
「私の薦める本」所在一覧

書名 著者名 所在 請求記号 資料ID

アハメドくんのいのちのリレー
鎌田実著/安藤俊彦画/ピーター・バラカン英
訳

児童図書 K227/Ka31 0307442

五体不満足 (講談社青い鳥文庫:210-1) 乙武洋匡作/武田美穂絵 児童図書 K369/O86 0307182

こまったさんのレシピブック
寺村輝夫レシピ原案/岡本颯子絵/さわのめぐ
みレシピ監修

児童図書 K596/Te54 0307180

サイテーなあいつ (子どもの文学. 青い海シリーズ:17) 花形みつる作/垂石眞子絵 児童図書 K913/H27 0307181

魔法のカクテル (岩波少年文庫:249) ミヒャエル・エンデ作/川西芙沙訳 児童図書 K943/E59 0300517

そらまめくんのベッド (こどものとも傑作集) なかやみわさく・え 絵本・紙芝居 E/20 0151178

あさえとちいさいいもうと (こどものとも絵本) 筒井頼子さく/林明子え 絵本・紙芝居 E/20 0275182

はじめてのおつかい (こどものとも絵本) 筒井頼子さく/林明子え 絵本・紙芝居 E/20 0275183

わすれられないおくりもの (児童図書館・絵本の部屋) スーザン・バーレイさく・え/小川仁央やく 絵本・紙芝居 E/22 0190181

えんとつ町のプペル にしのあきひろ著 絵本・紙芝居 E/22 0266312

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&ピーター・
パーネル文/ヘンリー・コール絵/尾辻かな
子, 前田和男訳

絵本・紙芝居 E/23 0304753

And Tango makes three : hardcover
by Justin Richardson and Peter
Parnell/illustrated by Henry Cole

絵本・紙芝居 E/23 0304999

こんとあき (日本傑作絵本シリーズ) 林明子さく 絵本・紙芝居 E/28 0205963

「勤労青年」の教養文化史 (岩波新書:新赤版 1832) 福間良明著 文庫新書 081/6-4/1832 0303637

羅生門・鼻・芋粥・偸盗 改版 (岩波文庫:緑(31)-070-1. 芥川竜之介王朝物全
集:1)

芥川竜之介作 文庫新書 イ913.6/AkR/R 0168355

Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣
ハンス・ロスリング, オーラ・ロスリング,
アンナ・ロスリング・ロンランド著/上杉周
作, 関美和訳

和書一般書架B1 002.7/F11 0301848

読書で離婚を考えた。 (幻冬舎文庫:え-13-1) 円城塔, 田辺青蛙 [著] 和書一般書架B1 019.9/E62 0307129

自己肯定感、持っていますか? : あなたの世界をガラリと変える、たったひと
つの方法

水島広子著 和書一般書架B2 146.8/MiH 0257891

ハーバードの自分を知る技術 : 悩めるエリートたちの人生戦略ロードマップ
ロバート・スティーヴン・カプラン著/福井
久美子訳

和書一般書架B2 159.4/Ka61 0307188

どこまでも生きぬいて : 夜回り先生50のヒント (YA心の友だちシリーズ) 水谷修著 和書一般書架B2 159.7/Mi97 0307390
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バルタザール・グラシアンの賢人の知恵 バルタザール・グラシアン著/斎藤慎子訳 和書一般書架B2 159/G75 0307183

すべてはウチらの頭の中に そわんわん著 和書一般書架B2 159/So93 0307187

最後の転落 : ソ連崩壊のシナリオ E・トッド [著]/石崎晴己, 中野茂訳 和書一般書架C1 238.075/ToE 0236151

ブラを捨て旅に出よう : 貧乏乙女の“世界一周"旅行記 (講談社文庫:[あ-
122-1])

歩りえこ [著] 和書一般書架C1 290.9/A98 0307399

47都道府県の歴史と地理がわかる事典 (幻冬舎新書:568) 伊藤賀一著 和書一般書架C1 291.04/I89 0307395

47都道府県女ひとりで行ってみよう (幻冬舎文庫:ま-10-6) 益田ミリ [著] 和書一般書架C1 291.09/Ma66 0307396

グローバリズムが世界を滅ぼす (文春新書:974)
エマニュエル・トッド, ハジュン・チャン,
柴山桂太 [ほか] 著

和書一般書架C1 333.6/GuS 0249952

できるリーダーは、「これ」しかやらない : メンバーが自ら動き出す「任せ
方」のコツ

伊庭正康著 和書一般書架C1 336.3/I11 0307189

キャッシュレス生活、1年やってみた : 結局、どうするのが一番いいんです
か?

