ 

ナニュークたちの星座 雪舟えま文、カシワイ絵 アリス館 Y913.6 ﾕ 

瓶詰地獄 夢野久作、ホノジロトヲジ絵 立東舎 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。 
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。 ２ 
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。 ３ 
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。 ４ 
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。 ５ 
夕蜜柑、狐印イラスト KADOKAWA Y913.6 ﾕ 

結び蝶物語 横山充男作、カタヒラシュンシ絵 あかね書房 Y913.6 ﾖ 

ナイスキャッチ！ ３ 横沢彰作、スカイエマ絵 新日本出版社 Y913.6 ﾖ 

ナイスキャッチ！ ４ 横沢彰作、スカイエマ絵 新日本出版社 Y913.6 ﾖ 

南西の風やや強く 吉野万理子 あすなろ書房 Y913.6 ﾖ 

ずっと喪 洛田二十日 キノブックス Y913.6 ﾗ 

無職転生 異世界行ったら本気だす １７ 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 １８ 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 １９ 理不尽な孫の手 KADOKAWA Y913.6 ﾘ 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

手をつないだままさくらんぼの館で 令丈ヒロ子 KADOKAWA Y913.6 ﾚ 

地下にうごめく星 渡辺優 集英社 Y913.6 ﾜ 

もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いた

ら青のりＭＡＸ 
神田桂一、菊池良 宝島社 Y913.7 

こころきらきら枕草子 笑って恋して清少納言 木村耕一、黒澤葵イラスト 1 万年堂出版 Y914.3 

やっぱり友だちはいらない。 押井守 
東京ニュース通

信社 
Y914.6 ｵ 

苦汁２００％ 尾崎世界観 文藝春秋 Y915.6 ｵ 

あの頃、君を追いかけた 
九把刀、阿井幸作訳、泉京鹿

訳 
講談社 Y923.0 

１９４５，鉄原 イヒョン、梁玉順訳 影書房 Y929.0 

ポケットのなかの天使 
デイヴィッド・アーモンド、

山田順子訳 
東京創元社 Y933 ｱ 

あしながおじさん 
ジーン・ウェブスター作、谷

川俊太郎訳、安野光雅絵 
朝日出版社 Y933 ｳ 

泥 
ルイス・サッカー作、千葉茂

樹訳 
小学館 Y933 ｻ 

ヒイラギ荘の小さな恋 ディケンズ ショートセ

レクション 

チャールズ・ディケンズ作、金原

瑞人訳、ヨシタケシンスケ絵 
理論社 Y933 ﾃ 

名探偵ホームズ踊る人形 コナン・ドイル ショー

トセレクション 

アーサー・コナン・ドイル作、千

葉茂樹訳、ヨシタケシンスケ絵 
理論社 Y933 ﾄ 

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ あなたがくれた憎しみ 
アンジー・トーマス作、服部

理佳訳 
岩崎書店 Y933 ﾄ 

フローラ 
エミリー・バー作、三辺律子

訳 
小学館 Y933 ﾊ 

ハリー・ポッターと魔法の歴史をめぐる旅 大英

博物館「ハリー・ポッター魔法の歴史展」より 

ブルームズベリー社編、松岡佑子

日本語版監修、宮川未葉訳 
静山社 Y933 ﾊ 

神々と戦士たち ５ 
ミシェル・ペイヴァー、中谷

友紀子訳 
あすなろ書房 Y933 ﾍ 

ぼくがスカートをはく日 
エイミ・ポロンスキー、西田

佳子訳、まめふく絵 
学研プラス Y933 ﾎ 

ヒトラーと暮らした少年 ジョン・ボイン、原田勝訳 あすなろ書房 Y933 ﾎ 

赤毛のアン 
ルーシイ=モード=モンゴメリ

作、岸田衿子訳、安野光雅絵 
朝日出版社 Y933 ﾓ 

ある子ども ＜ギヴァー４部作＞完結編 
ロイス・ローリー島津、やよ

い訳 
新評論 Y933 ﾗ 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

エヴリデイ 
デイヴィッド・レヴィサン作、

三辺律子訳 
小峰書店 Y933 ﾚ 

緑の扉は夢の入口 第一の夢の書 
ケルスティン・ギア、遠山明

子訳 
東京創元社 Y943.0 

黒の扉は秘密の印 第二の夢の書 
ケルスティン・ギア、遠山明

子訳 
東京創元社 Y943.0 

黄色の扉は永遠（とわ）の階 第三の夢の書 
ケルスティン・ギア、遠山明

子訳 
東京創元社 Y943.0 

列車はこの闇をぬけて 
ディルク・ラインハルト作、

天沼春樹訳 
徳間書店 Y943.0 

雑種 カフカ ショートセレクション 
フランツ・カフカ作、酒寄進

一訳、ヨシタケシンスケ絵 
理論社 Y943.0 

おばあちゃんのごめんねリスト 
フレドリック・バックマン、

坂本あおい訳 
早川書房 Y949.0 

星の王子さま百科図鑑 
クリストフ・キリアン、三野

博司訳 
柊風舎 Y953 ｷ 

猫の楽園 ゾラ ショートセレクション 
エミール・ゾラ作、平岡敦訳、

ヨシタケシンスケ絵 
理論社 Y953 ｿ 

ぼくの名前はズッキーニ ジル・パリス、安田昌弘訳 DU BOOKS Y953 ﾊ 

地底旅行 
ジュール・ヴェルヌ作、平岡

敦訳 
岩波書店 Y953 ﾍ 

ぼくを燃やす炎 
マイク・ライトウッド、村岡

直子訳 

サウザンブック

ス社 
Y963.0 

ぼくたちは幽霊じゃない 
ファブリツィオ・ガッティ作、

関口英子訳 
岩波書店 Y973.0 

三びきのクマ トルストイ ショートセレクショ

ン 

レフ・トルストイ作、小宮山

俊平訳、ヨシタケシンスケ絵 
理論社 Y983.0 
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文庫 

