
書名 著者名 出版者名 出版年 資料コード

クジラの骨と僕らの未来 中村 玄／著 理論社 2021.7 8135331695 489.6 ナ

建築家になりたい君へ 隈 研吾／著 河出書房新社 2021.2 8135277812 520.7 ク

その扉をたたく音 瀬尾 まいこ／著 集英社 2021.2 8135377783 913.6 セオ

江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野 境子／著 国土社 2021.5 8135301560 721.8 カ

セカイを科学せよ! 安田 夏菜／著 講談社 2021.1 8135378341 J913 ヤ

海を見た日 M.G.ヘネシー／作 鈴木出版 2021.5 8135378397 J933 ヘ

書名 著者名 出版者名 出版年 資料コード

正義の声は消えない ラッセル・フリードマン／著 汐文社 2017.7 8134816501 234.07 フ

ヒマラヤに学校をつくる 吉岡 大祐／著 旬報社 2018.9 8135010509 372.2 ヨ

チェンジ 山田 優花／著 海竜社 2017.4 8134944486 372.4 ヤ

車いす犬ラッキー 小林 照幸／著 毎日新聞出版 2017.4 8134903483 645.6 コ

ティンパニストかく語りき 近藤 高顯／著 学研プラス 2017.9 8134838948 762.1 コ

平常心のレッスン。 岡本 美鈴／著 旬報社 2017.11 8134937712 785.2 オ

星ちりばめたる旗 小手鞠 るい／著 ポプラ社 2017.9 8134937768 913.6 コデ

一〇五度 佐藤 まどか／著 あすなろ書房 2017.1 8134903750 913.6 サト

ひかり舞う 中川 なをみ／著 ポプラ社 2017.12 8134937801 913.6 ナカ

村木ツトムその愛と友情 福井 智／作 偕成社 2017.12 8134937810 913.6 フク

マレスケの虹 森川 成美／作 小峰書店 2018.1 8135063191 913.6 モリ

泥 ルイス・サッカー／作 小学館 2018.7 8135063217 933.7 サ

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー・トーマス／作 岩崎書店 2018.3 8134919699 933.7 ト

わたしがいどんだ戦い1939年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー／作 評論社 2017.8 8134903760 933.7 ブ

