
 ２０１９年３月特集展示「誰かのために」

請求記号 書名 著者名 出版者名

015カ 走れ！移動図書館 鎌倉　幸子 筑摩書房

024タ まちの本屋 田口　幹人 ポプラ社

070カ 記者たちは海に向かった 門田　隆将 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

070ロ ６枚の壁新聞 石巻日日新聞社 角川マガジンズ

146ウ 「心がつかれた人」のためにあなたができること 浮世　満理子 あさ出版

B180タ 思いやりのある生活 ダライ・ラマ１４世テンジン・ギャムツォ 光文社

198テ マザー・テレサ最後の愛のことば マザー・テレサ 明石書店

217ク Ｂ２９墜落　米兵を救った日本人　増補版 草間　秀三郎 論創社

217コ 従軍カメラマンの戦争 小柳　次一 新潮社

280ナ 日本を愛した外国人たち　対訳 内藤　誠 講談社インターナショナル

281イ 無私の日本人 磯田　道史 文藝春秋

281ト 泣ける戦国ばなし 童門　冬二 ＷＡＶＥ出版

281ノ サービスの天才たち 野地　秩嘉 新潮社

289.1オ 大谷吉継 歴史街道編集部 ＰＨＰ研究所

289.1カ なぜ、はたらくのか 加藤　寿賀 主婦の友社

289.1コ 小林カツ代伝　私が死んでもレシピは残る 中原　一歩 文藝春秋

289.1ス 真相・杉原ビザ 渡辺　勝正 大正出版
289.1タ 田中正造物語 下野新聞社 随想舎

289.1ト 水の奇跡を呼んだ男 平野　久美子 産經新聞出版

289.1ハ 奇跡の人・塙保己一 堺　正一 埼玉新聞社

289.3テ 日本の川を甦らせた技師デ・レイケ 上林　好之 草思社

290タ メモリークエスト 高野　秀行 幻冬舎

292ネ ヒマラヤにかける橋 根深　誠 みすず書房

J316シ 印刷職人は、なぜ訴えられたのか ゲイル・ジャロー あすなろ書房

317ワ われら消防レスキュー隊 イカロス出版
319.8セ 職業は武装解除 瀬谷　ルミ子 朝日新聞出版
327.6サ 雪ぐ人 佐々木　健一 ＮＨＫ出版
329イ 「国境なき医師団」を見に行く いとう　せいこう 講談社
333ヒ 貧しい人を助ける理由 デイビッド・ヒューム 日本評論社

335.8タ 社会貢献でメシを食う。 竹井　善昭 ダイヤモンド社
335.8ワ チェンジメーカー 渡邊　奈々 日経ＢＰ社
367.3ロ ６０歳のラブレターセレクション 日本放送出版協会 日本放送出版協会
367.6シ 「愛されたい」を拒絶される子どもたち 椎名　篤子 大和書房
368.3ネ 友だちに「死にたい」といわれたとき、きみにできること リチャード・Ｅ．ネルソン ゴマブックス

368.6ア あなたの親は大丈夫？ セコム株式会社シニアの安全を考える委員会 本の泉社
368.7イ 逢えてよかった 石原　伸司 産経新聞出版
J369イ 盲導犬クイールの一生 石黒　謙吾 文芸春秋
J369オ ヨルダン難民救援への旅 小山内　美江子 岩波書店
369.1シ 寄付をしてみよう、と思ったら読む本 渋澤　健 日本経済新聞出版社
369.2カ 介助犬シンシア 木村　佳友 毎日新聞社
369.3タ 世界の難民をたすける３０の方法 滝澤　三郎 合同出版
369.4ハ 名前のない母子をみつめて 蓮田　太二 北大路書房
369.4ミ まり子の「ねむの木」４５年 宮城　まり子 小学館
369.4レ 私はドミニク ドミニク・レギュイエ 合同出版
369.7イ いまあなたにできる、５０のこと ＷＡＶＥ出版 ＷＡＶＥ出版
369.7フ イイこと生活１２カ月 藤原　千尋 ＷＡＶＥ出版
369.9ヤ 山谷でホスピスやってます。 山本　雅基 実業之日本社

