
 2019年11月企画展示「本を楽しもう！」

NO タイトル 請求記号 資料ID

1

「勉強」と「仕事」はどこでつながるのか / 6人の特別講義プロジェクト,

モーニング編集部編著. -- 講談社, 2009. -- (16歳の教科書 : ドラゴン桜公

式副読本 ; 2).

002||MB7 11351660

2
なぜ学び、なにを学ぶのか / 7人の特別講義プロジェクト, モーニング編集

部編著. -- 講談社, 2007. -- (16歳の教科書 : ドラゴン桜公式副読本).
002||SN14 11363048

3 十歳までに読んだ本 / 西加奈子 [ほか] 著. -- ポプラ社, 2017. 019.5||NK10 11411278

4
書評キャンパスat読書人 / 大学生と「週刊読書人」編集部著 ; 2017. -- 読

書人, 2018.
019.9||DS16||2017 11417394

5 人生を狂わす名著50 / 三宅香帆著 ; 今日マチ子絵. -- ライツ社, 2017. 019.9||MK10 11416032

6
ちょっと本気な千夜千冊虎の巻 : 読書術免許皆伝 / 松岡正剛著. -- 求龍堂,

2007.
019||MS3 11336192

7
写真で伝える仕事 : 世界の子どもたちと向き合って / 安田菜津紀著. -- 日

本写真企画, 2017.
070.17||YN19 11409529

8 哲学大図鑑 / ウィル・バッキンガムほか著 ; 小須田健訳. -- 三省堂, 2012. 100||BW20 11420220

9
心を育てるこども論語塾 / 安岡定子, 田部井文雄著 ; たむらかずみイラス

ト. -- ポプラ社, 2013.
123.83||YS11 11419130

10
世界初をつくり続ける東大教授の「自分の壁」を越える授業 / 生田幸士著.

-- ダイヤモンド社, 2013.
141.5||IK19 11380581

11
人生を面白くする本物の教養 / 出口治明著. -- 幻冬舎, 2015. -- (幻冬舎新

書 ; 391, [て-3-1]).
159||DH10 11398651

12
となりのイスラム : 世界の3人に1人がイスラム教徒になる時代 / 内藤正典

著. -- ミシマ社, 2016.
167||NM20 11419162

13
寂聴般若心経 : 生きるとは / 瀬戸内寂聴著. -- 中央公論社, 1991. -- (中公

文庫).
183.2||SJ10 11394293

14 古文書くずし字見わけかたの極意 / 油井宏子著. -- 柏書房, 2013. 210.02||AH11 11391082
15 図説にほんのかたちをよむ事典 / 形の文化会編. -- 工作舎, 2011. 210.03||KZ14 11382506

16
翻弄される赤穂の浪士たち / 源田京一著. -- 改訂版. -- 幻冬舎メディアコ

ンサルティング, 2018. -- (彷徨える日本史).
210||GK19 11417069

17
古代エジプトのきほん : ファラオの王国, ピラミッドのミステリー. --

ニュートンプレス, 2019. -- (Newtonライト : 理系脳をきたえる!)(Newton
242.03||KE16 10397768

18 ブレイクの「瞬間 (とき)」 / R25編集部編. -- 日本経済新聞出版社, 2009. 281.04||RB14 11354486
19 世界一清潔な空港の清掃人 / 新津春子著. -- 朝日新聞出版, 2015. 289.1||NH19 11398014

20
まるで童話のような、世界のかわいい村と美しい街 / アフロ, アマナイ

メージズ写真. -- パイインターナショナル, 2015.
290.87||AM23 11401271

21
ところ変われば : 日本人の知らない世界の常識 / 日本経済新聞社編. -- 日

本経済新聞出版社, 2010. -- (日経ビジネス人文庫 ; 548, [に1-12]).
302||NT23 11362953

22
2050年の世界 : 英『エコノミスト』誌は予測する / 英『エコノミスト』編

集部著 ; 東江一紀, 峯村利哉訳. -- 文藝春秋, 2012.
304||EN14 11374323

23
これからの日本、経済より大切なこと / 池上彰, ダライ・ラマ法王14世著.

