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０総記 
書名 著 者 名 出版所 出版年 分類 

はじめての研究レポート作成術 沼崎一郎 岩波書店 2018 002 

質問する、問い返す - 主体的に

学ぶということ 

名古谷隆彦  岩波書店 2017 002 

ネットを支えるオープンソース まつもと ゆきひろ 角川学芸出版 2014 007 

ネットで進化する人類 伊藤 穣一 角川学芸出版 2015 007 

脳・心・人工知能 甘利俊一 講談社 2016 007 

ネットコミュニティの設計と力 近藤 淳也 角川学芸出版 2015 007 

検索の新地平 高野 明彦 角川学芸出版 2015 007 

コンピューターがネットと出会

ったら 

坂村 健 角川学芸出版 2015 007 

ビッグデータを開拓せよ 坂内 正夫 角川学芸出版 2015 007 

ヒューマン・コマース 三木谷 浩史 角川学芸出版 2015 007 

第三の産業革命 山形 浩生 角川学芸出版 2015 007 

進化するプラットフォーム 出井 伸之 角川学芸出版 2015 007 

インターネット法 松井茂記・鈴木秀美 

山口いつ子 

有斐閣 2015 007 

小学校にプログラミングがやっ

てきた！―超入門編 

上松 恵理子【編著】  三省堂 2016 007 

ユーザーがつくる知のかたち 西垣 通 角川学芸出版 2015 007 

ネットが生んだ文化 川上 量生 角川学芸出版 2014 007 

インターネットの基礎 村井 純 角川学芸出版 2014 007 

デジタル時代の知識創造 長尾 真 角川学芸出版 2014 007 

仮想戦争の終わり 土屋 大洋 角川学芸出版 2014 007 

開かれる国家 東 浩紀 角川学芸出版 2015 007 

メディア不信 - 何が問われてい

るのか 

林香里  岩波書店 2017 007 

100 分 de 名著 ＮＨＫ 文藝春秋 2016 012 

引用・参考文献の書き方 藤田節子 日外アソシエーツ 2009 014 

読みたい心に火をつけろ！ - 学

校図書館大活用術 

木下通子  岩波書店 2017 017 

読んじゃいなよ！ 高橋 源一郎 岩波新書 2016 019 

読書は格闘技 瀧本 哲史 集英社 2016 019 

読書と日本人 津野 海太郎 新潮新書 2016 019 

新・１８歳の読書論 和田 渡 晃洋書房 2016 019 

正しいコピペのすすめ―模倣、創

造、著作権と私たち 

宮武 久佳 

 

 

岩波書店 2017 021 



美篶堂とつくるはじめての手製

本―製本屋さんが教える本のつ

くりかた 

美篶堂 河出書房新社 2016 022 

本屋って何？ 稲葉 茂勝 ミネルヴァ書房 2015 024 

ヤングアダルトの本 ＮＰＯ研究情報センター 日外アソシエーツ 2015 028 

文庫解説ワンダーランド 斎藤 美奈子 岩波書店 2017 028 

美しいプランクトンの世界 クリティアン・サルデ 吉田 春

美 粟津 智子 広海 十朗 

河出書房新社 2014  046 

ジャーナリストという仕事 斎藤貴男 岩波ジュニア新書 2016 070 

グローバル・ジャーナリズム―国

際スクープの舞台裏 

澤 康臣 岩波書店 2017 070 

さがしています アーサー・ビナード 岡倉 禎志 童心社 2016 090 

広島はすごい 安西 巧 新潮社 2016 090 

原爆ドーム 物産陳列館から広

島平和記念碑へ 

頴原 澄子 吉川弘文館 2016 090 

広島の力 岩中 祥史 青志社 2017 090 

「ヒロシマ」が鳴り響くとき 能登原 由美 春秋社 2015 090 

ぶちええね!広島県民 白島 キヨコ 株式会社KADOKAWA 2016 090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１哲学 
 

書名 著 者 名 出版所 出版年 分類 

16 歳からの哲学 手島 純 彩流社 2014 100 

日本文化をよむ - ５つのキーワード 藤田正勝  岩波書店 2017 121 

中国近代の思想文化史 坂元ひろ子 岩波新書 2016 122 

孫文 ― 近代化の岐路 深町英夫 岩波新書 2016 125 

ガンディー - 平和を紡ぐ人 竹中千春 岩波書店 2018 126 

トマス・アクィナス - 理性と神秘 山本芳久 岩波書店 2017 132 

アウグスティヌス - 「心」の哲学者 出村和彦  岩波書店 2017 132 

ホッブス リヴァイアサンの哲学者 田中浩 岩波新書  2016 133 

幸せになる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の

教えⅡ 

岸見 一郎・古賀 史

健 

ダイヤモンド社 2016 140 

マンガでわかる心理学入門 渋谷 昌三 池田書店 215 140 

学びとは何か ―＜探求人＞になるために 今井むつみ 岩波新書 2016 141 

考え方の教室 斎藤孝 岩波新書 2015 141 

自分の顔が好きですか？ 山口真美 岩波ジュニア新書 2016 141 

教育勅語の何が問題か 教育史学会  岩波書店 2017 155 

人を動かす Ｄ・カーネギー 新潮社 2016 159 

ＧＲＩＴ やり抜く力 アンジェラ・ダックワ

ーク 

ダイヤモンド社 2016 159 

自分のことがわかる本 - ポジティブ・アプローチ

で描く未来 

安部博枝  岩波書店 2017 159 

学校にはない教科書 岩波邦明 岩波ジュニア新書 2015 159 

成功への扉が次々ひらく ミラクルレッスン 宮本 佳実 ＷＡＶＥ出版 2015 159 

悩みいろいろ―人生に効く物語５０ 金子 勝 岩波書店 2016 159 

悩みいろいろ 金子勝 岩波書店 2016 159 

ありがとうの神様 小林 正観 ダイヤモンド社 2015 159 

生と死のことば - 中国の名言を読む 川合康三  岩波書店 2017 159 

神々が見える神社 100選 芸術新潮編集部 新潮社 2016 175 

ありのままに、ひたむきに―不安な今を生きる 大谷 光淳 ＰＨＰ研究所 2016 188 

パウロ―十字架の使徒 青野 太潮 岩波書店 2016 193 

 

 

 

 

 

 



2 歴史  

書名 著 者 名 出版所 出版年 分類 

１０分で読む 日本の歴史 NHK「１０min.ボック

ス」制作班編 

岩波新書ジュニア新書 2016 201 

マンガでわかる世界史 祝田秀全 池田書店 2013 209 

室町幕府と地方の社会 シリーズ日本中世史

③ 

榎原雅治 岩波新書 2016 210 

戦後入門 加藤典洋 ちくま新書 2015 210 

マンガでわかる日本史 河合 敦 池田書店 216 210 

鎌倉幕府と朝廷 シリーズ日本中世史② 近藤成一 岩波新書 2016 210 

中世社会のはじまり 五味文彦 岩波新書 2016 210 

日本の歴史を旅する 五味文彦  岩波書店 2017 210 

自由民権運動＜デモクラシー＞の夢と挫折 松沢裕作 岩波新書 2016 210 

集英社版 学習まんが 日本の歴史〈１〉日

本のあけぼの―旧石器・縄文・弥生・古墳時

代 シリーズ全巻 

設楽 博己 集英社 2016 210 

平安大辞典図解で分かる「源氏物語」の世界 倉田実 朝日新聞 2015 210 

もはや戦後ではない 昭和編② 池上彰 ミネルヴァ書房 2015 210 

ゆらぐ成長神話 昭和編④ 池上彰 ミネルヴァ書房 2015 210 

高度成長にわく 池上彰 ミネルヴァ書房 2015 210 

戦争と復興 昭和編① 池上彰 ミネルヴァ書房 2015 210 

平成編①～④ 池上彰 ミネルヴァ書房 2015 210 

徳川家が見た戦争 徳川宗英 岩波ジュニア新書 2016 210 

中国の近現代史をどう見るか 西村成雄  岩波書店 2017 222 

図説 フランスの歴史 （増補新版） 佐々木 真 河出書房新社 2016 235 

図説 世界史を変えた 50 の指導者 チャールズ・フィリッ

プス 月谷 真紀 

原書房 2016 280 

日本人の肖像 葉室 麟 講談社 2016 281 

ネルソン・マンデラ 私自身との対話 ネルソン・マンデラ 明石書店 2012 289 

未来を変える言葉 ネルソン・マンデラ 明石書店 2014 289 

松下幸之助―理念を語り続けた戦略的経営者 加護野 忠男 ＰＨＰ研究所 2016 289 

義経伝説と為朝伝説 - 日本史の北と南 原田信男 岩波書店 2017 289 

榎本武揚と明治維新 - 旧幕臣の描いた近代

化 

黒瀧秀久 岩波書店 2017 289 

京都の歴史を歩く 小林丈広 岩波新書 2016 291 

日本地理データ年鑑 松田博康 小峰書店 2016 291 

 



