
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0117097030 アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・G.イトゥルベ／著 東京：集英社 外国文学  

0117029900 あなたが世界のためにできるたったひとつのこと ピーター・シンガー／著 東京：NHK出版 哲学心理 

0115540189 あなたに逢えてよかった 新堂　冬樹／著 東京：角川書店 書庫

0116467754 あの日、パナマホテルで ジェイミー・フォード／著 東京：集英社 文庫本    

0117528927 アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉 小倉　広／解説 東京：ダイヤモンド社 哲学心理 

0113195556 アンパンマンの遺書 やなせ　たかし／著 東京：岩波書店 書庫

0117578294 いま生きているという冒険 石川　直樹／著 東京：新曜社 青少年図書

0116320904 WindowScape　[1] 東京工業大学塚本由晴研究室／編 東京：フィルムアート社 工学      

0116497199 置かれた場所で咲きなさい 渡辺　和子／著 東京：幻冬舎 宗教      

0116520453 置かれた場所で咲きなさい 渡辺　和子／著 東京：幻冬舎 宗教      

0116414392 小川洋子の「言葉の標本」 小川　洋子／著 東京：文藝春秋 文学      

0111944203 幼い子のいる暮らし 毛利　子来／著 東京：筑摩書房 書庫

0116308925 おべんとうの時間　[1] 阿部　了／写真 東京：木楽舎 書庫

0116557091 思いを伝えるということ 大宮　エリー／著 東京：文藝春秋 文学      

0112496997 面白南極料理人 西村　淳／著 横浜：春風社 地誌紀行 

0117413427 音楽は愛 湯川　れい子／著 東京：中央公論新社 芸術      

0112257977 女に 谷川　俊太郎／著 東京：マガジンハウス 書庫

0117114736 神様が持たせてくれた弁当箱 岡本　彰夫／著 東京：幻冬舎 宗教      

0117075788 ギケイキ　[1] 町田　康／著 東京：河出書房新社 文学      

0117390716 ギケイキ　2 町田　康／著 東京：河出書房新社 文学      

0116303439 きことわ 朝吹　真理子／著 東京：新潮社 文学      

0117508861 奇跡のリンゴ 石川　拓治／著 東京：幻冬舎 農業園芸 

特集名：長野6月一般テーマ「ブックカバーチャレンジ」
特集期間：2020／6／1～2020／6／24



0117306027 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎／著 東京：岩波書店 哲学心理 

0112829452 着物の悦び 林　真理子／著 東京：光文社 書庫

0117423335 京都、パリ 鹿島　茂／著 東京：プレジデント社 地誌紀行 

0112930334 銀座界隈ドキドキの日々 和田　誠／著 東京：文芸春秋 書庫

0116089426 空海言葉の輝き 竹内　信夫／文 東京：ピエ・ブックス 文庫本    

0115722282 国のない男 カート・ヴォネガット／著 東京：日本放送出版協会 外国文学  

0117413286 クレイジー・リッチ・アジアンズ　上 ケビン・クワン／著 東京：竹書房 外国文学  

0117413294 クレイジー・リッチ・アジアンズ　下 ケビン・クワン／著 東京：竹書房 外国文学  

0117529800 「原因」と「結果」の法則 ジェームズ・アレン／著 東京：サンマーク出版 哲学心理 

0116084013 こっこさんの台所 Cocco／著 東京：幻冬舎 書庫

0117459982 子どもには聞かせられない動物のひみつ ルーシー・クック／著 東京：青土社 自然科学  

0112778634 私説東京繁昌記 小林　信彦／著 東京：筑摩書房 書庫

0117375980 自分を愛すると夢は叶う 吉本　ばなな／著 東京：マキノ出版 哲学心理 

0116034323 上機嫌な言葉366日 田辺　聖子／著 東京：海竜社 文学      

0112704390 知られざるジョージア・オキーフ アニタ・ポリッツァー／著 東京：晶文社 書庫

0116289919 人生を変える波動の法則 ペニー・ピアース／著 東京：PHP研究所 書庫

0115841629 人生生涯小僧のこころ 塩沼　亮潤／著 東京：致知出版社 宗教      

0115265449 人生の特別な一瞬 長田　弘／著 東京：晶文社 文学      

0117144543 世界のエリートがやっている最高の休息法 久賀谷　亮／著 東京：ダイヤモンド社 医学      

0113417364 センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン／[著] 東京：新潮社 書庫

