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書名 著者名 出版者

できるＯｆｆｉｃｅ３６５ インプレス

マルクスガブリエル欲望の時代を哲学する
（ＮＨＫ出版新書）

丸山俊一 NHK出版

禅ってなんだろう? 石井清純 平凡社

知の越境法　「質問力」を磨く　（光文社新書） 池上彰 光文社

東大生の勉強法カタログ 学研

続・中学生からの大学講義１~3
（ちくまプリマー新書）

桐光学園

ちくまプリマー新書編集部
筑摩書房

世界史を移民で読み解く（ＮＨＫ出版新書） 玉木俊明 NHK出版

歴史に「何を」学ぶのか（岩波ジュニア新書） 半藤一利 岩波書店

災害と復興の中世史

ヨーロッパの人びとは惨禍をいかに生き延びたか
ゲルハルト フーケー 八坂書房

感染症の世界史 (角川ソフィア文庫) 石 弘之 KADOKAWA

新・世界の国々1～10 帝国書院

14歳からの政治入門 池上彰 マガジンハウス

日本国勢図会　2020/21 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

地図で見る日本ハンドブック レミ・スコシマロ 原書房

縮小ニッポンの衝撃（講談社現代新書） NHKスペシャル取材班 講談社

仕事の未来（講談社現代新書） 小林雅一 講談社

22世紀を見る君たちへ（講談社現代新書） 平田オリザ 講談社

加害者家族（幻冬舎新書） 鈴木伸元 幻冬舎

警察用語の基礎知識（幻冬舎新書） 吉野まほろ 幻冬舎

交通事故学（新潮新書） 石田敏郎 新潮社

行動経済学の使い方 (岩波新書) 大竹文雄 岩波書店

世界中の子どもの権利を守る30の方法 国際子ども権利センター 合同出版

しりたいな　全国のまちづくり　1～3 岡田知弘 かもがわ出版

きみのまちに未来はあるか?　「根っこ」から地域をつくる

（岩波ジュニア新書）
除本　理史 岩波書店

身近でできるSDGｓエシカル消費　1～3 さえら書房

地図とデータで見るSDGsの世界ハンドブック イヴェット・ヴェレ 原書房

地図とデータで見る女性の世界ハンドブック イザベル・アタネ 原書房

地図とデータで見る移民の世界ハンドブック 
カトリーヌ・ヴィトール・

ド・ヴァンダン
原書房

現代用語の基礎知識2020-2021 自由国民社

ボランティアってなんだっけ?（岩波ブックレット） 猪瀬　浩平 岩波書店

ボランティアをやりたい!

高校生ボランティア・アワードに集まれ　（岩波ジュニア新書）
さだまさし 岩波書店

国際人権入門　現場から考える　（岩波ジュニア新書） 申惠丰 岩波書店

読解力を身につける　（岩波ジュニア新書） 村上慎一 岩波書店

「学校」をつくり直す（河出新書） 苫野一徳 河出書房新社

「地図とデータで見る」シリーズ 原書房 

カラフルな地図と詳細なデータ・グラフを豊富に用いて、世界の今日的問題を解説したシリーズ。 

世界の見方が変わります。「ＳＤＧｓ」「女性の世界」「移民の世界」「気象の世界」「日本」が入りま

した。 

 

「世界ことわざ比較辞典」 

日常で良く使うことわざと、25 の

言語・地域のことわざを比較で

きる世界初の辞典。 

（例）「論より証拠」（日本）

⇒言葉は事実を作れない(イタリア) 

⇒プディングのできは食べてみて

わかる(アメリカ) 

「一人称単数」  

村上春樹 

“短編小説は、ひとつの

世界のたくさんの切り口

だ”（帯より） 

6 年ぶりとなる、村上春

樹の最新短編集。 

 

「私の外国語漂流記 

未知なる言葉と格闘した 25

人の物語」 

 英語、ロシア語、古代ギリシア

語、アムハラ語…言語に魅了さ

れた 25 人が、言語を獲得した

いきさつを語るエッセイ集。言語

学習に対するモチベーションがあ

がるかも。 

「木になった亜沙」今村夏子 

「 私 が 手 渡 した食 べ 物

は、誰も食べてくれない。」

トラウマを抱えている亜

沙。強い願いがかなって

“わりばし”に転生する。 

『星の子』（芦田愛菜さ

ん主演映画）も話題とな

っている、芥川賞作家の

短編集。 



 

 

 

 

