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書名 巻次 著者名 出版者 出版年

パワーストーン組み合わせブレスレット
日本パワーストーン協
会∥著

マガジンランド 2015.1

パワーストーン魔法の石カタログ 森村／あこ∥著 実業之日本社 2004.4
３０歳から伸びる女（ひと）、３０歳で
止まる女（ひと）

有川　真由美∥著 ＰＨＰ研究所 2010.1

あきらめない練習 植松 努∥著 大和書房 2017.5
心とからだをキレイにするマクロビオ
ティック

岡部　賢二∥著 ＰＨＰ研究所 2011.1

定年から輝く生き方 帯津　良一∥著 東洋経済新報社 2010.7
死ぬまで好奇心! 川北 義則∥著 海竜社 2017.12
５０歳から人生を楽しむ人がしているこ 保坂  隆∥著 三笠書房 2017.1

行動の科学
マイケル  ボルダック
∥著

フォレスト出版 2015.12

小さなことの積み重ね 高橋  幸枝∥著 マガジンハウス 2015.9
夢を見る力 立木  早絵∥著 角川書店 2012.7
人はなぜ星を見上げるのか 高橋  真理子∥著 新日本出版社 2016.8
夢をあきらめない 田島  隆宏∥著 佼成出版社 2014.3
世界一清潔な空港の清掃人 新津  春子∥著 朝日新聞出版 2015.12
夢を持ち続けよう！ 根岸　英一∥著 共同通信社 2010.12
１００歳、ずっと必要とされる人 福井　福太郎∥著 日経ＢＰ社 2013.5
スマイル! 小口 良平∥著 河出書房新社 2017.5
日本夜景遺産 丸々 もとお∥著 河出書房新社 2019.1
冒険家 三浦　雄一郎∥著 実業之日本社 2008.7
エベレスト登頂請負い業 村口　徳行∥著 山と渓谷社 2011.4
どんな夢も必ず叶うたった１つの方法 福島　正伸∥著 角川書店 2011.7
光とは何か？ 江馬　一弘∥監修 ニュートンプレ 2010.1

全国プラネタリウムガイド
日本プラネタリウム協
議会∥監修

恒星社厚生閣 2015.6

星降る絶景 沼沢  茂美∥著 誠文堂新光社 2015.4
日本の星空ツーリズム 縣 秀彦∥編著 緑書房 2019.8
星を楽しむ星空写真の写しかた 大野 裕明∥著 誠文堂新光社 2019.8
世界一美しい星空の教科書 大平 貴之∥著 宝島社 2019.8
プラネタリウム解説者に教わるよくわか
る星空案内

木村  直人∥著 誠文堂新光社 2014.4

春夏秋冬星座の本 林　完次∥著 アスペクト 2008.7
夜明け前の星空案内 藤井　旭∥著 誠文堂新光社 2008.1
星ごよみ365日 星空さんぽ編集部∥編 誠文堂新光社 2018.1
世界でいちばん素敵な月の教室 浦 智史∥監修 三才ブックス 2019.1
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スノーフレーク ケネス　リブレクト∥ 山と渓谷社 2006.11
雪の結晶 ケン　リブレクト∥著 河出書房新社 2008.11
鉱物コレクション 青木  正博∥監修 誠文堂新光社 2014.4
鉱物レシピ さとう  かよこ∥著 グラフィック社 2015.5
ときめく鉱物図鑑 宮脇　律郎∥監修 山と渓谷社 2012.2
ときめくクラゲ図鑑 峯水 亮∥写真  文 山と溪谷社 2018.8
ホタルの不思議な世界 サラ  ルイス∥著 エクスナレッジ 2018.7

