
番号 　　　　　　作　　品　　　名 　　　著者名

100 哲学ってなんだ 竹田　青嗣∥著
100 １４歳の君へ 池田　晶子∥著
104 中学生までに読んでおきたい哲学　１ 松田　哲夫∥編
114 おとうとのビー玉 クリスティヌ・ディールティエンス，ペーテル・アドリァー
114 死 谷川　俊太郎∥著//かるべ　めぐみ∥画
114 絆いま、生きるあなたへ 山折　哲雄∥著
123 「論語」にまなぶ人間の品位
123 「礼記」にまなぶ人間の礼
124 「老子」にまなぶ人間の自信
130 ヨーロッパ思想入門 岩田　靖夫∥著
134 超訳ニーチェの言葉 フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ∥著//白取　春
140 心理学ってどんなもの 海保　博之∥著
140 ドキドキ★心理テスト 小泉　茉莉花∥著//小泉　晃子∥画
141 考える練習をしよう マリリン・バーンズ∥著//左京　久代∥訳
141 世界はどうなっちゃうの？ キャロル・シューマン∥著//キャリー・ピロー∥画//上
141 勉強法が変わる本 市川　伸一∥著
141 魅力・チャート＆血液型診断 小泉　茉莉花∥著//茶谷　怜花，清水　ゆーり∥画
145 作ってふしぎ！？トリックアート工作 グループ・コロンブス∥著
145 トリックアートクイズ グループ・コロンブス∥著
145 トリックアート図鑑だまし絵 グループ・コロンブス∥著
145 トリックアート図鑑ふしぎ絵 グループ・コロンブス∥著
146 動物たちが開く心の扉 大塚　敦子∥著
146 心が元気になる本　１～３
146 臨床心理士になるには
147 魔法使いの秘密の道具箱
147 戦慄妖怪・幽霊の本 乾　吉佑，平野　学∥編著
147 魔術学 ジャニス・イートン・キルビー，他∥著//井口　智子∥
148 月の大事典 平野　威馬雄∥著
148 ラブリー風水＆おまじない ドゥガルド　Ａ．スティール∥著
148 キラキラ人相＆手相うらない テレサ・ムーリー∥著
148 ハッピー！トランプうらない 小泉　茉莉花∥著//みずな　ともみ∥画
148 わくわく・名まえうらない 小泉　茉莉花∥著//小泉　晃子∥画
148 トキメキ☆星うらない 小泉　茉莉花∥著//松上　はる菜∥画
148 占いってなんだろう 小泉　茉莉花∥著//茶谷　怜花∥画
158 友だちができる本 小泉　茉莉花∥著//松上　はる菜∥画
158 悪 安斎　育郎∥著
159 １５歳から学ぶ「陽転思考」のきほん ロージー・ラシュトン∥著//寺西　のぶ子∥訳//フジ
159 １２の贈り物 石坂　啓∥著
159 尾木ママの女の子相談室　１～５ 和田　裕美∥著
159 強い自分になる方法
159 岡野雅行人のやらないことをやれ！
159 ブッタとシッタカブッタ　２　新装版 ガーシェン・カウフマン，他∥著//和歌山　友子∥訳
159 みんなのなやみ 岡野　雅行∥著
159 学校生活じぶん防衛軍 小泉　吉宏∥著
159 自分が夢になるまで 重松　清∥著
159 ズッコケ人生相談 宮田　雄吾∥著
159 大人になるということ スチーブン・マイク∥著//篠木　満∥編訳//新見　絵
159 世界の女性名言事典 那須　正幹∥著//前川　かずお，高橋　信也∥画
159 子ども・大人 佐藤　忠男∥著
159 しあわせトリック ＰＨＰ研究所∥編
159 君はひとりじゃない 野上　暁，ひこ・田中∥著//ヨシタケ　シンスケ∥画
159 中学時代にしておく５０のこと おかの　きんや∥著
159 ＲＯＯＫＩＥＳ勝利学 義家　弘介∥著
159 １２の贈り物 中谷　彰宏∥著
159 断る力 吉野　敬介∥著
159 愛の言葉 コスタンゾ・シャーリーン∥著//黒井　健∥訳
159 平和の言葉 勝間　和代∥著
159 革命の言葉 「人生の言葉」編集部∥編
159 人生の言葉 「人生の言葉」編集部∥編
159 運命の言葉 「人生の言葉」編集部∥編
159 しあわせ家族の魔法の言葉 「人生の言葉」編集部∥編
159 みんなのなやみ　２ 「人生の言葉」編集部∥編
160 今知りたい世界四大宗教の常識 葉　祥明∥著
160 宗教家になるには 重松　清∥著
162 図説エジプトの神々事典　新装版 白取　春彦∥著
163 星の神話・伝説図鑑 島田　裕巳∥著
164 星の神話・伝説図鑑 ステファヌ・ロッシーニ，リュト・シュマン・アンテルム∥
164 ヴィーナスの片思い 藤井　旭∥著
164 神話学 藤井　旭∥著
175 日本全国獅子・狛犬ものがたり 視覚デザイン研究所編集室∥編
182 まんが日本の高僧　１～１０ ドゥガルド　Ａ．スティール∥著//こどもくらぶ∥編訳
182 すぐわかる日本の仏教 ひろ　さちや∥原著//辰巳　ヨシヒロ∥画
182 釈迦 ひろ　さちや∥原著//七瀬　カイ∥画
188 光に向かって１００の花束 ひろ　さちや∥原著//芝　城太郎∥画
192 キーワードでたどるキリスト教の歴史 ひろ　さちや∥原著//辰巳　ヨシヒロ∥画
193 マンガ版聖書旧約・新約物語 高森　顕徹∥著
193 マリアのウィンク 林　信孝∥著
193 オレたちに明日はない 樋口　雅一∥著

