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中学生～高校生の人たちへ 

『勉強する気はなぜ起こらないのか』 

外山美樹／著 

筑摩書房 

勉強する気がなかなか起きないのは、多くの人

が悩むところ。では、やる気とは・・・？ なぜ

人は誘惑に負けてしまうのか？ 解説とともに、

無気力状態になった時の対処法を紹介。 

『未来をつくるあなたへ』  

中満泉／著 

岩波書店 

 「世界は必ず変えられる」と、著者はいう。今

世界で起きている問題、特に、軍縮、平和、環境、

人権、格差、ジェンダーなどの問題について、考

えることができる 1冊。 

  

『13 歳から分かる！ 7 つの習慣 自分を変

えるレッスン』 

「７つの習慣」編集部／監修   

大西洋／イラスト 

日本図書センター 

「7 つの習慣」とは、成功を手に入れ、充

実した人生を送るための方法。成功とは、単

にお金持ちになる、出世するなどの表面的な

ことではなく、自分が本当に大切だと思うも

のを見極め、手に入れて心の底から充実感を

得ること。あなたにとって、本当に大切なも

のとは、なに？ 

『サンゴは語る』 

大久保奈弥／著 

岩波書店 

 サンゴは動いていないように見えても、実

は動物の仲間。サンゴはどこに住んでいる

の？ どんな仲間がいるの？ 形もいろい

ろ。サンゴが死ぬ原因には、海遊びの時に使

う日焼け止めや、ホテルからの排水などがあ

る。私たちはサンゴを守るために、なにがで

きるのか？ サンゴにやさしい生き方と

は・・・。初心者から上級者向けのサンゴの

育て方が紹介されていて、サンゴについて、

とても詳しくなること間違いなし！わかり

やすくかわいいイラストもたっぷり。 

こんな本が入ったよ！ 



2021.7～2021.8

分類 書名 著者 出版社 タイトルコード

146
10代から身につけたいギリギリ
な自分を助ける方法

井上祐紀／著 KADOKAWA
1002010010582

760
音楽で生きる方法　高校生から
の音大受験、留学、仕事と将来

相澤真一／著 青弓社
1002010070257

F4
ダンジョンに出会いを求めるの
は間違っているだろうか　17
（GA文庫 お-08-31　）

大森藤ノ／著 SBクリエイ
ティブ 1002110006993

66
宇宙マグロのすしを食べる　魔
法の水「好適環境水」誕生物語

山本俊政／著 旬報社
1002110007174

195
中高生のための本の読み方　読
書案内・ブックトーク・PISA型

大橋崇行／著 ひつじ書房
1002010088643

167
13歳からのイスラーム 長沢栄治／監

修
かもがわ出
版

1002110009227

3293
国際公務員になるには
（なるにはBOOKS 83）

横山和子／著 ぺりかん社
1002010060516

3921
自衛官になるには
（なるにはBOOKS 114）

岡田真理／著 ぺりかん社
1002010071401

410
深掘り!中学数学　教科書に書
かれていない数学の話
（岩波ジュニア新書 934）

坂間千秋／著 岩波書店
1002110026361

F7
メイジアン・カンパニー　2
魔法科高校の劣等生 続
（電撃文庫 3769）

佐島勤／[著] KADOKAWA
1002110002495

F5
京極荘と百匹のうた猫　2
下京区花屋梅小路上ル（メディ
アワークス文庫 ゆ3-2）

由似文／[著] KADOKAWA
1001510109765

F5
Re:ゼロから始める異世界生活
27　（MF文庫J な-07-38）

長月達平／著 KADOKAWA
1002110033197

141
勉強する気はなぜ起こらないの
か（ちくまプリマー新書 373）

外山美樹／著 筑摩書房
1002110002553

F7
刺青　（乙女の本棚） 谷崎潤一郎／

著
立東舎

1002110030112

3198
池上彰の君と考える戦争のない
未来（世界をカエル 10代から

池上彰／著 理論社
1002110013059

519
未来を変えるメッセージ
みんなのSDGs

水谷孝次／作 リベラル社
1002010098882

A37
[愛知県]公立高等学校ガイド
ブック　2021

愛知県公立高
等学校長会／
編集

愛知県教育
振興会 1002110040164

新刊図書案内
分類 書名 著者 出版社 タイトルコード

374
小学校教諭になるには
（なるにはBOOKS29）

森川輝紀／編
著

ぺりかん社
1002010095319

104
はじめての哲学
（岩波ジュニア新書 935）

藤田正勝／著 岩波書店
1002110033718

159
13歳から分かる!7つの習慣
自分を変えるレッスン

「7つの習
慣」編集部／
監修

日本図書セ
ンター 1002010019314

F2
学園キノ 7 （電撃文庫 3786） 時雨沢恵一／

[著]
KADOKAWA

1002110009438

F6
狼と羊皮紙　4　新説狼と香辛
料　（電撃文庫3503）

支倉凍砂／
[著]

KADOKAWA
1001810104085

F6
狼と羊皮紙　5　新説狼と香辛
料　（電撃文庫3642）

支倉凍砂／
[著]

KADOKAWA
1002010007938

F6
狼と羊皮紙　6　新説狼と香辛
料　（電撃文庫 3748）

支倉凍砂／
[著]

KADOKAWA
1002010097570

A37
愛知の私立高校ガイドブック
2022年入試用　中学校3年生用

愛知県私学協
会／編

愛知県私学
協会

1002110038415

193
はじめての聖書
（14歳の世渡り術）

橋爪大三郎／
著

河出書房新
社

1001410084299

8112
学校では教えてくれないゆかい
な漢字の話（14歳の世渡り術）

今野真二／著 河出書房新
社

1002110026096

30
未来をつくるあなたへ
（岩波ジュニアスタートブック
ス ジュニスタ）

中満泉／著 岩波書店
1002110001131

45
地震はなぜ起きる?
（岩波ジュニアスタートブック
ス ジュニスタ）

鎌田浩毅／著 岩波書店
1002110001127

45
地球温暖化を解決したい　エネ
ルギーをどう選ぶ?
（岩波ジュニアスタートブック

小西雅子／著 岩波書店
1002110001132

913
都会(まち)のトム&ソーヤ　17
（YA!ENTERTAINMENT）

はやみねかお
る／[著]

講談社
1002010104402

ｴ いつかあなたをわすれても 桜木紫乃／文 集英社 1002010104711

40
なぜ私たちは理系を選んだのか
未来につながる<理>のチカラ
（岩波ジュニアスタートブック

桝太一／著 岩波書店
1002110028447

421
16歳からの相対性理論　アイン
シュタインに挑む夏休み
（ちくまプリマー新書 375）

佐宮圭／著 筑摩書房
1002110011100

48
サンゴは語る（岩波ジュニアス
タートブックス ジュニスタ）

久保奈弥／著 岩波書店
1002110028449

 