美崎栄一郎著 和書一般書架C1 338/Mi51 0307186

関東と関西ここまで違う!おもしろ雑学 (知的生きかた文庫:[ら2-13]) ライフサイエンス著 和書一般書架C2 361.42/R12 0307397

八月十五日の神話 : 終戦記念日のメディア学 増補 (ちくま学芸文庫:[サ31-
2])

佐藤卓己著 和書一般書架C2 361.453/Sa87 0307398

伝え方が9割 [1] 佐々木圭一著 和書一般書架C2 361.54/SaK 0237087

伝え方が9割 2 佐々木圭一著 和書一般書架C2 361.54/SaK/2 0255247

日本人はなぜ存在するか (知のトレッキング叢書) 與那覇潤著 和書一般書架C2 361.6/YoJ 0243690

オール1の落ちこぼれ、教師になる 宮本延春著 和書一般書架C2 370.49/MiM/O 0199556

保育の心意気 (保育の心もち:続々) 秋田喜代美著 和書一般書架D1 376.1/AkK/H-3 0307184

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー : the real British
secondary school days

ブレイディみかこ著 和書一般書架D1 376.333/B71 0298117

学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話 坪田信貴著 和書一般書架D1 376.87/TsN 0246737

最後の秘境東京藝大 : 天才たちのカオスな日常 (新潮文庫:11060, に-33-1) 二宮敦人著 和書一般書架D1 377.28/To46 0286692

街なかの地衣類ハンドブック 大村嘉人著 和書一般書架D1 474.9/O64 0307392

カメの甲羅はあばら骨 : 人体で表す動物図鑑 (SBビジュアル新書:0015) 川崎悟司著 和書一般書架D2 481.1/Ka97 0307391

ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。 幡野広志著 和書一般書架D2 491.65/H42 0284424
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よくわかる依存症 : ゲーム、ネット、ギャンブル、薬物、アルコール (ここ
ろのクスリbooks)

榎本稔著 和書一般書架D2 493.743/E63 0305794

はなちゃんのみそ汁 安武信吾, 安武千恵, 安武はな著 和書一般書架D2 495.46/HaM 0232610

京都のモダニズム建築 河野良平著 和書一般書架D3 523.162/Ko78 0303136

生きた建築大阪 [1] 橋爪紳也 [ほか] 著 和書一般書架D3 523.163/I36/1 0285515

生きた建築大阪 2 橋爪紳也 [ほか] 著 和書一般書架D3 523.163/I36/2 0285330

アリババの経営哲学 : ジャック・マー (ディスカヴァー携書:210) 張燕編著/永井麻生子訳 和書一般書架D3 673.36/A71 0307394

ディズニーそうじの神様が教えてくれたこと 鎌田洋著 和書一般書架D3 688.5/Dis/K 0228204

ディズニーおもてなしの神様が教えてくれたこと 鎌田洋著 和書一般書架D3 688.5/Dis/K 0247359

表現文化の社会学入門 粟谷佳司, 太田健二編著 和書一般書架D3 701.3/A97 0298102

オードリー・ヘップバーンの言葉 (だいわ文庫:[327-1D]) 山口路子著 和書一般書架D3 778.253/H52 0307400

木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか 増田俊也著 和書一般書架D3 788.2/KiM/M 0224877

日日是好日 : 「お茶」が教えてくれた15のしあわせ (新潮文庫:8562, も-34-
1)

