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掲載号 書名 著者名 出版社
にほんのおまじない－幸せを引き寄せる小さな魔法－ 広田千悦子／著 徳間書店

ヤモリの指から不思議なテープ－自然に学んだすごい!技術－
松田素子／文　江口
絵理／文

アリス館

スティーブ・ジョブズのことがマンガで3時間でわかる本－へぇ〜
そうなのか!－

石野みどり／著　つだ
ゆみ／マンガ

明日香出版社

サカサかぞくのだんなキスがスキなんだ 宮西達也／作 ほるぷ出版
心を整える。－勝利をたぐり寄せるための56の習慣－ 長谷部誠／著 幻冬舎
ちはやと覚える百人一首－「ちはやふる」公式和歌ガイドブック
百人一首を知る決定版!!－

あんの秀子／著　末
次由紀／漫画

講談社

下町不思議町物語 香月日輪／著 新潮社

怪物はささやく
シヴォーン・ダウド／
原案　パトリック・ネス

あすなろ書房

くるくるコンパス 越谷オサム／著 ポプラ社
星に願いを、月に祈りを 中村航／著 小学館
フリント船長がまだいい人だったころ ニック・ダイベック／ 早川書房
女子高生記者ヒルディのスクープ ジョアン・バウアー／ 新潮社
不登校児再生の島 奥野修司／著 文藝春秋

宇宙の誕生－ビッグバンへの旅－
ルーシー・ホーキング
／作　スティーヴン・
ホーキング／作

岩崎書店

ゲルニカ－ピカソ、故国への愛　アラン・セールが子供たちに語
るゲルニカ－

アラン・セール／文・
図版構成

冨山房インター
ナショナル

上昇思考－幸せを感じるために大切なこと－ 長友佑都／著 角川書店
聞く力－心をひらく35のヒント－ 阿川佐和子／著 文藝春秋
ふたりの微積分－数学をめぐる文通からぼくが人生について学
んだこと－

スティーヴン・ストロ
ガッツ／[著]

岩波書店

あと少し、もう少し 瀬尾まいこ／著 新潮社
僕たちの前途 古市憲寿／著 講談社
ビギナーズ哲学 デイブ・ロビンソン／著 筑摩書房
夢をかなえる。－思いを実現させるための64のアプローチー 澤穂希／著 徳間書店
山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた 山中伸弥／著 講談社
霧の王 ズザンネ・ゲルドム／ 東京創元社
サンゴ・レンジャー－南の島をまもる愛の物語－ さかいたまき／著 朝日新聞出版

四つの小さなパン切れ
マグダ・オランデール
=ラフォン／[著]

みすず書房

ビブリオバトル－本を知り人を知る書評ゲーム－ 谷口忠大／著 文藝春秋
世界遺産なるほど地図帳　新訂版 講談社／編 講談社
亀のひみつ 田中美穂／著 WAVE出版

クマのプーさん 世界一有名なテディ・ベアのおはなし
シャーリー・ハリソン／
著

河出書房新社

島はぼくらと 辻村深月／著 講談社

百人一首百うたがたり 天野慶／著
幻冬舎エデュ
ケーション

いくつ分かる?名作のイントロ 中江有里／監修 明治書院
新潟のおせんべい屋さんが東京の女子中学生にヒット商品づく
りを頼んだらとんでもないことが起こった!?

ROCKGIRLS／編著
澤本嘉光／ツッコミ

かんき出版

孤独な天使たち
ニッコロ・アンマニー
ティ／著

河出書房新社

鶏が鳴く 波多野陸／著 講談社
微生物ハンター、深海を行く 高井研／著 イースト・プレス
Twitter宇宙講座 マーカス・チャウン／ ブックマン社

日本国憲法を口語訳してみたら
塚田薫／著　長峯信
彦／監修

幻冬舎

夢を跳ぶ－パラリンピック・アスリートの挑戦－ 佐藤真海／著 岩波書店

励まされたいときのスヌーピー
チャールズ M.シュル
ツ／作

祥伝社

わくわく大相撲ガイド－ハッキヨイ!せきトリくん－ 日本相撲協会／監 河出書房新社
小さい宇宙をつくる－本当にいちばんやさしい素粒子と宇宙の
はなし－

藤本順平／著 幻冬舎

さよならを待つふたりのために ジョン・グリーン／作 岩波書店

Vol.1
（2012.5）

Vol.4
（2013.7）

Vol.3
（2013.4）

Vol.2
（2012.10）

Vol.6
（2014.2）

Vol.5
（2013.10）
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掲載号 書名 著者名 出版社

