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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 対象 備考

（１）高見賞

1 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ／著 新潮社 2019.6 376.333/ﾌﾚ19/ ¥1,350 中・高
本屋大賞ノン
フィクション本
大賞

2 ハリネズミは月を見上げる あさの あつこ／著 新潮社 2020.8 F01-144/ﾊﾘ20/ ¥1,450 中・高

3 ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木 香歩／著 岩波書店 2020.7 914.6/ﾅｼ20/ ¥1,200 中・高

（２）新型コロナウイルス　感染症　

4 感染爆発 デイビッド・ゲッツ／著 金の星社 2020.7 C493/ｹﾂ/ ¥1,400 小・中

5 感染症対人類の世界史 池上 彰／著 ポプラ社 2020.4 493.8/ｲｹ20/ ¥860 高・一般

6 おしえてジャンボくん新型コロナウイルス　１～３ 子どもの未来社 2020.9 ¥1,780 小

7 キャラでわかる！はじめての感染症図鑑 岡田 晴恵／著
日本図書セン
ター

2020.4 ¥1,320 小・中

8 人類vs感染症 岡田 晴恵／著 岩波書店 2004.12 C493/ｵｶ/ ¥780 中・高

9 どうする!?新型コロナ 岡田 晴恵／著 岩波書店 2020.5 498.6/ｵｶ20/ ¥520 高・一般

10 コロナ後の世界を生きる 村上 陽一郎／編 岩波書店 2020.7 498.6/ﾑﾗ20/ ¥900 高・一般

11 首都感染 高島哲夫／著 講談社 2013.11 ¥1,045 高・一般

12 こいぬのルナ、コロナウイルスにたちむかう アダム M.ウォレス／作 子どもの未来社 2020.5 E/ﾘｵ/ ¥1,500 小

（３）平和・人権（戦後７５年・子どもの権利条約３０年）

13 平和のバトン 弓狩 匡純／著 くもん出版 2019.6 C319/ﾕｶ/ ¥1,500 中・高 課題図書

14 キャパとゲルダ マーク・アロンソン／著 あすなろ書房 2019.9 740.253/ｷﾔ19/ ¥1,800 高 課題図書

15 字のないはがき 向田 邦子／原作 小学館 2019.5 E/ﾆｼ/ ¥1,500 小・中・高

16 ちっちゃいこえ
アーサー・ビナード／
脚本

童心社 2019.5 A/4/ｾﾝｿｳ･ﾍｲﾜ ¥2,700 小・中・高 紙芝居

17 へいわとせんそう
たにかわ しゅんたろう
／ぶん

ブロンズ新社 2019.3 E/ﾉﾘ/ ¥1,200 小・中・高 青春の本棚

18 こども六法 山崎 聡一郎／著 弘文堂 2019.8 C320/ﾔﾏ/ ¥1,200 小・中・高 話題

19 「国語」から旅立って 温 又柔／著 新曜社 2019.5 C914/ｵﾝ/ ¥1,300 中・高
よりみちパ
ン！セ

20 ふるさとって呼んでもいいですか ナディ／著 大月書店 2019.6 334.41/ﾅﾃ19/ ¥1,600 中・高

21 女性のいない民主主義 前田 健太郎／著 岩波書店 2019.9 312.1/ﾏｴ19/ ¥820 高・一般
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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 対象 備考

（４）生き方・ジェンダー

22 22世紀を見る君たちへ 平田 オリザ／著 講談社 2020.3 370.4/ﾋﾗ20/ ¥860 中・高・一般

23 10代から考える生き方選び 竹信 三恵子／著 岩波書店 2020.6 C159/ﾀｹ/ ¥820 中・高

24 上級国民/下級国民 橘 玲／著 小学館 2019.8 361.8/ﾀﾁ19/ ¥820 高・一般

25 おうち性教育はじめます フクチ　マミ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.3 ¥1,430 小・中・高

