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齋藤孝の冒頭文ｄｅ文学案内　　１分で蓄える知識＆読

みどころ
齋藤　孝／著 柏書房 028 ｻｲﾄ 青少

挑戦　　常識のブレーキをはずせ 山中　伸弥／著 講談社 159 ﾔﾏﾅ 青少

未来を変える偉人の言葉 和田　孫博／監修 新星出版社 159.8 ﾐﾗｲ 青少

地図でスッと頭に入るアジア２５の国と地域 井田　仁康／監修 昭文社 292 ﾁｽﾃ 青少

超わかりやすく政治について教えてください
浜田　龍太郎／監

修
総合法令出版 312.1 ﾁﾖｳ 青少

図解眠れなくなるほど面白い職業と給料の話 高田　晃一／監修 日本文芸社 366.2 ｽｶｲ 青少

親を頼らないで生きるヒント　　家族のことで悩んでいるあなた

へ
コイケ　ジュンコ／著 岩波書店 岩波ジュニア新書 367.3 ｺｲｹ 青少

「自己肯定感」を高めて自分を大切にしよう 古荘　純一／著 ＰＨＰ研究所 心の友だち 371.4 ﾌﾙｼ 青少

社会福祉学部　　中高生のための学部選びガイド 元木　裕／著 ぺりかん社 なるにはＢＯＯＫＳ 376.8 ﾀｲｶ 青少

中学卒・高校転編入からの進学　２０２２　高卒資格・転

編入・高認のための学校選び
学びリンク 376.8 ﾁﾕｳ 青少

モノづくりは未来を拓く　　学生プロジェクト奮闘記 田島　隆雄／著
幻冬舎メディアコン

サルティング
377.2 ﾀｼﾏ 青少

ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に勉強するた

めの本
安田　祐輔／著 翔泳社 378 ﾔｽﾀ 青少

成績が上がる学びの習慣　　勉強「しなきゃ」が「したい」に変

わる
紀野　紗良／著

ＫＡＤＯＫＡＷ

Ａ
379.7 ｷﾉ 青少

モンスターにされた生き物たち　　妖怪・怪物の正体とは？ 稲垣　栄洋／著 二見書房 388 ｲﾅｶ 青少

教科書名短篇科学随筆集 中央公論新社／編 中央公論新社 中公文庫 404 ｷﾖｳ 青少

未来の科学者たちへ 大隅　良典／著
ＫＡＤＯＫＡＷ

Ａ
407 ｵｵｽ 青少

地球環境４６億年の大変動史 田近　英一／著 化学同人 ＤＯＪＩＮ文庫 450 ﾀｼｶ 青少

変形菌ミクソヴァース
増井　真那／写真・

文
集英社 473.3 ﾏｽｲ 青少

この目、誰の目？魚の目図鑑
鈴木　香里武／著・

写真
ジャムハウス

ときめき×サイエン

ス：ジャムハウスの科

学の本

481.7 ｽｽｷ 青少

栄養学の基本ゆる図鑑　　ダイエット・健康食の正しい知識

が２時間で身につく！
中村　丁次／監修 宝島社 498.5 ｴｲﾖ 青少

君たちに贈る明日への勇気が湧いてくる広告コピー
パイインターナショナ

ル
674 ｷﾐﾀ 青少

入門！岡本太郎 平野　暁臣／編著 興陽館 723.1 ﾋﾗﾉ 青少

ありがとうがしりたくて 菊田　まりこ／著 光文社 726.5 ｷｸﾀ 青少

スリー　　３ぼんあしのしあわせなイヌのおはなし
スティーヴン・マイケ

ル・キング／ぶん　え

イマジネイション・プ

ラス

ｉｍａｇｉｎａｔ

ｉｏｎ　ｕｎｌｉ

ｍｉｔｅｄ

726.5 ｷﾝｸ 青少

ほしのおうじさま

アントワーヌ・ド・サン

＝テグジュペリ／原

作

主婦の友社 726.5 ｻﾝﾃ 青少

やっぱりじゃない！ チョー　ヒカル／作 フレーベル館 726.5 ﾁﾖｳ 青少

平安あや解き草紙　〔４〕 小田　菜摘／著 集英社 集英社オレンジ文庫 913.6 ｵﾀ-4 青少

平安あや解き草紙　〔５〕 小田　菜摘／著 集英社 集英社オレンジ文庫 913.6 ｵﾀ-5 青少

平安あや解き草紙　〔６〕 小田　菜摘／著 集英社 集英社オレンジ文庫 913.6 ｵﾀ-6 青少

平安あや解き草紙　〔７〕 小田　菜摘／著 集英社 集英社オレンジ文庫 913.6 ｵﾀ-7 青少

僕は金になる 桂　望実／著 祥伝社 祥伝社文庫 913.6 ｶﾂﾗ 青少

遺跡発掘師は笑わない　〔１４〕 桑原　水菜／〔著〕
ＫＡＤＯＫＡＷ

Ａ
角川文庫 913.6 ｸﾜﾊ-14 青少

コミュ障探偵の地味すぎる事件簿 似鳥　鶏／〔著〕
ＫＡＤＯＫＡＷ

Ａ
角川文庫 913.6 ﾆﾀﾄ 青少

愛なき世界　上 三浦　しをん／著 中央公論新社 中公文庫 913.6 ﾐｳﾗ-1 青少

愛なき世界　下 三浦　しをん／著 中央公論新社 中公文庫 913.6 ﾐｳﾗ-2 青少

青い棘のジレンマ 悠木　シュン／著 双葉社 双葉文庫 913.6 ﾕｳｷ 青少

亡霊ふたり 詠坂　雄二／著 東京創元社 創元推理文庫 913.6 ﾖﾐｻ 青少

ウエスト・サイド・ストーリー　　新訳版
アーヴィング・シュルマ

ン／著
早川書房 ハヤカワｅｐｉ文庫 933 ｼﾕﾙ 青少

請求記号
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ドリトル先生月から帰る　　新訳
ヒュー・ロフティング／

〔著〕

ＫＡＤＯＫＡＷ

Ａ
角川文庫 933 ﾛﾌﾃ 青少
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