
番号 　　　　　　作　　品　　　名 　　　著者名

2 情報は１冊のノートにまとめなさい 奥野　宣之∥著
2 学術研究者になるには 小川　秀樹∥編著

2 １６歳の教科書
７人の特別講義プロジェクト，モーニング編集部∥編
著

2 きみにもできるウィンドウズ　続1～５ 守屋　誠司，後藤　学∥著
7 放課後パソコンクラブ　２　２ 子どもと情報研究会∥著

7
根本的理解！パソコンのどうなってるの？なんでだろう？　Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａ
対応版

唯野　司∥著

7 データベース メディアミックス・プロジェクト∥著//イシサキ∥編

7 コンピュータグラフィックス 山田　宏尚∥著
7 プログラミング言語 塚越　一雄∥著
7 コンピュータウイルス ユニゾン∥著
7 Ｌｉｎｕｘ 伊藤　幸夫∥著
7 コンピュータ科学の基礎 河村　一樹∥著
7 文字コード 加藤　弘一∥著
7 Ｊａｖａ 中山　真敬∥著
7 ＵＮＩＸ 西川　猛史∥著
7 情報のみかた 山田　奨治∥著
7 デジタル
7 ＣＧクリエータになるには 越川　彰彦∥著
7 マルチメディアクリエータになるには 石村　武朗∥著
7 司書・司書教諭になるには 森　智彦∥著
13 辞典・資料がよくわかる事典
15 図書館が教えてくれた発想法 高田　高史∥著
15 読書を楽しもう 岩波書店編集部∥編
19 おいしい読書 柴門　ふみ∥著
19 絵本屋さんが選んだ絵本１００
19 編集者になるには 山口　雄二∥著
21 手で作る本 山崎　曜∥著
22 新・どの本で調べるか　全面改定版 図書館流通センター∥編
28 ブリタニカ・スタディガイド
30 総合百科事典ポプラディア　　新訂版１～１２
30 日本全国ＮＯ．１図鑑
31 総合百科事典ポプラディア　１～１２
31 ニューワイド学習百科事典１～８
31 明治もののはじまり事典
31 ブリタニカ国際大百科事典　１～１６
31 大きさくらべ絵事典
31 ギネス・ワールド・レコーズ　２００２ 湯本　豪一∥著
31 著名人が語る学びのヒント１～１０ フランク　Ｂ．ギブニー∥編
31 左右／みぎひだり
41 おかえり。５ねんぶりの生協の白石さん イアン・カステロ・コルテス∥編
41 ＮＨＫテレビクイズ日本人の質問１～３ 深谷　昌志，他∥著
49 新・トンデモ超常現象５６の真相 国文学編集部∥編
49 テリー伊藤のお笑い人生劇場 白石　昌則∥著

49 都道府県の持ちかた ＮＨＫクイズ日本人の質問グループ∥編

49 俵屋の不思議 皆神　龍太郎∥著
49 首都圏博物館ベストガイド　文系編 テリー伊藤∥著
56 美術館・博物館で働く人たち バカリズム∥著
69 首都圏博物館ベストガイド　理系編 村松　友視∥著
69 学芸員になるには 博物館探訪倶楽部∥著
69 ジャーナリストになるには 鈴木　一彦∥著
69 何のために「学ぶ」のか 博物館探訪倶楽部∥著
70 学問のすゝめ 深川　雅文∥著

002/な/ ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ 河内　孝，岡元　隆治∥著

002/ふ/ 小学生でもわかるスマホ＆パソコンそもそも事典

外山　滋比古【著】,前田　英樹【著】,今福　竜太【著】,
茂木　健一郎【著】,本川　達雄【著】,小林　康夫【著】,
鷲田　清一【著】,桐光学園【編】,ちくまプリマー新書編
集部【編】

002/ふ/ ロボットは東大に入れるか 福沢　諭吉【著】,桧谷　昭彦【訳】

007/あ/ コンピューターってどんなしくみ？
ハンス・ロスリング【著】,オーラ・ロスリング【著】,アン
ナ・ロスリング・ロンランド【著】,上杉　周作【訳】,関　美
和【訳】

007/あ/ グーグルＧｏｏｇｌｅ 秋田　勘助【著】
007/こ/ 人工知能と友だちになれる？ 新井　紀子【著】
007/さ/ プログラミングでなにができる？ 村井　純【監修】,佐藤　雅明【監修】
007/じ/ できるキッズ子どもと学ぶＳｃｒａｔｃｈプログラミング入門 佐々木　俊尚【著】
007/す/ １０代からのプログラミング教室 新井　紀子【監修】

007/で/ こんなときどうするの？－図書館での危機安全管理マニュアル作成の手引き 杉浦　学【著】,阿部　和広【監修】

007/や/ 図書館のトリセツ
竹林　暁【著】,沢田　千代子【著】,できるシリーズ編集
部【著】

013/に/ 本はともだち 矢沢　久雄【著】

015/ふ/ 「なんでも学べる学校図書館」をつくるブックカタログ＆データ集
日本図書館協会図書館経営委員会危機・安全管理
特別検討チーム【編】

016/も/ 今日から図書委員 福本　友美子【著】,江口　絵理【著】,スギヤマ　カナヨ

017/か/ 世界を変えた１０冊の本 文部省【編著】
017/き/ 今すぐ読みたい！１０代のためのＹＡブックガイド１５０！　〔１〕 片岡　則夫【編著】

０総記



番号 　　　　　　作　　品　　　名 　　　著者名

019/い/ 子どもが本を好きになるために　ブックトーク入門 全国学校図書館協議会【編】
019/い/１ ビブリオバトルを楽しもう 池上　彰【著】
019/お/ 金原瑞人〈監修〉による１２歳からの読書案内 金原　瑞人【監修】,ひこ・田中【監修】

