
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

14歳の君へ 池田 晶子／著 毎日新聞社 2006 100/ｲｹ

10代のうちに知っておきたい折れない心の作り方 水島 広子／著 紀伊國屋書店 2014 146/ﾐｽﾞ

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

YA!あなたはあなたのままでいい 宇佐美 百合子／著 PHP研究所 2012 159/ｳｻ

10代のうちに考えておくこと 香山 リカ／著 岩波書店 2005 159/ｶﾔ

自分の世界をもちなさい 假屋崎 省吾／著 PHP研究所 2010 159/ｶﾘ

口ぐせひとつでキミは変わる 佐藤 富雄／著 PHP研究所 2009 159/ｻﾄ

みんなのなやみ 重松 清／著 理論社 2004 159/ｼｹﾞ

大人になるっておもしろい? 清水 真砂子／著 岩波書店 2015 159/ｼﾐ

キミが、たいせつ。 ナカムラ ミツル／著 PHP研究所 2009 159/ﾅｶ

高校時代にしておく50のこと 中谷 彰宏／著 PHP研究所 2009 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

大人になる前に身につけてほしいこと 坂東 眞理子／著 PHP研究所 2008 159/ﾊﾞﾝ

社会人になる前に知っておくべき12カ条 樋口 裕一／著 PHP研究所 2012 159/ﾋｸﾞ

これでいいのだ14歳。 福田 淳／著 講談社 2008 159/ﾌｸ

大丈夫!キミならできる! 松岡 修造／著 河出書房新社 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

10代からの夢をかなえる感性の磨き方 佳川 奈未／著 PHP研究所 2010 159/ﾖｼ

君たちはどう生きるか 吉野 源三郎／著 ポプラ社 2011 159/ﾖｼ

チュウガクセイのキモチ あさの あつこ／著 小学館 2008 371/ｱｻ

「ケータイ時代」を生きるきみへ 尾木 直樹／著 岩波書店 2009 371/ｵｷﾞ

<いい子>じゃなきゃいけないの? 香山 リカ／著 筑摩書房 2005 371/ｶﾔ

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

自分をまもる本 ローズマリー・ストーンズ／著 晶文社 2013 371/ｽﾄ

12歳からの心理学 多湖 輝／著 新講社 2011 371/ﾀｺﾞ

高校生活100のアドバイス 東海林 明／著 岩波書店 2009 376/ｼｮ

ほか

　　　　前向きな気持ちになりたい
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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

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

じょうずな勉強法 麻柄 啓一／著 北大路書房 2002 141/ﾏｶﾞ

やる気はどこから来るのか 奈須 正裕／著 北大路書房 2002 141/ﾅｽ

受験生の心の休ませ方 加藤 諦三／著 PHP研究所 2008 159/ｶﾄ

どうすれば頭がよくなりますか? 茂木 健一郎／著 世界文化社 2011 159/ﾓｷﾞ

教育幻想 菅野 仁／著 筑摩書房 2010 370/ｶﾝ

学歴入門 橘木 俊詔／著 河出書房新社 2013 371/ﾀﾁ

受験国語が君を救う! 石原 千秋／著 河出書房新社 2009 375/ｲｼ

13歳からの勉強ノート 小野田 博一／著 PHPエディターズ・グループ 2009 375/ｵﾉ

学習力トレーニング 海保 博之／著 岩波書店 2004 375/ｶｲ

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

なぜ数学を学ぶのか 竹内 英人／著 岩波書店 2001 375/ﾀｹ

中学生の成績が上がる!教科別「ノートの取り方」最強のポイント55 小澤 淳／監修 メイツ出版 2012 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

なぜ国語を学ぶのか 村上 慎一／著 岩波書店 2001 375/ﾑﾗ

テストなんかこわくない トレボー・ロメイン／著・イラスト 大月書店 2002 375/ﾛﾒ

宿題すらすらやっつけよう トレボー・ロメイン／著・イラスト 大月書店 2002 375/ﾛﾒ

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
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

人がいじわるをする理由はなに? ドゥニ・カンブシュネ／文 岩崎書店 2016 150/ｶﾝ

レンアイ、基本のキ 打越 さく良／著 岩波書店 2015 152/ｳﾁ

恋愛について ジャン=リュック・ナンシー／[述] 新評論 2009 152/ﾅﾝ

男子のための恋愛検定 伏見 憲明／著 理論社 2006 152/ﾌｼ

友達がいないということ 小谷野 敦／著 筑摩書房 2011 158/ｺﾔ

フレンズ・ルール アシュリー・ライス／原作 汐文社 2005 158/ﾗｲ

友だちができる本 ロージー・ラシュトン／著 晶文社 2003 158/ﾗｼ

みんなのためのルールブック ロン・クラーク／著 草思社 2004 159/ｸﾗ

女子の国はいつも内戦 辛酸 なめ子／著 河出書房新社 2008 159/ｼﾝ

どうして君は友だちがいないのか 橋下 徹／著 河出書房新社 2007 159/ﾊｼ

Girls,Be… 松本 えつを／著 PHP研究所 2012 159/ﾏﾂ

なぜか人気者になっちゃう!心理術 伊東 明／著 PHP研究所 2009 361/ｲﾄ

友だち幻想 菅野 仁／著 筑摩書房 2008 361/ｶﾝ

10代からの情報キャッチボール入門 下村 健一／著 岩波書店 2015 361/ｼﾓ

コミュニケーションを学ぶ 高田 明典／著 筑摩書房 2012 361/ﾀｶ

高校生のためのメディア・リテラシー 林 直哉／著 筑摩書房 2007 361/ﾊﾔ

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

大学で大人気の先生が語る<恋愛>と<結婚>の人間学 佐藤 剛史／著 岩波書店 2015 367/ｻﾄ

不登校、選んだわけじゃないんだぜ! 貴戸 理恵／著 イースト・プレス 2012 371/ｷﾄﾞ

きみにもあるいじめをとめる力 フィリス・カウフマン・グッドスタイン／[著] 大月書店 2013 371/ｸﾞｯ

いじめと戦おう! 玉聞 伸啓／著 小学館 2011 371/ﾀﾏ

いじめのある世界に生きる君たちへ 中井 久夫／著 中央公論新社 2016 371/ﾅｶ
ほか 山梨県立図書館

　　　　もっと勉強をがんばりたい

　　　　　友だちをたくさんつくりたい


