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書　名 著　者 出版者 請求記号

何のための「教養」か 桑子 敏雄／著 筑摩書房 0020/K22/

宇宙はなぜ哲学の問題になるのか 伊藤 邦武／著 筑摩書房 1120/I4/2

高校生に知ってほしい心理学 宮本 聡介／編著 学文社 1400/M15/2

折れない心を育てるいのちの授業 小澤 竹俊／著 KADOKAWA 1597/O7/

人生のサバイバル力 佐藤 優／著 講談社 1597/S24/

はじめてのギリシア神話 松村 一男／著 筑摩書房 1643/M5/2

一冊でわかるイギリス史 小林 照夫／監修 河出書房新社 2330/K22/

日本のパラリンピックを創った男 中村裕 鈴木 款／著 講談社 2891/N224/2

ミスター・オリンピックと呼ばれた男 田畑
政治

大野 益弘／著 講談社 2891/T138/2

恋ではなく愛で学ぶ政治と経済 高橋 勝也／著 清水書院 31000/T1/

図解でわかる14歳からの地政学 鍛冶 俊樹／監修 太田出版 31290/K6/

報道カメラマンの課外授業 4　命どぅ宝 戦
争はなぜ起こるのか

石川 文洋／写真 文 童心社 31980/I27/4-4

ものがたりで学ぶ経済学入門 根井 雅弘／著 中央経済社 33100/N6/7

消防官の一日
WILLこども知育研究所
／編著

保育社 36620/W4/1-2

大人になったらしたい仕事 3
朝日中高生新聞編集部
／[編]

朝日学生新聞社 36629/A11/1-3

あなたは何で食べてますか? 有北 雅彦／著 太郎次郎社エディタス 36629/A14/

9月1日 樹木 希林／著 ポプラ社 37140/K25/

死ぬんじゃねーぞ!! 中川 翔子／著 文藝春秋 37140/N14/

#8月31日の夜に。 NHK「ハートネットTV」／編 毎日新聞出版 37140/N15/

思春期の心とからだ図鑑
ロバート・ウィンストン／監
修

三省堂 37147/W3/

AI時代の読む力 出口 汪／著 宝島社 37580/D1/

農業高校へ行こう!
全国農業高等学校長協
会／監修

家の光協会 37640/Z5/

夢をかなえる大学選び 船橋 伸一／著 飛鳥新社 37680/F11/

外国語学部 元木 裕／著 ぺりかん社 37680/N14/1-13

日本人にとって自然とはなにか 宇根 豊／著 筑摩書房 4040/U9/

14歳からの数学 佐治 晴夫／著 春秋社 4100/S35/

高校生からわかるフーリエ解析 涌井 良幸／著 ベレ出版 4135/W3/2

地図帳の深読み 今尾 恵介／著 帝国書院 4489/I1/9

図解身近にあふれる「気象・天気」が3時
間でわかる本

金子 大輔／著 明日香出版社 4510/K23/2

今の空から天気を予想できる本 武田 康男／著 緑書房 4512/T6/2

新恐竜
ドゥーガル・ディクソン／
著

学研プラス 4578/D1/6

知識ゼロからの植物の不思議 稲垣 栄洋／著 幻冬舎 4704/I5/8

アフターマン
ドゥーガル・ディクソン／
著

学研プラス 4800/D2/

プラスチックの現実と未来へのアイデア 高田 秀重／監修 東京書籍 5190/T60/
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空前絶後の保護猫ライフ! 池崎の家編 サンシャイン池崎／著 宝島社 6456/S44/

歌舞伎さんぽ 小田 豊二／文 柏書房 7740/O13/

夢のつかみ方、挑戦し続ける力 早霧 せいな／著 河出書房新社 7754/S7/

スポーツと君たち 佐藤 善人／編著 大修館書店 7800/S21/

WHO I AM 木村 元彦／編著 集英社 7802/K15/

ニック・ファジーカス決断 ニック・ファジーカス／著 徳間書店 7831/F3/

バスケットボールを楽しく学ぶファンドリル 小谷 究／著
ベースボール・マガジ
ン社

7831/K12/2

バスケットボール必勝戦術バイブル 吉田 健司／監修 メイツ出版 7831/Y3/3

判断力を鍛える!ラグビーIQドリル クボタスピアーズ／監修 メイツ出版 7834/K64/

イチロー・インタビューズ激闘の軌跡 石田 雄太／著 文藝春秋 7837/I3/22

ひらめき大冒険!王国のパズル 小野寺 紳／作 PHP研究所 7980/O7/

放課後の文章教室 小手鞠 るい／著 偕成社 8160/K48/

答えより問いを探して 高橋 源一郎／著 講談社 8160/T16/4

日本のヤバい女の子 はらだ 有彩／著 柏書房 9102/H131/1-2

飛雲のごとく あさの あつこ／著 文藝春秋 9136/A180/86

恐怖からのドンデン話
オールナイトニッポン／
編著

学研プラス 9136/G39/1-5

銀座の紙ひこうき はらだ みずき／著 中央公論新社 9136/H310/7

なめらかな世界と、その敵 伴名 練／著 早川書房 9136/H400/

空飛ぶくじら部 石川 宏千花／著 PHP研究所 9136/I308/8

未来を花束にして 小林 深雪／[著] 講談社 9136/K625/2-21

十四歳日和 水野 瑠見／著 講談社 9136/M593/

きみの存在を意識する 梨屋 アリエ／作 ポプラ社 9136/N262/15

無実の君が裁かれる理由 友井 羊／著 祥伝社 9136/T452/5

54字の物語 参 氏田 雄介／編著 PHP研究所 9136/U110/1-3

54字の物語 史 氏田 雄介／共著 PHP研究所 9136/U110/1-4

わたし、虐待サバイバー 羽馬 千恵／著 ブックマン社 9160/H158/

エレベーター ジェイソン・レナルズ／著 早川書房 9330/R126/2

より大きな希望
イルゼ・アイヒンガー／
著

東宣出版 9430/A8/

キオスク
ローベルト・ゼーターラー
／著

東宣出版 9430/S39/2

パストラル C.F.ラミュ／著 東宣出版 9530/R32/3

飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ／作 岩崎書店 9730/F5/

消される運命 マーシャ・ロリニカイテ／著 新日本出版社 9830/R7/

五つのパン カレル・チャペック／作 理論社 9895/C1/24

2


