令和２年度 購入図書
タイトル
著者
離散数学入門 : 整数の誕生から「無限」まで
芳沢，光雄，1953客室乗務員の誕生 : 「おもてなし」化する日本社会
山口，誠，1973-文化社会学
壺中の天
椹野，道流
隻手の声
椹野，道流
進化のからくり : 現代のダーウィンたちの物語
千葉，聡，1960出生前診断の現場から : 専門医が考える「命の選択」
室月，淳
よはひ
いしい，しんじ，1966きみのまちに未来はあるか? : 「根っこ」から地域をつくる 除本，理史
読解力を身につける
村上，慎一
アクティブ・ラーニングとは何か
渡部，淳，1951-2020
妖奇庵夜話 顔のない鵺 8
榎田 ユウリ
モヤモヤの正体 : 迷惑とワガママの呪いを解く
尹，雄大，1970騒がしい楽園
中山，七里
浮雲心霊奇譚 [6]
神永，学
奇跡の論文図鑑 : ありえないネタを、クリエイティブに!
日本放送協会
チューブ生姜適量ではなくて1cmがいい人の理系の料理 五藤，隆介
Cocoon 2
夏原，エヰジ，1991Cocoon 3
夏原 エヰジ，著
心療内科医が教える疲れとストレスからの回復ごはん
姫野，友美，1954フロイスの見た戦国日本
川崎，桃太，1915-2019
できない相談 = piece of resistance
森，絵都
猫君
畠中，恵，1959十字架のカルテ : THE PSYCHIATRIST
知念，実希人
図解よくわかる火災と消火・防火のメカニズム
小林，恭一，1948紳士と淑女のコロシアム 「競技ダンス」へようこそ
二宮，敦人
魂でもいいから、そばにいて : 3・11後の霊体験を聞く
奥野，修司，1948派遣社員あすみの家計簿
青木，祐子
書くための文章読本
瀬戸，賢一，1951掟上今日子の設計図
西尾，維新
クスノキの番人
東野，圭吾
ひこばえ 上
重松，清
ひこばえ 下
重松，清
フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ : 世界を信じるためのメソッド
森，達也，1956君は月夜に光り輝く
佐野，徹夜
歴史とは靴である
磯田，道史，1970博士の愛したジミな昆虫
金子 修治
有権者って誰?
薮野，祐三
5G : 次世代移動通信規格の可能性
森川，博之
ワン・モア・ヌーク
藤井，太洋，1971カケラ
湊，かなえ
地球は特別な惑星か? : 地球外生命に迫る系外惑星の科学
成田，憲保
あの日の交換日記
辻堂，ゆめ
なぜ僕らは働くのか : 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと
池上，彰
禅定の弓
椹野，道流
歩 : 僕の足はありますか?
滝川，英治，1979ねるヨガ : 寝たままできる!世界一簡単なマインドフルネスヨガ
吉田，昌生
ぼくのおつまみ天国(パラダイス)
ぼく，1988糸
林，民夫，1966夜がどれほど暗くても
中山，七里
フラミンゴボーイ
Morpurgo，Michael，1943廉太郎ノオト = Rentaro note
谷津，矢車，1986キャパとゲルダ : ふたりの戦場カメラマン
Aronson，Marc
トラブル旅行社(トラベル) : 砂漠のフルーツ狩りツアー
廣嶋 玲子
QRコードの奇跡 : モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ
小川，進
ふくしま原発作業員日誌 : イチエフの真実、9年間の記録 片山，夏子
自分でできる小さな庭づくり : はじめてでも手がかからない!
香山，三紀
禅ってなんだろう? : あなたと知りたい身心を調えるおしえ 石井，清純

猫と住まいの解剖図鑑 : 猫も人も幸せになる暮らしがわかる
いしまる，あきこ，1978レスキュー・ハンドブック : 野山・水辺ですぐ役立つファーストエイド&レスキューの最新テクニック
羽根田 治，著
死ぬまでに行きたい!世界の絶景 ガイド編
詩歩，1990逆ソクラテス
伊坂，幸太郎，1971ダーク・ブルー = DARKBLUE
真保，裕一，1961子どもの心はどう育つのか
佐々木，正美，1935-2017
ライオンのおやつ
小川，糸
泣いたあとは、新しい靴をはこう。 : 10代のどうでもよくない悩みに作家が言葉で向き合ってみた
日本ペンクラブ
1分間サイエンス : 手軽に学べる科学の重要テーマ200 Muir，Hazel
鐘を鳴らす子供たち
古内，一絵
お札に描かれる偉人たち : 渋沢栄一・津田梅子・北里柴三郎
楠木，誠一郎
夕焼けポスト = The Sunset Post
ドリアン助川，1962小箱
小川，洋子，1962逃亡者
中村，文則，1977すごいぞ!はたらく知財 : 14歳からの知的財産入門
内田，朋子
タスキメシ-箱根額賀，澪，1990星を楽しむ星座の見つけかた : 夜空にかがやく星の中から見たい星座をさがす
大野，裕明，1948「デザイン」の力で人を動かす!プレゼン資料作成「超」授業 宮城，信一
: プレゼン上手に明日からなれる
この数学，いったいいつ使うことになるの?
