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070.2126//Ka14 記者たちは海に向かった : 津波と放射能と福島民友新聞 門田 隆将 KADOKAWA 2014.3

159.7//Sa17 この世でいちばん大事な「カネ」の話 西原 理恵子 理論社 2008.12

289.1//がん//78 愛と死をみつめて : ある純愛の記録 大島 みち子 大和書房 2006.2

366.38//Ki31 こんな生き方女性100名山 木全 ミツ 桜美林大学北東アジア総合
研究所 2016.9

369.31//Ta95 「脇役」たちがつないだ震災医療 : ドキュメント・東日本大震災 辰濃 哲郎 医薬経済社 2011.6

585//Sa71 紙つなげ!彼らが本の紙を造っている : 再生・日本製紙石巻工場 佐々 涼子 早川書房 2014.6

589.2//O76 モデル失格 : 幸せになるためのアティチュード 押切 もえ 小学館 2009.2

673.93//Y27 幸せをつくるシゴト
: 完全オーダーメイドのウェディングビジネスを成功させた私の方法 山川 咲 講談社 2014.4

673.973//O11 美味しい、楽しい、感動があるから、お客様は来てくれる
 : ダントツ地域No.1ハンバーガーチェーン・ラッキーピエロの独自化戦略 王 一郎 ダイヤモンド社 2016.6

778.221//Ko12 韓流、純愛、初恋病。 : 喪失感を抱いて生きること 小林 竜雄 中央公論新社 2005.11

780.28//Ko18 レジェンド : 不屈の現役たちの言葉 : あくなき挑戦者から、私たちは何を学ぶか 児玉 光雄 河出書房新社 2015.8

783.7//Sa95 打撃投手 沢宮 優 現代書館 2003.8

796//疾病//105 聖の青春 大崎 善生 講談社 2002.5

816.8//Ko28 心の手紙を届けたい。 : Kyoto Kakimoto恋文大賞感動入選作品集 「恋文大賞」編集委員会 PHP研究所 2013.5

816.8//Ko28 「ありがとう」の思いを伝えたい。 「恋文大賞」編集委員会 京都柿本書房 2014.2

816.8//Ko94/[1]-2 「言葉の力」を感じるとき 言の葉協会編集委員会 京都柿本書房 2015.4-

11月展示　きゅんとくる言葉たち

本を読んでいて、はっとする言葉や胸をしめつけられるような文章に出逢ったことはありませんか？
今月は館内の蔵書から、‘きゅん’とくる言葉を摘み取りました。あなたのハートに届く‘きゅん’を見つけたら、本と学生証を持ってカウンターへどうぞ。

2017/11/1



2 / 3 ページ

請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

913.6//A58//直木 つまをめとらば 青山 文平 文藝春秋 2015.7

913.6//H93 おおかみこどもの雨と雪 細田　守 角川グループパブリッシング 2012.6

913.6//Mi67 政と源 三浦 しをん 集英社 2013.8

913.6//N99//芥川 影裏 (えいり) 沼田 真佑 文藝春秋 2017.7

913.6//O65//直木 蜜蜂と遠雷 恩田 陸 幻冬舎 2016.9

913.6//Sa85//直木 月の満ち欠け 佐藤 正午 岩波書店 2017.4

913.6//Sh2 野ブタ。をプロデュース 白岩　玄 河出書房新社 2004.11

913.6//Sh28//直木 ビタミンF 重松 清 新潮社 2003.7

913.6//Sh55 ローカル線で行こう! 真保 裕一 講談社 2013.2

913.6//Sh96 ショートストーリーなごや : 名古屋が舞台の短編小説集 ショートストーリーなごや実行委員会 ショートストーリーなごや実行
委員会 2013.12

913.6//Ts63//SF 機龍警察自爆条項 月村 了衛 早川書房 2016.5

913.6//Ts63//推理作家 土漠の花 月村 了衛 幻冬舎 2014.9

913.6//W47//芥川 蹴 (け) りたい背中 綿矢 りさ 河出書房新社 2003.8

913.6//Y19 マグネット 山田 詠美 幻冬舎 1999.4

913.6//Y19//推理作家 百年法(上・下) 山田 宗樹 角川書店 2012.7

918.6//C44//36 中島敦 : 1909-1942 中島 敦 筑摩書房 1992.7

933.7//B71 ウィンブルドン Braddon Russell 東京創元社 2014.10

933.7//F29 グレート・ギャツビー Fitzgerald F. Scott 中央公論新社 2006.11

933.7//L46//2 こわれた腕環 Le Guin Ursula K. 岩波書店 1976.12
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933//B55 エクソシスト Blatty William Peter 新潮社 1973

933//Sa53 ライ麦畑でつかまえて Salinger Jerome David 白水社 1979.3

963//I91 アウシュヴィッツの図書係 Iturbe Antonio G. 集英社 2016.7

988//D88//6 罪と罰 Dostoyevsky Fyodor M. 河出書房新社 1969.5

城西大学水田記念図書館
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