?の交響詩 アンドレアス・セシェ／著 西村書店 2018.1 8134937786 943.7 セ

太陽と月の大地 コンチャ・ロペス=ナルバエス／著 福音館書店 2017.4 8134903779 963 ロ

ぼくたちは幽霊じゃない ファブリツィオ・ガッティ／作 岩波書店 2018.11 8135063235 973 ガ

かけはし 中川 なをみ／作 新日本出版社 2020.9 8135276860 289.1 ア

南極ではたらく 渡貫 淳子／著 平凡社 2019.1 8135021834 297.9 ワ

シリアで猫を救う アラー・アルジャリール／著 講談社 2020.1 8135234261 302.2 ア

平和のバトン 弓狩 匡純／著 くもん出版 2019.6 8135076091 319.8 ユ

大切な人は今もそこにいる 千葉 望／著 理論社 2020.11 8135272923 369.31 チ

科学者になりたい君へ 佐藤 勝彦／著 河出書房新社 2020.1 8135236963 407 サ

「役に立たない」研究の未来 初田 哲男／著 柏書房 2021.4 8135300250 407 ヤ

恐竜まみれ 小林 快次／著 新潮社 2019.6 8135187930 457.8 コ

小笠原が救った鳥 有川 美紀子／著 緑風出版 2018.5 8135064798 488.4 ア

キリン解剖記 郡司 芽久／著 ナツメ社 2022.1 8135373102 489.8 グ

いのちを救う災害時医療 森村 尚登／著 河出書房新社 2019.12 8135150439 498.89 モ

よみがえった奇跡の紅型 中川 なをみ／著 あすなろ書房 2019.11 8135139469 753.8 ナ

それでも僕は歩き続ける 田中 陽希／著 平凡社 2021.3 8135300518 786 タ

天使のにもつ いとう みく／著 童心社 2019.2 8135063173 913.6 イト

彼方の友へ 伊吹 有喜／著 実業之日本社 2017.11 8134937759 913.6 イブ

キリの理容室 上野 歩／著 講談社 2018.5 8135072860 913.6 ウエ

王の祭り 小川 英子／著 ゴブリン書房 2020.4 8135181506 913.6 オガ

ある晴れた夏の朝 小手鞠 るい／著 偕成社 2018.8 8135013171 913.6 コデ

卒業旅行 小手鞠 るい／著 偕成社 2020.11 8135249710 913.6 コデ

天地ダイアリー ささき あり／作 フレーベル館 2018.11 8135063182 913.6 ササ

世界とキレル 佐藤 まどか／著 あすなろ書房 2020.9 8135299981 913.6 サト

櫓太鼓がきこえる 鈴村 ふみ／著 集英社 2021.2 8135300536 913.6 スズ

あと少し、もう少し 瀬尾 まいこ／著 新潮社 2012.1 8135193928 913.6 セオ

15歳、まだ道の途中 高原 史朗／著 岩波書店 2019.1 8135106216 913.6 タカ

水を縫う 寺地 はるな／著 集英社 2020.5 8135270007 913.6 テラ

ワタシゴト 中澤 晶子／作 汐文社 2020.7 8135300008 913.6 ナカ

この川のむこうに君がいる 濱野 京子／作 理論社 2018.11 8135031302 913.6 ハマ

ウィズ・ユー 濱野 京子／作 くもん出版 2020.11 8135243743 913.6 ハマ

みつきの雪 眞島 めいり／作 講談社 2020.1 8141743970 913.6 マシ

零から0へ まはら 三桃／著 ポプラ社 2021.1 8135300545 913.6 マハ

廉太郎ノオト 谷津 矢車／著 中央公論新社 2019.9 8135162162 913.6 ヤツ

ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ／作 小学館 2020.7 8135206374 933.7 カ

秘密のノート ジョー・コットリル／作 小学館 2020.6 8135300026 933.7 コ

マイク アンドリュー・ノリス／著 小学館 2019.1 8135110157 933.7 ノ
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きみのいた森で ピート・ハウトマン／作 評論社 2021.1 8135300035 933.7 ハ

11番目の取引 アリッサ・ホリングスワース／作 鈴木出版 2019.6 8135140460 933.7 ホ

兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン／著 あすなろ書房 2020.4 8135186146 933.7 ボ

アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ／作 評論社 2020.3 8135270221 933.7 モ

ラスト・フレンズ ヤスミン・ラーマン／著 静山社 2021.6 8135356470 933.7 ラ

風がはこんだ物語 ジル・ルイス／文 あすなろ書房 2018.9 8135063208 933.7 ル

君たちはどう働くか 今野 晴貴／著 皓星社 2016.4 8134657657 366.0 コ

電柱鳥類学 三上 修／著 岩波書店 2020.11 8135253721 488.1 ミ

チーム・ブルーの挑戦 中島 隆／著 大月書店 2021.2 8135280756 498.0 ナ

脱プラスチックへの挑戦 堅達 京子／著 山と溪谷社 2020.2 8135151534 519.0 ダ

世界からコーヒーがなくなるまえに ペトリ・レッパネン／著 青土社 2019.11 8135124116 617.3 レ

キャパとゲルダ マーク・アロンソン／著 あすなろ書房 2019.9 8135109497 740.2 キ

きみの友だち 重松 清／著 新潮社 2005.1 8132997177 913.6 シゲ

牧野富太郎 清水 洋美／文 汐文社 2020.7 8135212658 J28 マ

吾輩は猫である 夏目 漱石／著 新潮社 2003.6 8133653617 913.6 ナツ