3 社会科学  

書名 著 者 名 出版所 出版年 分類 

東大留学生ディオンが見たニッポン ディオン・ン・ジェ・

ティン 

岩波書店 2017 302 

分断社会・日本 なぜ私たちは引き裂かれ

るのか 

井手英策 松沢裕作 岩波ブックレット 2016 302 

映画で読み解く現代アメリカ オバマの時

代 

越智 道雄 株式会社明石書店 2016 302 

プーチンとＧ８の終焉 佐藤親賢 岩波新書 2016 302 

香港 中国と向き合う自由都市 倉田徹  岩波新書 2015 302 

１８歳からの民主主義 岩波新書編集部編 岩波新書 216 311 

地図で見る国際関係 イヴ・ラコステ 原書房 2017 312 

地図で見る アラブ世界ハンドブック マテゥー・ギデール 原書房 2016 312 

日本にとって沖縄とは何か 新崎盛暉 岩波新書 2016 312 

シリア情勢―終わらない人道危機 青山 弘之 岩波書店 2017 312 

ルポ トランプ王国―もう一つのアメリカ

を行く 

金成 隆一 岩波書店 2017 314 

決めごとのきまりゴト 浅利圭一郎 句報社 2014 314 

１８歳選挙権で政治はどう変わるか 飯田 泰士 昭和堂 2016 314 

学問の危機と大学の危機 広田照幸、石川健治、

橋本伸也、山口二郎 

岩波書店 215 316 

イスラーム主義 - もう一つの近代を構想

する 

末近浩太 岩波書店 2018 316 

警察官になる本 菊池雅之 イカロス出版 2015 317 

わくわく資格ブック１～３ 教育画劇 教育画劇 2015 317 

消防ロープレスキュー基本ブック 木下慎次 イカロス出版 2013 317 

消防官になる本 木下慎次 イカロス出版 2115 317 

アメリカ人が伝えるヒロシマ スティーブン・リーパ

ー 

岩波書店 2016 319 

３０代記者たちが出会った戦争 共同通信社会部編 岩波ジュニア新書 2016 319 

君が戦争を欲しないならば 高畑勲 岩波書店 2015 319 

紛争・対立・暴力 西崎 文子 岩波ジュニア新書 2016 319 

核兵器を禁止する - 条約が世界を変える 

（新版） 

川崎哲 岩波書店 2018 319 

中国のフロンティア―揺れ動く境界から考

える 

川島 真 岩波書店 2017 319 

日中漂流 - グローバル・パワーはどこへ向

かうか 

毛里和子 岩波書店 2017 319 

憲法に緊急事態条項は必要か 永井 幸寿 岩波書店 2016 323 



憲法改正とは何だろうか 高見 勝利 岩波書店 2017 323 

憲法と政治 青井未帆 岩波新書 2016 323 

憲法って、どこにあるの？ 谷口 真由美 集英社 2016 323 

メディアに操作される憲法改正国民投票 本間龍  岩波書店 2017 323 

日本の無戸籍者 井戸まさえ  岩波書店 2017 324 

親権と子ども 榊原富士子/池田清貴  岩波書店 2017 324 

裁判の非情と人情 原田 國男 岩波書店 2017 327 

密着 最高裁のしごと 川名 荘士 岩波新書 2016 327 

ガルブレイス―アメリカ資本主義との格闘 伊東光晴 岩波新書 2016 331 

マルクス資本論の哲学 熊野純彦 岩波書店 2018 331 

経済学のすすめ 左和 隆光 岩波新書 2016 331 

ミクロ経済学入門の入門 坂井豊貴 岩波書店 2017 331 

私、日本に住んでいます スベンドリニ・カクチ  岩波書店 2017 334 

世界がわかる資源データブック 安倍 直文 第三文明社 2016 334 

独占禁止法 村上 政博 岩波新書 2017 335 

私をリーダーに導いた２５０冊 朝日出版社版 朝日新聞社 2016 335 

「ネジザウルス」の逆襲 高崎 充弘 日本実業出版社 2015 336 

「デザイン思考」でゼロから１をつくり出す 中野 明 学研 2015 336 

会計学の誕生 - 複式簿記が変えた世界 渡邉泉  岩波書店 2017 336 

ユーロ危機とギリシャ反乱 田中素香 岩波新書 2016 338 

生命保険とのつき合い方 出口治明 岩波新書 2015 339 

財政から読みとく日本社会―君たちの未来

のために 

井手 英策 岩波書店 2017 342 

世界の富を再分配する３０の方法 グロー

バル・タックスが世界を変える 

上村 雄彦 合同出版 2016 345 

データーでみる県勢 矢野恒太記念館 矢野恒太記念館 2015 351 

モラルの起源―実験社会科学からの問い 亀田 達也 岩波書店 2017 361 

マンガでわかる人間関係の心理学 渋谷 昌三 池田書店 2015 361 

原発プロパガンダ 本間 龍 岩波新書 2016 361 

共生保障の戦略 宮本 太郎 岩波新書 2017 364 

ちょっと気になる社会保障 権丈善一 勁草書房 2016 364 

１８歳からの社会保障読本 小塩 隆士 ミネルヴァ書房 2015 364 

新しい幸福論 橘木俊詔 岩波新書 2016 365 

町を住みこなす―超高齢社会の居場所づくり 大月 敏雄【著】  岩波書店 2017 365 

お買い物で世界を変える 日本弁護士連合会消費

者問題対策委員会 

岩波書店 2016 365 

ブラックバイト 学生が危ない 今野 晴貴 岩波新書 2016 366 

雇用身分社会 森岡孝二 岩波新書 2015 366 

夢のお仕事さがし大図鑑 〈１〉 - 名作マ

ンガで「すき！」を見つける 飲食とサービ

スの仕事 

夢のお仕事さがし大図

鑑編集委員会 

 日本図書センター 2016 366 



夢のお仕事さがし大図鑑 〈２〉 - 名作マ

ンガで「すき！」を見つける いのちと教育

にかかわる仕事 

夢のお仕事さがし大図

鑑編集委員会 

 日本図書センター 2016 366 

夢のお仕事さがし大図鑑 〈３〉 - 名作マ

ンガで「すき！」を見つける くらしと安全

を守る仕事 

夢のお仕事さがし大図

鑑編集委員会 

 日本図書センター 2016 366 

夢のお仕事さがし大図鑑 〈４〉 - 名作マ

ンガで「すき！」を見つける マスコミとア

ートの仕事 

夢のお仕事さがし大図

鑑編集委員会 

 日本図書センター 2016 366 

夢のお仕事さがし大図鑑 〈５〉 - 名作マ

ンガで「すき！」を見つける 芸能とスポー

ツの仕事 

夢のお仕事さがし大図

鑑編集委員会 

 日本図書センター 2016 366 

女も男も生きやすい国、スウェーデン 三瓶 恵子 岩波書店 2017 367 

女性活躍後進国ニッポン 山田昌弘 岩波書店 2015 367 

シルバー・デモクラシー―戦後世代の覚悟

と責任 

寺島 実郎 岩波書店 2017 367 

恋の相手は女の子 室井舞花 岩波ジュニア新書 216 367 

男性の非暴力宣言 多賀太 岩波書店 2015 367 

レンアイ、基本のキ 打越さく良 岩波ジュニア新書 2015 367 

同性婚 だれもが自由に結婚する権利 同性婚人権救済弁護団

【編】 

 明石書店 2016 367 

ルポ貧困女子 飯島裕子 岩波新書 2016 367 

自死は、向き合える - 遺族を支える、社会

で防ぐ 

杉山春  岩波書店 2017 368 

ドキュメント東日本大震災 Ｊ・レスキュー イカロス出版 2011 369 

綾瀬はるか「戦争」を聞くⅡ TBS テ レ ビ

『NEWS23』取材班編 

岩波新書ジュニア新書 2016 369 

３．１１を心に刻んで２０１６ 岩波書店編集部 岩波書店 2016 369 

国境なき医師団〈１〉～〈６〉 国境なき医師団日本

【監修】/早乙女 勝元/

山本 耕二【編】/梅津 

ちお【文】 

 大月書店 2005 369 

ルポ 難民追跡 坂口 裕彦 岩波書店 2016 369 

アクセシブルデザインの発想 星川安之 岩波書店 2015 369 

３．１１を心に刻んで ２０１７ 池田 浩士 河北新報社 2017 369 

ユニバーサルデザインとバリアフリーの図

鑑 

徳田克己 ポプラ社 2013 369 

保育園は誰のもの―子どもの権利から考え

る 

普光院 亜紀 岩波書店 2018 369 

子ども食堂をつくろう！―人がつながる地

域の居場所づくり 

豊島子どもＷＡＫＵＷ

ＡＫＵネットワーク

【編著】 

 明石書店 2016 369 



2020 年の大学入試問題 石川一郎 講談社現代新書 2016 370 

異才、発見！ - 枠を飛び出す子どもたち 伊藤史織 岩波書店 2017 371 

新しい学力 齋藤 孝 岩波新書 2016 372 

保健室の恋いバナ＋α 金子 由美子 岩波ジュニア新書 216 374 

テストの花道流夢が叶う人の勉強術（他全

５巻） 

ＮＨＫテストの花道制

作チーム 

河出書房 2014 375 

人生の答えは家庭科に聞け！ 堀内 かおる 岩波ジュニア新書 2016 375 

保育士の一日 ＷＩＬＬ こども知育

研究所 

保育社 2016 376 

お菓子なカードをつくりましょう！―造形

とびきりセレクション 

黒須 和清【著】  鈴木出版 2007 376 

かんたん人形劇―雑貨屋劇場がやってきた 黒須 和清【著】  鈴木出版 2005 376 

パブリック・スクール 新井 潤美 新潮新書 2016 376 

最後の秘境 東京藝大 二宮敦人 新潮社 2016 377 

ゆめのはいたつにん 教来石 小織 センジュ社 2016 379 

「主権者教育」を問う 新藤 宗幸 岩波ブックレット 2016 379 

いま、君たちに一番伝えたいこと 池上 彰 日本経済新聞出版社 2015 379 

家庭教育は誰のもの？ - 家庭教育支援法

はなぜ問題か 

木村涼子 岩波書店 2017 379 

砂糖の歴史 アルドルー・F・スミス 原書房 2016 383 

ラーメンの語られざる歴史 ジョージ・ソルト 国書刊行会 2015 383 

サンドイッチの歴史 ビー・ウィルソン 原書房 215 383 

ドーナツの歴史物語 ヘザー・デランシー・

ハンウィック 

原書房 2015 383 

江戸っ子が好んだ日々の和食 中江克己 第三文明社 2016 383 

世界に通じるマナーとコミュニケーション 

- つながる心、英語は翼 

横手尚子/横山カズ  岩波書店 2017 385 

ひとり死 時代のお葬式とお墓 小谷 みどり【著】  岩波書店 2017 385 

だれが墓を守るのか 小谷みどり 岩波書店 2015 385 

兵器と大学 なぜ軍事研究をしてはならな

いか 

池内 了 小寺隆幸 岩波ブックレット 2016 390 

図説 世界史を変えた 50 の戦略 ダニエル・スミス 小

林 朋則 

原書房 2016 391 

自衛官になる本 古澤誠一郎 イカロス出版 2015 392 

在日米軍 - 変貌する日米安保体制 梅林宏道  岩波書店 2017 392 

沖縄の基地の間違ったうわさ - 検証３４

個の疑問 

佐藤学/屋良朝博  岩波書店 2017 395 

16 歳からの「孫子」 饗庭 悟 彩流社 2014 399 

 

 

 



 

