
（公社）玉野法人会文庫
玉野市出身

タイトル 著　　者 ジャンル

ミッドナイトイーグル 高嶋　哲夫

Ｍ８ 高嶋　哲夫

ジェミニの方舟 高嶋　哲夫

虚構金融 高嶋　哲夫

Ｍ８ 高嶋　哲夫

ＴＳＵＮＡＭＩ　津波 高嶋　哲夫

熱砂
高嶋　哲夫

メルトダウン
高嶋　哲夫

ペトロバグ　禁断の石油生成菌 高嶋　哲夫

イントゥルーダー 高嶋　哲夫

フレンズ　ｼｯｸｽﾃｨｰﾝ 高嶋　哲夫

東京大洪水 高嶋　哲夫

タナボタ 高嶋　哲夫

乱神 高嶋　哲夫

風をつかまえて 高嶋　哲夫

首都感染 高嶋　哲夫

命の遺伝子 高嶋　哲夫

震災キャラバン 高嶋　哲夫

サザンクロスの翼 高嶋　哲夫

（大活字本　現代文学シリーズ）　東京大
洪水　上・中・下 高嶋　哲夫

追跡　─警視庁鉄道警察隊─ 高嶋　哲夫

ライジング・ロード 高嶋　哲夫

東海・東南海・南海　巨大連動地震 高嶋　哲夫

フライトラップ 高嶋　哲夫

Fallout 高嶋　哲夫

首都崩壊 高嶋　哲夫

世界に嗤われる日本の原発戦略 高嶋　哲夫

富士山噴火 高嶋哲夫

魚類生理学 塚本勝巳他

河川生態環境工学 塚本勝巳他

An introduction to leptocephali biology
and ldentification

塚本勝巳他

海洋生物の機能 塚本勝巳他

グランパシフィコ航海記 塚本勝巳他

Field guide to lombok island 塚本勝巳他

海、その可能性 塚本勝巳他

稚魚の自然史 塚本勝巳他

海の生き物１００不思議 塚本勝巳他

Eel biology 塚本勝巳他

教育・学
術書

小説



海の生物資源 塚本勝巳他

海洋生物の連鎖 塚本勝巳他

海洋の生命史 塚本勝巳他

海と生命 塚本勝巳編

爆笑問題のニッポンの教養　「脱出したい！」のコ
コロ　海洋生命科学

塚本勝巳、爆
笑問題

ウナギ 大回遊の謎 (PHPサイエンス・ワールド
新書) 塚本 勝巳
世界で一番詳しいウナギの話 (飛鳥新社ポピュラー
サイエンス) 塚本 勝巳

旅するウナギ―1億年の時空をこえて 塚本 勝巳

日本うなぎ検定 クイズで学ぶ、ウナギの教科書』 塚本勝巳
大洋に一粒の卵を求めて: 東大研究船、ウナギ一億
年の謎に挑む』 塚本勝巳

うなぎ　一億年の謎を追う 科学ノンフィクション 塚本勝巳

哲学塾－もしもソクラテスに口説かれたら－ 土屋　賢二

ツチヤ教授の哲学講義 土屋　賢二

あたらしい哲学入門―なぜ人間は八本足か? 土屋　賢二

猫とロボットとモーツァルト―哲学論集 土屋　賢二

われ笑う、ゆえにわれあり 土屋　賢二

われ大いに笑う、ゆえにわれあり 土屋　賢二

純粋ツチヤ批判 土屋　賢二

ツチヤの貧格 土屋　賢二

ツチヤの口車 土屋　賢二

幸・不幸の分かれ道 考え違いとユーモア 土屋　賢二

ツチケンモモコラーゲン
土屋賢二、さくら
ももこ

教授の異常な弁解 土屋　賢二

ツチヤ教授の哲学ゼミ 土屋　賢二

われ悩む、ゆえにわれあり 土屋賢二

不要家族 土屋賢二

論より譲歩 土屋賢二

哲学者にならない方法 土屋賢二

有閑倶楽部Ⅰ～Ⅸ 一条ゆかり

プライド　１～１２ 一条ゆかり

正しい恋愛のススメ１～５ 一条ゆかり

砂の城１～４ 一条ゆかり

恋のめまい愛の傷 一条ゆかり

となりの山田くん１～３ いしい　ひさいち

ののちゃん４～１０ いしい　ひさいち

総特集　いしいひさいち　仁義なきお笑い いしい　ひさいち

ののちゃんの自由研究、算数教室3年4年 朝日新聞 教育

UCHIO'S　FANTASY　WORLD 内尾　和正 絵画

寺田克也ラクガキクラブ 寺田　克也 〃

百花三国志 正子　公也

絵巻　水滸伝　梁山豪傑百零八 正子　公也

絵巻　水滸伝　１～７ 正子　公也

戦国武将絵巻 正子　公也

教育・学
術書

小説

〃

絵画

http://www.bunshun.co.jp/cgi-bin/book_db/book_detail.cgi?isbn=9784167588151#