森下典子著 和書一般書架D3 791.049/Mo65 0307428

蚕と戦争と日本語 : 欧米の日本理解はこうして始まった 小川誉子美著 和書一般書架D4 810.7/O24 0305314

そのままでいい : 100万いいね!を集めた176の言葉 田口久人 [著] 和書一般書架E1 911.56/Ta19 0307393

ヴァイオレット・エヴァーガーデン 上 (KAエスマ文庫) 暁佳奈著 和書一般書架E1 913.6/A33/1 0301388

ヴァイオレット・エヴァーガーデン 下 (KAエスマ文庫) 暁佳奈著 和書一般書架E1 913.6/A33/2 0301389

阪急電車 (幻冬舎文庫:あ-34-1) 有川浩 [著] 和書一般書架E1 913.6/ArH2 0229649

コード・ブルー : ドクターヘリ緊急救命 [1st シーズン] (扶桑社文庫:[は
10-1],[は10-2],[あ17-1],[あ17-2])

林宏司脚本/沢村光彦ノベライズ 和書一般書架E1 913.6/H48/1 0307441

風が強く吹いている (新潮文庫:8721, み-34-8) 三浦しをん著 和書一般書架E1 913.6/MiS2/K 0271144

ぼくは明日、昨日のきみとデートする (宝島社文庫:[Cな-10-1]) 七月隆文著 和書一般書架E1 913.6/NaT4/B 0262684

君の膵臓をたべたい (双葉文庫:す-12-01) 住野よる著 和書一般書架E1 913.6/Su63 0294743

夜市 恒川光太郎著 和書一般書架E1 913.6/TsK2/Y 0191730

一房の葡萄 (ハルキ文庫:あ-20-1) 有島武郎著 和書一般書架E1 913.6/A76 0307401
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フリークス (角川文庫:16776) 綾辻行人 [著] 和書一般書架E1 913.6/A98 0307402

終電の神様 (実業之日本社文庫:あ13-1) 阿川大樹著 和書一般書架E1 913.6/AgT/S 0274701

空の中 有川浩著 和書一般書架E1 913.6/ArH2/S 0275034

フランス座 ビートたけし著 和書一般書架E1 913.6/B48 0286128

レゾンデートル (実業之日本社文庫:ち1-4) 知念実希人著 和書一般書架E1 913.6/C46 0307404

人間失格 改版 (角川文庫:14732) 太宰治 [著] 和書一般書架E1 913.6/D49 0284211

道化師の蝶 円城塔著 和書一般書架E1 913.6/EnT/D 0228866

二十三時の夜食カフェ (マカン・マラン) 古内一絵著 和書一般書架E1 913.6/F92/1 0303855

女王さまの夜食カフェ (マカン・マラン:ふたたび) 古内一絵著 和書一般書架E1 913.6/F92/2 0303856

きまぐれな夜食カフェ (マカン・マラン:みたび) 古内一絵著 和書一般書架E1 913.6/F92/3 0303857

さよならの夜食カフェ (マカン・マラン:おしまい) 古内一絵著 和書一般書架E1 913.6/F92/4 0303858

疾風ロンド (実業之日本社文庫:ひ12) 東野圭吾著 和書一般書架E1 913.6/H55 0307408

ボックス! 上 (講談社文庫:[ひ-43-5], [ひ-43-6]) 百田尚樹 [著] 和書一般書架E1 913.6/H99/1 0307424

ボックス! 下 (講談社文庫:[ひ-43-5], [ひ-43-6]) 百田尚樹 [著] 和書一般書架E1 913.6/H99/2 0307425

イノセント・デイズ (新潮文庫:10684, は-68-1) 早見和真著 和書一般書架E1 913.6/HaK9/I 0271229

祈りの幕が下りる時 (講談社文庫:[ひ-17-33]) 東野圭吾 [著] 和書一般書架E1 913.6/HiK3/I 0265411

恋のゴンドラ 東野圭吾著 和書一般書架E1 913.6/HiK3/K 0264987

人魚の眠る家 東野圭吾著 和書一般書架E1 913.6/HiK3/N 0259925

容疑者Xの献身 (文春文庫:[ひ-13-7]) 東野圭吾著 和書一般書架E1 913.6/HiK3/Y 0246624

フォルトゥナの瞳 百田尚樹著 和書一般書架E1 913.6/HyN/F 0248232

幻庵 上 百田尚樹著 和書一般書架E1 913.6/HyN/G-1 0267959

幻庵 下 百田尚樹著 和書一般書架E1 913.6/HyN/G-2 0267960

アイネクライネナハトムジーク (幻冬舎文庫:い-57-1) 伊坂幸太郎 [著] 和書一般書架E1 913.6/I68 0307403

屍者の帝国 伊藤計劃, 円城塔著 和書一般書架E1 913.6/ItK2/S 0258663
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タイム・ラッシュ (新潮文庫:8992, か-58-1. 天命探偵真田省吾) 神永学著 和書一般書架E1 913.6/Ka37/1 0307405

