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書名 編著者 出版者

経済財政白書 〈令和２年版〉 - 「令和」新時代の日本経済 内閣府 内閣府

仏具とノーベル賞　京都・島津製作所創業伝 鵜飼 秀徳 朝日新聞出版

文藝春秋オピニオン２０２１年の論点１００ 文春ムック 文藝春秋 文藝春秋

「自己肯定感低めの人」のための本 山根 洋士 アスコム

丸の内魔法少女ミラクリーナ 村田 沙耶香 角川書店

とかげのアンソニー 小林 博子 星和書店

宇宙一ワクワクするお金の授業 大石 洋子 すばる舎

ひとり料理 超入門　簡単、健康、ときには贅沢 千葉 道子 農山漁村文化協会

かんがえるタネ　食べるとはどういうことか 藤原 辰史 農山漁村文化協会

うおつか流 食べつくす!　一生使える台所術 魚柄 仁之助 農山漁村文化協会

文章を読む、書くのが楽しくなっちゃう本
（ＱｕｉｚＫｎｏｃｋの課外授業シリーズ）

ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ 朝日新聞出版

日本村１００人の仲間たちＴｈｅ　ＨＯＰＥ 吉田 浩/松野 実 辰巳出版

１４歳からの文章術 - 一生ものの「発信力」をつける！ 小池 陽慈 笠間書院

卒業旅行 小手鞠 るい 偕成社

易経 〈陽の巻〉 - 夢をもつってどういうこと？
竹村 亞希子/都築 佳つ
良

新泉社

易経 〈陰の巻〉 - 結果が出ないときはどうしたらいい？
竹村 亞希子/都築 佳つ
良

新泉社

易経　<青龍の巻> - 自分の足で歩いていくってどういうこと？
竹村 亞希子/都築 佳つ
良

新泉社

その言い方は「失礼」です！ 吉原 珠央 幻冬舎

京近江の豪商列伝 淡海文庫 京都新聞社 サンライズ出版

戦場のオレンジ
レアード，エリザベス /石
谷 尚子

評論社

ぼくたちの砦
レアード，エリザベス /石
谷 尚子

評論社

路上のヒーローたち
レアード，エリザベス /石
谷 尚子

評論社

世界一のランナー
レアード，エリザベス /石
谷 尚子

評論社

11歳からの正しく怖がるインターネット　大人もネットで失敗しなくなる本 小木曽 健 晶文社

街道でめぐる滋賀の歴史遺産
滋賀県教育委員会事務
局文化財保護課

サンライズ出版

長浜の企業人列伝：知恵と努力が「みらい」をつくる　長浜温故知新プ
ロジェクト

長浜市長浜城歴史博物
館

長浜市市民協働部歴
史遺産課

近江の能 - 中世を旅する 近江旅の本 井上 由理子 サンライズ出版

すごいぞ！はたらく知財 - １４歳からの知的財産入門
内田 朋子/萩原 理史/田
口 壮輔/島林 秀行

晶文社

１００日間おなじ商品を買い続けることでコンビニ店員からあだ名をつ
けられるか。―ビスコをめぐるあたたかで小さな物語

与謝野 光文社



本当の「頭のよさ」ってなんだろう？―勉強と人生に役立つ、一生使え
るものの考え方

齋藤 孝 誠文堂新光社

他人の「何気ない一言」に助けられました。―６００万人が泣いた魔法
の言葉

大手小町編集部 中央公論新社

木のストロー 西口 彩乃 扶桑社

日本のあかるいニュース 池上 彰 文響社

わたしの美しい庭 凪良 ゆう ポプラ社

マナーはいらない - 小説の書きかた講座 三浦 しをん 集英社

コミュニティー・キャピタル論―近江商人、温州企業、トヨタ、長期繁栄
の秘密

西口 敏宏/辻田 素子 光文社

よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑 大野 萌子 サンマーク出版

宇宙に行くことは地球を知ること―「宇宙新時代」を生きる
野口 聡一/矢野 顕子/
林 公代

光文社

独断 - 宗次流商いの基本 宗次 宗二 プレジデント社

生き物が大人になるまで　「成長」をめぐる生物学 稲垣 栄洋 大和書房