4 自然科学  
書名 著 者 名 出版所 出版年 分類 

ノーベル賞でつかむ現代科学 小川慶太 岩波ジュニア新書 2016 401 

研究するって面白い！ 伊藤 由佳理 岩波ジュニア新書 2016 402 

文明は“見えない世界”がつくる 松井 孝典 岩波書店 2017 402 

科学者と戦争 池内 了 岩波新書 2016 402 

理科年表〈平成３０年 第９１冊〉 国立天文台 丸善出版 2017 403 

ウソのような現実の大図鑑 増田まもる 東京書籍 2016 403 

科学者と軍事研究 池内了 岩波書店 2017 404 

おいしい数学 ジム・ヘンリー 岩波書店 2016 410 

数学―新たな数と理論の発見史 ジャクソン，トム【編】

〈Ｊａｃｋｓｏｎ，Ｔ

ｏｍ〉/冨永 星【訳】 

 丸善出版 2014 410 

ビジュアル数学全史―人類誕生前から多次

元宇宙まで 

ピックオーバー，クリ

フォード【著】〈Ｐｉｃ

ｋｏｖｅｒ，Ｃｌｉｆ

ｆｏｒｄ Ａ．〉/根上 

生也/水原 文【訳】 

 岩波書店 2017 410 

高校数学の美しい物語 マスオ ＳＢ Creative 2016 410 

微分方程式―物理的発想の解析学 中西 襄【著】  丸善出版 2016 413 

多面体百科 宮崎 興二【著】  丸善出版 2016 414 

歴史を変えた１００の大発見 物理―探究

と創造の歴史 

ジャクソン，トム【著】

〈Ｊａｃｋｓｏｎ，Ｔ

ｏｍ〉/新田 英雄【監

訳】/フォグリ，ヴォル

フガング〈Ｖｏｅｇｅ

ｌｉ，Ｗｏｌｆｇａｎ

ｇ〉/フォグリ  未央

【訳】 

 丸善出版 2017 420 

物理を教える―物理教育研究と実践に基づ

いたアプローチ 

ナイト，Ｒ．Ｄ．【著】

〈Ｋｎｉｇｈｔ，Ｒａ

ｎｄａｌｌ Ｄ．〉/並

木 雅俊【監訳】 

 丸善出版 2017 420 

物理チャレンジ独習ガイド―力学・電磁気

学・現代物理学の基礎力を養う９４題 

物理オリンピック日本

委員会【編】/杉山 忠

男【著】 

 丸善出版 2016 420 

「物理・化学」の法則・原理・公式がまと

めてわかる事典 

涌井 貞美 ベレ出版 2015 420 

高校数学でわかる光とレンズ 竹内 淳 講談社 2016 425 



世界で１番美しい分子図鑑 セオドア・グレイ 創元社 2015 428 

歴史を変えた１００の大発見 元素―周期

表にまつわる５万年の物語 

ジャクソン，トム【著】

〈Ｊａｃｋｓｏｎ，Ｔ

ｏｍ〉/大森 充香【訳】 

 丸善出版 2015 431 

ハッブル 宇宙を広げた男 家 正則 岩波ジュニア新書 2016 440 

系外惑星と太陽系 井田 茂 岩波書店 2017 445 

地球温暖化は解決できるのか パリ協定か

ら未来へ！ 

小西雅子 岩波ジュニア新書 2016 451 

クマゼミから温暖化を考える 沼田英治 岩波ジュニア新書 2016 451 

深海をゆく 保田明恵 イカロス出版 2014 452 

南海トラフ地震 山岡耕春 岩波新書 2016 453 

首都直下地震 平田直 岩波新書 2016 453 

鳥類学者無謀にも恐竜を語る 川上 和人 技術評論社 2013 457 

岩石薄片図鑑 青木 正博 誠文新光社 2017 458 

生命デザイン学入門 小川（西秋）葉子・太

田邦史編著 

岩波新書ジュニア新書 2016 461 

ビジュアルでわかる細胞の世界 チャロナー，ジャック 東京書籍 2016 463 

細胞の中の分子生物学 森 和俊 講談社 2016 464 

よくわかる微生物学の基本としくみ 高麗 寛紀 秀和システム 2013 465 

ゲノム編集を問う - 作物からヒトまで 石井哲也  岩波書店 2017 467 

水の未来 ―グローバルリスクと日本 沖 大幹 岩波新書 2016 468 

難読誤読植物名 大高利夫 日外アソシエーツ 2015 470 

ときめく花図鑑 中村 文【文】/水野 克

比古【写真】/多田 多

恵子【監修】 

 山と渓谷社 2017 470 

植物はそこまで知っている ダニエル・チヤモヴィ

ッツ 

河出書房新社 2013 471 

日本のアジサイ図鑑 川原田 邦彦 柏書房 2010 479 

世界で一番美しい海のいきもの図鑑 吉野 雄輔 創元社 2015 481 

鳴く虫ハンドブック 奥山 風太郎 文一総合出版 2016 486 

マンボウのひみつ 澤井悦郎  岩波書店 2017 487 

カラスの教科書 松原 始 雷鳥社 213 488 

カラスの補習授業 松原 始 雷鳥社 2015 488 

難読誤読鳥の名前 大高利夫 日外アソシエーツ 2015 488 

霊長類 - 消えゆく森の番人 井田徹治 岩波書店 2017 489 

健康長寿のための医学 井村裕夫 岩波新書 2016 490 

「音」と身体のふしぎな関係 セス・S・ホロウィッツ 柏書房 2015 491 

すべての疲労は脳が原因 梶本修身 集英社新書 2016 491 

上手な脳の使いかた 岩田 誠 岩波ジュニア新書 2016 491 

寿命はなぜ決まっているのか 小林武彦 岩波新書 2016 491 

考えよう！骨と筋肉 竹内 修二【監修】  教育画劇 2007 491 



考えよう！消化と呼吸 竹内 修二【監修】  教育画劇 2007 491 

考えよう！神経・感覚と心 竹内 修二【監修】  教育画劇 2007 491 

考えよう！性・成長とホルモン 竹内 修二【監修】  教育画劇 2007 491 

考えよう！血液と免疫 竹内 修二【著】  教育画劇 2007 491 

