
書名 著・編者名 出版社名
人工知能 007   ｴ 絵と図でわかるAIと社会  未来をひらく技術とのかかわり方 江間有沙 技術評論社

007   ｷ Ｕｎｉｔｙの教科書 Ｕｎｉｔｙ２０２１完全対応版 ２Ｄ＆３Ｄスマートフォンゲーム入門講座 北村愛美 ＳＢクリエイティブ

007   ｻ Ｇｉｒｌｓ Ｗｈｏ Ｃｏｄｅ 女の子の未来をひらくプログラミング レシュマ・サウジャニ 日経ＢＰ
007   ｼ Ｓｃｒａｔｃｈではじめよう！プログラミング入門 杉浦学 日経ＢＰ
007   ﾋ いちばんやさしいプログラミングの教本 廣瀬豪 インプレス

事物起原 033   ﾛ 起源図鑑  ビッグバンからへそのゴマまで、ほとんどあらゆることの歴史 グレアム・ロートン ディスカヴァー
哲学 100   ｻ 哲学 ニュートン式超図解 最強に面白い！！ ニュートンプレス

124   ｻ マンガ孔子の思想 マンガ中国の思想シリーズ 講談社文庫 蔡志忠 講談社
124   ｻ マンガ孫子・韓非子の思想 マンガ中国の思想シリーズ 講談社文庫 蔡志忠 講談社
124   ｻ マンガ老荘の思想 マンガ中国の思想シリーズ 講談社文庫 蔡志忠 講談社
140   ｻ 心理学 ニュートン式超図解 最強に面白い！！ ニュートンプレス
140   ﾋ ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑 ジョー・ヘミングス 創元社
140   ﾌﾞ 文系のためのめっちゃやさしい心理学 東京大学の先生伝授 ニュートンプレス
140   ﾖ ようこそ、心理学部へ ちくまプリマー新書 同志社大学心理学部 筑摩書房

グリーフケア 146   ｲ 大切な人を亡くしたあなたに知っておいてほしい５つのこと 井出敏郎 自由国民社
159   ｱ 生きのびるための「失敗」入門 １４歳の世渡り術 雨宮処凛 河出書房新社
159   ｼ 幸せの鍵が見つかる世界の美しいことば 前田まゆみ 創元社
159   ｼﾞ 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 Jam サンクチュアリ出版

159   ｼﾞ 続多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 孤独も悪くない編 Jam サンクチュアリ出版

159   ｾ 心の荷物の手放し方 精神科医Ｔｏｍｙが教える 精神科医Ｔｏｍｙ ダイヤモンド社
神話 164   ｾ 世界でいちばん素敵な神話の教室 三才ブックス

世界史 209   ﾊ 漫画サピエンス全史 人類の誕生編／文明の正体編 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社
伝記 209   ﾔ 一度読んだら絶対に忘れない世界史人物事典 公立高校教師ＹｏｕＴｕｂｅｒが書いた 山崎圭一 SBクリエイティブ

日本史 210   ﾁ 超ワイド！２０００年絵巻 日本の歴史がもっとよくわかる！ 朝日新聞出版
221   ｲ 一冊でわかる韓国史 世界と日本がわかる 国ぐにの歴史 河出書房新社
222   ｲ 一冊でわかる中国史 世界と日本がわかる 国ぐにの歴史 河出書房新社
230   ﾋﾞ ビジュアル図鑑 中世ヨーロッパ 新星出版社
233   ｲ 一冊でわかるイギリス史 世界と日本がわかる 国ぐにの歴史 河出書房新社
235   ｲ 一冊でわかるフランス史 世界と日本がわかる 国ぐにの歴史 河出書房新社
236   ｲ 一冊でわかるスペイン史 世界と日本がわかる 国ぐにの歴史 永田智成，久木正雄 河出書房新社
237   ｲ 一冊でわかるイタリア史 世界と日本がわかる 国ぐにの歴史 河出書房新社
238   ｾ 一冊でわかるロシア史 世界と日本がわかる 国ぐにの歴史 関眞興 河出書房新社
253   ｾ 一冊でわかるアメリカ史 世界と日本がわかる 国ぐにの歴史 関眞興 河出書房新社
290   ｲ 今がわかる時代がわかる世界地図 ２０２２年版 成美堂出版
290   ｺ 366日の美しい都市  1日1ページで探る世界の街の秘密 小林克己 三才ブックス
290   ﾁ 地球の歩き方的! 世界なんでもランキング 旅の図鑑シリーズ 学研プラス
291   ｲ 撮り旅 佐渡島絶景フォトガイド 伊藤ヨシユキ ニール
291   ｲ 今がわかる時代がわかる日本地図 ２０２２年版 成美堂出版
293   ﾖ 「スペインの最も美しい村」全踏破の旅 吉村和敏 講談社

