
タイトル 人名 出版社 請求記号

13歳からの「差がつく読書術」
心にささる1冊と出会える本

大居　雄一／著 メイツユニバーサルコンテンツ 019

13歳からの著作権 久保田　裕／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 021

トラりんと学ぶSDGsと博物館 京都国立博物館／編 京都新聞出版センター 069

言葉を生きる 池田　晶子／著 筑摩書房 104

12歳から始めるあがらない技術 鳥谷　朝代／著 秀和システム 141

やらかした時にどうするか 畑村　洋太郎／著 筑摩書房 141

自分を好きになれない君へ 野口　嘉則／著 小学館 146

日本の歴史　別巻[2] 史跡・出来事事典 講談社 210

図解でわかる14歳から考える民主主義 インフォビジュアル研究所／著 太田出版 311.7

13歳からの図解でやさしい国会 清水　雅博／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 314

生きるために必要な「法律」のはなし 木村　真実／監修 ナツメ社 320

13歳からの経営の教科書 岩尾　俊兵／著 KADOKAWA 335

13歳からの3000円投資生活 横山　光昭／著 アスコム 338

化学技術者・研究者になるには 堀川　晃菜／著 ぺりかん社 366

農業者になるには 大浦　佳代／著 ぺりかん社 366

声優になるには 山本　健翔／著 ぺりかん社 366

どんどん勉強が楽しくなるノート術 みおりん／著 エクシア出版 375

人間科学部 大岳　美帆／著 ぺりかん社 376.87

歯学部 橋口　佐紀子／著 ぺりかん社 376.87

化学技術者・研究者になるには 堀川　晃菜／著 ぺりかん社 430.7

宇宙への扉をあけよう ルーシー・ホーキング／著 岩崎書店 440

気象予報士の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 451

のぞく図鑑穴 宮田　珠己／編・著 小学館 454

超訳種の起源 チャールズ・ダーウィン／著 技術評論社 467

大絶滅は、また起きるのか? 高橋　瑞樹／著 岩波書店 467

生命倫理のレッスン 小林　亜津子／著 筑摩書房 490

大人になる前に知る老いと死 前沢　政次／著 ぺりかん社 493.18

押す図鑑ボタン 西村　まさゆき／編・著 小学館 530

食品ロスはなぜ減らないの? 小林　富雄／著 岩波書店 611

猫の教科書 CAMP NYAN TOKYO／監修 ナツメ社 645.7
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あそぶためうまれてきたのさぼくはねこ 石津　ちひろ／文 講談社 726.6

いま君のいる場所だけが、世界のすべてじゃない 副島　淳／著 潮出版社 779.9 ｿｴ

中高生のスポーツハローワーク 学研プラス 780

スクラッチ 歌代　朔／作 あかね書房 913 ｳﾀ

グレイッシュ 大島　恵真／作 文研出版 913 ｵｵ

星の町騒動記 樫崎　茜／著 理論社 913 ｶｼ

パンに書かれた言葉 朽木　祥／作 小学館 913 ｸﾂ

笹森くんのスカート 神戸　遙真／著 講談社 913 ｺｳ

ガラスのうさぎ 高木　敏子／作 金の星社 913 ﾀｶ

予測不能ショートストーリーズ　部活動編 にかいどう　青／著 講談社 913 ﾆｶ

すこしずつの親友 森埜　こみち／著 講談社 913 ﾓﾘ

恋愛問題は止まらない 吉野　万理子／作 小学館 913 ﾖｼ

こんな日のきみには花が似合う 蒼井　ブルー／文 NHK出版 F ｱｵ

氷住灯子教授と僕とYの世界 有間　カオル／著 二見書房 F ｱﾘ

本好きの下剋上　第5部[8] 香月　美夜／著 TOブックス F ｶｽﾞ

予測不能の1秒先も濁流みたいに愛してる 黒木　渚／著 講談社 F ｸﾛ

ショートショート実験室 田丸　雅智／著 エネルギーフォーラム F ﾀﾏ

掟上今日子の忍法帖 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ

鼠 堀　辰雄／著 立東舎 F ﾎﾘ

それでも、日本人は「戦争」を選んだ 加藤　陽子／著 新潮社 B 210.6

世界のカレー図鑑ミニ ハウス食品株式会社／監修 マイナビ出版 B 596 ﾊｳ

早朝始発の殺風景 青崎　有吾／著 集英社 BF ｱｵ

新しい世界を生きるための14のSF 伴名　練／編 早川書房 BF ｱﾀ

あずかりやさん　[4] 大山　淳子／[著] ポプラ社 BF ｵｵ

毒吐姫と星の石 紅玉　いづき／[著] KADOKAWA BF ｺｳ

交換ウソ日記　[1] 櫻　いいよ／著 スターツ出版 BF ｻｸ

交換ウソ日記　2 櫻　いいよ／著 スターツ出版 BF ｻｸ

交換ウソ日記　3 櫻　いいよ／著 スターツ出版 BF ｻｸ

魔法科高校の劣等生Appendix　1 佐島　勤／[著] KADOKAWA BF ｻﾄ

ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月　隆文／著 宝島社 BF ﾅﾅ

座敷童子の代理人　10 仁科　裕貴／[著] KADOKAWA BF ﾆｼ
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武士道ジェネレーション 誉田　哲也／著 文藝春秋 BF ﾎﾝ

三日間の幸福 三秋　縋／[著] KADOKAWA BF ﾐｱ

スターティング・オーヴァー 三秋　縋／[著] アスキー・メディアワークス BF ﾐｱ

ミライヲウム 水沢　秋生／著 小学館 BF ﾐｽﾞ

お任せ!数学屋さん　3 向井　湘吾／[著] ポプラ社 BF ﾑｶ 3

四畳半タイムマシンブルース 上田　誠／原案 KADOKAWA BF ﾓﾘ

夜は短し歩けよ乙女 森見　登美彦／[著] KADOKAWA BF ﾓﾘ

キリン 山田　悠介／[著] KADOKAWA BF ﾔﾏ

戦争をやめた人たち 鈴木　まもる／文・絵 あすなろ書房 E ｽｽﾞ

へいわとせんそう たにかわ　しゅんたろう／ぶん ブロンズ新社 E ﾉﾘ

しま マルク・ヤンセン／さく 福音館書店 E ﾔﾝ

戦争が町にやってくる ロマナ・ロマニーシン／作 ブロンズ新社 E ﾛﾏ

やらかした時にどうするか 畑村　洋太郎／著 筑摩書房 N 141

ひらめき!英語迷言教室 右田　邦雄／著 岩波書店 N 830