虹色ほたる : 永遠の夏休み 上 (アルファポリス文庫) 川口雅幸 [著] 和書一般書架E1 913.6/Ka92/1 0307421

虹色ほたる : 永遠の夏休み 下 (アルファポリス文庫) 川口雅幸 [著] 和書一般書架E1 913.6/Ka92/2 0307422

世界から猫が消えたなら (小学館文庫:[か13-1]) 川村元気著 和書一般書架E1 913.6/Ka95 0294735

余命10年 (文芸社文庫:[こ5-1]) 小坂流加著 和書一般書架E1 913.6/KoR2/Y 0275044

パーマネント神喜劇 (新潮文庫:11285, ま-48-2) 万城目学著 和書一般書架E1 913.6/Ma34 0307409

かのこちゃんとマドレーヌ夫人 (角川文庫:17777) 万城目学 [著] 和書一般書架E1 913.6/Ma34 0307411

デフ・ヴォイス : 法廷の手話通訳士 (文春文庫:[ま-34-1]) 丸山正樹著 和書一般書架E1 913.6/Ma59/[1] 0258938

高校入試 (角川文庫:19655, [み42-1]) 湊かなえ著 和書一般書架E1 913.6/Mi39 0307413

雨の日も、晴れ男 (文春文庫:[み-35-1]) 水野敬也著 和書一般書架E1 913.6/Mi96 0307412

豆の上で眠る (新潮文庫:10730, み-56-2) 湊かなえ著 和書一般書架E1 913.6/MiK/M 0271230

夢をかなえるゾウ 水野敬也著 和書一般書架E1 913.6/MiK2/Y-1 0271147

京都寺町三条のホームズ (双葉文庫:も-17-01) 望月麻衣著 和書一般書架E1 913.6/Mo12/1 0307423

カラフル (文春文庫:[も-20-1]) 森絵都著 和書一般書架E1 913.6/Mo47 0294695

コンビニ人間 村田沙耶香 [著] 和書一般書架E1 913.6/MuS3/K 0264147

白衣の嘘 (角川文庫:21409) 長岡弘樹 [著] 和書一般書架E1 913.6/N18 0307410

文鳥/夢十夜 57刷改版 (新潮文庫:な-1-18) 夏目漱石著 和書一般書架E1 913.6/NaS/B 0262902

最後の医者は桜を見上げて君を想う (TO文庫:に1-5) 二宮敦人著 和書一般書架E1 913.6/NiA/S 0273846

ライオンのおやつ 小川糸著 和書一般書架E1 913.6/O24 0304452

半七捕物帳 : 江戸探偵怪異譚 (新潮文庫:11243, み-22-121) 岡本綺堂著/宮部みゆき編 和書一般書架E1 913.6/O42 0307420

半七捕物帳 : 時代推理小説 1 : 新装版 (光文社文庫) 岡本綺堂著 和書一般書架E1 913.6/O42/1 0307414

半七捕物帳 : 時代推理小説 2 : 新装版 (光文社文庫) 岡本綺堂著 和書一般書架E1 913.6/O42/2 0307415

半七捕物帳 : 時代推理小説 3 : 新装版 (光文社文庫) 岡本綺堂著 和書一般書架E1 913.6/O42/3 0307416

半七捕物帳 : 時代推理小説 4 : 新装版 (光文社文庫) 岡本綺堂著 和書一般書架E1 913.6/O42/4 0307417
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半七捕物帳 : 時代推理小説 5 : 新装版 (光文社文庫) 岡本綺堂著 和書一般書架E1 913.6/O42/5 0307418