社会情勢 304   ｵ 過去を「巨視」して未来を考える ズームバック×オチアイ 落合陽一 ＮＨＫ出版
成年年齢 304   ｺ これから大人になる君たちへ 学校では教えてくれない未来を生き抜くヒント！ KADOKAWA
地政学 312   ﾁ 地政学見るだけノート  コロナ後の世界的ビジネス教養がゼロからわかる! 宝島社

国際協力 329   ｼ 紛争地の看護師 白川優子 小学館
330   ﾀ お金のむこうに人がいる 元ゴールドマン・サックス金利トレーダーが書いた予備知識のいらない経済新入門 田内学 ダイヤモンド社
331   ｻ サクッとわかるビジネス教養 行動経済学 新星出版社
331   ﾏ アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か？ これからの経済と女性の話 カトリーン・マルサル 河出書房新社

分類
４・５月新着図書 新潟江南高校図書館

プログラミング

心理学

人生訓

各国史

地理・紀行

中国思想

経済



333   ｶ ＳＤＧｓ入門 未来を変えるみんなのために 岩波ジュニアスタートブックス 蟹江憲史 岩波書店
333   ｾ 世界でいちばん素敵なＳＤＧｓの教室 三才ブックス
333   ﾊ あなたとＳＤＧｓをつなぐ「世界を正しく見る」習慣 原貫太 KADOKAWA
336   ﾊ 多様性って何ですか？ Ｄ＆Ｉ、ジェンダー平等入門 羽生祥子 日経ＢＰ
336   ﾑ 虹色チェンジメーカー ＬＧＢＴＱ視点が職場と社会を変える 小学館新書 村木真紀 小学館

社会問題 360   ｽ 声をあげて、世界を変えよう!  よりよい未来のためのU30の言葉 アドーラ・スヴィタク Du Books
361   ｲ 「人それぞれ」がさみしい  「やさしく・冷たい」人間関係を考える ちくまプリマー新書 石田光規 筑摩書房
361   ｽ 人は話し方が９割 １分間で人を動かし、１００％好かれる話し方のコツ 永松茂久 すばる舎
361   ﾊ １０代で知っておきたい「同意」の話 ＹＥＳ，ＮＯを自分で決める１２のヒント １４歳の世渡り術 ジャスティン・ハンコック 河出書房新社

社会心理学 361   ﾐ 見た目が気になる 「からだ」の悩みを解きほぐす２６のヒント １４歳の世渡り術 河出書房新社
コミュニケーション 361   ﾓ あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 １０代から知っておきたい 森山至貴 ＷＡＶＥ出版

366   ｺ 「心」のお仕事 今日も誰かのそばに立つ２４人の物語 １４歳の世渡り術 河出書房新社
366   ﾀ ２１世紀の新しい職業図鑑 未来の職業ガイド 武井一巳 秀和システム

性的マイノリティ 367   ｺﾞ イラストで学ぶジェンダーのはなし みんなと自分を理解するためのガイドブック アイリス・ゴッドリーブ フィルムアート社
親子関係 367   ﾀ なぜ親はうるさいのか 子と親は分かりあえる？ ちくまＱブックス 田房永子 筑摩書房
性犯罪 368   ﾜ わたしは黙らない 性暴力をなくす３０の視点 合同出版

