
「企画展示 新しい趣味始めよう☆なんでも入門展」展示図書一覧 2021.03-09

書名 請求記号 資料ID  著者名 出版社

1 富野に訊け!!, 悟りの青篇 159/S18 3000393054 富野由悠季 徳間書店

2 富野に訊け!!, 怒りの赤篇 159/S19 3000393053 富野由悠季 徳間書店

3 1979年の奇跡 : ガンダム、YMO、村上春樹 081/S19/文12143000396415 南信⾧ 文藝春秋

4 「ガンダム」の家族論 778/S11 3000329780 富野由悠季 ワニ・プラス

5 ロボットアニメビジネス進化論 081/S17/光9003000379630 五十嵐浩司 光文社

6 メカニックデザイナーの仕事論 : ヤッターマン、ガンダムを描いた職人081/S15/光7713000366274 大河原邦男 光文社

7 日本プラモデル六〇年史 081/S18/文 3000393723 小林昇 文藝春秋

8 アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」 081/S19/集 3000396389 中川裕 集英社

9 荒木飛呂彦の超偏愛!映画の掟 081/S13/集6893000345200 荒木飛呂彦 集英社

10 マンガ・アニメで論文・レポートを書く : 「好き」を学問にする方法726/93 3000376959 山田奨治 ミネルヴァ書房

11 巨大ロボットの社会学 : 戦後日本が生んだ想像力のゆくえ778/317 3000401384 池田太臣, 木村至聖, 小島伸之法律文化社

12 Twitterツイッター基本&便利技 547/S18 3000391052 リンクアップ 技術評論社

13 今すぐ使えるかんたんYouTube入門 007.3/S20 3000409070 AYURA 技術評論社

14 ゲームシナリオ入門 : 基礎知識から設定・キャラクター・プロット・テキストの技法まで798/33 3000413728 北岡雄一朗 技術評論社

15 組み立て×分解!ゲームデザイン : ゲームが変わる「ルール」のパワー798/S16 3000368248 渡辺訓章,やまい技術評論社

16 CG背景スケッチング : プロに学ぶ完成までのアプローチ726/102 3000393249 グラフィック社, 石田亜矢子グラフィック社

17 君の名は。= your name. : ピアノソロ /music by RADWIMPS763/26 3000384958 RADWIMPS [作曲] ; 安蒜佐知子, 内田美雪, 大宝博, 川田千春, 小島紀代美, 渋谷絵梨香, 鈴木奈美ピアノヤマハミュージックメディア

18 菅野よう子作品集 : ワンランク上のピアノ・ソロ763/22 3000364789 デプロMP デプロMP

19 ディズニープリンセス・イン・デュオBest : 「白雪姫」から「アナと雪の女王」まで : ピアノ連弾763/20 3000362073 秋敦子[ほか]ピアノアレンジヤマハミュージックパブリッシング

20 18歳からはじめる知的財産法 507/369 3000412243 大石玄, 佐藤豊 法律文化社

21 いちばんやさしいMicrosoft Teams超入門 336.5/S21 3000410349 清水香里 日経BP

22 おべんとうと日本人 383.8/167 3000377276 加藤文俊 草思社

23 日本のお弁当文化 : 知恵と美意識の小宇宙 383.8/212 3000404592 権代美重子 法政大学出版局



24 働きざかり、遊びざかりに元気弁当 596/S10 3000325966 小林ケンタロウ文化学園文化出版局

25 10分で、女子弁当。 : 安くてかんたん、可愛い! : 忙しくても、朝ねぼうでも大丈夫!節約できる超かんたんレシピ145596/S09 3000315826 柳原るり 主婦の友社

