
No 請求記号 書名 著者名 出版社

1 020 本について授業をはじめます 永江朗 少年写真新聞社

2 070 その情報はどこから？－ネット時代の情報選別力 猪谷千香 ちくまプリマ―新書

3 141.94 繊細すぎてしんどいあなたへ―HSP相談室 串崎真志 岩波ジュニア新書

4 156 武士道 新渡戸稲造 ＰＨＰ文庫

5 159.7 本当の「頭のよさ」ってなんだろう? 齋藤孝 誠文堂新光社

6 159.8 人生はzooっと楽しい！－毎日がとことん楽しくなる65の方法 水野敬也/長沼直樹 文響社

7 198.62 キング牧師　人種の平等と人間愛を求めて 辻内鏡人/中條献 岩波ジュニア新書

8 204 「歴史」の意外な結末 日本博学倶楽部 ＰＨＰ文庫

9 210.58 武士の家計簿 磯田道史 新潮新書

10 289.1/ヒ 生きること学ぶこと 広中平祐 集英社文庫

11 289.3/ア アインシュタイン１５０の言葉 新装版 [編]ジェリー・メイヤー/ジョン・Ｐ・ホームズ ディスカヴァー２１

12 304 世界がもし１００人の村だったら 池田香代子/再話 Ｃ.ダグラス・ラミス/翻訳 マガジンハウス

13 327 裁判おもしろことば学 大河原眞美 大修館書店

14 361.454 友だち幻想 菅野仁 ちくまプリマ―新書

15 366 働くって何だ―３０のアドバイス 森清 岩波ジュニア新書

16 375.18 部活魂！この文化部がすごい 読売中高生新聞編集室 ちくまプリマ―新書

376.333 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 新潮社

376.333 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー2 ブレイディみかこ 新潮社

18 377.9 新・大学でなにを学ぶか 上田紀行 岩波ジュニア新書

19 383.81 日本の鯨食文化-世界に誇るべき“究極の創意工夫” 小松正之 祥伝社新書

20 400 科学の最前線を切りひらく！ 川端裕人 ちくまプリマ―新書

21 404 なぜ？どうして？科学のお話(６年) [監修]大山光晴 学研

22 404 おはようからおやすみまでの科学 佐倉統/古田ゆかり ちくまプリマ―新書

23 410 数の悪魔 ハンス・M・エンツェンスベルガー　[訳]丘沢静也 晶文社

24 410 世にも美しい数学入門 藤原正彦/小川洋子 ちくまプリマ―新書

25 410 数学ガール 結城浩 ソフトバンククリエイティブ

26 410 算数・数学が得意になる本 芳沢光雄 講談社現代新書

27 417 統計学をめぐる散歩道 石黒真木夫 岩波ジュニア新書

443.9/1 ビッグバン宇宙論(上) サイモン・シン　[訳]青木薫 新潮社

443.9/2 ビッグバン宇宙論(下) サイモン・シン　[訳]青木薫 新潮社

29 460 生物と無生物のあいだ 福岡伸一 講談社現代新書

30 481.1 ゾウの時間　ネズミの時間 本川達雄 中公新書

31 494.72 転んでも、大丈夫：ぼくが義足を作る理由 臼井二美男 ポプラ社

32 519 偽善エコロジー 武田邦彦 幻冬舎新書

33 523.35 小さな家 ル・コルビュジェ/著 森田一敏/訳 集文社

34 596.21 未来へ伝えたい日本の伝統料理―日本の食を考える 後藤真樹 小峰書店

4類　自然科学　数学，理学，医学
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5類　技術　工学，工業，家政学

2類　歴史　歴史，伝記，地理

3類　社会科学　政治，法律，経済，統計，社会，教育，風俗習慣等
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0類　総記　情報学，図書館図書，百科事典等

1類　哲学　哲学，心理学，倫理学，宗教
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35 611.3 食料の世界地図 エリック・L・T・ミルストーン　[訳]大賀圭治・高田直也 丸善