抗生物質と人間 - マイクロバイオームの

危機 

山本太郎（国際保健学）  岩波書店 2017 492 

ルポ 看護の質― 患者の命は守られるか 小林美希 岩波新書 2016 492 

スタンフォードのストレスを力に変える教

科書 

ケリー・マクゴニガル 大和書房 2015 493 

スタンフォードの自分を変える教室 ケリー・マクゴニガル 大和書房 2014 493 

Ｂ型肝炎なぜここまで拡がったのか 奥泉尚洋 久野華代 岩波書店 2015 493 

気になるあの病気から自分を守る！感染症

キャラクター図鑑 

岡田 晴恵【監修】/い

とう みつる【イラス

ト】 

 日本図書センター 2016 493 

脳を守ろう - 脳梗塞・認知症を予防するた

めに 

岩田誠  岩波書店 2017 493 

発達障害 ヘンな子と言われつづけて―い

じめられてきた私のサバイバルな日々 

高橋 今日子【著】  明石書店 2012 493 

３．１１後の子どもと健康 - 保健室と地域

に何ができるか 

大谷尚子/白石草  岩波書店 2017 493 

犬が来る病院―命に向き合う子どもたちが

教えてくれたこと 

大塚 敦子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 493 

足のお悩み完全解決バイブル 高倉 義典 誠文新光社 2016 494 

目で見る栄養 食べ物が作るわたしたちの

体 

ドーリング・キンダー

スリー 

さえら書房 2016 498 

食育基本シリーズ１～５ 知る 選ぶ 作

る 食べる 考える 

服部栄養料理研究会

【監修】/こどもくらぶ

【編】 

 フレーベル館 2009 498 

世界史を変えた薬 佐藤健太郎 講談社現代新書 2015 499 

 

 

 

 

 



5 技術  
書名 著 者 名 出版所 出版年 分類 

「水素社会」はなぜ問題か 小澤祥司 岩波書店 2015 501 

技術の街道をゆく 畑村洋太郎 岩波書店 2018 502 

たのしいおもちゃ屋さん―伝承おもちゃリ

ニューアル大作戦 

黒須 和清【著】  鈴木出版 2010 507 

壁画テーマパーク１２か月 黒須 和清【著】  鈴木出版 2004 507 

「広告チラシ」でつくる―バスケット＆おし

ゃれ小物 

寺西 恵里子【著】 ＰＨＰ研究所 2002 507 

NASAより宇宙に近い町工場 植松努 ディスカヴァー携書 2016 509 

地下をゆく 石丸かずみ/ 大口ナオ

ト/ 野田リエ/ 深笛善

也/ 保田明恵 

イカロス出版 2015 510 

人びとの自然再生―歩く、見る、聞く 宮内 泰介 岩波書店 2017 519 

水俣病を知っていますか 高峰 武 岩波ブックレット 2016 519 

ディーゼル車に未来はあるか 杉本裕明 嵯峨井勝 岩波ブックレット 2016 519 

「環境を守る」とはどういうことか 環境思

想入門 

尾関周二 環境思想・教

育研究会 

岩波ブックレット 2016 519 

図面でひもとく名建築 五十嵐 太郎/菊地 尊也

/東北大学五十嵐太郎研

究室【編著】 

 丸善出版 2016 520 

丹下健三 戦後日本の構想者 豊川斎赫 岩波新書 2016 520 

世界の航空機大図鑑 フィリップ・ホワイトマン 河出書房新社 2015 538 

宇宙画の１５０年史 ロン・ミラー 河出書房新社 2015 538 

航空管制官になる本 阿施光南 徳光康 イカロス出版 2014 538 

原子力規制委員会 - 独立・中立という幻想 新藤宗幸 岩波書店 2017 539 

電力自由化で何が変わるか 小澤 祥司 岩波ブックレット 2016 540 

海上保安官になる本 貝方士英樹 イカロス出版 2015 557 

老舗の流儀 黒川 光博 斎藤 峰明 新潮社 2016 583 

最高に楽しい文房具の歴史雑学 ジェームズ・ウォード エクスナレッジ 2015 589 

製靴書―ビスポーク・シューメイキング オ

ーダーからその製作技術と哲学まで 

山口 千尋 誠文堂新光社 2016 589 

わたしにもできる手づくりブーケ―アーテ

ィフィシャル・プリザーブド・ドライフラワ

ーでつくる 

相澤 紀子 六耀社 2014 594 

ゆる自炊ＢＯＯＫ - ビギナーさんいらっしゃい！ オレンジページ オレンジページ 2016 596 

ロシアの保存食 荻野恭子 WAVE 出版 216 596 

魚だしでかんたん麺料理 宮沢うらら 汐文社 216 596 

合わせだしで世界のごちそう 宮沢うらら 汐文社 216 596 



昆布だしで定番和食 宮沢うらら 汐文社 2015 596 

野菜だしでいろいろスープ 宮沢うらら 汐文社 2016 596 

男子ごはんの本〈その７〉 国分 太一/栗原 心平 ＭＣＯ 2015 596 

作りおきの基本 主婦の友社 株式会社主婦の友社 2016 596 

ササッと１５分！ひとりごはん 重信 初江【著】  講談社 2015 596 

これであなたもひとりごはんのベテラン 川津 幸子【著】  マガジンハウス 2014 596 

定番おかず おいしい基本 辻調理師専門学校 学研プラス 2016 596 

とにかくかんたん ゆるーっとはじめる１

０分自炊 

島本 美由紀【著】  東京書店 2017 596 

メンチカツの丸かじり 東海林さだお 朝日新聞出版 2015 596 

水切りヨーグルトレシピ 牧野 直子 講談社 2012 596 

 