100/た/ 中学生からの哲学「超」入門 視覚デザイン研究所編集室∥編
104/か/ 自由ってなに？人間はみんな自由って、ほんとう？ 視覚デザイン研究所編集室∥編
112/ぶ/ 時間ってなに？流れるのは時？それともわたしたち？ 竹田　青嗣【著】
113/こ/３ 世界の終わりのものがたり　１～３ アニッサ・カステル,モルガン・ナヴァロ,伏見　操【訳】
114/だ/ 死ってなんだろう。死はすべての終わりなの？ こどもくらぶ【編】
114/ぺ/ 怪物－わたしたちのべつの顔？ こどもくらぶ【編】
114/ろ/ 天才のら犬、教授といっしょに哲学する。人間ってなに？ フランソワーズ・ダステュール,アンネ・ヘムステッヘ,伏
116/き/ 論理的思考力を鍛える３３の思考実験 ピエール・ペジュ,ステファヌ・ブランケ,伏見　操【訳】
123/こ/ 心をみがくことば論語 セシル・ロブラン,ジャン・ロブラン,リオネル・コクラン,伏
123/ぜ/１ はじめてであう論語　１　家族編 北村　良子【著】
123/ぜ/２ はじめてであう論語　２　友だち編 八木　章好【著】,すずき　大和【画】

１　哲学・宗教



123/ぜ/３ はじめてであう論語　３　学問編 全国漢文教育学会【編】
130/や/ １４歳からの哲学入門 全国漢文教育学会【編著】
140/あ/ アドラーの教え 全国漢文教育学会【編著】
140/な/ 当たりすぎて怖い心理テスト 飲茶【著】

141/お/ 大人になってこまらないマンガで身につく自分コントロール
岸見　一郎【監修】,ＮＨＫ「１００分ｄｅ名著」制作班【監
修】,藤田　美菜子,上地　優歩

141/お/１ 思考力・構成力・表現力をきたえるはじめてのロジカルシンキング 菅原　洋平【監修】,大野　直人
141/さ/ 誕生日だけで相手の心理が９割読める 大庭コテイさち子【著】,榎本　はいほ
141/じ/ Ｏ型自分の説明書 大庭コテイさち子【著】,榎本　はいほ
141/の/ 超発想法 佐奈　由紀子【著】
141/ま/ スタンフォードの自分を変える教室 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ【著】
145/わ/ 超びっくり！奇妙で妖しい？錯覚美術館 野口　悠紀雄【著】
146/か/ 心の深みへ ケリー・マクゴニガル【著】,神崎　朗子【訳】
146/こ/ やさしいフォーカシング 涌田　利之【編著】,竹内　竜人【監修】
146/こ/１ 心が元気になる本　１～３ 河合　隼雄，柳田　邦男【著】,
146/み/ １０代のうちに知っておきたい折れない心の作り方 大河原　美以【監修】
147/お/ 神々の住まう場所から届いた３３のメッセージ 大河原　美以【監修】
147/か/ 科学で解き明かす超常現象 水島　広子【著】
147/す/ バシャールスドウゲンキ 大野　百合子【著】,奥村　暢欣【写真】
148/か/ ハッピーになれるバースデー占い　愛蔵版 松浦　俊輔【訳】
148/ふ/ 安倍晴明 須藤　元気，ダリル・アンカ【著】,
148/ま/ 運命が変わる土星占い 鏡　リュウジ【著】
150/か/ 人がいじわるをする理由はなに？ 藤巻　一保【著】
151/じ/ したがう？したがわない？どうやって判断するの？ まつい　なつき【著】
158/え/ 勇気ってなんだろう ドゥニ・カンブシュネ,ギヨーム・デジェ,伏見　操【訳】

