
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

友達がいないということ 小谷野 敦／著 筑摩書房 2011 158/ｺﾔ

高校時代に考えておく50のこと 有川 真由美／著 PHP研究所 2011 159/ｱﾘ

くじけそうなときには 宇佐美 百合子／著 PHP研究所 2010 159/ｳｻ

レジリエンス入門 内田 和俊／著 筑摩書房 2016 159/ｳﾁ

めげても立ちなおる心の習慣 岡本 正善／著 筑摩書房 2009 159/ｵｶ

からだ上手こころ上手 齋藤 孝／著 筑摩書房 2011 159/ｻｲ

10歳の質問箱 日本ペンクラブ「子どもの本」委員会／編 小学館 2015 159/ｼﾞｯ

こども自助論 齋藤 孝／監修 日本図書センター 2018 159/ｽﾏ

中学生の悩みごと 高濱 正伸／著 実務教育出版 2017 159/ﾀｶ

14歳の青い空 竹村 早智子／著 幻冬舎ルネッサンス 2012 159/ﾀｹ

花咲かじいさんが教える「人」と「お金」に愛される特別授業 竹田 和平／著 PHP研究所 2015 159/ﾀｹ

14歳からの人生哲学 中谷 彰宏／著 PHP研究所 2012 159/ﾅｶ

中学時代がハッピーになる30のこと 中谷 彰宏／著 PHP研究所 2012 159/ﾅｶ

13歳までにやっておくべき50の冒険 ピエルドメニコ・バッカラリオ／著 太郎次郎社エディタス 2016 159/ﾊﾞｯ

「がんばらない」人生相談 ひろ さちや／著 河出書房新社 2014 159/ﾋﾛ

Girls,Be… 松本 えつを／著 PHP研究所 2012 159/ﾏﾂ

イケてないと思ったら読む本 横森 理香／著 PHP研究所 2011 159/ﾖｺ

君たちはどう生きるか 吉野 源三郎／著 マガジンハウス 2017 159/ﾖｼ

15歳から学ぶ「陽転思考」のきほん 和田 裕美／著 ポプラ社 2012 159/ﾜﾀﾞ

すっきり解決!人見知り 名越 康文／監修 日本図書センター 2017 361/ｽｯ

悩みが解決する友だちづきあいのコツ 宮田 雄吾／著 学研 2009 361/ﾐﾔ

友だちは永遠じゃない 森 真一／著 筑摩書房 2014 361/ﾓﾘ

ある日、私は友達をクビになった エミリー・バゼロン／著 早川書房 2014 371.4/ﾊﾞｾﾞ

思春期サバイバル ここから探検隊／制作 はるか書房 2016 371/ｼｼ/2

いじめと戦おう! 玉聞 伸啓／著 小学館 2011 371/ﾀﾏ

ほか
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タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

13歳からの思考実験ノート 小野田 博一／著 PHPエディターズ・グループ 2013 116/ｵﾉ

「論理的に考える力」を伸ばす50の方法 小野田 博一／著 PHP研究所 2018 116/ｵﾉ

勉強法が変わる本 市川 伸一／著 岩波書店 2000 141/ｲﾁ

13歳からの暗記ノート 小野田 博一／著 PHPエディターズ・グループ 2010 141/ｵﾉ

受験国語が君を救う! 石原 千秋／著 河出書房新社 2009 375/ｲｼ

中学生の勉強法 石井 郁男／著 子どもの未来社 2011 375/ｲｼ

今すぐできる!中学生の勉強法 親野 智可等／著 PHP研究所 2013 375/ｵﾔ

高校受験で成功する!中学生の「合格ノート」教科別必勝ポイント55 小澤 淳／監修 メイツ出版 2014 375/ｺｳ

齋藤孝の勉強のチカラ! 齋藤 孝／著 宝島社 2005 375/ｻｲ

図解中学生からの勉強のやり方 清水 章弘／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 2014 375/ｼﾐ

中学生の成績が上がる!教科別「勉強のルール」最強のポイント65 秋田 洋和／監修 メイツ出版 2013 375/ﾁｭ

あなたの勉強法はどこがいけないのか? 西林 克彦／著 筑摩書房 2009 375/ﾆｼ

偏差値35でも有名大学合格!落ちこぼれの逆転受験術 碓井 孝介／著 朝日新聞出版 2015 376.8/ｳｽ

中学生高校入試のパーフェクト準備と勉強法 高濱 正伸／著 実務教育出版 2016 376.8/ﾀｶ

試験勉強という名の知的冒険 富田 一彦／著 大和書房 2012 376.8/ﾄﾐ/1

高校受験すぐにできる40のこと 中谷 彰宏／著 PHP研究所 2011 376/ﾅｶ

受験生すぐにできる50のこと 中谷 彰宏／著 PHP研究所 2011 376/ﾅｶ

なぜ「大学は出ておきなさい」と言われるのか 浦坂 純子／著 筑摩書房 2009 377/ｳﾗ

先生、物理っておもしろいんですか? パリティ編集委員会／編 丸善出版 2015 420.4/ｾﾝ
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

13歳からの家事のきほん46 アントラム栢木利美／著 海竜社 2013 590/ｱﾝ

生活図鑑 おち とよこ／文 福音館書店 1997 590/ｵﾁ

家事のきほん新事典 藤原 千秋／監修 朝日新聞出版 2014 590/ｶｼﾞ

正しい目玉焼きの作り方 森下 えみこ／イラスト 河出書房新社 2016 590/ﾀﾀﾞ

家を出る日のために 辰巳 渚／著 理論社 2008 590/ﾀﾂ

ひとり暮らしレスキューBOOK 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2018 590/ﾋﾄ

人生の答えは家庭科に聞け! 堀内 かおる／著 岩波書店 2016 590/ﾎﾘ

ボクたちの値段 荻原 博子／監修 講談社 2007 591/ﾎﾞｸ

シアワセなお金の使い方 南野 忠晴／著 岩波書店 2015 591/ﾐﾅ

中高生のお弁当 主婦の友社／編 主婦の友社 2013 596.4/ﾁｭ

ランチジャーで楽しむできたてお弁当 夏梅 美智子／[著] 辰巳出版 2011 596.4/ﾅﾂ

まいにちの中高生のお弁当250 食のスタジオ／著 学研パブリッシング 2015 596.4/ﾏｲ

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 2014 596/ｱﾝ

ひとりでお弁当を作ろう 枝元 なほみ／著 共同通信社 2011 596/ｴﾀﾞ

料理図鑑 おち とよこ／文 福音館書店 2006 596/ｵﾁ

笑ってお料理 平野 レミ／著 筑摩書房 2007 596/ﾋﾗ

毎日がときめく片づけの魔法 近藤 麻理恵／著 サンマーク出版 2014 597.5/ｺﾝ

掃除の解剖図鑑 日本ハウスクリーニング協会／著 エクスナレッジ 2017 597.9/ｿｳ

大人になってもこまらない!整理整とん術 梶ケ谷 陽子／監修 ポプラ社 2018 597/ｵﾄ

中高生のための「かたづけ」の本 杉田 明子／著 岩波書店 2014 597/ｽｷﾞ
ほか 山梨県立図書館

　　　 　　授業が楽しくなる勉強方法

　          　自分でいろいろやってみよう！