Saunders，HalM
身のまわりのありとあらゆるものを化学式で書いてみた : How
山口，悟，1984do you enjoy chemical formulas?
かんたん!よくわかる!楽譜の読み方 : 楽譜が読めれば、音楽がもっと楽しくなる!
森，真奈美，音楽
マンガでわかる能・狂言 : あらすじから見どころ、なぜか眠気を誘う理由まで全部わかる!
小田，幸子
花いけの勘どころ : 器と色と光でつくる、季節のいけばな 上野，雄次，1967魚を一尾、さばけたら!? : 濱田美里のお魚教室 : お刺身から煮魚、自家製干物や手作り塩辛まで、シンプルレシピ15
濱田，美里
卵、牛乳、白砂糖、小麦粉なし。でも「ちゃんとおいしい」しあわせお菓子
岡村，淑子
万葉集であるく奈良
上野，誠，1960議会制民主主義の活かし方 : 未来を選ぶために
糠塚，康江
繊細すぎてしんどいあなたへ HSP相談室
串崎，真志
七色の毒
中山，七里
南柯の夢 鬼籍通覧
椹野，道流
これは経費で落ちません!7 ? 経理部の森若さん ? 7
青木，祐子
航空・貨物の謎と不思議
谷川，一巳，1958「言いたいこと」から引ける敬語辞典
西谷，裕子，1948心理学でわかるひとの性格・感情辞典
渋谷，昌三，1946意味が分かると怖い話
藤白，圭
カザアナ
森，絵都，1968迷子のままで
天童，荒太
池魚の殃
椹野，道流
閉ざした瞳とクリームソーダ
椹野 道流
ゴッホへの招待
朝日新聞出版
運慶への招待 : 救いを実感できる仏像を求めて浅見，龍介，1964バタフライ : 17歳のシリア難民少女がリオ五輪で泳ぐまで Mardini，Yusra，1998梵字入門 : 願いをかなえるお守り文字
中野，展子，1953書の大疑問ハンドブック
横山，淳一，1943くずし字辞典を引いて古文書を読もう
油井，宏子，1953戦争にいったうま
いしい，ゆみ
ファーストステップ宇宙の物理
嶺重，慎，1957暗鬼夜行
月村，了衛
乗務員室からみたJR : 英語車掌の本当にあった鉄道打ち明け話
関，大地，198410代から考える生き方選び
竹信，三恵子
リスクの正体 : 不安の時代を生き抜くために
神里，達博
マイク
Norriss，Andrew
僕の涙がいつか桜の雨になる
犀川，みい
夢をかなえるゾウ4 : ガネーシャと死神 4
水野敬也
ウイルスの意味論 : 生命の定義を超えた存在
山内，一也，1931調子いい!がずっとつづくカラダの使い方 : 絵でわかる
仲野，孝明，1973めんどくさがりなきみのための文章教室
はやみね，かおる，1964じんかん
今村，翔吾，1984どうぞ愛をお叫びください
武田，綾乃

動物のあみぐるみ小物 : 編んで楽しい!使ってかわいい! : 横田，美奈
クリップ、メジャー、ポーチ、ブローチ、ルームシューズ……
五七五で毎日が変わる!俳句入門
堀本，裕樹
ぼくたちの緑の星
小手鞠，るい，1956アドリブ = ad lib.
佐藤，まどか
脱プラスチックへの挑戦 : 持続可能な地球と世界ビジネスの潮流
堅達，京子
明日の自分が確実に変わる10分読書
吉田，裕子，1985梅と水仙
植松，三十里，1954できちゃいました!フツーの学校
富士，晴英
一人で思う、二人で語る、みんなで考える : 実践!ロジコミ・メソッド
追手門学院大学成熟社会研究所
宇宙の始まりに何が起きたのか : ビッグバンの残光「宇宙マイクロ波背景放射」
杉山，直
ビブリア古書堂の事件手帖II ～扉子と空白の時～ 2
三上 延
一人称単数
村上，春樹
俺の残機を投下します
山田，悠介
亡羊の嘆
椹野，道流
景観からよむ日本の歴史
金田，章裕
キリン解剖記
郡司，芽久，1989Cocoon 4
夏原，エヰジ，1991あめつちのうた = SONG OF RAIN AND GROUND
朝倉，宏景，1984もっと知りたい薬師寺の歴史
藤岡，穣，1962破局
遠野，遥，1991意味が分かると震える話
藤白，圭
少年と犬
馳，星周，1965大学教授が、「研究だけ」していると思ったら、大間違いだ! 斎藤，恭一，1954: 「不人気学科教授」奮闘記
世界からコーヒーがなくなるまえに
Leppanen，Petri，1975-

