
■LibrariE　追加タイトルリスト（108冊） 2022年3月1日～　

タイトル 著者名 出版社

1 あなたの勉強法はどこがいけないのか？ 西林克彦 筑摩書房

2 いちからわかる!つみたてNISA & iDeCo （impress mook） 山中伸枝 インプレス

3 一瞬の風になれ 第1部 イチニツイテ 佐藤多佳子 講談社

4 一瞬の風になれ 第3部 ドン 佐藤多佳子 講談社

5 一瞬の風になれ 第2部 ヨウイ 佐藤多佳子 講談社

6 カモメに飛ぶことを教えた猫 （白水Uブックス） ルイス・セプルベダ 白水社

7 これってホントにエコなの？
ジョージーナ・ウィルソン＝パウ
エル

東京書籍

8 仕事が速い人の「手帳・メモ・ノート」超活用術 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 中島孝志 三笠書房

9 大学生のための教科書 中山芳一 東京書籍

10 本当の「心の強さ」ってなんだろう? 電子書籍版 齋藤孝 誠文堂新光社

11 今日から「暗示」で心がラクになる！ 内藤誼人 すばる舎

12 十字架 重松清 講談社

13 図解眠れなくなるほど面白い社会心理学 亀田達也 日本文芸社

14 天の台所 落合由佳 講談社

15 TOEIC(R)TEST英文法 問題集 成重寿 Ｊリサーチ出版

16 友だちってなんだろう? 電子書籍版 齋藤孝 誠文堂新光社

17 TOEIC TEST英文法・語彙ベーシックマスター 宮野智靖 Ｊリサーチ出版

18 人は「暗示」で９割動く！ 内藤誼人 すばる舎

19 夢をかなえるゾウ１ 水野敬也 文響社

20 夢をかなえるゾウ２ 水野敬也 文響社

21 １日１５分のスマホ配信で月収プラス１０万円　超簡単！ おしゃべり起業の教科書 三浦さやか KADOKAWA

22 ウユニ塩湖完全ガイド Only One Travel ライツ社

23 おうち太り・栄養不足・自炊疲れすべて解決!テレワークごはん 女子栄養大学栄養クリニック 女子栄養大学出版部

1 / 5 



タイトル 著者名 出版社

24 温室デイズ （角川e文庫） 瀬尾まいこ KADOKAWA

25 スイート・ホーム 原田マハ ポプラ社

26 世界は「ｅ」でできている　オイラーが見出した神出鬼没の超越数 金重明 講談社

27 東京周辺建築でめぐるひとり美術館 土肥裕司 G.B.

28 日本建築入門　近代と伝統 五十嵐太郎 筑摩書房

29 バズレシピ 真夜中の背徳めし リュウジ 扶桑社

30 モンテーニュの言葉：人生を豊かにする365の名言 久保田剛史 白水社

31 ありがとう （講談社の創作絵本） 谷川俊太郎 講談社

32 神・文章術　圧倒的な世界観で多くの人を魅了する フミコフミオ KADOKAWA

33 「嫌いっ!」の運用 電子書籍版 （小学館新書） 中野信子 小学館

34 「こだわりさん」が強みを活かして働けるようになる本 銀河 扶桑社

35 性の歴史 ナンセン&ピカール 文響社

36 直観力 メンタリストDaiGo リベラル社

37 脳から見るミュージアム （講談社現代新書） 中野信子 講談社

38 ブラックマーケティング 中野信子 KADOKAWA

39 無理なく限界を突破するための心理学 突破力 メンタリストDaiGo リベラル社

40 ワーケーションの教科書 長田 英知 KADOKAWA

41 宇宙を統べる方程式　高校数学からの宇宙論入門 吉田伸夫 講談社

42 お荷物集団の逆転劇 - ソニー半導体の奇跡 斎藤端 東洋経済新報社

43 書くことについて （角川新書） 野口悠紀雄 KADOKAWA

44 Python機械学習プログラミング 達人データサイエンティストによる理論と実践　第3版 Sebastian Raschka インプレス

45 ディープラーニング　学習する機械　ヤン・ルカン、人工知能を語る ヤン・ルカン 講談社

46 文系の人も使える！ - 数学的に話す技術・書く技術 曽布川拓也 東洋経済新報社

47 やさしく学ぶディープラーニングがわかる数学のきほん 電子版 立石賢吾 マイナビ出版

48 ロボットメカニクス―機構学・機械力学の基礎― 松元明弘 オーム社
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49 こんなにおもしろい日本の神話　1　天地の始まり編 アマテラスほか 渡邉卓 汐文社

