
2022年度　KinoDen購入リクエストタイトル一覧 2022/12/1

No. タイトル 著者 出版社 ISBN(13桁)

1 新ほめられデザイン事典 写真レタッチ・加工［Photoshop］ 永楽雅也　高橋としゆき　黒田明臣　楠田諭史 翔泳社 9784798155890

2 雑学事典 : 『雑学大全』縮刷愛蔵版 東京雑学研究会【編】 東京書籍 9784487806515

3 The Golden Rules パリジェンヌが秘かに学ぶ恋愛ルール フロランス･ベッソン　エヴァ･アモール　クレール･スタンラン【著】　神奈川夏子【訳】 ディスカヴァ－・トゥエンティワン 9784799320341

4 ３秒でハッピーになる　超名言１００ ひすいこたろう ディスカヴァ－・トゥエンティワン 9784799322178

5 あの社長のこの言葉 市川覚峰 ディスカヴァ－・トゥエンティワン 9784799325155

6 動画投稿で生きる！フリーダムな仕事術 : ＿（アンダーバー）自伝 ＿（アンダーバー） リットーミュージック 9784845628681

7 なぜ殺してはいけないのか？ : 人間の、人間による、人間のための道徳 三森定史 三和書籍 9784862514691

8 動物は「物」ではありません！ : 杉本彩、動物愛護法“改正”にモノ申す 杉本彩【著】　浅野明子【監修】 法律文化社 9784589040756

9 仕事のコミュニケーション論 : 人間関係の基本と自信を身につける 川村稲造 白桃書房 9784561256243

10 内定獲得のメソッド　面接 自己PR 志望動機 才木弓加 マイナビ出版 9784839979997

11 要点マスター！　SPI マイナビ出版編集部【編】 マイナビ出版 9784839980115

12 内定獲得のメソッド　就職活動がまるごと分かる本 : いつ？どこで？なにをする？ 岡茂信 マイナビ出版 9784839980078

13 内定獲得のメソッド　エントリーシート完全突破塾 岡茂信 マイナビ出版 9784839980009

14 内定獲得のメソッド　インターンシップ　仕事のホントを知る！ 見る！ 考える！ 岡茂信　才木弓加　美土路雅子 マイナビ出版 9784839980016

15 でるとこだけのSPI マイナビ出版編集部【編】 マイナビ出版 9784839980023

16 内定獲得のメソッド　SPI解法の極意 マイナビ出版編集部【編】 マイナビ出版 9784839980030

17 内定獲得のメソッド　一般常識即戦力問題集 マイナビ出版編集部【編】 マイナビ出版 9784839979966

18 要点マスター！　就活マナー 美土路雅子 マイナビ出版 9784839980085

19 内定獲得のメソッド　自己分析　適職へ導く書き込み式ワークシート 岡茂信 マイナビ出版 9784839979973

20 要点マスター！　面接＆エントリーシート 才木弓加 マイナビ出版 9784839980092

21 要点マスター！　一般常識 マイナビ出版編集部【編】 マイナビ出版 9784839980108

22 内定獲得のメソッド　Web面接　オンライン面接の必勝法 才木弓加 マイナビ出版 9784839980047

23 内定獲得のメソッド　就活ノートの作り方 才木弓加 マイナビ出版 9784839980054

24 内定獲得のメソッド　面接担当者の質問の意図 才木弓加 マイナビ出版 9784839979980

25 内定獲得のメソッド　業界＆職種研究ガイド マイナビ出版編集部【編著】 マイナビ出版 9784839980061
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26 滝澤ななみの講義LIVE！スカッと！解ける日商簿記3級 滝澤ななみ 中央経済社 9784502320811

27 滝澤ななみの講義LIVE！スカッと！解ける日商簿記2級工業簿記 滝澤ななみ 中央経済社 9784502325816

28 人生に生きる価値を与えているものは何か : 日本人とアメリカ人の生きがいについて ゴードン・マシューズ【著】　宮川陽子【訳】 三和書籍 9784916037343

