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世界を変えた１０人の女性 池上彰／著 文藝春秋 2800/I3/

10代からのマネー図鑑
マーカス・ウィークス
／著

三省堂 33000/W2/

Q&A日本経済のニュースがわかる! 2021年版 日本経済新聞社／編 日経BP日本経済新聞出版本部 33210/N6/25-6

国谷裕子と考えるSDGsがわかる本 国谷 裕子／監修 文溪堂 33380/K49/

ビジネスエニアグラム 木村 孝／著 七つ森書館 33640/K111/

「ものの言い方」「文章の書き方」を知らず
に大人になった人へ

清水 克彦／著 PHP研究所 33640/S93/

世界で働く人になる! 実践編 グローバルな環
境でたくましく生きるためのヒント26

田島 麻衣子／著 アルク 33640/T45/1-2

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/

10代からの社会学図鑑 クリス・ユール／著 三省堂 36100/Y10/

イラストでわかるおもしろい化学の世界 1 身
近な実験

山口晃弘／編著 東洋館出版社 37542/Y4/

学研の中学生の理科自由研究 チャレンジ編 学研教育出版／編 学研教育出版 4070/G7/1-1B

魔法の科学実験図鑑 市岡 元気／著 宝島社 4070/I8/

もっと知りたい！「科学の芽」の世界 ｐａｒ
ｔ　４ ～７

「科学の芽」賞実行委
員会／編

筑波大学出版会
4070/K25/1-4～
1-7

すぐできる、よくわかる!自由研究中学生の理
科 Newベーシック

野田 新三／監修 永岡書店 4070/N16/2-1

すぐできる、よくわかる!自由研究中学生の理
科 Newチャレンジ

野田 新三／監修 永岡書店 4070/N16/2-2

はじめての研究生活マニュアル 西澤幹雄／著 化学同人 4070/N20/

誰も教えてくれなかった実験ノートの書き方 野島 高彦／著 化学同人 4070/N22/

「食べられる」科学実験セレクション 尾嶋 好美／著 SBクリエイティブ 4070/O8/

13歳からの研究倫理 大橋 淳史／著 化学同人 4070/O9/

中学生理科の自由研究パーフェクト 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 4070/S12/1-2

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/

QuizKnock Lab 須貝 駿貴／著 KADOKAWA 4070/S22/

科学者になりたい君へ 佐藤 勝彦／著 河出書房新社 4070/S24/

中・高生への科学の教室 藤嶋 昭／監修 学研プラス 4070/T20/1-7

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/

<即戦力になる>実験ノート入門 吉村 忠与志／著 技術評論社 4070/Y12/

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/
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親子で挑戦！理科が大好きになるおもしろ科
学実験

キッズ科学ラボ／著 メイツ出版 4075/K4/

子どもにうける！頭がよくなる面白科学実験 多湖輝／監修 宝島社 4075/T4/

Ａｍａｚｉｎｇ　Ｓｃｉｅｎｃｅ
Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｖｏ
ｌｔｚ／著

オライリー・ジャパン 4075/V1/

算数・数学で何ができるの? DK社／編 東京書籍 4100/D9/

面白くて眠れなくなる数学パズル 桜井進／著 ＰＨＰエディターズ・グループ 4100/S25/1-7

数学でわかるオリンピック１００の謎
ジョン・Ｄ．バロウ／
著

青土社 4104/B4/

数学パズル大図鑑 1 、２
イワン・モスコビッチ
／著

化学同人
4107/M9/1-1～
1-2

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

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

たのしく学べる算数・数学 Kirsteen Rogers／著 オーム社 4107/R4/

よくわかる身のまわりの現象物質の不思議 国立天文台／編 丸善出版 4200/K11/

人物でよみとく物理 田中 幸／著 朝日学生新聞社 4202/T10/

よくわかる重力と宇宙 佐藤 勝彦／監修 PHP研究所 4236/Y1/

国際化学オリンピックに挑戦! 1 ～5
日本化学会化学オリン
ピック支援委員会／監修

朝倉書店
4300/K15/1-1～
　　　　1-5

高校生・化学宣言 PART9 中沢 浩／監修 遊タイム出版 4307/N3/1-9

原子の冒険たのしい実験 かこさとし／著 偕成社 4310/K5/

元素周期表パーフェクトガイド
元素周期表パーフェク
トガイド編集チーム／
編集

誠文堂新光社 4311/G3/

元素がわかる事典 宮村一夫／監修 ＰＨＰ研究所 4311/M7/2

実験でわかる中学理科の化学 福地孝宏／著 誠文堂新光社 4320/F3/

シリーズ<宇宙総合学> 1 ～4
京都大学宇宙総合学研究
ユニット／編集

朝倉書店
4404/K15/1-1～
1-4

星を楽しむ天体観測のきほん 大野 裕明／著 誠文堂新光社 4420/O2/

プロセスでわかる天体望遠鏡の使い方 大野裕明／著 誠文堂新光社 4423/O2/

星ごよみ 林完次／写真・文 山川出版社 4438/H2/7

歩いてわかった地球のなぜ!? 松本 穂高／著 山川出版社 4500/M12/

宮沢賢治の地学教室 柴山 元彦／著 創元社 4500/S10/
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宮沢賢治の地学実習 柴山 元彦／著 創元社 4500/S10/2

