
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
真説毛沢東 上 (講談社+α文庫:[G280-1,
G280-2])

ユン・チアン, ジョン・
ハリデイ[著]/土屋
京子訳

講談社 289.2||Mo||1 216003149

2
真説毛沢東 下 (講談社+α文庫:[G280-1,
G280-2])

ユン・チアン, ジョン・
ハリデイ[著]/土屋
京子訳

講談社 289.2||Mo||2 216003150

3 データブックオブザワールド Vol.29(2017) 二宮書店 350.9||De||29 216003151

4
日本陸軍と中国 : 「支那通」にみる夢と蹉跌
(ちくま学芸文庫:[ト-16-1])

戸部良一著 筑摩書房 396.21||To 216003152

5
心理学ビジュアル百科 : 基本から研究の最
前線まで

越智啓太編 創元社 140||Sh 216003285

6 大学1・2年生のためのすぐわかる心理学
坂上裕子 [ほ
か] 著

東京図書 140||Da 216003286

7 ツイッターの心理学 : 情報環境と利用者行動
北村智, 佐々木
裕一, 河井大介
著

誠信書房 007.3||Ki 216003287

8 日本酒マニアックBOOK
葉石かおり監
修

シンコーミュー
ジック・エンタテ
イメント

588.52||Ni 216003288

9
日本でいちばん美しい村 : あらためて見つめ
る日本の美花・川・山・里

MdN編集部編
エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
ス (発売)

291.087||Ni 216003289

10 世界の路地

PIE Books編著/アマナ
イメージズ, アフロ, ゲッ
ティーイメージズジャパ
ン写真

パイインターナ
ショナル

290.087||Se 216003290

11 青線 : 売春の記憶を刻む旅 八木澤高明著 スコラマガジン 368.4||Ya 216003291

12 東京道路奇景 川辺謙一著 草思社 518.84||Ka 216003292

13
関西のモダニズム建築 : 1920年代～60年
代、空間にあらわれた合理・抽象・改革

石田潤一郎監
修

淡交社 523.16||Ka 216003293

14 江戸いろざと図譜 : 新装版 高橋幹夫著 青蛙房 384.9||Ta 216003294

15 上方漫才黄金時代 戸田学著 岩波書店 779.14||To 216003295

16
人を、殺してみたかった : 名古屋大学女子学
生・殺人事件の真相

一橋文哉著 KADOKAWA 368.61||Ic 216003296
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17 関係性の発達臨床 : 子どもの「問い」の育ち
山上雅子, 古田
直樹, 松尾友久
編著

ミネルヴァ書房 378||Ka 216003297

18 遊戯療法と箱庭療法をめぐって 弘中正美著 誠信書房 146.82||Hi 216003298

19 ロールシャッハ・テスト講義 2 中村紀子著 金剛出版 140.7||Na 216003299

20

CLIP STUDIO PAINTデジタルマンガテクニッ
ク : 今日から始めるデジタルマンガCLIP
STUDIO PAINT PRO/EXガイド (玄光社
MOOK)

摩耶薫子著 玄光社 726.107||Ma 216003300

21 アニメーターが教えるキャラ描画の基本法則 toshi著
エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
ス (発売)

726.507||To 216003301

22
アメリカ大陸のナチ文学 (ボラーニョ・コレク
ション)

ロベルト・ボ
ラーニョ著/野
谷文昭訳

白水社 963||Bo 216003302

23
失われた時を求めて : 全一冊 (新潮モダン・
クラシックス)

マルセル・プルース
ト著/角田光代, 芳
川泰久編訳

新潮社 953.7||Pr 216003303

24
心 : 日本の内面生活がこだまする暗示的諸
編 (個人完訳小泉八雲コレクション)

小泉八雲著/平
川祐弘訳

河出書房新社 934.6||Ko 216003304

25
安部公房/倉橋由美子/中井英夫/日影丈吉
(新編日本幻想文学集成:1)

安部公房著/安藤礼二編/倉橋
由美子著/山尾悠子編/中井英
夫著/高原英理編/日影丈吉著
/諏訪哲史編

国書刊行会 918.6||Sh||1 216003305

26
子どもと若者のための認知行動療法ワーク
ブック : 上手に考え,気分はスッキリ

ポール・スタ
ラード著

金剛出版 146.82||St 216003306

27
実践ワークブック新しい認知行動療法 : 健康
に生きるための18の秘訣

エリック・ペパー著者
代表/六浦裕美訳・
改編

金芳堂 146.8||Pe 216003307

28
育児のなかでの臨床発達支援 (シリーズ臨
床発達心理学・理論と実践:2)