中小製造業逆転のブランディング 宇土  寿和∥著
幻冬舎メディア
コンサルティン

2016.11

創々たる！！小さな世界企業 中央線沿線楽会∥編
日本地域社会研
究所

2009.12

ものをつくり、まちをつくる 篠原　修∥編 技報堂出版 2007.1
オンリーワン 野口／聡一∥著 新潮社 2006.3
続ける力 若田 光一∥著 講談社 2017.2
美しい光でつくる暮らしの照明（あか 石井　幹子∥著 朝日出版社 2013.1
ダイヤモンド マシュー・ハート∥著 早川書房 2002.8
泉谷玄作花火 泉谷　玄作∥著 祥伝社 2008.7
眺望絶佳の打ち上げ花火 金武 武∥著 玄光社 2017.6
アパレルに革命を起こした男 梶山 寿子∥著 日経BP 2019.11
なんにもないから知恵が出る 磯部  成文∥著 新潮社 2015.11
ナイキシューズ革命 酒井 政人∥著 ポプラ社 2019.5
スマホのキラキラ★デコケースＬｅｓｓ
ｏｎ

デコ電ショップｋｉｓ
ｓ　ｙｏｕ∥著

河出書房新社 2013.5

ビーズで作るおめかしアクセサリー ちば のぶよ∥著 日東書院本社 2019.3
基本テクニックだけでつくる天然石ジュ
エリー

横堀  美穂∥著 講談社 2013.11

輝くビニルひもで作る大人かわいいきら
きらバッグ

古木  明美∥著 河出書房新社 2014.8

1・2・3色でほめられネイル しずく∥著 KADOKAWA 2017.6
短い爪がかわいいネイル 宝島社 2014.6
「地元」の力 金丸　弘美∥著 ＮＴＴ出版 2010.9
学生まちづくらーの奇跡 林　大樹∥監修 学文社 2012.1
「地域遺産」みんなと奮戦記 米山　淳一∥著 学芸出版社 2007.5
日本でいちばん楽しそうな社員たち 佐藤　勝人∥著 アスコム 2012.6
一杯のカフェの力を信じますか？ 佐藤　裕久∥著 河出書房新社 2006.1

百貨店ガール 新村　美希∥著
メディアファク
トリー

2009.3

２０代でお店をはじめました。 田川　ミユ∥編　著 雷鳥社 2006.9
お客さんの笑顔が、僕のすべて！ 松久  信幸∥著 ダイヤモンド社 2014.8
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どん底から生まれた宅急便 都築　幹彦∥著
日本経済新聞出
版社

2013.4

加賀屋  笑顔で気働き 小田  真弓∥著
日本経済新聞出
版社

2015.9

地球まるごと私の仕事場！ 芦原　伸∥監修 〓出版社 2011.9
山奥の小さな旅館が連日外国人客で満室
になる理由

二宮 謙児∥著 あさ出版 2017.7

９９歳、現在進行形ね。 笹本　恒子∥著 小学館 2013.9
蛍の本 田中  達也∥著 日本写真企画 2015.5
星空＆夜景＆花火撮影ハンドブック 中西  昭雄∥著 技術評論社 2015.7

海月
ネイチャー・プロダク
／著

東京：ブロンズ
新社

199905

すごい夜空の見つけかた 林　完次∥写真　文 草思社 2011.7
美ケ原冬のファンタジア 増村　征夫∥著 新潮社 2012.1
光 秋月／さやか∥文 青菁社 1998.2
新しいステンドグラス 雄鶏社 2003.5
美しい和のガラス 斉藤  晴子∥〔編〕著 誠文堂新光社 2016.7

はじめてのステンドグラス 齋藤 万友美∥監修
スタジオタック
クリエイティブ

2017.9

愛のヴィクトリアン・ジュエリー
「愛のヴィクトリアン
ジュエリー」展カタロ
グ制作室∥編

平凡社 2010.2

ももこの宝石物語 さくら／ももこ∥著 集英社 2002.11
品質がわかるジュエリーの見方 諏訪 恭一∥著 ナツメ社 2019.3
Ｖ＆Ａの名品でみるヨーロッパの宝飾芸
術