26 恋って何ですか? 河出書房新社／編 河出書房新社 2019.11 C902/ｶﾜ/ ¥1,400 中・高

27 僕はかぐや姫 松村　栄子／著 ポプラ社 2019.3 ¥704 中・高 復刻

28 世界を変えた100人の女の子の物語
エレナ・ファヴィッリ／
文

河出書房新社 2018.3 C280/ﾌｱ/ ¥2,400 小・中・高

29 タンタンタンゴはパパふたり
ジャスティン・リチャード
ソン／文

ポット出版 2008.4 E/ｺﾙ/ ¥1,500 小・中・高

30 育休刑事(デカ) 似鳥 鶏／著 幻冬舎 2019.5 F61-130/ｲｸ19/ ¥1,500 中・高

（５）若者（著作・ムード）

31 まなの本棚 芦田 愛菜／著 小学館 2019.7 019.9/ｱｼ19/ ¥1,400 小・中・高

32 タネの未来 小林 宙／著 家の光協会 2019.9 615.23/ｺﾊ19/ ¥1,600 小・中・高

33 探偵はぼっちじゃない 坪田 侑也／著 KADOKAWA 2019.3 F53-248/ﾀﾝ19/ ¥1,600 中・高
ボイルドエッ
グ新人賞

34 凪に溺れる 青羽 悠／著 PHP研究所 2020.7 F00-136/ﾅｷ20/ ¥1,600 高

35 繊細すぎてしんどいあなたへ 串崎 真志／著 岩波書店 2020.5 C498/ｸｼ/ ¥800 中・高

36 「さみしさ」の力 榎本 博明／著 筑摩書房 2020.5 C371/ｴﾉ/ ¥760 中・高

（６）教育（学び）

37 中高生からの論文入門 小笠原 喜康／著 講談社 2019.1 816.5/ｵｶ19/ ¥840 中・高 青春の本棚

38
探究に役立つ!学校司書と学ぶレポート・論文作
成ガイド

東京都立高等学校学
校司書会ラーニングス
キルガイドプロジェクト
チーム／編著

ぺりかん社 2019.11 375/ﾄｳ20/ ¥1,600 中・高

39 ケーキの切れない非行少年たち 宮口 幸治／著 新潮社 2019.7 368.71/ﾐﾔ19/ ¥720 一般 新書大賞2位

40 あふれでたのはやさしさだった 寮 美千子／著 西日本出版社 2018.12 327.85/ﾘﾖ19/ ¥1,000 高・一般
で～れ～ｂｏ
ｏｋｓ

41 それゆけ！論理さん 仲島ひとみ／著 筑摩書房 2018.1 ¥1,650 高
大人のための
学習マンガ

42 入門万葉集 上野 誠／著 筑摩書房 2019.9 C911/ｳｴ/ ¥760 中・高

2



書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 対象 備考

43
父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでもなくわ
かりやすい経済の話。

ヤニス・バルファキス
／著

ダイヤモンド社 2019.3 330/ﾌｱ19/ ¥1,500 高

44 賀茂川コミュニケーション塾 谷口 忠大／著 世界思想社 2019.12 361.45/ﾀﾆ19/ ¥1,700 高

45 ソロモン諸島でビブリオバトル 益井 博史／著 子どもの未来社 2020.5 019.9/ﾏｽ20/ ¥1,400 小・中・高

46 なんだろうなんだろう ヨシタケ シンスケ／著 光村図書出版 2019.12 E/ﾖｼ/ ¥1,500 小・中・高

（７）フィクション（若者が主人公）

47 あららのはたけ 村中 李衣／作 偕成社 2019.7 C913/ﾑﾗ/ ¥1,400 小
坪田譲治文
学賞

48 ぼくたちの緑の星 小手鞠 るい／作 童心社 2020.5 C913/ｺﾃ/ ¥1,300 小

49 逆ソクラテス 伊坂 幸太郎／著 集英社 2020.4 F05-60/ｷﾔ20/ ¥1,400 高・一般

50 きみが、この本、読んだなら　とまどう放課後編 森川 成美／作 さ・え・ら書房 2020.3 C913/ｷﾐ/ ¥1,400 小

51 きみが、この本、読んだなら　ざわめく教室編 戸森 しるこ／作 さ・え・ら書房 2020.3 C913/ｷﾐ/ ¥1,400 小