6 産業  

書名 著 者 名 出版所 出版年 分類 

農学が世界を救う！ - 食料・生命・環境をめぐ

る科学の挑戦 

生源寺眞一/太田寛行  岩波書店 2017 610 

田園回帰がひらく未来 小田切徳美 広井良典 

大江正明 藤井浩 

岩波ブックレット 2016 611 

食べもの市場・食料問題大事典〈３〉日本の食料

問題 

大江 正章【監修】  教育画劇 2013 611 

食べもの市場・食料問題大事典〈２〉市場にくる

食の生産現場 

藤原 俊六郎【監修】  教育画劇 2013 611 

食べもの市場・食料問題大事典〈１巻〉市場から

みえる食の流通・販売 

藤島 廣二【監修】  教育画劇 2013 611 

鳥獣害 祖田 修 岩波新書 2016 615 

こんなフラワーアレンジ作ってみたい！７０の

花レシピ―イラストと写真でラクラク学べる花

あしらいの基礎とコツ 

『花時間』編集部【編】  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015 627 

３ステップ上達法 はじめての花の活け方―い

けばなとフラワーアレンジメントのプロから愛

される花屋に学ぶ 

永塚 慎一【著】  誠文堂新光社 2017 627 

美しき日本の花のおもてなし―花生活、はじめま

す 

今野 政代 六耀社 2015 627 

初花レッスン―花生活、はじめます アーティフ

ィシャルからはじめるフラワーアレンジ 

坪内 裕子 六耀社 2016 627 

世界で一番美しい猫の図鑑 タムシン・ピッケラル エクスナレッジ 2014 645 

葬送の仕事師たち 井上理津子 新潮社 2015 673 

ルポどうなる？どうする？築地市場 - みんなの 永尾俊彦  岩波書店 2017 675 



市場をつくる 

レスキュー隊のための交通救助テクニック 関根 和弘 イカロス出版 211 681 

空港をゆく２ 阿施光南 イカロス出版 2015 687 

キャスターという仕事 国谷 裕子 岩波書店 2017 699 

スポーツアナウンサー 山本浩 岩波新書 2015 699 

 

7 芸術 
書名 著 者 名 出版所 出版年 分類 

art 世界の美術 アンドリュー・グレアム＝

ディクソン 樺山 紘一 

河出書房新社 2008 702 

レオナルド・ダ・ヴィンチの秘密―天才

の挫折と輝き 

ドラッツィオ，コスタンテ

ィーノ 

河出書房新社 2016 702 

西洋美術の歴史 〈８〉 ２０世紀 越境

する現代美術 

井口壽乃/田中正之  中央公論新社 2017 702 

西洋美術の歴史２ 加藤 磨珠枝 中央公論新社 2016 702 

イタリア・ルネサンス美術史 松浦弘明 河出書房 2015 702 

意匠の天才 小村雪岱 原田  治/平田  雅樹/山下 

裕二 

新潮社 2016 721 

フィンセント・ファン・ゴッホ―失われ

たアルルのスケッチブック 

ウェルシュ＝オフチャロ

フ，ボゴミラ【著】 

 河出書房新社 2017 723 

《原爆の図》のある美術館 - 丸木位里、

丸木俊の世界を伝える 

岡村幸宣 岩波書店 2017 723 

デッサンからはじめる透明水彩 静物 高根沢 晋也【著】  誠文堂新光社 2010 724 

７日でうまくなる油絵初級レッスン―

１２色でここまでできる（静物画・風景

画） 

小屋 哲雄【著】  誠文堂新光社 2012 724 

日本画 花を描く―写生／下図づくり

／地塗り／転写／骨描き／隈取り／彩

色 花それぞれの特徴の捉え方・構図か

ら、各種の技法を徹底解説 

菅田 友子【著】  誠文堂新光社 2015 724 

日本画の描き方 菅田 友子【著】  誠文堂新光社 2012 724 

３Ｄアートの描き方―描いた絵がみる

みる浮かび上がる 

おまけたらふく舎【著】  誠文堂新光社 2014 725 

パーフェクトマスター デッサン風景 ミツル・カメリアーノ【著】  誠文堂新光社 2008 725 

どうすれば上達するかがよくわかる！

人物デッサン 

国政 一真【著】  誠文堂新光社 2016 725 

パーフェクトマスターデッサン人物ポ

ーズ編 

国政 一真【著】 誠文堂新光社 2010 725 

静物デッサン―どうすれば上達するか

がよくわかる！ 

国政 一真【著】  誠文堂新光社 2015 725 



動物ポーズ集―１５０種の動物の形・動

きがわかる １５００以上のポーズを

収録 

前田 和子【著】  誠文堂新光社 2013 725 

手軽でたのしいふわかわパステル画―

バランス・立体感・色彩３つのカギです

ぐ上手くなる 

中村 友美【著】  誠文堂新光社 2016 725 

漫画の描き方―超初級編 坂本 祥世【著】 誠文堂新光社 2012 726 

すぐ上手くなるイラストの描き方 小山 賢一【編著】  誠文堂新光社 2008 726 

世界の音楽大図鑑 ロバート・ジーグラー 河出書房新社 2014 760 

緊張をとる 伊藤 丈恭 芸術新聞社 2015 771 

映画評大全 共同通信文化部 三省堂 2016 778 

リーガルハイ 公式Ｂｏｏｋ 古美門研介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013 779 

つくろう！食べよう！勝負ごはん〈１〉

からだをつくるごはんとおやつ 

新生 暁子【監修】  日本図書センター 2015 780 

つくろう！食べよう！勝負ごはん〈２〉

ちからをつけるごはんとおやつ 

新生 暁子【監修】  日本図書センター 2016 780 

つくろう！食べよう！勝負ごはん〈３〉

げんきになるごはんとおやつ 

新生 暁子【監修】  日本図書センター 2016 780 

日本プロ野球８０年史 ベースボール・マガジン社 ベースボール・マガ

ジン社 

2014 783 

敗北を力に！ - 甲子園の敗者たち 元永知宏  岩波書店 2017 783 

1935 年のサムライ野球団 佐山和夫 角川書店 2015 783 

高校野球 100年史 森岡 浩 東京堂出版 2015 783 

サッカー日本代表が世界一になるため

の５つの条件 

西部謙司 河出書房 2015 783 

新井貴浩物語―がむしゃらに前へ 中野 慶 南々社 2016 783 

いまどきの子のやる気に火をつけるメ

ンタルトレーニング 

飯山 晄朗 秀和システム 2015 783 

今すぐ身につけたいサバイバルテクニ

ック―遭難・災害…キミは生き残ること

ができるか？ 

かざま  りんぺい/えびな 

みつる【著】 

誠文堂新光社 2011 786 

茶の湯物語―戦国数寄者伝 高山 宗東/山野 肆朗【著】  平凡社 2016 791 

棋士とＡＩ - アルファ碁から始まった

未来 

王銘〓 岩波書店 2018 795 

 

 

 

 

 

 



8 言語  
書名 著 者 名 出版所 出版年 分類 

世界の文字事典 庄司博史  丸善出版 2015 801 

通訳になりたい！ゼロからめざせる１０

の道 

松下 佳世 岩波ジュニア新書 2016 801 

通訳の仕事 通訳翻訳ジャーナル編集部 イカロス出版 2010 801 

やさしい日本語― 多文化共生社会へ 庵 功雄 岩波新書 2016 810 

勘違い慣用表現の辞典 西谷裕子 東京堂出版 2016 810 

漢字の使い分けときあかし辞典 円満字 二郎 研究社 2016 813 

芥川龍之介に学ぶ文章の基本 高橋 フミアキ 第三文明社 2015 816 

文章添削の教科書 渡辺 知明 芸術新聞社 2015 816 

大学への文章学 コミュニケーション手

段としてのレポート・小論文 

渡辺 哲司 学術出版会 2013 816 

方言萌え！？―ヴァーチャル方言を読み

解く 

田中 ゆかり 岩波書店 2016 818 

サイのものがたり 白川  静【著】/金子  都美絵

【編・画】 

 平凡社 2016 821 

英語に好かれるとっておきの方法 横山カズ 岩波ジュニア新書 2016 830 

英語好きな子に育つたのしいお話３６５

―遊んでみよう、聞いてみよう、話してみ

よう体験型読み聞かせブック 

小学生のための英語教育研究

グループ【著】/子供の科学【特

別編集】 

 誠文堂新光社 2016 830 

国際情勢に強くなる英語キーワード 明石 和康 岩波ジュニア新書 2016 837 

６０歳からの外国語修行 - メキシコに学

ぶ 

青山南  岩波書店 2017 860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 文学  
書名 著 者 名 出版所 出版年 分類 