50 こんなにおもしろい日本の神話　2　地上の神々編　オオクニヌシほか 渡邉卓 汐文社

51 こんなにおもしろい日本の神話　3　英雄の冒険編　ヤマトタケルほか 渡邉卓 汐文社

52 改革する思考 原晋 KADOKAWA

53 サピエンス全史 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社

54 Ｐｙｔｈｏｎで学ぶ実験計画法入門　ベイズ最適化によるデータ解析 金子弘昌 講談社

55 頭を「からっぽ」にするレッスン 10分間瞑想でマインドフルに生きる アンディ・プディコム 辰巳出版

56 犬婿入り 多和田葉子 講談社

57 APD<聴覚情報処理障害>がわかる本 （健康ライブラリー） 小渕千絵 講談社

58 お探し物は図書室まで 青山美智子 ポプラ社

59
ＩＣＴが過疎地を救う。ドローン、ＡＩ、配車アプリ、自動運転車、遠隔診療、変わりつつある田舎暮ら
し。10分で読めるシリーズ

高田泰 まんがびと

60
あがり症でも緊張なんて怖くない！ちゃんと準備すれば緊張は味方にできる！20分で読めるシリー
ズ

ハル まんがびと

61 あなたの視点が会社を救う 日々に埋もれる問題発見術。10分で読めるシリーズ 山下龍也 まんがびと

62
あなたの部屋がそんなに散らかっている理由を知ってますか？部屋が汚い人の６つの特徴。10分
で読めるシリーズ

ぴかぴかりん まんがびと

63 風邪は9割以上ウイルスが原因。抗菌薬は効きません。10分で読めるシリーズ 高野廣実 まんがびと

64 記憶　このストーリーにあなたは必ず騙される。20分小説シリーズ 池井ゆみ まんがびと

65 13歳からの日本史 菅野祐孝 静山社

66
世界的に有名な５つの論理パズルで学ぶ・常識を変える考え方。論理学初心者の足がかり。10分
で読めるシリーズ

大畠美紀 まんがびと

67 大学4年間の西洋美術史が10時間でざっと学べる 池上英洋 KADOKAWA

68 マンガでわかる統計学入門 滝川好夫 新星出版社

69 マンガでわかる投資信託入門 鈴木一之 新星出版社

70 まんがでわかるはじめてのドラッカー （にちぶんMOOK） 萩原修身 日本文芸社

71 マンガでわかるミクロ経済学 滝川好夫 新星出版社
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72 マンガでわかるやさしい統計学 電子書籍版 小林克彦 PHP研究所

73 マンガまるわかり著作権 齋藤理央 新星出版社

74 るるぶ歴史がわかる世界遺産イラスト大図鑑 JTBパブリッシング JTBパブリッシング

75 るるぶ長崎 ハウステンボス 佐世保 雲仙'23 JTBパブリッシング JTBパブリッシング

76 図解眠れなくなるほど面白いストレスの話 ゆうきゆう 日本文芸社

77 夢を叶えるための勉強法 鈴木光 KADOKAWA

78 いのちの食べかた （角川e文庫） 森達也 KADOKAWA

79 Web面接 2023年度版 電子版 才木弓加 マイナビ出版

80 さいはての彼女 （角川e文庫） 原田マハ KADOKAWA

81 シャーロック・ホームズの冒険 （角川e文庫） コナン・ドイル KADOKAWA

82 女子大生会計士、はじめました （角川e文庫） 山田真哉 KADOKAWA

83 ちょっと面白い話 （角川e文庫） マーク・トウェイン KADOKAWA

84 ちょっとしたコツでうまくいく！発達障害の人のための就活ハック 窪貴志 翔泳社

85 疲れすぎて眠れぬ夜のために （角川e文庫） 内田樹 KADOKAWA

86 20代からはじめるお金が貯まる暮らしかた mii KADOKAWA

87 働き方の哲学 電子書籍版 村山昇
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

88 僕たちはまだ、仕事のことを何も知らない。 電子版 各務展生 学研プラス

89 マンガでわかるExcel 羽毛田睦土 KADOKAWA

90 マンガでわかるLGBTQ+ パレットーク 講談社

91 マンガでわかる東大読書 電子版 西岡壱誠 東洋経済新報社

92 見えない復讐 （角川e文庫） 石持浅海 KADOKAWA

93 要点マスター!一般常識 2023年度版 電子版 （マイナビオフィシャル就活BOOK）
日本キャリアサポートセンター 問
題作成

マイナビ出版

94 吾輩は猫である （角川e文庫） 夏目漱石 KADOKAWA

95 あの人の仕事論 KADOKAWA
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96 1回で伝わる短い英語 mami KADOKAWA

97 クスリごはん食堂 ヘルシーライフファミリー リベラル社

98 行動経済学 （サクッとわかるビジネス教養） 阿部誠 新星出版社

99 幸福な食卓 瀬尾まいこ 講談社

100 ５日で学べて一生使える！　プレゼンの教科書 小川仁志 筑摩書房

101 ５日で学べて一生使える！　レポート・論文の教科書 小川仁志 筑摩書房

102 プロのコツでいつものごはんが100倍おいしくなるレシピ こうせい校長 KADOKAWA

103 15分でできるゆる定食レシピ ずぼらめしじぇーぴー KADOKAWA

104 1秒で相手を読む心理術 渋谷昌三 静山社

105 いきなり英語スピーキング 安武内ひろし ジャパンタイムズ出版

106 日本人の英会話あるある デジタル版 山田 暢彦 KADOKAWA

107 〔増補改訂版〕やさしい中国語カタコト会話帳 李穎 すばる舎

108 〔増補改訂版〕やさしい韓国語カタコト会話帳 李知胤 すばる舎
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