52 窓 小手鞠 るい／作 小学館 2020.2 C913/ｺﾃ/ ¥1,400 中

53 きみの存在を意識する 梨屋 アリエ／作 ポプラ社 2019.8 C913/ﾅｼ/ ¥1,500 中・高

54 団地のコトリ 八束 澄子／著 ポプラ社 2020.8 C913/ﾔﾂ/ ¥1,400 中

55 天使のにもつ いとう みく／著 童心社 2019.2 C913/ｲﾄ/ ¥1,300 中 課題図書

56 図書室のバシラドール 竹内 真／著 双葉社 2020.3 F46-38/ﾄｼ20/ ¥1,700 高・一般

57 青春サプリ。 安藤 隆人／文 ポプラ社 2020.4 C375/ｱﾝ/ ¥1,200 中・高

58 スベらない同盟 にかいどう 青／著 講談社 2019.9 C913/ﾆｶ/ ¥1,500 中・高

59 「未完成」なぼくらの、生徒会 麻希 一樹／著 KADOKAWA 2019.7 C913/ﾏｷ/ ¥1,000 中・高

60 明日の僕に風が吹く 乾 ルカ／著 KADOKAWA 2019.9 F07-83/ｱｼ19/ ¥1,600 中・高

61 アーモンド ソン ウォンピョン／著 祥伝社 2019.7 929.13/ｿﾝ19/ ¥1,600 中・高
本屋大賞翻
訳小説部門

（８）その他フィクション

62 フラミンゴボーイ
マイケル・モーパーゴ
／作

小学館 2019.10 C933/ﾓﾊ/ ¥1,500 高 課題図書

63 線は、僕を描く 砥上 裕將／著 講談社 2019.7 F55-124/ｾﾝ19/ ¥1,500 高・一般 本屋大賞3位

64 52ヘルツのクジラたち 町田 そのこ／著 中央公論新社 2020.4 F78-191/ｺｼ20/ ¥1,600 高・一般

65 ライオンのおやつ 小川 糸／著 ポプラ社 2019.10 F13-133/ﾗｲ19/ ¥1,500 高・一般

66 絶望スクール 石田 衣良／著 文藝春秋 2019.9 F05-57/ｾﾂ19/ ¥1,500 中・高

67 イマジン? 有川 ひろ／著 幻冬舎 2020.1 F03-67/ｲﾏ20/ ¥1,600 高・一般

68 少年と犬 馳 星周／著 文藝春秋 2020.5 F65-31/ｼﾖ20/ ¥1,600 高・一般 直木賞
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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 対象 備考

69 王の祭り 小川 英子／著 ゴブリン書房 2020.4 C913/ｵｶ/ ¥1,500 小・中

70 文豪の怪談 汐文社 2019.3 ¥1,980 小・中
ジュニア・セ
レクションン

71 鹿の王 水底の橋 上橋 菜穂子／著 KADOKAWA 2019.3 C913/ｳｴ/ ¥1,600 小・中・高

72 夢見る帝国図書館 中島 京子／著 文藝春秋 2019.5 F58-207/ﾕﾒ19/ ¥1,850 高・一般

73 渦 大島 真寿美／著 文藝春秋 2019.3 F12-108/ｳｽ19/ ¥1,850 高・一般
高校生直木
賞

（９）ノンフィクション

74 流言のメディア史 佐藤 卓己／著 岩波書店 2019.3 361.453/ｻﾄ19/ ¥900 高・一般

75 ボランティアをやりたい! さだ まさし／編 岩波書店 2019.12 C369/ｻﾀ/ ¥820 中・高

76 京都の災害をめぐる 大邑　潤三／著 小さ子社 2019.9 ¥1,760 中・高

77 エンド・オブ・ライフ 佐々 涼子／著
集英社インター
ナショナル

2020.2 490.14/ｻｻ20/ ¥1,700 高・一般

78 キリン解剖記 郡司 芽久／著 ナツメ社 2019.8 489.87/ｸﾝ19/ ¥1,200 高
で～れ～ｂｏ
ｏｋｓ

79 ポリぶくろ、1まい、すてた ミランダ・ポール／文 さ・え・ら書房 2019.2 E/ｽﾉ/ ¥1,500 小・中・高 課題図書
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