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書           名 著者名 出版社名

水を縫う 寺地はるな 集英社

兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン あすなろ書房

科学者になりたい君へ 佐藤勝彦 河出書房新社

コミック　リアル　1～15巻 井上雄彦 集英社

コミック　君の手がささやいている  1～10巻 軽部潤子 講談社

新・コミック　君の手がささやいている
　　　　　　　　　　　　　　　　　1～13巻

軽部潤子 講談社

「阪神大震災」全記録 神戸新聞社
神戸新聞
総合出版センター

あした天気になあれ 村松智弘 解放出版社

はじけた家族 和田武広 解放出版社

ドキュメント 湊かなえ 角川文庫

安楽死を遂げるまで 宮下洋一 小学館

看護の仕事がわかる本 菱沼典子 日本実業出版社

「いのち」の現場でとまどう 徳永進 岩波書店

化学版　これを英語で言えますか？ 斎藤勝裕 講談社

免疫が挑むがんと難病 岸本忠三 講談社

時空のからくり 山田克弥 講談社

認知バイアス 鈴木宏昭 講談社

SDGｓ入門 村上芽 日本経済新聞出版社

ほんとうに使える数学　基礎編 芳沢光雄 実業之日本社

ほんとうに使える数学　レベルアップ編 芳沢光雄 実業之日本社

統計確率のほんとうの使い道 京極一樹 実業之日本社

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 講談社

赤ちゃんはことばをどう学ぶのか 針生悦子 中公新書ラクレ

石の世界 山田英春 ちくま新書

新着図書紹介（5月）

夏
休
み
課
題
図
書



書           名 著者名 出版社名

細胞のしくみ 中西貴之
ソフトバンク
  クリエイティブ

マンガでわかる相対性理論 新堂進
ソフトバンク
  クリエイティブ

マンガでわかる統計学 大上丈彦
ソフトバンク
  クリエイティブ

地球とは何か 鎌田浩毅
ソフトバンク
  クリエイティブ

脳死・臓器移植の本当の話 小松美彦 PHP新書

脳死・クローン　遺伝子治療 加藤尚武 PHP新書

記憶力を強くする 池谷裕二 講談社

娘に語るお父さんの歴史 重松清 ちくまプリマ―新書

君も精神科医にならないか 熊木徹夫 ちくまプリマ―新書

よみがえる脳 生田哲
ソフトバンク
  クリエイティブ

ルポ　餓死現場で生きる 石井光太 ちくま新書

眠りの悩み相談室 粂和彦 ちくま新書

現代の貧困 岩田正美 ちくま新書

大学生の論文執筆法 石原千秋 ちくま新書

なぜ勉強するのか？ 鈴木光司 ソフトバンク新書

宇宙が始まる前には何があったのか？ ローレンス・クラウス 文春文庫

アインシュタインの言葉 弓場隆
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

アランの幸福論 斎藤慎子
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

氷のくじら 辻村深月 講談社文庫

つれづれ、北野坂探偵舎 河野裕 角川文庫

吹部！ 赤澤竜也 角川文庫

ヒッキーヒッキー・シェイク 津原奏水 早川書房

放課後図書室 麻澤奏 スターツ出版文庫

サイレント・ヴォイス 佐藤青南 宝島社文庫

ブラック・コール 佐藤青南 宝島社文庫

インサイド・サイン 佐藤青南 宝島社文庫

セブンス・サイン 佐藤青南 宝島社文庫

不妊治療を考えたら読む本 浅田義正 講談社



書           名 著者名 出版社名

人体再生に挑む 東嶋和子 講談社

宇宙は本当にひとつなのか 村山斉 講談社

ジェンダー法学入門 三成美保 法律文化社

ドキュメント検察官 読売新聞社会部 中公新書

君の手がささやいている最終編　脚本集 岡田恵和 テレビ朝日

阪神大震災 読売新聞大阪本社編 読売新聞

太郎が恋をする頃までには… 栗原美和子 幻冬舎文庫

男たちの挑戦　神戸製鋼ラグビー部 毎日新聞大阪本社運動部世界文化社

死刑と人権　一問一答 アムネスティ・インターナショナル解放出版社

朝日新聞大阪本社版紙面集成　阪神大震
災

朝日新聞社 朝日新聞

部落差別の謎を解く 川元洋一 にんげん出版

サクラダリセット１　猫と幽霊と日曜日の革命 河野　裕 角川文庫

サクラダリセット２
  魔女と思い出と赤い目をした女の子