だれでも書けるコメディシナリオ教室 丸山 智子 芸術新聞社 2011 901 

北村薫と有栖川有栖の名作ミステリーきっ

かけ大図鑑―ヒーロー＆ヒロインと謎を追

う！〈第１巻〉集まれ！世界の名探偵 

北村 薫/有栖川 有栖

【監修】 

 日本図書センター 2016 902 

北村薫と有栖川有栖の名作ミステリーきっ

かけ大図鑑―ヒーロー＆ヒロインと謎を追

う！〈第２巻〉凍りつく！怪奇と恐怖 

北村 薫/有栖川 有栖

【監修】 

 日本図書センター 2016 902 

北村薫と有栖川有栖の名作ミステリーきっ

かけ大図鑑―ヒーロー＆ヒロインと謎を追

う！〈第３巻〉みごとに解決！謎と推理 

北村 薫/有栖川 有栖

【監修】 

 日本図書センター 2016 902 

名著の読書術 樋口裕一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015 904 

大人になるまでに読みたい１５歳の詩〈１〉

愛する 

青木 健【編・エッセ

イ】 

 ゆまに書房 2013 908 

大人になるまでに読みたい１５歳の詩〈３〉

なやむ 

蜂飼 耳【編】  ゆまに書房 2013 908 

大人になるまでに読みたい１５歳の詩〈２〉

いきる 

和合 亮一【編・エッ

セイ】 

 ゆまに書房 2013 908 

マンガでわかる日本文学 あんの秀子 池田書店 2015 910 

漱石漫談 いとう せいこう/奥

泉 光【著】 

 河出書房新社 2017 910 

私をつくる 安藤宏 岩波新書 2015 910 

村上春樹は、むずかしい 加藤典洋 岩波新書 2015 910 

リメイクの日本文学史 今野 真二 平凡社 2016 910 

ニッポンの文学 佐々木 敦 講談社 2016 910 

漱石先生の手紙が教えてくれたこと 小山慶太  岩波書店 2017 910 

夏目漱石と西田幾多郎 - 共鳴する明治の精

神 

小林敏明  岩波書店 2017 910 

漱石のこころ 赤木昭夫 岩波書店 2016 910 

巨匠の眼 川端  康成と東山 

魁夷 

求龍堂 2014 910 

川端康成と東山魁夷―響きあう美の世界 川端 香男里/東山 す

み 

求龍堂 2006 910 

一茶の相続争い - 北国街道柏原宿訴訟始末 高橋敏（歴史学）  岩波書店 2017 911 

北原白秋―言葉の魔術師 今野 真二 岩波書店 2017 911 

中原中也 - 沈黙の音楽 佐々木幹郎  岩波書店 2017 911 

短歌は最強アイテム - 高校生活の悩みに効

きます 

千葉聡  岩波書店 2017 911 

サラダ記念日―俵万智歌集 （新装版） 俵 万智 河出書房新社 2016 911 



海と山のピアノ いしい しんじ 新潮社 2016 913 

車夫 いとうみく 小峰書店 2016 913 

５分後に涙のラスト エブリスタ【編】  河出書房新社 2017 913 

活版印刷 三日月堂 ほしお さなえ ポプラ文庫 2016 913 

キャプテンサンダーボルト 阿部 和重・伊坂 幸

太郎 

文藝春秋 2014 913 

はるか遠く、彼方の君へ 安澄加奈 ポプラ社 2014 913 

サブマリン 伊坂 幸太郎 講談社 2016 913 

江戸を造った男 伊東 潤 朝日新聞出版 2016 913 

歌姫メイの秘密 伊藤 たかみ 講談社 2016 913 

LIVE! LOVE! SING! 生きて愛して歌うこと 一色伸幸 河出書房新社 215 913 

コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田 圭介 講談社 2016 913 

スクラップ・アンド・ビルド 羽田 圭介 文藝春秋 2015 913 

キッチン・ブルー 遠藤 彩見 新潮社 2016 913 

狙撃手のオリンピック 遠藤武文 光文社 2016 913 

臆病な僕でも勇者になれた七つの教え 旺李志ずか サンマーク出版 2015 913 

一二人の死にたい子どもたち 沖方 丁  文藝春秋 2016 913 

海の見える理髪店 荻原 浩 集英社 2016 913 

ストロベリーライフ 荻原浩 毎日新聞出版 2016 913 

蜜蜂と遠雷 恩田 陸 幻冬舎 2017 913 

消滅 恩田陸 中央公論新社 2015 913 

チーム・バチスタの栄光 海堂 尊 宝島社 2015 913 

室町無頼 垣根 涼介 新潮社 2016 913 

きみが見つける物語―十代のための新名作 

スクール編 

角川文庫編集部 角川書店 2008 913 

坂の途中の家 角田 光代 朝日新聞出版 216 913 

「手紙屋」 喜多川 泰 株式会社ディスカ

ヴァー・トゥエンテ

ィワン 

2016 913 

スタートライン 喜多川 泰 朝日メディアイン

ターナショナル 

2012 913 

君と会えたから…… 喜多川 泰 株式会社ディスカ

ヴァー・トゥエンテ

ィワン 

2016 913 

賢者の書 喜多川 泰 株式会社ディスカ

ヴァー・トゥエンテ

ィワン 

2016 913 

秘密結社 Ladybirdと僕の６日間 喜多川 泰 サンマーク出版 2017 913 

「また、必ず会おう」と誰もが言った。―偶

然出会った、たくさんの必然 

喜多川 泰【著】  サンマーク出版 2010 913 

「福」に憑かれた男 喜多川 泰【著】  サンマーク出版 2015 913 



株式会社 タイムカプセル社 喜多川 泰【著】 ディスカヴァー・ト

ゥエンティワン 

2015 913 

上京物語―僕の人生を変えた、父の五つの教え 喜多川 泰【著】 ディスカヴァー・ト

ゥエンティワン 

2016 913 

海を撃つ 吉村龍一 ポプラ社 2016 913 

静かな雨 宮下 奈都 文藝春秋 2016 913 

羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋 216 913 

銀河鉄道の夜 宮沢賢治 集英社文庫 2013 913 

泣き童子 宮部 みゆき KADOKAWA 2016 913 

三鬼 三島屋変調百物語 宮部 みゆき 日本経済新聞出版

社 

2016 913 

天平の女帝孝謙称徳 玉岡 かおる 新潮社 2016 913 

表参道高校合唱部 桑畑 絹子 学研 2016 913 

ロマンシエ 原田マハ 小学館 2015 913 

フラダン 古内 一絵 小峰書店 2016 913 

幽霊塔 江戸川 乱歩 岩波書店 2015 913 

桜大の不思議の森 香月日輪  徳間書店 2012 913 

動物記 高橋源一郎 河出書房新社 2015 913 

アクティブメジャーズ 今野敏 文春文庫 2016 913 

炎魔 左能 典代 平凡社 2016 913 

朝が来るまでそばにいる 彩瀬 まる 新潮社 2016 913 

