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出身者 タイトル 著者 請求記号

赤木かん子の図書館員ハンドブック : はじめて図書館で働く人のために 赤木かん子 010/AK

こころの傷を読み解くための800冊の本 : 総解説 赤木かん子 140/AK

子どもの本とごちそうの話 赤木かん子 909/AK

かんこのミニミニ世界児童文学史 赤木かん子 909/AK

赤木かん子「book」術・子供の本がいちばん! 赤木かん子 909/AK

こちら本の探偵です 赤木かん子 909/AK

出星前夜 飯嶋和一 913.6/II

狗賓童子の島 飯嶋和一 913.6/II

生島ヒロシ 後輩への説教 : 望みが高ければ退屈しない 生島ヒロシ 914.6/IK

池田雄一 メガクリティック : ジャンルの闘争としての文学 池田雄一 902/IK

糸井重里 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, ほぼ日刊イトイ新聞著 369.3/IT

稲葉篤紀 HOP STEP稲葉JUMP! : いつも心に太陽を 稲葉篤紀 783.7/IN

井上和彦 日本が戦ってくれて感謝しています : アジアが賞賛する日本とあの戦争 井上和彦 217.5/IN

井上岳久 カレーの経営学 : ハウス食品にまなぶ : 勝ち続ける驚異のしかけ・ノウハウ 井上岳久 580/IN

若いぼくらにできること : 体験的青春論 今井雅之 ///S

“カミカゼ"公演記in NY : The winds of god 今井雅之 775/IM

野生動物カメラマン 岩合光昭 ///S

旅行けばネコ 岩合光昭 ///S

ねこ 岩合光昭 640/IW

いぬ 岩合光昭 740/IW

赤木かん子

飯嶋和一

今井雅之

岩合光昭

※1F 開架フロアにて展示中です。貸出中の場合は、ご了承ください。 
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出身者 タイトル 著者 請求記号

