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まちがったっていいじゃないか 森毅／著 筑摩書房 1595/M3/3

聖書物語 山形孝夫／著 岩波書店 1930/Y4/

聖書小事典 山形孝夫／著 岩波書店 1930/Y4/2

そうだったのか！現代史 池上彰／著 集英社 2097/I5/

香川の歴史ものがたり
〔新版「香川の歴史もの
がたり」刊行委員会／

香川県中学校社会科
研究会

2101/K52/

円周率の謎を追う  鳴海 風 ／作 くもん出版 2891/S343

夢をつなぐ 山崎直子／著 角川書店 2891/Y171/

マララ マララ・ユスフザイ／著 岩崎書店 2892/Y8/3

ビジュアルデータブック日本の地理 井田仁康／監修 学研プラス 2910/I63/

めぐる季節の物語 星野道夫／著 新日本出版社 2953/H6/4

極北に生きる人びと 星野道夫／著 新日本出版社 2953/H6/5

表・グラフのかき方事典 どりむ社／編 ＰＨＰ研究所 35010/D2/

表とグラフの達人講座 こどもくらぶ／編 同友館 35010/K7/

生きる 森越智子／作 童心社 36680/M14/

科学の考え方・学び方 池内了／著 岩波書店 4040/I11/

学べる！遊べる！理系スポット案内 キョーハンブックス 4069/M2/

中学生の理科学研の自由研究地球環境編 学研／編 学習研究社 4070/G7/1-2

学研の中学生の理科自由研究入門編 学研／編 学習研究社 4070/G7/1-3

もっと知りたい！「科学の芽」の世界ｐａｒｔ２ 「科学の芽」賞実行委員会／編 筑波大学出版会 4070/K25/1-2

もっと知りたい！「科学の芽」の世界ｐａｒｔ　３ 「科学の芽」賞実行委員会／編 筑波大学出版会 4070/K25/1-3

もっと知りたい！「科学の芽」の世界ｐａｒｔ　４ 「科学の芽」賞実行委員会／編 筑波大学出版会 4070/K25/1-4

もっと知りたい!「科学の芽」の世界PART5 永田 恭介／監修 筑波大学出版会 4070/K25/1-5

すぐできる、よくわかる！自由研究中学生の理科チャレンジ 野田新三／監修 永岡書店 4070/N16/1-2

理科のわくわく実験 理科の自由研究室／編 理工図書 4070/R2/

子どもと楽しむ工作・実験・自由研究レシピ 曽江久美／ほか著 実教出版 4070/S16/

中高生のための科学自由研究ガイド ターニャ・Ｍ．ヴィッカーズ／著 三省堂 4070/V3/

たのしい科学実験３６５日 Ｅ．リチャード・チャーチル／共著 飛鳥新社 4075/C2/

絵をみてできる理科実験 岩波洋造／著 講談社 4075/I1/

親子でわくわく！お家でカンタン理科実験 池本勲／編著 丸善 4075/I2/

世界で一番やってみたいエネルギー実験 川村康文／監修 エネルギーフォーラム 4075/K6/

Ｎｅｗｔｏｎ編集長の実験と工作動くもの，浮くものの不思議 水谷仁／〔執筆〕 ニュートンプレス 4075/M2/

Ｎｅｗｔｏｎ編集長の実験と工作光や電気の不思議 水谷仁／〔執筆〕 ニュートンプレス 4075/M2/2

家族で楽しむおもしろ科学実験 尾嶋好美／著 ソフトバンククリエイティブ 4075/O2/

ガリレオ工房の身近な道具で大実験 滝川洋二，石崎善治／編著 大月書店 4075/T1/

ガリレオ工房の身近な道具で大実験第２集 滝川洋二／編著 大月書店 4075/T1/1-2

ガリレオ工房の身近な道具で大実験第３集 滝川洋二／編著 大月書店 4075/T1/1-3

Ａｍａｚｉｎｇ　Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｖｏｌｔｚ／著 オライリー・ジャパン 4075/V1/

