
タイトル 著者 出版者 資料番号

数の悪魔 エンツェンスベルガー／著 東京：晶文社 41 M9

義足ランナー 佐藤　次郎／著 東京：東京書籍 780 O4

そんな軽い命なら私にください 渡部　成俊／著 東京：大和書房 916 ﾜﾀ

モリー先生との火曜日 ミッチ・アルボム／著 東京：日本放送出版協会 936 ｱﾙ

僕は、そして僕たちはどう生きるか 梨木　香歩／著 東京：理論社 F1 ﾅｼ

くまとやまねこ 湯本　香樹実／ぶん 東京：河出書房新社 F1 ﾕﾓ

鏡の国のアリス ルイス・キャロル／作 東京：岩波書店 F9 ｷﾔ

ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル／作 東京：岩波書店 F9 ｷﾔ

キャッチャー・イン・ザ・ライ Ｊ．Ｄ．サリンジャー／〔著〕 東京：白水社 F9 ｻﾘ

カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ／〔著〕 東京：白水社 F9 ｾﾌ

沈黙の殺人者 ダンディ・デイリー・マコール／作 東京：評論社 F9 ﾏｺ

大地のランナー ジェイムズ・リオーダン／作 東京：鈴木出版 F9 ﾘｵ

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 Ｊ．Ｋ．ローリング／作 東京：静山社 F9 ﾛﾘ

ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング／作 東京：静山社 F9 ﾛﾘ

ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング／作 東京：静山社 F9 ﾛﾘ

異教の隣人 釈　徹宗／著 東京：晶文社 160 O8

映画ってどうやってつくるの？ フロランス・デュカトー／文 東京：西村書店 77 O9

ＮＨＫ子ども科学電話相談おもしろギモン大集合！！ ＮＨＫ「子ども科学電話相談」制作班／編 東京：ＮＨＫ出版 40 O9

円周率の謎を追う 鳴海　風／作 東京：くもん出版 28 ｾｷ

図解はじめて学ぶみんなの政治 アレックス・フリス／文 東京：晶文社 310 O9

科学用語図鑑 水谷　淳／文 東京：河出書房新社 404 O9

数をかぞえるクマ　サーフィンするヤギ ベリンダ・レシオ／著 東京：ＮＨＫ出版 481 78 O8

死体が教えてくれたこと 上野　正彦／著 東京：河出書房新社 49 O8

１４歳からの資本主義 丸山　俊一／著 東京：大和書房 332 06 O9

すごいぞ！はたらく知財 内田　朋子／著 東京：晶文社 507 2 O9

読書がたくましい脳をつくる 川島　隆太／著 東京：くもん出版 49 O8

ビッグ・クエスチョン スティーヴン・ホーキング／著 東京：ＮＨＫ出版 440 4 O9

 ＹＡ　朝の読書ブックガイド
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僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる 遠藤　研一郎／著 東京：大和書房 320 4 O9