雑学王ＳＴＲＯＮＧ 博学こだわり倶楽部 河出書房新社 YB049.0 

エヴァの震える朝 １５歳の少女が生き抜いたア

ウシュヴィッツ 

エヴァ・シュロス、吉田寿美

訳 
朝日新聞出版 YB289.3 ｼ 

空想科学読本 滅びの呪文で、自分が滅びる！ 柳田理科雄 KADOKAWA YB404.0 

絶対、人に話したくなる「時間」の雑学 久我勝利 PHP 研究所 YB421.2 

動物翻訳家 心の声をキャッチする、飼育員のリ

アルストーリー 
片野ゆか 集英社 YB480.7 

バカのものさし 養老孟司 扶桑社 YB491.3 

スター・ウォーズ空想科学読本 柳田理科雄、石蕗永地絵 講談社 YB778.2 

かぐや姫の物語 スタジオジブリ 文藝春秋 YB778.7 

ゲド戦記 スタジオジブリ 文藝春秋 YB778.7 

コクリコ坂から スタジオジブリ 文藝春秋 YB778.7 

崖の上のポニョ スタジオジブリ 文藝春秋 YB778.7 

風立ちぬ スタジオジブリ 文藝春秋 YB778.7 

チア☆ダン 「女子高生がチアダンスで全米制覇

しちゃったホントの話」の真実 
円山夢久 KADOKAWA YB781.4 

栞子さんの本棚 ビブリア古書堂セレクトブック 

２ 

江戸川乱歩、小林信彦、小沼丹、

寺山修司、木津豊太郎、太宰治、

シェイクスピア 

KADOKAWA YB908.3 

銀河英雄伝説事典 田中芳樹 東京創元社 
YB910.26

ﾀ 

空の青さをみつめていると 谷川俊太郎 KADOKAWA YB911.5 

朝のかたち 谷川俊太郎 KADOKAWA YB911.5 

ゲーマーズ！ ９ 葵せきな KADOKAWA YB913.6 ｱ 

ゲーマーズ！ １０ 葵せきな KADOKAWA YB913.6 ｱ 

ゲーマーズ！ １１ 葵せきな KADOKAWA YB913.6 ｱ 

こっちを向いて、恋をして。 Aki スターツ出版 YB913.6 ｱ 

ハチミツみたいな恋じゃなくても。 Aki スターツ出版 YB913.6 ｱ 

Ｔｈｅ ＭＡＮＺＡＩ 十五歳の章 上 あさのあつこ KADOKAWA YB913.6 ｱ 

Ｔｈｅ ＭＡＮＺＡＩ 十五歳の章 下 あさのあつこ KADOKAWA YB913.6 ｱ 

Ｔｈｅ ＭＡＮＺＡＩ 十六歳の章 あさのあつこ KADOKAWA YB913.6 ｱ 

さいとう市立さいとう高校野球部 ［２］ あさのあつこ 講談社 YB913.6 ｱ 

アレグロ・ラガッツァ あさのあつこ 朝日新聞出版 YB913.6 ｱ 

透き通った風が吹いて あさのあつこ 文藝春秋 YB913.6 ｱ 
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後宮の天華 黎明を告げる皇子 あさば深雪 KADOKAWA YB913.6 ｱ 

後宮の天華 ［２］ あさば深雪 KADOKAWA YB913.6 ｱ 

お節介な放課後 御出学園帰宅部の献身 阿藤玲 東京創元社 YB913.6 ｱ 

８６ーエイティシックスー Ｅｐ．３ 安里アサト KADOKAWA YB913.6 ｱ 

８６ーエイティシックスー Ｅｐ．４ 安里アサト KADOKAWA YB913.6 ｱ 

８６ーエイティシックスー Ｅｐ．５ 安里アサト KADOKAWA YB913.6 ｱ 

トロッコ・一塊の土 芥川龍之介 KADOKAWA YB913.6 ｱ 

この素晴らしい世界に祝福を！ １４ 暁なつめ KADOKAWA YB913.6 ｱ 

この素晴らしい世界に祝福を！ １５ 暁なつめ KADOKAWA YB913.6 ｱ 

夏の王国で目覚めない 彩坂美月 早川書房 YB913.6 ｱ 

放課後の厨房男子 秋川滝美 幻冬舎 YB913.6 ｱ 

放課後の厨房男子 ［２］ 秋川滝美 幻冬舎 YB913.6 ｱ 

ぼんくら陰陽師の鬼嫁 ３ 秋田みやび KADOKAWA YB913.6 ｱ 

ぼんくら陰陽師の鬼嫁 ４ 秋田みやび KADOKAWA YB913.6 ｱ 

浜村渚の計算ノート ８と１／２さつめ 青柳碧人 講談社 YB913.6 ｱ 

ウサギの天使が呼んでいる ほしがり探偵ユリオ 青柳碧人 東京創元社 YB913.6 ｱ 

晴れ時々、食品サンプル 青柳碧人 東京創元社 YB913.6 ｱ 

三姉妹探偵団 ２５ 赤川次郎 講談社 YB913.6 ｱ 

吸血鬼はお見合日和 赤川次郎 集英社 YB913.6 ｱ 

神様の御用人 ８ 浅葉なつ KADOKAWA YB913.6 ｱ 

流鏑馬ガール！ 青森県立一本杉高校、 

一射必中！ 
相戸結衣 ポプラ社 YB913.6 ｱ 

ネクストライフ １４ 相野仁 主婦の友社 YB913.6 ｱ 

あやかし恋手紙 不思議な社務所の代筆屋さん 蒼井紬希 TO ブックス YB913.6 ｱ 

獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 １ 蒼空チョコ 
アルファポリス、

星雲社(発売) 
YB913.6 ｱ 

獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 ２ 蒼空チョコ 
アルファポリス、

星雲社(発売) 
YB913.6 ｱ 

獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 ３ 蒼空チョコ 
アルファポリス、

星雲社(発売) 
YB913.6 ｱ 

獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 ４ 蒼空チョコ 
アルファポリス、

星雲社(発売) 
YB913.6 ｱ 

獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 ５ 蒼空チョコ 
アルファポリス、

星雲社(発売) 
YB913.6 ｱ 
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獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 ６ 蒼空チョコ 
アルファポリス、

星雲社(発売) 
YB913.6 ｱ 

獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 ７ 蒼空チョコ 
アルファポリス、

星雲社(発売) 
YB913.6 ｱ 

獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 ８ 蒼空チョコ 
アルファポリス、

星雲社(発売) 
YB913.6 ｱ 

獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 ９ 蒼空チョコ 
アルファポリス、

星雲社(発売) 
YB913.6 ｱ 

地底アパートの迷惑な来客 蒼月海里 ポプラ社 YB913.6 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 ポプラ社 YB913.6 ｱ 

水晶庭園の少年たち 蒼月海里 集英社 YB913.6 ｱ 

世にも奇妙な君物語 朝井リョウ 講談社 YB913.6 ｱ 

七月のテロメアが尽きるまで 天沢夏月 KADOKAWA YB913.6 ｱ 

２１グラムのタイムトラベラー 天沢夏月 小学館 YB913.6 ｱ 

よろず占い処陰陽屋秋の狐まつり 天野頌子 ポプラ社 YB913.6 ｱ 

エイルン・ラストコード 架空世界より戦場へ８ 東龍乃助 KADOKAWA YB913.6 ｱ 

エイルン・ラストコード 架空世界より戦場へ９ 東龍乃助 KADOKAWA YB913.6 ｱ 

迷い家の管理人 藍沢羽衣 ポプラ社 YB913.6 ｱ 

カレーなる逆襲！ ポンコツ部員のスパイス戦記 乾ルカ 文藝春秋 YB913.6 ｲ 

やがて恋するヴィヴィ・レイン ５ 犬村小六 小学館 YB913.6 ｲ 

やがて恋するヴィヴィ・レイン ６ 犬村小六 小学館 YB913.6 ｲ 

やがて恋するヴィヴィ・レイン ７ 犬村小六 小学館 YB913.6 ｲ 

「いじめ」をめぐる物語 

江國香織、荻原浩、小田雅久仁、

角田光代、越谷オサム、辻村深月、

中島さなえ 

朝日新聞出版 YB913.6 ｲ 

放課後の名探偵 市川哲也 東京創元社 YB913.6 ｲ 

少年Ｎのいない世界 ０４ 石川宏千花 講談社 YB913.6 ｲ 

少年Ｎのいない世界 ０５ 石川宏千花 講談社 YB913.6 ｲ 

始まりの魔法使い ３ 石之宮カント KADOKAWA YB913.6 ｲ 

始まりの魔法使い ４ 石之宮カント KADOKAWA YB913.6 ｲ 

七つの魔剣が支配する 宇野朴人 KADOKAWA YB913.6 ｳ 

天鏡のアルデラミン ねじ巻き精霊戦記 １３ 宇野朴人 KADOKAWA YB913.6 ｳ 

天鏡のアルデラミン ねじ巻き精霊戦記 １４ 宇野朴人 KADOKAWA YB913.6 ｳ 

宮廷神官物語 １ 榎田ユウリ KADOKAWA YB913.6 ｴ 

宮廷神官物語 ２ 榎田ユウリ KADOKAWA YB913.6 ｴ 
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宮廷神官物語 ３ 榎田ユウリ KADOKAWA YB913.6 ｴ 