26 弁当男子 596/S09 3000315792 きじまりゅうた自由国民社

27 朝つくらないおべんとう : 作りおきおかずで朝詰めるだけ!596/S13 3000343936 橋本加名子 枻出版社

28 一生作り続けたいおかず : 50年の名門料理教室のベストレシピ150596/82 3000358797 田中伶子 主婦と生活社

29 常備菜 : 作って冷蔵庫にストックしておけば、ごはんに、お弁当に、すぐおいしいおかず109596/83 3000358799 飛田和緒 主婦と生活社

30 山道具選び方、使い方 786/51 3000384754 高橋庄太郎 枻出版社

31 A Beginners Guide to Camping : キャンプ雑学大全 : 実用版, 2020786/S19 3000402291 牛田浩一 三才ブックス

32 日本百低山 291/417 3000379956 日本山岳ガイド協会幻冬舎

33 歩き続ける力 786.4/S19 3000397401 三浦雄一郎 双葉社

34 山小屋で、会いましょう! : 楽しみ広がる「お泊まり登山」786/S11 3000330472 鈴木みき 講談社

35 山で正しく道に迷う絵本 : "まさか!"の原因は山ではなく、"心"が作りだす786/S15 3000360362 昆正和 日刊工業新聞社

36 スープジャーレシピ : 調理もできちゃうランチボックス!596/73 3000348744 ももせいづみ 辰巳出版

37 ひとり暮らしさんの上手な自炊生活 596/S09 3000311113 成美堂出版編集部成美堂出版

38 いちばんやさしい料理のきほん 596/S10 3000325961 石澤清美料理 成美堂出版

39 シェイクスピア物語, 上 933.6/S08 3000305775 チャールズ・ラム, メアリー・ラム作 ; 安藤貞雄訳岩波書店

40 シェイクスピア物語, 下 933.6/S09 3000306882 チャールズ・ラム, メアリー・ラム作 ; 安藤貞雄訳岩波書店

41 あらすじで読むシェイクスピア全作品 081/S13/祥3493000349961 河合祥一郎 祥伝社

42 受験生のための一夜漬け漢文教室 081/S08/ちﾌﾟ0933000307541 山田史生 筑摩書房

43 気ままに漢詩キブン 081/S14/ちﾌﾟ2103000351174 足立幸代 筑摩書房

44 漢文は本当につまらないのか : 慶應志木高校ライブ授業081/S14/祥3643000352815 橋本陽介 祥伝社

45 短歌のレシピ 081/S13/新5113000344572 俵万智 新潮社

46 日曜俳句入門 081/S19/I1803 3000401134 吉竹純 岩波書店

47 短歌の作り方、教えてください 911.1/53 3000320516 俵万智, 一青窈 角川学芸出版

48 批評の教室 : チョウのように読み、ハチのように書く081/S21/ち16003000413201 北村紗衣 筑摩書房

49 哲学の解剖図鑑 130/86 3000401438 小須田健 エクスナレッジ



50 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 : 公立高校教師YouTuberが書いた209/362 3000397559 山﨑圭一 SBクリエイティブ

51 超図解一番わかりやすいキリスト教入門 190/503 3000372171 インフォビジュアル研究所東洋経済新報社

52 基本がわかる!キャンプレッスンブック 786/38 3000369069 JTBパブリッシングJTBパブリッシング

53 経済学見るだけノート : 大学4年間の 331/S18 3000390186 木暮太一監修 宝島社

54 〈実践〉自分の小さな「箱」から脱出する方法 : 人間関係のパターンを変えれば、うまくいく!361.4/S08 3000305700 アービンジャー・インスティチュート・ジャパン監修大和書房

55 自分の小さな「箱」から脱出する方法 : 人間関係のパターンを変えれば、うまくいく!361.4/339 3000313164 アービンジャー・インスティチュート著 ; 金森重樹監修 ; 冨永星訳大和書房

56 完全女子版!自転車メンテナンスブック 536/15 3000335822 山田麻千子, 中里景一監修デコ

57 自転車乗り快走ノウハウ : 基本から応用まで 786/S06 3000293093 佐藤真理子 JTBパブリッシング

58 12歳の少女が見つけたお金のしくみ : 小学6年生がやさしく解き明かした経済学の基本331/S20 3000405749 久谷理紗原案 ; 泉美智子著 ; 水元さきの漫画 ; モドロカイラスト ; 佐和隆光監修宝島社

59 大学4年間のマーケティング見るだけノート 675/S18 3000394987 平野敦士カール監修宝島社

60 お父さんが教える13歳からの金融入門 338/561 3000371301 デヴィッド・ビアンキ著 ; 関美和訳日本経済新聞出版社

61 今日から使える心理学 : スッキリわかる! 140/331 3000350093 渋谷昌三 ナツメ社

62 やさしい色えんぴつ : 24色で小さなスケッチブックに描く725/3 3000305529 秋草愛+こんぺいとうたち著主婦の友社

63 地図リテラシー入門 : 地図の正しい読み方・描き方がわかる448/53 3000413016 羽田康祐 ベレ出版

64 英語にあきたら多言語を! : ポリグロットの真実807/S12 3000334581 トニー・ラズロ著 : 小栗左多里画アルク

65 28言語で読む「星の王子さま」 : 世界の言語を学ぶための言語学入門801/731 3000411442 風間伸次郎, 山田怜央編著東京外国語大学出版会

66 線一本からはじめる伝わる絵の描き方 : ロジカルデッサンの技法725/5 3000384956 OCHABI Instituteインプレス

67 はじめてのボランティア手話 : DVDつき 378.2/31 3000393632 谷千春監修 主婦の友社

68 マンガでわかる社会学 361/S12 3000342145 栗田宣義著 ; 嶋津蓮作画 ; トレンド・プロ制作オーム社

69 はじめてのクロスバイク 536/11 3000335670 スタジオタッククリエイティブスタジオタッククリエイティブ

70 今日も朝からたまご焼き : お弁当生活はじめました。726/S13 3000344807 森下えみこ メディアファクトリー

71 お弁当を作ったら 913.6/2117 3000380014 竹下和男 共同通信社


