
タイトル 人名 出版者 請求記号

極（エッセンシャル）アウトプット 樺沢　紫苑／著 小学館 002

たのしみノートのつくりかた 杉浦　さやか／著 祥伝社 002.7

10代と考える「スマホ」 竹内　和雄／著 岩波書店 007

10代の本棚 あさの　あつこ／編著 岩波書店 019

相手の身になる練習 鎌田　實／著 小学館 159

中学生の悩みごと 高濱　正伸／著 実務教育出版 159

世界でいちばん素敵な神話の教室 蔵持　不三也／監修 三才ブックス 164

世界でいちばん素敵なギリシア神話の教室 蔵持　不三也／監修 三才ブックス 164.31

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書　宗教編 山崎　圭一／著 SBクリエイティブ 209

「慰安婦」問題ってなんだろう？ 梁　澄子／著 平凡社 210

世界を変えた100人の女の子の物語 エレナ・ファヴィッリ／文 河出書房新社 280

かわいい我には旅をさせよ　ソロ旅のすすめ 坂田　ミギー／著 産業編集センター 290.9

14歳から考えたいアメリカの奴隷制度 ヘザー・アンドレア・ウィリアムズ／著 すばる舎 316.85

少年のための少年法入門 山下　敏雅／監修 旬報社 327

外交官になるには 飯島　一孝／著 ぺりかん社 329.27

経済ってなんだ？ 山本　御稔／著 SBクリエイティブ 330

池上彰と学ぶ「お金」と「社会」の学校　1 池上　彰／監修 学研プラス 330

池上彰と学ぶ「お金」と「社会」の学校　2 池上　彰／監修 学研プラス 330

10歳からの図解でわかるSDGs 平本　督太郎／著 メイツユニバーサルコンテンツ 333

世界でいちばん素敵なSDGsの教室 小林　亮／監修 三才ブックス 333.8



図解はじめて学ぶみんなのお金 エディ・レイノルズ／文 晶文社 337

Start Now! チェルシー・クリントン／著 潮出版社 360

10代で知っておきたい「同意」の話 ジャスティン・ハンコック／文 河出書房新社 361

みんなに好かれなくていい 和田　秀樹／著 小学館 361

16歳の仕事塾 堀部　伸二／著 中央経済社 366.29

ひとりでがんばらない！ 藤田　孝典／著 クレヨンハウス 369

ぼくはロヒンギャ難民。 小峯　茂嗣／著 合同出版 369.38

中学生のおうち勉強法入門 みおりん／著 実務教育出版 375

青春サプリ。　自分らしくあるために 青木　美帆／文 ポプラ社 375

青春サプリ。　好きだから負けたくない 田中　夕子／文 ポプラ社 375

夜間中学で学ぶ喜びを求めつづけた世界一幸せな先生 高橋　うらら／著 新日本出版社 376

少年の主張全国大会報告書　第43回（2021） 国立青少年教育振興機構／編集 国立青少年教育振興機構 376.3

大学受験案内　2023年度用 晶文社学校案内編集部／編集 晶文社 376.87

アイヌ民族：歴史と現在 アイヌ民族文化財団 382.11

14歳からの「孫子の兵法」 齋藤　孝／監修 SBクリエイティブ 399.23

中学生の知識で数学脳を鍛える 鈴木　貫太郎／著 大和書房 410

「数学をする」ってどういうこと？ 小山　信也／著 技術評論社 410.4

世界でいちばん素敵な化学の教室 齋藤　勝裕／監修 三才ブックス 430.4

楽しい雪の結晶観察図鑑 武田　康男／文・写真 緑書房 451.66

虹の図鑑 武田　康男／文・写真 緑書房 451.75

まんがでわかるみんなの遺伝子の謎 C.フランドリ／作 西村書店 467



世界でいちばん素敵な進化の教室 長谷川　政美／監修 三才ブックス 467.5

生物がすむ果てはどこだ？ 諸野　祐樹／著 くもん出版 468

標本バカ 川田　伸一郎／著 ブックマン社 480.73

図解でわかる14歳から知るごみゼロ社会 インフォビジュアル研究所／著 太田出版 518.52

マンガでわかる脱炭素（カーボンニュートラル） 藤野　純一／監修 池田書店 519

私たちのサステイナビリティ 工藤　尚悟／著 岩波書店 519

世界でいちばん素敵なお城の教室 加藤　理文／監修 三才ブックス 521.82

大豆ミートのひみつ 高世　えり子／まんが 学研プラス 588

生き抜くためのごはんの作り方 河出書房新社／編 河出書房新社 596

日本郵政のひみつ 工藤　ケン／まんが 学研プラス 693

世界でいちばん素敵な世界遺産の教室 片岡　英夫／監修 三才ブックス 709

超絶リアルな色鉛筆画のテクニック ここまる／著 誠文堂新光社 725.5

マンガ日本の古典　13　とはずがたり 中央公論新社 726.1

