
書　　　　名 著者・編集者名 出版社名 分類番号

総記
知識 池上彰のニュースの学校　情報を２００％活かす 　 池上彰 朝日新聞出版 2

情報科学 ＬＩＮＥを生んだＮＡＶＥＲの企業哲学韓国最強企業の成功方程式 イムウォンギ 実業之日本社 7
ウェブ社会のゆくえ 鈴木謙介 ＮＨＫ出版 7

学校図書館 高校図書館 成田康子 みすず書房 17
百科事典 ギネス世界記録２０１４ グレンディ，クレイグ 角川マガジンズ 31

ジャーナリズム 新聞記者：現代史を記録する 若宮啓文 筑摩書房 70
哲学

論理学 論理的に解く力をつけよう 徳田雄洋 岩波書店 116
中国哲学 「論語」で鍛える　逆境に負けないメンタリズム 　 佐久協 静山社 123

論語物語 下村湖人 講談社 123
心理学 植木理恵のすぐに使える行動心理学 植木理恵 宝島社 140

スタートアップ「心理学」：高校生と専門的に学ぶ前のあなたへ 小川一美 ナカニシヤ出版 140
愛するということ フロム，エーリッヒ 紀伊國屋書店 141

人生訓 「考える力」をつける本 轡田　隆史 三笠書房 159
人生はニャンとかなる！ 水野敬也 文響社 159

歴史
日本史 図説世界を驚かせた頭のいい江戸のエコ生活 菅野俊輔 青春出版社 210

家康が毒殺した１０人の武将 西村誠 双葉社 210
個人伝記 ケネディ暗殺　50年目の真実 オライリー，ビル 講談社 289

ゼロ　なにもない自分に小さなイチを足していく 堀貴文 ダイヤモンド社 289
日本地理 大人もハマる地理 河原和之 すばる舎 291

社会科学
政治・経済 ギリシャ人の真実 柳田富美子 講談社 302

池上彰野学べるニュース（７） 池上彰 海竜社 302
経済学 高校生からわかる　マクロ・ミクロ経済学 菅原晃 河出書房新社 331
企業経営 会社四季報　業界地図〈２０１４年版〉 東洋経済新報社 東洋経済新報社 335
経営管理 就職四季報　総合版〈２０１５年版〉 東洋経済新報社 東洋経済新報社 336

就職四季報　女子版〈２０１５年版〉 東洋経済新報社 東洋経済新報社 336
ＩＦＲＳ（国際会計基準）の基本 飯塚隆 日本経済新聞出版社 336
ストーリーでつかむファイナンス理論 永野良佑 日本実業出版社 336

統計 世界国勢図会2013／14 矢野恒太郎記念会 矢野恒太郎記念会 350
労働問題 ２０代のための「キャリア」と「仕事」入門 塩野誠 講談社 366

さとり世代　盗んだバイクで走り出さない若者たち 　 原田曜平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 367
社会福祉 生活保護知られざる恐怖の現場 今野晴喜 筑摩書房 369
　教育 勉強するのは何のため？ 苫野一徳 日本評論社 370

脳の個性を才能にかえる トーマス・アームストロン ＮＨＫ出版 378
風俗史 彩色江戸の暮らし事典 エディキューブ 双葉社 382

　衣食住の習俗英国一家、日本を食べる マイケル・ブース 亜紀書房 383
自然科学

評論 面白くて眠れなくなる理科 左巻建男 ＰＨＰ研究所 404
数学 わくわく数の世界の大冒険１ 桜井進 日本読書センター 410

わくわく数の世界の大冒険２ 桜井進 日本読書センター 410
気象学 天変地異がまるごとわかる本 地球科学研究倶楽部 学研パブリッシング 451

一般動物学 働くアリに幸せを　存続と滅びの組織論 長谷川英佑 講談社 481
昆虫類 新編　チョウはなぜ飛ぶか　 日高敏隆 岩波書店 486
医学 看取り士　幸せな旅立ちを約束します 柴田久美子 コスモトゥーワン 490

単純な脳、複雑な「私」 池谷裕二 講談社 491
素顔の山中伸弥　記者が追った２５００日 毎日新聞科学環境部 ナカニシヤ出版 491
絶対に役立つ！ナースのための最強の資格８０ エクスナレッジ 493

衛生学 看護の仕事がわかる本 菱沼典子 日本実業出版社 498
誰にでもできる！五禽戯中国伝統気功体操 真北斐図 ＢＡＢジャパン 498

技術・工学
工業基礎学 みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来シリーズ　全4冊 仲谷宏 小峰書店 501

地球と人間の環境を考える　エネルギー 小島紀徳 日本評論社 501
再生可能エネルギーがひらく未来 エイモリー・ロビン 岩波書店 501

住宅建築 家がおしえてくれること 小川奈緒 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 527
発電 これだけは知っておきたい高校生のための原発の基礎知識 関根一昭 平和文化 543

図解雑学　原子力 竹田敏一 ナツメ社 543
通信工学 インターネットの光と影 情報教育学研究会 北大路書房 547
食品・料理 Ｔｈｅハワイアンパンケーキレシピ　ハワイの行列店の味をおうちでも！ 藤沢セリカ 河出書房新社 596