藤崎眞知代, 大
日向雅美編著

ミネルヴァ書房 143.2||Ik 216003308

29
乳幼児の発達臨床心理学 : 理論と現場をつ
なぐ

菊野春雄編著 北大路書房 371.45||Ny 216003309

30
臨床児童心理学 : 実証に基づく子ども支援
のあり方

石川信一, 佐藤
正二編著

ミネルヴァ書房 371.45||Ri 216003310

31 火星に住むつもりかい? 伊坂幸太郎著 光文社 913.6||Is 216003311

32 サブマリン 伊坂幸太郎著 講談社 913.6||Is 216003312

33
認知行動療法実践ガイド : 基礎から応用まで
: ジュディス・ベックの認知行動療法テキスト

ジュディス・S・ベック著
/伊藤絵美, 神村栄一,
藤澤大介訳

星和書店 146.8||Be 216003313



34 美女と野獣 : オリジナル版
ガブリエル=シュザン
ヌ・ド・ヴィルヌーヴ
著 : 藤原真実訳

白水社 953.6||Vi 216003314

35
もっと結果を出せる人になる!「ポジティブ脳」
のつかい方

茂木健一郎著 学研プラス 159||Mo 216003315

36 ハーバード集中力革命
エドワード・M・
ハロウェル[著]
: 小川彩子訳

サンマーク出版 159||Ha 216003316

37 四月になれば彼女は 川村元気著 文藝春秋 913.6||Ka 216003317

38 危険なビーナス 東野圭吾著 講談社 913.6||Hi 216003318

39
スターバックスで普通のコーヒーを頼む人を
尊敬する件 : syunkon日記

山本ゆり著 扶桑社 914.6||Ya 216003319

40 47都道府県女ひとりで行ってみよう 益田ミリ著 幻冬舎 291.09||Ma 216003320

41 ゴースト・ボーイ
マーティン・ピストリウス, ミーガ
ン・ロイド・デイヴィス著/長澤あ
かね訳

PHP研究所 936||Pi 216003321

42 未来食堂ができるまで 小林せかい著 小学館 673.97||Ko 216003322

43
カウンセラー、心理療法家のためのスピリ
チュアル・カウンセリング入門 上 : 理論編

諸富祥彦著 誠信書房 146.8||Mo||1 216003323

44
カウンセラー、心理療法家のためのスピリ
チュアル・カウンセリング入門 下 : 方法編

諸富祥彦著 誠信書房 146.8||Mo||2 216003324

45 家族療法の秘訣 東豊著 日本評論社 146.8||Az 216003325

46
言いにくいことをハッキリ言っても好かれる人
の習慣 : 嫌われたくない…でも、軽く扱われ
たくない!

能町光香著 すばる舎 361.454||No 216003326

47
借金2000万円を抱えた僕にドSの宇宙さんが
教えてくれた超うまくいく口ぐせ

小池浩著 サンマーク出版 147.3||Ko 216003327

48
スリー・カップス・オブ・ティー : 1杯目はよそ
者、2杯目はお客、3杯目は家族

グレッグ・モーテンソン, デイ
ヴィッド・オリヴァー・レーリン著
/藤村奈緒美訳

サンクチュアリ
出版

333.8257||Mo 216003328

49 何様 朝井リョウ著 新潮社 913.6||As 216003329

50 夜明けまで眠らない 大沢在昌著 双葉社 913.6||Os 216003330



51 ここからは、オトナのはなし LiLy著 宝島社 367.4||Li 216003331

52 悲しきオンナたちの口癖 犬山紙子著 ぶんか社 914.6||In 216003332

53 こじらせ女子の日常 北条かや著 宝島社 914.6||Ho 216003333

54 無所属女子の外交術 はあちゅう監著 KADOKAWA 159.6||Ha 216003334

55
身体(からだ)を売ったらサヨウナラ : 夜のオネ
エサンの愛と幸福論

鈴木涼美著 幻冬舎 916||Su 216003335

56 週末5万円からの東南アジア 吉田友和著 大和書房 292.309||Yo 216003336

57 中国歴史紀行 : 史跡をめぐる五万キロの旅 前園実知雄著 新泉社 292.2||Ma 216003337

58 泥酔夫婦世界一周 : 異国の酒場で乾杯!
松本祐貴文・写真/
松本友紀子イラス
ト・コラム

オークラ出版 290.9||Ma 216003338

59 行ってはいけない世界遺産 花霞和彦著
CCCメディアハ
ウス

290.93||Ka 216003339

60 死ぬまでに見たい!絶景の橋 エクスナレッジ 515||Sh 216003340

61
絵で見てパッと言う英会話トレーニング 海外
旅行編

Nobu Yamada
著

学研教育出版/
学研マーケティ
ング (発売)

837.8||Ya 216003341

62
絵で見てパッと言う英会話トレーニング 基礎
編

Nobu Yamada
著

学研教育出版/
学研マーケティ
ング (発売)

837.8||Ya 216003342

63
サルトリアリスト10 : ファッション・ストリートス
ナップ・ショウケース

スコット・シュー
マン[著]/[和田
侑子] [訳]