29 なぜか好かれる人の話し方　なぜか嫌われる人の話し方　新装版 ディスカヴァ－・コミュニケーション・ラボラトリー ディスカヴァ－・トゥエンティワン 9784799326886

30 中華オタク用語辞典 はちこ 文学通信 9784909658081

31 ナチス機関誌「女性展望」を読む : 女性表象、日常生活、戦時動員 桑原ヒサ子 青弓社 9784787220905

32 学校心理学 : 教師・スクールカウンセラー・保護者のチームによる心理教育的援助サービス 石隈利紀【著】 誠信書房 9784414301496

33 子育ては心理学でラクになる : 1日3分！子どものやる気・将来育成術 DaiGo 主婦と生活社 9784391144901

34 魔女街道の旅 西村佑子 山と溪谷社 9784635810197

35 山怪 : 山人が語る不思議な話 弐 田中康弘 山と溪谷社 9784635320085

36 夜ふけに読みたい奇妙なイギリスのおとぎ話 吉澤康子　和爾桃子【編訳】 平凡社 9784582838183

37 軍事組織の知的イノベーション : ドクトリンと作戦術の創造力 北川敬三 勁草書房 9784326302871

38 帝国日本の科学思想史 坂野徹　塚原東吾【編著】 勁草書房 9784326102716

39 ときめく鉱物図鑑 宮脇律郎【監修】 山と溪谷社 9784635049139

40 医師がすすめる エビデンスベースの「体にいい」食習慣 CHIEKO クロスメディア・パブリッシング 9784295407447

41 やせる！整う！若返る！　腸ストレッチ 小林弘幸【監修】 新星出版社 9784405093980

42 マンガでわかる　女性のADHD・ASD　自分らしい生き方ガイド 福西勇夫　福西朱美 法研 9784865136661

43 クリニックのリーダースタッフに大切にしてほしい7RULES 根本和馬【編著】 中外医学社 9784498148048

44 いちばんやさしい　二種電工技能試験　第3版 オーム社【編】 オーム社 9784274229015

45 野田クリスタルのこんなゲームが作りたい！ Scratch 3.0対応 野田クリスタル　廣瀬豪 インプレス 9784295012818

46 #ズボラPhotoshop : 知識いらずの絶品3分デザイン トミナガハルキ インプレス 9784295010050

47 人生を美しく生きる女は、服の下から美しい : フランス女性に学ぶ 大人のランジェリーのすべて キャスリン・ケンプ・グリフィン ディスカヴァ－・トゥエンティワン 9784799320129

48 セカイと私とロリータファッション 松浦桃 青弓社 9784787232755

49 新版　かぎ針編み困ったときに開く本 松村忍 新星出版社 9784405073401

50 だから私はメイクする : 悪友たちの美意識調査 劇団雌猫【編著】 柏書房 9784760150489
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51 家族の朝ごはん 杵島直美 リットーミュージック 9784845635153

