
H29年度 後援会寄贈図書　購入リスト H29.11.27～貸出中

No 書　　　　名 著者名 出版社

1 TOEICRL＆Rテスト　はじめてでも600点が取れる！ 山根和明、ピエール・バビノ 著 成美堂出版

2 TOEIC L&R　読解特急 神崎正哉、TEX加藤、Daniel Warriner 著 朝日新聞出版

3 TOEIC L&R TEST　出る単特急金のフレーズ TEX加藤 著 朝日新聞出版

4 TOEIC(R) L&Rテスト これだけは解く! プラチナ問題集 ジャパンタイムズ&ロゴポート(著)、濱崎 潤之輔(監修) ジャパンタイムズ

5 「伝わるデザイン」 PowerPoint 資料作成術 渡辺克之 ソーテック社

6 一生使える　見やすい資料のデザイン入門 森重湧太 著 インプレス 

7 頭がよくなる「図解思考」の技術 [カラー改訂版] 永田豊志 著 KADOKAWA

8 アクティブトランジション : 働くためのウォーミングアップ 舘野泰一, 中原淳編著 ; 木村充 [ほか] 著 三省堂

9 大学1・2年から始めるキャリアデザイン 釼地邦秀 著 日本経済新聞出版社 

10 動的平衡 福岡伸一 木楽舎 

11 動的平衡２ 福岡伸一 木楽舎 

12 世界でいちばん素敵な宇宙の教室 多摩六都科学館 三才ブックス

13 世界でいちばん素敵な夜空の教室 多摩六都科学館 三才ブックス

14 世界でいちばん素敵な鳥の教室 森山晋平 三才ブックス

15 世界でいちばん素敵な昆虫の教室 須田研司(むさしの自然史研究会) 三才ブックス

16 影裏 沼田真佑 著 文藝春秋 

17 月の満ち欠け 佐藤　正午 著 岩波書店 

18 星の子 今村　夏子 著 朝日新聞出版

19 ゴースト 朝日新聞出版 中島京子

20 ぼくは愛を証明しようと思う。 藤沢数希 著 幻冬舎

21 もし文豪たちが カップ焼きそばの作り方を書いたら 神田桂一、菊池良 著 宝島社 

22 〆切本 夏目漱石　他 左右社

23 マジ文章書けないんだけど : 朝日新聞ベテラン校閲記者が教える一生モノの文章術 前田安正 著 大和書房

24 14歳からのお金の話 池上彰 著 マガジンハウス

25 15歳からの労働組合入門 東海林智 毎日新聞社

26 18歳からの選択 : 社会に出る前に考えておきたい20のこと 上木原弘修, 横尾俊成, 後藤寛勝著 フィルムアート社

27 コーダの世界 : 手話の文化と声の文化 澁谷智子 著 医学書院 

28 つながりをリノベーションする時代 : [買わない][恋愛しない][働けない]若者たちの社会学 田所承己, 菅野博史編 弘文堂

29 パリの国連で夢を食う。 川内有緒著 幻冬舎

30 煙が目にしみる : 火葬場が教えてくれたこと ケイトリン・ドーティ著 ; 池田真紀子訳 国書刊行会

31 ラボ・ガール : 植物と研究を愛した女性科学者の物語 化学同人 ホープ・ヤーレン・著

32 モネ、ゴッホ、ピカソも治療した絵のお医者さん : 修復家・岩井希久子の仕事 岩井希久子著 美術出版社

33 世にも奇妙なマラソン大会 高野秀行 著 集英社

34 犬と、走る 本多有香著 集英社インターナショナル

35 建築という対話 : 僕はこうして家をつくる 筑摩書房 光嶋裕介

36 男が働かない、いいじゃないか! 田中俊之[著] 講談社



No 書　　　　名 著者名 出版社

37 バッド・フェミニスト ロクサーヌ・ゲイ[著] ; 野中モモ訳 亜紀書房

38 身の下相談にお答えします 上野千鶴子 朝日新聞出版

39 その「つぶやき」は犯罪です : 知らないとマズいネットの法律知識 鳥飼重和 監、神田芳明 他著 新潮社 

40 心がすっと軽くなるボケた家族の愛しかた 丸尾 多重子 高橋書店 

41 平気で他人を傷つける人 片田珠美著　 KADOKAWA

42 もしも「死にたい」と言われたら　 自殺リスクの評価と対応 松本俊彦 著 中外医学社

43 あなたのツレはADHDなんです メリッサ・オーロフ著 ; 松本剛史訳 柏書房

44 中高生からのライフ＆セックス サバイバルガイド（こころの科学増刊） 日本評論社

45 LGBTだけじゃ、ない!「性別」のハナシ 新井祥著　 ぶんか社

46 LGBTQを知っていますか? : “みんなと違う"は“ヘン"じゃない 日高庸晴監著 ; 星野慎二ほか 少年写真新聞社

47 セクシュアル・マイノリティQ&A LGBT支援法律家ネットワーク出版プロジェクト 編 弘文堂

48 リオとタケル 中村安希著 集英社インターナショナル

49 癒しとイヤラシ : エロスの文化人類学 田中雅一著 筑摩書房

50 レンアイ、基本のキ : 好きになったらなんでもOK? 打越さく良 岩波書店

51 恋愛依存症 : 苦しい恋から抜け出せない人たち 伊東 明 実業之日本社

52 はじめての男の婚活マニュアル 男の婚活研究会著 秀和システム

53 リベンジポルノ : 性を拡散される若者たち 渡辺真由子著 弘文堂

54 愛が実を結ぶとき : 女と男と新たな命の進化生物学 ロバート・マーティン [著] ; 森内薫訳 岩波書店

55 Because I am a girl : わたしは女の子だから ティム・ブッチャー 他著 ; 角田光代訳　　 英治出版

56 なぜ今どきの男子は眉を整えるのか 久遠さら著　　 幻冬舎ルネッサンス

57 女の子は本当にピンクが好きなのか : Think PINK 堀越英美著 Pヴァイン

58 990円のジーンズがつくられるのはなぜ? : ファストファッションの工場で起こっていること 長田　華子 合同出版

59 わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。 : 未来をうばわれる2億人の女の子たち 久保田恭代, 寺田聡子, 奈良崎文乃著 合同出版

60 アンチヘイト・ダイアローグ 中沢けい著 人文書院

61 ラスト・ソング : 人生の最期に聴く音楽 佐藤由美子著 ポプラ社

62 幸せを届けるボランティア 不幸を招くボランティア 田中優 著 河出書房新社

63 学生を戦地へ送るには : 田辺元「悪魔の京大講義」を読む 新潮社 佐藤優

64 大人の文章術 吉田裕子 著 エイ出版社

65 ダンナ様はFBI 田中ミエ 著 幻冬舎

66 自死は,向き合える : 遺族を支える,社会で防ぐ 杉山春 著 岩波書店

67 災害ボランティア入門 ピースボート災害ボランティアセンター 編 合同出版

68 必ず書ける「3つが基本」の文章術 近藤勝重 著 幻冬舎

69 性犯罪者の頭の中 鈴木伸元 著 幻冬舎

70 オスとメスはどちらが得か? 稲垣栄洋 [著]　　 祥伝社

71 女子読みのススメ　（岩波ジュニア新書） 貴戸理恵 著 岩波書店