数学の自由研究数・計算編 理数教育研究所／編 文研出版 4107/R1/1-1

数学の自由研究図形・ゲーム編 理数教育研究所／編 文研出版 4107/R1/1-2
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数学の自由研究数・計算編 理数教育研究所／編 文研出版 4107/R1/2-1

数学の自由研究図形・統計・確率編 理数教育研究所／編 文研出版 4107/R1/2-2

電池はどこまで軽くなる？ 電気化学会／編 丸善出版 4317/D2/2

実験マニア 山田暢司／著 亜紀書房 4320/Y5/

サクッと！化学実験 山田暢司／著 ｄＺＥＲＯ 4320/Y5/2

宇宙のしくみがやさしくわかる本 藤井旭／著 誠文堂新光社 4400/F4/2

双眼鏡で星空を楽しむ本 藤井旭／著 誠文堂新光社 4420/F1/3

ぼくが宇宙人をさがす理由 鳴沢真也／著 旬報社 4420/N4/2

宙（そら）ガールバイブル 永田美絵／監修 双葉社 4420/N5/

星雲・星団、銀河の見かたがわかる本 藤井旭／著 誠文堂新光社 4437/F1/2

星雲・星団観察ガイドブック 大野裕明／著 誠文堂新光社 4437/O2/

星座の見かたがわかる本 藤井旭／著 誠文堂新光社 4438/F3/13

気象の図鑑 筆保弘徳／監修・著 技術評論社 4510/F5/2

よくわかる気象環境と生物のしくみ
自然科学研究機構国立
天文台／編

丸善 4510/K21/

天気の不思議がわかる！ 日本気象協会／監修 実業之日本社 4510/N15/3

散歩の雲・空図鑑 岩槻秀明／著 新星出版社 4516/I6/

海の不思議を調べる 菊池知彦／〔執筆〕 国立室戸少年自然の家 4520/K11/1-2

地球の声に耳をすませて 大木聖子／著 くもん出版 4530/O4/2

生命とは何だろう？ 長沼毅／著 集英社インターナショナル 4610/N7/2

ゾウの時間ネズミの時間 本川達雄／著 中央公論社 4811/M1/

ホタルの光は、なぞだらけ 大場裕一／著 くもん出版 4817/O9/

うなぎ一億年の謎を追う 塚本勝巳／著 学研教育出版 4876/T5/4

犬が来る病院  大塚 敦子 ／著   KADOKAWA 4939/O10/2

おもちゃ博士のかんたん！手づくりおもちゃ 佐野博志／著 子どもの未来社 5079/S16/

楽しく作れる！役に立つ！中学生のリサイクル工作 滝川洋二／監修 成美堂出版 5079/T12/

動く！使える！中学生のアイデア工作 滝川洋二／監修 成美堂出版 5079/T12/2

科学じかけの貯金箱自由研究ＢＯＯＫ 立花愛子／著 いかだ社 5079/T14/3

みんなが知りたい！地球と環境がわかる本 北原義昭／監修 メイツ出版 5190/K108/

木に学べ 西岡常一／著 小学館 5261/N1/2

宇宙へ「出張」してきます 古川聡／著 毎日新聞社 5389/F3/

月はぼくらの宇宙港  佐伯 和人 ／作   新日本出版社 5389/S24

光が照らす未来 石井幹子／著 岩波書店 5450/I4/

砂糖の世界史 川北稔／著 岩波書店 5881/K1/

パスタでたどるイタリア史 池上俊一／著 岩波書店 5962/I25/

葉っぱで調べる身近な樹木 濱野周泰／著 誠文堂新光社 6532/H8/2

スローカーブを、もう一球 山際淳司／〔著〕 角川書店 7804/Y1/7

探検！ことばの世界 大津由紀雄／著 ひつじ書房 8104/O8/1-2

現代用語の基礎知識学習版２０１５→２０１６ 現代用語検定協会／監修 自由国民社 8137/G1/2-12

文章力の基本の基本 阿部紘久／著 日本実業出版社 8160/A9/3
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型で習得！中高生からの文章術 樋口裕一／著 筑摩書房 8160/H13/3