52 パンによく合うかんたんサラダ弁当 坂下真希子 リットーミュージック 9784845631919

53 煮込み料理はフライパンで : 身近な道具で気取らず、手早く。ほっと温まる毎日のおかず 堤人美 リットーミュージック 9784845632978

54 歴メシ！ : 世界の歴史料理をおいしく食べる 遠藤雅司 柏書房 9784760148783

55 はじめての精進料理 : 基礎から学ぶ野菜の料理 高梨尚之 東京書籍 9784487808007

56 やさしいバナナのお菓子 : 朝食、おやつ、デザートに。はじめてでも失敗しないかんたんレシピ 若山曜子 誠文堂新光社 9784416519400

57 整理収納の達人たちの 5分でスッキリ片づく部屋 主婦と生活社 主婦と生活社 9784391641615

58 収納上手さんのスッキリインテリア : ふたりで暮らそ！ 住まいと暮らしの雑誌編集部【編】 主婦と生活社 9784391200140

59 気がつけば、ずっと無印良品でした。 : 梶ヶ谷家の整理収納レシピ 梶ヶ谷陽子【著】　あきばさやか【画】 G.B. 9784906993628

60 親子の整理収納 梶ヶ谷陽子　梶ヶ谷一花 G.B. 9784910428017

61 好きなモノと美しく暮らす収納のルール : イラストでわかる！ 加藤ゑみ子 ディスカヴァ－・トゥエンティワン 9784799318256

62 でも、捨てられない人の捨てない片づけ : モノが多い　部屋が狭い　時間がない 米田まりな ディスカヴァ－・トゥエンティワン 9784799325957

63 まさか、汚部屋を卒業できるとは。 ややこ すばる舎 9784799105917

64 イラスト解説　猫のしぐさ解読手帖 : しぐさから「こころ」と「からだ」の不調を見つける！対処法がわかる！心配が消える！ 加藤由子【著】　井本史夫【獣医学監修】 誠文堂新光社 9784416522486

65 わたしたちの「犬暮らし」 : 人気インスタグラマーと愛犬のアイディア光る心地よい生活！ わたしたちの編集部【編】 マイナビ出版 9784839968038

66 もっと楽しい パグライフ 愛犬の友編集部【編】 誠文堂新光社 9784416718094

67 もっと楽しい チワワライフ 愛犬の友編集部【編】 誠文堂新光社 9784416519042

68 犬ごはんの教科書 : スープストックで手軽に続けられる体によい食事 俵森朋子 誠文堂新光社 9784416718209

69 美学の事典 美学会【編】 丸善出版 9784621305423

70 イタリアを描く 中山繁信 彰国社 9784395320530

71 キャラクターの手と足の描き方 : 漫画、イラスト、アニメーションに役立つ カネダ工房 誠文堂新光社 9784416212547

72 まんが解体新書 : 手塚治虫のいない日々のために 村上知彦 青弓社 9784787270986

73 キャラクターイラスト「上手さ」の秘密 リクノ 翔泳社 9784798142616

74 イラスト映えBook : ちょっとしたコツであなたの絵が見違える 魅せるイラストのアイデア65 田村桂一　山口真理子 翔泳社 9784798166339

75 “主線なし”イラストの描き方 ア・メリカ 翔泳社 9784798157214
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76 見てわかる、迷わず決まる配色アイデア　3色だけでセンスのいい色 ingectar-e インプレス 9784295008897