019/か/ 楽しい読み聞かせ　改訂版 岡山市学校図書館問題研究会　編著者

019/か/ 子どもと本 粕谷　亮美,谷口　忠大【監修】,しもつき　みずほ

019/こ/ 小学生100人のわくわく読書体験 金原　瑞人【監修】
019/た/ あかちゃんの本箱 小林　功【著】
019/ど
/H21

子どもの読書いまこれから Ｎ．タッカー【著】,定松　正【訳】

019/ば/ ビブリオバトルハンドブック
独立行政法人国立青少年教育振興機構,財団法人
文字・活字文化推進機構

019/ひ/
ほかの誰も薦めなかったとしても今のうちに読んでおくべきだと思う本を紹介
します。

ドロシー・バトラー【著】,横山　真佐子【訳】

019/び/ 第２図書係補佐 広瀬　恒子【著】
019/ほ/ 絵本の与え方 ビブリオバトル普及委員会【編著】

019/ま/ 私をリーダーに導いた２５０冊

雨宮　処凛【著】,新井　紀子【著】,石原　千秋【著】,上
野　千鶴子【著】,大沢　真幸【著】,岡ノ谷　一夫【著】,
恩田　陸【著】,角田　光代【著】,金原　瑞人【著】,貴志
祐介【著】,木田　元【著】,工藤　直子【著】,小池　竜之
介【著】,佐藤　優【著】,島田　裕巳【著】,辛酸　なめ子
【著】,橘木　俊詔【著】,出久根　達郎【著】,中江　有里
【著】,長沼　毅【著】,野中　柊【著】,服部　文祥【著】,本
田　由紀【著】,ホンマ　タカシ【著】,森　絵都【著】,森
達也【著】,村上　陽一郎【著】,柳沢　桂子【著】,山崎
ナオコーラ【著】,吉田　篤弘【著】

019/わ/ 本について授業をはじめます 又吉　直樹
019/わ/ 学校で知っておきたい著作権　１～３ 渡辺　茂男【著】
020/な/ 広辞苑をつくるひと 朝日新聞出版【編】
021/こ/３ 進路・将来を考える 永江　朗

022/み/ 子どもにすすめたいノンフィクション　１９８７～１９９６
小寺　信良【著】,上沼　紫野【監修】,インターネット
ユーザー協会【監修】

028/し/ ギネス世界記録外伝　〔１〕 三浦しをん
028/に/１
９８７

ギネス世界記録　２０１６～２０２０ 佐藤　理絵【監修】

031/ぎ/１ ギネス世界記録外伝　２ 日本子どもの本研究会ノンフィクション部会【編】

031/ぎ/１
９

現代用語の基礎知識学習版　２０１８－２０１９ Ｇｕｉｎｎｅｓｓ　Ｗｏｒｌｄ　Ｒｅｃｏｒｄｓ　Ｌｔｄ．【編】

031/げ/１
８

２１世紀世界百科　３　カロラマ　きけん－こつつ クレイグ・グレンディ【編】,〔大木　哲

031/そ/９ ふれあいしぜん図鑑　春夏秋冬　図書館版 Ｇｕｉｎｎｅｓｓ　Ｗｏｒｌｄ　Ｒｅｃｏｒｄｓ　Ｌｔｄ．【編】

031/に/３ もののなまえずかん 現代用語検定協会【監修】
031/ふ/ １日１ページ、読むだけで身につく世界の教養３６５ 小林　珍雄【著】
031/も/ なんでも世界一　１巻～４巻
033/き/ アラマタ大事典 めぐろ　みよ【画】

033/な/４ おかんメール　〔１〕
デイヴィッド・Ｓ．キダー【著】,ノア・Ｄ．オッペンハイム
【著】,小林　朋則【訳】

049/あ/ 都市伝説超百科 ニール・グラント【著】,歌崎　秀史【訳】
049/お/１ つい誰かに話したくなる雑学の本 荒俣　宏【監修】
049/と/ 朝日ジュニア学習年鑑 『おかんメール』制作委員会【編】
049/に/ ２０１６朝日学習年鑑 都市伝説研究会【編】
059/あ/１
５

朝日ジュニア学習年鑑　２０１７・２０１８ 日本社【著】

059/あ/１
６

いまこそ歩きたい東京国立博物館

059/あ/１
８

ニュースの大問題！

069/い/ 報道災害　原発編
070/い/ ？が！に変わるとき　新聞記者、ワクワクする セブン＆アイ出版【編】
070/う/ 新聞を読もう！　１～３ 池上　彰【著】
070/お/ 「本当のこと」を伝えない日本の新聞 上杉　隆，烏賀陽　弘道【著】,
070/し/３ 新・生活情報紙－フリーペーパーのすべて 小国綾子
070/ふ/ 朝日新聞縮刷版　昭和２０年上半期　復刻版 鈴木　雄雅【監修】
070/や/ 朝日新聞縮刷版　昭和２０年下半期　復刻版 マーティン・ファクラー【著】
071/あ/４
５－１

１０代が法とであうとき 山中　茉莉【著】


