
2014年度に出版された本(中学生向け)

■知識の本

No. 分類番号 書名 著者名 出版社 ISBN(ISSN) 価格

1 007 ロボットは東大に入れるか(よりみちパン!セ) 新井 紀子／著 イースト・プレス 4-7816-9064-3 ¥1,400

2 031 なんでもまる見え大図鑑 ジャクリーン・ミットン／ほか著 河出書房新社 4-309-61543-1 ¥4,600

3 031 日本は世界で何番目？　１～５ 藤田 千枝／編 大月書店 4-272-40911-2 ¥2,200

4 033 図解!!やりかた大百科for KIDS Joseph Pred／著 パイインターナショナル 4-7562-4485-7 ¥1,800

5 070 新聞社・出版社で働く人たち(しごと場見学!) 山下 久猛／著 ぺりかん社 4-8315-1381-6 ¥1,900

6 070 ？が！に変わるとき 小国 綾子／著 汐文社 4-8113-2135-6 ¥1,400

7 159 「がんばらない」人生相談(14歳の世渡り術) ひろ さちや／著 河出書房新社 4-309-61686-5 ¥1,200

8 159 じぶんリセット(14歳の世渡り術) 小山 薫堂／著 河出書房新社 4-309-61687-2 ¥1,200

9 209 世界の歴史　ビジュアル版 増田 ユリヤ／日本語版監修 ポプラ社 4-591-14037-6 ¥6,800

10 210 おどろきの東京縄文人(世の中への扉 歴史) 瀧井 宏臣／著 講談社 4-06-287002-3 ¥1,200

11 210 学研まんがNEW日本の歴史　文化遺産学習事典 大石 学／監修 学研教育出版 4-05-203913-3 ¥1,600

12 210 平和学習に役立つ戦跡ガイド　１～３ 平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会／編 汐文社 4-8113-2084-7 ¥2,500

13 289 マッサンとリタ 川嶋 康男／著 汐文社 4-8113-2098-4 ¥1,400

14 289

「育ち」をふりかえる　「生きてていい」、そう思える日

はきっとくる

渡井 さゆり ／著 岩波書店 4-00-500786-8 ¥840

15 290 ビジュアル世界大地図 左巻 健男／日本語版監修 日東書院本社 4-528-01005-5 ¥2,400

16 300 日本と世界のしくみがわかる!よのなかマップ 日能研／編 日本経済新聞出版社 4-532-35610-1 ¥1,400

17 312

中東から世界が見える　イラク戦争から「アラブの春」

へ(岩波ジュニア新書 )

酒井 啓子／著 岩波書店 4-00-500767-7 ¥840

18 319 戦争するってどんなこと？(中学生の質問箱) C.ダグラス・ラミス／著 平凡社 4-582-83666-0 ¥1,400

19 323 憲法読本(岩波ジュニア新書 ) 杉原 泰雄／著 岩波書店 4-00-500768-4 ¥1,000

20 329 ニュースに出てくる国際条約じてん 池上 彰／監修 彩流社 4-7791-5011-1 ¥2,500

21 345

池上彰のこれだけは知っておきたい!消費税のしくみ

　１～３

稲葉 茂勝／文 ポプラ社 4-591-13818-2 ¥2,600

22 361 アサーション・トレーニング　１～３ 平木 典子／監修 汐文社 4-8113-2040-3 ¥2,300
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No. 分類番号 書名 著者名 出版社 ISBN(ISSN) 価格

