
書　　　　　名 著　　者　　名 出　版　社 分　類

13歳からの「学問のすすめ」 福澤　諭吉／著 筑摩書房 002

人生を豊かにする学び方 汐見　稔幸／著 筑摩書房 002

15歳の可能性 加瀬　ヒサヲ／作 ほるぷ出版 007.63

おおきく考えよう ペーテル・エクベリ／作 晶文社 130

リアル人生ゲーム完全攻略本 架神　恭介／著 筑摩書房 159

自分のことがわかる本 安部　博枝／著 岩波書店 159

イスラム世界やさしいQ&A 岩永　尚子／著 講談社 167

ウォーズ・オブ・ジャパン 宮永　忠将／文 偕成社 210.19

シリーズ戦争孤児　1～5 汐文社 210.75

世界に感動をあたえた日本人　上下 評論社 281

話したくなる世界の国旗 阿部　泉／監修 清水書院 288

ぼくは13歳、任務は自爆テロ。 永井　陽右／著 合同出版 316.4

図解でわかる14歳からのお金の説明書 インフォビジュアル研究所／著 太田出版 330

私、日本に住んでいます スベンドリニ・カクチ／著 岩波書店 334

マネーという名の犬 ボード・シェーファー／著 飛鳥新社 338.18

ヤング・アダルトU.S.A. 長谷川　町蔵／著 DU BOOKS 361.5

これを知らずに働けますか? 竹信　三恵子／著 筑摩書房 366

大人になったらしたい仕事 朝日中高生新聞編集部／[編] 朝日学生新聞社 366

中学生・高校生の仕事ガイド　2018-2019年版 進路情報研究会／編 桐書房 366.29

介護というお仕事 小山　朝子／著 講談社 369



小中高・不登校生の居場所探し　2017?2018年版 学びリンク 376.8

大学の学科図鑑 石渡　嶺司／著 SBクリエイティブ 376.87

大学の実力　2018 読売新聞教育ネットワーク事務局／著編 中央公論新社 377.21

小学生でもわかる国を守るお仕事そもそも事典 佐藤　正久／著 シーアンドアール研究所 392.1

プラントハンター 西畠　清順／著 徳間書店 470.73

腸内細菌キャラ図鑑 藤田　紘一郎／監修 PHP研究所 491.7

農学が世界を救う! 生源寺　眞一／編著 岩波書店 610

それ!獣医学のスペシャリストに聞いてみよう! 日本獣医学会／編 学窓社 649.04

東京ディズニーリゾートアトラクションガイドブック　2018ディズニーファン編集部／編 講談社 689.5

ジブリアニメで哲学する 小川　仁志／著 PHP研究所 778

この表現がぴったり!にていることばの使い分け　1～3 高木　まさき／監修 光村教育図書 814.1

ネルソン・マンデラ カディール・ネルソン／作・絵 鈴木出版 289 ﾏﾝ

アメリカ児童文学の歴史 レナード・S.マーカス／著 原書房 909 ﾏｶ

X-01　2 あさの　あつこ／[著] 講談社 913 ｱｻ 

打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか? 岩井　俊二／原作 KADOKAWA 913 ｵｵ

街角には物語が… 高楼　方子／作 偕成社 913 ﾀｶ

昔話法廷　Season2 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班／編 金の星社 913 ﾑｶ

青春は燃えるゴミではありません 村上　しいこ／著 講談社 913 ﾑﾗ

車夫　[1] いとう　みく／作 小峰書店 F ｲﾄ

シャルパンティエの雑貨屋さん　1～5 大橋　和代／著 フロンティアワークス F ｵｵ

詐騎士　6 かいとーこ／[著] アルファポリス F ｶｲ



新約とある魔術の禁書目録(インデックス)　19 鎌池　和馬／[著] KADOKAWA F ｶﾏ 

遙かなる星(とき)の流れに　上下 茅田　砂胡／著 中央公論社 F ｶﾔ

向かい風に髪なびかせて 河合　二湖／著 講談社 F ｶﾜ

青い海の宇宙港　秋冬篇 川端　裕人／著 早川書房 F ｶﾜ

ちょっと今から仕事やめてくる 北川　恵海／[著] KADOKAWA F ｷﾀ

あやかし双子のお医者さん　3～4 椎名　蓮月／[著] KADOKAWA F ｼｲ

キノの旅　21 時雨沢　恵一／[著] KADOKAWA F ｼｸﾞ 

神様の子守はじめました。　7 霜月　りつ／著 コスミック出版 F ｼﾓ 

スーパーカブ　2 トネ・コーケン／著 KADOKAWA F ﾄﾈ 

僕は、そして僕たちはどう生きるか 梨木　香歩／著 理論社 F ﾅｼ

少年たちの戦場 那須　正幹／作 新日本出版社 F ﾅｽ

100万分の1回のねこ 江國　香織／著 講談社 F ﾋﾔ

今出川ルヴォワール 円居　挽／著 講談社 F ﾏﾄﾞ

烏丸ルヴォワール 円居　挽／著 講談社 F ﾏﾄﾞ

河原町ルヴォワール 円居　挽／著 講談社 F ﾏﾄﾞ

丸太町ルヴォワール 円居　挽／著 講談社 F ﾏﾄﾞ

招運来福!まねき猫事件ノート 水生　大海／[著] ポプラ社 F ﾐｽﾞ 

クラスメイツ　前期・後期 森　絵都／著 偕成社 F ﾓﾘ

スカーレット・ソード 山本　一郎／著 ソフトバンククリエイティブF ﾔﾏ

いい人ランキング 吉野　万理子／著 あすなろ書房 F ﾖｼ

父さんの手紙はぜんぶおぼえた タミ・シェム=トヴ／[著] 岩波書店 929 ｼｴ



九時の月 デボラ・エリス／作 さ・え・ら書房 933 ｴﾘ

ボトルクリーク絶体絶命 ワット・キー／著 あすなろ書房 933 ｷ

パンツ・プロジェクト キャット・クラーク／著 あすなろ書房 933 ｸﾗ

もうひとつのWONDER R.J.パラシオ／作 ほるぷ出版 933 ﾊﾟﾗ

ワンダー R.J.パラシオ／作 ほるぷ出版 933 ﾊﾟﾗ

さよなら、スパイダーマン アナベル・ピッチャー／著 偕成社 933 ﾋﾟﾂ

宇宙の生命 ルーシー・ホーキング／作 岩崎書店 933 ﾎｷ

さよならを待つふたりのために ジョン・グリーン／作 岩崎書店 933.7 ｸﾞﾘ

短くて恐ろしいフィルの時代 ジョージ・ソーンダーズ／著 角川書店 933.7 ｿﾝ

はじまりのとき タィン=ハ・ライ／作 鈴木出版 933.7 ﾀｲ

わたしの心のなか シャロン・M.ドレイパー／作 鈴木出版 933.7 ﾄﾞﾚ

私は売られてきた パトリシア・マコーミック／著 作品社 933.7 ﾏｺ

嵐にいななく L.S.マシューズ／作 小学館 933.7 ﾏｼ

発電所のねむるまち マイケル・モーパーゴ／作 あかね書房 933.7 ﾓﾊﾟ

14歳、ぼくらの疾走 ヴォルフガング・ヘルンドルフ／作 小峰書店 943.7 ﾍﾙ