特別授業3.11君たちはどう生きるか
あさのあつこ／[ほか]
著

河出書房新社

わたしはマララー教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた
少女－

マララ・ユスフザイ／
著

学研パブリッシン
グ

いとみち 越谷オサム／著 新潮社
紙コップのオリオン 市川朔久子／著 講談社
弱くても勝てます－開成高校野球部のセオリー－ 高橋秀実／著 新潮社
ハダカデバネズミ－女王・兵隊・ふとん係－ 吉田重人／著 岩波書店
ジンリキシャングリラ 山本幸久／著 PHP研究所
坂茂の家の作り方 坂茂／著 平凡社
弁当男子 池田將友／著 PHP研究所
ペーパータウン ジョン・グリーン／作 岩波書店

パッチワークのガーリーバッグ－New Girly Bag Collection－
パッチワーク通信
社

学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役
合格した話

坪田信貴／著 KADOKAWA

お父さんがキモい理由を説明するね 中山順司／著 泰文堂
えいごのもと－60単語で「イメージ力」を身につける－ 関谷英里子／著 NHK出版
クラスメイツ　前期・後期 森絵都／著 偕成社

卒業写真の宿題
浅田政志／写真　神
田恵介／服

赤々舎

体感する宇宙 竹内薫／著 KADOKAWA
ペナンブラ氏の24時間書店 ロビン・スローン／著 東京創元社

綾瀬はるか「戦争」を聞く　１
TBSテレビ『NEWS23』
取材班／編

岩波書店

語呂で読める!書ける!難読漢字 根本浩／著 新水社
インフォグラフィックで見る138億年の歴史－宇宙の始まりから
現代世界まで－

ヴァレンチナ・デフィ
リッポ／著

創元社

そっと、抱きよせて 辻村深月／ほか著 KADOKAWA
将棋ボーイズ 小山田桐子／[著] 幻冬舎
サクッと!化学実験 山田暢司／著 dZERO
Dream Linking★－つなぐ夢、千年忘れない－ 安珠／写真と文 朝日新聞出版
氷上の闘う女神たち－アイスホッケー女子日本代表の軌跡－ 神津伸子／著 双葉社

チェシャーチーズ亭のネコ
カーメン・アグラ・
ディーディ／著　ラン
ダル・ライト／著

東京創元社

理系アナ桝太一の生物部な毎日 桝太一／著 岩波書店
ディッキーの幸運 E.ネズビット／著 東京創元社

14歳　3 佐々木美夏／著
エムオン・エンタ
テインメント

Google Boysグーグルをつくった男たちが「10年後」を教えてく
れる－ラリー・ペイジ&セルゲイ・ブリンの言葉から私たちは何を
活かせるか－

ラリー・ペイジ／[著]
セルゲイ・ブリン／
[著]

三笠書房

農業者という生き方 藤井久子／著 ぺりかん社
10代の憲法な毎日 伊藤真／著 岩波書店
かまえ!ぼくたち剣士会 向井湘吾／著 ポプラ社
NHK考えるカラス－「もしかして?」からはじまる楽しい科学の考
え方－

NHK「考えるカラス」
制作班／編

NHK出版

不可思議プランツ図鑑－おどろきの植物　食虫植物、寄生植
物、温室植物、アリ植物、多肉植物－

木谷美咲／文 誠文堂新光社

科学は未来をひらく 村上陽一郎／ほか著 筑摩書房

タイムライダーズ　1
アレックス・スカロウ／
作

小学館

マンガ幕末は「論争」でわかる－「尊王」「攘夷」「開国」…あらゆ
る論争が起こった時代をスッキリ整理－

あべまき／漫画　石
黒拡親／原作

KADOKAWA

音のない世界と音のある世界をつなぐ－ユニバーサルデザイン
で世界をかえたい!－

松森果林／著 岩波書店

安藤百福－即席めんで食に革命をもたらした発明家　実業家・
日清食品創業者<台湾・日本>　1910-2007－

筑摩書房 筑摩書房

46億年の地球史図鑑 高橋典嗣／著 ベストセラーズ

Vol.10
（2015.1）

Vol.9
（2014.10）

Vol.8
（2014.7）

Vol.7
（2014.4）

Vol.6
（2014.2）

Vol.11
（2015.4）
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掲載号 書名 著者名 出版社
ABC!－曙第二中学校放送部－ 市川朔久子／著 講談社
ラオス 山の村に図書館ができた 安井清子／著 福音館書店
少女は卒業しない 朝井リョウ／著 集英社

