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121.5 ｲｹ 覚悟の磨き方：超訳吉田松陰 池田貴将
サンクチュ
アリ出版

2013.6 19211

159 ｻｲ いい言葉は、いい人生をつくるラストメッセージ 成美文庫 斎藤茂太 成美堂出版 2011.9 19175

159 ｽｷﾞ アツイコトバ
中経の文
庫

杉村太郎 中経出版 2012.8 19196

159.8 ﾆﾁ
ミッキーマウスに学ぶ決断する勇気：ニーチェ
の強く生きる方法

角川文庫 ニーチェ
KADOKAW
A

2019.5 19195

290 ﾁｷ E03
地球の歩き方　E03　イスタンブールとトルコ
の大地　2019～2020年版／改訂28版

地球の歩き
方編集室

ダイヤモン
ド・ビッグ

2019.8 19166

292.24 ｱﾙ 歩く台北　2020
メディア
パルムッ

メディアパ
ル

2019.12 19169

312.1 ｺﾊﾞ 近代日本と軍部：1868-1945
講談社現
代新書

小林道彦 講談社 2020.2 19205

366 ﾅﾙ 補24 なるにはBOOKS(補巻24)　福祉業界で働く 戸田恭子 ぺりかん社 2020.4 19188

366 ﾅﾙ D13
なるにはBOOKS　環境学部：中高生のための
学部選びガイド

 大学学部
調べ

大岳美帆 ぺりかん社 2019.7 19189

368.8 ｲﾉ 命を蝕むドラッグ乱用：近づかない手にしない
新体と健康
シリーズ

原田幸男
少年写真新
聞社

2006.3 19184

491.3 ﾍﾞﾝ
元気のしるし朝うんち：うんちのお便り出しま
した

新体と健康
シリーズ

辨野義己ほか
少年写真新
聞社

2010.9 19186

493.1 ﾀﾅ
知って防ごう熱中症：正しい予防と迅速な処置
のために

新体と健康
シリーズ

田中英登
少年写真新
聞社

2008.7 19185

493.7 ｽｽﾞ
思春期に多いダイエット障害：ストレスとやせ
願望の奥にひそむ、摂食障害という心の病

新体と健康
シリーズ

鈴木眞理
少年写真新
聞社

2005.7 19187

498.3 ﾀﾊﾞ たばこは全身病／最新改訂版
新体と健康
シリーズ

少年写真新
聞社

1999.5 19183

726 ｵｵ すくってごらん　①②
BE LOVE
KC

大谷紀子 講談社 2014.9 19206

726.1 ｺﾔ 1 生理ちゃん 小山 健
KADOKAW
A

2018.6 19216

726.1 ｺﾔ 2 生理ちゃん　2日目／2 小山　健
KADOKAW
A

2019.7 19217

726.1 ﾀｷ
ゴミ清掃員の日常 = Everyday of garbage
cleaning staff

滝沢秀一 講談社 2019.5 19215

740.2 ｱﾛ キャパとゲルダ：ふたりの戦場カメラマン
マーク・ア
ロンソン

あすなろ書
房

2019.9 19174

780 ｽﾃ 2020 ステップアップ高校スポーツ　2020 大修館書店 2020.4 19168

913.6 ｺｻﾞ 負け逃げ 新潮文庫 こざわたまこ 新潮社 2018.4 19178

913.6 ｱﾂ さよなら、ビー玉父さん 角川文庫 阿月まひる
KADOKAW
A

2018.8 19194

913.6 ｵﾝ 祝祭と予感 恩田　陸 幻冬舎 2019.1 19210

913.6 ｶﾄ 行きたくない 角川文庫
加藤シゲア
キほか

KADOKAW
A

2019.6 19193

913.6 ｺｳ 1 さよならの言い方なんて知らない。 新潮文庫 河野　裕 新潮社 2019.9 19179
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913.6 ﾀｶ 火怨　㊤㊦：北の燿星アテルイ
講談社文
庫

高橋克彦 講談社 2002.1 19199

913.6 ｻﾄ 明るい夜に出かけて 新潮文庫 佐藤多佳子 新潮社 2019.5 19180

913.6 ﾔﾏ 柳橋物語・むかしも今も／第2版 新潮文庫 山本周五郎 新潮社 2019.3 19165

913.6 ｼﾊﾞ 1 国盗り物語　①80刷改版：斎藤道三 前編 新潮文庫 司馬遼太郎 新潮社 1987 19201

913.6 ｼﾊﾞ 2 国盗り物語　②79刷改版：斎藤道三 後編 新潮文庫 司馬遼太郎 新潮社 2004.1 19202

913.6 ｼﾊﾞ 3 国盗り物語　③82刷改版：織田信長 前編 新潮文庫 司馬遼太郎 新潮社 2004.2 19203

913.6 ｼﾊﾞ 4 国盗り物語　④82刷改版：織田信長 後編 新潮文庫 司馬遼太郎 新潮社 2004.2 19204

913.6 ｳｼﾞ 2
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 PHP研究所 2018.11 19208

913.6 ｳｼﾞ 3
54字の物語　参／3：みんなでつくる意味がわ
かるとゾクゾクする超短編小説

氏田雄介 PHP研究所 2019.5 19209

913.6 ｵｶﾞ いつも彼らはどこかに 新潮文庫 小川洋子 新潮社 2016.1 19176

913.6 ﾎｼ 宇宙のあいさつ／59刷改版 新潮文庫 星　新一 新潮社 2003.5 19177

913.6 ﾆｼ 9 掟上今日子の裏表紙
忘却探偵
シリーズ

西尾維新 講談社 2017.5 19197

913.6 ﾔﾂﾞ 廉太郎ノオト = Rentaro note 谷津矢車
中央公論新
社

2019.9 19173

913.6 ﾀｹ 砕け散るところを見せてあげる 新潮文庫 竹宮ゆゆこ 新潮社 2016.6 19181

913.6 ﾅｶ 夢見る帝国図書館 中島京子 文藝春秋 2019.5 19213

913.6 ﾐﾁ いけない = do not 道尾秀介 文藝春秋 2019.7 19212

913.6 ｶｼ 1 鴨川食堂
小学館文
庫

柏井　壽 小学館 2015.5 19191

913.6 ｶｼ 2 鴨川食堂おかわり
小学館文
庫

柏井　壽 小学館 2015.11 19192

913.6 ﾖﾈ 本と鍵の季節 = The Book and The Key 米澤穂信 集英社 2018.12 19214

913.6 ﾜﾀ 手のひらの京(みやこ) 新潮文庫 綿矢りさ 新潮社 2019.4 19182

913.6 ｻﾜ 孤鷹の天　㊤㊦ 徳間文庫 澤田瞳子 徳間書店 2013.9 19167

913.6 ｻﾜ 夢も定かに 中公文庫 澤田瞳子
中央公論新
社

2016.1 19170

913.6 ｻﾜ 若冲 文春文庫 澤田瞳子 文藝春秋 2017.4 19190

933 ﾓﾊﾟ フラミンゴボーイ
マイケル・
モーパーゴ

小学館 2019.1 19172

953 ｶﾐ ペスト／64刷改版 新潮文庫 カミュ 新潮社 2004.1 19198
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