
 ２０２１年度 後援会寄贈図書リスト 2022/ 3/31

   タイトル・著者 配置場所 請求記号

1 「ほんのひと言」に傷つかなくなる本 : チクチク・いやみ・理不尽と感じる / 大嶋信頼著 後援会 146.8||O 77||後援会
2 「空気」の研究 (文春文庫:[や-9-14]) / 山本七平著 後援会 361.42||Y 31||後援会
3 「自己肯定感低めの人」の人づきあい読本 : 仕事関係からプライベートまでスッキリ! / 山根洋士著 後援会 146.8||Y 36||後援会
4 「星の王子さま」に学ぶ幸福論 : 本当の幸せをつかむための25のレッスン / ステファン・ガルニエ著/田中裕子訳 後援会 953.7||H 92||後援会
5 「先生、どうしてこの指示なんですか?」 : 医師のオーダーに関する?を根拠で解決 / 織田順, 佐伯悦彦編集 後援会 492.9||O 17||後援会
6 「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし / 一橋大学社会学部加藤圭木ゼミナール編 後援会 319.1||H 77||後援会
7 「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。 / 藤吉豊, 小川真理子著 後援会 816||F 68||後援会
8 【令和版】全訳小説伊勢物語 / 服部真澄著 後援会 913.32||H 44||後援会
9 0才から100才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と育てる人のための教科書 / 落合陽一著 後援会 370.4||O 15||後援会

10 100万回死んだねこ : 覚え違いタイトル集 / 福井県立図書館編著 後援会 015.2||F 76||後援会
11 10歳から知っておきたいお金の心得 : 大切なのは稼ぎ方・使い方・考え方 / 八木陽子監修/オフィス・ジータ編 後援会 K33||O 19||後援会
12 10歳の君に贈る、心を強くする26の言葉 : 哲学者から学ぶ生きるヒント / 岩村太郎著/千野エーイラスト 後援会 K15||I 94||後援会

13
11の秘密 : ラスト・メッセージ / 大崎梢著/近藤史恵著/篠田真由美著/柴田よしき著/永嶋恵美著/新津きよみ著/福田和代著/松尾由美
著/松村比呂美著/光原百合著/矢崎存美著/アミの会(仮)[編] 後援会 913.68||J 92||後援会

14 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 後援会 159||J 98||後援会
15 1日1曲365日のクラシック (1冊でわかるポケット教養シリーズ) / 近藤憲一著 後援会 760.8||Ko 73||後援会
16 366日の誕生鳥辞典 : 世界の美しい鳥 / 小宮輝之著/倉内渚絵 後援会 488||Ko 65||後援会
17 3分間サバイバル : つかみとれ!最高の結末 / 粟生こずえ作 後援会 913.6||A 51||後援会

18
5日間で言葉が「思いつかない」「まとまらない」「伝わらない」がなくなる本 : 博報堂スピーチライターが教える / ひきたよしあき
著 後援会 336.49||H 57||後援会

19 AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか (言語学バーリ・トゥード:Round 1) / 川添愛著 後援会 804||Ka 98||後援会
20 Banksy / バンクシー [画]/ジョン・ブランドラー, アレッサンドラ・マッタンザ著/高橋佳奈子訳 後援会 723.33||B 18||後援会
21 Butterfly World : 最後の六日間 / 岡崎琢磨著 後援会 913.6||O 48||後援会

22
Disneyメアリー・ブレア : イッツ・ア・スモールワールドができるまで / 講談社編集/エイミー・ノヴェスキー文/ブリトニー・リー
絵/李正美訳 後援会 KP||N 97||後援会

23 Excelでできる!Webデータの自動収集&分析実践入門 / 土屋和人著/Kazuhito Tsuchiya 後援会 007.58||Ts 32||後援会

24
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 後援会 002.7||R 72||後援会

25 IBS(過敏性腸症候群)を治す本 / 水上健著 後援会 493.46||Mi 95||後援会
26 invert (インヴァート) : 城塚翡翠倒叙集 / 相沢沙呼著 後援会 913.6||A 26||後援会
27 Neverland diner : 二度と行けないあの店で / 都築響一編 後援会 596.04||Ts 99||後援会
28 Phantom (ファントム) / 羽田圭介著 後援会 913.6||H 11||後援会

1



 ２０２１年度 後援会寄贈図書リスト 2022/ 3/31
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29 Schoolgirl / 九段理江著 後援会 913.6||Ku 16||後援会
30 The four : GAFA : 四騎士が創り変えた世界 / スコット・ギャロウェイ著/渡会圭子訳 後援会 007.35||G 17||後援会
31 usaoの先生日記 / usao著 後援会 370.4||U 92||後援会
32 usao漫画 / usao著 開架室(禁帯出) 726.1||U 92||後援会
33 usao漫画 2 / usao著 開架室(禁帯出) 726.1||U 92||後援会
34 あいつゲイだって : アウティングはなぜ問題なのか? / 松岡宗嗣著 後援会 367.97||Ma 86||後援会
35 あかずの扉の鍵貸します / 谷瑞恵著 後援会 913.6||Ta 87||後援会
36 あきらがあけてあげるから / ヨシタケシンスケ作・絵 後援会 KP||Y 92||後援会
37 アクトレス / 誉田哲也著 後援会 913.6||H 84||後援会
38 あなたが選ぶ結末は / 水生大海著 後援会 913.6||Mi 95||後援会
39 あなたにオススメの / 本谷有希子著 後援会 913.6||Mo 92||後援会
40 あるものでまかなう生活 / 井出留美著 後援会 590||I 19||後援会
41 アンソーシャルディスタンス / 金原ひとみ著 後援会 913.6||Ka 52||後援会
42 あんなにあんなに / ヨシタケシンスケ著 後援会 KP||Y 92||後援会
43 いえ / 小野寺史宜著 後援会 913.6||O 67||後援会
44 いつでも君のそばにいる : 小さなちいさな優しい世界 : 葉っぱ切り絵コレクション / リト@葉っぱ切り絵著 後援会 726.9||R 48||後援会
45 イラストだからわかりやすく簡単!なんでも自分で修理する本 完全保存版 / 片桐雅量著 後援会 597||Ka 81||後援会
46 イランの少女マルジ (ペルセポリス:1) / 後援会 289.2||Sa 87||後援会
47 イルカも泳ぐわい。 / 加納愛子著 後援会 914.6||Ka 58||後援会
48 ヴィンテージガール : 仕立屋探偵桐ケ谷京介 / 川瀬七緒著 後援会 913.6||Ka 97||後援会
49 ウォー・ギルト・プログラム : GHQ情報教育政策の実像 / 賀茂道子著 後援会 210.76||Ka 41||後援会
50 うさぎじかん / 刀根里衣著 こども図書室 KP||To 63||こども
51 うたう生物学 (ラジオ深夜便) / 本川達雄著 後援会 460.4||Mo 85||後援会
52 エラー / 山下紘加著 後援会 913.6||Y 44||後援会
53 オードリー・タンの思考 : IQよりも大切なこと / 近藤弥生子著 後援会 289.2||O 17||後援会
54 オートリバース / 高崎卓馬著 後援会 913.6||Ta 52||後援会
55 オーラの発表会 / 綿矢りさ著 後援会 913.6||W 47||後援会
56 オオルリ流星群 / 伊与原新著 後援会 913.6||I 97||後援会
57 おかあさんライフ。 (MF comic essay) / たかぎなおこ著 後援会 599.04||Ta 29||後援会
58 オニのサラリーマン (日本傑作絵本シリーズ) / 富安陽子文/大島妙子絵 こども図書室 KP||To 59||こども
59 おまえなんかに会いたくない / 乾ルカ著 後援会 913.6||I 59||後援会
60 おやつが好き : お土産つき (文春文庫:[さ-49-4]) / 坂木司著 後援会 914.6||Sa 31||後援会
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61 おわかれはモーツァルト / 中山七里著 後援会 913.6||N 45||後援会
62 オン・ザ・プラネット / 島口大樹著 後援会 913.6||Sh 37||後援会
63 おんなの女房 / 蟬谷めぐ実著 後援会 913.6||Se 53||後援会
64 オンラインシフトの教科書 : これならわかる!できる! / 木村博史著 後援会 336||Ki 39||後援会
65 お菓子はすごい! : パティシエが先生!小学生から使える、子どものためのはじめてのお菓子の本 / 柴田書店編/菅又亮輔[ほか著] 後援会 596||Sh 18||後援会
66 お空から、ちゃんと見ててね。 : 作文集・東日本大震災遺児たちの10年 / あしなが育英会編 後援会 369.31||A 92||後援会
67 お味噌知る。 / 土井善晴, 土井光著 後援会 596.21||D 83||後援会
68 カード師 / 中村文則著 後援会 913.6||N 37||後援会
69 かぞえきれない星の、その次の星 / 重松清著 後援会 913.6||Sh 28||後援会
70 ガラン版千一夜物語 1 / 西尾哲夫訳 後援会 929.76||G 21||後援会
71 ガラン版千一夜物語 2 / 西尾哲夫訳 後援会 929.76||G 21||後援会
72 ガラン版千一夜物語 3 / 西尾哲夫訳 後援会 929.76||G 21||後援会
73 ガラン版千一夜物語 4 / 西尾哲夫訳 後援会 929.76||G 21||後援会
74 ガラン版千一夜物語 5 / 西尾哲夫訳 後援会 929.76||G 21||後援会
75 ガラン版千一夜物語 6 / 西尾哲夫訳 後援会 929.76||G 21||後援会
76 がんばらないことをがんばるって決めた。 / 考えるOL著/おさつイラスト 後援会 159||Ka 54||後援会
77 キクタンニュース英語｢Super｣ : メディアの英語が読める!聞ける!上級者のための単語・熟語 / 後援会 834||A 79||後援会
78 きみだからさびしい / 大前粟生著 後援会 913.6||O 61||後援会
79 キャクストン私設図書館 / ジョン・コナリー著/田内志文訳 後援会 938.2||C 86||後援会
80 きれいになりたい気がしてきた / ジェーン・スー著 後援会 914.6||J 48||後援会
81 キレたくないのにキレてしまうあなたへ / 岡田法悦著/田房永子マンガ・イラスト 後援会 141.6||O 38||後援会
82 くたびれないごはんづくり : 「手をかけておいしく」から「かんたんでおいしく」へ / 婦人之友社編集部編 後援会 596||F 64||後援会
83 グリラーレシピこんがり&しっとりおかず : 魚焼きグリルで肉・魚・野菜がおいしくなる! / 岡本ゆかこ著 後援会 596||O 42||後援会
84 こうして私は料理が得意になってしまった / 有賀薫著 後援会 596.04||A 71||後援会
85 コーヒー抽出の法則 / 田口護, 山田康一著 後援会 596.7||Ta 19||後援会
86 こころがさわぐ (大人になるまでに読みたい15歳のエッセイ:2) / 後援会 914.68||W 14||後援会
87 ごはんできたよ!今日、何作ろう!?何食べる!?ある日の献立、つまみとおかずとごちそう、〆も一五〇品 / 飛田和緒著 後援会 596||H 54||後援会
88 これが鳥獣戯画でござる : ニッポンのわらいの原点 (小学館あーとぶっく) / 結城昌子構成・文 後援会 K72||Y 97||後援会
89 ザ・シークレット / ロンダ・バーン著/山川紘矢, 山川亜希子, 佐野美代子訳 後援会 159||B 99||後援会
90 ザ・スコアラー (角川新書:[K-302]) / 三井康浩 [著] 後援会 783.7||Mi 64||後援会
91 さばの缶づめ、宇宙へいく : 鯖街道を宇宙へつなげた高校生たち / 小坂康之著/林公代著 後援会 538.97||Ko 82||後援会
92 さよならも言えないうちに / 川口俊和著 後援会 913.6||Ka 92||後援会
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 ２０２１年度 後援会寄贈図書リスト 2022/ 3/31