日本うなぎ検定－クイズで学ぶ、ウナギの教科書－
塚本勝巳／著　黒木
真理／著

小学館

ドミトリーともきんす 高野文子／著 中央公論新社
みつばの郵便屋さん　1 小野寺史宜／[著] ポプラ社
世にもふしぎな極上ワンダーランド 渋川育由／編 河出書房新社
自分で考える勇気－カント哲学入門－ 御子柴善之／著 岩波書店
10代からの情報キャッチボール入門－使えるメディア・リテラ 下村健一／著 岩波書店

希望の海へ
マイケル・モーパーゴ
／作

評論社

神さまのいる書店　1 三萩せんや／著 KADOKAWA
日本文学全集 13 池澤夏樹／個人編 河出書房新社
体育座りで、空を見上げて 椰月美智子／著 幻冬舎

大学生学びのハンドブック－勉強法がよくわかる!－　3訂版
世界思想社編集部
／編

世界思想社

ご当地電力はじめました! 高橋真樹／著 岩波書店

魔使いの復讐 魔使いシリーズ12
ジョゼフ・ディレイニー
／著

東京創元社

カタツムリの謎－日本になんと800種!コンクリートをかじって栄養
補給!?－

野島智司／著 誠文堂新光社

しばしとどめん北斎羽衣 花形みつる／著 理論社

10代からの哲学図鑑
マーカス・ウィークス
／著

三省堂

グッドジョブガールズ 草野たき／著 ポプラ社
よみたい万葉集 村田右富実／監修 西日本出版社
サイエンス・ブック・トラベ－世界を見晴らす100冊－ 山本貴光／編 河出書房新社
うたうとは小さないのちひろいあげ 村上しいこ／著 講談社
リサとなかまたち、民法に挑む－サル山共和国で考えるルール
の作り方－

大村敦志／著
太郎次郎社エ
ディタス

たまたまザイール、またコンゴ 田中真知／著 偕成社
お面屋たまよし　4 石川宏千花／[著] 講談社
ロンリのちから－イラスト・ストーリーで身につく　「読み解く・伝え
る・議論する」論理と思考のレッスン－

NHK『ロンリのちから』
制作班／著

三笠書房

失われたものたちの本 ジョン・コナリー／著 東京創元社

選挙ってなんだろう!?－18歳からの政治学入門－
高村正彦／著　島田
晴香／著

PHP研究所

伝説のエンドーくん まはら三桃／著 小学館
AKB48、被災地へ行く 石原真／著 岩波書店
僕らの世界が終わる頃 彩坂美月／著 新潮社
戦国武将の解剖図鑑 本郷和人／監修 エクスナレッジ
星の王子さまの天文ノート 縣秀彦／監修 河出書房新社
渦森今日子は宇宙に期待しない。 最果タヒ／著 新潮社
はじめての哲学 石井郁男／著 あすなろ書房
水族館ガール　2 木宮条太郎／著 実業之日本社

福沢諭吉『学問のすゝめ』－「独立自尊」の道を歩め!－
齋藤孝／著　日本放
送協会／編集

NHK出版

いくたのこえよみ 堀田けい／作 理論社

保育士の一日
WILLこども知育研究
所／編著

保育社

羊と鋼の森 宮下奈都／著 文藝春秋
新聞の正しい読み方－情報のプロはこう読んでいる!－ 松林薫／著 NTT出版
夢十夜 夏目漱石／著 海王社
住んでみたい宇宙の話 竹内薫／著 キノブックス
松本城、起つ 六冬和生／著 早川書房
18歳選挙権ガイドブック 川上和久／著 講談社
ミライの授業 ミライの授業 講談社

ヒラリー・クリントン本当の彼女
カレン・ブルーメンター
ル／著

汐文社

Vol.17
（2016.10）

Vol.16
（2016.7）

Vol.15
（2016.4）

Vol.14
（2016.1）

Vol.13
（2015.10）

Vol.12
（2015.7）

Vol.11
（2015.4）
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掲載号 書名 著者名 出版社
小やぎのかんむり 市川朔久子／著 講談社
ここで負けてしまってごめんな－甲子園だけが高校野球ではな 岩崎夏海／監修 廣済堂出版

僕はダ・ヴィンチ
ヨースト・カイザー／
文　クリスティナ・クリ
ストフォロウ／絵

パイインターナ
ショナル

哲学のメガネ－哲学の眼で<世界>を見るための7つの授業－ 三好由紀彦／著 河出書房新社
私のスポットライト 林真理子／著 ポプラ社
はにわ まりこふん／著 青月社
大相撲の解剖図鑑－大相撲の魅力と見かたを徹底図解－ 伊藤勝治／監修 エクスナレッジ
歌舞伎一年生－チケットの買い方から観劇心得まで－ 中川右介／著 筑摩書房
図書館ホスピタル 三萩せんや／著 河出書房新社
フラダン 古内一絵／作 小峰書店
死神うどんカフェ1号店　別腹編☆ 石川宏千花／[著] 講談社
教養としての10年代アニメ 町口哲生／著 ポプラ社
がっかり行進曲 中島たい子／著 筑摩書房
シャクルトンの大漂流 ウィリアム・グリル／作 岩波書店

