
タイトル 著者
シリーズ 出版者
首里の馬 高山，羽根子，1975-

新潮社
ツバメのくらし写真百科 大田，真也，1941-

弦書房
殺人現場は雲の上 東野，圭吾
光文社文庫　;　ひ6-20 光文社
Cocoon　5 夏原，エヰジ

講談社
アスリートの科学　:　能力を極限まで引き出す秘密 久木留，毅
ブルーバックス　;　B-2135 講談社
時間は逆戻りするのか　:　宇宙から量子まで、可能性のすべて高水，裕一
ブルーバックス，　B-2143 講談社
最後の晩ごはん　:　地下アイドルと筑前煮 椹野，道流
角川文庫　;　ふ30-14 KADOKAWA
まちづくりプロジェクトの教科書 小地沢，将之

森北出版
スキマワラシ 恩田，陸，1964-

集英社
麦本三歩の好きなもの 住野，よる

幻冬舎
先生、オサムシが研究室を掃除しています! 小林，朋道，1958-
鳥取環境大学の森の人間動物行動学 築地書館
ハリネズミは月を見上げる あさの，あつこ

新潮社
読むだけ小論文　基礎編 樋口　裕一

学研プラス
手のつぼ足のつぼ　:　パッと押せて、すぐスッキリ! 布施，雅夫，1948-

成美堂出版
5分間リアル脱出ゲーム SCRAP

SCRAP出版
図解でわかる14歳からの水と環境問題 インフォビジュアル研究所

太田出版
京都の風呂敷屋さんが教える一生使える!ふろしきの結び方・包み方50山田，悦子，1964-

PHP研究所
めざせ!保育士・幼稚園教諭　:　音楽力向上でキャリアアップ 久保田，慶一，1955-

スタイルノート
すぐわかる正倉院の美術　:　見方と歴史 米田，雄介，1936-

東京美術
四畳半タイムマシンブルース 森見，登美彦，1979-

KADOKAWA
合唱　=　Chorus　:　岬洋介の帰還 中山，七里

宝島社
自分がきらいなあなたへ 安積，遊歩，1956-

ミツイパブリッシング
ふたりは同時に親になる　:　産後の「ずれ」の処方箋 狩野，さやか

猿江商會
マインドトーク　:　あなたと私の心の話 みたらし，加奈

ハガツサブックス
過労死しない働き方　:　働くリアルを考える 川人，博
岩波ジュニア新書　;　924 岩波書店
CA(キャビンアテンダント)ボーイ　=　CA　BOY 宮木，あや子

KADOKAWA
グリムの警告 Colfer，Chris(1990-)
ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 平凡社
仮面の男と悪の軍団 クリス・コルファー
ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 平凡社
はじめての発明　:　アイデアを商品化して収入を得る方法 松本，奈緒美



新泉社
心霊探偵八雲　=　Psychic　Detective　12 神永，学，1974-

KADOKAWA
デルタの羊 塩田，武士

KADOKAWA
紅の影 雫井，脩介
犯人に告ぐ 双葉社
意味が分かると慄く話 藤白，圭
5分シリーズ+ 河出書房新社
季節を告げる毳毳は夜が知った毛毛毛毛 藤田，貴大，1985-

河出書房新社
16歳からのはじめてのゲーム理論　:　世の中の意思決定を解き明かす6.5個の物語鎌田，雄一郎

ダイヤモンド社
アルルカンと道化師　:　半沢直樹 池井戸，潤

講談社
温暖化で日本の海に何が起こるのか　:　水面下で変わりゆく海の生態系山本，智之，1966-
ブルーバックス　;　B-2148 講談社
今日から使える微積分　:　基礎から大学数学の入り口まで 大村，平，1930-
ブルーバックス　;　B-2141 講談社
日本の修史と史学　:　歴史書の歴史 坂本，太郎，1901-1987
講談社学術文庫　;　2623 講談社
水洗トイレは古代にもあった　:　トイレ考古学入門 黒崎，直，1946-

吉川弘文館
大内氏の興亡と西日本社会 長谷川，博史，1965-
列島の戦国史　;　3 吉川弘文館
享徳の乱と戦国時代 久保，健一郎，1962-
列島の戦国史　;　1 吉川弘文館
パパは女子高生だった　:　女の子だったパパが最高裁で逆転勝訴してつかんだ家族のカタチ前田，良，1982-