36 611.38 世界の半分が飢えるのはなぜ？ ジャン・ジグレール　[訳]たかおまゆみ 合同出版

37 687.38 空の上で本当にあった心温まる物語 三枝理枝子 あさ出版

38 701.37 よみがえる天才２　レオナルド・ダ・ヴィンチ 池上英洋 ちくまプリマ―新書

39 779.1 ぼくは、いつでもぼくだった。 いっこく堂/著 中村景児/絵 くもん出版

40 780.69 オリンピック・パラリンピックを学ぶ 後藤光将 岩波ジュニア新書

41 786 冒険図鑑　野外で生活するために さとうち藍 福音館書店

42 798 論理パズル「出しっこ問題」傑作選 小野田博一 講談社ブルーバックス

43 810 日本語教室 井上ひさし 新潮新書

44 815.8 ちゃんと話すための敬語の本 橋本治 ちくまプリマ―新書

45 817.5 読解力を身につける 村上慎一 岩波ジュニア新書

46 835 ビッグ・ファット・キャットの 世界一簡単な英語の本 向山淳子/向山貴彦 幻冬舎

47 913.2 楽しい古事記 阿刀田高 角川文庫

48 913.6/ア     蜘蛛の糸・杜子春 芥川龍之介 新潮文庫

49 913.6/ア     阪急電車 有川浩 幻冬舎

913.6/ア     バッテリー1 あさのあつこ 角川文庫

913.6/ア/2     バッテリー2 あさのあつこ 角川文庫

913.6/ア/3    バッテリー3 あさのあつこ 角川文庫

913.6/ア/4    バッテリー4 あさのあつこ 角川文庫

913.6/ア/5  バッテリー5 あさのあつこ 角川文庫

913.6/ア/6     バッテリー6 あさのあつこ 角川文庫

51 913.6/イ トリツカレ男 いしいしんじ 新潮文庫

52 913.6/イ     機関車先生 伊集院静 講談社文庫

53 913.6/ウ    精霊の守り人 上橋菜穂子 新潮文庫

54 913.6/エ  海と毒薬 遠藤周作 新潮文庫

55 913.6/オ  博士の愛した数式 小川洋子 新潮文庫

913.6/カ/1 セカンドウインド(１) 川西蘭 小学館文庫

913.6/カ/2 セカンドウインド(２) 川西蘭 小学館文庫

913.6/カ/3 セカンドウインド(３) 川西蘭 小学館文庫

913.6/サ/1 一瞬の風になれ　(1) 佐藤多佳子 講談社文庫

913.6/サ/2 一瞬の風になれ　(2) 佐藤多佳子 講談社文庫

913.6/サ/3 一瞬の風になれ　(3) 佐藤多佳子 講談社文庫

58 913.6/シ 青い鳥 重松清 新潮文庫

59 913.6/シ くちぶえ番長 重松清 新潮文庫

60 913.6/ダ 走れメロス 太宰治 新潮文庫

61 913.6/ナ 西の魔女が死んだ 梨木香歩 新潮文庫

62 913.6/ナ 神様のカルテ 夏川草介 小学館文庫
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8類　言語

9類　文学

6類　産業　農林水産業，商業，運輸，通信

7類　芸術　美術，音楽，演劇，スポーツ，諸芸等



No 請求記号 書名 著者名 出版社

夢への扉図書一覧【Secondary Program Division 6-8年】 2022年度版

63 913.6/ナ 坊っちゃん 夏目漱石 新潮文庫

64 913.6/ハ 太陽の子 灰谷健次郎 角川文庫

65 913.6/ホ ボッコちゃん 星新一 新潮文庫

66 913.6/ミ ユタとふしぎな仲間たち 三浦哲郎 新潮文庫

67 913.6/ミ 岩に立つ 三浦綾子 講談社文庫

68 913.6/ミ 塩狩峠 三浦綾子 新潮文庫

913.6/ミ/1 氷点(上) 三浦綾子 角川文庫

913.6/ミ/2 氷点(下) 三浦綾子 角川文庫

70 913.6/ミ 夢をかなえるゾウ 水野敬也 文響社

71 913.6/ム 真理先生 武者小路実篤 新潮文庫

913.6/ヨ/1 三国志　１ 吉川英治 新潮文庫

913.6/ヨ/2 三国志　２ 吉川英治 新潮文庫

913.6/ヨ/3 三国志　３ 吉川英治 新潮文庫

913.6/ヨ/4 三国志　４ 吉川英治 新潮文庫

913.6/ヨ/5 三国志　５ 吉川英治 新潮文庫

913.6/ヨ/6 三国志　６ 吉川英治 新潮文庫

913.6/ヨ/7 三国志　７ 吉川英治 新潮文庫

913.6/ヨ/8 三国志　８ 吉川英治 新潮文庫

913.6/ヨ/9 三国志　９ 吉川英治 新潮文庫

913.6/ヨ/10 三国志　１０ 吉川英治 新潮文庫

73 913.8/ミ 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 新潮文庫

74 913.8/モ リズム 森　絵都 講談社青い鳥文庫

75 914.6/ヒ 春の数えかた 日高敏隆 新潮文庫

76 914.6/ミ 日本一心を揺るがす新聞の社説 水谷謹人 ごま書房新社

77 933.6/オ 若草物語 ルイザ・Ｍ・オルコット　[訳]松本恵子　 新潮文庫

933.6/オ/1 高慢と偏見(上) ジェイン・オースティン　［訳］中野康司 ちくま文庫

933.6/オ/2 高慢と偏見(下) ジェイン・オースティン　［訳］中野康司 ちくま文庫

79 933.7/ウ あしながおじさん ジーン・ウェブスター　[訳]松本恵子 新潮社

80 933.7/シ 青空のむこう アレックス・シアラー [訳]金原瑞人 求龍堂

81 933.7/フ 種をまく人 ポール・フライシュマン/著 片岡しのぶ/訳 あすなろ書房

82 933.7/モ 赤毛のアン ルーシー・M・モンゴメリ　[訳]村岡花子 講談社青い鳥文庫

83 949.738 絵のない絵本 ハンス・C・アンデルセン [訳]矢崎源九郎 新潮文庫

84 953/サ 星の王子さま - The Little Prince サン・テグジュぺリ 講談社英語文庫

85 953/ユ レ・ミゼラブル―ああ無情― ビクトル・ユーゴー, [訳]片山 若子, 塚原 亮一 講談社青い鳥文庫

86 963 カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ/著 河野真理子/訳 白水社

983/ド/1 罪と罰（上） フョードル・ドストエフスキー [訳]工藤精一郎 新潮文庫

983/ド/2 罪と罰（下） フョードル・ドストエフスキー [訳]工藤精一郎 新潮文庫
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