正しい目玉焼きの作り方
森下えみこ／イラスト
毎田祥子／ほか監修

河出書房新社

ざんねんないきもの事典－おもしろい!進化のふしぎ－
今泉忠明／監修　下
間文恵／ほか絵

高橋書店

宇宙を仕事にしよう! 村沢譲／著 河出書房新社
「本をつくる」という仕事 稲泉連／著 筑摩書房
カリカリベーコンはどうして美味しいにおいなの?－食べ物・飲み
物にまつわるカガクのギモン－

ANDY BRUNNING／
[著]

化学同人

方言萌え!?－ヴァーチャル方言を読み解く― 田中ゆかり／著 岩波書店
地図がわかれば社会がわかる 田代博／著 新日本出版社

粘菌生活のススメ－奇妙で美しい謎の生きものを求めて－
新井文彦／著　川上
新一／監修

誠文堂新光社

101人が選ぶ「とっておきの言葉」 河出書房新社／編 河出書房新社
漢和辞典的に申しますと。 円満字二郎／著 文藝春秋
すもうガールズ すもうガールズ 幻冬舎
不登校の17歳。－出席日数ギリギリ日記－ 青木光恵／著 KADOKAWA

どこじゃ?かぶきねこさがし－かぶきがわかるさがしもの絵本－
瀧晴巳／文　吉田愛
／絵

講談社

雑草キャラクター図鑑－物言わぬ植物たちの意外な知恵と生
態が1コママンガでよくわかる－

稲垣栄洋／著 誠文堂新光社

大人を黙らせるインターネットの歩き方 小木曽健／著 筑摩書房
高校図書館デイズ－生徒と司書の本をめぐる語らい－ 成田康子／著 筑摩書房
読みたい心に火をつけろ!－学校図書館大活用術－ 木下通子／著 岩波書店
マンガ・アニメで論文・レポートを書く－「好き」を学問にする方法 山田奨治／編著 ミネルヴァ書房
マウンドの神様 あさのあつこ／ほか 実業之日本社
中学数学のつまずきどころが7日間でやり直せる授業 西口正／著 日本実業出版社
ぐるぐる♡博物館 三浦しをん／著 実業之日本社
漱石先生の手紙が教えてくれたこと 小山慶太／著 岩波書店

ファニー13歳の指揮官
ファニー・ベン=アミ／
[著]

岩波書店

図解でわかるホモ・サピエンスの秘密－最新知見をもとにひも
解く、おどろきの人類700万年史－

インフォビジュアル研
究所／著

太田出版

100回泣いても変わらないので恋することにした。 堀川アサコ／著 新潮社
名作転生　2 学研プラス
これを知らずに働けますか?－学生と考える、労働問題ソボクな
疑問30－

竹信三恵子／著 筑摩書房

わたしのクマ研究 小池伸介／著 さ・え・ら書房
キメキメ鳥 クリス・アーリー／[著] 化学同人

私、日本に住んでいます
スベンドリニ・カクチ／
著

岩波書店

探偵が早すぎる　上 井上真偽／著 講談社
青いスタートライン 高田由紀子／作 ポプラ社
大人になって困らない語彙力の鍛えかた 今野真二／著 河出書房新社

Vol.18
（2017.1）

Vol.17
（2016.10）

Vol.19
（2017.4）

Vol.23
（2018.4）

Vol.22
（2018.1）

Vol.21
（2017.10）

Vol.20
（2017.7）
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掲載号 書名 著者名 出版社

