
◆ 勉強に役立つ学習本
タイトル 著者 出版社 請求記号

1
これまでヒミツにされてきた
誰でもトップ層に入れる中学生の勉強法

石田 勝紀 新興出版社啓林館 Y/375/イ

2 勉強力がぐんとアップする合格ノート術
NHK『テストの花道』
制作チーム/ほか編

主婦と生活社 Y/379.7/ベ

3 受験国語が君を救う! 石原 千秋 河出書房新社 Y/375.8/イ

4 東大vs京大入試文芸頂上決戦 永江 朗 原書房 Y/375.8/ナ

5 あさのあつこ先生の国語文章力をみがく あさの あつこ/監修 学研教育出版 Y/810/ア

6 国語は語彙力! 受験に勝つ言葉の増やし方 齋藤 孝 PHP研究所 Y/810/サ

7 橋本式国語勉強法 橋本 武 岩波書店 Y/810/ハ

8 この数学,いったいいつ使うことになるの? Hal Saunders 共立出版 Y/410/サ

9 数学と恋に落ちて 方程式を極める篇/未知数に親しむ篇 ダニカ マッケラー 岩波書店 Y/410/マ

10 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 NHK出版 Y/410.2/ロ

11 愛×数学×短歌 横山 明日希/編著 河出書房新社 Y/911.1/ア

12 数字で救う!弱小国家　１～２ 長田 信織 KADOKAWA Y/F/ナ

13
もっと知りたい科学入門
すごく面白くてとてもよくわかる生物・化学・物理

アレックス フリス ほか 東京書籍 Y/400/モ

14 国際化学オリンピックに挑戦! １～５
日本化学会化学
オリンピック支援委員会/監修

朝倉書店 Y/430/コ

15 めんそーれ!化学　おばあと学んだ理科授業 盛口 満 岩波書店 Y/430/モ

16 予備校の先生がキミに贈る!
苦手な化学を克服する魔法の本 大宮 理  PHP研究所 Y/430.7/オ

17
公立高校教師YouTuberが書いた
一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書

山崎 圭一 SBクリエイティブ Y/209/ヤ

18 歴史を知る楽しみ 史料から日本史を読みなおす 家近 良樹 筑摩書房 Y/210.0/イ

19 信長もビックリ!?科学でツッコむ日本の歴史 平林 純 集英社 Y/210.0/ヒ

20 インスタ映えする戦国時代 スエヒロ 大和書房 Y/210.4/ス

21 ゼロからやりなおし!戦国史見るだけノート 小和田 哲男/監修 宝島社 Y/210.4/ゼ

22 はじめての明治史 山口 輝臣/編 筑摩書房 Y/210.6/ヤ

23 新ユメタン  夢をかなえる英単語 ０～１ 木村 達哉/監修 アルク Y/834/キ

24 英単語の語源図鑑 清水 建二/ほか著 かんき出版 Y/834/シ

25 中学英語がぜんぶ身につくイラストBOOK 高橋 華生子/監修 新星出版社 Y/835/チ

26 もしも高校四年生があったら、英語を話せるようになるか 金沢 優 幻冬舎メディアコンサルティング Y/F/カ

◆ 部活に役立つ新着本
タイトル 著者 出版社 請求記号

27 部活でスキルアップ!放送活躍のポイント50 さらだ たまこ/監修 メイツ出版 Y/699/ブ

28 へたっぴさんのためのお絵描き入門 森永 みぐ インプレス Y/726.5/モ

29 中学生・高校生のための吹奏楽楽典・音楽理論 侘美 秀俊
シンコーミュージック
・エンタテイメント

Y/761/タ

30 パワーアップ吹奏楽!からだの使い方 高垣 智
ヤマハミュージックエンタテイン
メントホールディングス出版部 Y/764.6/タ

31 合唱エクササイズ ニュアンス編 相澤 直人 カワイ出版 Y/767.4/ガ

32 NSCA高校生のための体力トレーニングマニュアル  NSCAジャパン/編著 ベースボール・マガジン社 Y/780.7/エ

33 手具操作で魅せる!新体操ボールレベルアップBOOK 石崎 朔子/監修 メイツ出版 Y/781.4/シ

34 手具操作で魅せる!新体操クラブレベルアップBOOK 石崎 朔子/監修 メイツ出版 Y/781.4/シ

35
テクニックと戦術で勝つ!　陸上競技リレー
4×100m・4×400m 4×100m･4×400m

星野 晃志/監修 メイツ出版 Y/782.3/テ

36 バスケットボールディフェンストレーニングブック 鈴木 良和/監修 ベースボール・マガジン社 Y/783.1/バ

37 絶対拾う!つなげる!
バレーボールリベロ必勝のポイント50 酒井 大祐/監修 メイツ出版 Y/783.2/ゼ

38 サッカー球軸トレーニング 日本サッカー本気で世界一になれる計画 高岡 英夫 世界文化社 Y/783.4/タ

39 ソフトテニス攻撃力を高める技術と戦術 野口 英一 ベースボール・マガジン社 Y/783.5/ノ

40 バドミントンの戦い方 藤本 ホセマリ ベースボール・マガジン社 Y/783.5/フ

41 勝つ!卓球シェークハンドの戦い方最強のコツ50 高山 幸信/監修 メイツ出版 Y/783.6/カ

42 下剋上球児　三重県立白山高校、甲子園までのミラクル 菊地 高弘 カンゼン Y/783.7/キ

43 だれでもどこでも泳げるようになる!水泳大全 鈴木 大地/ほか編著 東洋館出版社 Y/785.2/ダ

44 中学・高校生のための柔道のやさしいトレーニング科学 曽我部 晋哉 ベースボール・マガジン社 Y/789.2/ソ

45 部活でスキルアップ!ダンス上達バイブル のりんご☆/監修 メイツ出版 Y/799/ブ

46 放課後の文章教室 小手鞠 るい 偕成社 Y/816/コ
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◆ 学校生活をサポートする本
タイトル 著者 出版社 請求記号