   タイトル・著者 配置場所 請求記号

93 ジブリの立体建造物展 : 図録 復刻版 / スタジオジブリ編 後援会 778.77||Su 83||後援会
94 しゃばけごはん (新潮文庫:11529, は-37-47) / 畠中恵著/川津幸子料理 後援会 596.21||H 41||後援会
95 しょうがの味は熱い (文春文庫:[わ-17-3]) / 綿矢りさ著 後援会 913.6||W 47||後援会
96 スイッチ : 悪意の実験 / 潮谷験著 後援会 913.6||Sh 77||後援会
97 スタンフォード式人生を変える運動の科学 / ケリー・マクゴニガル著/神崎朗子訳 後援会 780.1||Ma 15||後援会
98 すばらしい人体 : あなたの体をめぐる知的冒険 / 山本健人著 後援会 490.4||Y 31||後援会
99 すべてがFになる : The perfect insider (講談社文庫:[も28-1]) / 森博嗣 [著] 後援会 913.6||Mo 45||後援会

100 スモールワールズ / 一穂ミチ著 後援会 913.6||I 13||後援会
101 セイバーメトリクスの落とし穴 : マネー・ボールを超える野球論 (光文社新書:995) / お股ニキ著 後援会 783.7||O 61||後援会
102 セゾン・サンカンシオン / 前川ほまれ著 後援会 913.6||Ma 27||後援会

103
セルフ・コンパッションのやさしい実践ワークブック : 2週間で,つらい気持ちを穏やかで喜びに満ちたものに変化させる心のトレーニ
ング / ティム・デズモンド著/中島美鈴訳 後援会 146.8||D 64||後援会

104 ゼロ・トゥ・ワン : 君はゼロから何を生み出せるか / ピーター・ティール, ブレイク・マスターズ著/関美和訳 後援会 335||Th 4||後援会
105 その気遣い、むしろ無礼になってます! : 「大人世代」が身につけたい、ワンランク上の本物の気配り / 三上ナナエ著 後援会 385.93||Mi 21||後援会
106 ただいま神様当番 / 青山美智子著 後援会 913.6||A 58||後援会
107 たたかう神仏の図像学 : 勝軍地蔵と中世社会 / 黒田智著 後援会 702.14||Ku 72||後援会
108 タックス・ヘイヴンの経済学 : グローバリズムと租税国家の危機 / 中村雅秀著 後援会 345.1||N 37||後援会
109 たまごのはなし / しおたにまみこ作 後援会 KP||Sh 77||後援会
110 たまごの旅人 / 近藤史恵著 後援会 913.6||Ko 73||後援会
111 タラント / 角田光代著 後援会 913.6||Ka 28||後援会
112 タングステンおじさん : 化学と過ごした私の少年時代 (ハヤカワ文庫:NF472) / オリヴァー・サックス著/斉藤隆央訳 後援会 289.3||Sa 12||後援会

113
ちきゅうのための1じかん : あかりをけそう!アースアワー (児童図書館・絵本の部屋) / ナネット・ヘファーナンさく/バオ・ルーえ/お
がわひとみやく 後援会 KP||H 51||後援会

114 つまらない住宅地のすべての家 / 津村記久子著 後援会 913.6||Ts 74||後援会
115 ディズニー・コスチューム大全 / ジェフ・カーティ, ウォルト・ディズニー・アーカイブスのスタッフ著/浅野美抄子訳 後援会 778.25||Ku 78||後援会
116 デジタル・ファシズム : 日本の資産と主権が消える (NHK出版新書:655) / 堤未果著 後援会 007.3||Ts 94||後援会
117 デジタルエコノミーの罠 : なぜ不平等が生まれ、メディアは衰亡するのか / マシュー・ハインドマン著/山形浩生訳 後援会 007.3||H 61||後援会
118 テスカトリポカ / 佐藤究著 後援会 913.6||Sa 85||後援会
119 テンプル騎士団全史 / ダン・ジョーンズ著/ダコスタ吉村花子訳 後援会 230.45||J 72||後援会
120 ドキュメント / 湊かなえ著 後援会 913.6||Mi 39||後援会
121 とにもかくにもごはん / 小野寺史宜著 後援会 913.6||O 67||後援会
122 トヨタの会議は30分 : GAFAMやBATHにも負けない最速・骨太のビジネスコミュニケーション術 / 山本大平著 後援会 336.49||Y 31||後援会
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123 ない本、あります。 / 能登崇著 後援会 913.6||N 97||後援会
124 なぜ「あの場所」は犯罪を引き寄せるのか : 見てすぐわかる犯罪地図 (青春新書intelligence:PI-457) / 小宮信夫著 後援会 368.6||Ko 65||後援会
125 なぜ日本人メジャーリーガーにはパ出身者が多いのか (宝島社新書:555) / お股ニキ(@omatacom)著 後援会 783.7||O 61||後援会
126 なんでもない絵日記 / usao著 後援会 726.1||U 92||後援会
127 なんでも自分で修理する本 : イラストだからわかりやすく簡単! : 道具と素材の図鑑 / 片桐雅量著 後援会 592.7||Ka 81||後援会
128 にほんの行事と四季のしつらい : ビジュアル版・くらし歳時記12か月 / 広田千悦子著/広田行正写真 後援会 386.1||H 74||後援会
129 ニューノーマル妄想国語辞典 / 野澤幸司著 後援会 917||N 98||後援会
130 ヌー道 : じゅんとなめ子のハダカ芸術入門 / みうらじゅん, 辛酸なめ子著 後援会 701.5||Mi 67||後援会
131 ねこはるすばん / 町田尚子作 こども図書室 KP||Ma 16||こども
132 バー・リバーサイド (ハルキ文庫:よ9-1) / 吉村喜彦著 後援会 913.6||Y 91||後援会

