
1 

 

廿日市中学校  

※書名のアイウエオ順になっています。ヤングコーナーにあるものは請求記号のみで、それ以外の 

場所にある場合は（）内に書いています。 

 

書   名 著  者 請 求 記 号 

頭のいい人は「答え方」で得をする 樋口裕一 B809.2 ヒ（文庫） 

犬と私の 10の約束 川口晴 F カ 

織田信長 炎の生涯 小沢章友 所蔵なし 

駅伝ガールズ 菅聖子 782ス（児童芸術） 

岳物語 椎名誠 Fシ（書庫） 

カラフル 森絵都 913モ 

君は月夜に光り輝く 佐野徹夜 BFサ 

九十歳。何がめでたい 佐藤愛子 914.6サ（一般文学） 

こども六法 山崎聡一郎 320ヤ（児童社会） 

獣の奏者 上橋菜穂子 
913ウ 1 

BFウ 

さよならをのりこえた犬ソフィー なりゆきわかこ 所蔵なし 

ざんねんないきもの事典 今泉忠明 480サ 

しずかな日々 椰月美智子 913ヤ（児童文学） 

十年屋 廣嶋玲子 大野図書館所蔵 

白ゆき姫殺人事件 湊かなえ 
F ミ（小説） 

BF ミ（文庫） 

人生の歩き方 塩沼亮潤 所蔵なし 

吹部！ 赤澤竜也 Fア 
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書   名 著  者 請 求 記 号 

ずうのめ人形 澤村伊智 Fサ（小説） 

世界からボクが消えたなら 

映画「世界から猫が消えたなら」キャベツの物語 

川村元気/原作  

涌井学/著 
所蔵なし 

戦国姫 濃姫の物語 藤咲あゆな 913フ6（児童文学） 

たくさんのタブー 星新一 大野図書館所蔵 

探偵チーム KZ事件ノート 

消えた自転車は知っている 
藤本ひとみ 所蔵なし 

散るぞ悲しき 梯久美子 289.1ク（一般歴史） 

出口のない海 横山秀夫 
F ヨ（小説） 

BF ヨ（文庫） 

東京すみっこごはん 成田名璃子 BFナ（文庫） 

図書館戦争 有川浩 BFア 1 

龍神王子（ドラゴン・プリンス）！ 宮下恵茉 所蔵なし 

バケモノの子 細田守 BFホ 

ハリー・ポッターと賢者の石 J.K.ローリング 933 ロ 1 

広島東洋カープ語録集ぶちええ言葉 広島東洋カープ 783.7 ヒ（県資） 

舟を編む 三浦しをん F ミ（小説） 

ぼくらの㊙学園祭 宗田理 913ソ（児童文学） 

むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳碧人 Fア（小説） 

ライオンのおやつ 小川糸 F オ（小説） 

若おかみは小学生！ 令丈ヒロ子 913 レ（児童文学） 

私は私のままで生きることにした キム スヒョン 159キ（一般哲学） 
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 七尾中学校 

※書名のアイウエオ順になっています。ヤングコーナーにあるものは請求記号のみで、それ以外の 

場所にある場合は（）内に書いています。 

 

書   名 著  者 請 求 記 号 

青いリボン 大島真寿美 913オ（児童文学） 

穴 ルイス・サッカー 933サ 

あるかしら書店 ヨシタケシンスケ 726.6ヨ（一般芸術） 

一握の砂 石川啄木 911 イ（書庫） 

いちばんしあわせなおくりもの 宮野聡子 大野図書館所蔵 

一瞬を生きる君を、僕は永遠に忘れない。 冬野夜空 所蔵なし 

おおかみこどもの雨と雪 細田守 BFホ 

か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる Fス（小説） 

カゲロウデイズ じん（自然の敵 P） BFシ 

君の膵臓をたべたい 住野よる BFス 

君は月夜に光り輝く 佐野徹夜 BFサ 

鬼滅の刃 風の道しるべ 
吾峠呼世晴/原著 

矢島綾/ノベライズ著 
Fヤ 3 

鬼滅の刃 しあわせの花 
吾峠呼世晴/原著 

矢島綾/ノベライズ著 
Fヤ 1 

銀河鉄道の夜 宮沢賢治 918.6 ミ 

こちらパーティー編集部っ！ 深海ゆずは 所蔵なし 

五年霊組こわいもの係 床丸迷人 所蔵なし 

この嘘がばれないうちに 川口俊和 F カ（小説） 
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書   名 著  者 請 求 記 号 

櫻子さんの足下には死体が埋まっている 太田紫織 所蔵なし 

死にたいけどトッポッキは食べたい ペクセヒ 929.1ヘ（一般文学） 

車輪の下 ヘルマン・ヘッセ B943ヘ（文庫） 

人狼サバイバル 甘雪こおり 所蔵なし 

世界から猫が消えたなら 川村元気 F カ（小説） 

ソードアート・オンライン 川原礫 
大野・さいき図書館

所蔵 

DOUBLES！！-ダブルス- 天沢夏月 所蔵なし 

誰も知らない世界のことわざ 
エラ・フランシス・サン

ダース 
388.8サ（一般社会） 

転生したらスライムだった件 伏瀬 大野図書館所蔵 

透明な夜の香り 千早茜 Fチ（小説） 

長くつ下のピッピ リンドグレーン 949 リ（児童文学） 

南総里見八犬伝 滝沢馬琴 913 タ（児童文学） 

願いがかなうふしぎな日記 本田有明 所蔵なし 

ハイキュー！！ショーセツバン！！ 
古舘春一/原著 

星希代子/ノベライズ著 
所蔵なし 

恥知らずのパープルヘイズ 
荒木飛呂彦/原作 

上遠野浩平/著 
F カ（小説） 

羊と鋼の森 宮下奈都 F ミ（小説） 

秘密の花園 バーネット 933ハ 

武士道シックスティーン 誉田哲也 Fホ 

＋１ｃｍ キムウンジュ 159キ（一般哲学） 
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書   名 著  者 請 求 記 号 