明石書店
コロナ黙示録　=　COVID-19　APOCALYPSE 海堂，尊

宝島社
スター 朝井リョウ

朝日新聞出版
そうだったのか!ヒトの生物学　:　知識ゼロからの東大講義 坪井，貴司

丸善出版
防災イツモマニュアル プラスアーツ

ポプラ社
海の怪 鈴木，光司

集英社
やまゆり園事件 神奈川新聞社

幻冬舎
浅田家! 中野，量太，1973-
徳間文庫　;　な46-1 徳間書店
障害者とともに働く 藤井，克徳
岩波ジュニア新書　;　925 岩波書店
藤原定家『明月記』の世界 村井 康彦，著
岩波新書　新赤版　;　1851 岩波書店
実践自分で調べる技術 宮内 泰介，著
岩波新書　新赤版　;　1853 岩波書店
愛する 青木，健
大人になるまでに読みたい15歳の詩，　1 ゆまに書房
隣はシリアルキラー 中山，七里

集英社
烏に単は似合わない 阿部　智里

文藝春秋
とわの庭 小川，糸

新潮社
復讐の協奏曲(コンチェルト) 中山，七里
[御子柴礼司シリーズ] 講談社



いつの空にも星が出ていた 佐藤，多佳子
講談社

Another　2001 綾辻，行人
KADOKAWA

キャラがリアルになるとき　:　2次元、2・5次元、そのさきのキャラクター論岩下，朋世
青土社

#塚森裕太がログアウトしたら 浅原，ナオト
幻冬舎

面白くて眠れなくなる『古事記』 島崎，晋
PHPエディターズ・グループ

壬生狂言鑑賞ガイド　=　A　Guide　to　MIBU-KYOGEN 壬生寺，(京都市)
淡交社

祇園祭温故知新　:　祇園祭創始一一五〇年記念　:　神輿と山鉾を支える人と技京都市
淡交社

90分でブラックホールがわかる本 福江，純
大和書房

図解これだけは知っておきたいはじめての仏教 長田，幸康
KADOKAWA

ゲルニカ　:　無差別爆撃とファシズムのはじまり 早乙女，勝元，1932-
新日本出版社

スパイスの世界へようこそ!　:　スパイスの基本から秘伝のカレーレシピまでシャンカール・ノグチ，1973-
河出書房新社

ザシキワラシと婆さま夜語り　:　遠野のむかし話 佐々木，喜善，1886-1933
河出書房新社

アスリートのメンタルは強いのか? 荒井，弘和
犀の教室，　 晶文社
秘密のノート Cotterill，Jo

小学館
ネットとSNSを安全に使いこなす方法 Stowell，Louie
U18世の中ガイドブック，　 東京書籍
知っておきたい!手書きの常識　:　活字から始めるきれいな字 平形，精逸，1946-

東京書籍
数の女王 川添，愛

東京書籍
スポーツ観戦手帳　:　ワールドカップもオリンピックも、コレ1冊 東京書籍書籍編集部

東京書籍
教科書には書かれていない江戸時代 山本，博文，1957-2020

東京書籍
卒業旅行 小手鞠るい

偕成社
堤人美の旬を漬ける保存食 堤，人美

NHK出版
江戸レシピ　:　おいしくアレンジ!まいにち使える　:　奥村彪生の豆腐百珍卵百珍奥村，彪生

NHK出版
もっと試験に出る哲学　:　「入試問題」で東洋思想に入門する 斎藤，哲也，1971-
NHK出版新書　;　622 NHK出版
好きになる栄養学　:　食生活の大切さを見直そう 麻見，直美
好きになるシリーズ 講談社
「ファインマン物理学」を読む　:　電磁気学を中心として 竹内，薫，1960-
ブルーバックス　;　B-2129 講談社
細胞とはなんだろう　:　「生命が宿る最小単位」のからくり 武村，政春
ブルーバックス　;　B-2154 講談社
免疫の守護者制御性T細胞とはなにか 坂口，志文
ブルーバックス　;　B-2109 講談社
完全犯罪の恋 田中，慎弥