133
ハーバード×スタンフォードの眼科医が教える放っておくと怖い目の症状25 : 8万6000人を救ったスーパードクターが教える100歳ま
で視力を失わない方法 / 梶原一人著 後援会 496||Ka 23||後援会

134 ハイパー (わたし、定時で帰ります。:[2]) / 朱野帰子 [著] 後援会 913.6||A 33||後援会
135 はじめての / 島本理生 [ほか] 著 後援会 913.68||H 16||後援会

136
バジル先生の吹奏楽部員のためのココロとカラダの相談室 : 今すぐできるよくわかるアレクサンダー・テクニーク 改訂版 楽器演奏編
/ バジル・クリッツァー著 後援会 764.6||Kr 5||後援会

137 ハッキリものを言って嫌われる人、好かれる人の伝え方 / 野々村友紀子 [著] 後援会 361.45||N 95||後援会
138 バナナの魅力を100文字で伝えてください : 誰でも身につく36の伝わる法則 / 柿内尚文著 後援会 361.45||Ka 26||後援会
139 ハナはへびがすき / 蟹江杏作 後援会 KP||Ka 55||後援会
140 パパララレレルル / 最果タヒ著 後援会 913.6||Sa 18||後援会
141 はるあんのとっておきレシピ / はるあん著 後援会 596||H 34||後援会
142 ひきなみ / 千早茜著 後援会 913.6||C 43||後援会
143 ビタートラップ / 月村了衛著 後援会 913.6||Ts 63||後援会
144 ひとまず上出来 / ジェーン・スー著 後援会 914.6||J 48||後援会
145 ひとりほぐし : 肩こり便秘たるみむくみうつうつを自分の手でときほぐす! / 崎田ミナ著 後援会 492.7||Sa 42||後援会
146 ヒポクラテスの悔恨 / 中山七里著 後援会 913.6||N 45||後援会
147 ファウンテンブルーの魔人たち / 白石一文著 後援会 913.6||Sh 82||後援会
148 フェイク・インフルエンサー / 白烏あずさ著 後援会 913.6||H 19||後援会
149 ブラザーズ・ブラジャー / 佐原ひかり著 後援会 913.6||Sa 16||後援会
150 ブラックボックス / 砂川文次著 後援会 913.6||Su 73||後援会
151 ブランド / 吉田修一著 後援会 913.6||Y 86||後援会
152 フルーツパトロール / 伊藤まさこ著 後援会 625||I 89||後援会
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 ２０２１年度 後援会寄贈図書リスト 2022/ 3/31

   タイトル・著者 配置場所 請求記号

153 ブルシット・ジョブ : クソどうでもいい仕事の理論 / デヴィッド・グレーバー [著]/酒井隆史, 芳賀達彦, 森田和樹訳 後援会 366||G 75||後援会
154 プレモダン建築巡礼 / 磯達雄文/宮沢洋イラスト/日経アーキテクチュア編 後援会 523.1||I 85||後援会
155 プロジェクト・ヘイル・メアリー 下 / アンディ・ウィアー著/小野田和子訳 後援会 938.2||W 55||後援会
156 プロジェクト・ヘイル・メアリー 上 / アンディ・ウィアー著/小野田和子訳 後援会 938.2||W 55||後援会
157 プロジェクトマネジメントの基本が面白いほど身につく本 (ポイント図解) / 伊藤大輔著 後援会 336||I 89||後援会
158 ペッパーズ・ゴースト / 伊坂幸太郎著 後援会 913.6||I 68||後援会
159 ヘルシンキ生活の練習 / 朴沙羅著 後援会 369.4||P 16||後援会
160 ボーン・コレクター 下 (文春文庫:[テ-11-3]-[テ-11-4]) / ジェフリー・ディーヴァー著/池田真紀子訳 後援会 938.2||D 51||後援会
161 ボーン・コレクター 上 (文春文庫:[テ-11-3]-[テ-11-4]) / ジェフリー・ディーヴァー著/池田真紀子訳 後援会 938.2||D 51||後援会
162 ぼく モグラ キツネ 馬 / チャーリー・マッケジー著/川村元気訳 後援会 726.6||Ma 21||後援会
163 ボクたちはみんな大人になれなかった / 燃え殻著 後援会 913.6||Mo 14||後援会
164 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 2 / ブレイディみかこ著 後援会 376.33||B 71||後援会
165 ぼくらの感染症サバイバル : 病に立ち向かった日本人の奮闘記 / 佳奈マンガ/寒竹泉美マンガ(原作)・執筆 後援会 493.8||Ka 49||後援会
166 ほじくりストリートビュー ザ★フューチャー / 能町みね子著 後援会 291.3||N 94||後援会
167 ポストモダン建築巡礼 : 1975-95 第2版 / 磯達雄文/宮沢洋イラスト/日経アーキテクチュア編 後援会 523.1||I 85||後援会
168 ボタニカ / 朝井まかて著 後援会 913.6||A 83||後援会
169 ほんのこども / 町屋良平著 後援会 913.6||Ma 19||後援会
170 マザー・マーダー / 矢樹純著 後援会 913.6||Y 15||後援会
171 またあおう (新潮文庫:11528, は-37-20) / 畠中恵著 後援会 913.6||H 41||後援会
172 まぶたにのこる (大人になるまでに読みたい15歳のエッセイ:3) / 後援会 914.68||W 14||後援会
173 まりも日記 / 真梨幸子著 後援会 913.6||Ma 51||後援会
174 マルジ、故郷に帰る (ペルセポリス:2) / 後援会 289.2||Sa 87||後援会
175 ミーツ・ザ・ワールド / 金原ひとみ著 後援会 913.6||Ka 52||後援会
176 ミカエルの鼓動 / 柚月裕子著 後援会 913.6||Y 99||後援会
177 ミカンの味 / チョ・ナムジュ著/矢島暁子訳 後援会 929.13||C 52||後援会
178 ミス・サンシャイン / 吉田修一著 後援会 913.6||Y 86||後援会
179 ミス・パーフェクトが行く! / 横関大著 後援会 913.6||Y 79||後援会
180 みそ活。 : 今日からはじめる簡単みそ汁習慣 / 平山由香著 後援会 596.21||H 69||後援会
181 みとりねこ / 有川ひろ著 後援会 913.6||A 71||後援会
182 ミトンとふびん / 吉本ばなな著 後援会 913.6||Y 91||後援会
183 ミュージアムグッズのチカラ / 大澤夏美著 後援会 069||O 74||後援会
184 むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。 / 青柳碧人著 後援会 913.6||A 57||後援会
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 ２０２１年度 後援会寄贈図書リスト 2022/ 3/31

