
No 書名 著者名 出版者 出版日付 ISBN

1 考える力がつく本 : 本、新聞、ネットの読み方、情報整理の「超」入門 池上彰著 プレジデント社 2016.10 9784833451055

2 メモの魔力 (NewsPicks book) 前田裕二著 幻冬舎 2018.12 9784344034082

3 思考を鍛えるメモ力 (ちくま新書:1340) 齋藤孝著 筑摩書房 2018.7 9784480071606

4
人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」 : 第三次AIブームの到達点と

限界
新井紀子, 東中竜一郎編 東京大学出版会 2018.9 9784130614078

5 100歳まで読書 轡田隆史著 三笠書房 [2019.11] 9784837928072

6 実践的メタ分析入門 : 戦略的・包括的理解のために 岡田涼, 小野寺孝義編 ナカニシヤ出版 2018.7 9784779512551

7 個と関係性の発達心理学 : 社会的存在としての人間の発達 島義弘, 西野泰代編集 北大路書房 2018.3 9784762830167

8 まんがで身につくアドラー明日を変える心理学 (Business Comic Series)
鈴木義也著/緒方京子ま

んが
あさ出版 2014.12 9784860637422

9 逆境に生きる子たち : トラウマと回復の心理学
メグ・ジェイ著/北川知

子訳
早川書房 2018.8 9784152097910

10 マンガでわかる家族療法 親子のカウンセリング編 東豊著/武長藍漫画 日本評論社 2018.2 9784535563629

11
だいじょうぶ自分でできる嫉妬の操縦法ワークブック (子どもの認知行動療法 : イ

ラスト版:7)

ジャクリーン・B・

トーナー, クレア・A・
明石書店 2016.1 9784750342948

12 病気の子どものこころの世界 : 描画・箱庭・物語づくりから見えてくるもの 角田哲哉著 創元社 2018.6 9784422116808

13 SNSカウンセリング・ハンドブック 杉原保史, 宮田智基編著 誠信書房 2019.6 9784414416541
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14 自信を失っている子どものために (子どもの心理臨床:6-1)
マーゴット・サンダー

ランド著/ニッキー・
誠信書房 2011.9 9784414413564

15 スマイル! : 笑顔と出会った自転車地球一周157ヵ国、155,502km 小口良平著 河出書房新社 2017.5 9784309025735

16 未来をはじめる : 「人と一緒にいること」の政治学 宇野重規著 東京大学出版会 2018.9 9784130331081

17 丸腰のボランティア : すべて現場から学んだ
中村哲編/ペシャワール

会日本人ワーカー著
石風社 2006.9 4883441393

18 がさつ力 (小学館よしもと新書) 千原せいじ著 小学館 2016.8 9784098235025

19
人間関係がよくなる誰からも信頼される聴く技術 : スッキリわかる! : 職場や家庭

で役立つ事例が満載!
宮城まり子監修 ナツメ社 2019.4 9784816366161

20 なぜ私たちは他人の目を気にしてしまうのか 竹内一郎著 三笠書房 2014.7 9784837925439

21 さりげなく人を動かすスゴイ!話し方 山崎拓巳著 かんき出版 2017.5 9784761272586

22 学歴と格差・不平等 : 成熟する日本型学歴社会 増補版 吉川徹著 東京大学出版会 2019.5 9784130501965

23 大丈夫、働けます。 成澤俊輔著 ポプラ社 2018.3 9784591158388

24 「働く」ことについての本当に大切なこと 古野庸一著 白桃書房 2019.3 9784561217268

25 ワーク・シフト : 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図「2025」
リンダ・グラットン著/

池村千秋訳
プレジデント社 2012.8 9784833420167

26
若者が働きはじめるとき : 仕事、仲間、そして社会 (どう考える?ニッポンの教育

問題)
乾彰夫著 日本図書センター 2012.9 9784284304481

27 ストップ!デートDV : 防止のための恋愛基礎レッスン 伊田広行著 解放出版社 2011.11 9784759267471
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28 ヤングケアラー : 介護を担う子ども・若者の現実 (中公新書:2488) 澁谷智子著 中央公論新社 2018.5 9784121024886

29 高校生ワーキングプア : 「見えない貧困」の真実
NHKスペシャル取材班

著
新潮社 2018.2 9784104056095

30 LGBTなんでも聞いてみよう : 中・高生が知りたいホントのところ QWRC, 徳永桂子著 子どもの未来社 2016.8 9784864121125

31 性の多様性ってなんだろう? (中学生の質問箱) 渡辺大輔著 平凡社 2018.6 9784582837803

32 息子が人を殺しました : 加害者家族の真実 (幻冬舎新書:472, あ-15-1) 阿部恭子著 幻冬舎 2017.11 9784344984738

33 ケーキの切れない非行少年たち (新潮新書:820) 宮口幸治著 新潮社 2019.7 9784106108204

34 かんたんおいしい防災レシピびちくでごはん 粕谷亮美文/杉山薫里絵 子どもの未来社 2017.1 9784864121019

35 ルポ児童相談所 (朝日新書:667) 大久保真紀著 朝日新聞出版 2018.5 9784022730930

36 教育のプロがすすめるイノベーション : 学校の学びが変わる
ジョージ・クーロス

[著]/白鳥信義, 吉田新
新評論 2019.7 9784794811295

37
これからの「教育」の話をしよう : 教育改革×ソーシャル力 (New thinking and

new ways)