少女には向かない職業 桜庭 一樹【著】  東京創元社 2007 913 

憂国者たち 三輪太郎 講談社 2015 913 

しんせかい 山下 澄人 新潮社 2017 913 

美しい距離 山崎ナオコーラ 文藝春秋 2016 913 

カズサビーチ 山本 一力 新潮社 2016 913 

小松とうさちゃん 糸山秋子 河出書房新社 2016 913 

ビオレタ 寺地はるな ポプラ社 2015 913 

まれ 上･下 篠崎絵里子 ＮＨＫ出版 2015 913 

さまよえる古道具屋の物語 柴田 よしき 新潮社 2016 913 

源氏姉妹 酒井 順子 新潮社 2017 913 

また、同じ夢を見ていた 住野 よる 双葉社 2016 913 

よるのばけもの 住野 よる 双葉社 2016 913 

君の膵臓をたべたい 住野 よる 双葉社 2016 913 

まゆみのマーチ―自選短編集・女子編 重松 清 新潮社 2011 913 

ビタミンＦ 重松清 新潮社 2003 913 

まゆみのマーチ 重松清 新潮社 2011 913 

九年前の祈り 小野正嗣 講談社 2015 913 

ロング ロング ホリディ 小路 幸也 ＰＨＰ研究所 216 913 

闇の守り人 上橋 菜穂子 新潮社 2007 913 

炎路を行く者 上橋 菜穂子 新潮社 2017 913 



鹿の王 下 還って行く者 上橋 菜穂子 角川書店 2014 913 

鹿の王 上 生き残った者 上橋 菜穂子 角川書店 2014 913 

鹿の王〈下〉還って行く者 上橋 菜穂子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 913 

鹿の王〈上〉生き残った者 上橋 菜穂子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 913 

神の守り人 上･下 上橋 菜穂子 新潮社 2009 913 

精霊の守り人 上橋 菜穂子 新潮社 2007 913 

天と地の守り人 第一～三部 上橋 菜穂子 新潮社 2011 913 

夢の守り人 上橋 菜穂子 新潮社 2008 913 

流れ行く者 上橋 菜穂子 新潮社 2013 913 

みかづき 森 絵都 集英社 2017 913 

夜行 森見 登美彦 小学館 2017 913 

戦場のコックたち 深緑野分 東京創元社 2015 913 

わかれ 瀬戸内 寂聴 新潮社 2015 913 

卵の緒 瀬尾 まいこ 新潮社 2002 913 

アシモフの雑学コレクション 星 新一 新潮文庫 2012 913 

ありふれた手法 星 新一 新潮文庫 1990 913 

エヌ氏の遊園地 星 新一 新潮文庫 2013 913 

おかしな先祖 星 新一 角川文庫 2011 913 

おせっかいな神々 星 新一 新潮文庫 2002 913 

おのぞみの結末 星 新一 新潮文庫 1993 913 

おみそれ社会 星 新一 新潮文庫 1985 913 

かぼちゃの馬車 星 新一 新潮文庫 2012 913 

きまぐれロボット 他 星 新一 角川文庫 2015 913 

きまぐれ指数 星 新一 新潮文庫 2014 913 

きまぐれ星のメモ 星 新一 角川文庫 2014 913 

きまぐれ博物誌 星 新一 角川文庫 2012 913 

ごとごた気流 星 新一 角川文庫 2011 913 

これからの出来事 星 新一 新潮文庫 1993 913 

ご依頼の件 星 新一 新潮文庫 1986 913 

さまざまな迷路 星 新一 新潮文庫 2012 913 

たくさんのタブー 星 新一 新潮文庫 1986 913 

だれかさんの悪夢 星 新一 新潮文庫 2002 913 

ちぐはぐな部品 星 新一 角川文庫 2015 913 

つぎはぎプラネット 星 新一 新潮文庫 2013 913 

つねならぬ話 星 新一 新潮文庫 1994 913 

できそこない博物館 星 新一 新潮文庫 2013 913 

どこかの事件 星 新一 新潮文庫 2015 913 

どんぐり民話館 星 新一 新潮文庫 1992 913 

なりそこない王子 星 新一 新潮文庫 2013 913 

にぎやかな部屋 星 新一 新潮文庫 2007 913 

ノックの音が 星 新一 新潮文庫 2012 913 



ひとにぎりの未来 星 新一 新潮文庫 2002 913 

ふしぎな夢 星 新一 新潮文庫 2005 913 

ブランコのむこうで 星 新一 新潮文庫 2003 913 

ボッコちゃん 星 新一 新潮文庫 2015 913 

ほら男爵 現代の冒険 星 新一 新潮文庫 2012 913 

ボンボンと悪夢 星 新一 新潮文庫 2012 913 

マイ国家 星 新一 新潮文庫 2014 913 

ようこそ地球さん 星 新一 新潮文庫 2013 913 

悪魔のいる天国 星 新一 新潮文庫 2014 913 

安全のカード 星 新一 新潮文庫 2013 913 

宇宙のあいさつ 星 新一 新潮文庫 2003 913 

宇宙の声 星 新一 角川文庫 2013 913 

凶夢など３０ 星 新一 新潮文庫 2013 913 

君が見つける物語 星 新一 角川文庫 2012 913 

午後の恐竜 星 新一 新潮文庫 2005 913 

時代小説集 人の巻 星 新一 ポプラ文庫 2009 913 

時代小説集 地の巻 星 新一 ポプラ文庫 2009 913 

時代小説集 天の巻 星 新一 ポプラ文庫 2009 913 

城のなかの人 星 新一 角川文庫 2014 913 

人民は弱し官吏は強し 星 新一 新潮文庫 2006 913 

声の網 星 新一 角川文庫 2015 913 

地球から来た男 星 新一 角川文庫 2014 913 

竹取物語 星 新一 角川文庫 2015 913 

天国からの道 星 新一 新潮文庫 2005 913 

盗賊会社 星 新一 新潮文庫 2013 913 

白い服の男 星 新一 新潮文庫 2005 913 

不思議の扉 星 新一 角川文庫 2012 913 

未来いそっぷ 星 新一 新潮文庫 2005 913 

夢魔の標的 星 新一 新潮文庫 2013 913 

明治・父・アメリカ 星 新一 新潮文庫 2007 913 

明治の人物誌 星 新一 新潮文庫 1998 913 

妄想銀行 星 新一 新潮文庫 2002 913 

夜のかくれんぼ 星 新一 新潮文庫 2012 913 

妖精配給会社 星 新一 新潮文庫 2014 913 

夏をなくした少年たち 生馬 直樹 新潮社 2017 913 

i 西 加奈子 ポプラ社 2016 913 

舞台 西 加奈子 講談社 2017 913 

永い言い訳 西川美和 文藝春秋 2016 913 

掟上今日子の旅行記 西尾 維新 講談社 2016 913 

国語、数学、理科、漂流 

 

