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書名 巻次 著者名 出版者
調べるチカラ 野崎 篤志∥著 日本経済新聞出版社
読まされ図書室 小林  聡美∥著 宝島社

哲子の部屋 1
ＮＨＫ『哲子の部屋』
制作班∥著

河出書房新社

君に伝えたいこと 姜  尚中∥著 自由国民社
脱・呪縛 鎌田 實∥著 理論社

上京物語 喜多川　泰∥〔著〕
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

悩まなくなる考え方 白取  春彦∥著 大和書房
ライフハック大全 堀 正岳∥著 KADOKAWA
没頭力 吉田 尚記∥著 太田出版
リアルな今がわかる日本と世界の地理 砂崎 良∥著 朝日新聞出版
週末海外 小林 希∥著 ワニブックス
光と虹と神話 高砂 淳二∥著 山と溪谷社

#NAME? 成美堂出版
去りゆく星空の夜行列車 小牟田　哲彦∥著 扶桑社
ほくりく日帰り山歩き ＶＯＬ．２ 柚本　寿二∥著 北国新聞社
富士山 ＪＴＢパブリッシン

リリーへの手紙
アラン・マクファーレ
ン∥著

ソフトバンククリエ
イティブ

世界でいちばん素敵な科学の教室 的川 泰宣∥監修 三才ブックス
星の王子さまの天文ノート 県　秀彦∥監修 河出書房新社
星座の見つけ方と神話がわかる星空図鑑 永田　美絵∥著 成美堂出版
すごい空の見つけかた 武田　康男∥写真　文 草思社
世界でいちばん素敵な海の教室 藤岡 換太郎∥監修 三才ブックス
海の名前 中村／庸夫∥文・写真 東京書籍
つまき式親子で楽しむ水族館ガイド つまき∥著 そうえん社
ほんわかクラゲの楽しみ方 平山  ヒロフミ∥著 誠文堂新光社
人に育てられたシロクマ・ピース 高市／敦広∥語り 学研
マスクと日本人 堀井  光俊∥著 秀明出版会
何歳になっても脳は進化する！ 林  成之∥著 三笠書房
やわらかせなか 山本 たか子∥著 ポプラ社
あなたの人生を変える雨の日の過ごし方 美野田 啓二∥著 文響社
製造業は不滅です 牧野　昇∥著 経済界
水運史から世界の水へ 徳仁親王∥著 NHK出版
水がなくなる日 橋本 淳司∥著 産業編集センター

死ぬまでに見たい世界の超高層ビル
ジュディス  デュプレ
∥著

エクスナレッジ
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青の奇跡 小山　稔∥著 白日社
大王のひつぎ海をゆく 読売新聞西部本社∥編 海鳥社
ＫＡＫＩの家具作り 柿谷  正∥著 文遊社

マイバッグ
ドミニック  ローホー
∥著

講談社

クーラーいらずの涼しい生活９９の技
石渡　希和子∥イラス
ト　文

コモンズ

おさよさんの無理なくつづく家事ぐせ おさよさん∥著 主婦の友社
すごい家事 松橋  周太呂∥著 ワニブックス
クリーニング屋さんが教えるおうちで簡単〓魔法
の洗濯ワザ

正田　祐介∥著 学研

台所のニホヘト 伊藤　まさこ∥著 新潮社
ポン酢バンザイ！ 地球丸
おべんと丼 丼べん製作委員会∥著 学研プラス
全国もなかぼん オガワ カオリ∥著 書肆侃侃房
バナナのお菓子 坂田　阿希子∥著 家の光協会
和菓子modern Style 諸星 みどり∥著 世界文化社
ジェラート、アイスクリーム、シャーベット 柳瀬　久美子∥著 主婦の友社

猫の世界史
キャサリン  M.ロ
ジャーズ∥著

エクスナレッジ

'80sガーリーデザインコレクション ゆかしなもん∥著 グラフィック社
一瞬で心をつかむ売れる色の使い方 加藤／京子∥著 日本実業出版社
デザイン思考のつくりかた 日経ＢＰ社
旅とデザイン ビー・エヌ・エヌ新
青空の憂鬱 吉屋／敬∥著 評論社

かぜがおうちをみつけるまで ボブ　サム∥話
スイッチ・パブリッ
シング

水の森 高田  裕子∥著 アノニマ・スタジオ

デザインのあれこれ
日本グラフィックデザ
イナー協会∥編

日本グラフィックデ
ザイナー協会

ＣＯＲＯＮＡ 石川　直樹∥著 青土社

プラバンアクセサリー
福家  聡子∥デザイン
制作

文化学園文化出版局

Veritecoの草木染め Veriteco∥著 グラフィック社

手のひらの水族館
Ｋｅｉ　Ｃｒａｆｔ
ごとうけい∥著

ピエ・ブックス

青の歴史
ミシェル・パストゥ
ロー∥著

筑摩書房

知ってるようで知らない漢字の読みかた ことば探偵団∥著 幻冬舎コミックス
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赤崎水曜日郵便局 楠本  智郎∥編著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
美しい人の美しい手紙 丹生谷　真美∥著 主婦と生活社
踊る星座 青山 七恵∥著 中央公論新社
水上博物館アケローンの夜 蒼月 海里∥著 幻冬舎
アンマーとぼくら 有川  浩∥著 講談社
ブルーローズは眠らない 市川 憂人∥著 東京創元社
Ａｌｌ  ｓｍａｌｌ  ｔｈｉｎｇｓ 角田  光代∥著 講談社
蒼火 北／重人∥著 文芸春秋
星の流れる川 佐熊　和三∥著
この青い空で君をつつもう 瀬名  秀明∥著 双葉社
巡礼の家 天童 荒太∥著 文藝春秋
東京ホタル 中村　航∥著 ポプラ社
幾千の夜、昨日の月 角田　光代∥著 角川書店
泣きたくなるような青空 吉田 修一∥著 木楽舎
ダブル SIDE B パク ミンギュ∥著 筑摩書房

ティファニーで朝食を
トルーマン　カポー
ティ∥著

新潮社

チュウガクセイのキモチ あさの　あつこ∥著 小学館
ウミガメと少年 野坂　昭如∥作 スタジオジブリ
南西の風やや強く 吉野 万理子∥著 あすなろ書房
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