講談社
あれもこれも地理学　:　文化・社会・経済を地理学で読み解く 富田，啓介，1980-

ベレ出版
地下鉄の駅はものすごい 渡部，史絵



平凡社新書，　942 平凡社
アスリートのための解剖学　:　トレーニングの効果を最大化する身体の科学大山，卞，圭悟，1970-

草思社
人間を究める 松尾，豊，1975-
スタディサプリ三賢人の学問探究ノート　:　今を生きる学問の最前線読本　;　1ポプラ社
テロリストの家 中山，七里

双葉社
オルタネート 加藤，シゲアキ

新潮社
ネトゲ中毒 鎌倉，ましろ
フォア文庫.　NHKオトナヘノベル 金の星社
日本百観音霊場　:　西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所溝縁　ひろし
淡交ムック 淡交社
烏は主を選ばない 阿部，智里，1991-
文春文庫　;　あ65-2 文藝春秋
黄金(きん)の烏 阿部，智里，1991-
文春文庫　;　あ65-3 文藝春秋
空棺の烏 阿部，智里，1991-
文春文庫　;　あ65-4 文藝春秋
玉依姫 阿部，智里，1991-
文春文庫　;　あ65-5 文藝春秋
弥栄の烏 阿部，智里，1991-
文春文庫　;　あ65-6 文藝春秋
烏百花　:　蛍の章 阿部，智里，1991-
文春文庫　;　あ65-7.　八咫烏シリーズ　;　外伝 文藝春秋
モンスターと食卓を 椹野，道流
角川文庫　;　ふ30-31 KADOKAWA
カインの傲慢　=　Arrogance　of　Cain 中山，七里

KADOKAWA
推し、燃ゆ 宇佐見，りん，1999-

河出書房新社
SDGs　:　危機の時代の羅針盤 南，博(1959-)
岩波新書　新赤版　;　1854 岩波書店
地方の論理 小磯，修二
岩波新書　新赤版　;　1855 岩波書店
人は見た目!と言うけれど　:　私の顔で，自分らしく 外川，浩子
岩波ジュニア新書　;　926 岩波書店
沖晴くんの涙を殺して 額賀，澪，1990-

双葉社
こどもホスピスの奇跡　:　短い人生の「最期」をつくる 石井，光太

新潮社
みがわり 青山，七恵

幻冬舎
扇物語 西尾，維新，1981-
講談社BOX　;　ニA-44 講談社
イッカボッグ Rowling，J.K

静山社
はじめてでもすてきに作れるバッグのきほん 猪俣，友紀

西東社
はじめよう花のある暮らし　:　Happy　Flower　Lesson　:　基礎から生活シーンに応じた生け方まで真子，やすこ

日東書院本社
5分後に君とサヨナラのラスト エブリスタ
5分シリーズ 河出書房新社
5分後に驚愕のどんでん返し エブリスタ
5分シリーズ，　 河出書房新社
谷根千ミステリ散歩　:　中途半端な逆さま問題 東川，篤哉，1968-

KADOKAWA
おかえり、またあえたね　:　ストリートチルドレン・トトのものがたり石井，光太

東京書籍



古代エジプト解剖図鑑　:　神秘と謎に満ちた古代文明のすべて近藤，二郎，1951-
エクスナレッジ

「超口語訳」方丈記 濱田，浩一郎
東京書籍

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人　=　Black　Showman　and　the　Murder　in　an　Obscure　Town東野，圭吾
光文社

「愛」という名のやさしい暴力　:　その生きづらさはどこからきたのか斎藤，学，1941-
扶桑社

魔法のカラダスイッチ大全　:　一瞬で体幹が整い、不調が消える那須，公宏，1977-
自由国民社

インド倶楽部の謎 有栖川，有栖，1959-
講談社文庫　;　あ58-22 講談社
お金のしくみを知りかしこく扱う方法 Bingham，Jane，1952-
U18世の中ガイドブック 東京書籍
自分のこころとうまく付き合う方法 James，Alice
U18世の中ガイドブック 東京書籍
詳解有職装束の世界 八條，忠基
角川ソフィア文庫　;　I159-1 KADOKAWA
農のひと 金井，真紀