-- 飛鳥新社, 2013.
304||IA11 11384581

24
ボクらのキボウ政治のリアル / 富樫泰良 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエ

ンティワン, 2016.
310.4||TT2 11406521

25
日経新聞を「早読み」する技術 / 佐藤治彦著. -- PHP研究所, 2011. --

(PHPビジネス新書 ; 181).
330||SH14 11371677

26
面白すぎて眠れない経済学イラスト図鑑 / トキオ・ナレッジ著. -- 宝島社,

2018.
331||TO20 11413515

27 女、今日も仕事する / 大瀧純子著. -- ミシマ社, 2015. 366.38||OJ15 11393754
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28
自由研究図鑑 : 身近なふしぎを探検しよう / 有沢重雄文 ; 月本佳代美絵. --

福音館書店, 1998.
375.42||AS10 11419028

29 数学10大論争 / ハル・ヘルマン著 ; 三宅克哉訳. -- 紀伊國屋書店, 2009. 410||HH19 11416055
30 心はすべて数学である / 津田一郎著. -- 文藝春秋, 2015. 410||TI11 11408676

31
統計のきほん : データがわかる数字に強くなる. -- ニュートンプレス,

2018. -- (Newtonライト : 理系脳をきたえる!)(Newtonムック).
417||TN8 10397431

32 使える統計学 / 涌井良幸, 涌井貞美著. -- KADOKAWA, 2015. -- (図解 ; 417||WY20 11403303

33
宇宙137億年のなかの地球史 / 川上紳一著. -- PHP研究所, 2011. -- (PHP

サイエンス・ワールド新書 ; 040).
440||KS21 11371139

34 オーロラの話をしましょう / 赤祖父俊一著. -- 誠文堂新光社, 2018. 451.75||AS15 11416095

35
ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ / 下間文恵, 徳永明子,

かわむらふゆみ絵 ; [正] - もっと. -- 高橋書店, 2016.
480||IT26||1 11411287

36
人類を変えた素晴らしき10の材料 : その内なる宇宙を探険する / マーク・

ミーオドヴニク著 ; 松井信彦訳. -- インターシフト, 2015.
501.4||MM10 11398521

37 超撥水と超親水 : その仕組みと応用 / 辻井薫著. -- 米田出版, 2009. 501.4||TK3 11362707

38
50 (フィフティ) : いまの経済をつくったモノ / ティム・ハーフォード著 ;

遠藤真美訳. -- 日本経済新聞出版社, 2018.
507.1||HT6 11417654

39
SDGsが地方を救う : なぜ「水・食・電気」が地域を活性化させるのか /

米谷仁著, 生田尚之著. -- プレジデント社, 2019.
518.15||KH19 11417603

40
まち建築 : まちを生かす36のモノづくりコトづくり / 日本建築学会編. --

彰国社, 2014.
520.4||NM13 11388684

41
片づけの解剖図鑑 : 心地よい住まいをつくりだす仕組み / 鈴木信弘著. --

エクスナレッジ, 2013.
527.1||SN11 11403848

42
日本おもてなし鉄道 : 観光列車で楽しむ日本のデザイン / 日経デザイン編.

-- 日経BP社, 2015.
536||NN20 11405355

43
コンピュータ、どうやってつくったんですか? : はじめて学ぶコンピュー

タの歴史としくみ / 川添愛著. -- 東京書籍, 2018.
548.2||KA11 11419510

44 幸せ!ひとり暮らし完全サポートbook. -- 主婦と生活社, 2003. 590||SH18 11378376
45 自炊ごはん・はじめてbook / 時川真一著. -- 実務教育出版, 2006. 596||TS10 11378389

46
美味しい田舎のつくりかた : 地域の味が人をつなぎ、小さな経済を耕す /

金丸弘美著. -- 学芸出版社, 2014.
601.1||KH15 11387038

47
リンゴが教えてくれたこと / 木村秋則著. -- 日本経済新聞出版社, 2009. --

(日経プレミアシリーズ ; 046).
625.21||KA18 11350762

48
森ではたらく! : 27人の27の仕事 / 古川大輔, 山崎亮編著. -- 学芸出版社,

2014.
651.7||FD13 11387417

49 民泊を考える / 浅見泰司, 樋野公宏編著. -- プログレス, 2018. 673.99||AY13 11412962

50
「売る」から、「売れる」へ。 : 水野学のブランディングデザイン講義 /

水野学著. -- 誠文堂新光社, 2016.
675||MM21 11399822

51
加賀屋 : 笑顔で気働き : 女将が育んだ「おもてなし」の真髄 / 小田真弓著.