クレア  フィリップス
∥著

東京美術 2014.3

指輪８８ 宝官　優夫∥監修 淡交社 2011.6

万華鏡博物館 大熊  進一∥著
ベアーズ・日本
万華鏡博物館

2008.11

スノードームの世界 ものづくりクラブ∥著 ほるぷ出版 2016.12
はじめての手作り万華鏡 山見  浩司∥著 誠文堂新光社 2015.6
吹部ノート オザワ部長∥著 ベストセラーズ 2015.12
義足ランナー 佐藤　次郎∥著 東京書籍 2013.2
オリンピックの輝き 佐藤 次郎∥著 東京書籍 2019.6
トップアスリートの決定的瞬間 西山　和明∥著 ＰＨＰ研究所 2012.8
チアリーダーズライフ 植村 綾子∥著 双葉社 2018.9
栄光のその先へ 内村  航平∥著 ぴあ 2017.1
チア☆ダン 円山  夢久∥著 ＫＡＤＯＫＡＷ 2017.1
激走!日本アルプス大縦断 齊藤 倫雄∥著 集英社 2019.4
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小さな村のウルトラランナー 大川  卓弥∥著 ＮＨＫ出版 2015.3

翼のある人生 室屋 義秀∥著
ミライカナイ
ブックス

2016.6

甲子園を目指した少女 片岡  安祐美∥著 竹書房 2016.3
負けない自分になるための３２のリー
ダーの習慣

沢　穂希∥著 幻冬舎 2011.11

頂点への道 錦織  圭∥著 文芸春秋 2015.4
凛と咲く 日々野　真理∥著 ベストセラーズ 2011.9
敗者復活 元永 知宏∥著 河出書房新社 2017.1
山本昌という生き方 山本  昌∥著 小学館 2015.8
下町ボブスレー 奥山  睦∥著 日刊工業新聞社 2013.12

チーム・ブライアン新たな旅
ブライアン  オーサー
∥著

講談社 2018.1

夢は、努力でかなえる。 葛西  紀明∥著 実業之日本社 2014.1
日本フィギュアスケート金メダルへの挑 城田 憲子∥著 新潮社 2018.1
努力は決して裏切らない 平井　伯昌∥著 日本文芸社 2008.11

弱者の勇気 栗城  史多∥著
学研パブリッシ
ング

2014.1

田部井淳子のそこに山があるから 田部井  淳子∥著 洋泉社 2016.7
走って、負けて、愛されて。 重松／清∥著 平凡社 2004.1
伊集院静の「贈る言葉」 伊集院　静∥著 集英社 2012.1
無意味な人生など、ひとつもない 五木  寛之∥著 ＰＨＰ研究所 2017.3
人生は還暦から! 小山内 美江子∥著 ヨシモトブック 2018.1
こわせない壁はない 鎌田  実∥著 講談社 2013.11
人生はまだ旅の途中 桐島  洋子∥著 大和書房 2013.12
働く女性に贈る27通の手紙 小手鞠 るい∥著 産業編集セン 2018.9
限りなく透明に凛として生きる 佐藤  初女∥著 ダイヤモンド社 2015.3
今が人生でいちばんいいとき！ 久田  恵∥著 海竜社 2016.4
年を重ねるたびに美しく幸せになる女性
（ひと）の理由

吉元  由美∥著 大和書房 2016.7

春夏秋冬しあわせを呼ぶ生き方 吉沢 久子∥著 海竜社 2018.1
もしすべてのことに意味があるなら 鈴木 美穂∥著 ダイヤモンド社 2019.2
余命半年、僕はこうして乗り越えた！ 西村  元一∥著 ブックマン社 2016.9
ぼくたちが選べなかったことを、選びな
おすために。

幡野 広志∥著 ポプラ社 2019.5

顔ニモマケズ 水野  敬也∥著 文響社 2017.2
聴こえないピアニスト 宮本　まどか∥著 幻冬舎 2010.9
人生の目覚まし時計が鳴ったとき 山下  弘子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷ 2015.2
こうやって、考える。 外山 滋比古∥著 PHP研究所 2017.9
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