   タイトル・著者 配置場所 請求記号

185 むき出し / 兼近大樹著 後援会 913.6||Ka 52||後援会
186 ムスコ物語 / ヤマザキマリ著 後援会 916||Y 48||後援会
187 むねにひびく (大人になるまでに読みたい15歳のエッセイ:1) / 和合亮一編著 後援会 914.68||W 14||後援会
188 もういちど / 畠中恵著 後援会 913.6||H 41||後援会
189 もしも虫と話せたら / ペズル文/じゅえき太郎絵 後援会 486||P 48||後援会
190 もどかしいほど静かなオルゴール店 / 瀧羽麻子著 後援会 913.6||Ta 73||後援会
191 よくわかる!江戸時代の暮らし : 「川柳」と「浮世絵」で読み解く / 福田智弘著 後援会 382.13||F 74||後援会
192 よくわかる多肉植物 : 寄せ植えの実例、育て方、ふやし方と715種の図鑑 / 田邉昇一監修 後援会 627.78||Ta 83||後援会
193 よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑 / 大野萌子著 後援会 361.45||O 67||後援会
194 よけいなひと言を好かれるセリフに変える働く人のための言いかえ図鑑 / 大野萌子著 後援会 336.49||O 67||後援会
195 ライジング (わたし、定時で帰ります。:[3]) / 朱野帰子 [著] 後援会 913.6||A 33||後援会
196 らんたん / 柚木麻子著 後援会 913.6||Y 99||後援会
197 リボルバー / 原田マハ著 後援会 913.6||H 32||後援会
198 リモート疲れとストレスを癒す「休む技術」 : オンラインワークの心と身体をケアする56のコツ / 西多昌規著 後援会 498.8||N 81||後援会
199 レインメーカー / 真山仁著 後援会 913.6||Ma 98||後援会
200 レジの行列が早く進むのは、どっち!? : はじめての統計学 / サトウマイ著 後援会 350.1||Sa 85||後援会
201 レンタルフレンド / 青木祐子著 後援会 913.6||A 53||後援会
202 ロミオとジュリエットと三人の魔女 / 門井慶喜著 後援会 913.6||Ka 14||後援会
203 わくわくサバイバル図鑑 / ハイサイ探偵団監修 後援会 786||W 35||後援会
204 わたし、定時で帰ります。 [1] (新潮文庫:11064, あ-96-1) / 朱野帰子著 後援会 913.6||A 33||後援会
205 わたしの幸せな結婚 5 (富士見L文庫:あ-17-1-5) / 顎木あくみ[著] 後援会 913.6||A 19||後援会
206 わたしは「セロ弾きのゴーシュ」 : 中村哲が本当に伝えたかったこと / 中村哲著 後援会 333.82||N 37||後援会
207 阿佐ケ谷姉妹ののほほんふたり暮らし (幻冬舎文庫:あ-74-1) / 阿佐ケ谷姉妹 [著] 後援会 914.6||A 81||後援会
208 愛 : 書道アーティスト原愛梨 / 原愛梨著 後援会 728.21||H 31||後援会
209 愛じゃないならこれは何 / 斜線堂有紀著 後援会 913.6||Sh 13||後援会
210 愛知四国霊場の旅 / 大塚耕平著 後援会 186.91||O 88||後援会
211 安定とその敵 (プロジェクトシンジケート叢書) / Project Syndicate [編] 後援会 304||A 49||後援会
212 闇の夜に : 新装版 / ブルーノ・ムナーリ著/藤本和子訳 後援会 KP||Mu 32||後援会
213 闇祓 / 辻村深月著 後援会 913.6||Ts 44||後援会
214 依存 / 文縞絵斗著 後援会 913.6||F 87||後援会
215 遺言書争奪戦の巻 (双葉文庫:た-53-04) / 橘もも著 後援会 913.6||Ta 13||後援会
216 医学のつばさ / 海堂尊著 後援会 913.6||Ka 21||後援会
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 ２０２１年度 後援会寄贈図書リスト 2022/ 3/31

   タイトル・著者 配置場所 請求記号

217 医学のひよこ / 海堂尊著 後援会 913.6||Ka 21||後援会
218 一ノ瀬ユウナが浮いている / 乙一著 後援会 913.6||O 87||後援会
219 一生使える勉強法 : 勉強本100冊のベストセラーを1冊にまとめた / 金川顕教著 後援会 379.7||Ka 43||後援会
220 一度読むだけで忘れない読書術 / 池田義博著 後援会 141.34||I 32||後援会
221 一度読んだら絶対に忘れない英文法の教科書 / 牧野智一著 後援会 835||Ma 35||後援会
222 一度読んだら絶対に忘れない世界史人物事典 : 公立高校教師YouTuberが書いた / 山崎圭一著 後援会 280.4||Y 43||後援会
223 烏百花 白百合の章 / 阿部智里著 後援会 913.6||A 12||後援会
224 雨の日は、一回休み / 坂井希久子著 後援会 913.6||Sa 29||後援会
225 雨夜の星たち / 寺地はるな著 後援会 913.6||Te 42||後援会
226 燕は戻ってこない / 桐野夏生著 後援会 913.6||Ki 54||後援会
227 遠(とおくの)巷説百物語 / 京極夏彦著 後援会 913.6||Ky 3||後援会
228 仮面 / 伊岡瞬著 後援会 913.6||I 61||後援会
229 家じゅうの「めんどくさい」をなくす。 : いちばんシンプルな「片づけ」のルール / sea著 後援会 597.5||Se 11||後援会
230 家族 / 村井理子著 後援会 916||Mu 41||後援会
231 火守 / 劉慈欣著/池澤春菜訳/西村ツチカ絵 後援会 923.7||R 49||後援会
232 禍いの大衆文化 : 天災・疫病・怪異 / 小松和彦編 後援会 361.5||Ko 61||後援会
233 我が友、スミス / 石田夏穂著 後援会 913.6||I 72||後援会
234 会計学の手法 : 実証・分析・実験によるアプローチ 第2版 / 田村威文, 中條祐介, 浅野信博著 後援会 336.9||Ta 82||後援会
235 解きたくなる数学 / 佐藤雅彦, 大島遼, 廣瀬隼也著 後援会 410||Sa 85||後援会
236 貝に続く場所にて / 石沢麻依著 後援会 913.6||I 84||後援会
237 学び方の学び方 / バーバラ・オークレー, オラフ・シーヴェ著/宮本喜一訳 後援会 379.7||O 11||後援会
238 学校では教えてくれない自分を休ませる方法 / 井上祐紀著 後援会 498.39||I 55||後援会
239 鎌倉うずまき案内所 (宝島社文庫:[Cあ-23-3]) / 青山美智子著 後援会 913.6||A 58||後援会
240 管理栄養士rinaのもりもり食べても太らないおかず / rina著 後援会 596||R 45||後援会
241 簡単にはじめる手作り燻製 : 初心者でもいきなり大成功!燻製道士式64レシピ。 / 燻製道士著 後援会 596.3||Ku 48||後援会
242 鑑定人 氏家京太郎 / 中山七里著 後援会 913.6||N 45||後援会
243 韓国文学ガイドブック (Ele-king books) / 黒あんず監修 後援会 929.1||Ka 56||後援会
244 岩波少年文庫のあゆみ : 1950-2020 (岩波少年文庫:別冊2) / 若菜晃子編著 後援会 909.1||W 24||後援会
245 願いの始まり : 神神化身 / 斜線堂有紀著 後援会 913.6||Sh 13||後援会
246 願いをかなえる私になる! : ワクワク28日間引き寄せレッスン / 都築まきこ[著] 後援会 159||Ts 99||後援会
247 喜嶋先生の静かな世界 (講談社文庫:[も-28-57]) / 森博嗣 [著] 後援会 913.6||Mo 45||後援会
248 基本調味料で作る5分麵 : アレンジ自在◎食材使いきり◎簡単美味 / 市瀬悦子著 後援会 596.38||I 17||後援会
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 ２０２１年度 後援会寄贈図書リスト 2022/ 3/31