0115358640 掃除道 鍵山　秀三郎／著 東京：PHP研究所 書庫

0116399171 タオの法則 千賀　一生／著 東京：ヒカルランド 哲学心理 

0116540063 高倉健インタヴューズ 高倉　健／[述] 東京：プレジデント社 芸術      

0117038380 田辺誠一さんがお答え!ゆるめの人生相談。 田辺　誠一／著 東京：主婦の友社 哲学心理 

0113279574 旅をする木 星野　道夫／著 東京：文芸春秋 書庫

0112273172 地球の上に生きる アリシア・ベイ＝ローレル／著 東京：草思社 書庫

0110123494 チョッちゃんが行くわよ 黒柳　朝／著 東京：主婦と生活社 書庫



0111407359 ちりめん三尺ぱらりと散って 生江　有二／著 東京：文芸春秋 書庫

0114697022 妻に捧げた1778話 眉村　卓／著 東京：新潮社 文学      

0116575739 泥酔懺悔 朝倉　かすみ／著 東京：筑摩書房 文学      

0114890130 手仕事の日本 柳　宗悦／著 東京：岩波書店 書庫

0117161018 扉のかたちをした闇 江國　香織／著 東京：小学館 文学      

0112610266 永くもがなの酒びたり 中村　伸郎／著 東京：早川書房 書庫

0116246562 なくしたものたちの国 角田　光代／著 東京：ホーム社 書庫

0116123217 NASAより宇宙に近い町工場 植松　努／[著] 東京：ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 工学      

0116616590 七帝柔道記 増田　俊也／著 東京：角川書店 文学      

0117189027 日本の言葉の由来を愛おしむ 高橋　こうじ／著 東京：東邦出版 言語      

0116308982 八月の犬は二度吠える 鴻上　尚史／著 東京：講談社 文学      

0114616063 はてしない物語　上 ミヒャエル・エンデ／作 東京：岩波書店 青少年図書

0114616071 はてしない物語　下 ミヒャエル・エンデ／作 東京：岩波書店 青少年図書

0116870577 鳩の撃退法　上 佐藤　正午／著 東京：小学館 文学      

0116870585 鳩の撃退法　下 佐藤　正午／著 東京：小学館 文学      

0117262071 パパは脳研究者 池谷　裕二／著 東京：クレヨンハウス 生活科学  

0117524389 巴里の空の下オムレツのにおいは流れる 石井　好子／著 東京：暮しの手帖社 生活科学  

0116848805 ヒア・アンド・ナウ ポール・オースター／[著] 東京：岩波書店 外国文学  

0114888845 ピアフ愛の手紙 エディット・ピアフ／著 東京：平凡社 書庫

0111694253 ピカソとジャクリーヌ デイヴィッド・ダグラス・ダンカン／著 東京：造型社ジャパン 書庫

0116853524 ビジネスモデル全史 三谷　宏治／[著] 東京：ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 社会科学  

0116913351 暇と退屈の倫理学 國分　功一郎／著 東京：太田出版 哲学心理 

0117277772 吹上奇譚　第1話 吉本　ばなな／著 東京：幻冬舎 文学      

0117454074 吹上奇譚　第2話 吉本　ばなな／著 東京：幻冬舎 文学      

0115519597 複眼の映像 橋本　忍／著 東京：文藝春秋 書庫

0114717952 ボクの音楽武者修行 小沢　征爾／著 東京：新潮社 文庫本    

0116883133 マジカル・モーメント パウロ・コエーリョ／著 東京：ダイヤモンド社 外国文学  



0114855919 水は答えを知っている　2 江本　勝／著 東京：サンマーク出版 書庫

0114659444 ミュータント・メッセージ マルロ・モーガン／[著] 東京：角川書店 文庫本    

0114772486 妄想の森 岸田　今日子／著 東京：文芸春秋 書庫

0117265090 夜空に泳ぐチョコレートグラミー 町田　そのこ／著 東京：新潮社 文学      

0116720392 流星ひとつ 沢木　耕太郎／著 東京：新潮社 芸術      

0115786980 和の美をめぐる50の言葉 木村　孝／著 東京：アシェット婦人画報社 書庫

0116639626 わたくしたちの成就 茨木　のり子／詩 東京：童話屋 文学      

0114740269 私とは何か 平野　啓一郎／著 東京：講談社 文学      

0111673083 わたしの献立日記 沢村　貞子／著 東京：新潮社 書庫

0117155564 笑って、泣いて、考えて。 永　六輔／[述] 東京：小学館 文学      


