
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

金原瑞人<監修>による12歳からの読書案内 金原　瑞人／監修 すばる舎 019

今すぐ読みたい!10代のためのYAブックガイド150!　2 金原　瑞人／監修 ポプラ社 019

ギネス世界記録　2018 クレイグ・グレンディ／編 角川アスキー総合研究所 031.5

なぜと問うのはなぜだろう 吉田　夏彦／著 筑摩書房 104

おおきく考えよう ペーテル・エクベリ／作 晶文社 130

自分で考えよう ペーテル・エクベリ／作 晶文社 130

君たちはどう生きるか 吉野　源三郎／著 ポプラ社 159

10代のための座右の銘 大泉書店編集部／編 大泉書店 159

自分のことがわかる本 安部　博枝／著 岩波書店 159

ヨーロッパ文明の起源 池上　英洋／著 筑摩書房 209

歴史に「何を」学ぶのか 半藤　一利／著 筑摩書房 210

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

義肢装具士になるには 益田　美樹／著 ぺりかん社 366

言語聴覚士になるには 中島　匡子／著 ぺりかん社 366

歯科医師になるには 笹田　久美子／著 ぺりかん社 366

助産師になるには 加納　尚美／編著 ぺりかん社 366

中高生からの選挙入門 谷　隆一／著 ぺりかん社 366

ビルメンテナンススタッフになるには 谷岡　雅樹／著 ぺりかん社 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

「いじめ」や「差別」をなくすためにできること 香山　リカ／著 筑摩書房 371

就職四季報　2019年版 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 377.95

世界に通じるマナーとコミュニケーション 横手　尚子／著 岩波書店 385

わたしのクマ研究 小池　伸介／著 さ・え・ら書房 489

あかパン パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 489.57

農学が世界を救う! 生源寺　眞一／編著 岩波書店 610

お菓子の包み紙 甲斐　みのり／著 グラフィック社 675.18

森のノート 酒井　駒子／著 筑摩書房 726

サッカーマティクス デイヴィッド・サンプター／著 光文社 783

敗北を力に! 元永　知宏／著 岩波書店 783

国語は語彙力! 齋藤　孝／著 PHP研究所 810

大人になって困らない語彙力の鍛えかた 今野　真二／著 河出書房新社 814

似ていることば おかべ　たかし／文 東京書籍 814

漱石先生の手紙が教えてくれたこと 小山　慶太／著 岩波書店 910 ﾅﾂ

宮沢賢治の鳥 国松　俊英／文 岩崎書店 910 ﾐﾔ

高校古文もっとこういう話 柴田　純子／著 ケイエスティープロダクション 910.2 ｼﾊﾞ

いそっぷ詩 谷川　俊太郎／詩 小学館 911 ﾀﾆ

X-01　2 あさの　あつこ／[著] 講談社 913 ｱｻ

鹿の王　3 上橋　菜穂子／[著] KADOKAWA 913 ｳｴ

鹿の王　4 上橋　菜穂子／[著] KADOKAWA 913 ｳｴ



サーカスの夜に 小川　糸／著 新潮社 913 ｵｶﾞ

蘭の花が咲いたら 小林　深雪／[著] 講談社 913 ｺﾊﾞ

哲夫の春休み　上 斎藤　惇夫／作 岩波書店 913 ｻｲ

哲夫の春休み　下 斎藤　惇夫／作 岩波書店 913 ｻｲ

一〇五度 佐藤　まどか／著 あすなろ書房 913 ｻﾄ

君が夏を走らせる 瀬尾　まいこ／著 新潮社 913 ｾｵ

街角には物語が… 高楼　方子／作 偕成社 913 ﾀｶ

さくら坂 千葉　朋代／作 小峰書店 913 ﾁﾊﾞ

銀河の通信所 長野　まゆみ／著 河出書房新社 913 ﾅｶﾞ

恋する熱気球 梨屋　アリエ／著 講談社 913 ﾅｼ

少年たちの戦場 那須　正幹／作 新日本出版社 913 ﾅｽ

美しの神の伝え 萩尾　望都／著 河出書房新社 913 ﾊｷﾞ

風の又三郎 宮沢　賢治／作 岩波書店 913 ﾐﾔ

昔話法廷　[Season1] NHK Eテレ「昔話法廷」制作班／編 金の星社 913 ﾑｶ

お任せ!数学屋さん　2 向井　湘吾／[著] ポプラ社 913 ﾑｶ

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

お任せ!数学屋さん　3 向井　湘吾／[著] ポプラ社 913 ﾑｶ

ルリユール 村山　早紀／著 ポプラ社 913 ﾑﾗ

出会いなおし 森　絵都／著 文藝春秋 913 ﾓﾘ

みかづき 森　絵都／著 集英社 913 ﾓﾘ

クラスメイツ　前期 森　絵都／著 偕成社 913 ﾓﾘ



クラスメイツ　後期 森　絵都／著 偕成社 913 ﾓﾘ

源氏物語 円地　文子／[著] 世界文化社 918 ﾆﾎ

枕草子 田辺　聖子／[著] 世界文化社 918 ﾆﾎ

ファニー13歳の指揮官 ファニー・ベン=アミ／[著] 岩波書店 929 ﾍﾞﾝ

サイモンvs人類平等化計画 ベッキー・アルバータリ／作 岩波書店 933 ｱﾙ

忘れられた巨人 カズオ・イシグロ／著 早川書房 933 ｲｼ

若草物語 オルコット／著 光文社 933 ｵﾙ

とびきりすてきなクリスマス リー・キングマン／作 岩波書店 933 ｷﾝ

ぼくはO・C・ダニエル ウェスリー・キング／作 鈴木出版 933 ｷﾝ

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

ペーパータウン ジョン・グリーン／作 岩波書店 933 ｸﾞﾘ

楽しい川辺 ケネス・グレアム／作 西村書店 933 ｸﾞﾚ

カッシアの物語　2 アリー・コンディ／著 プレジデント社 933 ｺﾝ

カッシアの物語　3 アリー・コンディ／著 プレジデント社 933 ｺﾝ

僕には世界がふたつある ニール・シャスタマン／著 集英社 933 ｼﾔ

セブン・レター・ワード キム・スレイター／作 評論社 933 ｽﾚ

凍てつく海のむこうに ルータ・セペティス／作 岩波書店 933 ｾﾍﾟ

オリンポスの神々と7人の英雄　1 リック・リオーダン／作 ほるぷ出版 933 ﾘｵ

十五少年漂流記 ジュール・ヴェルヌ／著 新潮社 953 ﾍﾞﾙ

マーシャの日記 マーシャ・ロリニカイテ／著 新日本出版社 985 ﾛﾘ

命の水 カレル・ヤロミール・エルベン／編 西村書店 989 ｲﾉ



紫式部の娘。賢子はとまらない! 篠　綾子／作 静山社 F ｼﾉ

アクセル・ワールド　22 川原　礫／[著] KADOKAWA B F ｶﾜ

なぜと問うのはなぜだろう 吉田　夏彦／著 筑摩書房 N 104

ヨーロッパ文明の起源 池上　英洋／著 筑摩書房 N 209