女子栄養大学の最高の朝ごはん 香川芳子 ダイヤモンド社 596
産業

作物栽培 土と生きるー環境農場から 小泉英政 岩波書店 615
花卉園芸 花束デザイン図鑑３００ フローリスト編集部 誠文堂新光社 627

わたしたちのハッピーウエディング みよしみや ＫＡＤＯＫＡＷＡ 627
商業経営 売る力　心をつかむ仕事術 鈴木敏文 文藝春秋 673
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芸術
絵本 笑顔の花が咲く コーデュロイ，トレーシー1万年堂出版 726

ロストシング ショーン・タン 河出書房新社 726
金工芸 変わり兜 橋本麻里 新潮社 756

器楽合奏 オーケストラを読む本 鈴木織衛 ヤマハミュージックメﾃﾞｨｱ 764
必ず役立つ吹奏楽ハンドブック　呼吸編 丸谷明夫 ヤマハミュージックメディア 764

陸上競技 哲学者が走る マーク・ローデンズ 白水社 782
球技 スポーツの品格 桑田真澄 集英社 783
相撲 相撲部屋ちゃんこ百景　とっておきの話１５ 佐藤祥子 河出書房新社 788
武術 修業論 内田樹 光文社 789
将棋 勝負心 渡辺明 文藝春秋 796

言語
日本語 日本語の練習問題 出口汪 サンマーク出版 810

オツな日本語 金田一秀穂 日本文藝社 810
辞典 辞書の仕事 増井元 岩波書店 813
読本 読むだけ小論文 樋口裕一 学研教育出版 817
英語 ＷＯＲＬＤ　ＮＥＷＳ　ＢＥＳＴ３０ 成重寿 Ｊリサーチ出版 838

英語で楽しむピーターラビットの世界１ Ｂｅａｒｔｒｉｘ　Ｐｏｔｔｅｒ ジャパンタイムズ 838
英語で楽しむピーターラビットの世界２ Ｂｅａｒｔｒｉｘ　Ｐｏｔｔｅｒ ジャパンタイムズ 838

文学
日本文学 林修の「今読みたい」日本文学講座 林修 宝島社 910

夏目漱石の実像と人脈 伊藤美喜雄 花伝社 910
詩歌 小林一茶時代を詠んだ俳諧師 青木美智男 岩波書店 911
小説 風に立つライオン さだまさし 幻冬舎 913

とっぴんぱらりの風太郎 万城目学 文藝春秋 913
蚊がいる 穂村弘 メディアファクトリー 913
二重螺旋の誘拐 喜多喜久 宝島社 913
世界泥棒 桜井晴也 河出書房新社 913
さよなら、オレンジ 岩城けい 筑摩書房 913
もしもし、還る 白河三兎 集英社 913
疾風ロンド 東野圭吾 実業之日本社 913
よろず占い処　陰陽屋あらしの予感 天野頌子 ポプラ社 913
よろず占い処　陰陽屋へようこそ 天野頌子 ポプラ社 913
よろず占い処　陰陽屋の恋のろい 天野頌子 ポプラ社 913
よろず占い処　陰陽屋アルバイト募集 天野頌子 ポプラ社 913
正妻　慶喜と美賀子　上 林真理子 講談社 913
正妻　慶喜と美賀子　下 林真理子 講談社 913
昭和の犬 姫野カオルコ 幻冬舎 913
夜明けのカノーブス 穂高明 実業之日本社 913
ノボさん 伊集院静 講談社 913
遠まわりする雛 米澤穂信 角川書店 913
ふたりの距離の概算 米澤穂信 角川書店 913
愚者のエンドロール 米澤穂信 角川書店 913
クドリャフカの順番 米澤穂信 角川書店 913
原発ホワイトアウト 若杉　冽 講談社 913
ガーデンロスト 紅玉　いづき メディアワークス 913
ハルモニア 鹿島田真希 新潮社 913
ヒカルの卵 森沢明夫 徳間書店 913
村上海賊の娘　上巻 和田竜 新潮社 913
村上海賊の娘　下巻 和田竜 新潮社 913
ルリユール 村山早紀 ポプラ社 913
黎明に起つ 伊東潤 ＮＨＫ出版 913
公園通りのクロエ 野中柊 祥伝社 913
冬虫夏草 梨木香歩 新潮社 913
猫を拾いに 川上弘美 マガジンハウス 913
獅子の城塞 佐々木譲 新潮社 913

評論・エッセイ ゴロゴ板野の枕草子・徒然草講座 板野博行 星雲社 914
晴れたり曇ったり 川上弘美 講談社 914
灯をともす言葉 花森安治 河出書房新社 914
未来力養成教室 日本SF作家クラブ 岩波書店 914
日本人へ　危機からの脱出篇 塩野七生 文藝春秋 914
すばらしい日々 よしもとばなな 幻冬舎 914

紀行 原風景のなかへ 安野光雅 山川出版社 915
箴言 犬が教えてくれた　なかよし取扱説明書 北山葉子 理論社 917

外国小説 さよならを待つふたりのために ジョン・グイーン 岩波書店 933
インフェルノ　上 ダン・ブラウン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
インフェルノ　下 ダン・ブラウン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933