宮廷神官物語 ４ 榎田ユウリ KADOKAWA YB913.6 ｴ 

ところで死神は何処から来たのでしょう？ 榎田ユウリ 新潮社 YB913.6 ｴ 

イメコン 遠藤彩見 東京創元社 YB913.6 ｴ 

吉原百菓ひとくちの夢 江中みのり KADOKAWA YB913.6 ｴ 

吉原百菓ひとくちの夢 ２ 江中みのり KADOKAWA YB913.6 ｴ 

身代わり姫と呪われし賢者 奥乃桜子 集英社 YB913.6 ｵ 

異世界修学旅行 ７ 岡本タクヤ 小学館 YB913.6 ｵ 

異世界修学旅行ＤＸ 岡本タクヤ 小学館 YB913.6 ｵ 

きみに届け。はじまりの歌 沖田円 スターツ出版 YB913.6 ｵ 

あまねく神竜住まう国 荻原規子 徳間書店 YB913.6 ｵ 

オーダーは探偵に ［１０］ 近江泉美 KADOKAWA YB913.6 ｵ 

珠華杏林医治伝 乙女の大志は未来を癒す 小田菜摘 集英社 YB913.6 ｵ 

春華杏林医治伝 気鋭の乙女は史乗を刻む 小田菜摘 集英社 YB913.6 ｵ 

昨日の僕が僕を殺す 太田紫織 KADOKAWA YB913.6 ｵ 

櫻子さんの足下には死体が埋まっている ［１１］ 太田紫織 KADOKAWA YB913.6 ｵ 

櫻子さんの足下には死体が埋まっている ［１４］ 太田紫織 KADOKAWA YB913.6 ｵ 

魔女は月曜日に噓をつく ３ 太田紫織 朝日新聞出版 YB913.6 ｵ 

路地裏のほたる食堂 ［２］ 大沼紀子 講談社 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 １３ 
大森藤ノ 

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［１０］ 
大森藤ノ、はいむらきよたか 

SB クリエイテ

ィブ 
YB913.6 ｵ 

ノーゲーム・ノーライフ １０ 榎宮祐 KADOKAWA YB913.6 ｶ 

学校の青空 角田光代 河出書房新社 YB913.6 ｶ 

ヘヴィーオブジェクト 最も賢明な思考放棄 

＃予測不能の結末 
鎌池和馬 KADOKAWA YB913.6 ｶ 

ヘヴィーオブジェクト  

欺瞞迷彩クウェン子ちゃん 
鎌池和馬 KADOKAWA 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』 ６ 
鎌池和馬 KADOKAWA YB913.6 ｶ 

新約とある魔術の禁書目録（インデックス）２０ 鎌池和馬 KADOKAWA YB913.6 ｶ 

新約とある魔術の禁書目録（インデックス）２１ 鎌池和馬 KADOKAWA YB913.6 ｶ 

未踏召喚：／／ブラッドサイン ８ 鎌池和馬 KADOKAWA YB913.6 ｶ 

未踏召喚：／／ブラッドサイン ９ 鎌池和馬 KADOKAWA YB913.6 ｶ 
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青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない 鴨志田一 KADOKAWA YB913.6 ｶ 

青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない 鴨志田一 KADOKAWA YB913.6 ｶ 

スカーレット・ウィザード ６ 茅田砂胡 中央公論新社 YB913.6 ｶ 

終末なにしてますか？ 

もう一度だけ、会えますか？ ＃０６ 
枯野瑛 KADOKAWA YB913.6 ｶ 

終末なにしてますか？ 

もう一度だけ、会えますか？ ＃０７ 
枯野瑛 KADOKAWA YB913.6 ｶ 

織田信奈の野望 安土日記 ２ 春日みかげ KADOKAWA YB913.6 ｶ 

織田信奈の野望 安土日記 ３ 春日みかげ KADOKAWA YB913.6 ｶ 

織田信奈の野望 全国版 ２０ 春日みかげ KADOKAWA YB913.6 ｶ 

真・三国志妹 俺の妹が邢道栄に転生するはずが

ない 
春日みかげ KADOKAWA YB913.6 ｶ 

真・三国志妹 ２ 春日みかげ KADOKAWA YB913.6 ｶ 

真・三国志妹 ３ 春日みかげ KADOKAWA YB913.6 ｶ 

怪盗探偵山猫 ［５］ 神永学 KADOKAWA YB913.6 ｶ 

傭兵団の料理番 ５ 川井昻 主婦の友社 YB913.6 ｶ 

傭兵団の料理番 ６ 川井昻 主婦の友社 YB913.6 ｶ 

アクセル・ワールド ２２ 川原礫 KADOKAWA YB913.6 ｶ 

アクセル・ワールド ２３ 川原礫 KADOKAWA YB913.6 ｶ 

ソードアート・オンラインプログレッシブ ５ 川原礫 KADOKAWA YB913.6 ｶ 

ソードアート・オンラインプログレッシブ ６ 川原礫 KADOKAWA YB913.6 ｶ 

幽霊屋敷のアイツ 上 川口雅幸 
アルファポリス、

星雲社(発売) 
YB913.6 ｶ 

幽霊屋敷のアイツ 下 川口雅幸 
アルファポリス、

星雲社(発売) 
YB913.6 ｶ 

魔弾の王と凍漣の雪姫（ミーチェリア） 川口士 集英社 YB913.6 ｶ 

２．４３ 清陰高校男子バレー部  

代表決定戦編２ 
壁井ユカコ 集英社 YB913.6 ｶ 

ゴブリンスレイヤー ７ 蝸牛くも 
SB クリエイテ

ィブ 
YB913.6 ｶ 

ゴブリンスレイヤー ８ 蝸牛くも 
SB クリエイテ

ィブ 
YB913.6 ｶ 

ゴブリンスレイヤー外伝：イヤーワン 蝸牛くも 
SB クリエイテ

ィブ 
YB913.6 ｶ 

ゴブリンスレイヤー外伝：イヤーワン ２ 蝸牛くも 
SB クリエイテ

ィブ 
YB913.6 ｶ 
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ようこそ実力至上主義の教室へ ７．５ 衣笠彰梧 KADOKAWA YB913.6 ｷ 

