
請求記号 タイトル 人名 出版者

1 78 O2 車いすバスケで夢を駆けろ 京谷　和幸／著 金の星社

2 78 P0 不可能とは、可能性だ 笹井　恵里子／著 金の星社

3 F1 ｲﾏ クローンドッグ 今西　乃子／作 金の星社

4 F1 ｵｵ 万屋大悟のマシュマロな事件簿 太田　忠司／著 ポプラ社

5 F1 ｺｳ ぼくのまつり縫い 神戸　遥真／作 偕成社

6 F1 ﾌｼ ＯＪＯＧＩＷＡ 藤崎　翔／著 ポプラ社

7 F1 ﾏﾙ さよなら鹿ハウス 丸尾　丸一郎／著 ポプラ社

8 F1 ﾑﾗ 1 シェーラ姫の冒険　上 村山　早紀／著 童心社

9 F1 ﾑﾗ 2 シェーラ姫の冒険　下 村山　早紀／著 童心社

10 F9 ｸﾘ 3 少年弁護士セオの事件簿　３ ジョン・グリシャム／作 岩崎書店

11 F9 ｸﾘ 4 少年弁護士セオの事件簿　４ ジョン・グリシャム／作 岩崎書店

12 F9 ｸﾘ 少年弁護士セオの事件簿　１ ジョン・グリシャム／作 岩崎書店

13 F9 ｸﾘ 少年弁護士セオの事件簿　１ ジョン・グリシャム／作 岩崎書店

14 F9 ﾘｵ 2 アポロンと５つの神託　２ リック・リオーダン／著 ほるぷ出版

15 F9 ﾘｵ 3 アポロンと５つの神託　３ リック・リオーダン／著 ほるぷ出版

16 F9 ﾘｵ アポロンと５つの神託　１ リック・リオーダン／著 ほるぷ出版

請求記号 タイトル 人名 出版者

17 289 ｽｷ 杉原千畝物語 杉原　幸子／著 金の星社

18 F1 ｸﾄ ちび竜 工藤　直子／文 童心社

19 F1 ｽｶ 夏空白花 須賀　しのぶ／著 ポプラ社

20 F1 ﾀｹ なまえのないねこ 竹下　文子／文 小峰書店

21 F1 ﾃﾗ 夜が暗いとはかぎらない 寺地　はるな／著 ポプラ社

22 F1 ﾊﾅ 徳治郎とボク 花形　みつる／著 理論社

23 F1 ﾊﾊ ソルハ 帚木　蓬生／著 あかね書房

24 F1 ﾊﾗ スイート・ホーム 原田　マハ／著 ポプラ社

25 F1 ﾔﾏ 1 キャプテン　〔１〕 ちば　あきお／原作 学研プラス

26 F1 ﾔﾏ 2 キャプテン　〔２〕 ちば　あきお／原作 学研プラス

27 F1 ﾔﾏ 3 キャプテン　〔３〕 ちば　あきお／原作 学研プラス

28 F1 ﾔﾏ 夜間中学へようこそ 山本　悦子／作 岩崎書店

29 F9 ｲﾎ おいでフレック、ぼくのところに エヴァ・イボットソン／著 偕成社

30 F9 ﾊﾗ ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ／作 ほるぷ出版

31 F9 ﾋﾂ さよなら、スパイダーマン アナベル・ピッチャー／著 偕成社

32 F9 ﾎﾛ ぼくがスカートをはく日 エイミ・ポロンスキー／著 学研プラス

読書、最強か。          -１０代におくるテーマ別おすすめBOOK-

◆ドキドキわくわく

◆感動したい
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請求記号 タイトル 人名 出版者

33 28 O7 ざんねんな偉人伝 真山　知幸／著 学研プラス

34 28 O8 ざんねんな歴史人物 真山　知幸／著 学研プラス

35 31 O9 独裁政治とは？ プランテルグループ／文 あかね書房

36 31 O9 民主主義は誰のもの？ プランテルグループ／文 あかね書房

37 36 O8 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 岩崎書店

38 36 O9 女と男のちがいって？ プランテルグループ／文 あかね書房

39 36 O9 社会格差はどこから？ プランテルグループ／文 あかね書房

40 40 O9 科学者の目 かこ　さとし／文と絵 童心社

41 726 1 P0 手塚治虫からの伝言（メッセージ）　友情 手塚　治虫／著 童心社

42 769 91 P1 スカートはかなきゃダメですか？ 名取　寛人／著 理論社

43 81 O9 それがあったか！故事成語 三田村　信行／文 童心社

請求記号 タイトル 人名 出版者

44 H F1 ｲﾜ くもりときどき晴レル 岩瀬　成子／作 理論社

45 908 ｺﾌ 1 ５分後に意外な結末　１ 学研プラス

46 908 ｺﾌ 2 ５分後に意外な結末　２ 学研プラス

47 908 ｺﾌ 3 ５分後に意外な結末　３ 学研プラス

48 908 ｺﾌ 4 ５分後に意外な結末　４ 学研プラス

49 908 ｺﾌ 5 ５分後に意外な結末　５ 学研プラス

50 F1 ｱｵ ハッピーバースデー 青木　和雄／作 金の星社

51 F1 ｲｼ わたしが少女型ロボットだったころ 石川　宏千花／著 偕成社

52 F1 ｲﾁ しずかな魔女 市川　朔久子／作 岩崎書店

53 F1 ｲﾄ アポリア いとう　みく／作 童心社

54 F1 ｲﾜ 地図を広げて 岩瀬　成子／著 偕成社

55 F1 ｸﾛ 若冲 黒田　志保子／著 国土社

56 F1 ｺﾏ 真田十勇士　外伝 小前　亮／作 小峰書店

57 F1 ｺﾏ 真田十勇士　１ 小前　亮／作 小峰書店

58 F1 ｺﾏ 真田十勇士　２ 小前　亮／作 小峰書店

59 F1 ｺﾏ 真田十勇士　３ 小前　亮／作 小峰書店

60 F1 ﾅｼ 僕は、そして僕たちはどう生きるか 梨木　香歩／著 理論社

61 F9 ｸﾗ 貸出禁止の本をすくえ！ アラン・グラッツ／著 ほるぷ出版

62 F9 ｸﾗ 彼女のためにぼくができること クリス・クラッチャー／著 あかね書房

請求記号 タイトル 人名 出版者

63 9133 ﾑﾗ 1 紫の結び　１ 〔紫式部／著〕 理論社

64 9133 ﾑﾗ 2 紫の結び　２ 〔紫式部／著〕 理論社

65 9133 ﾑﾗ 3 紫の結び　３ 〔紫式部／著〕 理論社

66 F1 ｲｽ 晴れた朝それとも雨の夜 泉　啓子／作 童心社

67 F1 ﾀﾁ ５分後に恋の結末 橘　つばさ／著 学研プラス

68 F1 ﾀﾁ ５分後に恋の結末 橘　つばさ／著 学研プラス

69 F1 ﾀﾁ ５分後に恋の結末 橘　つばさ／著 学研プラス

◆恋をしたい

◆知識を深めたい

◆迷ったらこれ
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