変わる家族変わる食卓 : 真実に破壊されるマーケティング常識 岩村暢子 498/IW

家族の勝手でしょ! : 写真274枚で見る食卓の喜劇 岩村暢子 498/IW

国立景観訴訟 : 自治が裁かれる 五十嵐敬喜, 上原公子編著 318.2/IG

しなやかな闘い : 生命あふれるまちづくりの試み 上原公子 318.2/UE

江本孟紀 赤じゅうたんのコリない紳士録 江本孟紀 310/EM

翁長雄志 沖縄と本土 : いま、立ち止まって考える辺野古移設・日米安保・民主主義 翁長雄志[ほか] 319.8/ON

温又柔 とっておきの上海 温又柔とワクワク観光隊 292/ON

決戦前夜 : Road to France 金子達仁 ///S

惨敗 : 二〇〇二年への序曲 金子達仁 783.4/KA

男の隠れ家を持ってみた 北尾トロ ///S

怪しいお仕事! 北尾トロ ///S

危ないお仕事! 北尾トロ ///S

フィルムカメラの教科書 キッチンミノル 740/KI

春風亭一之輔 春風亭一之輔著;キッチンミノル写真 740/SH

食い意地クン 久住昌之 ///S

歩く人 久住昌之 914.6/KU

読書と豊かな人間性 黒古一夫 019/KU

戦争・辺境・文学・人間 : 大江健三郎から村上春樹まで : 黒古一夫書評集 黒古一夫 910.6/KU

小田実「タダの人」の思想と文学 黒古一夫 910.7/OD

大城立裕文学アルバム 黒古一夫 910.7/OS

斎藤次郎 いじめと中学生 : ひとりひとりにできること 斎藤次郎 371.4/SA

黒古一夫

岩村暢子

上原公子

金子達仁

北尾トロ

キッチンミノル

久住昌之

※1F 開架フロアにて展示中です。貸出中の場合は、ご了承ください。 



3 

著者 タイトル 著者 請求記号

斎藤次郎 いじめと中学生 : ひとりひとりにできること 斎藤次郎 371.4/SA

塩田武史 僕が写した愛しい水俣 塩田武史 493/SH

鈴木淳史 村上春樹を音楽で読み解く 栗原裕一郎[ほか] 910.7/MU

鈴木直道 夕張再生市長 : 課題先進地で見た「人口減少ニッポン」を生き抜くヒント 鈴木直道 318.2/SU

園子温 非道に生きる 園子温 778/SO

孤児たちの城 : ジョセフィン・ベーカーと囚われた13人 高山文彦 289/BA

いのちの器 高山文彦 916/TA

「少年A」14歳の肖像 高山文彦 916/TA

美しき身辺整理 竹田真砂子 367.7/TA

歌舞伎ます 竹田真砂子 774/TA

あとより恋の責めくれば : 御家人南畝先生 竹田真砂子 913.6/TA

日本人の足を速くする 為末大 ///S

禅とハードル 為末大 180/MI

走る哲学 為末大 782/TA

樽見博 古本愛 樽見博 024/TA

消える本、残る本 永江朗 020/NA

筑摩書房それからの四十年 : 1970-2010 永江朗 023/NA

てつがくこじんじゅぎょう : 「殺し文句」から入る哲学入門 鷲田清一,永江朗 104/WA

おじさんの哲学 永江朗 281/NA

セゾン文化は何を夢みた 永江朗 335.5/NA

アダルト系 永江朗 916/NA

高山文彦

竹田真砂子

為末大

永江朗

※1F 開架フロアにて展示中です。貸出中の場合は、ご了承ください。 
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出身者 タイトル 著者 請求記号

なかだえり 駅弁女子 : 日本全国旅して食べて なかだえり 590/NA

何をかいわんや ナンシー関 049/NA

ナンシー関全ハンコ5147 ナンシー関 730/NA

開国への道 平川新 211/NI/12

地域社会とリーダーたち 平川新,谷山正道編 215/HI

平野貞夫 議会政治の誕生と国会 : 崩壊・再生への道 平野貞夫 314/HI

トイレのない旅 : 住めば都=辺境の地を行く 星野知子 290/HO

子連れババ連れ花のパリ 星野知子 293/HO

濁流に乗って : 欲望の大河アマゾン 星野知子 296/HO

海岸線の歴史 松本健一 210/MA

原敬の大正 松本健一 289.1/HA

中里介山 中里介山著;松本健一編 910.6/SA/45

中里介山 : 辺境を旅するひと 松本健一 910.7/NA

司馬遼太郎 : 歴史は文学の華なり、と。 松本健一 910.7/SH

松本孝利 21世紀に勝ち残るITスピード経営 : IT革命、何を、どう変えれば強い会社になれるのか 松本孝利 336.1/MA

母と子の20分間読書 椋鳩十 379/NI/54

椋鳩十未刊行作品集 椋鳩十 913.6/MU/1

椋鳩十未刊行作品集 椋鳩十 913.6/MU/2

心に炎を : 読書論 椋鳩十 918.7/MU/25

椋鳩十の世界 たかしよいち 918.7/MU/B

ナンシー関

平川新

星野知子

松本健一

椋鳩十

※1F 開架フロアにて展示中です。貸出中の場合は、ご了承ください。 
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出身者 タイトル 著者 請求記号

八塩圭子 三十路の手習い 八塩圭子 916/YA

市場主義3.0 : 「市場vs国家」を超えれば日本は再生する 山田久 332.1/YA

デフレ反転の成長戦略 : 「値下げ・賃下げの罠」からどう脱却するか 山田久 337.8/YA

ワーク・フェア : 雇用劣化・階層社会からの脱却 山田久 364/YA

大失業 : 雇用崩壊の衝撃 山田久 366.2/YA

山根一城 日本の折形 : 伝統を受け継ぐ型約七十点を掲載した包み方の手引き 山根一城 385/YA

結城康博 高齢者は暮らしていけない : 現場からの報告 結城康博 367.7/YU

太陽は動かない 吉田修一 913.6/YO

路 (ルウ) 吉田修一 913.6/YO

パレード 吉田修一 913.6/YO

パーク・ライフ 吉田修一 913.6/YO

悪人 吉田修一 913.6/YO

作家と一日 吉田修一 914.6/YO

江戸という幻景 渡辺京二 215/WA

黒船前夜 : ロシア・アイヌ・日本の三国志 渡辺京二 215/WA

ドストエフスキイの政治思想 渡辺京二 311/DO

細部にやどる夢 : 私と西洋文学 渡辺京二 904/WA

女子学生、渡辺京二に会いに行く 渡辺京二,津田塾大学三砂ちづるゼミ著 914.6/WA

渡辺京二

山田久

吉田修一

※1F 開架フロアにて展示中です。貸出中の場合は、ご了承ください。 