159//２ ぐっとくる文学のセリフ１０１ ヴァレリー・ジェラール,クレマン・ポール,伏見　操【訳】

159/う/ くじけそうなときには 江川　紹子【著】
159/オ/ １３歳からの「いのちの授業」
159/オ/ いのちはなぜ大切なのか 宇佐美　百合子【著】
159/か/ 香山リカ・正本ノンのおしゃべりな放課後 小澤　竹俊【著】
159/か/１ 悩む力　〔正〕 小澤　竹俊【著】
159/か/２ 悩む力　続 香山　リカ，正本　ノン【著】,
159/き/ 上京物語 姜　尚中【著】
159/き/ 手紙屋　蛍雪篇 姜　尚中【著】
159/き/ 君と会えたから… 喜多川　泰
159/く/ わたしのせいじゃない 喜多川　泰

159/こ/ ブタのみどころ
レイフ・クリスチャンソン,にもんじ　まさあき【訳】,ディッ
ク・ステンベリ

159/こ/ ブタのふところ
レイフ・クリスチャンソン,にもんじ　まさあき【訳】,ディッ
ク・ステンベリ

159/こ/ ブタのいどころ 小泉　吉宏【著】
159/こ/ ブとタのあいだ 小泉　吉宏【著】
159/こ/ こどもに伝えたい今も昔も大切な１００のことば 小泉　吉宏【著】
159/こ/１ ぐっとくるまんがのセリフ１０１ サンリオ,辻　信太郎
159/こ/１ ブッタとシッタカブッタ　１ サンリオ,辻　信太郎
159/こ/３ ぐっとくる映画のセリフ１０１
159/こ/３ ブッタとシッタカブッタ　３ 小泉　吉宏【著】
159/さ/ プチ哲学
159/さ/ 悪魔とのおしゃべり 小泉　吉宏【著】
159/た/ 中学生の悩みごと 佐藤　雅彦
159/た/ 人間の条件 さとう　みつろう【著】
159/な/ エマソン　自分を信じ抜く100の言葉 高浜　正伸【著】,大塚　剛史【著】
159/な/ 生きてるだけでなぜ悪い？ 立岩　真也【著】
159/な/ 中学時代にガンバれる４０の言葉 中島輝
159/な/１ なやみと～る　１～６ 中島　義道，香山　リカ【著】,
159/に/ １分で心に効く５０の名言とストーリー 北川　雄一【監修】,梶塚　美帆,つぼい　ひろき

159/ば/ 女性の品格
高橋　暁子【監修】,北川　雄一【監修】,梶塚　美帆,つ
ぼい　ひろき

159/ひ/ 生きていくあなたへ 坂東　眞理子【著】
159/ひ/ １０１人が選ぶ「とっておきの言葉」 坂東　眞理子【著】
159/ぺ/ “Ｉｔ（それ）”と呼ばれた子からのメッセージ 日野原　重明【著】
159/ま/ 「やる気スイッチ」が入る！３０のヒント 河出書房新社【編】
159/み/ 人生はＺＯＯずーっと楽しい！ デイヴ・ペルザー【著】,田栗　美奈子【訳】
159/み/ 人生はニャンとかなる！ 松田　正男【著】
159/み/ 人生はワンチャンス！ 水野敬也　／　長沼直樹
159/み/ 人生はもっとニャンとかなる！ 水野　敬也，長沼　直樹【著】,
159/み/ 人生はワンモアチャンス！ 水野　敬也，長沼　直樹【著】,
159/ゆ/ 世界の名言大事典 水野　敬也【著】,長沼　直樹【著】
159/よ/ 君たちはどう生きるか 水野　敬也【著】,長沼　直樹【著】
159/よ/ 漫画君たちはどう生きるか 弓狩　匡純【著】
159/よ/ １０代からの夢をかなえる感性の磨き方 吉野　源三郎【著】
159/よ/ よのなかルールブック 吉野　源三郎,羽賀　翔一
162/い/ 神さまと神社 佳川　奈未【著】
167/い/ イスラム世界やさしいＱ＆Ａ 高浜　正伸【監修】,林　ユミ
193/み/ 旧約聖書入門 井上　宏生【著】
198/て/ マザー・テレサ語る 岩永　尚子【著】

三浦　綾子【著】
マザー・テレサ,ルシンダ・ヴァーディ【編】,猪熊　弘子
【訳】