-- 日本経済新聞出版社, 2015.
689.8||OM11 11398938

52
和骨董 = Japanese antiques / 美術出版社書籍編集部編 ; 佐々木素子取

材・文 ; 李絹江訳. -- 美術出版社, 2018. -- (Tokyo artrip).
756.8||BW20 11416112

53 白 / 原研哉 [著]. -- 中央公論新社, 2008. 757.04||HK19 11354059
54 新しい分かり方 / 佐藤雅彦著. -- 中央公論新社, 2017. 757||SM1 11413706

55
不思議な国のクラシック : 日本人のためのクラシック音楽入門 / 鈴木淳史

著. -- 青弓社, 2002.
760.4||SA6 11306537

56 歌舞伎のかくし味 / 山川静夫著. -- 淡交社, 1999. 774.04||YS11 11262106
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57
心を整える。 : 勝利をたぐり寄せるための56の習慣 / ⾧谷部誠 [著]. -- 幻

冬舎, 2014. -- (幻冬舎文庫).
783.47||HM11 11406544

58
「あ」は「い」より大きい!? : 音象徴で学ぶ音声学入門 / 川原繁人著. --

ひつじ書房, 2017.
801.1||KS1 11414779

59
大人の語彙力が面白いほど身につく本 : 使いたい時にすぐ出てくる! / 話題

の達人倶楽部編. -- 青春出版社, 2017. -- (青春新書PLAY BOOKS ; P-
810||WO9 10396582

60
書のスタイル文のスタイル / 石川九楊著. -- 筑摩書房, 2013. -- (筑摩選書 ;

0080).
816.02||IK19 11394361

61
マジ文章書けないんだけど : 朝日新聞ベテラン校閲記者が教える一生モノ

の文章術 / 前田安正著. -- 大和書房, 2017.
816||MY13 11407097

62

日常まるごと英語表現ハンドブック : 英語習慣をつくる! : act in English

meaningful authentic and personal / 田中茂範, 阿部一共著. -- コスモピ

ア, 2016.

830||TS14 11403153

63 猫だましい / 河合隼雄著. -- 新潮社, 2002. -- (新潮文庫 ; か-27-6). 902.09||KH14 11349346
64 文学的商品学 / 斎藤美奈子著. -- 紀伊國屋書店, 2004. 910.26||SM2||0408 11308165

65
すき : 谷川俊太郎詩集 / 谷川俊太郎作 ; 和田誠画. -- 理論社, 2006. -- (詩の

風景).
911.56||TS19 11419036

66 倒れるときは前のめり / 有川浩著. -- KADOKAWA, 2016. 914.6||AH20 11405639

67
奇縁まんだら / 瀬戸内寂聴著 ; 横尾忠則画 ; [正] - 終り. -- 日本経済新聞出

版社, 2008.
914.6||SJ11 11393431

68 寂しい生活 / 稲垣えみ子著. -- 東洋経済新報社, 2017. 916||IE19 11406969

69
ぼくには数字が風景に見える / ダニエル・タメット著 ; 古屋美登里訳. --

講談社, 2007.
936||TD2 11354216

70
プリズン・ブック・クラブ : コリンズ・ベイ刑務所読書会の一年 / アン・

ウォームズリー著 ; 向井和美訳. -- 紀伊國屋書店, 2016.
936||WA16 11405637

71 サーカス物語 / M・エンデ作 ; 矢川澄子訳 ; 司修画. -- 岩波書店, 1984. 943||EM19 11035395