23 366 お仕事ナビ お仕事ナビ編集室／[編] 理論社 4-652-20068-1 ¥2,800

24 366 仕事を選ぶ(朝日中学生ウイークリーの本) 朝日中学生ウイークリー編集部／編著 朝日学生新聞社 4-907150-25-9 ¥1,500

25 367 みんなのチャンス 石井 光太／著 少年写真新聞社 4-87981-500-2 ¥1,400

26 369 光と音のない世界で(ノンフィクション・生きるチカラ) 池田 まき子／著 岩崎書店 4-265-08304-6 ¥1,400

28 383 ビジュアルでわかる世界ファッションの歴史　１～３ ヘレン・レイノルズ／文 ほるぷ出版 4-593-58710-0 ¥2,800

29 383 食べているのは生きものだ 森枝 卓士／文・写真 福音館書店 4-8340-8129-9 ¥1,300

30 392 僕たちの国の自衛隊に21の質問 半田 滋／著 講談社 4-06-287008-5 ¥1,300

31 400 信じられない現実の大図鑑 ドーリング・キンダースリー／編 東京書籍 4-487-80843-4 ¥2,800

32 410 算数&数学ビジュアル図鑑(学研のスタディ図鑑) 中村 享史／監修 学研教育出版 4-05-405788-3 ¥2,800

33 420 目でみる単位の図鑑 丸山 一彦／監修 東京書籍 4-487-80818-2 ¥2,800

34 421 アインシュタインとタイムトラベルの世界 佐藤 勝彦／著 幻冬舎エデュケーション 4-344-97787-7 ¥1,400

35 440 新しい宇宙のひみつQ&A 的川 泰宣／著 朝日新聞出版 4-02-331311-8 ¥1,300

36 444

ここまでわかった!太陽系のなぞ(子供の科学★サイエ

ンスブックス)

沼澤 茂美／著 誠文堂新光社 4-416-11474-2 ¥2,200

37 451 気象の図鑑(まなびのずかん) 筆保 弘徳／監修・著 技術評論社 4-7741-6657-5 ¥2,580

38 451

日本気象協会気象予報の最前線(このプロジェクトを

追え！)

深光 富士男／文 佼成出版社 4-333-02670-8 ¥1,500

39 452 海がわかる57のはなし 藤岡 換太郎／著 誠文堂新光社 4-416-11453-7 ¥1,300

40 452 海学 テンプラー社／作 今人舎 4-905530-30-5 ¥2,800

41 456 地層ってなんだろう 目代 邦康／編著 汐文社 4-8113-2024-3 ¥2,300

42 481 動物の見ている世界　仕掛絵本図鑑 ギヨーム・デュプラ／著 創元社 4-422-76061-2 ¥2,400

43 490 14歳からわかる生命倫理(14歳の世渡り術) 雨宮 処凛／著 河出書房新社 4-309-61685-8 ¥1,200

44 498 わたしたちはいのちの守人(世の中への扉 社会) 岩貞 るみこ／著 講談社 4-06-287004-7 ¥1,200

45 502 日本の発明・くふう図鑑 発明図鑑編集委員会／編著 岩崎書店 4-265-05966-9 ¥6,000

46 510 大きな写真と絵でみる地下のひみつ 土木学会地下空間研究委員会／監修 あすなろ書房 4-7515-2781-8 ¥2,800

47 521 お城へ行こう！(岩波ジュニア新書) 萩原 さちこ／著 岩波書店 4-00-500782-0 ¥900

48 521 大坂城(日本人はどのように建造物をつくってきたか) 宮上 茂隆／著 草思社 4-7942-2079-0 ¥1,600

49 546

みんな知りたい！ドクターイエローのひみつ(世の中へ

の扉 社会)

飯田 守／著 講談社 4-06-287005-4 ¥1,200

50 596 13歳からの料理のきほん34 アントラム栢木利美／著 海竜社 4-7593-1372-7 ¥1,300



No. 分類番号 書名 著者名 出版社 ISBN(ISSN) 価格

51 596 小さなパティシエのためのお菓子Book 松本 美佐／著 教育画劇 4-7746-1790-9 ¥3,300

52 689 遊園地・テーマパークで働く人たち(しごと場見学!) 橋口 佐紀子／著 ぺりかん社 4-8315-1392-2 ¥1,900

53 699

静岡放送テレビ番組制作の舞台裏(このプロジェクトを

追え!)