正子公也作品集『LEGEND！ 正子　公也

おおづちメモリアル 榊原  隆介

言いたいことが１２０％伝わる話し方 石田芳恵

さらりーまんコーチ 岡　義朗
生老病死のエコロジー―チベット・ヒマラヤに生き
る 木村友美

続・生老病死のエコロジー 木村友美

八月のプレイボール 小笠原　美香

視点と言語行動 田窪 行則

日本語の構造 - 推論と知識管理 田窪 行則

対談! 日本の英語教育が変わる日 三宅義和

ぼくの場所 藤井　弥生

岡山県関連
タイトル 著　　者 ジャンル

妊娠カレンダー 小川　洋子

薬指の標本 小川　洋子

博士の愛した数式 小川　洋子

はじめての文学 小川　洋子

ミ―ナの行進 小川　洋子

原稿零枚日記 小川　洋子

ブラフマンの埋葬 小川　洋子

おとぎ話の忘れ物 小川　洋子

心と響き合う読書案内 小川　洋子

猫を抱いて象と泳ぐ 小川　洋子

博士がくれた贈り物 小川　洋子

科学の扉をノックする 小川　洋子

世にも美しい数学入門
小川洋子、藤
原正彦

博士の本棚 小川　洋子

とにかく散歩いたしましょう 小川洋子

最果てアーケード 小川洋子

みんなの図書室 小川洋子

夜明けの縁をさ迷う人々 小川　洋子

人質の朗読会 小川　洋子

カラーひよことコーヒー豆 小川洋子

アンネ・フランクをたずねて 小川洋子

いつも彼らはどこかに 小川洋子

ことり 小川洋子

琥珀のまたたき 小川洋子

ビタミンＦ 重松　清

十字架 重松　清

峠うどん物語　上・下 重松　清

青い鳥 重松　清

とんび 重松清

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A3xThjlTtKBOQ0EB8HSDTwx.;_ylu=X3oDMTEyNm5saDc1BHBvcwMyBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwMjE-/SIG=13dcl7i7d/EXP=1319255571/**http%3A/www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail%3FrefShinCode=0100000000000032034543%26Action_id=121#


おじいちゃんの大切な一日 重松清

希望の地図 3.11から始まる物語 重松清

きよしこ 重松清

ポニーテール 重松清

また次の春へ 重松清

さすらい猫ノアの伝説 勇気リンリン!の巻 重松清
さすらい猫ノアの伝説2 転校生は黒猫がお好
きの巻 重松清

赤ヘル1975 重松清

ゼツメツ少年 重松清

ファミレス 重松清
この人たちについての14万字ちょっと【作
家論】 重松清

でーれーガールズ 原田　マハ

カフーを待ちわびて 原田　マハ

楽園のカンヴァス 原田　マハ

本日は、お日柄もよく 原田　マハ

ラブコメ 原田マハ

花々 原田マハ

ジヴェルニーの食卓 原田マハ

生きるぼくら 原田マハ

一分間だけ 原田マハ

栄西　喫茶養生記
栄西（古田紹
欽訳注）

独楽園 薄田泣菫

重森三玲　庭園の全貌

重森三玲モダン枯山水

エンキョリレンアイ 小手鞠るい

サンカクカンケイ 小手鞠るい

レンアイケッコン 小手鞠るい

ルウとリンデン　旅とおるすばん 小手鞠るい

泣くほどの恋じゃない 小手鞠るい

やくそくだよ、ミュウ 小手鞠るい

お菓子の本の旅 小手鞠るい

お手紙ありがとう 小手鞠るい

美しい心臓 小手鞠るい

くろくまレストランのひみつ 小手鞠るい

山尾悠子作品集成 山尾　悠子

歪み真珠 山尾　悠子

ラピスラズリ 山尾　悠子

謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉

謎解きはディナーのあとで２、３ 東川　篤哉

放課後はミステリーとともに 東川　篤哉
ライオンの棲む街 ~平塚おんな探偵の事件
簿1~（ 東川篤哉
探偵部への挑戦状 - 放課後はミステリーとと
もに 2 東川篤哉