 トコトンやさしい相対性理論の本 山﨑耕造 日刊工業新聞社

雪の結晶 ケン・リブレクト 河出書房新社

地図とデータで見る気象の世界ハンドブック フランソワ=マリー・ブレオン 原書房

Ｑｕｉｚ　Ｋｎｏｃｋ　Ｌａｂ 須貝駿貴 KADOKAWA

生き物の死にざま 稲垣栄洋 草思社

実践で学ぶ〈生物多様性〉（岩波ブックレット） 鷲谷　いづみ 岩波書店

気候危機（岩波ブックレット） 山本良一 岩波書店

環境再興史（角川新書） 石弘之 KADOKAWA

記憶する体 伊藤亜紗 春秋社

心の病気ってなんだろう　中学生の質問箱 松本卓也 平凡社

コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ 早川書房

ビジュアル　パンデミックマップ サンドラペンベル 日経ＢＰ

健康格差　あなたの寿命は社会が決める NHKスペシャル取材班 講談社

発達障害　思春期からのライフスキル（岩波ジュニア新書） 平岩幹夫 岩波書店

スマホを捨てたい子どもたち 山極寿一 ポプラ社

デジタルヘルスケア 武藤正樹 創元社

医者とはどういう職業か (幻冬舎新書) 里見清一 幻冬舎新書

いのちを救う災害時医療 森村尚登 河出書房新社

医の希望（岩波新書） 齋藤 英彦 岩波書店

「国境なき医師団」になろう（講談社現代新書） いとうせいこう 講談社

救急車が来なくなる日（ＮＨＫ出版新書） 笹井恵美子 NHK出版

好きなのにはワケがある　宮崎アニメと思春期のこころ 岩見恵子 岩波書店

わたしの外国語漂流記 河出書房新社 河出書房新社

世界ことわざ比較辞典 日本ことわざ文化学会 岩波書店

日本語教室（新潮新書） 井上ひさし 新潮社

弁護士・検察官・裁判官の一日 保育社

在宅医療で働く人の一日 保育社

公認心理士の一日 保育社

検察官になるには 飯島一孝 ぺりかん社

教養学部　大学学部調べ 木村由香里 ぺりかん社

環境学部　大学学部調べ 大岳美帆 ぺりかん社

福祉業界で働く 戸田恭子 ぺりかん社

大学学部調べ　薬学部 橋口佐紀子 ぺりかん社

ＡＩエンジニアになるには 丸山恵 ぺりかん社

ゲーム業界で働く 小杉眞紀 ぺりかん社

新・大学でなにを学ぶか　岩波ジュニア新書 上田 紀行 岩波書店

一日10分のごほうび　NHK国際放送が選んだ日本の名作 赤川次郎　ほか 双葉社

一日10分のしあわせ　NHK国際放送が選んだ日本の名作 朝井リョウ　ほか 双葉社

流人道中記　上・下 浅田次郎 中央公論新社

壁 安部公房 新潮社

首折り男のための協奏曲 伊坂幸太郎 新潮社

逆ソクラテス 伊坂幸太郎 集英社

木になった亜紗 今村夏子 文藝春秋

鹿の王　水底の橋 上橋菜穂子 KADOKAWA 

殺生伝3 神永学 KADOKAWA 

さよならの言い方なんて知らない1~3 河野裕 新潮社

僕は上手にしゃべれない 椎野直弥 ポプラ社

一人っ子同盟 重松清 新潮社

星のかけら 重松清 新潮社

たんぽぽ団地のひみつ 重松清 新潮社

富豪刑事 筒井康隆 新潮社

タスキメシ　箱根 額賀澪 小学館

都会のトム＆ソーヤ16　 はやみねかおる 講談社

都会のトム＆ソーヤ16.5 はやみねかおる 講談社

デトロイト美術館の奇跡 原田マハ 新潮社

<あの絵>のまえで 原田マハ 幻冬舎

クスノキの番人 東野圭吾 実業之日本社

ビブリア古書堂の事件手帖II ~扉子と空白の時~ 三上延 メディアワークス

カケラ 湊かなえ 集英社

一人称単数 村上春樹 文藝春秋

猫を棄てる 村上春樹 文藝春秋

君の話 三秋縋 早川書房

5分後に意外な結末 ベストセレクション 桃戸ハル 講談社

カザアナ 森絵都 朝日新聞出版

奥の奥の森の奥に、いる 山田悠介 幻冬舎

死後の恋 夢野久作 新潮社

アーモンド ソン・ウォンピョン 祥伝社

レミゼラブル　上・下　岩波少年文庫 ヴィクトル・ユーゴー 岩波書店