学校広報ソーシャルメ

ディア活用勉強会編

インプレスR&D/イ

ンプレスコミュニ
2013.5 9784844395829

38 遊びが学びに欠かせないわけ : 自立した学び手を育てる
ピーター・グレイ著/吉

田新一郎訳
築地書館 2018.4 9784806715559

39
「きく」ことからの学び : 友達も自分も好きになる教育をめざした二十のアイディ

ア (文藝書房新書)
神林哲平著 文藝書房 2015.11 9784894774605

40 これからの社会をつくる学習者たち (まんがで知る未来への学び:[1]) 前田康裕著 さくら社 2019.3 9784908983252

41 不登校指導入門 (THE教師力ハンドブックシリーズ) 千葉孝司著 明治図書出版 2014.11 9784181666101
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42 不登校の子どもに親ができること : 4つのタイプ別対処法
C・A・カーニー著/今

井必生訳
創元社 2018.8 9784422120669

43 学校は行かなくてもいい : 親子で読みたい「正しい不登校のやり方」 小幡和輝著 健康ジャーナル社 2018.7 9784907838904

44
子どもの「逆境に負けない心」を育てる本 : 楽しいワークで身につく「レジリエン

ス」

足立啓美, 鈴木水季, 久

世浩司共著
法研 2014.12 9784865131581

45
教室でできる気になる子への認知行動療法 : 「認知の歪み」から起こる行動を変え

る13の技法
松浦直己著 中央法規出版 2018.10 9784805857540

46
災害後の時期に応じた子どもの心理支援 : 被災体験の表現と分かち合い・防災教育

をめぐって

冨永良喜, 遊間義一, 兵

庫教育大学連合大学院
誠信書房 2018.3 9784414416374

47 「かくれんぼ」ができない子どもたち 杉本厚夫著 ミネルヴァ書房 2011.1 9784623059331

48
ワークシート付きアサーショントレーニング : 自尊感情を持って自己を表現できる

ための30のポイント
田中和代著 黎明書房 2015.1 9784654010608

49 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 小野善郎著 福村出版 2019.5 9784571230608

50 男性養護教諭 男性養護教諭友の会編 東山書房 2019.8 9784827815740

51 男性養護教諭がいる学校 : ひらかれた保健室をめざして 川又俊則, 市川恭平著 かもがわ出版 2016.8 9784780308488

52 保健室と社会をつなぐ : 本当の育ちと学びの場
香山リカ著/『保健室』

編集部編
本の泉社 2017.8 9784780716429

53 シックスクール問題と対策 加藤やすこ著 緑風出版 2018.9 9784846118136

54 もっと変な給食 幕内秀夫著 ブックマン社 2012.2 9784893087683

55 ドラッグ問題をどう教えるか
「ドラッグ問題をどう

教えるか」編集委員会
解放出版社 2013.8 9784759267587
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56 睡眠教育(みんいく)のすすめ : 睡眠改善で子どもの生活、学習が向上する 木田哲生著 学事出版 2017.7 9784761923341

57 スクール・セクシュアル・ハラスメント : 学校の中の性暴力 内海﨑貴子 [ほか] 著 八千代出版 2019.2 9784842917399

58
情報モラル教育 : 知っておきたい子どものネットコミュニケーションとトラブル予

防

西野泰代, 原田恵理子,

若本純子編著
金子書房 2018.8 9784760826698

59 0歳からはじまるオランダの性教育 リヒテルズ直子著 日本評論社 2018.6 9784535563643

60
「心の理論」テストはほんとうは何を測っているのか? : 子どもが行動シナリオに

気づくとき
熊谷高幸著 新曜社 2018.10 9784788515970

61 3000万語の格差 : 赤ちゃんの脳をつくる、親と保育者の話しかけ
ダナ・サスキンド著/掛

札逸美訳
明石書店 2018.5 9784750346663

62 歌と絵本が育む子どもの豊かな心 : 歌いかけ・読み聞かせ子育てのすすめ 田島信元 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 2018.4 9784623070152