   タイトル・著者 配置場所 請求記号

249 奇跡 / 林真理子著 後援会 913.6||H 48||後援会
250 希望が死んだ夜に (文春文庫:[あ-78-1]) / 天祢涼著 後援会 913.6||A 43||後援会
251 幾度めかの命 / 暖あやこ[著] 後援会 913.6||D 35||後援会
252 気がつけば地獄 / 岡部えつ著 後援会 913.6||O 37||後援会
253 喫茶 (カフェ) チェーン観察帖 (ノート) / 飯塚めり著 後援会 596.7||I 28||後援会
254 逆玉に明日はない / 楡周平著 後援会 913.6||N 78||後援会
255 虚魚 (そらざかな) / 新名智著 後援会 913.6||N 72||後援会
256 京都くれなゐ荘奇譚 : 呪われよと恋は言う (PHP文芸文庫:し13-1) / 白川紺子著 後援会 913.6||Sh 83||後援会
257 京都寺町三条のホームズ (双葉文庫:も-17-01) / 望月麻衣著 後援会 913.6||Mo 12||後援会
258 兇人邸の殺人 / 今村昌弘著 後援会 913.6||I 44||後援会
259 共謀小説家 / 蛭田亜紗子著 後援会 913.6||H 75||後援会
260 強制終了、いつか再起動 / 吉野万理子著 後援会 913.6||Y 92||後援会
261 教科書には書かれていない江戸時代 / 山本博文著 後援会 210.5||Y 31||後援会
262 教場X : 刑事指導官・風間公親 / 長岡弘樹著 後援会 913.6||N 18||後援会
263 近親殺人 : そばにいたから / 石井光太著 後援会 368.61||I 75||後援会
264 金のオタマジャクシ、そして感性の対話 : 世界に音楽が必要な理由 / 近藤薫著 後援会 760.4||Ko 73||後援会
265 金融論をつかむ (Textbooks tsukamu) / 前多康男, 鹿野嘉昭, 酒井良清著 後援会 338.01||Ma 26||後援会
266 九州の鉄道おもしろ史 : 明治・大正・昭和 / 弓削信夫著 後援会 686.21||Y 96||後援会
267 愚かな薔薇 / 恩田陸著 後援会 913.6||O 65||後援会
268 熊本くんの本棚 : ゲイ彼と私とカレーライス / キタハラ著 後援会 913.6||Ki 64||後援会
269 劇場版鬼滅の刃 : 無限列車編 / [吾峠呼世晴原作]/[外崎春雄監督]/[ufotable脚本制作] AVルーム ||||AV
270 月下のサクラ / 柚月裕子著 後援会 913.6||Y 99||後援会
271 月曜日の抹茶カフェ / 青山美智子著 後援会 913.6||A 58||後援会
272 健康で文化的な最低限度の生活 10 (ビッグコミックス. Big S (スピリッツ) comics) / 柏木ハルコ著 後援会 726.1||Ka77||後援会
273 嫌なことから全部抜け出せる凡人くんの人生革命 / ヒトデ著 後援会 159.4||H 77||後援会
274 嫌われた監督 : 落合博満は中日をどう変えたのか / 鈴木忠平著 後援会 783.7||Su 96||後援会
275 研究計画書書き方実践講座 : 大学院に合格できる! / 工藤美知尋著 後援会 377.15||Ku 17||後援会
276 賢い子はスマホで何をしているのか (日経プレミアシリーズ:458) / 石戸奈々子著 後援会 375.19||I 72||後援会
277 賢い子は料理で育つ : リトルシェフクッキング / 武田昌美著 後援会 379.9||Ta 59||後援会
278 原因において自由な物語 / 五十嵐律人著 後援会 913.6||I 23||後援会
279 幻想組曲［狼］ (角川文庫:22774. エチュード春一番:第3曲) / 荻原規子著 後援会 913.6||O 25||後援会
280 源氏物語解剖図鑑 : 平安人の暮らしとキモチがマルわかり / 佐藤晃子文/伊藤ハムスターイラスト 後援会 913.36||Sa 85||後援会
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 ２０２１年度 後援会寄贈図書リスト 2022/ 3/31

   タイトル・著者 配置場所 請求記号

281
現代病「集中できない」を知力に変える読む力最新スキル大全 : 脳が超スピード化し、しかもクリエイティブに動き出す! / 佐々木俊
尚著 後援会 002.7||Sa 75||後援会

282 古事記解読 : 隠された史実を紐解く / 小林誠著 後援会 210.3||Ko 12||後援会
283 五七五ぼくのとなりはブラジル人 (文研じゅべにーる) / 万乃華れん作/黒須高嶺絵 後援会 K91||Ma 46||後援会
284 後宮の烏 6 (集英社オレンジ文庫:[し1-19]) / 白川紺子著 後援会 913.6||Sh 83||後援会
285 後宮の花は偽りに染まる (双葉文庫:あ-60-07) / 天城智尋著 後援会 913.6||A 42||後援会
286 後宮の花は偽りを紡ぐ (双葉文庫:あ-60-06) / 天城智尋著 後援会 913.6||A 42||後援会
287 御坊日々 / 畠中恵著 後援会 913.6||H 41||後援会
288 光格天皇 : 自身を後にし天下万民を先とし (ミネルヴァ日本評伝選) / 藤田覚著 後援会 288.41||F 67||後援会
289 好きな人と「だけ」生きていく / 永松茂久著 後援会 159||N 15||後援会
290 江戸・ザ・マニア / 浅生ハルミン著 後援会 790.4||A 88||後援会
291 甲子園進化論 : 女子の力で変わる未来の甲子園 / 太田幸司著 後援会 783.7||O 81||後援会
292 国際金融論をつかむ 新版 (Textbooks tsukamu) / 橋本優子, 小川英治, 熊本方雄著 後援会 338.9||H 38||後援会
293 黒猫の小夜曲(セレナーデ) (光文社文庫) / 知念実希人著 後援会 913.6||C 46||後援会
294 黒牢城 : Arioka Citadel case / 米澤穂信著 後援会 913.6||Y 84||後援会
295 今日も言い訳しながら生きてます / ハ・ワン文・イラスト/岡崎暢子訳 後援会 159||H 11||後援会
296 今夜もそっとおやすみなさい / 小手鞠るい著 後援会 914.6||Ko 21||後援会

297
婚約破棄された『空気』な私、成り上がりの旦那様に嫁ぎました。 (MAG Garden NOVELS) / まえばる蒔乃著/紫藤むらさきイラスト
/椿谷もみじキャラクター原案 後援会 913.6||Ma 26||後援会

298 昆虫のすごい瞬間図鑑 : 一度は見ておきたい!公園や雑木林で探せる命の躍動シーン / 石井誠著 後援会 486.03||I 75||後援会

299
混乱の本質 : 叛逆するリアル : 民主主義・移民・宗教・債務危機 (Project syndicate : a world of ideas) / ジョージ・ソロスほか著/徳
川家広訳 後援会 304||Ko 78||後援会

300 差別はたいてい悪意のない人がする : 見えない排除に気づくための10章 / キムジヘ著/尹怡景訳 後援会 361.8||Ki 31||後援会
301 砂に埋もれる犬 / 桐野夏生著 後援会 913.6||Ki 54||後援会
302 砂嵐に星屑 / 一穂ミチ著 後援会 913.6||I 13||後援会
303 座り仕事の疲れがぜんぶとれるコリほぐしストレッチ : 首・肩・腰が軽くなる! / なぁさん著 後援会 781.4||N 11||後援会
304 最高のアフタヌーンティーの作り方 / 古内一絵著 後援会 913.6||F 92||後援会
305 塞王の楯 / 今村翔吾著 後援会 913.6||I 44||後援会
306 財政学をつかむ 新版 (Textbooks tsukamu) / 畑農鋭矢, 林正義, 吉田浩著 後援会 341||H 42||後援会
307 朔が満ちる / 窪美澄著 後援会 913.6||Ku 11||後援会
308 桜のような僕の恋人 (集英社文庫:[う23-2]) / 宇山佳佑著 後援会 913.6||U 98||後援会
309 桜風堂夢ものがたり / 村山早紀著 後援会 913.6||Mu 62||後援会
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 ２０２１年度 後援会寄贈図書リスト 2022/ 3/31

   タイトル・著者 配置場所 請求記号

310 三室戸寺蔵文学関係資料目録 / 大谷俊太編 後援会 910.31||O 84||後援会
311 山のふもとのブレイクタイム / 高森美由紀著 後援会 913.6||Ta 44||後援会
312 山亭ミアキス / 古内一絵著 後援会 913.6||F 92||後援会
313 残月記 / 小田雅久仁著 後援会 913.6||O 17||後援会
314 仕事に生かすアート思考 : 感性×論理性の磨き方 / 町田裕治著 後援会 336.2||Ma 16||後援会
315 子どもは「この場所」で襲われる (小学館新書:260) / 小宮信夫著 後援会 368.6||Ko 65||後援会
316 死にたがりの君に贈る物語 / 綾崎隼著 後援会 913.6||A 98||後援会
317 死刑囚200人最後の言葉 (宝島SUGOI文庫:Aへ-1-213) / 別冊宝島編集部編 後援会 326.41||Ta 51||後援会
318 私たち、まだ人生を1回も生き切っていないのに / 小林エリコ著 後援会 914.6||Ko 12||後援会
319 児童養護施設の生活環境のダイナミクス : 家庭で暮らせない子どもの育ちと職員の実践 / 山口季音著 後援会 369.43||Y 24||後援会
320 時間の王 : 宝樹短篇作品合集 / 宝樹著/稲村文吾, 阿井幸作訳 後援会 923.7||B 19||後援会
321 実は、内向的な人間です / ナム・インスク著/カン・バンファ訳 後援会 929.14||N 47||後援会
322 実行機能をアップする37のワーク : やる気スイッチをON! / 高山恵子著 後援会 378||Ta 56||後援会
323 実力も運のうち : 能力主義は正義か? / マイケル・サンデル著/鬼澤忍訳 後援会 361.8||Sa 32||後援会