半七捕物帳 : 時代推理小説 6 : 新装版 (光文社文庫) 岡本綺堂著 和書一般書架E1 913.6/O42/6 0307419

駆け入りの寺 澤田瞳子著 和書一般書架E1 913.6/Sa93 0303854

あと少し、もう少し (新潮文庫:10214, せ-12-3) 瀬尾まいこ著 和書一般書架E1 913.6/SeM/A 0255684

スマホを落としただけなのに (宝島社文庫:Cし-7-1. [このミス大賞]) 志駕晃著 和書一般書架E1 913.6/Sh27 0283700

きみの友だち (新潮文庫:8464, し-43-12) 重松清著 和書一般書架E1 913.6/ShK4/K 0277854

トラペジウム (角川文庫:た89-1) 高山一実[著] 和書一般書架E1 913.6/Ta56 0307406

ラストレシピ : 麒麟の舌の記憶 (幻冬舎文庫:た-59-1) 田中経一 [著] 和書一般書架E1 913.6/TaK10/R 0269554

綺譚集 (創元推理文庫:542-02) 津原泰水著 和書一般書架E1 913.6/Ts39 0307407

ツナグ (新潮文庫:9523, つ-29-1) 辻村深月著 和書一般書架E1 913.6/TsM/T 0254666

× (バツ) ゲーム 山田悠介著 和書一般書架E1 913.6/YaY2/B 0178899

いのちの車窓から 1 星野源著 和書一般書架E1 914.6/HoG/I-1 0272915

もものかんづめ (集英社文庫) さくらももこ著 和書一般書架E1 914.6/Sa46 0307427

窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子著 和書一般書架E1 916.6/KuT/M 0145320

侍女の物語 (ハヤカワepi文庫:epi 11) マーガレット・アトウッド著/斎藤英治訳 和書一般書架E2 933.7/A95 0230603

リプレイ 35刷改版 (新潮文庫:ク-14-1) ケン・グリムウッド [著]/杉山高之訳 和書一般書架E2 933.7/G86 0307426

ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ著/友廣純訳 和書一般書架E2 933.7/O93 0307185

1984年 (ハヤカワ文庫:NV8) ジョージ・オーウェル著/新庄哲夫訳 和書一般書架E2 933.7/OrG/S 0127748

保育者の地平 : 私的体験から普遍に向けて 津守真著 地下書庫(電動書架) 376.1/TsM/H 0145415

ねらわれた星 (星新一ショートショートセレクション:1) 星新一作/和田誠絵 地下書庫(電動書架) 913.6/HoS/S-1 0162409

宇宙のネロ (星新一ショートショートセレクション:2) 星新一作/和田誠絵 地下書庫(電動書架) 913.6/HoS/S-2 0162410

ねむりウサギ (星新一ショートショートセレクション:3) 星新一作/和田誠絵 地下書庫(電動書架) 913.6/HoS/S-3 0162411

奇妙な旅行 (星新一ショートショートセレクション:4) 星新一作/和田誠絵 地下書庫(電動書架) 913.6/HoS/S-4 0162412

番号をどうぞ (星新一ショートショートセレクション:5) 星新一作/和田誠絵 地下書庫(電動書架) 913.6/HoS/S-5 0162413
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頭の大きなロボット (星新一ショートショートセレクション:6) 星新一作/和田誠絵 地下書庫(電動書架) 913.6/HoS/S-6 0162414

未来人の家 (星新一ショートショートセレクション:7) 星新一作/和田誠絵 地下書庫(電動書架) 913.6/HoS/S-7 0162415

夜の山道で (星新一ショートショートセレクション:8) 星新一作/和田誠絵 地下書庫(電動書架) 913.6/HoS/S-8 0162416

さもないと (星新一ショートショートセレクション:9) 星新一作/和田誠絵 地下書庫(電動書架) 913.6/HoS/S-9 0162417

重要な任務 (星新一ショートショートセレクション:10) 星新一作/和田誠絵 地下書庫(電動書架) 913.6/HoS/S-10 0162418

ピーターパンの島 (星新一ショートショートセレクション:11) 星新一作/和田誠絵 地下書庫(電動書架) 913.6/HoS/S-11 0172960

科学的に元気になる方法集めました 堀田秀吾 [著]

読むだけですっきりわかる政治と経済 後藤武士著

ザ・ラストメッセージ海猿 橋口いくよ著 ; 佐藤秀峰原作 ; 福田靖脚本

購入手続き中

購入手続き中

購入手続き中

7


