
ブックハンティング選書リスト(2018年6月20日実施)

No. 書名 著者 出版社 出版年

1 サラダ記念日 俵　万智 河出書房新社 1989
2 図書館戦争 有川　浩 角川書店 2011
3 図書館内乱 有川　浩 角川書店 2011
4 図書館危機 有川　浩 角川書店 2011
5 図書館革命 有川　浩 角川書店 2011
6 僕とおじさんの朝ごはん 桂 望実 中央公論新社 2017
7 食堂のおばちゃん 山口　恵以子 角川春樹事務所 2016
8 伝説のエンドーくん まはら 三桃 小学館 2018
9 鴨川食堂 柏井　壽 小学館 2015
10 カレーライスの唄 阿川　弘之 筑摩書房 2016
11 優しい死神の飼い方 知念　実希人 光文社 2016
12 遺伝か、能力か、環境か、努力か、運なのか 橘木 俊詔 平凡社 2017
13 目に見えない世界を歩く 広瀬 浩二郎 平凡社 2017
14 スマホが学力を破壊する 川島 隆太 集英社 2018
15 ＰＴＡ不要論 黒川 祥子 新潮社 2018
16 暴走する能力主義 中村 高康 筑摩書房 2018
17 オカルト化する日本の教育 原田 実 筑摩書房 2018
18 偏差値好きな教育“後進国”ニッポン 池上 彰 ポプラ社 2017
19 レジリエンス入門 内田　和俊 筑摩書房 2016
20 フロイト精神分析入門 小此木　啓吾 有斐閣 1977
21 源氏物語の教え 大塚 ひかり 筑摩書房 2018
22 教わる力 すべての優秀な人に共通する唯一のスキル （ディスカヴァー牧田 幸裕 （著） ディスカヴァー・トゥエンテ 2018
23 はじめての経済思想史 中村 隆之 講談社 2018
24 なぜ、わが子を棄てるのか ＮＨＫ取材班 ＮＨＫ出版 2018
25 音律と音階の科学 新装版 小方 厚 講談社 2018
26 日本列島１００万年史 山崎　晴雄 講談社 2017
27 宇宙に命はあるのか 小野 雅裕 ＳＢクリエイティブ 2018
28 美しき小さな雑草の花図鑑 大作 晃一 山と溪谷社 2018
29 ロートレック クレール・フレーシュ 創元社 2007
30 面白いほどよくわかる！恋愛の心理学 渋谷　昌三 西東社 2012
31 人工知能は人間を超えるか 松尾　豊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015
32 「星の王子さま」が話してくれた世界一幸せになれる３３の言葉 福本　舞衣子 秀和システム 2015
33 配色デザインミニ帳 伊達 千代 エムディエヌコーポレーショ 2018
34 先生・保護者のためのスマホ読本 小学校保健室から発信！ 今津 孝次郎 （監修・著） 学事出版 2017
35 さあ、子どもたちの「未来」を話しませんか 汐見 稔幸 小学館 2017
36 教師が２０代で身につけたい２４のこと 堀　裕嗣 明治図書出版 2016
37 都はなぜ移るのか 仁藤　敦史 吉川弘文館 2011
38 時間の古代史 三宅　和朗 吉川弘文館 2010
39 出身地がわかる！気づかない方言 篠崎　晃一 毎日新聞社 2008



40 いきもの人生相談室 小林 百合子 山と溪谷社 2018
41 ライブラリ思春期のこころのＳＯＳ　１ 詫摩　武俊 サイエンス社 1995
42 対人関係の心理学 ダイアナ・ドゥワイアー 大学教育出版 2017
43 世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事 津川 友介 東洋経済新報社 2018
44 女子大生に超人気の美術の授業 有賀　三夏 京都造形芸術大学東北芸術工2015
45 芸術がわからなくても美術館がすごく楽しくなる本 藤田　令伊 秀和システム 2015
46 地方官人たちの古代史 中村　順昭 吉川弘文館 2014
47 ざんねんないきもの事典 下間　文恵 高橋書店 2016
48 ざんねんないきもの事典 続 下間 文恵 高橋書店 2017
49 ライブラリ思春期のこころのＳＯＳ　２ 永井　撤 サイエンス社 1996
50 ライブラリ思春期のこころのＳＯＳ　５ 青木　紀久代 サイエンス社 1996
51 私小説のたくらみ 自己を語る機構と物語の普遍性 柴田 勝二 （著） 勉誠出版 2017
52 君がいない夜のごはん 穂村　弘 ＮＨＫ出版 2011
53 笑育 松竹芸能事業開発室「笑育」 毎日新聞出版 2018
54 河合隼雄のカウンセリング講座 河合　隼雄 創元社 2000
55 クラシック音楽とは何か 岡田 暁生 小学館 2017
56 炎上とクチコミの経済学 山口 真一 朝日新聞出版 2018
57 河合隼雄のカウンセリング入門 河合　隼雄 創元社 1998
58 心理学的に正しいプレゼン スーザン・ワインチェンク イースト・プレス 2015
59 アドラー心理学 ナツメ社 2015
60 宇宙兄弟「完璧なリーダー」は、もういらない。 長尾 彰 学研プラス 2018
61 １分で話せ 伊藤 羊一 ＳＢクリエイティブ 2018
62 ほとけを造った人びと 根立　研介 吉川弘文館 2013
63 １４歳からの哲学入門 飲茶 二見書房 2015
64 日本探偵小説を読む 押野　武志 北海道大学出版会 2013
65 日本探偵小説を知る 押野 武志 北海道大学出版会 2018
66 ののはな通信 三浦 しをん ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018
67 きげんのいいリス トーン・テレヘン 新潮社 2018
68 スイート・ホーム 原田 マハ ポプラ社 2018
69 この星の忘れられない本屋の話 ヘンリー・ヒッチングズ ポプラ社 2017
70 〈志賀直哉〉の軌跡 永井　善久 森話社 2014
71 鹿と鳥の文化史　新装版 平林　章仁 白水社 2011
72 飛鳥の都市計画を解く 黒崎　直 同成社 2011
73 俵万智訳みだれ髪 俵 万智 河出書房新社 2018
74 そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 文藝春秋 2018
75 帰化人と古代国家 新装版 平野 邦雄 吉川弘文館 2018
76 史跡で読む日本の歴史　４ 佐藤　信 吉川弘文館 2010
77 柿本人麿 古橋　信孝 ミネルヴァ書房 2015
78 天下人の城 千田　嘉博 風媒社 2012
79 太陽と乙女 森見 登美彦 新潮社 2017
80 乱歩彷徨―なぜ読み継がれるのか 紀田　順一郎 春風社 2011
81 乱歩と清張 郷原 宏 双葉社 2017
82 かがみの孤城 辻村 深月 ポプラ社 2017



