
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0115510471 愛をはぐくむ世界の名言 名言発掘研究会／編 東京：はまの出版 書庫

0117596239 仰げば尊し、和菓子のON? 高崎　康史／著 東京：ベストブック 総記

0114613698 赤い糸電話 久門　保彦／著 東京：新風舎 文学

0116855834 赤毛のアンの名言集 L.M.モンゴメリー／原作 東京：講談社 外国文学

0117441667 あなたと、わたし サヘル・ローズ／詩 東京：日本写真企画 文学

0116323452 あなたにめぐりあえてほんとうによかった 相田　みつを／書・詩 東京：ダイヤモンド社 文学

0116492349 あなたの潜在能力を引き出す20の原則と54の名言 ジャック・キャンフィールド／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 哲学心理

0114249667 「あのひとこと」知ってるつもり?!ことばのアンソロジー 東京：日本テレビ放送網 書庫

0115199606 ありがとう。のこころ 竹本　聖／著 東京：ぶんか社 文学

0113419477 イーハトーヴからのいのちの言葉 宮沢　賢治／[著] 東京：角川書店 書庫

0114310410 一日一日が旅だから メイ・サートン／[著] 東京：みすず書房 外国文学

0116139882 一日一名言 関　厚夫／著 東京：新潮社 書庫

0116715343 いのちの言葉 日野原　重明／著 東京：春秋社 哲学心理

0113795520 ウチナーのうた 藤田　正／編 東京：音楽之友社 芸術

0116933854 英詞を味わう洋楽名曲クロニクル 泉山　真奈美／著 東京：三省堂 芸術

0117153098 繪本歌を訪ねて 安野　光雅／著 東京：講談社 芸術

0117302802 えんま様の格言 名取　芳彦／著 東京：永岡書店 宗教

0114937584 丘をバラ色に染めながら 銀色　夏生／著 東京：角川書店 書庫

0115522351 風うた 小田　和正／著 東京：主婦と生活社 文学

0114231855 金子みすゞ祈りのうた 上山　大峻／著 東京：JULA出版局 書庫

0116971763 金子みすゞ・金澤翔子 金子　みすゞ／詩 東京：JULA出版局 文学

0115319352 神さまが… シンシア・ライラント／作 東京：偕成社 外国文学

0116460452 希望をもらえる日本の言葉 長田　暁二／監修 東京：ヤマハミュージックメディア 文学

0116990201 キャッツ T.S.エリオット／著 東京：河出書房新社 外国文学

0111969200 きょうだいの目 「みんなのねがい」編集部／編 東京：全国障害者問題研究会出版部 書庫

0116145467 グータンヌーボ女のセキララ名言集LOVE 東京：扶桑社 書庫

特集名：長野９月一般テーマ「名言・詩・歌詞の本」
特集期間：２０２０／８／２８～２０２０／９／２３



0110481892 けさひらく言葉　その1 塚本　邦雄／著 東京：毎日新聞社 書庫

0110203783 けさひらく言葉　その2 塚本　邦雄／著 東京：毎日新聞社 書庫

0113855407 元気がでる英語 杉田　敏／著 東京：ビジネス社 書庫

0113235162 恋のうた 三井　葉子／著 大阪：創元社 書庫

0116709213 声に出して読みたい志士の言葉 齋藤　孝／著 東京：草思社 歴史

0116777582 心を癒す言葉の花束 アルフォンス・デーケン／著 東京：集英社 書庫

0115676769 心が奮い立つ禅の名言 高田　明和／著 東京：双葉社 宗教

0116181512 こころがフワッとする言葉 有川　真由美／著 東京：廣済堂あかつき 書庫

0117214635 心がらくになるほっとする言葉 浅見　帆帆子／編著 東京：三笠書房 哲学心理

0115463044 こころの歌 大迫　秀樹／著 東京：金の星社 文学

0115704710 こころの霧が晴れる言葉 中山　庸子／著 東京：マガジンハウス 書庫

0117228585 ことばセラピー 上月　英樹／著 東京：さくら舎 哲学心理

0116327651 子どもと読みたい子どもたちの詩 溝部　清彦／編著 東京：高文研 文学

0116441551 これからのリーダーに贈る17の言葉 佐々木　常夫／著 東京：WAVE出版 哲学心理

0116126574 ザ・プロフェット カリール・ジブラーン／著 東京：ポプラ社 外国文学

0116574898 The Words 弓狩　匡純／著 東京：朝日新聞出版 哲学心理

0116250770 菜根譚 大野　出／編著 東京：ナツメ社 哲学心理

0117188698 幸せを考える100の言葉 斎藤　茂太／著 東京：青春出版社 哲学心理