324
写真で見る東京2020オリンピック・パラリンピック大百科 : 日本のオリンピックパラリンピックメダリスト全掲載 (写真で見るオリン
ピック大百科:7) / 後援会 K78||Sh 13||こども

325 若冲の絵本 : み～つけた! : 動植綵絵の生きものたち (小学館あーとぶっく:16) / [伊藤若冲] [画]/結城昌子構成・文 こども図書室 KP||Y 97||こども
326 手の倫理 (講談社選書メチエ:735) / 伊藤亜紗著 後援会 141.24||I 89||後援会
327 十九、二十 / 原田宗典著 後援会 913.6||H 32||後援会
328 十皿の料理 : コート・ドール (御馳走読本:2) / 斉須政雄著 後援会 596.23||Sa 22||後援会
329 十三世紀のハローワーク : 中世実在職業解説本 / グレゴリウス山田著 後援会 366.29||G 95||後援会
330 女の子だから、男の子だからをなくす本 / ユン・ウンジュ文/イ・ヘジョン絵/すんみ訳 こども図書室 K36||Y 98||こども
331 女はいつも、どっかが痛い : がんばらなくてもラクになれる自律神経整えレッスン / やまざきあつこ著/鳥居りんこ取材・文 後援会 495||Y 48||後援会
332 女神の化身 5 (本好きの下剋上 : 司書になるためには手段を選んでいられません:第5部) / 後援会 913.6||Ka 87||後援会
333 女神の化身 6 (本好きの下剋上 : 司書になるためには手段を選んでいられません:第5部[6]) / 後援会 913.6||Ka 87||後援会
334 女神の化身 7 (本好きの下剋上 : 司書になるためには手段を選んでいられません:第5部[7]) / 後援会 913.6||Ka 87||後援会
335 女性失格 / 小手鞠るい著 後援会 913.6||Ko 21||後援会
336 勝てるチームは会議でつくれ! : チーミングリーダー入門 / 田近秀敏著 後援会 336.3||Ta 26||後援会
337 勝間式ネオ・ライフハック100 : 圧倒的に自由で快適な未来が手に入る! / 勝間和代著 後援会 159||Ka 88||後援会
338 勝間式超ロジカル料理 : ラクしておいしく、太らない! / 勝間和代著 後援会 596.04||Ka 88||後援会
339 小説家になって億を稼ごう (新潮新書:899) / 松岡圭祐著 後援会 901.3||Ma 86||後援会
340 小林まさみ傑作選 (角川SSCムック) / 小林まさみ[著] 後援会 596||Ko 12||後援会
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 ２０２１年度 後援会寄贈図書リスト 2022/ 3/31

   タイトル・著者 配置場所 請求記号

341 少女を埋める / 桜庭一樹著 後援会 913.6||Sa 46||後援会
342 昭和モダン建築巡礼 完全版 1945-64 / 磯達雄文/宮沢洋イラスト/日経アーキテクチュア編 後援会 523.1||I 85||後援会
343 昭和モダン建築巡礼 完全版 1965-75 / 磯達雄文/宮沢洋イラスト/日経アーキテクチュア編 後援会 523.1||I 85||後援会
344 笑いのカイブツ (文春文庫:[つ-25-1]) / ツチヤタカユキ著 後援会 913.6||Ts 32||後援会
345 職業としての小説家 (新潮文庫:10594, む-5-37) / 村上春樹著 後援会 914.6||Mu 43||後援会
346 色彩の手帳 : 建築・都市の色を考える100のヒント / 加藤幸枝著 後援会 518.8||Ka 86||後援会
347 心はどこへ消えた? / 東畑開人著 後援会 146.8||To 23||後援会
348 心をととのえるスヌーピー : 悩みが消えていく禅の言葉 / チャールズ・M.シュルツ[原]著/谷川俊太郎訳/枡野俊明監修 後援会 188.8||Sc 8||後援会

349
新しい出会いなんて期待できないんだから、誰かの恋観てリハビリするしかない : 愛と教養のラブコメ映画講座 / ジェーン・スー著/
高橋芳朗著 後援会 778.04||J 48||後援会

350 新しい星 / 彩瀬まる著 後援会 913.6||A 98||後援会
351 真夜中のマリオネット / 知念実希人著 後援会 913.6||C 46||後援会
352 真夜中の果物(フルーツ) (幻冬舎文庫:か-34-1) / 加藤千恵〔著〕 後援会 913.6||Ka 86||後援会
353 真夜中乙女戦争 / F著 後援会 913.6||F 11||後援会
354 神モチベーション : 「やる気」しだいで人生は思い通り / 星渉著 後援会 159||H 92||後援会
355 神よ憐れみたまえ / 小池真理子著 後援会 913.6||Ko 31||後援会
356 親日を巡る旅 : 世界で見つけた「日本よ、ありがとう」 / 井上和彦著 後援会 319.1||I 57||後援会
357 人が集まる「つなぎ場」のつくり方 : 都市型茶室「6次元」の発想とは / ナカムラクニオ著 後援会 673.98||N 37||後援会
358 人生は20代で決まる : 仕事・恋愛・将来設計 (ハヤカワ文庫:7767. ハヤカワ文庫NF:NF460) / メグ・ジェイ著/小西敦子訳 後援会 159.7||J 29||後援会
359 人物で読み解く日本史365人 (ビジネス教養) / 佐藤優監修 後援会 281.04||Sa 85||後援会
360 図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか? : 生きものの“同定"でつまずく理由を考えてみる / 須黒達巳著 後援会 460||Su 49||後援会
361 図書館の興亡 : 古代アレクサンドリアから現代まで (草思社文庫) / マシュー・バトルズ著/白須英子訳 後援会 010.2||B 27||後援会
362 図説旧約聖書の考古学 (ふくろうの本) / 杉本智俊著 後援会 193.02||Su 38||後援会
363 図説新約聖書の考古学 (ふくろうの本) / 杉本智俊著 後援会 193.02||Su 38||後援会
364 推理大戦 : Who is the greatest one? / 似鳥鶏著 後援会 913.6||N 88||後援会
365 世界のことわざ : ものの見方が変わる! / 時田昌瑞監修 後援会 K38||Se 22||後援会
366 世界のビジネス書50の名著 (Liberal arts college) / T・バトラー=ボードン [著]/大間知知子訳 後援会 336||B 96||後援会
367 世界のミステリーと怪異366 : 1日1話、つい読みたくなる / 朝里樹監修 後援会 388||A 89||後援会
368 世界の戦略図鑑 : 歴史を動かした最強の叡智がイラストでわかる! / 佐藤優監修 後援会 301||Se 22||後援会
369 世界の美しさを思い知れ / 額賀澪著 後援会 913.6||N 99||後援会
370 世界異界神話 / 篠田知和基著 後援会 164||Sh 66||後援会
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 ２０２１年度 後援会寄贈図書リスト 2022/ 3/31

   タイトル・著者 配置場所 請求記号

371
世界一美味しい「プロの手抜き和食」安部ごはんベスト102レシピ : 「食品のプロ」が15年かけて考案!「魔法の調味料」で本気の時
短!しかも無添加102品! / 安部司著、 タカコ ナカムラ料理 後援会 596.21||A 12||後援会

372 星のように離れて雨のように散った / 島本理生著 後援会 913.6||Sh 38||後援会
373 星の王子さまの天文ノート 改訂版 / 縣秀彦編著 後援会 440||A 19||後援会
374 星を掬う / 町田そのこ著 後援会 913.6||Ma 16||後援会
375 星落ちて、なお / 澤田瞳子著 後援会 913.6||Sa 93||後援会
376 正欲 / 朝井リョウ著 後援会 913.6||A 83||後援会

377 生きものたちの「かわいくない」世界 : 動物行動学で読み解く、進化と性淘汰 / ヴィンチェンツォ・ヴェヌート著/安野亜矢子訳
後援会 481.78||V 59||後援会