ようこそ実力至上主義の教室へ ８ 衣笠彰梧 KADOKAWA YB913.6 ｷ 

ようこそ実力至上主義の教室へ ９ 衣笠彰梧 KADOKAWA YB913.6 ｷ 

優雅な歌声が最高の復讐である 樹戸英斗 KADOKAWA YB913.6 ｷ 

ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？  

Ｌｖ．１６ 
聴猫芝居 KADOKAWA YB913.6 ｷ 

ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？  

Ｌｖ．１７ 
聴猫芝居 KADOKAWA YB913.6 ｷ 

ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？  

Ｌｖ．１８ 
聴猫芝居 KADOKAWA YB913.6 ｷ 

放課後の帰宅部探偵 学校のジンクスと六色の謎 如月新一 三交社 YB913.6 ｷ 

ゆら心霊相談所 ４ 九条菜月 中央公論新社 YB913.6 ｸ 

ゆら心霊相談所 ５ 九条菜月 中央公論新社 YB913.6 ｸ 

ホーンテッド・キャンパス ［１３］ 櫛木理宇 KADOKAWA YB913.6 ｸ 

散華行ブルース 桑原水菜 集英社 YB913.6 ｸ 

僕が名前を呼ぶ日 HoneyWorks 原案、香坂茉里 KADOKAWA YB913.6 ｺ 

この空の上で、いつまでも君を待っている こがらし輪音 KADOKAWA YB913.6 ｺ 

負け逃げ こざわたまこ 新潮社 YB913.6 ｺ 

シンプル・カオス ごとうしのぶ 小学館 YB913.6 ｺ 

夜空の呪いに色はない 河野裕 新潮社 YB913.6 ｺ 

ウォーター＆ビスケットのテーマ ２ 河野裕、河端ジュン一 KADOKAWA YB913.6 ｺ 

絵本処方院ウサミの謎カルテ 古都こいと ポプラ社 YB913.6 ｺ 

ゼロから始める魔法の書 １１ 虎走かける KADOKAWA YB913.6 ｺ 

魔法使い黎明期 劣等生と杖の魔女 虎走かける 講談社 YB913.6 ｺ 

１０年後、夜明けを待つ僕たちへ 小春りん スターツ出版 YB913.6 ｺ 

鬼の嫁取り 小松エメル ポプラ社 YB913.6 ｺ 

はじまりは、図書室 虹月一兎 スターツ出版 YB913.6 ｺ 

六人の赤ずきんは今夜食べられる 氷桃甘雪 小学館 YB913.6 ｺ 

５分後にキミのひと言ではじまる恋 恋する実行委員会 KADOKAWA YB913.6 ｺ 

５分後に失われる恋 恋する実行委員会 KADOKAWA YB913.6 ｺ 

５分後に先輩にときめく恋 恋する実行委員会 KADOKAWA YB913.6 ｺ 

変態王子と笑わない猫。 １２ さがら総 KADOKAWA YB913.6 ｻ 

司波達也暗殺計画 魔法科高校の劣等生 １ 佐島勤 KADOKAWA YB913.6 ｻ 

魔法科高校の劣等生 ２４ 佐島勤 KADOKAWA YB913.6 ｻ 

魔法科高校の劣等生 ２５ 佐島勤 KADOKAWA YB913.6 ｻ 

魔法科高校の劣等生 ２６ 佐島勤 KADOKAWA YB913.6 ｻ 
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魔法科高校の劣等生 ２７ 佐島勤 KADOKAWA YB913.6 ｻ 

星か獣になる季節 最果タヒ 筑摩書房 YB913.6 ｻ 

僕たちの小指は数式でつながっている 桜町はる 宝島社 YB913.6 ｻ 

異世界建国記 ２ 桜木桜 KADOKAWA YB913.6 ｻ 

異世界建国記 ３ 桜木桜 KADOKAWA YB913.6 ｻ 

海と月の喫茶店 櫻いいよ 小学館 YB913.6 ｻ 

図書室の神様たち 櫻いいよ 小学館 YB913.6 ｻ 

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

カゲロウデイズ ８ じん(自然の敵 P) KADOKAWA YB913.6 ｼ 

ジャパネスク・リスペクト！ 氷室冴子『なんて

素敵にジャパネスク』トリビュート集 

我鳥彩子、後白河安寿、岡本千紘、

松田志乃ぶ、山内直実、後藤星 
集英社 YB913.6 ｼ 

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 ７ 

時雨沢恵一、川原礫原案・ 

監修 
KADOKAWA YB913.6 ｼ 

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 ８ 

時雨沢恵一、川原礫原案・ 

監修 
KADOKAWA YB913.6 ｼ 

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 

時雨沢恵一、川原礫原案・ 

監修 
KADOKAWA YB913.6 ｼ 

灰と幻想のグリムガル ｌｅｖｅｌ．１２ 十文字青 オーバーラップ YB913.6 ｼ 

灰と幻想のグリムガル ｌｅｖｅｌ．１３ 十文字青 オーバーラップ YB913.6 ｼ 

僕は何度も生まれ変わる 十文字青 KADOKAWA YB913.6 ｼ 

えんま様の忙しい４９日間 霜月りつ 小学館 YB913.6 ｼ 

えんま様の忙しい４９日間 ［２］ 霜月りつ 小学館 YB913.6 ｼ 

下鴨アンティーク ［７］ 白川紺子 集英社 YB913.6 ｼ 

下鴨アンティーク ［８］ 白川紺子 集英社 YB913.6 ｼ 

りゅうおうのおしごと！ ７ 白鳥士郎、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！ ８ 白鳥士郎、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！ ９ 白鳥士郎、西遊棋監修 
SB クリエイテ

ィブ 
YB913.6 ｼ 

また、同じ夢を見ていた 住野よる 双葉社 YB913.6 ｽ 

満点レシピ 新総高校食物調理科 須藤靖貴 新潮社 YB913.6 ｽ 

君と放課後リスタート 瀬川コウ 文藝春秋 YB913.6 ｾ 

いずれキミにくれてやるスーパーノヴァ 零真似 KADOKAWA YB913.6 ｾ 

友人キャラは大変ですか？ ４ 伊達康 小学館 YB913.6 ﾀ 

友人キャラは大変ですか？ ５ 伊達康 小学館 YB913.6 ﾀ 
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友人キャラは大変ですか？ ６ 伊達康 小学館 YB913.6 ﾀ 

