
高等学校読書支援用図書リスト
【科学･芸術・スポーツほか】No.４

書名 著者 出版社 資料コード

1
アスリートとして知っておきたいスポーツ動作と
身体のしくみ

長谷川 裕／著 ナツメ社 180224776

2 いつでもどこでもポケットスケッチ 野村 重存／著 NHK出版 180224834

3 絵本　極楽
西川 隆範／文
桝田 英伸／監修

風濤社 180224891

4 絵本　地獄 白仁 成昭　ほか／構成 風濤社 180224958

5 音､音､音。　音聴く人々 オーディオテクニカ／編
幻冬舎メディア

コンサルティング 180223968

6
仮設のトリセツ
もし､仮設住宅で暮らすことになったら

岩佐 明彦／著 主婦の友社 180223950

7 俳句　人生でいちばんいい句が詠める本 八木 健／監修 主婦と生活社 180224123

8 観察眼 遠藤 保仁・今野 泰幸／著 角川書店 180224180

9 基礎から学ぶスポーツトレーニング理論 伊藤 マモル／監修 日本文芸社 180224248

10 ことばのヒント絵手紙365日 大森 節子／著 日貿出版社 180224172

11 佐賀北の夏　甲子園史上最大の逆転劇 中村 計／著 新潮社 180223547

12 佐賀県の歴史散歩
佐賀県高等学校地歴・
公民部会歴史部会／編

山川出版社 180223539

13 佐賀読本 金子 信二／著 出門堂 180223521

14 佐賀の幕末維新八賢伝 福岡　博／著 出門堂 180223513

15
PRAY FOR JAPAN
3.11世界中が祈りはじめた日

prayforjapan.jp／編 講談社 180223489

16 昭和二十年八さいの日記
佐木 隆三／文
黒田 征太郎／絵

石風社 180223471

17
自衛隊員が撮った東日本大震災
内側からでしか分からない真実の記録

マガジンハウス／編 マガジンハウス 180223463

18 スポーツ選手なら知っておきたい｢からだ｣のこと 小田 伸午／著 大修館書店 180223455

19
図解最先端テーピング術
｢巻く｣ではなく｢貼って｣効く!

岩崎 由純／著 東邦出版 180223422

20 体脂肪計タニタの社員食堂 タニタ／著 大和書房 180223414

21 続・体脂肪計タニタの社員食堂 タニタ／著 大和書房 180223406

22 長野久義メッセージBOOK-信じる力- 長野 久義／著 廣済堂出版 180223398

23 泣きみそ校長と弁当の日
竹下 和男
渡邊 美穂／著

西日本新聞社 180223364

24 ターシャ・テューダー最後のことば ターシャ・テューダー
リチャード・W.ブラウン／写真

白泉社 180223356

25
飛べ!｢はやぶさ｣
小惑星探査機60億キロ奇跡の大冒険

松浦 晋也／文 学研教育出版 180223349

26
日本の七十二候を楽しむ
旧暦のある暮らし

白井 明大／文
有賀 一広／絵

東邦出版 180223331

27
花と墨のある暮らし
古民家・花・書・器とともに

竹沢 尚生／著 木耳社 180223307

28 仏果を得ず 三浦 しをん／著 双葉社 180223299

29
僕らがサッカーボーイズだった頃
プロサッカー選手のジュニア時代

元川 悦子／著 カンゼン 180223281

30 M9大震災サバイバル術100問100答 山村 武彦／監修 成美堂出版 180223273

31 まんがで読破　菊と刀 ルース・ベネディクト／原作
バラエティ・アートワークス／企画・漫画 イースト・プレス 180223257

32 まんがトキワ荘物語 手塚 治虫ほか／作 祥伝社 180223240

33 夢中になる!江戸の数学 桜井 進／著 集英社 180223232

34 ヤマの記憶 山本 作兵衛 西日本新聞社 180223224

35
わかりやすい俳句の作り方
俳句づくりの基本から句会､吟行まで

鈴木 貞雄／著 日本文芸社 180223216

36 生きのびるための科学 池内　了／著 晶文社 180225740

37 失われた猫 森　博嗣／著 光文社 180225757

38 情報の呼吸法 津田　大介／著 朝日出版社 180225799

39 ぜつぼうの濁点
原田　宗典／作
柚木　沙弥郎／絵

教育画劇 180225781

40
できることをしよう。
－ぼくらが震災後に考えたこと

糸井　重里／著 新潮社 180225773

41 ぼくはお金を使わずに生きることにした マーク・ボイル／著 紀伊国屋書店 180225765
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