児童福祉 369   ﾛ 支える、支えられる、支え合う 岩波ジュニアスタートブックス サヘル・ローズ 岩波書店
青年期 371   ｼ 思春期の心とからだ図鑑 三省堂

375   ｶ マイテーマの探し方 探究学習ってどうやるの？ ちくまＱブックス 片岡則夫 筑摩書房
375   ｶ 嫌いな教科を好きになる方法、教えてください! 14歳の世渡り術 河出書房新社
375   ｺ 高校生のための「探究」学習図鑑 廣瀬志保 学事出版

幼児教育 376   ｵ ルポ森のようちえん ＳＤＧｓ時代の子育てスタイル 集英社新書 おおたとしまさ 集英社
376   ｶ ゼロから１ヵ月で受かる大学入試 プレゼンテーション・グループディスカッションのルールブック 神崎史彦 KADOKAWA
376   ﾀ 自分だけの物語で逆転合格する総合・推薦入試志望理由書＆面接 竹内麦村 学研プラス
376   ﾜ まるまる使える入試面接合格ナビ 和田圭史 桐原書店
383   ｷ 知っておきたい!韓国ごはんの常識  イラストで見るマナー、文化、レシピ、ちょっといい話まで ルナ・キョン 原書房
383   ｺ 世界一くさい食べもの なぜ食べられないような食べものがあるのか？ ちくまＱブックス 小泉武夫 筑摩書房

呪術 387   ﾏ まじないの文化史  日本の呪術を読み解く 新潟県立歴史博物館 河出書房新社
400   ｶ これってどうなの?日常と科学の間にあるモヤモヤを解消する本 かきもち 翔泳社
404   ﾊﾞ もしも科学大全 ゾクゾクしてやみつきになる！ ＶＡＩＥＮＣＥ KADOKAWA
404   ﾌ ゆく川の流れは、動的平衡 福岡伸一 朝日新聞出版
407   ｵ おうちで楽しむ科学実験図鑑 尾嶋好美 SBクリエイティブ

407   ﾏ なぜ私たちは理系を選んだのか  未来につながる〈理〉のチカラ  岩波ジュニアスタートブックス 枡太一 岩波書店
410   ｻ 解きたくなる数学 佐藤雅彦ほか 岩波書店
410   ﾕ 数学ガールの秘密ノート 式とグラフ 結城浩 ＳＢクリエイティブ

411   ｽ 数学パズル  解いて快感!面白パズルで数学センスを身につける Newtonライト3.0 ニュートンプレス
420   ｾ 世界でいちばん素敵な物理の教室 東京大学CAST 三才ブックス
423   ﾕ 数学ガールの物理ノート ニュートン力学 結城浩 ＳＢクリエイティブ

440   ﾌﾞ 宇宙を回す天使、月を飛び回る怪人  世界があこがれた空の地図 エドワード・ブルック=ヒッチング 日経ナショナルジグラフィック社

443   ｵ 世界一美しい星空の教科書  人気プラネタリウム・クリエーターが作った 大平貴之 宝島社
地学 450   ﾜ 美しすぎる地学事典 渡邉克晃 秀和システム

451   ｱ すごすぎる天気の図鑑 空のふしぎがすべてわかる！ 荒木健太郎 KADOKAWA
451   ｺ 地球温暖化を解決したい エネルギーをどう選ぶ？岩波ジュニアスタートブックス 小西雅子 岩波書店
451   ﾍ 世界の天変地異 本当にあった気象現象 マッティン・ヘードベリ 日経ナショナルジグラフィック社

地震 453   ｶ 地震はなぜ起きる？ 岩波ジュニアスタートブックス 鎌田浩毅 岩波書店
古生物 457   ｳ 絶滅動物図鑑  地球から消えた生き物たち ジョン・ウィットフィールド 日経ナショナルジグラフィック社

460   ｲ はずれ者が進化をつくる  生き物をめぐる個性の秘密 ちくまプリマー新書  353 稲垣栄洋 筑摩書房
460   ｾ 生物大図鑑 Ｎｅｗｔｏｎ大図鑑シリーズ ニュートンプレス