深光 富士男／文 佼成出版社 4-333-02676-0 ¥1,500

54 702 ふしぎ?びっくり！ニッポン美術たんけん　１～３ 辻 惟雄／監修 日本図書センター 4-284-20275-6 ¥3,600

55 702 ふしぎ?なるほど！西洋美術たんけん 池上 英洋／監修 日本図書センター 4-284-20293-0 ¥3,600

56 709 写真で学ぶ世界遺産 平川 陽一／編著 汐文社 4-8113-2100-4 ¥2,800

57 709 世界に誇る日本の世界遺産　１～７ 西村 幸夫／監修 ポプラ社 4-591-13821-2 ¥2,850

58 726 まんがとイラストの描き方　１～５ まんがイラスト研究会／編 ポプラ社 4-591-13828-1 ¥2,800

59 771 声優さんになりたいっ！ 81プロデュース／監修 講談社 4-06-219183-8 ¥1,400

60 778 ディズニー(知っているようで知らない会社の物語) アダム・サザーランド／原著 彩流社 4-7791-5001-2 ¥2,700

61 779

かんたんテーブルマジック(すぐできる!はじめてのマ

ジック)

ステファニー・ターンブル／作 ほるぷ出版 4-593-58707-0 ¥2,300

62 782 奇跡のランナー ウィルマ ジョー・ハーパー／著 汐文社 4-8113-2070-0 ¥1,500

63 784 レジェンド!(世の中への扉 スポーツ) 城島 充／著 講談社 4-06-287009-2 ¥1,200

64 787 海づりにチャレンジ！(よくつれる!超カンタンつり入門) 千坂 隆男／著 金の星社 4-323-06511-3 ¥800

65 801 ずかん文字 八杉 佳穂／監修 技術評論社 4-7741-6363-5 ¥2,680

67 902

ヒーロー&ヒロインに会える文学入門きっかけ大図鑑

１～３

齋藤 孝／監修 日本図書センター 4-284-70083-2 ¥3,600



■小説・絵本

No. 分類番号 書名 著者名 出版社 ISBN(ISSN) 価格

1 913 クリオネのしっぽ 長崎 夏海／著 講談社 4-06-218848-7 ¥1,300

2 913 サクラ・タイムトラベル 加部 鈴子／作 岩崎書店 4-265-05786-3 ¥1,400

3 913 シロガラス　１パワー・ストーン 佐藤 多佳子／著 偕成社 4-03-750210-2 ¥900

4 913 ダッシュ！ 村上 しいこ／著 講談社 4-06-218921-7 ¥1,400

5 913 なないろレインボウ(teens' best selections) 宮下 恵茉／著 ポプラ社 4-591-13955-4 ¥1,300

6 913 なりたい二人 令丈 ヒロ子／作 PHP研究所 4-569-78401-4 ¥1,300

7 913 パン・ジャム・ミステリー 山田 りゅうこ／著 幻冬舎ルネッサンス 4-7790-1064-4 ¥1,500

8 913 ユキとヨンホ 中川 なをみ／作 新日本出版社 4-406-05805-6 ¥1,500

9 913 空へ(Sunnyside Books) いとう みく／作 小峰書店 4-338-28702-9 ¥1,500

10 913 江戸の象吉 太田 大輔／作 講談社 4-06-218873-9 ¥1,400

11 913 時速47メートルの疾走 吉野 万理子／著 講談社 4-06-219090-9 ¥1,400

12 913 伝説のエンドーくん まはら 三桃／著 小学館 4-09-290579-5 ¥1,400

13 916 ぼくが見た太平洋戦争(心の友だち) 宗田 理／著 PHP研究所 4-569-78414-4 ¥1,150

14 932 ハムレット(シェイクスピア名作劇場) ウィリアム・シェイクスピア／原作 あすなろ書房 4-7515-2771-9 ¥1,300

15 933 サバイバーズ エリン・ハンター／作 小峰書店 4-338-28801-9 ¥1,200

16 933 シャイローがきた夏 フィリス・レイノルズ・ネイラー／著 あすなろ書房 4-7515-2229-5 ¥1,300

17 933 スパイスクール(SUPER!YA) スチュアート・ギブス／著 小学館 4-09-290578-8 ¥1,500

18 933 偽りの王子(カーシア国3部作) ジェニファー・A.ニールセン／作 ほるぷ出版 4-593-53492-0 ¥1,700

19 E おいぬさま 荒戸 里也子／著 白泉社 4-592-76177-8 ¥1,200

20 E かえるの竹取ものがたり 俵 万智／文 福音館書店 4-8340-8121-3 ¥1,800

21 E フランシスさん、森をえがく フレデリック・マンソ／作 くもん出版 4-7743-2346-6 ¥1,600

22 E 北加伊道 関屋 敏隆／文・型染版画 ポプラ社 4-591-14008-6 ¥1,600