372モ スリー・カップス・オブ・ティー グレッグ・モーテンソン サンクチュアリ・パブリッシング

375カ こころに届く授業 河合　隼雄 小学館
377テ 伝説の応援団ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ 加藤　明典 出版ワークス
385.9ト 心から喜んでもらえる贈りもののマナー 冨田　いずみ 高橋書店
385.9ヒ おうちで楽しむにほんのもてなし 広田　千悦子 技術評論社
385.9ミ 小さな暮らしのおすそわけ ミスミ　ノリコ 主婦と生活社
395オ 世界の軍用犬の物語 ナイジェル・オールソップ エクスナレッジ
402テ 自分の体で実験したい レスリー・デンディ 紀伊國屋書店
451コ 不都合な真実　２ アル・ゴア 実業之日本社
460ケ 研究をささえるモデル生物 吉川　寛 化学同人
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490.1カ 死すべき定め アトゥール・ガワンデ みすず書房
490.1シ 私は、看取り士。 柴田　久美子 佼成出版社
490.1ト 野の花ホスピスだより 徳永　進 新潮社
492コ 死に逝くひとへの化粧 小林　照子 太郎次郎社エディタス

493.7オ 注文をまちがえる料理店 小国　士朗 あさ出版
494.7ナ コンビニもない町の義肢メーカーに届く感謝の手紙 中村　俊郎 日本文芸社
B498ナ アフガニスタンの診療所から 中村　哲 筑摩書房
498マ 看護　ベッドサイドの光景 増田　れい子 岩波書店
498ヨ 死にゆく子どもを救え 吉岡　秀人 冨山房インターナショナル

499ツ 新薬に挑んだ日本人科学者たち 塚崎　朝子 講談社
585サ 紙つなげ！ 佐々　涼子 早川書房

596.4ワ ４６１個の弁当は、親父と息子の男の約束。 渡辺　俊美 マガジンハウス
627ホ 花贈りの便利帖 本多　るみ 誠文堂新光社
653ミ ４千万本の木を植えた男が残す言葉 宮脇　昭 河出書房新社
673ア 執事の仕事術 新井　直之 ＰＨＰ研究所
673イ おもてなし入門 一条　真也 有楽出版社
683ウ 飾り毛布　花毛布 上杉　恵美 海文堂出版
686ト 線路はつながった 冨手　淳 新潮社
726サ 神様の伴走者　手塚番１３＋２ 佐藤　敏章 小学館
764ウ ブラバン甲子園大研究 梅津　有希子 文藝春秋
767ヒ ピアフ愛の手紙 エディット・ピアフ 平凡社
775ト 我らに光を 徳永　京子 河出書房新社
778ケ 激アツ！男の友情映画１００ 洋泉社
782ハ 箱根駅伝 読売新聞運動部 中央公論新社

783.7サ 打撃投手 澤宮　優 講談社
783.8シ プロゴルファーも知らない優勝請負人キャディのシークレット・メモ 清水　重憲 主婦の友社
789チ チンピラちゃうねん、教師やねん。 三輪　光 幻冬舎
816ニ 日本一短い父への手紙、父からの手紙 福井県坂井市丸岡町 サンマーク出版
914オ 自然が答えを持っている 大村　智 潮出版社
914タ 「ありがとう」がエンドレス 田口　ランディ 晶文社
915イ 井上ひさしから、娘へ　５７通の往復書簡 井上　ひさし 文藝春秋
916コ うちの子になりなよ 古泉　智浩 イースト・プレス
916サ もう一度会いたい 佐藤　あつ子 草思社
916モ 父よ、ロング・グッドバイ 盛田　隆二 双葉社

B933ウ あしながおじさん　改版 Ｊ・ウェブスター 新潮社
B933ヘ １ドルの価値／賢者の贈り物　他２１編 Ｏ．ヘンリー 光文社
933リ 母の記憶に ケン・リュウ 早川書房

B933ワ 幸福な王子 ワイルド 新潮社
936キ ナプキン・ノート ガース・キャラハン 辰巳出版
936ハ 果報者ササル ジョン・バージャー みすず書房
946ヘ 救出への道 ミーテク・ペンパー 大月書店
B953テ 椿姫 デュマ・フィス 光文社

Fア 伴走者 浅生　鴨 講談社
Fイ お台場アイランドベイビー 伊与原　新 角川書店
Fカ 人情馬鹿物語 川口　松太郎 論創社
Fセ あと少し、もう少し 瀬尾　まいこ 新潮社
BFタ 走れメロス・富嶽百景ほか 太宰　治 筑摩書房
BFハ 泣いた赤おに 浜田　広介 小学館
Fモ 四十八人目の忠臣 諸田　玲子 毎日新聞社
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