天文学

気象

生物学

学習

食生活

科学

数学

物理学

ＳＤＧｓ

ダイバーシティ

人間関係

仕事

大学入試



463   ｲ 生き物が大人になるまで  「成長」をめぐる生物学 稲垣栄洋 大和書房
467   ｾ 世界でいちばん素敵な進化の教室 三才ブックス
467   ﾀﾞ 若い読者のための『種の起源』 入門生物学 チャールズ･ダーウィン あすなろ書房

遺伝子 467   ﾄﾞ 利己的な遺伝子 ４０周年記念版 リチャード・ドーキンス 紀伊国屋書店
470   ｶ 歴史を進めた植物の姿 ヴィジュアルで見る 植物とヒトの共進化史 河野智謙 グラフィック社
471   ｲ 植物たちのフシギすぎる進化 木が草になったって本当？ ちくまＱブックス 稲垣英洋 筑摩書房
471   ﾄ 図解よくわかる植物細胞工学  タンパク質操作で広がるバイオテクノロジー 富永基樹 日刊工業新聞社
471   ﾌ 禁断の植物園 船山信次 山と溪谷社
480   ｵ 岐路に立つ「動物園大国」  動物たちにとっての「幸せ」とは? 太田匡彦ほか 現代書館
489   ｻ 家のネコと野生のネコ 澤井聖一ほか エクスナレッジ
489   ﾌ オオカミ  SPIRIT OF THE WILD トッド・K・フラー 化学同人
489   ﾔ 人生で大事なことはみんなゴリラから教わった 山極寿一 家の光協会
491   ｶ １万人の脳を見た名医が教えるすごい左利き  「選ばれた才能」を120%活かす方法 加藤俊徳 ダイヤモンド社
491   ﾅ なぜからはじまる体の科学 全５巻  保育社
491   ﾅ 悩み・ときめく心臓 からだのキセキ・のびのび探究シリーズ ＷＩＬＬこども知育研究所 保育社
491   ﾅ 悩み・育つ運動器 骨＆筋肉 からだのキセキ・のびのび探究シリーズ ＷＩＬＬこども知育研究所 保育社
491   ﾅ 悩み・恋する脳 からだのキセキ・のびのび探究シリーズ ＷＩＬＬこども知育研究所 保育社
491   ﾊ よくわかるがんの話 全３巻 林和彦 保育社
491   ﾌﾞ 文系のためのめっちゃやさしい人体 東京大学の先生伝授 ニュートンプレス
493   ｵ １０代のためのもしかして摂食障害？と思った時に読む本 おちゃづけ 合同出版
493   ｶﾞ 感染症の歴史 黒死病からコロナまで ヴィジュアル版  リチャード・ガンダーマン 原書房
493   ｷ メンタルヘルス・ファーストエイド こころの応急処置マニュアルとその活用 ベティー・キッチナーほか 創元社
493   ｼﾞ はじめて学ぶ精神疾患 全４巻 ＷＩＬＬこども知育研究所 保育社
493   ｿ 人見知りが治るノート 反田克彦 すばる舎

身体知 496   ｲ きみの体は何者か なぜ思い通りにならないのか？ ちくまＱブックス 伊藤亜紗 筑摩書房
498   ｲ 学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上祐紀 KADOKAWA
498   ｵ おうちメンタルケア入門 不安をそっと手放す方法 主婦の友社
498   ﾏ しんどい時の自分の守り方 １０代から知っておきたいメンタルケア  増田史 ナツメ社
498   ﾀ ふるさとの笑顔が、咲き始める場所 地域包括ケアシステムを実践する、とある病院のチャレンジ 田中志子 幻冬舎
498   ﾀ 思いやる心は傷つきやすい パンデミックの中の感情労働 武井麻子 創元社
498   ﾋﾞ 病院・医療のしくみ イラスト図解そこが知りたい！ 朝日新聞出版