左右社
自分を励ます英語名言101 小池，直己
岩波ジュニア新書　;　928 岩波書店
女の子はどう生きるか　:　教えて、上野先生! 上野，千鶴子
岩波ジュニア新書　;　929 岩波書店
地域学をはじめよう 山下，祐介
岩波ジュニア新書　;　927 岩波書店
ギフト 原田，マハ
ポプラ文庫　;　は9-2 ポプラ社
秘録島原の乱 加藤，広
新潮文庫　;　か-48-9 新潮社
水のように 浪花，千栄子，1908-1973

朝日新聞出版
ログ・ホライズン外伝　[2] 橙乃，ままれ

KADOKAWA
楽園の烏 阿部，智里，1991-

文藝春秋
帝都地下迷宮　=　Metropolitan　Dungeon 中山，七里

PHP研究所
広島平和記念資料館は問いかける 志賀，賢治，1952-
岩波新書　新赤版　;　1861 岩波書店
デモクラシーの整理法 空井，護
岩波新書　新赤版　;　1859 岩波書店
絶体絶命ラジオスター 志駕，晃
毎日文庫　;　し1-1 毎日新聞出版
消えた甲子園　:　2020高校野球僕らの夏 朝日放送テレビ「２０２０高校野球　僕らの夏」取材班

集英社
眠れないほど面白い『枕草子』 岡本，梨奈
王様文庫　;　D85-1 三笠書房
お寺のどうぶつ図鑑 今井　浄圓

二見書房
200字から始める作文・小論文上達ワーク 伊藤，久仁子

朝日学生新聞社
干物料理帖　:　手間、塩いらずでうま味たっぷり うすい，はなこ

日東書院本社
はじめての手づくり刺し子こもの 学研プラス

学研プラス
日常の不思議を物理学で知る　:　文系でもよくわかる 松原，隆彦，1966-

山と溪谷社
戦争をいかに語り継ぐか　:　「映像」と「証言」から考える戦後史水島，久光



NHKブックス，　1263 NHK出版
あなたを閉じこめる「ずるい言葉」　:　10代から知っておきたい 森山，至貴，1982-

WAVE出版
スサノヲの正体　:　ヤマトに祟る荒ぶる神 戸矢，学，1953-

河出書房新社
わたしの身体はままならない　:　「障害者のリアルに迫るゼミ」特別講義石田，祐貴

河出書房新社
みんなに話したくなる感染症のはなし　:　14歳からのウイルス・細菌・免疫入門仲野，徹，1957-
14歳の世渡り術 河出書房新社
感染症専門医が普段やっている感染症自衛マニュアル 佐藤，昭裕

SBクリエイティブ
新幹線を運行する技術　:　超過密ダイヤを実現する高速鉄道の秘密梅原，淳，1965-
SBビジュアル新書　;　0021 SBクリエイティブ
仏具とノーベル賞京都・島津製作所創業伝 鵜飼，秀徳，1974-

朝日新聞出版
今さら聞けないタネと品種の話きほんのき 農山漁村文化協会

農山漁村文化協会
渋沢栄一と勝海舟　:　幕末・明治がわかる!慶喜をめぐる二人の暗闘安藤，優一郎，1965-
朝日新書　;　777 朝日新聞出版
絵でわかるサイバーセキュリティ　=　An　Illustrated　Guide　to　Cyber　Security岡嶋，裕史，1972-
絵でわかるシリーズ 講談社
鳥獣戯画の国　:　たのしい日本美術 金子，信久
たのしい日本美術，　 講談社
なぜ、読解力が必要なのか?　:　社会に出るあなたに伝えたい 池上，彰，1950-
講談社+α新書　;　6-3C 講談社
欲が出ました ヨシタケ，シンスケ，1973-

新潮社
ぶっ飛び!科学教室　:　科学オタクが贈るとっておきのネタと実験Arney，Helen

化学同人
連覇　:　なぜ、佼成学園高校弱小アメフト部が日本一になれたのか　:　LOTUS相沢，光一，1956-

佼成出版社
最後の晩ごはん　[15] 椹野，道流
角川文庫　;　ふ30-15 KADOKAWA
プライバシーという権利　:　個人情報はなぜ守られるべきか 宮下，紘
岩波新書　新赤版　;　1868 岩波書店
平安男子の元気な!生活 川村，裕子
岩波ジュニア新書　;　930 岩波書店
SDGs時代の国際協力　:　アジアで共に学校をつくる 西村，幹子
岩波ジュニア新書 岩波書店