河野　裕 角川文庫

サクラダリセット３　機械仕掛けの選択 河野　裕 角川文庫

サクラダリセットリセット４
  さよならがまだ喉につかえていた

河野　裕 角川文庫

サクラダリセット５　片手の楽園 河野　裕 角川文庫

サクラダリセット６　少年と少女と、 河野　裕 角川文庫

なんのために学ぶのか 池上彰 SB出版

いじめを生む教室 萩上チキ PHP新書

怖い絵 中野京子 角川文庫

怖い絵　死と乙女編 中野京子 角川文庫

中高生の勉強あるある、解決します 池末翔太
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

読解力検定　合格力養成BOOK　準1級 朝日新聞、ベネッセ 朝日新聞出版

読解力検定　合格力養成BOOK　2級 朝日新聞、ベネッセ 朝日新聞出版

読解力検定　合格力養成BOOK　準2級 朝日新聞、ベネッセ 朝日新聞出版

読解力検定　合格力養成BOOK　3級 朝日新聞、ベネッセ 朝日新聞出版

読解力検定　合格力養成BOOK　4級 朝日新聞、ベネッセ 朝日新聞出版

打ち上げ花火、
     下から見るか？横から見るか

岩井俊二 角川文庫



書           名 著者名 出版社名

マリー・アントワネットの日記　Rose 吉川トリコ 新潮文庫

マリー・アントワネットの日記　Bｌeu 吉川トリコ 新潮文庫

東大生が選んだ勉強法 東大家庭教師友の会 PHP文庫

僕とおじいちゃんと魔法の塔　①～⑥ 香月日輪 角川文庫

ねこまたのおばばと物の怪たち 香月日輪 角川文庫

現代百物語 岩井志麻子 角川ホラー文庫

現代百物語　悪夢 岩井志麻子 角川ホラー文庫

現代百物語　殺意 岩井志麻子 角川ホラー文庫

思い、思われ、ふり、ふられ 咲坂伊緒 集英社オレンジ文庫

「公共」の授業を創る 橋本　康弘 明治図書

「公共の扉」をひらく授業事例集 東京都高等学校公民科 清水書院

2021　現代用語の基礎知識 伊藤　滋 自由国民社

ODA　援助の現実 鷲見　一夫 岩波新書

赤い指 東野　圭吾 講談社

イヌの本 デヴィッド・テイラー 日本テレビ放送網

インド探訪 タゴール映子 筑摩書房

美しい国へ 安倍　晋三 文藝春秋

オオカミ エリック・ツィ―メン 白水社

オオカミと生きる ヴェルナー・フロイント 白水社

オオカミと人間 ハリー・ホルスタン・ロペス草思社

オオカミよ、なげくな 小原　秀雄 紀伊國屋書店

オムシの言葉 木村　元彦 集英社インターナショナル

鏡のなかの「豊かさ」 飯田　経夫 ちくま文庫

火車　文庫 宮部みゆき 双葉社

鎌倉香房メモリーズ　２ 阿部　暁子 集英社

鎌倉香房メモリーズ　３ 阿部　暁子 集英社

鎌倉香房メモリーズ　４ 阿部　暁子 集英社

川あかり 葉室　麟 双葉社



書           名 著者名 出版社名

考える「公共」70時間 全国民主主義教育研究所清水書院

橘花抄 葉室　麟 新潮社

クルド人　もうひとつの中東問題 川上　洋一 集英社新書

クレムリン秘密文書は語る 名越健郎 中公新書

27人のすごい議論 「日本の論点」編集部 文藝春秋

これからの日本の論点　2016 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社

これからの日本の論点　2017 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社

これからの日本の論点　2019 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社

プチ　マンガでわかる　フーリエ解析 渋谷道雄 オーム社

マンガでわかる統計学 高橋信 オーム社

マンガでわかる統計学　回帰分析編 高橋信 オーム社

家を建てる前に読む住まいの仕組み事典 間宮良行 西東社

高校生が夢中になる知的な授業 太田輝明 明治図書

子どもとつくる近現代史 安井俊夫 日本書籍

写真集　火山全景 下司信夫 誠文堂新光社

常識　「日本の論点」 「日本の論点」編集部 文藝春秋

図解入門　よくわかる構造力学の基本 松本慎也 秀和システム

論理的思考力を鍛える33の思考実験 北村良子 彩図社

東大現代文で思考力を鍛える 出口汪 大和書房

東大生が書いた　問題を解く力を鍛える
  ケース問題ノート

東大ケーススタディ研究会 東洋経済新聞出版社

医療論点　倫理的に考える 浅井篤　ほか 日本看護協会出版