うまく書きたいあなたのための文章のそうじ術 片岡義博／著 言視舎 8160/K40/

１５０字からはじめる「うまい」と言われる文章の書き方 高橋フミアキ／著 日本実業出版社 8160/T17/

レポートの組み立て方 木下是雄／著 筑摩書房 8165/K1/2

１３歳からの作文・小論文ノート 小野田博一／著 ＰＨＰエディターズ・グループ 8165/O3/

自分の感受性くらい 茨木のり子／著 花神社 9115/I13/14

平家物語を読む 永積安明／著 岩波書店 9134/N1/4-2

フラダン  古内 一絵 ／作   小峰書店 9136/F137/6

歌え！多摩川高校合唱部 本田有明／著 河出書房新社 9136/H247/3

夏の朝 本田昌子／著 福音館書店 9136/H363/

オン・ザ・ライン 朽木祥／著 小学館 9136/K651/2

アヴェ・マリアのヴァイオリン 香川宜子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9136/K724/

チャーシューの月 村中李衣／作 小峰書店 9136/M499/

野川 長野まゆみ／著 河出書房新社 9136/N123/54

星空ロック 那須田淳／著 あすなろ書房 9136/N182/5

タスキメシ 額賀澪／著 小学館 9136/N412/3

ストロベリーライフ  荻原 浩 ／著   毎日新聞出版 9136/O186/24

聖夜 佐藤多佳子／著 文藝春秋 9136/S189/7

地をはう風のように 高橋秀雄／作 福音館書店 9136/T119/2

なまくら 吉橋通夫／〔著〕 講談社 9136/Y250/

ホイッパーウィル川の伝説 
キャシー・アッペルト, ア
リスン・マギー ／著  

あすなろ書房 9330/A104

フェリックスとゼルダ モーリス・グライツマン／著 あすなろ書房 9330/G114/

語りつぐ者 パトリシア・ライリー・ギフ／作 さ・え・ら書房 9330/G120/

ブロード街の１２日間 デボラ・ホプキンソン／著 あすなろ書房 9330/H178/

ダーウィンと出会った夏 ジャクリーン・ケリー／作 ほるぷ出版 9330/K105/

白いイルカの浜辺 ジル・ルイス／作 評論社 9330/L123/

希望の海へ マイケル・モーパーゴ／作 評論社 9330/M141/3

スピリットベアにふれた島 ベン・マイケルセン／作 鈴木出版 9330/M214/2

ジョン万次郎海を渡ったサムライ魂 マーギー・プロイス／著 集英社 9330/P102/

路上のストライカー マイケル・ウィリアムズ／作 岩波書店 9330/W147/

シンドラーに救われた少年 レオン・レイソン／著 河出書房新社 9360/L27/

マルカの長い旅 ミリヤム・プレスラー／作 徳間書店 9430/P12/

蜘蛛の糸 芥川龍之介／著 新潮社 B1/A1/3-2

老人と海 ヘミングウェイ／〔著〕 新潮社 B1/H511/4-2

天平の甍 井上靖／著 新潮社 B1/I7/11

藤十郎の恋 菊池寛／著 新潮社 B1/K51/1-3

どくとるマンボウ青春記 北杜夫／著 新潮社 B1/K54/52

三四郎 夏目漱石／著 新潮社 B1/N1/4-3

第一阿房列車 内田百間／著 新潮社 B1/U11/3
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父の詫び状 向田邦子／著 文藝春秋 B2/M81/25

坂の上の雲1～8 司馬遼太郎／著 文藝春秋 B2/S51/68-1～8

八日目の蝉 角田光代／著 中央公論新社 B3/K58/3

宇宙からの帰還 立花隆／著 中央公論社 B3/T20/1

青春デンデケデケデケ 芦原すなお／著 河出書房新社 B4/A11/1

論語物語 下村湖人／〔著〕 講談社 B7/S24/1

半自叙伝 菊池寛／著 岩波書店 I9102/K2/

伊豆の踊子 川端康成／作 岩波書店 I9136/K4/2-2

病牀六尺 正岡子規／著 岩波書店 I9146/M1/1-2

モンテ・クリスト伯1～7 アレクサンドル・デュマ／作 岩波書店
I9530/D1/1-1B～
1-7Ｂ

4 ウラも見てね。