デート・ア・ライブ １８ 橘公司 KADOKAWA YB913.6 ﾀ 

デート・ア・ライブ １９ 橘公司 KADOKAWA YB913.6 ﾀ 

デート・ア・ライブアンコール ７ 橘公司 KADOKAWA YB913.6 ﾀ 

デート・ア・ライブアンコール ８ 橘公司 KADOKAWA YB913.6 ﾀ 

復讐の聖女（ラ・ピュセル） 高橋祐一 KADOKAWA YB913.6 ﾀ 

うちの執事に願ったならば ４ 高里椎奈 KADOKAWA YB913.6 ﾀ 

うちの執事に願ったならば ５ 高里椎奈 KADOKAWA YB913.6 ﾀ 

招キ探偵事務所 字幕泥棒をさがせ 高里椎奈 講談社 YB913.6 ﾀ 

神域のカンピオーネス トロイア戦争 丈月城 集英社 YB913.6 ﾀ 

神域のカンピオーネス ２ 丈月城 集英社 YB913.6 ﾀ 

神域のカンピオーネス ３ 丈月城 集英社 YB913.6 ﾀ 

宇宙軍士官学校 攻勢偵察部隊 ２ 鷹見一幸 早川書房 YB913.6 ﾀ 

宇宙軍士官学校 攻勢偵察部隊 ３ 鷹見一幸 早川書房 YB913.6 ﾀ 

異人館画廊 ［５］ 谷瑞恵 集英社 YB913.6 ﾀ 

ピンポンラバー 谷山走太 小学館 YB913.6 ﾀ 

ピンポンラバー ２ 谷山走太 小学館 YB913.6 ﾀ 

木苺通信 竹下文子 ポプラ社 YB913.6 ﾀ 

スーパーカブ ２ トネ・コーケン KADOKAWA YB913.6 ﾄ 

スーパーカブ ３ トネ・コーケン KADOKAWA YB913.6 ﾄ 

スーパーカブ ４ トネ・コーケン KADOKAWA YB913.6 ﾄ 

とっておきのおやつ。５つのおやつアンソロジー 
青木祐子、阿部暁子、久賀理世、

小湊悠貴、椹野道流 
集英社 YB913.6 ﾄ 

スマイリング！ 岩熊自転車関口俊太 土橋章宏 中央公論新社 YB913.6 ﾄ 

眠り姫のロード スマイリング！ ２ 土橋章宏 中央公論新社 YB913.6 ﾄ 

バーチャル人狼ゲーム 今夜僕は君を吊る 土橋真二郎 KADOKAWA YB913.6 ﾄ 

ぽんしゅでＧＯ！ 僕らの巫女とほろ酔い列車旅 豊田巧 集英社 YB913.6 ﾄ 

ＲＡＩＬ ＷＡＲＳ！ 日本國有鉄道公安隊  

１４ 

豊田巧、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  

１５ 

豊田巧、バーニア 600 イラ

スト 
実業之日本社 YB913.6 ﾄ 

一週間のしごと 永嶋恵美 東京創元社 YB913.6 ﾅ 

道草 夏目漱石 KADOKAWA YB913.6 ﾅ 

ケーキ王子の名推理（スペシャリテ） ３ 七月隆文 新潮社 YB913.6 ﾅ 

アンティーク弁天堂の内緒話 仲町六絵 幻冬舎 YB913.6 ﾅ 



 

37 

 

タイトル 著者 出版者 請求記号 

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 １５ 長月達平 KADOKAWA YB913.6 ﾅ 

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 １６ 長月達平 KADOKAWA YB913.6 ﾅ 

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 １７ 長月達平 KADOKAWA YB913.6 ﾅ 

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 Ｅｘ３ 長月達平 KADOKAWA YB913.6 ﾅ 

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 短編集３ 長月達平 KADOKAWA YB913.6 ﾅ 

数字で救う！弱小国家 ２ 長田信織 KADOKAWA YB913.6 ﾅ 

数字で救う！弱小国家 ３ 長田信織 KADOKAWA YB913.6 ﾅ 

花嫁が囚われる童話（メルヒェン）  

桜桃の花嫁の契約書 
長尾彩子 集英社 YB913.6 ﾅ 

賢女が欺かれる童話（メルヒェン）  

柘榴の賢女の処方箋 
長尾彩子 集英社 YB913.6 ﾅ 

この終末、ぼくらは１００日だけの恋をする 似鳥航一 KADOKAWA YB913.6 ﾆ 

世界の果てのランダム・ウォーカー 西条陽 KADOKAWA YB913.6 ﾆ 

掟上今日子の備忘録 西尾維新 講談社 YB913.6 ﾆ 

緑衣の美少年 西尾維新 講談社 YB913.6 ﾆ 

美少年Ｍ 西尾維新 講談社 YB913.6 ﾆ 

さよならクリームソーダ 額賀澪 文藝春秋 YB913.6 ﾇ 

メタブックはイメージです ディリュージョン社

の提供でお送りします 
はやみねかおる 講談社 YB913.6 ﾊ 

ロック・オブ・モーゼス 花村萬月 KADOKAWA YB913.6 ﾊ 

狼と香辛料 ２０ 支倉凍砂 KADOKAWA YB913.6 ﾊ 

いつか、君の涙は光となる 春田モカ スターツ出版 YB913.6 ﾊ 

０能者ミナト １１ 葉山透 KADOKAWA YB913.6 ﾊ 

霊能者のお値段 お祓いコンサルタント高橋健一

事務所 
葉山透 幻冬舎 YB913.6 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 ２ 
暁なつめ原作昼熊 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 ３ 
暁なつめ原作昼熊 KADOKAWA YB913.6 ﾋ 

星ケ丘高校料理部 偏差値６８の目玉焼き 樋口直哉 講談社 YB913.6 ﾋ 

妹さえいればいい。 ９ 平坂読 小学館 YB913.6 ﾋ 

妹さえいればいい。 １０ 平坂読 小学館 YB913.6 ﾋ 

ラストラウンド・アーサーズ クズアーサーと 

外道マーリン 
羊太郎 KADOKAWA YB913.6 ﾋ 

ラストラウンド・アーサーズ ２ 羊太郎 KADOKAWA YB913.6 ﾋ 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

ロクでなし魔術講師と禁忌教典 

（アカシックレコード） １１ 
羊太郎 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） １２ 
羊太郎 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） １３ 
羊太郎 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） ３ 
羊太郎 KADOKAWA YB913.6 ﾋ 