47
10代のための疲れた心がラクになる本
「敏感すぎる」「傷つきやすい」自分を好きになる方法

長沼 睦雄 誠文堂新光社 Y/146.8/ナ

48 禅ZENスタイルでいこう! 水口 真紀子/編著 キーステージ21 Y/188.8/ミ

49 生きづらさを抱えるきみへ withnews編集部 KKベストセラーズ Y/371.4/イ

50
思春期を生きる
高校生、迷っていい、悩んでいい、不安でいい

小野 善郎 福村出版 Y/371.4/オ

51 青春ハンドメイド あこがれスクールライフ　１～３ 学研プラス Y/594/セ

◆

タイトル 著者 出版社 請求記号

52 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 Y/376.3/ブ

53 国語、数学、理科、誘拐 / 国語、数学、理科、漂流 青柳 碧人 文藝春秋 Y/F/ア

54 吹部!　 /　まぁちんぐ! （吹部! #2） 赤澤 竜也 KADOKAWA Y/F/ア

55 彼女が好きなものはホモであって僕ではない 浅原 ナオト KADOKAWA Y/F/ア

56 はんぶんこの、おぼろくん 犬飼 鯛音 KADOKAWA Y/F/イ

57 放課後の名探偵 市川 哲也 東京創元社 Y/F/イ

58 太陽みたいなキミ 永瑠 スターツ出版 Y/F/エ

59 きみと詠う 江の島高校和歌部 大平 しおり KADOKAWA Y/F/オ

60 マーチング・ウィズ・ゾンビーズ ぼくたちの腐りきった青春に 折輝 真透 集英社 Y/F/オ

61 火曜新聞クラブ 泉杜毬見台の探偵 階 知彦 早川書房 Y/F/カ

62 太陽ときみの声　１～２ 川端 裕人 朝日学生新聞社 Y/F/カ

63 この空の上で、いつまでも君を待っている こがらし 輪音 KADOKAWA Y/F/コ

64 小説あさひなぐ こざき 亜衣/原作 小学館 Y/F/コ

65 図書室の神様たち 櫻 いいよ 小学館 Y/F/サ

66 16歳の天使 砂倉 春待 スターツ出版 Y/F/シ

67 体育会系探偵部タイタン! 清水 晴木 講談社 Y/F/サ

68 夏は終わらない　/　エースナンバー 須賀 しのぶ 集英社 Y/F/ス

69 14歳、明日の時間割 鈴木 るりか 小学館 Y/F/ス

70 説明がつかない現象と私が生徒会に入った説明 葵 日向子　ほか 西東社 Y/F/セ

71 アオハル・ミステリカ 瀬川 コウ PHP研究所 Y/F/セ

72 そば打ち甲子園! そば打ち研究部 学研プラス Y/F/ソ

73 君と漕ぐ ながとろ高校カヌー部 武田 綾乃  新潮社 Y/F/タ

74 その日、朱音は空を飛んだ 武田 綾乃 幻冬舎 Y/F/タ

75 キミのイタズラに涙する。 cheeery スターツ出版 Y/F/チ

76 きみの存在を意識する 梨屋 アリエ ポプラ社 Y/F/ナ

77 金魚すくい 浪速 ゆう スターツ出版 Y/F/ナ

78 小さな恋のうた 平田 研也 講談社 Y/F/ヒ

79 さよならよ、こんにちは 円居 挽 星海社 Y/F/マ

80 「未完成」なぼくらの、生徒会 麻希 一樹 KADOKAWA Y/F/マ

81 ナイスキャッチ!　１～５ 横沢 彰  新日本出版社 Y/F/ヨ

82 部長会議はじまります 吉野 万理子 朝日学生新聞社 Y/F/ヨ

83 本と鍵の季節 米澤 穂信 集英社 Y/F/ヨ

84 長浜高校水族館部! 令丈 ヒロ子 講談社 Y/F/レ

85 フラボーイ いわき男子高校演劇部奮闘記 天美 幸/原作 柘植書房新社 Y/912.6/ア

86 あの頃、君を追いかけた 九把刀 講談社 Y/923.7/ジ

87 パンツ・プロジェクト クラーク あすなろ書房 Y/933.7/ク

88 ぼくにだけ見えるジェシカ アンドリュー ノリス 徳間書店 Y/933.7/ノ

89 僕をスーパーヒーローと呼んでくれ アリーナ ブロンスキー
幻冬舎メディア
コンサルティング

Y/943.7/ブ

青春を描いたよみもの （部活・恋・ミステリー…etc）
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貸出中の本は予約もできます。貸出カウンターまでお声がけください。