宮沢賢治の地学読本 宮沢 賢治／作 創元社 4500/S10/3

TEN-DOKUクイズで読み解く天気図 増田 雅昭／著 ベレ出版 4512/M9/

ジオパークを楽しむ本
全国地質調査業協会連
合会／共編

オーム社 4551/Z1/2

日本の古生物たち 土屋 健／著 笠倉出版社 4578/T7/12

自分で探せる美しい石図鑑&採集ガイド 円城寺 守／著 実業之日本社 4580/E1/

石ころ採集ウォーキングガイド 渡辺一夫／著 誠文堂新光社 4582/W1/

世界一楽しい遊べる鉱物図鑑 さとう かよこ／著 東京書店 4590/S4/2

実験単 原島広至／著 エヌ・ティー・エス 4607/H6/

ビジュアル顔の大研究 原島 博／監修 丸善出版 4694/H5/

わたしのタンポポ研究 保谷彰彦／著 さ・え・ら書房 4799/H1/

その道のプロに聞くふつうじゃない生きもの
の飼いかた

松橋 利光／著 大和書房 4800/M3/1-2

さかなクンの水族館ガイド さかなクン／著 ブックマン社 4807/S23/

観察する目が変わる動物学入門 浅場明莉／著 ベレ出版 4810/A1/

その道のプロに聞くふつうじゃない生きもの
の見つけかた

松橋 利光／著 大和書房 4817/M31/

鳴き声から調べる昆虫図鑑 高嶋 清明／著 文一総合出版 4860/T16/

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

すっきりわかる！くらしの中の化学物質大事
典

森田昌敏／監修 くもん出版 5190/M50/

日本の城 古舘 明廣／文・構成 岩崎書店 5218/F22/

こども実験教室 宇宙を飛ぶスゴイ技術! 川口 淳一郎／著 ビジネス社 5389/K14/4

トコトンやさしい宇宙ロケットの本 的川 泰宣／著 日刊工業新聞社 5389/M4/8-2

ブロックチェーン技術の未解決問題 松尾 真一郎／著 日経BP社 5474/M85/

3DCGアニメーション入門 荻野 哲哉／著 ボーンデジタル 5482/O129/

ひと目でわかるプログラミングのしくみとは
たらき図鑑

渡邉 昌宏／日本語版監修創元社 5482/W56/

楽しいハロウィンコスチューム＆グッズ 寺西恵里子／著 辰巳出版 5933/T5/3

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

一目置かれる知的教養日本美術鑑賞 秋元 雄史／著 大和書房 7210/A5/
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かわいい印象派 高橋 明也／監修・著 東京美術 7230/T17/

知識ゼロからの書道入門 武田双雲／著 幻冬舎 7280/T18/2

キャパとゲルダ
マーク・アロンソン／
著

あすなろ書房 7402/C1/10

フィルムカメラのはじめかた 上田 晃司／著 技術評論社 7425/U2/

写真図解でわかりやすいまりこ先生が教える
イチバンやさしい写真の教室

山本まりこ／著 インプレス 7430/Y6/

平原綾香と開くクラシックの扉 平原 綾香／著 東京新聞 7608/H4/

ゼロからの作曲入門 四月朔日 義昭／著 ヤマハミュージックメディア 7618/W2/

男たちの絆、アジア映画 四方田犬彦／編 平凡社 7782/Y13/6

大学生のための動画制作入門 黒岩 亜純／著 慶應義塾大学出版会 7784/K14/

映画制作の教科書プロが教える60のコツ 衣笠 竜屯／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 7784/K15/

東大式タネなし手品ベスト30
東京大学奇術愛好会／
監修

主婦の友社 7793/T6/

茶の湯入門 小西宗和／著 高橋書店 7910/K17/

お点前の研究 廣田吉崇／著 大隅書店 7917/H4/

茶席で役立つ英会話 世界文化社 7917/S6/

よくわかるお香と線香の教科書
愛知県薫物線香商組合
／編

三恵社 7920/A3/1-2

初花レッスン 坪内 裕子／著 六耀社 7930/T16/

やさしい、いけばなの基本 竹中 麗湖／著 世界文化社 7930/T17/

囲碁
伝承遊びを伝える会／
著

文溪堂 7950/D1/

東大流これからはじめる囲碁入門 光永淳造／著 ナツメ社 7950/M13/

将棋
伝承遊びを伝える会／
著

文溪堂 7960/D5/

羽生善治の将棋入門 羽生善治／著 日本将棋連盟 7960/H4/19

チェス
伝承遊びを伝える会／
著

文溪堂 7969/D1/

じゃんけん学 稲葉茂勝／著 今人舎 7980/I8/

自分で考え、自分で書くためのゆかいな文章
教室

今野 真二／著 河出書房新社 8160/K47/

放課後の文章教室 小手鞠 るい／著 偕成社 8160/K48/

高校生のための文章読本 梅田卓夫／編 筑摩書房 8160/U4/

大学一年生の文章作法 山本幸司／著 岩波書店 8160/Y15/

羅生門・蜜柑ほか 芥川 龍之介／著 筑摩書房 9136/A6/17

春を嫌いになった理由（わけ） 誉田哲也／著 幻冬舎 9136/H256/2

4