83 シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち 北村 紗衣 白水社 2018
84 乱歩随筆　新装版 江戸川　乱歩 青蛙房 2016
85 現代美術－ウォーホル以後 美術手帖編集部 美術出版社 1990
86 牛車で行こう！ 京樂 真帆子 吉川弘文館 2017
87 すぐわかる絵巻の見かた　改訂版 東京美術 2012
88 浮世絵に見る江戸の食卓 林　綾野 美術出版社 2014
89 保育者のための子どもの「怒り」へのかかわり方 野村 恵里 中央法規出版 2018
90 保育者のためのアンガーマネジメント入門 野村 恵里 中央法規出版 2017
91 ２０２０年度大学入試改革！新テストのすべてがわかる本 伯井 美徳 教育開発研究所 2017
92 ぶらぶらミュージアム 大田垣 晴子 交通新聞社 2018
93 統計嫌いのための心理統計の本 白井　祐浩 創元社 2017
94 法学・経済学・自然科学から考える環境問題 青木 淳一 慶応義塾大学出版会 2017
95 入門書を読む前の経済学入門　第４版 中矢　俊博 同文舘出版 2017
96 図解でよくわかる土壌微生物のきほん 誠文堂新光社 2015
97 １２歳までの最強トレーニング 谷 けいじ 実業之日本社 2018
98 非行と反抗がおさえられない子どもたち 富田 拓 合同出版 2017
99 恋愛心理学特論 高坂　康雅 福村出版 2016
100 めくるめく現代アート 筧　菜奈子 フィルムアート社 2016
101 大学４年間の経営学見るだけノート 宝島社 2018
102 学校臨床に役立つ精神分析 平井　正三 誠信書房 2016
103 摂食障害から回復するための８つの秘訣 キャロリン・コスティン 星和書店 2015
104 非言語行動の心理学 Ｖ．Ｐ．リッチモンド 北大路書房 2006
105 ハンドブック日本近代文学研究の方法 日本近代文学会 ひつじ書房 2016
106 公認心理師エッセンシャルズ 子安 増生 有斐閣 2018
107 世界でいちばん素敵な雲の教室 荒木 健太郎 三才ブックス 2018
108 これだけ！高校生物 小林　賢 秀和システム 2015
109 顔の形の美しさ 西田　正秋 青娥書房 2007
110 近世城郭の考古学入門 中井　均 高志書院 2017
111 日本古代女官の研究 伊集院　葉子 吉川弘文館 2016
112 織豊系城郭の形成 千田　嘉博 東京大学出版会 2000
113 大江健三郎・志賀直哉・ノンフィクション 一條　孝夫 和泉書院 2012
114 自傷・自殺のことがわかる本 講談社 2018
115 自閉症スペクトラムがよくわかる本 講談社 2015
116 ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 講談社 2018
117 おかずケーキ あまこ　ようこ オークラ出版 2016
118 図説世界を変えた１００の文書 スコット・クリスチャンソン 創元社 2018
119 ここまで描けるクレヨン画革命 喜多　としたか 日貿出版社 2010
120 構図エッセンス 内田　広由紀 視覚デザイン研究所 1983
121 小・中学校の先生のための「健康教育」実践ガイドブック 森　良一 東洋館出版社 2014
122 水泳指導のコツと授業アイデア 平川　譲 ナツメ社 2016
123 技術科教育概論 日本産業技術教育学会・技術 九州大学出版会 2018
124 図解近畿の城郭　２ 城郭談話会 戎光祥出版 2015
125 PORTRAITS TASCHEN



126 人体表現に生命を吹き込むアーティストのための形態学ノート アントワーヌ・バルジーニ 青幻舎インターナショナル 2017
127 ＯＶＥＲＳＩＺＥ グラフィック社 2013