ぼくらの七日間戦争 宗田理 BF ソ 

星に願いを、月に祈りを 中村航 Fナ（小説） 

星の王子さま サン=テグジュペリ 953サ 

みずうみにきえた村 
ジェーン・ヨーレン/文 

バーバラ・クーニー/絵 
E ク（書庫） 

約束のネバーランド 

白井カイウ/原作 

出水ぽすか/作画 

七緒/小説 

所蔵なし 

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 渡航 所蔵なし 

ゆきうさぎのお品書き 小湊悠貴 所蔵なし 

夢をかなえるゾウ 水野敬也 F ミ 1（小説） 

妖怪アパートの幽雅な日常 香月日輪 BF コ 

汚れつちまつた悲しみに…… 中原中也 B911.5ナ（書庫） 

ラストで君は「まさか！」と言う PHP 研究所 大野図書館所蔵 

ラブライブ！ School idol diary ～秋の学園祭♪～ 公野櫻子 所蔵なし 

ラプラスの魔女 東野圭吾 F ヒ（小説） 

吾輩は猫である 夏目漱石 Fナ（小説） 

ONE PIECE novel LAW 
尾田栄一郎/原作 

坂上秋成/著 
所蔵なし 
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 野坂中学校 

※書名のアイウエオ順になっています。ヤングコーナーにあるものは請求記号のみで、それ以外の 

場所にある場合は（）内に書いています。 

 

書   名 著  者 請 求 記 号 

あたしの嫌いな私の声 成井豊 Fナ（書庫） 

あるかしら書店 ヨシタケシンスケ 726.6ヨ（一般芸術） 

いちいち気にしない心が手に入る本 内藤詛人 所蔵なし 

いなくなれ、群青 河野裕 BF コ 1 

ヴァイオレット・エヴァーガーデン 上・下 暁佳奈 所蔵なし 

おおかみこどもの雨と雪 細田守 BFホ 

お隣さんが殺し屋さん 藤崎翔 BF フ（文庫） 

表参道高校合唱部！ 
櫻井剛/脚本 

桑畑絹子/小説 
913 ク 

思わず人に話したくなる地球まるごとふしぎ雑学 荒舩良孝 所蔵なし 

オレたちバブル入行組 半沢直樹 池井戸潤 
BF イ（文庫） 

F イ（書庫） 

俺の残機を投下します 山田悠介 Fヤ（小説） 

母さんがどんなに僕を嫌いでも 歌川だいじ 916ウ 

かがみの国のアリス ルイス・キャロル 所蔵なし 

カラダ探し ウェルザード 所蔵なし 

奇跡の決勝 田尻賢誉 所蔵なし 

きみが明日、この世界から消える前に 此見えこ 所蔵なし 
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書   名 著  者 請 求 記 号 

君たちはどう生きるか 吉野源三郎 159 ヨ 

鬼滅の刃 しあわせの花 
吾峠呼世晴/原著 

矢島綾/ノベライズ著 
Fヤ 1 

鬼滅の刃 炭治郎と禰豆子、運命のはじまり編 
吾峠呼世晴/原作・絵 

松田朱夏/著 
大野図書館所蔵 

薬屋のひとりごと 日向夏 BF ヒ 1 

ぐりとぐら 
中川李枝子/さく 

大村百合子/え 
E オ（絵本） 

黒猫の小夜曲（セレナーデ） 知念実希人 BFチ（文庫） 

こども六法 山崎聡一郎 320ヤ（児童社会） 

５分後に意外な結末 ――― 908 コ 

孤狼の血 柚月裕子 
Fユ（小説） 

BFユ（文庫） 

最果てアーケード 小川洋子 F オ（小説） 

魚の飼い方 玉井聡子 所蔵なし 

死相学探偵 シリーズ 三津田信三 所蔵なし 

白雪姫 土屋毅/訳 Eシ（書庫） 

精霊の守り人 上橋菜穂子 BFウ 

世界の中心で、愛をさけぶ 片山恭一 F カ（書庫） 

絶叫学級 27 黄泉の誕生編 
いしかわえみ/原作・絵 

はのまきみ/著 
所蔵なし 

空とぶトランク H.C.アンデルセン Eス（書庫） 

それしかないわけないでしょう ヨシタケシンスケ 大野図書館所蔵 

男子高校生で売れっ子ライトノベル作家をして

いるけれど、年下のクラスメイトで声優の女の子

に首を絞められている。 

時雨沢恵一 BFシ 
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書   名 著  者 請 求 記 号 

ツナグ 辻村深月 
Fツ（小説） 

BFツ（文庫） 

特別法第 001条 DUST 山田悠介 Fヤ 

なんだろうなんだろう ヨシタケシンスケ E ヨ（絵本） 

ハイキュー！！ショーセツバン！！ 
古舘春一/原著 

星希代子/ノベライズ著 
所蔵なし 

＋１ｃｍ キムウンジュ 159キ（一般哲学） 

プラチナデータ 東野圭吾 
F ヒ（小説） 

BF ヒ（文庫） 

ぼくらの南の島戦争 宗田理 913ソ（児童文学） 

蜜蜂と遠雷 恩田陸 F オ（小説） 

100 かいだてのいえ いわいとしお E イ（絵本） 

名探偵コナン 紅の修学旅行 
青山剛昌/原作 

水稀しま/著 
所蔵なし 

むかしむかしの魔女 ルース・チュウ 933チ（児童文学） 

汚れた赤を恋と呼ぶんだ 河野裕 BF コ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