薬学 499   ｸ くすりの科学 薬のしくみと、正しい飲み方がよくわかる！ Ｎｅｗｔｏｎライト２．０ ニュートンプレス
エネルギー 501   ﾓ グリーン・ジャイアント 脱炭素ビジネスが世界経済を動かす 文春新書 森川潤 文藝春秋
環境倫理 519   ﾖ はじめて学ぶ環境倫理  未来のために「しくみ」を問う ちくまプリマー新書  391 吉永明弘 筑摩書房

520   ｲ 世界の名建築歴史図鑑 五十嵐太郎 エクスナレッジ
520   ﾆ 図説建築の歴史 西洋・日本・近代 カラー版 西田雅嗣，矢ケ崎善太郎 学芸出版社
523   ｴ 絵本のようにめくる教会の物語 昭文社
527   ｼ 災害に強い家はこうつくる  地震・水害・台風・土石流…など徹底対策! 七呂恵介 青春出版社

電気自動車 537   ｼﾞ ６０分でわかる！ＥＶ革命＆自動運転最前線 次世代自動車ビジネス研究会 技術評論社
538   ｶ 「はやぶさ2」が拓く人類が宇宙資源を活用する日 川口淳一郎 ビジネス社
538   ｽ 宇宙開発未来カレンダー  2022－2030’ｓ 新型ロケットから宇宙基地建設、有人火星探査まで 鈴木善生 ＧＢ
538   ﾙ るるぶ宇宙 探査の最前線から未来の旅行プランまで徹底ガイド ＪＴＢパブリッシング

ブロードバンド 547   ｶ 決定版５Ｇ ２０３０年への活用戦略 片桐広逸 新報社
仮想現実 548   ｵ 仮想空間とＶＲ 未来ビジネス図解 往来 インプレス

548   ｼ トコトンやさしいサービスロボットの本 Ｂ＆Ｔ今日からモノ知りシリーズ 清水祐一郎 日刊工業新聞社
548   ﾌﾞ 未来を変えるロボット図鑑 ローラ・ブラーほか 創元社

スキンケア 576   ﾀ お姫様の美肌図鑑 たなかしん じほう
596   ｻ 満月珈琲店のレシピ帖 桜田千尋 主婦の友社

宇宙開発

ロボット

人体

精神医学

医療

精神衛生

建築

進化

植物学

動物学



596   ｽ 世界のおやつ おうちで作れるレシピ１００ 鈴木文 パイインターナショナル

596   ﾃ もっと！魔法のてぬきおやつ てぬキッチン ワニブックス
596   ﾃ もっと！魔法のてぬきごはん 宇宙一ラクチンなのに超美味しい！ てぬキッチン ワニブックス
596   ﾅ 事典 和菓子の世界 増補改訂版 中山圭子 岩波書店
596   ﾎ おべんとうの教科書  はじめてでも、ぜったい失敗しない ほりえさちこ 学研プラス
596   ﾛ ＦＯＯＤ ＡＮＡＴＯＭＹ 食の解剖図鑑 世界の「食べる」をのぞいてみよう ジュリア･ロスマン 大和書房
596   ﾜ いちごのお菓子  ショートケーキ、タルト、クッキー、ババロア…甘くてときめく47レシピ 若山曜子 マイナビ出版

食糧問題 611   ｲ 食べものが足りない!  食料危機問題がわかる本 井出留美 旬報社
果樹 627   ｶ 桜の文化誌 花と木の図書館 コンスタンス・Ｌ・カーカーほか 原書房
交通 681   ｼ 自動運転＆ＭａａＳビジネス参入ガイド 周辺ビジネスから事業参入まで 下山哲平 翔泳社

世界遺産 709   ｴ 絵本のようにめくる世界遺産の物語 色彩の魔術編 昭文社
オブジェ 719   ﾕ ユニバーサル・ミュージアム  さわる!"触"の大博覧会 国立民族学博物館 小さ子社