378 聖刻 / 堂場瞬一著 後援会 913.6||D 81||後援会
379 声の在りか / 寺地はるな著 後援会 913.6||Te 42||後援会
380 西洋本草書の世界 : ディオスコリデスからルネサンスへ / 大槻真一郎著/澤元亙編 後援会 499.9||O 89||後援会
381 逝ってしまった君へ / あさのますみ著 後援会 914.6||A 87||後援会
382 青い虚空 (文春文庫:[テ-11-2]) / ジェフリー・ディーヴァー著/土屋晃訳 後援会 938.2||D 51||後援会
383 税のタブー (インターナショナル新書:041) / 三木義一著 後援会 345||Mi 24||後援会
384 税金下げろ、規制をなくせ : 日本経済復活の処方箋 (光文社新書:1096) / 渡瀬裕哉著 後援会 332.1||W 47||後援会
385 税法がわかる30話 / 阿部徳幸著 後援会 345.12||A 12||後援会
386 石平の新解読三国志 : 「愚者」と「智者」に学ぶ生き残りの法則 / 石平著 後援会 222.04||Se 24||後援会
387 石平の裏読み三国志 : 英雄たちに学ぶ乱世のリーダーシップ / 石平著 後援会 361.43||Se 24||後援会
388 赤と青とエスキース / 青山美智子著 後援会 913.6||A 58||後援会
389 絶滅危惧動作図鑑 / 藪本晶子著 後援会 049||Y 12||後援会
390 川のほとりで羽化するぼくら / 彩瀬まる著 後援会 913.6||A 98||後援会
391 捜査線上の夕映え / 有栖川有栖著 後援会 913.6||A 76||後援会
392 息子のボーイフレンド / 秋吉理香子著 後援会 913.6||A 38||後援会
393 他者の靴を履く : アナーキック・エンパシーのすすめ / ブレイディみかこ著 後援会 304||B 71||後援会
394 太田和彦の居酒屋味酒覧 : 精選204 決定版 / 太田和彦著 後援会 673.98||O 81||後援会
395 体とココロが喜ぶごほうび漢方 / 田中友也著 後援会 495||Ta 84||後援会
396 代理母、はじめました / 垣谷美雨著 後援会 913.6||Ka 26||後援会
397 大好評の電子レンジレシピベストセレクション (TJ mook) / 林美穂子編 後援会 596||H 48||後援会
398 大人の片づけ : できることだけやればいい / 一田憲子著 後援会 597.5||I 13||後援会
399 大正編 紫陽花の日々 (鬼人幻燈抄:[8]) / 後援会 913.6||N 38||後援会
400 大正編 終焉の夜 (鬼人幻燈抄:[9]) / 中西モトオ著 後援会 913.6||N 38||後援会
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 ２０２１年度 後援会寄贈図書リスト 2022/ 3/31

   タイトル・著者 配置場所 請求記号

401 大泉エッセイ : 僕が綴った16年 (角川文庫:19114, [お71-1]) / 大泉洋 [著] 後援会 914.6||O 35||後援会
402 鷹狩の日本史 / 福田千鶴, 武井弘一編 後援会 787.6||F 74||後援会
403 脱炭素革命への挑戦 : 世界の潮流と日本の課題 (SDGs時代の環境問題最前線) / 堅達京子, NHK取材班著 後援会 501.6||G 34||後援会

404 誰でも30分で絵が描けるようになる本 : たった「4つのステップ」で、驚くほど絵が上手くなる! / マーク・キスラー著/井上麻衣訳
後援会 725||Ki 59||後援会

405 男の愛 : たびだちの詩 / 町田康著 後援会 913.6||Ma 16||後援会
406 知ることは、障がいを無くす。 / 木庭寛樹著 後援会 369.27||Ki 44||後援会
407 地球で暮らすきみたちに知ってほしい50のこと / ラース・ヘンリク・オーゴード著/枇谷玲子訳 後援会 404||A 11||後援会
408 遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ / スズキナオ[著] 後援会 914.6||Su 96||後援会
409 遅番にやらせとけ : 書店員の逆襲 / キタハラ著 後援会 913.6||Ki 64||後援会
410 中国をつくった12人の悪党たち (PHP新書:1192) / 石平著 後援会 282.2||Se 24||後援会
411 中世の騎士 : 武器と甲冑・騎士道・戦闘技術 : ヴィジュアル版 / フィリス・ジェスティス著/大間知知子訳 後援会 230.4||J 41||後援会
412 中野ジェームズ修一のランニング教科書 : 図解 / 中野ジェームズ修一著 後援会 782||N 39||後援会
413 注文の多い料理店で学ぶ収益認識会計 / 金子裕子, 植野和宏著 後援会 336.92||Ka 53||後援会
414 虫かぶり姫 (IRIS NEO) / 由唯著 後援会 913.6||Y 97||後援会
415 虫かぶり姫 2 (IRIS NEO) / 由唯著 後援会 913.6||Y 97||後援会
416 虫かぶり姫 3 (IRIS NEO) / 由唯著 後援会 913.6||Y 97||後援会
417 虫かぶり姫 4 (IRIS NEO) / 由唯著 後援会 913.6||Y 97||後援会
418 虫かぶり姫 5 (IRIS NEO) / 由唯著 後援会 913.6||Y 97||後援会
419 朝と夕の犯罪 / 降田天著 後援会 913.6||F 94||後援会
420 町かどの穴 (ハヤカワ文庫 SF:2342) / R.A.ラファティ著/牧眞司編/伊藤典夫[ほか]訳/浅倉久志[ほか]訳 後援会 938.2||L 13||後援会
421 蝶のしるし : 女性作家集 (台湾文学ブックカフェ:1) / 江鵝 [ほか] 著/白水紀子訳/呉佩珍, 白水紀子, 山口守編 後援会 928||G 54||後援会
422 調香師が語る香料植物の図鑑 / フレディ・ゴズラン, グザビエ・フェルナンデス著/前田久仁子訳 後援会 617.6||G 39||後援会
423 追憶の烏 / 阿部智里著 後援会 913.6||A 12||後援会
424 通貨・租税外交 : 協調と攻防の真実 / 浅川雅嗣著/清水功哉聞き手 後援会 338.95||A 84||後援会
425 定形外郵便 / 堀江敏幸著 後援会 914.6||H 87||後援会
426 天(あめ)と地(つち)の方程式 1 / 富安陽子著 後援会 913.6||To 59||後援会
427 天(あめ)と地(つち)の方程式 2 / 富安陽子著 後援会 913.6||To 59||後援会
428 天(あめ)と地(つち)の方程式 3 / 富安陽子著 後援会 913.6||To 59||後援会
429 天才の根源 / てつや著 後援会 914.6||Te 86||後援会

430
電通現役戦略プランナーのヒットをつくる「調べ方」の教科書 : あなたの商品がもっと売れるマーケティングリサーチ術 / 阿佐見綾
香著 後援会 675.2||A 86||後援会
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431 倒産続きの彼女 / 新川帆立著 後援会 913.6||Sh 64||後援会
432 冬下虫の蠢動、光の道標 (IRIS NEO) / 由唯 後援会 913.6||Y 97||後援会
433 東海オンエアの動画が6.4倍楽しくなる本 : 虫眼鏡の概要欄 / 虫眼鏡 [著] 後援会 007.35||Mu 85||後援会
434 東京2020オリンピック・パラリンピック公式競技図鑑 / 後援会 K78||To 46||後援会
435 東京2020オリンピック公式記録集 / 後援会 780.69||To 46||後援会
436 東京23区×格差と階級 (中公新書ラクレ:741) / 橋本健二著 後援会 361.78||H 38||後援会
437 東京オリンピック日本代表選手団 (日本オリンピック委員会公式写真集:2020) / アフロ写真・編集 後援会 780.69||A 18||後援会
438 東京の古本屋 / 橋本倫史著 後援会 024.8||H 38||後援会
439 東京の生活史 / 岸政彦編 後援会 361.78||Ki 56||後援会
440 東京パラリンピック2020 : 特別報道写真集 / 後援会 780.69||To 46||後援会
441 東大名誉教授がおしえる!建築でつかむ世界史図鑑 / 本村凌二監修 後援会 209||To 17||後援会
442 答えは風のなか / 重松清著/ミロコマチコ絵 後援会 913.6||Sh 28||後援会
443 透明な螺旋 / 東野圭吾著 後援会 913.6||H 55||後援会
444 頭がよくなる子どもとの遊びかた : 1日3分! / 小川大介著 後援会 379.9||O 24||後援会
445 同志少女よ、敵を撃て / 逢坂冬馬著 後援会 913.6||A 25||後援会
446 同潤会代官山アパートメント / 三上延著 後援会 913.6||Mi 21||後援会
447 徳川幕府が恐れた尾張藩 : 知られざる尊皇倒幕論の発火点/ 坪内隆彦著 / 後援会 210.5||Ts 15||後援会
448 読解力の強化書 : 未来を生きるための / 佐藤優 [著] 後援会 019.2||Sa 85||後援会
449 日本の建築家解剖図鑑 : 名建築に込められた建築家たちの意図を読み解く / 二村悟著 後援会 523.1||N 75||後援会
450 日本の七十二候を楽しむ : 旧暦のある暮らし 増補新装版 / 白井明大文/有賀一広絵 後援会 449.34||Sh 81||後援会
451 日本の仏像 : 写真・図解 : この一冊ですべてがわかる! 第2版 / 薬師寺君子著 後援会 718||Y 16||後援会
452 日本外食全史 / 阿古真理著 後援会 383.81||A 38||後援会