青柳 碧人 文芸春秋 2016 913 



ウサギの天使が呼んでいる―ほしがり探偵

ユリオ 

青柳 碧人【著】  東京創元社 2017 913 

東京湾 海中高校 青柳 碧人【著】  講談社 2014 913 

海の家族 石原 慎太郎 文藝春秋 2016 913 

大きな鳥にさらわれないように 川上弘美 講談社 2016 913 

声のお仕事 川端 裕人 文藝春秋 2016 913 

獅子吼 浅田 次郎 文藝春秋 2016 913 

天子蒙塵 浅田 次郎 講談社 2016 913 

コンビニ人間 村田沙耶香 文藝春秋 2016 913 

悲しみの底で猫が教えてくれた大切なこと 瀧森 古都 ＳＢクリエイティ

ブ 

2015 913 

四月は少しつめたくて 谷川直子 河出書房新社 2015 913 

優しい死神の飼い方 知念 実希人 光文社 2016 913 

下町ロケット 池井戸 潤 小学館 2010 913 

下町ロケット７２ガウディ計画 池井戸 潤 小学館 2015 913 

七つの会議 池井戸 潤 日本経済出版社 2012 913 

陸王 池井戸 潤 集英社 2016 913 

いつまでもショパン 中山 七星 宝島社 2013 913 

どこかでベートーヴェン 中山 七星 宝島社 2016 913 

さよならドビュッシー 中山 七里 宝島社 2010 913 

セイレーンの懺悔 中山 七里 小学館 2016 913 

世界の果てのこどもたち 中脇 初枝 講談社 2016 913 

パンゲア５ 朝香 式 新潮社 2017 913 

朝が来る 辻村深月 文藝春秋 2016 913 

ムーンナイト・ダイバー 天童荒太 文藝春秋 2016 913 

流 東山 彰良 講談社 2015 913 

罪の終わり 東山彰良 新潮社 2016 913 

かがやき荘アラサー7 探偵局 東川 篤哉 新潮社 2016 913 

謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 小学館 2012 913 

祈りの幕が下りる時 東野 圭吾 講談社 2016 913 

恋のゴンドラ 東野 圭吾 実業之日本社 2016 913 

危険なビーナス 東野圭吾 講談社 2016 913 

人魚の眠る家 東野圭吾 幻冬社 2015 913 

武蔵無情 藤沢 周 河出書房書房 2016 913 

すしそばてんぷら 藤野千夜 角川春樹事務所 2016 913 

サイレント・ブレス 南 杏子 幻冬社 2016 913 

ヒーロー！ 白岩 玄 河出書房新社 2016 913 

罪のあとさき 畑野 智美 双葉社 2016 913 

リーガルハイ 百瀬しのぶ 扶桑社 2013 913 

海賊とよばれた男 上・下 百田 尚樹 講談社 2016 913 

幻庵 上 百田 尚樹 文藝春秋 2016 913 



フォルトゥナの瞳 百田尚樹 新潮文庫 2015 913 

駒姫―三条河原異聞 武内 涼 新潮社 2017 913 

いまさら翼といわれても 米澤 穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 913 

王とサーカス 米澤 穂信 東京創元社 2015 913 

真実の１０メートル手前 米澤 穂信 東京創元社 2015 913 

書店ガール（１～４） 碧野圭 ＰＨＰ文芸文庫 2015 913 

吉祥寺物語 北沢秋 河出書房新社 2015 913 

異類婚姻譚 本谷有希子 講談社 2016 913 

嵐のピクニック 本谷有希子 講談社文庫 2016 913 

「悩み部」の結成と、その結末 麻希一樹 学研 2016 913 

火花 又吉 直樹 文藝春秋 2015 913 

プリンセス・トヨトミ 万城目 学 文藝文春 2011 913 

鴨川ホルモー 万城目 学 角川書店 2006 913 

鹿男あをによし 万城目 学 幻冬舎 2010 913 

ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊 かなえ 光文社 2016 913 

ユートピア 湊 かなえ 集英社 2015 913 

絶唱 湊 かなえ 新潮社 2015 913 

高校入試 湊かなえ 角川文庫 2016 913 

家康、江戸を建てる 門井 慶喜 祥伝社 2016 913 

象は忘れない 柳 広司 文藝春秋 2016 913 

ねこのおうち 柳 美里 河出書房新社 2016 913 

アンマーとぼくら 有川 浩 講談社 2016 913 

だれもが知ってる小さな国 有川 浩 講談社 2015 913 

津軽双花 葉室 麟 講談社 2016 913 

ジニのパズル 崔 実 講談社 2016 913 

イヤシノウタ 吉本ばなな 新潮社 216 914 

本を読むってけっこういいかも 香山リカ 七つ森書館 2010 914 

妖しい風景 高樹 のぶ子 講談社 2004 914 

作家的覚書 高村薫 岩波書店 2017 914 

孫と私の小さな歴史 佐藤 愛子 文藝春秋 2016 914 

読書と人生 三木 清 講談社文芸文庫 214 914 

司馬遼太郎『街道をゆく』全８巻 司馬遼太郎 朝日新聞出版 2016 914 

大人のコミュニケーション術―渡る世間は

罠だらけ 

辛酸 なめ子 光文社 2016 914 

置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 幻冬舎 2015 914 

夜を乗り越える 又吉直樹 小学館よしもと新

書 

2016 914 

山猫珈琲 上巻 湊 かなえ 双葉社 2016 914 

山猫珈琲〈下巻〉 湊 かなえ 双葉社 2017 914 

倒れるときは前のめり 有川 浩 角川書店 2016 914 

スマホ時代の手紙力 左和井 了 環境デザイン研究所 2016 915 



「だから、生きる」 つんく♂ 新潮社 2015 916 

語り遺す[戦場のリアル 共同通信「戦争証言」

取材班 

岩波ブックレット 2016 916 

１８歳のビッグバン 小林春彦 あけび書房 2015 916 

エルと過ごした９か月 松村沙耶香 国土社 2015 916 

東大駒場寮物語 松本 博文 角川書店 2015 916 

この手紙、とどけ！ 西谷 格 小学館 2016 916 

犬と走る 本多有香 集英社文庫 2016 916 

たんときれいに召し上がれ 津原 泰水 芸術新聞社 2015 918 

ハリー・ポッター大事典〈２〉１巻から７巻

までを読むために 

寺島 久美子 原書房 2008 930 

ハリー・ポッターと呪いの子 ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 2016 932 

ハリー・ポッターと炎のゴブレット 上・下 ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 2002 933 

ハリー・ポッターと死の秘宝 上・下 ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 2006 933 

ハリー・ポッターと謎のプリンス 上・下 ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 2006 933 

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 上・下 ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 2006 933 

紙の動物園 ケン・リュウ 早川書房 2015 933 

Ｘのアーチ スティーヴ・エリクソ

ン 

集英社文庫 2016 933 

シャーロック・ホームズ大図鑑 デイヴィーズ，デイヴ

ィッド・スチュアート 

三省堂 2016 933 

その女アレックス ピエール・ルメトール 文春文庫 2015 933 

ヘミングウェイの妻 ポーラ・マクレイン 新潮社 2013 933 

１０の奇妙な話 ミック・ジャクソン 東京創元社 2016 933 

天国からの電話 ミッチ・アルボム 静山社 2015 933 

わたしのそばできいていて リサ・パップ WAVE 出版 2016 933 

道化と王 ローズ・トレメイン 柏書房 2016 933 

この私、クラウディゥス ロバート・グレーヴズ みすず書房 2001 933 

オセロー 小田島 雄志 汐文社 2016 933 

ジュリアス・シーザー 小田島 雄志 汐文社 2016 933 

テンペスト 小田島 雄志 汐文社 2016 933 

ハムレット 小田島 雄志 汐文社 2016 933 

マクベス 小田島 雄志 汐文社 2016 933 

リア王 小田島 雄志 汐文社 2016 933 

ロミオとジュリエット 小田島 雄志 汐文社 2016 933 

十二夜 小田島 雄志 汐文社 2016 933 

真夏の夜の夢 小田島 雄志 汐文社 2016 933 

サリンジャーと過ごした日々 ジョアンナ・ラコフ 柏書房 2015 936 

魔法の言葉 コルネーリア・フンケ WAVE 出版 2013 943 

魔法の声 コルネーリア・フンケ WAVE 出版 2013 943 

魔法の文字 コルネーリア・フンケ WAVE 出版 2006 943 



ミレニアム 蜘蛛の巣を拭う女 ダヴィド・ラーゲルク

ランツ 

早川書房 2015 949 

ハリネズミの願い テレヘン，トーン 新潮社 2016 949 

ムーミンの生みの親、トーベ・ヤンソン トゥーラ・カルヤライ

ネン 

河出書房新社 2014 949 

国を救った数学少女 ヨナス・ヨナソン 西村書店 2015 949 

窓から逃げた１００歳老人 ヨナス・ヨナソン 西村書店 2014 949 

タラ・ダンカン １～１９巻 ソフィー・オドゥワン

＝マミコニアン 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013 953 

何度でも、おかえりを言おう バルバラ・コンスタン

ティーヌ 

ポプラ社 2015 953 

死のドレスを花婿に ピエール・ルメートル 柏書房 2009. 6 953 

『レ・ミゼラブル』の世界 西永 良成 岩波書店 2017 953 

父という檻の中で モード・ジュリアン 

ウルスラ・ゴーティエ 

WAVE 出版 2016 956 

死の家の記録 ドストエフスキー 新潮社 2004 983 

 