銀色のマーメイド 古内一絵 中央公論新社 YB913.6 ﾌ 

おんみょう紅茶屋らぷさん ［３］ 古野まほろ KADOKAWA YB913.6 ﾌ 

英国幻視の少年たち ６ 深沢仁 ポプラ社 YB913.6 ﾌ 

新フォーチュン・クエスト ２ー９ 深沢美潮 KADOKAWA YB913.6 ﾌ 

時間を止めてみたんだが 藤崎翔 講談社 YB913.6 ﾌ 

おなじ世界のどこかで 藤野恵美 KADOKAWA YB913.6 ﾌ 

エロマンガ先生 １０ 伏見つかさ KADOKAWA YB913.6 ﾌ 

未来のミライ 細田守 KADOKAWA YB913.6 ﾎ 

伝説のエンドーくん まはら三桃 小学館 YB913.6 ﾏ 

白をつなぐ まはら三桃 小学館 YB913.6 ﾏ 

ぼくたちと駐在さんの７００日戦争 ２７ ママチャリ 小学館 YB913.6 ﾏ 

冴えない彼女（ヒロイン）の育てかたＦＤ ２ 丸戸史明 KADOKAWA YB913.6 ﾏ 

冴えない彼女（ヒロイン）の育てかた 

Ｍｅｍｏｒｉａｌ 

丸戸史明、ファンタジア文庫

編集部 
KADOKAWA YB913.6 ﾏ 

１パーセントの教室 松村涼哉 KADOKAWA YB913.6 ﾏ 

１パーセントの教室 ２ 松村涼哉 KADOKAWA YB913.6 ﾏ 

天明の月 ３ 前田珠子 集英社 YB913.6 ﾏ 

超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くよう

です！ ６ 
海空りく 

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！ ７ 
海空りく 

SB クリエイテ

ィブ 
YB913.6 ﾐ 

過ぎ去りし王国の城 宮部みゆき KADOKAWA YB913.6 ﾐ 

ストライク・ザ・ブラッド １９ 三雲岳斗 KADOKAWA YB913.6 ﾐ 

ストライク・ザ・ブラッドＡＰＰＥＮＤ １ 三雲岳斗 KADOKAWA YB913.6 ﾐ 

ストライク・ザ・ブラッドＡＰＰＥＮＤ ２ 三雲岳斗 KADOKAWA YB913.6 ﾐ 

ビブリア古書堂の事件手帖 扉子と不思議な客人

たち 
三上延 KADOKAWA YB913.6 ﾐ 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

こぐちさんと僕のビブリアファイト部活動日誌 

ビブリア古書堂の事件手帖スピンオフ ２ 

三上延原作・監修峰守ひろか

ず 
KADOKAWA YB913.6 ﾐ 

神さまのいる書店 まほろばの夏 三萩せんや KADOKAWA YB913.6 ﾐ 

神さまのいる書店 ［２］ 三萩せんや KADOKAWA YB913.6 ﾐ 

学園ゴーストバスターズ 三國青葉 小学館 YB913.6 ﾐ 

学園ゴーストバスターズ ［２］ 三國青葉 小学館 YB913.6 ﾐ 

みんなの怪盗ルパン 小林泰三、近藤史恵、他 ポプラ社 YB913.6 ﾐ 

福徳円満！まねき猫事件ノート 猫たちの生まれる街 水生大海 ポプラ社 YB913.6 ﾐ 

グランクレスト戦記 １０ 水野良 KADOKAWA YB913.6 ﾐ 

学校の屋上から君とあの歌を贈ろう 道草よもぎ KADOKAWA YB913.6 ﾐ 

絶対城先輩の妖怪学講座 １１ 峰守ひろかず KADOKAWA YB913.6 ﾐ 

三角の距離は限りないゼロ 岬鷺宮 KADOKAWA YB913.6 ﾐ 

三角の距離は限りないゼロ ２ 岬鷺宮 KADOKAWA YB913.6 ﾐ 

みんなの少年探偵団 ２ 有栖川有栖、歌野晶午、他 ポプラ社 YB913.6 ﾐ 

座敷童子の願いごと 福まねき寺で謎解きを 緑川聖司 ポプラ社 YB913.6 ﾐ 

コンビニたそがれ堂 小鳥の手紙 村山早紀 ポプラ社 YB913.6 ﾑ 

クラスメイツ 前期 森絵都 KADOKAWA YB913.6 ﾓ 

クラスメイツ 後期 森絵都 KADOKAWA YB913.6 ﾓ 

わが家は祇園（まち）の拝み屋さん ７ 望月麻衣 KADOKAWA YB913.6 ﾓ 

わが家は祇園（まち）の拝み屋さん ８ 望月麻衣 KADOKAWA YB913.6 ﾓ 

わが家は祇園（まち）の拝み屋さん ９ 望月麻衣 KADOKAWA YB913.6 ﾓ 

京洛の森のアリス 望月麻衣 文藝春秋 YB913.6 ﾓ 

京洛の森のアリス ２ 望月麻衣 文藝春秋 YB913.6 ﾓ 

弱キャラ友崎くん Ｌｖ．６．５ 屋久ユウキ 小学館 YB913.6 ﾔ 

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… ６ 
山口悟 

一迅社、講談社

(発売) 
YB913.6 ﾔ 

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… ７ 
山口悟 

一迅社、講談社

(発売) 
YB913.6 ﾔ 

Ｗａｌｈａｌｌａ ｅ戦場の戦争芸術 １ 柳内たくみ 一二三書房 YB913.6 ﾔ 

１４歳の水平線 椰月美智子 双葉社 YB913.6 ﾔ 

吉祥寺よろず怪事（あやごと）請負処 ［３］ 結城光流 KADOKAWA YB913.6 ﾕ 

吉祥寺よろず怪事（あやごと）請負処 ［４］ 結城光流 KADOKAWA YB913.6 ﾕ 

レアリア ３前篇 雪乃紗衣 新潮社 YB913.6 ﾕ 

レアリア ３後篇 雪乃紗衣 新潮社 YB913.6 ﾕ 

マリー・アントワネットの日記 １ 吉川トリコ 新潮社 YB913.6 ﾖ 
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タイトル 著者 出版者 請求記号 

マリー・アントワネットの日記 ２ 吉川トリコ 新潮社 YB913.6 ﾖ 

レイン １５ 吉野匠 アルファポリス YB913.6 ﾖ 

忘霊トランクルーム 吉野万理子 新潮社 YB913.6 ﾖ 

俺を好きなのはお前だけかよ ８ 駱駝 KADOKAWA YB913.6 ﾗ 

俺を好きなのはお前だけかよ ９ 駱駝 KADOKAWA YB913.6 ﾗ 

俺を好きなのはお前だけかよ １０ 駱駝 KADOKAWA YB913.6 ﾗ 

ソードアート・オンラインオルタナティブ  

クローバーズ・リグレット ２ 

川原礫原案・監修 

渡瀬草一郎 
KADOKAWA YB913.6 ﾜ 

ソードアート・オンラインオルタナティブ  

クローバーズ・リグレット ３ 

川原礫原案・監修 

渡瀬草一郎 
KADOKAWA YB913.6 ﾜ 

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。１３ 渡航 小学館 YB913.6 ﾜ 

はたらく魔王さま！ １８ 和ケ原聡司 KADOKAWA YB913.6 ﾜ 

はたらく魔王さま！ １９ 和ケ原聡司 KADOKAWA YB913.6 ﾜ 

はたらく魔王さま！ ２０ 和ケ原聡司 KADOKAWA YB913.6 ﾜ 

はたらく魔王さま！ＳＰ 和ケ原聡司 KADOKAWA YB913.6 ﾜ 

はたらく魔王さま！ＳＰ ２ 和ケ原聡司 KADOKAWA YB913.6 ﾜ 

勇者のセガレ ３ 和ケ原聡司 KADOKAWA YB913.6 ﾜ 

オリエント急行はお嬢さまの出番 
ロビン・スティーヴンス、吉

野山早苗訳 
原書房 YB933 ｽ 

世界一のクマのお話 クマのプー 
A.A.ミルン原案、森絵都訳、

ポール・ブライト他 
KADOKAWA YB933 ｾ 

ロビンソン・クルーソー デフォー唐戸信嘉 光文社 YB933 ﾃ 

怪談 
ラフカディオ・ハーン、南條

竹則訳 
光文社 YB933 ﾊ 

ジョン万次郎 海を渡ったサムライ魂 
マーギー・プロイス、金原瑞

人訳 
集英社 YB933 ﾌ 

ナルニア国物語 ６ C.S.ルイス、土屋京子訳 光文社 YB933 ﾙ 

ナルニア国物語 ７ C.S.ルイス、土屋京子訳 光文社 YB933 ﾙ 

ダークネット・ダイヴ サチ・ロイド、鍛治靖子訳 東京創元社 YB933 ﾛ 

アンネの童話 
アンネ・フランク、中川李枝

子訳、酒井駒子絵 
文藝春秋 YB949 

白痴 ３ ドストエフスキー、亀山郁夫訳 光文社 YB983 

白痴 ４ ドストエフスキー、亀山郁夫訳 光文社 YB983 
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１、読みもの 

