
ティーンズ

書名 著者名 出版社 請求記号

1 五体不満足 乙武洋匡 講談社

2 先生、シマリスがヘビの頭をかじっています 小林朋道 築地書館

3 渡部真一　渡部文也 二見書房

4 学研教育出版

5 図書館戦争 有川浩 角川書店

6 獣の奏者　闘蛇編 上橋菜穂子 講談社

7 鹿の王　上・下 上橋菜穂子 角川書店

8 大沼紀子 ポプラ社

9 猫弁（講談社文庫） 大山淳子 講談社

10 ハガキ職人タカギ！ 風カオル 小学館

11 時雨沢恵一 メディアワークス

12 きみの友だち 重松清 新潮社

13 ぼくらの七日間戦争 宗田理 ポプラ社

14 ぼくらの天使ゲーム 宗田理 ポプラ社

15 くちびるに歌を 中田永一 小学館

16 モナミは世界を終わらせる？ はやみねかおる 角川書店

17 未来いそっぷ 星新一 新潮社

18 おせっかいな神々 星新一 新潮社

19 おおかみこどもの雨と雪 細田守 角川書店

20 ここはボツコニアン 宮部みゆき 集英社

21 ソロモンの偽証　上・中・下 宮部みゆき 新潮社

22 ももへの手紙　 百瀬しのぶ 角川書店

23 宇宙のみなしご 森絵都 講談社

24 さ・え・ら書房

25 赤毛のアン 新潮社

26 ハリー・ポッターと賢者の石 静山社

27 静山社

28 星の王子さま 新潮社

若松一中の図書委員のみなさんが選んだ本　　展示期間　Ｈ27.10.31～12.27　

Y289.1/オ　
（般、児にもあり）

Y481.7/コ

戦艦大和99の謎 Y556.9/ワ

5分後に意外な結末　1～5 Y908.3/ゴ/1～5

YF/ア　般F/ア

YF/ウ/1

YF/ウ/1.2

真夜中のパン屋さん　3.午前2時の転校生 YF/オ/3

YF/オ　般F/オ

YF/カ

キノの旅-the Beautiful World- YF/シ

YF/シ　般F/シ

YF/ソ

YF/ソ

YF/ナ

YF/ハ

YF/ホ

YF/ホ

YF/ホ（般有、児は
角川つばさ文庫）

YF/ミ

YF/ミ/1.2　　　
般F/ミ/3

YF/モ

YF/モ

西遊記　上.下（中国の古典文学7.8） 訳/和田武司 山谷弘之 Y928/チ/7.8

Ｌ.Ｍ.モンゴメリ Y933/モ

Ｊ.Ｋ.ローリング/著
松岡佑子/訳

Y933/ロ/1（般、
児にもあり）

ハリー・ポッターと死の秘宝　上.下 Ｊ.Ｋ.ローリング/著
松岡佑子/訳

Y933/ロ/1.2（般、
児にもあり）

サン=テグジュペリ/著
　河野万里子/訳

Y953/サ（宝島社
の所蔵もあり）



一般

書名 著者名 出版社 請求記号

1 ディズニーシーであった心温まる物語 吉田よしか あさ出版

2 天音 EXILE ATSUSHI 幻冬舎

3 金色の野辺に唄う あさのあつこ 小学館

4 三匹のおっさん 有川浩 文藝春秋

5 民王 池井戸潤 ポプラ社

6 世界から猫が消えたなら 川村元気 マガジンハウス

7 陰日向に咲く 劇団ひとり 幻冬舎

8 かぐや姫の物語（角川文庫） KADOKAWA

9 少年Ｈ　上・下 妹尾河童 講談社

10 百田直樹 太田出版

11 名のないシシャ 山田悠介 角川書店

12 ニホンブンレツ 山田悠介 文芸社

13 さくらももこ 幻冬舎

14 愛犬リッキーと親バカな飼主の物語 藤堂志津子 講談社

15 あっこと僕らが生きた夏 有村千裕 講談社

16 オズの魔法使い 小学館

児童

書名 著者名 出版社 請求記号

1 ブッタとシッタカブッタ 小泉吉宏 メディアファクトリー

2 黒魔女さんのお正月 石崎洋司 講談社

3 怪人二十面相 江戸川乱歩 ポプラ社

4 イグナートのぼうけん 乙一 集英社

5 パンダのポンポン青空バーベキュー 野中柊 理論社

6 星はいり ポプラ社

7 太陽の子　（灰谷健次郎の本） 灰谷健次郎 理論社

8 のび太と鉄人兵団 小学館

9 スチュアートのだいぼうけん あすなろ書房

般689.3/ヨ

般767.8/ア

般F/ア

般F/ア　（文庫あり
新潮社）

般F/イ（文庫あり文
藝春秋）

般F/カ

般F/ゲ

坂口理子/ノベライズ 般F/サ　

般F/セ/1.2

永遠の0 般F/ヒ（文庫あり講
談社）

般F/ヤ

般F/ヤ

ももこの70年代手帖 般914.6/サ

般914.6/ト

般916/ア

ライマン・フランク・ボウ
ム/著　江國香織/訳 般933/バ

児159/コ

児F/イ/12

児F/エ/1

児F/オ

児F/ノ

焼きあがり5分前 児F/ホ

児F/ハ/2 　　　
（名作版児F/メ）

藤子・Ｆ・不二雄/原
作　瀬名秀明/著

児F/セ

Ｅ.Ｂ.ホワイト 児933/ホ