0115141012 CEOの言葉100 エリック・ヤヴァーバウム／著 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 書庫

0117358937 ジブラの日本語ラップメソッド Zeebra／著 東京：文響社 芸術

0116703851 じぶんのための子守歌 工藤　直子／著 東京：PHP研究所 文学

0117727859 島の絶景と心が透き通る日本の言葉 大原　英樹／著 東京：辰巳出版 哲学心理

0115529661 自由訳イマジン ジョン・レノン／[著] 東京：朝日新聞社 外国文学

0114110141 手話でうたおうディズニー・ソング・コレクション 南　留花／手話監修 東京：ヤマハ音楽振興会 芸術

0112138813 殉情詩集 佐藤　春夫／著 東京：日本近代文学館 文学

0117410274 人生を動かす賢者の名言 池田書店編集部／編 東京：池田書店 哲学心理

0114845266 ZOO 辻　仁成／著 東京：河出書房新社 文学

0115419467 すこやかにおだやかにしなやかに 谷川　俊太郎／著 東京：佼成出版社 文学

0114487366 すてきなすてきな世界のため マティ・ステパネク／著 東京：PHP研究所 外国文学

0115131633 世界中の息子たちへ 堤　江実／詩 東京：ポプラ社 文学

0115781551 絶望から立ち直る方法を教えてください ダライ・ラマ／著 東京：アスペクト 書庫

0117415828 そんなとき隣に詩がいます 谷川　俊太郎／著 東京：大和書房 文学



0116862384 大丈夫、いつもそばにいるよ。 浅見　帆帆子／著 東京：KADOKAWA 哲学心理

0116042284 たそがれ詩集 やなせ　たかし／著 鎌倉：かまくら春秋社 大活字本

0117276220 ただの黒人であることの重み ニール・ホール／著 東京：彩流社 外国文学

0115577066 谷川俊太郎歌の本 谷川　俊太郎／著 東京：講談社 文学

0117441071 たびうた アトリエタビト／編 東京：ダイヤモンド・ビッグ社 文学

0115259301 知恵を生みだす世界の名言 名言発掘研究会／編 東京：はまの出版 書庫

0115847204 中国名言集一日一言 井波　律子／著 東京：岩波書店 書庫

0116396086 童門冬二の先人たちの名語録 童門　冬二／著 名古屋：中日新聞社 書庫

0115480618 DREAM&HOPE 根本　浩／著 東京：金の星社 書庫

0116608274 中原淳一の世界 中原　淳一／[著] 東京：世界文化社 哲学心理

0116219890 ニーチェ、愛の言葉 適菜　収／著 東京：ベストセラーズ 書庫

0114487374 ハートソング マティ・ステパネク／著 東京：PHP研究所 外国文学

0116311911 働く君に贈る25の言葉 佐々木　常夫／著 東京：WAVE出版 哲学心理

0114440290 パパのせなか 湯浅　美和子／著 東京：東京書籍 書庫

0117373498 フランスの歌いつがれる子ども歌 石澤　小枝子／著 吹田：大阪大学出版会 民俗習慣

0111204046 星の詩集 宮沢　賢治／[著] 東京：星の手帖社 書庫

0117263897 堀江貴文 人生を変える言葉 堀江　貴文／著 東京：宝島社 哲学心理

0117319434 まいにちをよくする500の言葉 松浦　弥太郎／文 [東京]：PHPエディターズ・グループ 哲学心理

0115650517 迷った時の歌 根本　浩／著 東京：金の星社 文学

0114355795 Cyuming　bitter 松任谷　由実／著 東京：角川書店 文学

0116693839 名言がいっぱい 出久根　達郎／著 東京：清流出版 書庫

0115419665 もしも世界が明日終わるとしたら ランス・ワベルズ／編 東京：PHP研究所 外国文学

0116668336 やっぱり、ただの歌詩じゃねえか、こんなもん 桑田　佳祐／著 東京：新潮社 文学

0115218919 勇気がわいてくる世界の名言 名言発掘研究会／編 東京：はまの出版 書庫

0114887292 夢をかなえる100の言葉 ウォルト・ディズニー／[著] 東京：ぴあ 書庫

0110401619 与謝野晶子詩歌集 与謝野　晶子／著 東京：弥生書房 書庫

0116864828 吉田美和歌詩集　LIFE 吉田　美和／著 東京：新潮社 文学

0115480626 LOVE&PEACE 根本　浩／著 東京：金の星社 書庫

0117703017 ラジオ深夜便珠玉のことば特選集 東京：NHKサービスセンター 哲学心理

0117630947 ロック&ポップスの英語歌詞を読む 小島　智／著 東京：ベレ出版 言語

0111280285 私は地球 [永瀬　清子／著] 東京：沖積舎 書庫

0110241940 わたしと小鳥とすずと 金子　みすゞ／著 東京：JULA出版局 書庫