順位 
貸出

回数 
タイトル 著者 出版者 分類 

1 100 さよなら、田中さん 鈴木るりか 小学館 Y913.6 

2 83 君の膵臓をたべたい 住野よる 双葉社 Y913.6 

3 76 ふたご 藤崎彩織 文藝春秋 Y913.6 

4 69 掟上今日子の色見本 西尾維新 講談社 Y913.6 

5 67 
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 宝島社 Y913.7 

6 63 百貨の魔法 村山早紀 ポプラ社 Y913.6 

7 59 鹿の王 上 上橋菜穂子 KADOKAWA Y913.6 

8 58 桜風堂ものがたり 村山早紀 PHP 研究所 Y913.6 

9 56 ＲＤＧ レッドデータガール 氷の靴ガラスの靴 荻原規子 KADOKAWA Y913.6 

10 34 十二大戦対十二大戦 西尾維新 集英社 Y913.6 

10 34 ５分後に思わず涙。青い星の小さな出来事 桃戸ハル 学研プラス Y913.6 

10 34 断層の森で見る夢は 藤本ひとみ 講談社 Y913.6 

13 33 ゲド戦記 １ ル=グウィン 岩波書店 Y933 

14 32 おとなになるってどんなこと？ 吉本ばなな 筑摩書房 Y914.6 

14 32 ぼくらのロストワールド 宗田理 ポプラ社 Y913.6 

16 31 
５分後に恋の結末 友情と恋愛を両立させる３

つのルール 

橘つばさ、桃戸ハ

ル、かとうれい絵 
学研プラス Y913.6 

17 30 
モナミは時間を終わらせる？Ｔｉｍｅ  

ｗａｉｔｓ ｆｏｒ ｎｏ ｏｎｅ！なのだよ 
はやみねかおる KADOKAWA Y913.6 

18 29 ぼくらの天使ゲーム 宗田理 ポプラ社 Y913.6 

19 28 星の王子さま サン=テグジュペリ 皓星社 Y953 

19 28 翔ぶ少女 原田マハ ポプラ社 Y913.6 

19 28 もものかんづめ さくらももこ 集英社 Y914.6 

19 28 ひとりぼっちの教室 

小林深雪、戸森しる

こ、吉田桃子、栗沢

まり 

講談社 Y913.6 

2018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ヤングアダルト向け図書の

うち、貸出回数の多いものを挙げたリストです。「読みもの」「ノンフィクション」「文庫」に分

けて集計してあります。本を選ぶときの参考にしてみてください。 

※同じシリーズの図書は貸出回数最上位のもののみ表示しています。（ランクインしていても

表示されていない作品があります。） 

ヤングアダルト図書ベストリーダー 
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2、ノンフィクション 

順位 
貸出

回数 
タイトル 著者 出版者 分類 

1 57 せつない動物図鑑 ブルック・バーカー ダイヤモンド社 Y480.4 

2 50 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス Y159.5 

3 49 友だち幻想 人と人の＜つながり＞を考える 菅野仁 筑摩書房 Y361.4 

4 46 
レゴレシピ いろんな車 ＣＡＲ ＡＮＤ ＴＲＵＣ

Ｋ40 種！ 

ウォーレン・エルス

モア 
玄光社 Y759 

５ 34 「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 ベレ出版 Y410.3 

６ 33 10 代のうちに知っておきたい折れない心の作り方 水島広子 紀伊國屋書店 Y146.8 

７ 32 一生使えるおさいほうの基本 親切すぎる徹底解説 ミカユカ 主婦の友社 Y594 

７ 32 新１３歳のハローワーク 村上龍 幻冬舎 Y366.2 

７ 32 かんたんにかわいく描ける！ディズニーボールペンイラスト   ブティック社 Y726.5 

10 31 雑草はなぜそこに生えているのか 弱さからの戦略 稲垣栄洋 筑摩書房 Y471 

10 31 
マンガでわかる！10 代に伝えたい名言集 偉人

が 232 人 
定政敬子 大和書房 Y159.8 

10 31 
中学校の歴史が１冊でしっかりわかる本 「暗記」

が「理解」に変わる。 
重野陽二郎 かんき出版 Y210.1 

13 30 知識ゼロからの般若心経入門 ひろさちや 幻冬舎 Y183.2 

13 30 
モナミは時間を終わらせる？ Ｔｉｍｅ ｗａｉ

ｔｓ ｆｏｒ ｎｏ ｏｎｅ！なのだよ 
はやみねかおる KADOKAWA Y913.6 

13 30 先生は教えてくれない大学のトリセツ 田中研之輔 筑摩書房 Y377.1 

13 30 池上彰特別授業『君たちはどう生きるか』 池上彰 NHK 出版 Y159.5 

13 30 東大教授が教える独学勉強法 柳川範之 草思社 Y379.7 

13 30 ギネス世界記録 ２０１８ クレイグ・グレンディ KADOKAWA Y031.5 

19 29 
学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶

應大学に現役合格した話 
坪田信貴 KADOKAWA Y376.8 

19 29 
バムとケロのおいしい絵本 絵本のなかのとって

おきレシピ集 

八木佳奈料理・レシピ

製作、島田ゆか監修 
文溪堂 Y596.6 

19 29 
バクノビ 子どもの底力を圧倒的に引き出す

339 の言葉 
坪田信貴 KADOKAWA Y379.9 

19 29 ぼくらの天使ゲーム 宗田理作 ポプラ社 Y913.6 

19 29 
小学生から楽しむＲｕｂｙプログラミング プログラ

ムを作って動かす楽しさとおもしろさを体験しよう！ 

まちづくり三鷹、高

橋征義、池澤あやか 
日経 BP 社 Y007.6 
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３、文庫 