77 デザイン3000 大谷秀映　杉江耕平　ハラヒロシ　ハヤシアキコ　平本久美子 翔泳社 9784798172453

78 写真からドラマを生み出すにはどう撮るのか？ : 写真家の視線 高橋伸哉 インプレス 9784295010531

79 何気ない風景をダイナミックに変える 絶景写真術 GOTO AKI　小林哲朗　高椋俊樹　武井伸吾　竹本りか インプレス 9784844337614

80 ゲーム音楽史 : スーパーマリオとドラクエを始点とするゲーム・ミュージックの歴史 岩崎祐之助 リットーミュージック 9784845624416

81 ロックで学ぶ世界史 山﨑智之 リットーミュージック 9784845625703

82 GROOVE presents 秋葉系DJの教科書 : アニソン／アイドル／ボカロ／ゲーソンをプレイする秋葉系DJのためのノウハウが満載！！ GROOVE編集部 リットーミュージック 9784845624638

83 DTMerのためのコード入門 清水響 リットーミュージック 9784845636846

84 松隈ケンタ流ロックDTM入門 : パソコンとギターで始める 「ワンコーラス作曲法」 松隈ケンタ リットーミュージック 9784845635665

85 いちばんわかりやすいDTMの教科書　改訂版 松前公高 リットーミュージック 9784845626229

86 DTM打ち込みフレーズ制作技法 : Drums, Bass, Guitar, Horn, Strings & Keyboard 篠田元一【監修】 リットーミュージック 9784845616077

87 DJをはじめるための本 : DJソフトを使って自宅で手軽にスタート EDIT INC. リットーミュージック 9784845628421

88 DJをはじめるための本　2nd Edition EDIT INC. リットーミュージック 9784845635337

89 できる　ゼロからはじめるパソコン音楽制作超入門　三訂版 : ウィンドウズ10対応 侘美秀俊 リットーミュージック 9784845636785

90 DTMerのためのフィンガードラム入門 : 「指ドラム」のはじめ方と練習方法がわかるガイドブック スペカン リットーミュージック 9784845636068

91 Pythonではじめる音のプログラミング : コンピュータミュージックの信号処理 青木直史 オーム社 9784274228995

92 はじめよう! GarageBandで楽しむDTM : Mac版GarageBand10.4対応版 大津真 ラトルズ 9784899775133

93 ボカロビギナーズ！ ボカロでDTM入門　第2版 gcmstyle（アンメルツP） インプレスR&D 9784844398912

94 残念なヴォーカルが上手くなる40の方法 高田三郎 リットーミュージック 9784845619375

95 BTSを読む : なぜ世界を夢中にさせるのか キム・ヨンデ【著】　桑畑優香【訳】 柏書房 9784760152193

96 世阿弥を学び、世阿弥に学ぶ : 12人の専門家が「世阿弥」を語る 大槻文藏【監修】　天野文雄【編】 大阪大学出版会 9784872594393

97 首、肩、腰の痛み、体の不調が消える！　肩甲骨はがしストレッチ 杉田一寿　若林孝誌【監修】 マイナビ出版 9784839957162

98 山の不可思議事件簿 上村信太郎 山と溪谷社 9784635320054

99 12色の色鉛筆で描く　ちいさなイラスト手習い帖 : 動画付き Atelier RiLi インプレス 9784295010791

100 人名ではない人名録 : 語源探索 小林祥次郎 勉誠出版 9784585280132

4／5



101 日本人が知りたい韓国人の当たり前 : 韓国語リーディング 久田和孝　韓相宇 三修社 9784384058550

102 (オーディオブック)ローマの休日（レベル２） イアン・マクレラン・ハンター IBCパブリッシング 9784794600646

103 Kの昇天 梶井基次郎【著】　しらこ【絵】 リットーミュージック 9784845636648

104 詩集『山羊の歌』より 中原中也【著】　まくらくらま【絵】 リットーミュージック 9784845637638

105 悪魔 : 乙女の本棚作品集 しきみ　萩原朔太郎　江戸川乱歩　夏目漱石　坂口安吾 リットーミュージック 9784845637522

106 人間椅子 江戸川乱歩【著】　ホノジロトヲジ【絵】 リットーミュージック 9784845635641

107 山月記 中島敦【著】　ねこ助【絵】 リットーミュージック 9784845634781

108 鼠 堀辰雄【著】　ねこ助【絵】 リットーミュージック 9784845637515

109 ライトノベル・フロントライン : 特集　イチゼロ年代のライトノベル ２ 大橋崇行　山中智省 青弓社 9784787292346

110 猫町 : 散文詩風な小説 萩原朔太郎【著】　しきみ【絵】 リットーミュージック 9784845628797

111 生まれた時からアルデンテ 平野紗季子 平凡社 9784582836608

112 愛と家事 太田明日香 創元社 9784422930770

113 おとなのグリム童話 : あまり知られていなかった作品を読む 金成陽一 彩流社 9784779170928

114 恋するフランス文学 小倉孝誠 慶應義塾大学出版会 9784766419900

115 春の心臓 イェイツ【著】　芥川龍之介【訳】　ホノジロトヲジ【絵】 リットーミュージック 9784845637287
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