453
日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド : 日本語教育能力検定試験学習書 第5版 (日本語教育教科書) (Exam press) / ヒューマンアカ
デミー著 後援会 810.7||H 99||後援会

454 日本書紀に秘められた古社寺の謎 : 神話と歴史が紡ぐ古代日本の舞台裏 / 三橋健編 後援会 175.9||Mi 63||後援会
455 猫のお告げは樹の下で (宝島社文庫:Cあ-23-2) / 青山美智子著 後援会 913.6||A 58||後援会
456 能面検事の奮迅 / 中山七里著 後援会 913.6||N 45||後援会
457 背骨が通れば、パフォーマンスが上がる! / 高岡英夫著 後援会 780.7||Ta 49||後援会
458 博物館の少女 : 怪異研究事始め / 富安陽子著 後援会 913.6||To 59||後援会
459 白鳥とコウモリ / 東野圭吾著 後援会 913.6||H 55||後援会
460 発達障害サバイバルガイド : 「あたりまえ」がやれない僕らがどうにか生きていくコツ47 / 借金玉著 後援会 493.76||Sh 12||後援会
461 彼の名はウォルター / エミリー・ロッダ著/さくまゆみこ訳 後援会 939.9||R 58||後援会
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462 彼岸花が咲く島 / 李琴峰著 後援会 913.6||R 32||後援会
463 疲れて「もうムリ!」と思った時にすぐ動ける!トリガー体操 / 小池謙雅著 後援会 498.3||ko 31||後援会
464 非認知能力をはぐくむ絵本ガイド180 : 0歳～小学生対象 / 寺島知春著 後援会 019.53||Te 63||後援会
465 尾張藩の米切手 / 安藤榮著 後援会 337.21||A 47||後援会
466 表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬 / 若林正恭著 後援会 914.6||W 17||後援会
467 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/関美和訳 後援会 330||V 43||後援会
468 舞風のごとく / あさのあつこ著 後援会 913.6||A 87||後援会
469 福岡県の歴史散歩 (歴史散歩:40) / 福岡県高等学校歴史研究会編 後援会 291.91||F 82||後援会
470 仏教における女性差別を考える : 親鸞とジェンダー / 源淳子著 後援会 188.7||Mi 38||後援会
471 文系研究者になる : 「研究する人生」を歩むためのガイドブック / 石黒圭著 後援会 002||I 73||後援会
472 文豪中学生日記 / 小手鞠るい著 後援会 913.6||Ko 21||後援会
473 変な家 / 雨穴著 後援会 913.6||U 58||後援会
474 暮らしてみたい世界のかわいい街 / MdN編集部編 後援会 748||Ma 99||後援会
475 暮らしのアイデアスイッチ : おどろくほど役立つ生活の知恵134 / soeasy著 後援会 590||So 21||後援会
476 包帯クラブ : ルック・アット・ミー! / 天童荒太著 後援会 913.6||Te 35||後援会
477 方向音痴って、なおるんですか? / 吉玉サキ著 後援会 448.9||Y 86||後援会
478 僕の児童精神科外来の覚書 : 子どもと親とともに考え、悩み、実践していること / 田中康雄著 後援会 493.93||Ta 84||後援会
479 奔流の海 / 伊岡瞬著 後援会 913.6||I 61||後援会
480 本心 / 平野啓一郎著 後援会 913.6||H 66||後援会
481 魔女街道の旅 / 西村佑子著 後援会 293.4||N 84||後援会
482 魔法の言葉不思議な写真 : 見るだけで運が上がる / 本田健著/宮澤正明著 後援会 159||H 84||後援会
483 毎日食べる。家で、ひとりで。 / 渡辺康啓著 後援会 596||W 46||後援会
484 万事快調 (オール・グリーンズ) / 波木銅著 後援会 913.6||N 47||後援会
485 満月珈琲店 (Kitora) / 桜田千尋作・絵/望月麻衣文 後援会 913.6||Mo 12||後援会
486 味・香り「こつ」の科学 : おいしさを高める味と香りのQ&A / 川崎寛也著 後援会 596||Ka 97||後援会
487 未来科学Eアイランド : 無限循環エネルギー時代への「扉」 / 清水美裕著 後援会 404||Sh 49||後援会
488 密室黄金時代の殺人 : 雪の館と六つのトリック (宝島社文庫:[Cか-21-1]. [このミス大賞]) / 鴨崎暖炉著 後援会 913.6||Ka 41||後援会
489 民王 : シベリアの陰謀 / 池井戸潤著 後援会 913.6||I 33||後援会
490 眠れぬ夜はケーキを焼いて [1] / 午後著 後援会 596.04||G 57||後援会
491 眠れぬ夜はケーキを焼いて 2 / 午後著 後援会 596.04||G 57||後援会
492 無邪気な神々の無慈悲なたわむれ / 七尾与史著 後援会 913.6||N 48||後援会
493 霧をはらう / 雫井脩介著 後援会 913.6||Sh 94||後援会
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494 名建築と名作椅子の教科書 / アガタ・トロマノフ著/中村雅子訳 後援会 758||To 69||後援会
495 名古屋と明治維新 / 羽賀祥二, 名古屋市蓬左文庫編著 後援会 215.5||H 12||後援会
496 名場面で味わう日本文学60選 / 平野啓一郎 [ほか] 著 後援会 910.26||Me 22||後援会
497 明治編 君を想う (鬼人幻燈抄:[7]) / 後援会 913.6||N 38||後援会
498 滅私 / 羽田圭介著 後援会 913.6||H 11||後援会
499 妄想美術館 (SB新書:567) / 原田マハ, ヤマザキマリ著 後援会 720.4||H 32||後援会
500 木乃伊の都 / 金澤マリコ著 後援会 913.6||Ka 48||後援会
501 木曜日にはココアを (宝島社文庫:[Cあ-23-1]) / 青山美智子著 後援会 913.6||A 58||後援会
502 夜が明ける / 西加奈子著 後援会 913.6||N 81||後援会
503 野ノ日々 (火狩りの王:外伝) / 後援会 913.6||H 61||後援会
504 野菜はすごい! : シェフが先生!小学生から使える、子どものための野菜たっぷり料理本 / 柴田書店編/秋元さくら[ほか著] 後援会 596||Sh 18||後援会
505 優しい死神の飼い方 (光文社文庫) / 知念実希人著 後援会 913.6||C 46||後援会
506 要領がよくないと思い込んでいる人のための仕事術図鑑 / F太, 小鳥遊著 後援会 159.4||F 27||後援会
507 雷神 / 道尾秀介著 後援会 913.6||Mi 13||後援会
508 李王家の縁談 / 林真理子著 後援会 913.6||H 48||後援会
509 立証 (徳間文庫:ふ13-28) / 深谷忠記著 後援会 913.6||F 72||後援会
510 旅とデザート、ときどきおやつ / 平澤まりこ著 後援会 596.65||H 67||後援会
511 冷たい密室と博士たち : Doctors in isolated room (講談社文庫) / 森博嗣 [著] 後援会 913.6||Mo 45||後援会
512 冷蔵庫にあるもんで / and recipe著 後援会 596||A 46||後援会
513 恋する検事はわきまえない / 直島翔著 後援会 913.6||N 49||後援会
514 恋に焦がれたブルー / 宇山佳佑著 後援会 913.6||U 98||後援会
515 六人の嘘つきな大学生 / 浅倉秋成著 後援会 913.6||A 85||後援会
516 話すより10倍ラク!新聞く会話術 / 西任暁子 [著] 後援会 361.45||N 86||後援会
517 嗤う淑女二人 / 中山七里著 後援会 913.6||N 45||後援会
518 琥珀の夏 / 辻村深月著 後援会 913.6||Ts 44||後援会
519 薔薇のなかの蛇 / 恩田陸著 後援会 913.6||O 65||後援会
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