順位 
貸出

回数 
タイトル 著者等 出版者 分類 

1 107 ビブリア古書堂の事件手帖 ７ 三上延 KADOKAWA YB913.6 

2 85 君の膵臓をたべたい 住野よる 双葉社 YB913.6 

3 69 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 岩波書店 YB159.5 

3 69 西の魔女が死んだ 梨木香歩 新潮社 YB913.6 

4 54 ソードアート・オンライン ２０ 川原礫 KADOKAWA YB913.6 

5 49 
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 ６ 

時雨沢恵一 川原

礫 原案・監修 
KADOKAWA YB913.6 

6 46 図書館戦争 有川浩 角川書店 YB913.6 

6 46 旅猫リポート 有川浩 講談社 YB913.6 

8 44 真夜中のパン屋さん ［６］ 大沼紀子 ポプラ社 YB913.6 

9 42 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月隆文 宝島社 YB913.6 

9 42 神様の御用人 ７ 浅葉なつ KADOKAWA YB913.6 

11 41 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。１２ 渡航 小学館 YB913.6 

11 41 人間失格 太宰治 
イース

ト・プレス 
YB726.1 

13 40 吉祥寺よろず怪事（あやごと）請負処 ［３］ 結城光流 KADOKAWA YB913.6 

13 40 下鴨アンティーク ［７］ 白川紺子 集英社 YB913.6 

13 40 何者 朝井リョウ 新潮社 YB913.6 

16 39 
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 ３ 

時雨沢恵一 川原

礫 原案・監修 
KADOKAWA YB913.6 

16 39 
キノの旅 ｔｈｅ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｗｏｒｌ

ｄ 
時雨沢恵一 

メディア

ワークス 
YB913.6 

16 38 異世界食堂 ４ 犬塚惇平 主婦の友社 YB913.6 

16 38 ケーキ王子の名推理（スペシャリテ） 七月隆文 新潮社 YB913.6 

16 38 路地裏のほたる食堂 ［２］ 大沼紀子 講談社 YB913.6 

21 36 俺の妹がこんなに可愛いわけがない ［１］ 伏見つかさ 
アスキー・メデ

ィアワークス 
YB913.6 

21 36 カゲロウデイズ ８ じん(自然の敵 P) KADOKAWA YB913.6 

21 36 アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス 早川書房 YB933 

24 35 傭兵団の料理番 ４ 川井昻 
主婦 の友

社 
YB913.6 
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順位 
貸出

回数 
タイトル 著者 出版者 分類 

1 29 か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 新潮社 913.6 

2 27 ソードアート・オンライン ２０ 川原礫 KADOKAWA YB913.6 

3 26 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。２ 渡航 小学館 YB913.6 

4 25 
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 １ 

時雨沢恵一、川原

礫監修 
KADOKAWA YB913.6 

5 24 

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 池田書店 584.7 

6 22 都会（まち）のトム＆ソーヤ １５ 
はやみねかおる、

にしけいこ画 
講談社 91 

7 20 掟上今日子の備忘録 西尾維新 講談社 Y913.6 

7 20 ノーゲーム・ノーライフ ６ 榎宮祐 KADOKAWA YB913.6 

9 19 
マンガキャラデッサン入門 ３６０°どんな角度

もカンペキマスター！ 
藤井英俊監修 西東社 Y726.1 

9 19 また、同じ夢を見ていた 住野よる 双葉社 913.6 

11 18 化物語 上 西尾維新 講談社 913.6 

11 18 俺の妹がこんなに可愛いわけがない ［１］ 伏見つかさ 

アスキ

ー・メディ

アワーク

ス 

YB913.6 

13 17 カゲロウデイズ ８ じん(自然の敵 P) KADOKAWA YB913.6 

13 17 君の膵臓をたべたい 住野よる 双葉社 Y913.6 

13 17 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 １ 長月達平 KADOKAWA YB913.6 

16 16 
キノの旅 ｔｈｅ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｗｏｒｌ

ｄ 
時雨沢恵一 

メディアワ

ークス 
YB913.6 

ヤングアダルト世代（13歳から 19歳）が 2018年 1月から 12月までの間に三鷹市立図
書館で借りた図書のうち、貸出回数の多いものを挙げたリストです。 
※同じシリーズの図書は貸出回数最上位のもののみ表示しています。（ランクインして
いても表示されていない作品があります。） 
 

ヤングアダルト世代に人気のある本 
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順位 
貸出

回数 
タイトル 著者 出版者 分類 

16 16 涼宮ハルヒの憂鬱 谷川流 角川書店 YB913.6 

16 16 別冊図書館戦争 ２ 有川浩 角川書店 YB913.6 

16 16 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月隆文 宝島社 YB913.6 

20 15 いなくなれ、群青 河野裕 新潮社 YB913.6 

20 15 大学の学部・学科がよくわかる本 四谷学院進学指導部 アーク出版 Y376.8 

20 15 アクセル・ワールド １ 川原礫 
アスキー・メデ

ィアワークス 
YB913.6 

20 15 
モナミは時間を終わらせる？ Ｔｉｍｅ ｗａｉｔ

ｓ ｆｏｒ ｎｏ ｏｎｅ！なのだよ 
はやみねかおる KADOKAWA Y913.6 

24 14 人間失格・桜桃 太宰治 角川書店 B913.6 

24 14 ようこそ実力至上主義の教室へ ４ 衣笠彰梧 KADOKAWA YB913.6 

24 14 よるのばけもの 住野よる 双葉社 913.6 

24 14 君に恋をするなんて、ありえないはずだった 筏田かつら 宝島社 B913.6 

24 14 僕はロボットごしの君に恋をする 山田悠介 
河出書房

新社 
913.6 

24 14 羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋 913.6 

30 13 ケーキ王子の名推理（スペシャリテ） 七月隆文 新潮社 YB913.6 

30 13 はたらく魔王さま！ １７ 和ケ原聡司 KADOKAWA YB913.6 

30 13 人魚の眠る家 東野圭吾 幻冬舎 913.6 

30 13 告白 湊かなえ 双葉社 913.6 

30 13 
中学校３年分の数学が教えられるほどよくわかる 

なぜ？を解決！ 
小杉拓也 ベレ出版 410 

30 13 青の数学 王城夕紀 新潮社 YB913.6 

30 13 十二大戦対十二大戦 西尾維新、中村光 集英社 Y913.6 

30 13 冴えない彼女（ヒロイン）の育てかた ［１］ 丸戸史明 KADOKAWA YB913.6 

30 13 探偵少女アリサの事件簿 ［２］ 東川篤哉 幻冬舎 913.6 

30 13 ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月隆文 幻冬舎 Y913.6 

30 13 バカとテストと召喚獣 ２ 井上堅二 
エンター

ブレイン 
YB913.6 

30 13 
「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 ベレ出版 Y410.3 

30 13 友人キャラは大変ですか？ 伊達康 小学館 YB913.6 
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最優秀賞 

「さよならクリームソーダ」 
 額賀澪  文藝春秋 

優秀賞 

「西の魔女が死んだ」 
    梨木香歩  小学館 

 

第６回 中高生におススメ！         

ＰＯＰ大賞 

               

■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

にヤングアダルト世代（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。 
  

  

図書館長賞 

「コンビニたそがれ堂」  
 村山早紀 ポプラ文庫ピュアフル 

 

図書館協議会賞 

「感じる科学」 

 さくら剛 サンクチュアリ出版 
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佳作 
「旅猫リポート」  

有川浩 文藝春秋 

佳作 
「ある奴隷少女に起こった出来事」 
  ハリエット・アン・ジェイコブズ 新潮社 

  

佳作 

「ケーキ王子の名推理」 

  七月隆文 新潮文庫 

 

佳作 
「カーテンコール！」 
 加納朋子 新潮社 
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三鷹市立図書館のご案内 

ホームページ 

https://www.library.city.mitaka.tokyo.jp/ 

E メール 

tosho@city.mitaka.tokyo.jp 

 

三鷹図書館（本館） … 上連雀８－３－３ 

 ℡0422(43)9151     Fax0422(43)0332 

東部図書館  … 牟 礼５－８－16 

  ℡0422(49)3851      Fax0422(46)3488 

西部図書館 … 大 沢２－６－47 

  ℡0422(33)1311      Fax0422(33)1356 

三鷹駅前図書館 … 下連雀３－13－10 

  ℡0422(71)0035      Fax0422(71)0034 

南部図書館みんなみ… 新川５－14－16 

  ℡0422(76)5571      Fax0422(26)9153 

東部図書館 南部図書館みんなみ 

三鷹駅前図書館 三鷹図書館（本館） 

西部図書館 
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