文学効能事典－あなたの悩みに効く小説－
エラ・バーサド／著
スーザン・エルダキン
／著

フィルムアート社

もってけ屋敷と僕の読書日記 三川みり／著 新潮社
夜空は見上げる君に優しく 枕木みる太／[著] KADOKAWA

自分もSNSもかわいすぎてツラい♡
LAURIER PRESS編集
部／著

ダイヤモンド社

生物学の基礎はことわざにあり－カエルの子はカエル?トンビが
タカを生む?－

杉本正信／著 岩波書店

高校生のためのゲームで考える人工知能
三宅陽一郎／著　山
本貴光／著

筑摩書房

ビーカーくんのゆかいな化学実験－その手順にはワケがある!－ うえたに夫婦／著 誠文堂新光社

かならずお返事書くからね
ケイトリン・アリフィレン
カ／著　マーティン・
ギャンダ／著

PHP研究所

キャラで図解!栄養素じてん
牧野直子／監修　松
本麻希／イラスト

新星出版社

源氏物語の教え－もし紫式部があなたの家庭教師だったら－ 大塚ひかり／著 筑摩書房
コンビニなしでは生きられない 秋保水菓／著 講談社

司書のお仕事－お探しの本は何ですか?－
大橋崇行／著　小曽
川真貴／監修

勉誠出版

宮沢賢治の元素図鑑－作品を彩る元素と鉱物－ 桜井弘／著 化学同人
その情報、本当ですか?－ネット時代のニュースの読み解き方 塚田祐之／著 岩波書店
時は止まったふりをして 藤石波矢／著 新潮社
わたしの忘れ物 乾ルカ／著 東京創元社
そもそも文章ってどう書けばいいんですか? 山口拓朗／著 日本実業出版社
10代に語る平成史 後藤謙次／著 岩波書店

宇宙への秘密の鍵
ルーシー・ホーキング
／作　スティーヴン・
ホーキング／作

岩崎書店

ほんとはずっと好きだった
たちまちクライマックス
委員会／編

ポプラ社

満点レシピ－新総高校食物調理科－ 須藤靖貴／著 新潮社

ローズさん
澤井美穂／作　中島
梨絵／絵

フレーベル館

テーラー伊三郎 川瀬七緒／著 川瀬七緒／著

乙女の文学さんぽ　鎌倉・湘南編
東京書籍書籍編集
部／編

東京書籍

小説は君のためにある－よくわかる文学案内－ 藤谷治／著 筑摩書房
この空の上で、いつまでも君を待っている こがらし輪音／[著] KADOKAWA
わたしが少女型ロボットだったころ 石川宏千花／著 偕成社
あなただけの人生をどう生きるか－若い人たちに遺した言葉－ 渡辺和子／著 筑摩書房
みる・よむ・あるく東京の歴史　5 池享／ほか編 吉川弘文館
国旗と国章図鑑 苅安望／著 世界文化社
高校生からのリーダーシップ入門 日向野幹也／著 筑摩書房
天地ダイアリー ささきあり／作 フレーベル館
小夏と麦の物語 飛驒俊吾／著 双葉社
むこう岸 安田夏菜／著 講談社

願いごとの樹
キャサリン・アップル
ゲイト／作

偕成社

イラストで読むAI入門 森川幸人／著 筑摩書房
キャリア教育に役立つ!官公庁の仕事 稲継裕昭／監修 あかね書房
国籍の?がわかる本－日本人ってだれのこと?外国人ってだれ
のこと?－

木下理仁／著　山中
正大／イラスト

太郎次郎社エ
ディタス

もっと知りたい葛飾北斎－生涯と作品－ 永田生慈／監修 東京美術
世界の端から、歩き出す 富良野馨／[著] ポプラ社
君と読む場所 三川みり／著 新潮社

徒然草（すらすら読める日本の古典<原文付き>）
兼好法師／作　長尾
剛／文

汐文社
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掲載号 書名 著者名 出版社

ムーミン谷のすべて
フィリップ・アーダー／
文

徳間書店

平成本－31クロニクル　この1冊で平成がわかる!－ 昭文社
ぼくと数学の旅に出よう－真理を追い求めた1万年の物語－ ミカエル・ロネー／著 NHK出版

動物園は進化する－ゾウの飼育係が考えたこと－
川口幸男／著　アラ
ン・ルークロフト／著

筑摩書房

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／編

東京書籍

猫河原家の人びと　2 青柳碧人／著 新潮社
トロイメライ 村山早紀／著 立東舎
少女庭国 矢部嵩／著 早川書房

ハスキーなボクのユウウツ
ジャスティン・セイ
ヤー／著

岩崎書店

ダイエット幻想―やせること、愛されることー 磯野真穂／著 筑摩書房
クモのイト 中田兼介／著 ミシマ社
世界を変えた60人の偉人たちー新しい時代を拓いたテクノロ
ジーー

東京電機大学／編
東京電機大学出
版局

面白いほどよくわかる浮世絵入門 深光富士男／著 河出書房新社
いのち短し、踊れよ男子 安倍雄太郎／著 小学館

ぼくたちは卵のなかにいた
石井睦美／作　アン
マサコ／絵

小学館

空飛ぶくじら部 石川宏千花／著 PHP研究所

レイワ怪談　新月の章
ありがとう・ぁみ／原
作　山田明／ほか小

学研プラス
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