
分類 書名 著者 出版社 出版年月 備考

総記 メモの魔力 前田裕二 幻冬舎 2018.12

総記 ネット・スマホ攻略術 山崎聡一郎ほか 講談社 2021.4

総記 モヤモヤしている女の子のための読書案内 堀越英美 河出書房新社 2020.11

郷土 石見の１００年 いき出版 2021.8 禁帯出

哲学 マイメロディの『論語』 朝日文庫編集部 朝日新聞出版 2014.12

哲学 不思議なほど当たりすぎる心理テスト 中嶋真澄 三笠書房 2019.1

哲学 わたしは繊細さん 武田友紀ほか 飛鳥新社 2020.11

哲学 １３歳から分かる！７つの習慣 スティーヴン・R・コヴィーほか 日本図書センター 2020.6

哲学 １３歳から分かる！プロフェッショナルの条件 藤屋伸二ほか 日本図書センター 2021.4

哲学 マンガで教養　やさしい仏像 吉田さらさほか 朝日新聞出版 2016.12

社会科学 世界のニュースを日本人は何も知らない①～② 谷本真由美 ワニブックス 2019.10／2020.12

社会科学 プライバシーという権利 宮下紘 岩波書店 2021.2

社会科学 最後の秘境東京藝大　天才たちのカオスな日常 二宮敦人 新潮社 2019.4

社会科学 図説眠れないほど怖くなる！日本の妖怪図鑑 志村有弘 青春出版社 2020.8

社会科学 ゲームの世界観がよくわかる武器と戦術事典 有坂純 徳間書店 2020.7

自然科学 理科年表２０２１ 国立天文台 丸善出版 2020.11

自然科学 科学で大切なことは本と映画で学んだ 渡辺政隆 みすず書房 2021.2

自然科学 日常にひそむうつくしい数学 冨島佑允 朝日新聞出版 2019.7

自然科学 物理が楽しくなる！キャラ図鑑 川村康文 新星出版社 2020.10

自然科学 世界史は化学でできている 左巻健男 ダイヤモンド社 2021.2

自然科学 宇宙には、だれかいますか？ 佐藤勝彦ほか 河出書房新社 2017.2

自然科学 生命科学者たちのむこうみずな日常と華麗なる研究 仲野徹 河出書房新社 2019.8

自然科学 ダーウィンの「種の起源」はじめての進化論 サビーナ・ラデヴァほか 岩波書店 2019.4

自然科学 新型コロナとワクチン知らないと不都合な真実 峰宗太郎ほか 日経ＢＰ新聞出版 2020.12

自然科学 社会不安障害を学び緊張しない自分になる ゆうきゆう 日本能率マネジメントセンター 2021.6

自然科学 アスリートシェフの美筋レシピ 荻野伸也ほか 柴田書店 2018.4

自然科学 食べて、やせる！おうちdeダイエット 菊池真由子 三笠書房 2021.1

自然科学 自律神経にいいこと超大全 小林弘幸 宝島社 2021.6

自然科学 図解眠れなくなるほど面白い脂質の話 守口徹 日本文芸社 2020.9

工業 トコトンやさしい建設機械の本 宮入賢一郎 日刊工業新聞社 2021.7

工業 街路樹は問いかける 藤井英二郎ほか 岩波書店 2021.8

工業 日本の建築家解剖図鑑 二村悟 エクスナレッジ 2020.1
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分類 書名 著者 出版社 出版年月 備考

工業 はじめてのセルフリノベ 長野恵理 エクスナレッジ 2020.8

家政 眠れぬ夜はケーキを焼いて 午後 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021.1

産業 フォト・レポート里山危機 永幡嘉之 岩波書店 2021.8

マンガ 信長のシェフ⑯～㉖ 梶川卓郎 芳文社 2016-2020

マンガ はたらく細胞ＢＬＡＣＫ①～⑧ 清水茜ほか 講談社 2018-2021 寄贈していただきました。

マンガ ペリリュー　楽園のゲルニカ⑥～⑨ 武田一義ほか 白泉社 2019-2020

マンガ マンガ日本の古典　全３２巻 中央公論新社 1999-2001

芸術 ボールペン字の上品な書き方 浅倉龍雲 日貿出版社 2020.12

芸術 エモくて映える写真を撮る方法 Lovegraph ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.2

芸術 ９０分でわかるアニメ・声優業界 落合真司 青弓社 2017.8

スポーツ 図解眠れなくなるほど面白い物理でわかるスポーツの話 望月修 日本文芸社 2018.1

言語 国語をめぐる冒険 渡部泰明ほか 岩波書店 2021.8

言語 旺文社全訳古語辞典 宮腰賢ほか 旺文社 2018.10

言語 漢字源　上級漢和辞典 藤堂明保ほか 学研プラス 2018.12

言語 岩波国語辞典 西尾実ほか 岩波書店 2019.11

言語 新明解国語辞典 山田忠雄ほか 三省堂 2020.11

言語 最強の武器になる「敬語」便利帳 知的生活研究所 青春出版社 2019.1

言語 マンガでやさしくわかる論文・レポートの書き方 吉岡友治ほか 日本能率マネジメントセンター 2019.6

文学 川柳人が楽しむエモい漱石俳句 いわさき楊子 飯塚書店 2020.12

文学 灰の劇場 恩田陸 河出書房新社 2021.2

文学 その日、朱音は空を飛んだ 武田綾乃 幻冬舎 2021.4

文学 リボルバー 原田マハ 幻冬舎 2021.5

文学 肉体のジェンダーを笑うな 山崎ナオコーラ 集英社 2020.11

文学 私のカレーを食べてください 幸村しゅう 小学館 2021.1

文学 本と鍵の季節 米澤穂信 集英社 2021.6

文学 やさしい三国志 岡本伸也 朝日新聞出版 2019.7

　　pick up

私にはカレーしかありません
成美は小学校の先生が作ってくれたカレーライスの美味し

さに衝撃を受ける。

高校を卒業し、一人暮らしとなった成美は日々カレーライ

スの研究に励む。ある日、本格的なスパイスカレーをだす

「麝香猫」に出会い……。

成美のカレーライス人生どうなる？！

とにかくカレーが食べたくなる！