63
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー : the real British secondary school

days
ブレイディみかこ著 新潮社 2019.6 9784103526810

64 ゲームと対話で学ぼう : Thiagiメソッド
吉川肇子, Sivasailam

Thiagarajan著
ナカニシヤ出版 2018.10 9784779512902

65 知れば恐ろしい日本人の風習 : 「夜に口笛を吹いてはならない」の本当の理由とは 千葉公慈著 河出書房新社 2012.12 9784309225852

66 歴メシ! : 世界の歴史料理をおいしく食べる 遠藤雅司著 柏書房 2017.8 9784760148783

67 もうすぐ絶滅するという煙草について キノブックス編集部編 キノブックス 2018.1 9784908059872

68 焼肉の文化史 : 焼肉・ホルモン・内臓食の俗説と真実 (明石選書) 佐々木道雄著 明石書店 2012.11 9784750337074

69 葬祭業界で働く (なるにはBooks:補巻15)
薄井秀夫, 柿ノ木坂ケイ

著
ぺりかん社 2015.1 9784831513984
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70
冠婚葬祭はじめてのマナー : しきたりビギナーも安心。知っておくべき常識はこれ

だけ! (実用No.1シリーズ)
主婦の友社著 主婦の友社 2015.11 9784074026845

71 今の空から天気を予想できる本 武田康男著 緑書房 2019.8 9784895313803

72 台風予測の最前線 (気象ブックス:045) 中澤哲夫著 成山堂書店 2019.10 9784425554416

73 自然を名づける : なぜ生物分類では直感と科学が衝突するのか
キャロル・キサク・

ヨーン著/三中信宏, 野
NTT出版 2013.9 9784757160569

74 健康心理学の測定法・アセスメント (保健と健康の心理学標準テキスト:3) 鈴木伸一編著 ナカニシヤ出版 2018.7 9784779512933

75
脱プラスチックへの挑戦 : 持続可能な地球と世界ビジネスの潮流 (SDGs時代の環

境問題最前線)

堅達京子+NHK BS1ス

ペシャル取材班著
山と溪谷社 2020.2 9784635310413

76 人が集まる建築 : 環境×デザイン×こどもの研究 (講談社現代新書:2366) 仙田満著 講談社 2016.4 9784062883665

77 身近な電線のはなし
電線総合技術センター

編
オーム社 2011.2 9784274209727

78 マンガで楽しむ!!ラクラク電波とレーダ 増補改訂版
中司浩生, 野崎洋著/ユ

ニバーサル・パブリシ
一灯舎 2016.9 9784907600464

79
へんなプラスチック、すごいプラスチック : 変幻自在、その物質の正体は? (知り

たいサイエンス:099)
齋藤勝裕著 技術評論社 2011.5 9784774146478

80 20代から知っておきたいお金のルール 横山光昭著 高橋書店 [2012.12] 9784471212667

81 いちばんよくわかるきものリメイク術 : 詳しい基礎で、しっかりサポート 決定版 日本ヴォーグ社 2010.12 9784529048798

82 ズバリ!結婚がキマるレシピ105 主婦の友社編 主婦の友社 [2015.11] 9784074035250

83 絶望の林業 田中淳夫著 新泉社 2019.8 9784787719195
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84 ビートルズ全歌詩集
シンコー・ミュー

ジック
1991.2 440161318X

85 科学としてのメンタルトレーニング (関西学院大学研究叢書:第193編) 笹塲育子著 ナカニシヤ出版 2018.3 9784779512681

86 棋士とAI : アルファ碁から始まった未来 (岩波新書:新赤版 1701) 王銘琬著 岩波書店 2018.1 9784004317012

87 会話分析の広がり 平本毅 [ほか] 編 ひつじ書房 2018.9 9784894768536

88 アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書
スティーブン E. ルーカ

ス著
SBクリエイティブ 2016.12 9784797383423

89 論理的な考え方伝え方 : 根拠に基づく正しい議論のために 狩野光伸著 慶應義塾大学出版会 2015.10 9784766422672

90 純ジャパニーズの迷わない英語勉強法 上乃久子著 小学館 2017.4 9784093105439

91 教科書で出会った名詩一〇〇 (新潮文庫:10037, し-24-1. 新潮ことばの扉) 新潮文庫編集部編 新潮社 2014.11 9784101274515

92 ヤタガラス (下町ロケット:[4]) 池井戸潤著 小学館 2018.10 9784093865234

93 abさんご 黒田夏子著 文藝春秋 2013.1 9784163820002

94 つるかめ助産院 小川糸著 集英社 2010.12 9784087713794

95 海の見える理髪店 荻原浩著 集英社 2016.3 9784087716535

96 ファーストラヴ 島本理生著 文藝春秋 2018.5 9784163908410

97 心に火を。
心に火をつける物語編

集委員会編
廣済堂出版 2014.5 9784331518304
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98 アウシュヴィッツの図書係
アントニオ・G・イ

トゥルベ著/小原京子訳
集英社 2016.7 9784087734874

99 ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケシンスケ作 ブロンズ新社 2014.9 9784893095916

100 りんごかもしれない ヨシタケシンスケ作 ブロンズ新社 2013.4 9784893095626
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