純喫茶「一服堂」の四季 東川 篤哉



バッテリー １～６ あさのあつこ

時空ハンターYUKI あさのあつこ

テレパシー少女「蘭」事件ノート あさのあつこ

かんかん橋を渡ったら あさのあつこ

レーン ランナー3 あさのあつこ

さいとう市立さいとう高校野球部 あさのあつこ

花や咲く咲く あさのあつこ

敗者たちの季節 あさの　あつこ

冬天の昴 あさの　あつこ

夕暮まで 吉行淳之介

鞄の中身 吉行淳之介

暗室 吉行淳之介

緒方洪庵―幕末の医と教え 中田 雅博

緒方洪庵と適塾 梅渓 昇

リーダーの魂 伊藤　謙介

心に吹く風 伊藤　謙介
石井のおとうさんありがとう　石井十次の
生涯

和田登／著　和
田春奈／画

敗れざる幕末 見延典子

眠狂四郎無頼控 柴田 錬三郎

安徳天皇漂海記 宇月原晴明
ノー・ソリューション 解決編のない推理小
説 石井敏弘

坪田譲治名作選 全四巻 坪田譲治
もっと知りたい雪舟―生涯と作品 (アー
ト・ビギナーズ・コレクション)

雪舟応援団 赤瀬川 原平

小野竹喬 (ちいさな美術館) 小野竹喬

児島虎次郎

仁科芳雄―日本の原子科学の曙 
生きがいについて (神谷美恵子コレクショ
ン)  神谷 美恵子

無私の日本人 磯田道史

天災から日本史を読みなおす 磯田道史
歴史の読み解き方 江戸期日本の危機管理に
学ぶ 磯田道史

さかのぼり日本史 6 江戸 "天下泰平"の礎 磯田道史
武士の家計簿 「加賀藩御算用者」の幕末維
新 磯田道史

経営
タイトル 著　　者 ジャンル

リーダーになる人に知ってほしいこと 松下　幸之助 経営

リーダーになる人に知ってほしいこと 松下　幸之助 経営

リーダーになる人に知ってほしいこと　Ⅱ 松下　幸之助 経営

わが半生の記録　私の生き方考え方 松下幸之助 経営

トップが綴る　さあ、前に進もう 経営

社員を幸福にする力 神吉　武司 経営

同行二人　松下幸之助と歩む旅 北　康利 〃

〃

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Forward?doTyosya=和田登／著　和田春奈／画&mode=douitsu&button=btnDouitsu#
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Forward?doTyosya=和田登／著　和田春奈／画&mode=douitsu&button=btnDouitsu#


成功は小さい努力の積み重ね～松下幸之助の言
葉を読み解く～ 江口　克彦 経営
マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原
則

P・F. ドラッ
カー

経営

マネジメント[完全版]　上・中・下
P・F. ドラッ
カー

〃

ドラッカー名著集1　経営者の条件
P・F. ドラッ
カー

〃
 ドラッカー名著集５ イノベーションと企業家
精神

P・F. ドラッ
カー

経営

スティーブ・ジョブズ　伝記Ⅰ・Ⅱ
W・アイザック
ソン

評伝

鍵山秀三郎の流儀 亀井　民治 経営

ビジネス訳　論語 安岡活学塾 経営

どがんね　古賀常次郎詳伝 佐保　圭 経営

雇用、利子、お金の一般理論 
ジョン・メイ
ナード・ケイ 経営

日本一働きたい会社を目指す 加治敬通 経営

海賊とよばれた男  百田 尚樹 経営

出光佐三語録 経営
スタンフォード大学で一番人気の経済学入門
ミクロ編 ティモシー・テイラー 経営
スタンフォード大学で一番人気の経済学入門 マク
ロ編 ティモシー・テイラー 経営