723   ｺﾞ ゴッホへの招待 朝日新聞出版
723   ﾋﾞ ビアズリー怪奇幻想名品集 東京美術
725   ｵ いちばんていねいな、基本のデッサン 小椋芳子 日本文芸社
725   ｷ 誰でも30分で絵が描けるようになる本  たった「4つのステップ」で、驚くほど絵が上手くなる! マーク・キスラー 東洋経済新報社
725   ﾊ 色鉛筆素材・材質描きわけ事典 林亮太, 三上詩 玄光社
726   ｴ 旅する小舟 ペーター・ヴァン・デン・エンデ 求龍堂
726   ｶ からすのおかしやさん かこさとし 偕成社
726   ｶ からすのパンやさん かこさとし 偕成社
726   ｼﾞ 怪物園 junaida 福音館書店
726   ﾀ へいわとせんそう たにかわしゅんたろう ブロンズ新社
726   ﾀ ぼく 闇は光の母  3 谷川俊太郎 岩崎書店
726   ﾏ マンガ日本の古典 全３２巻 石ノ森章太郎 中央公論新社
726   ﾖ あるかしら書店 ヨシタケシンスケ ポプラ社
726   ﾗ てぶくろ  ウクライナ民話 エフゲーニ・M.ラチョフ 福音館書店

きり絵 726   ﾘ いつでも君のそばにいる  小さなちいさな優しい世界  葉っぱ切り絵コレクション リト@葉っぱ切り絵 講談社
726   ｽﾞ 税金で買った本 １・２ ヤンマガＫＣ ずいの原作，系山漫画 講談社
726   ｽ ちはやふる ４８ 末次由紀 講談社
728   ｲ 俳句の臨界  河東碧梧桐一〇九句選  石川九楊作品集 石川九楊 左右社
740   ｹﾞ Twitter発 写真が好きだ。 芸術新聞社 芸術新聞社
742   ｷ キッチンミノルの写真教室 キッチンミノル  筑摩書房
748   ｾ 世界のダンジョン 冒険をめぐる情景 パイインターナショナル

748   ｾ 世界の路地 Ａｌｌｅｙｗａｙ パイインターナショナル

748   ﾆ 日本の路地 パイインターナショナル

工芸 750   ﾔ もっと知りたいアイヌの美術 アート・ビギナーズ・コレクション 山崎幸治 東京美術
配色 757   ﾌ オノマトペでピンとくる!ひらめき配色図鑑 FLAMINGO STUDIO INC 東京書籍
模型 759   ﾊ ちいさい世界(もの)づくり  身近なものでできるジオラマとドールハウス Hanabira工房 ワニブックス

760   ｻ ３６６日の西洋音楽  1日1ページでわかるクラシック音楽の魅力 三才ブックス
761   ｸ １４歳からの新しい音楽入門 どうして私たちには音楽が必要なのか 久保田慶一 スタイルノート
761   ﾀ 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く

ｅスポーツ 798   ｲ ｅスポーツの科学 磯貝浩久，西薗秀嗣 ベースボール・マガジン社

パズル 798   ﾄ 東大ナゾトレ ＴＨＥ ＢＥＳＴ 松丸亮吾 扶桑社
809   ｵ よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑 大野萌子 サンマーク出版
809   ﾀ 会って、話すこと。 田中泰延 ダイヤモンド社

日本語 814   ｷ 気持ちを表すことばの辞典 ナツメ社
文章 816   ｺ 放課後の文章教室 小手鞠るい 偕成社

816   ｶ ７日間で合格する小論文 読み方＆書き方を完全マスター！ 河守晃 学研

コミック

写真集

写真

音楽

話しかた

料理・菓子

画集

画法

絵本



816   ﾋ 読むだけ小論文 パワーアップ版 基礎編 樋口裕一 学研プラス
816   ﾋ 読むだけ小論文 パワーアップ版 法・政治・経済・人文・情報系編 樋口裕一 学研プラス
830   ｴ １０日でできる！英検２級／準２級 二次試験・面接完全予想問題 旺文社
830   ｴ 英検２級／準２級 過去６回全問題集 ２０２２年度版 旺文社 旺文社
830   ﾄ なんで、英語勉強すんの？ 岩波ジュニアスタートブックス 鳥飼玖美子 岩波書店
835   ﾏ 一度読んだら絶対に忘れない英文法の教科書 牧野智一 SBクリエイティブ