長寿企業 - 逆境に勝つ強さの秘訣 日経ムック 日本経済新聞出版 日本経済新聞出版

近江商人の魂を育てた寺子屋 - 川島俊蔵の教えに学ぶ 中野 正堂 法蔵館

近江商人の哲学 - 「たねや」に学ぶ商いの基本 講談社現代新書 山本 昌仁 講談社

大切な人を亡くしたあなたに知っておいてほしい５つのこと 井手 敏郎 自由国民社

どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地 はるな 双葉社

ぐるぐる博物館 三浦 しをん 実業之日本社

・京・瞬・歓・ 中田 昭
京都新聞出版セン
ター

西国四十九薬師霊場―ご朱印・巡礼ガイドブック 京都新聞出版センター
京都新聞出版セン
ター

京都で育まれてきた日本の伝統と文化 京都造形芸術大学「京都学」 大野木 啓人/宇野 佳男
京都新聞出版セン
ター

イラスト京都御所 下間正隆
京都新聞出版セン
ター

京都ひろいよみ 〈ｖｏｌ．５（２０１９年４月～９〉 - 京都新聞ダイジェスト 京都新聞社
京都新聞出版セン
ター

京都ひろいよみ 〈ｖｏｌ．６（２０１９年１０月～２０２０年４月〉 - 京都新聞
ダイジェスト

京都新聞社
京都新聞出版セン
ター

日本にしかない「商いの心」の謎を解く - 日本人はなぜ「世のため」に
商売をするのか

呉 善花 ＰＨＰ研究所

指名殺到のスピーチライターが教える　言葉のちからをつくる本 - 心を
打つ文章の紡ぎかた　話しかた

ひきた よしあき 三笠書房

子どもが作る弁当の日―「めんどくさい」は幸せへの近道 城戸 久枝/安武 信吾 文藝春秋

ハチドリのひとしずく - いま、私にできること 辻 信一 光文社

オレたちは「ガイジン部隊」なんかじゃない！ - 野球留学生ものがたり 菊地 高弘 インプレス

移民や難民ってだれのこと？
ローゼン，マイケル/ヤン
グ，アンネマリー

創元社

ジェンダーってなんのこと？ ドーソン，ジュノ 創元社

フェミニズムってなんのこと？
スピルズベリー，ルイー
ズ/アップルビー，ビー

創元社

合意ってなに？なぜだいじなの？
スピルズベリー，ルイー
ズ/ネジャティ，ヤズ

創元社

どうして肌の色が問題になるの？
シュクラ，ニケシュ/フー
チャン，クレア

創元社



レッド - あかくてあおいクレヨンのはなし ホール，マイケル 子どもの未来社

マンガレインボーＫｉｄｓ - 知ってる？ＬＧＢＴの友だち Ｓｃｈｏｏｌ　Ｃｏｍｉｃ
手丸 かのこ/金子 由美
子

子どもの未来社

ＬＧＢＴなんでも聞いてみよう - 中・高生が知りたいホントのところ ＱＷＲＣ/徳永 桂子 子どもの未来社

デジタルリテラシーのきほん 土屋 誠司 創元社

プログラミングのきほん 土屋 誠司 創元社

ＡＩ＜人工知能＞のきほん 土屋 誠司 創元社

なんのために学ぶのか 池上 彰 ＳＢクリエイティブ

マンガでわかる！１０代に伝えたい人生を前に進める名言集 定政 敬子 大和書房

大切なことに気づく３６５日名言の旅
ＷＲＩＴＥＳ ＰＵＢＬＩＳＨＩＮ
Ｇ

ライツ社

ひと目でわかる地球環境のしくみとはたらき図鑑 イラスト授業シリーズ ジュニパー，トニー 創元社

いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景３６５日 ＴＡＢＩＺＩＮＥ
パイインターナショナ
ル

世界がぐっと近くなる　ＳＤＧｓとボクらをつなぐ本 池上 彰 学研プラス

すばらしい海洋生物の世界
マスタード，アレックス/ロ
バーツ，カラム

創元社

☆☆☆　図書室に置いてある雑誌（最新号以外は貸出しできます。）☆☆☆

日経PC21　　　　日経Trendy（トレンディ）　 アニメージュ　
Tarzan（ターザン）コーチングクリニック　　電撃文庫マガジン　　　ノンノ　　　　　　　　　　　　　　  
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