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もっとある!学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本220 学校図書館スタンプラリー実行委員会／編著 ぺりかん社 19.5

ミュージアムを知ろう 横山　佐紀／著 ぺりかん社 69

14歳の君へ 池田　晶子／著 毎日新聞社 100

14歳の教室 若松　英輔／著 NHK出版 104

テツケン 宇治　かばね／著 河出書房新社 130

友だちってなんだろう? 齋藤　孝／著 誠文堂新光社 158

10代の「めんどい」が楽になる本 内田　和俊／著 KADOKAWA 159

未来の自分に出会える古書店 齋藤　孝／著 文藝春秋  159.7 ｻｲ

TIMELINE ピーター・ゴーズ／作 フレーベル館 209

はじめての昭和史 井上　寿一／著 筑摩書房 210

牧野富太郎 清水　洋美／文 汐文社  289 ﾏｷ

ネルソン・マンデラ セロ・ハタン／著 あすなろ書房  289.3 ﾏﾝ

社会を知るためには 筒井　淳也／著 筑摩書房 304

こんなによくわかる防衛省・自衛隊　令和元年度 防衛省 317.29

あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 森山　至貴／著 WAVE出版 361.45

ミュージアムを知ろう 横山　佐紀／著 ぺりかん社 366

なぜ僕らは働くのか 池上　彰／監修 学研プラス 366

教育業界で働く 三井　綾子／著 ぺりかん社 366

特別支援学校教諭になるには 松矢　勝宏／編著 ぺりかん社 366

好きな人に触れたくなるのは、どうして? サビーネ・レミレ／文 晶文社 367.99

学校に行きたくない君へ　続 全国不登校新聞社／編 ポプラ社 371.42

NLAナキワラ!　第42回(2019) ニューライフ・アドベンチャー運動実行委員会 ニューライフ・アドベンチャー実行委員会 376

不登校・中退生のための進路相談室　2021 学びリンク 376.84

10代のためのソーシャルシンキング・ライフ パメラ・クルーク／著 金子書房 378.8

なぜ学ぶのか 板倉　聖宣／著 仮説社 404

ジュニア空想科学読本　18 柳田　理科雄／著 KADOKAWA 404

ジュニア空想科学読本　19 柳田　理科雄／著 KADOKAWA 404

ジュニア空想科学読本　20 柳田　理科雄／著 KADOKAWA 404



宮沢賢治の地学読本 宮沢　賢治／作 大阪：創元社 450

サンゴの海 長島　敏春／写真・文 偕成社 455

なぜからはじまる体の科学　「見る」編 挾間　章博／著 保育社 491

なぜからはじまる体の科学　「食べる・出す」編 鯉淵　典之／監修 保育社 491

スマホとゲーム障害 内海　裕美／監修 少年写真新聞社 493

みんなに話したくなる感染症のはなし 仲野　徹／著 河出書房新社 493

親子で考える「子宮頸がん」と「女性のカラダ」 太田　寛／著 日東書院本社 495

気候変動の時代を生きる 永田　佳之／編著 山川出版社 519

図解でわかる14歳から知る気候変動 インフォビジュアル研究所／著 太田出版 519

イチバン親切な料理の教科書 川上　文代／著 新星出版社  596 ｶﾜ

涙がでるほどおいしいスープと煮込み 渡辺　麻紀／著 主婦の友社  596 ﾜﾀ

ぼくは6歳、紅茶プランテーションで生まれて。 栗原　俊輔／著 合同出版 617.4

パスタのひみつ 宮原　美香／まんが 学研プラス 619

絵本のようにめくる世界遺産の物語　地球の記憶編 村山　秀太郎／監修 昭文社 709

おとなになるのび太たちへ 藤子・F・不二雄／まんが 小学館 726.1

はたらく細胞　01 清水　茜／著 講談社 726.1

はたらく細胞　02 清水　茜／著 講談社 726.1

はたらく細胞　03 清水　茜／著 講談社 726.1

はたらく細胞　04 清水　茜／著 講談社 726.1

はたらく細胞　05 清水　茜／著 講談社 726.1

内なる町から来た話 ショーン・タン／著 河出書房新社 726.6

折り紙王子の凄ワザ!折り紙 有澤　悠河／著 河出書房新社 754.9

世界の音楽と人々 アンドレーア・ベルガミーニ／著 ヤマハミュージックメディア 762

ショパンとロマン派の音楽 カルロ・カヴァッレッティ／著 ヤマハミュージックメディア 762.06

バッハとバロック音楽 ステーファノ・カトゥッチ／著 ヤマハミュージックメディア 762.34

ベートーヴェン アンドレーア・ベルガミーニ／著 ヤマハミュージックメディア 762.34

モーツァルトと古典派音楽 フランチェスコ・サルヴィ／著 ヤマハミュージックメディア 762.346

ジャズの歴史 ジュゼッペ・ヴィーニャ／著 ヤマハミュージックメディア 764.7

ロックの世紀 アンドレーア・ベルガミーニ／著 ヤマハミュージックメディア 764.7



オペラのすべて アレッサンドロ・タヴェルナ／著 ヤマハミュージックメディア 766.1

中学生・高校生に贈る古代オリンピックへの旅 長田　享一／著 悠光堂 780.69

自転車日和　volume56(2020夏) 辰巳出版 786.5