鍵山秀三郎の流儀 亀井　民治 経営

ロスジェネの逆襲 池井戸 潤 経営

オレたちバブル入行組 池井戸 潤 経営

オレたち花のバブル組 池井戸 潤 経営

破綻──バイオ企業・林原の真実 林原　靖 経営

林原家 同族経営への警鐘 林原　健 経営

燕よ再び大きく羽ばたいてくれ 遠藤栄松 経営

前を向いて歩こう 篠原　欣子 経営

松下幸之助　夢を育てる　 松下幸之助 経営

井深大　自由闊達にして愉快なる 井深大　 経営

小売業の繁栄は平和の象徴 岡田　卓也 経営

人生は、楽しんだ者が勝ちだ 米沢 富美子 経営
「亀甲萬」から「ＫＩＫＫＯＭＡＮ」へ国
境は越えるためにある 茂木　友三郎 経営

生き方―人間として一番大切なこと 稲盛和夫 経営

稲盛和夫の実学―経営と会計 稲盛和夫 経営

ど真剣に生きる 稲盛和夫 経営
働き方―「なぜ働くのか」「いかに働くの
か」

稲盛和夫 経営

CoCo壱番屋 答えはすべてお客様の声にあり 宗次 徳二 経営

夢を持つな！目標を持て！ 宗次 徳二 経営

日本一の変人経営者 宗次 徳二 経営

２１世紀の資本 トマ・ピケティ経営

土佐堀川　女性実業家広岡浅子の生涯 古川智映子 経営
現代思想 2015年1月臨時増刊号◎ピケティ
『21世紀の資本』を読む -格差と貧困の新理論 経営

運は創るもの ―私の履歴書 似鳥 昭雄 経営

下町ロケット 池井戸潤 小説

下町ロケット２ 　　〃 〃

不祥事 　　〃 〃

好奇心を“天職"に変える空想教室 植松勉 経営



ハーバードでいちばん人気の国・日本 佐藤　智恵 経営

事業計画書は１枚にまとめなさい 上野　光夫 経営

週刊東洋経済 経営

福利厚生事業関係
タイトル 著　　者 ジャンル

塾がつくった学校の挑戦　教育革命 志賀内　泰弘 教育

子どもの心のコーチング 菅原　裕子 教育

青年の思索のために 下村　湖人 随筆

生きる。がんと向きあう7人のストーリー 〃

塾がつくった学校の挑戦　教育革命 志賀内　泰弘 教育

親として大切なこと 松下　幸之助 随筆

わが半生の記録　私の生き方考え方 松下幸之助 経営

講演会講師
タイトル 著　　者 ジャンル

しあわせの雑学 近藤　勝重 随筆

しあわせの雑学六十越え 近藤　勝重

話術いらずのコミュニケーション 近藤　勝重

しあわせの雑学　笑顔編 近藤　勝重

大阪の常識　東京の非常識 近藤　勝重

早大院生と考えた文章がうまくなる13の秘
訣

近藤　勝重 講演会

数学の天才児ができた 三石　由起子 教育

天才児を創る！ 三石　由起子 教育

それでもあきらめない経営 福島　敦子 経営

愛が企業を繁栄させる 福島　敦子 〃

もっとしっかり日本人 永　六輔 随筆

想像力と創造力 永　六輔 随筆

さてみなさん聞いてください 浜村　淳 随筆
「旭山動物園」革命―夢を実現した復活プロ
ジェクト 小菅正夫

旭山動物園園長が語る命のメッセージ 小菅正夫

戦う動物園 小菅正夫
マネジメントは動物園に学べ　2011年5月 (仕
事学のすすめ) 小菅正夫

いのちのいれもの 小菅正夫

やめたくなったら、こう考える 有森裕子
有森裕子のマラソンブック　フルマラソンで4時間を
切る！ 有森裕子

スギハラ・ダラー 手嶋龍一
小説

知の武装　救国のインテリジェンス 手嶋龍一
小説

ブラック・スワン降臨 9.11-3.11インテリジェンス十年
戦争』 手嶋龍一

小説

ウルトラ・ダラー 手嶋龍一
小説

ライオンと蜘蛛の巣 手嶋龍一
小説

ホントに通じる英会話 英会話イーオン



その他

タイトル 著　　者 ジャンル

アフリカにょろり旅 青　山　　潤 随筆

伝える力 池上　彰 随筆
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マ
ネジメント』を読んだら 岩崎 夏海 小説
ファジアーノ岡山イヤーブック　2010～
2016

柴田勝家 森下 翠

日台の「心と心の絆」　素晴らしき日本人へ 李登輝

李登輝学校の教え 李登輝

竹林はるか遠く ヨーコ・カワシマ・ワトキンズ
続・竹林はるか遠く―兄と姉とヨーコの戦後物
語 ヨーコ・カワシマ・ワトキンズ

元宋興亡史 森下 翠

もっと遠くへ (私の履歴書) 王　貞治
バカヤンキーでも死ぬ気でやれば世界の名門大学
で戦える 鈴木　琢也