マンガ日本の古典　14　吾妻鏡（上） 中央公論新社 726.1

マンガ日本の古典　15　吾妻鏡（中） 中央公論新社 726.1

マンガ日本の古典　16　吾妻鏡（下） 中央公論新社 726.1

マンガ日本の古典　21　御伽草子 中央公論新社 726.1

マンガ日本の古典　23　三河物語 中央公論新社 726.1

マンガ日本の古典　24　好色五人女 中央公論新社 726.1

マンガ日本の古典　26　葉隠 中央公論新社 726.1

マンガ日本の古典　27　心中天網島 中央公論新社 726.1



マンガ日本の古典　29　東海道中膝栗毛 中央公論新社 726.1

マンガ日本の古典　30　浮世床 中央公論新社 726.1

しりあがり×北斎 しりあがり　寿／著 小学館 726.5

ボートみたいなパパのうで スタイン・エーリック・ルンデ／作 英治出版 726.6

吹奏楽部のトリセツ! 松元　宏康／監修 学研プラス 764

楽器から見るオーケストラの世界 佐伯　茂樹／著 河出書房新社 764.3

あの夏の正解 早見　和真／著 新潮社 783.7

未知なる冒険の書 名もなき冒険家／文・絵 トゥーヴァージンズ 786

中学英単語は7日間でやり直せる。 澤井　康佑／著 学研プラス 834

14歳からの「論語」 齋藤　孝／監修 SBクリエイティブ 123.83 ｺｳ

自分の強みの見つけかた 垣内　俊哉／著 KADOKAWA 159.7 ｶｷ

捨てないパン屋の挑戦 井出　留美／著 あかね書房 289 ﾀﾑ

外交官になるには 飯島　一孝／著 ぺりかん社 329.27 ｼﾝﾛ

未来をつくる仕事図鑑　1 学研プラス 504 1

未来をつくる仕事図鑑　2 学研プラス 504 2

一生使えるミシンの基本 クライ・ムキ／著 主婦の友社 593.48 ｸﾗ

浅田真央 私のおうちごはん オレンジページ 596 ｱｻ

野菜がおいしい！MOMOEのお弁当 MOMOE／著 学研プラス 596.4 ﾓﾓ

末富の京菓子 山口　祥二／著 淡交社 596.65 ﾔﾏ

フェルメールの世界 ゲイリー・シュヴァルツ／著 パイインターナショナル 723.35 ﾌｴ

異界のミステリー 山白　朝子／著 汐文社 913 ｲｶ



君色パレット　SNSで繋がるあの人 如月　かずさ／著 岩崎書店 913 ｷﾐ

君色パレット　いつも傍にいるあの人 戸森　しるこ／著 岩崎書店 913 ｷﾐ

カンフー＆チキン 小嶋　陽太郎／作 ポプラ社 913 ｺｼﾞ

虹いろ図書館のひなとゆん 櫻井　とりお／著 河出書房新社 913 ｻｸ

ギソク陸上部 山下　白／原案 学研プラス 913 ﾌﾅ

保健室経由、かねやま本館。　4 松素　めぐり／著 講談社 913 ﾏﾂ

タブレット・チルドレン 村上　しいこ／作 さ・え・ら書房 913 ﾑﾗ

大人になるまでに読みたい15歳のエッセイ　2 和合　亮一／編・エッセイ ゆまに書房 914 ｵﾄ

あの人ひとりがこの世のすべてだった頃 ナ　テジュ／著 KADOKAWA 929.11 ﾅ

マンチキンの夏 ホリー・ゴールドバーグ・スローン／作 小学館 933 ｽﾛ

小さな手 金原　瑞人／編訳 岩波書店 933 ﾁｲ

火星のライオン ジェニファー・L.ホルム／作 ほるぷ出版 933 ﾎﾙ

幸せな王子 オスカー・ワイルド／作 理論社 933 ﾜｲ

シベリアの俳句 ユルガ・ヴィレ／文 花伝社 989.96 ﾋﾞﾚ

恋とシェイクと春休み 神戸　遙真／著 講談社 F ｺｳ

落花流水 鈴木　るりか／著 小学館 F ｽｽﾞ

吸血鬼ブランドはお好き？ 赤川　次郎／著 集英社 BF ｱｶ

心霊探偵八雲Short Stories 神永　学／[著] KADOKAWA BF ｶﾐ

さよならの言い方なんて知らない。　6 河野　裕／著 新潮社 BF ｺｳ 6

キグナスの乙女たち　3 佐島　勤／[著] KADOKAWA BF ｻﾄ

ソードアート・オンラインオルタナティブ
ガンゲイル・オンライン　12

時雨沢　恵一／[著] KADOKAWA BF ｼｸﾞ



のび太と鉄人兵団 藤子・F・不二雄／原作 小学館 BF ｾﾅ

卒業 汐見　夏衛／著 スターツ出版 BF ｿﾂ

小説映画ドラえもん　のび太の月面探査記 藤子・F・不二雄／原作 小学館 BF ﾂｼﾞ

放課後レシピで謎解きを 友井　羊／著 集英社 BF ﾄﾓ

△が降る街 村崎　羯諦／著 小学館 BF ﾑﾗ

ヨーロッパ史入門 池上　俊一／著 岩波書店 N 230

<読む>という冒険 佐藤　和哉／著 岩波書店 N 909 ｻﾄ

ほっきょくでうしをうつ 角幡　唯介／作 岩崎書店 E ｱﾍﾞ

クヌギがいる 今森　光彦／作 岩崎書店 E ｼﾞﾖ

スープとあめだま ブレイディみかこ／作 岩崎書店 E ﾅｶ


