
冊数分類タイトル 筆者・編者 出版者

1 0 学校図書館の教育力を活かす―学校を変える可能性 塩見 昇 日本図書館協会

2 0 レファレンスブックス―選びかた・使いかた（三訂版） 長澤 雅男   日本図書館協会

3 0 本の時間を届けます 篠賀 典子  洋泉社

4 1 教えて、お坊さん! 「さとり」ってなんですか 小出 遥子 角川書店

5 1 頭のよさはノートで決まる 超速脳内整理術 齋藤 孝 ビジネス社 

6 1 5年後の自分を計画しよう 達成する希望術 シェーン・J. ロペス 文藝春秋

7 1 「じぶん設計図」で人生を思いのままにデザインする 竹内 義晴 秀和システム

8 1 仏像とお寺の解剖図鑑 スタジオワーク エクスナレッジ

9 1 「話し上手」「伝え上手」が大事にしている47のルール 野口 吉昭 三笠書房 

10 1 自分を変えるほんの小さなコツ 野澤 卓央   かんき出版 

11 2  ライオンはとてつもなく不味い 山形 豪  集英社

12 2 河江肖剰の最新ピラミッド入門 河江 肖剰   日経ナショナルジオグラフィック

13 2 北方領土の基礎知識 石郷岡建  垣内出版

14 2 経済用語図鑑  花岡 幸子 WAVE出版

15 2 税金の大事典 神野 直彦 くもん出版

16 2 図説 ロシアの歴史  (ふくろうの本) 栗生沢 猛夫  河出書房新社

17 3 すぐ実践できる! アクティブ・ラーニング 高校理科 大野 智久  学陽書房

18 3 絶対成功する! アクティブ・ラーニングの授業づくりアイデアブック 瀧沢 広人 明治図書出版

19 3 異文化理解入門 原沢 伊都夫 研究社

20 3 いじめのある世界に生きる君たちへ  中井 久夫  中央公論社

21 3 感染症医が教える性の話 岩田 健太郎  筑摩書房

22 4 読むだけで楽しい 数学のはなし 池田 洋介 新紀元社

23 4 温泉はなぜ体にいいのか 松田 忠徳 平凡社

24 4 最新決定版 食材事典: 栄養がわかる 体によく効く 廣田 孝子 学研プラス

25 5 誌上・パターン塾 Vol.3 パンツ編 文化出版局 文化出版局

26 5 アシェット・デセール専門店の皿盛りデザート 松下 裕介 河出書房新社

27 5 フランス料理の思考力 ソースの新しい使い方・見せ方 現代フランス料理研究会 旭屋出版

28 5 「想い」と「アイデア」で世界を変える  中台 澄之 SBクリエイティブ

29 5 海難救助のプロフェッショナル 海上保安庁 特殊救難隊 第三管区海上保安本部成山堂書店

30 5 美しいフランス菓子の教科書 メラニー・デュピュイパイインターナショナル 

31 6 チーズの科学 ミルクの力、発酵・熟成の神秘 齋藤 忠夫 講談社

32 6 ディズニー キズナの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋 SBクリエイティブ

33 7 京アニを読む 野村 幸一郎 新典社 

34 7 声優語：アニメに命を吹き込むプロフェッショナル 藤津 亮太 一迅社

35 7 図解 箱根駅伝 野神 明人 新紀元社

36 7 怪談日記 ありがとう・ぁみ  イカロス出版

37 7 正倉院宝物: 181点鑑賞ガイド 杉本 一樹  新潮社

38 8 イメージと語源でよくわかる 似ている英単語使い分けBOOK 清水建二  ベレ出版

39 8 何がちがう?どうちがう? 似ている日本語 佐々木 瑞枝  東京堂出版 

40 9 文豪図鑑 完全版──あの文豪の素顔がすべてわかる 開発社 自由国民社

41 9 教科書では教えてくれない日本文学のススメ  関根　尚 学研マーケティング

42 9 日本人なら知っておきたい日本文学  海野 凪子 幻冬舎 

43 Ｆ スター・ウォーズ　エピソード1:ファントム・メナス ジョージ・ルーカス 講談社

44 Ｆ スター・ウォーズ エピソード2:クローンの攻撃  ジョージ・ルーカス 講談社

45 Ｆ スター・ウォーズ エピソード3:シスの復讐  ジョージ・ルーカス 講談社

46 Ｆ スター・ウォーズ エピソード4:新たなる希望 ジョージ・ルーカス 講談社

47 Ｆ スター・ウォーズ エピソード5:帝国の逆襲 ジョージ・ルーカス 講談社

48 Ｆ スター・ウォーズ エピソード6:ジェダイの帰還  ジョージ・ルーカス 講談社

49 Ｆ スノウ・ティアーズ 梨屋 アリエ  ポプラ社

50 Ｆ 敬語で旅する四人の男 麻宮 ゆり子 光文社

51 Ｆ 夜行 森見　登美彦 小学館

52 F ビブリア古書堂の事件手帖７～栞子さんと果てない舞台～ 三上　延 ｱｽｷｰﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ

53 F ようこそ授賞式の夕べに 大崎　梢 創元社

54 Ｆ ショパンの心臓 青谷 真未 ポプラ社

55 Ｆ おばちゃんたちのいるところ - Where the Wild Ladies Are  松田 青子 中央公論新社

56 Ｆ また、いる…… (怪談 5分間の恐怖) 中村 まさみ  金の星社

57 Ｆ ぼくの死体をよろしくたのむ  川上 弘美  小学館

桐生第一高校第１学舎図書館