高校生二冠藤井聡太 将棋世界編集部／編 日本将棋連盟  796.02 ﾌｼﾞ

カナヘイの小動物ゆるっと♡カンタン韓国語会話 カナヘイ／イラスト Jリサーチ出版 829.17

13歳からの英語が簡単に話せるようになる本 小野田　博一／著 PHPエディターズ・グループ 837

王の祭り 小川　英子／著 武蔵野：ゴブリン書房  913 ｵｶﾞ

ライラックのワンピース 小川　雅子／作 ポプラ社  913 ｵｶﾞ

ベランダの秘密基地 木村　色吹／著 KADOKAWA  913 ｷﾑ

もえぎ草子 久保田　香里／作 くもん出版  913 ｸﾎﾞ

ハジメテヒラク こまつ　あやこ／著 講談社  913 ｺﾏ

サード・プレイス ささき　あり／作 フレーベル館  913 ｻｻ

世界とキレル 佐藤　まどか／著 あすなろ書房  913 ｻﾄ

空白の絵本 司　修／著 鳥影社  913 ﾂｶ

保健室経由、かねやま本館。　2 松素　めぐり／著 講談社  913 ﾏﾂ

白き花の姫王(おおきみ) みなと　菫／著 講談社  913 ﾐﾅ

村上春樹 村上　春樹／著 文藝春秋  913 ﾑﾗ

団地のコトリ 八束　澄子／[著] ポプラ社  913 ﾔﾂ

青春!卓球部 横沢　彰／作 新日本出版社  913 ﾖｺ

ラストで君は「まさか!」と言う　秋の物語 PHP研究所／編 PHP研究所  913 ﾗｽ

ラストで君は「まさか!」と言う　見えない秘密 PHP研究所／編 PHP研究所  913 ﾗｽ

完司さんの戦争 越智　典子／文 偕成社  916 ｵﾁ

青銅とひまわり 曹　文軒／著 樹立社  923 ﾂｱ

茶色の服の男 アガサ・クリスティー／著 早川書房  933 ｸﾘ

名探偵ポアロ ナイルに死す アガサ・クリスティー／著 早川書房  933 ｸﾘ

キャラメル色のわたし シャロン・M.ドレイパー／作 鈴木出版  933 ﾄﾞﾚ

不気味な叫び R.L.スタイン／監修 理論社  933 ﾌﾞｷ

ぼくだけのぶちまけ日記 スーザン・ニールセン／作 岩波書店  933 ﾆﾙ

世界のはての少年 ジェラルディン・マコックラン／著 東京創元社  933.7 ﾏｺ



ベルリン1945　上 クラウス・コルドン／作 岩波書店  943 ｺﾙ 

ベルリン1945　下 クラウス・コルドン／作 岩波書店  943 ｺﾙ 

紙の心 エリーザ・プリチェッリ・グエッラ／作 岩波書店  973 ﾌﾟﾘ

イワンの馬鹿 レフ・トルストイ／作 KTC中央出版  983 ﾄﾙ

ハリネズミは月を見上げる あさの　あつこ／著 新潮社  F ｱｻ

令夢の世界はスリップする はやみね　かおる／著 講談社  F ﾊﾔ

ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ 三上　延／[著] KADOKAWA  F ﾐｶ

13歳からのシンプルな生き方哲学　[PART1] 船井　幸雄／著 マガジンハウス B 159

13歳からのシンプルな生き方哲学　PART2 船井　幸雄／著 マガジンハウス B 159

フェルマーの最終定理 サイモン・シン／[著] 新潮社 B 412.2

ホーキング、宇宙を語る スティーヴン・W・ホーキング／著 早川書房 B 443.9

ソロモンの指環 コンラート・ローレンツ／著 早川書房 B 481.78

オードリー・ヘップバーンという生き方 山口　路子／著 KADOKAWA B 778.25 ﾍﾌﾟ

小説の神様 相沢　沙呼／著 講談社 B F ｱｲ

君だけに愛を 阿野　冠／著 集英社 B F ｱﾉ

ゴーストハント　3 小野　不由美／[著] KADOKAWA B F ｵﾉ

アクセル・ワールド　25 川原　礫／[著] KADOKAWA B F ｶﾜ

5分でドキッとする!意外な恋の物語 『このミステリーがすごい!』編集部／編 宝島社 B F ｺﾞﾌ

魔法科高校の劣等生　32 佐島　勤／[著] KADOKAWA B F ｻﾄ

メイジアン・カンパニー 佐島　勤／[著] KADOKAWA B F ｻﾄ

君と漕ぐ　3 武田　綾乃／著 新潮社 B F ﾀｹ 

小説映像研には手を出すな! 大童　澄瞳／原作 小学館 B F ﾀﾝ

おとなりの晴明さん　第7集 仲町　六絵／[著] KADOKAWA B F ﾅｶ

神の島のこどもたち 中脇　初枝／[著] 講談社 B F ﾅｶ

狼と羊皮紙　5 支倉　凍砂／[著] KADOKAWA B F ﾊｾ

ビブリア古書堂の事件手帖 三上　延／[著] KADOKAWA B F ﾐｶ

ありふれた祈り 村山　由佳／著 集英社 B F ﾑﾗ

記憶の海 村山　由佳／著 集英社 B F ﾑﾗ

地図のない旅 村山　由佳／著 集英社 B F ﾑﾗ



こころと身体の心理学 山口　真美／著 岩波書店 N 141

はじめての昭和史 井上　寿一／著 筑摩書房 N 210

公務員という仕事 村木　厚子／著 筑摩書房 N 317

過労死しない働き方 川人　博／著 岩波書店 N 366

10代と語る英語教育 鳥飼　玖美子／著 筑摩書房 N 375

昆虫はすごい 丸山　宗利／著 光文社 N 486

モーツァルト 岡田　暁生／著 筑摩書房 N 762 ﾓﾂ

けんちゃんのもみの木 美谷島　邦子／文 BL出版  E ｲｾ

かわいいことりちゃん コナツ　マキコ／作 ことりちゃん  E ｺﾅ

だいすきな先生へ デボラ・ホプキンソン／文 評論社  E ｶﾍﾟ