835   ﾜ ロイヤル英文法徹底例解 綿貫洋，マーク･ピーターセンほか 旺文社
引用句 908   ｶ ３６６日文学の名言 頭木弘樹, 品川亮 三才ブックス

日本の古典 910.2 ﾔ 古典を読んだら、悩みが消えた。世の中になじめない人に贈るあたらしい古典案内 安田登 大和書房
詩歌 911.5 ｱ こんなに美しい月の夜を君は知らない 秋元康 幻冬舎

913.6 ｱ ノワール・レヴナント 角川文庫 朝倉秋成 KADOKAWA
913.6 ｱ 死にたがりの君に贈る物語 綾崎隼 ポプラ社
913.6 ｱ 透明人間は密室に潜む 阿津川辰海 光文社
913.6 ｱ 同士少女よ、敵を撃て ２０２２年本屋大賞 逢坂冬馬 早川書房
913.6 ｲ スモールワールズ 一穂ミチ 講談社
913.6 ｲ ミチクサ先生 上・下 伊集院静 講談社
913.6 ｳ 54字の物語 ∞ 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
913.6 ｳ 54字の物語 史 超短編小説で学ぶ日本の歴史 氏田雄介 PHP研究所
913.6 ｵ あずかりやさん 満天の星 [5] 大山淳子 ポプラ社
913.6 ｵ 母と死体を埋めに行く 角川ホラー文庫 大石圭 KADOKAWA
913.6 ｶ おしゃべりな部屋 川村元気, 近藤麻理恵 中央公論新社
913.6 ｶ 青の呪い 心霊探偵八雲 講談社文庫 神永学 KADOKAWA
913.6 ｶ 心霊探偵八雲 １０・１１ 魂の道標 角川文庫 神永学 KADOKAWA
913.6 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5部 ５～７ 香月美夜 TOブックス
913.6 ｺ 余命１０年 文芸社文庫 小坂流加 文芸社
913.6 ｺﾞ ５分後に意外な結末ex 琥珀にとじこめられた未来 桃戸ハル 学研プラス
913.6 ｺ 去就 隠蔽捜査  6・７  新潮文庫 今野敏 新潮社
913.6 ｻ アリスのうさぎ  ビブリオ・ファンタジア 斉藤洋 偕成社
913.6 ｼ 倒産続きの彼女 新川帆立 宝島社
913.6 ｾ 夏の体温 瀬尾まいこ 双葉社
913.6 ﾀ 世界が青くなったら 武田綾乃 文藝春秋
913.6 ﾀ 石黒くんに春は来ない 幻冬舎文庫 武田綾乃  幻冬舎
913.6 ﾂ 闇祓 辻村深月 KADOKAWA
913.6 ﾅ 図書室のはこぶね 名取佐和子 実業之日本社
913.6 ﾆ 夜が明ける 西加奈子 新潮社
913.6 ﾏ あの日、君は何をした 小学館文庫 まさきとしか 小学館
913.6 ﾏ デフ・ヴォイス  法廷の手話通訳士 文春文庫 丸山正樹 文藝春秋
913.6 ﾐ 黒面の狐 文春文庫 三津田信三 文芸春秋
913.6 ﾑ 昔話法廷 Season4／Season5 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班 金の星社
913.6 ﾔ 花屋さんが言うことには 山本幸久 ポプラ社
914.4 ﾂ 謹訳 徒然草 兼好法師．林望 祥伝社

ノンフィクション 916   ﾓ 高校生のわたしが精神科病院に入り自分のなかの神様とさよならするまで もつお KADOKAWA
933   ｲ ロボット・イン・ザ・ガーデン 小学館文庫 デボラ・インストール 小学館
933   ｸ オリエント急行の殺人 ハヤカワ文庫 アガサ・クリスティー 早川書房
933   ﾌﾞ 華氏451度 新訳版 ハヤカワ文庫 SF レイ・ブラッドベリ 早川書房
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