虫ぎらいはなおるかな？ 金井　真紀／文と絵 東京：理論社 486 04 O9

もっと知りたい科学入門 アレックス・フリス／著 東京：東京書籍 40 O9

アーサー王の世界　１ 斉藤　洋／作 東京：静山社 F9 ｱｻ 1

アーサー王の世界　２ 斉藤　洋／作 東京：静山社 F9 ｱｻ 2

アーサー王の世界　３ 斉藤　洋／作 東京：静山社 F9 ｱｻ 3

アーサー王の世界　４ 斉藤　洋／作 東京：静山社 F9 ｱｻ 4

アーサー王の世界　５ 斉藤　洋／作 東京：静山社 F9 ｱｻ 5

インスタ映えする戦国時代 スエヒロ／著 東京：大和書房 214 O9

乙骨淑子の本　第８巻 乙骨　淑子／著 東京：理論社 F1 ｵﾂ

乙骨淑子の本　第７巻 乙骨　淑子／著 東京：理論社 F1 ｵﾂ

木のぼり男爵 イタロ・カルヴィーノ／〔著〕 東京：白水社 F9 ｶﾙ

さよ 森川　成美／作 東京：くもん出版 F1 ﾓﾘ

チェコの十二カ月 出久根　育／著　絵 東京：理論社 9156 ﾃｸ

月の光を飲んだ少女 ケリー・バーンヒル／著 東京：評論社 F9 ﾊﾝ

南河国物語 濱野　京子／作 東京：静山社 F1 ﾊﾏ

ぼくらのセイキマツ 伊藤　たかみ／著 東京：理論社 F1 ｲﾄ

魔女の子ども ケリー・バーンヒル／著 東京：評論社 F9 ﾊﾝ

窓から逃げた１００歳老人 ヨナス・ヨナソン／著 東京：西村書店 F9 ﾖﾅ

邪馬台戦記　１ 東郷　隆／作 東京：静山社 F1 ﾄｳ 1

邪馬台戦記　２ 東郷　隆／作 東京：静山社 F1 ﾄｳ 2

邪馬台戦記　３ 東郷　隆／作 東京：静山社 F1 ﾄｳ 3

青空のかけら Ｓ．Ｅ．デュラント／作 東京：鈴木出版 F9 ﾃﾕ

あたしが乗った列車は進む ポール・モーシャー／作 東京：鈴木出版 F9 ﾓｼ

この川のむこうに君がいる 濱野　京子／作 東京：理論社 F1 ﾊﾏ

こんぴら狗 今井　恭子／作 東京：くもん出版 F1 ｲﾏ

十年屋　〔１〕 廣嶋　玲子／作 東京：静山社 F1 ﾋﾛ 1

十年屋　２ 廣嶋　玲子／作 東京：静山社 F1 ﾋﾛ 2

十年屋　３ 廣嶋　玲子／作 東京：静山社 F1 ﾋﾛ 3

そのこ 谷川　俊太郎／詩 東京：晶文社 911 ﾀﾆ
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タイガー・ボーイ ミタリ・パーキンス／作 東京：鈴木出版 F9 ﾊｷ

ネルソン・マンデラ ロジャー・フリードマン／著 東京：西村書店 289 ﾏﾝ

ふたりの約束 プニーナ・ツヴィ／文 東京：西村書店 23 P0

４歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した マイケル・ボーンスタイン／著 東京：ＮＨＫ出版 936 ﾎﾝ

路地裏の子供たち スチュアート・ダイベック／著 東京：白水社 F9 ﾀｲ

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 東京：評論社 F9 ﾌﾗ

わたしの心のなか シャロン・Ｍ．ドレイパー／作 東京：鈴木出版 F9 ﾄﾚ

考える練習をしよう マリリン・バーンズ／著 東京：晶文社 14 O1

グレタのねがい ヴァレンティナ・キャメリニ／著 東京：西村書店 45 P0

この計画はひみつです ジョナ・ウィンター／文 東京：鈴木出版 559 O9

脱・呪縛 鎌田　實／著 東京：理論社 159 7 O9

転換期を生きるきみたちへ 内田　樹／編 東京：晶文社 304 O6

ヒットラーのむすめ ジャッキー・フレンチ／作 東京：鈴木出版 F9 ﾌﾚ

羊の告解 いとう　みく／著 東京：静山社 F1 ｲﾄ

プラスチック・フリー生活 シャンタル・プラモンドン／著 東京：ＮＨＫ出版 519 O9

平成と天皇 半藤　一利／著 東京：大和書房 288 41 O9

変化球男子 Ｍ．Ｇ．ヘネシー／作 東京：鈴木出版 F9 ﾍﾈ

ぼくはＯ・Ｃ・ダニエル ウェスリー・キング／作 東京：鈴木出版 F9 ｷﾝ

一目置かれる知的教養日本美術鑑賞 秋元　雄史／著 東京：大和書房 721 02 O9

手話通訳者になろう 木村　晴美／著 東京：白水社 378 28 O9

１３歳からの絵本ガイド 金原　瑞人／監修 東京：西村書店 019 53 O8

奇跡の夢ノート 石黒　由美子／著 東京：日本放送出版協会 785 26 O3

古代エジプトの数学問題集を解いてみる 三浦　伸夫／著 東京：ＮＨＫ出版 410 24 O4

月とアポロとマーガレット ディーン・ロビンズ／ぶん 東京：評論社 28 ﾊﾐ

風船で宇宙を見たい！ 岩谷　圭介／著 東京：くもん出版 74 O9
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