グラフィック社 589.2||Sc 216003343

64 毎朝、服に迷わない 山本あきこ著 ダイヤモンド社 589.2||Ya 216003344

65
一生使える服選び : "似合う服問題"には、も
うさようなら

森本のり子著 宝島社 589.2||Mo 216003345

66
今の家でもっとシックに暮らす方法 (フランス
人は10着しか服を持たない:2)

ジェニファー・L・
スコット著/神崎
朗子訳

大和書房 590.4||Fu||2 216003346

67
エロティック・キャピタル : すべてが手に入る
自分磨き

キャサリン・ハ
キム著/田口未
和訳

共同通信社 367.9||Ha 216003347



68
中東の絶望、そのリアル : 戦場記者が、現地
に暮らした20年

リチャード・エン
ゲル著/冷泉彰
彦訳

朝日新聞出版 302.27||En 216003348

69
21世紀のイスラム過激派 : アルカイダからイ
スラム国まで

ジェイソン・バー
ク著/木村一浩
訳

白水社 316.4||Bu 216003349

70
「自分史上最高!」になる"最強セルフイメージ
"のつくり方 (Do books)

坂田公太郎著 同文舘出版 159||Sa 216003350

71
「1回きりのお客様」を「100回客」に育てなさ
い! (Do books)

高田靖久著 同文舘出版 673.3||Ta 216003351

72 お客様が「減らない」店のつくり方 (Do books) 高田靖久著 同文舘出版 673.3||Ta 216003352

73 蘇える変態 星野源著 マガジンハウス 914.6||Ho 216003353

74 ジャッジメント 小林由香著 双葉社 913.6||Ko 216003354

75 脳が知っている怒らないコツ 加藤俊徳著 かんき出版 141.6||Ka 216003355

76
世界を50年間も放浪し続け学んだcoolで自由
な人生哲学

ロバート・ハリス
著

North Village/
サンクチュアリ
出版 (発売)

914.6||Ha 216003356

77
好きなことだけで生きる : フランス人の後悔し
ない年齢の重ね方

ドラ・トーザン著 大和書房 159.6||Ta 216003357

78
浮気とは「午前4時の赤信号」である。 : 幸せ
な結婚と恋愛のリアル法則

すずきB著
ワニ・プラス/ワ
ニブックス (発
売)

367.3||Su 216003358

79 わかっていただけますかねえ (ExLibris)
ジム・シェパー
ド著/小竹由美
子訳

白水社 933.7||Sh 216003359

80 父を想う : ある中国作家の自省と回想
閻連科著/飯塚
容訳

河出書房新社 924.7||En 216003360

81 ウィンドアイ (新潮クレスト・ブックス)
ブライアン・エヴ
ンソン著/柴田
元幸訳

新潮社 933.7||Ev 216003361

82 特攻なぜ拡大したのか 大島隆之著 幻冬舎 210.75||Os 216003362

83
あの夏、兵士だった私 : 96歳、戦争体験者か
らの警鐘

金子兜太著 清流出版 916||Ka 216003363

84
兵士は戦場で何を見たのか (亜紀書房翻訳
ノンフィクション・シリーズ:2-7)

デイヴィッド・
フィンケル著/
古屋美登里訳

亜紀書房 391.207||Fi 216003364



85
世界の路上で生まれた奇跡 : 6,000円とギ
ターと寝袋を持って世界一周

金丸文武著
学研パブリッシング/
学研マーケティング
(発売)

290.9||Ka 216003365

86 道程 : オリヴァー・サックス自伝
オリヴァー・サッ
クス著/大田直
子訳

早川書房 289.3||Sa 216003366

87 人生なんてくそくらえ 丸山健二著 朝日新聞出版 914.6||Ma 216003367

88 たとえる技術 せきしろ著 文響社 801.6||Se 216003368

89
サイコパスに学ぶ成功法則 : あなたの内なる
サイコパスを目覚めさせる方法

ケヴィン・ダットン, ア
ンディ・マクナブ著/
木下栄子訳

竹書房 493.76||Du 216003369

90 100%好かれる1%の習慣 松澤萬紀著 ダイヤモンド社 361.454||Ma 216003370

91
アメリカ海軍が実戦している「無敵の心」のつ
くり方 (Business life:010)

マーク・ディヴァ
イン [著]/露久
保由美子訳

クロスメディア・パブ
リッシング/インプレ
ス (発売)

780.14||Di 216003371

92 会議でスマートに見せる100の方法
サラ・クーパー著/
ビジネスあるある
研究会訳

早川書房 336.49||Co 216003372

93 群れから、離れよ! : 正しい嫌われものになれ 川北義則著 ダイヤモンド社 159||Ka 216003373

94
器の大きい人、器の小さい人 : その境界線
は、咄嗟のときに「気の利いたひと言」が言え
ること

中谷彰宏著 ぱる出版 159||Na 216003374

95 承認欲求 : 「認められたい」をどう活かすか? 太田肇著
東洋経済新報
社

336.4||Ot 216003375

96
うまい、と言われる1分間スピーチ : 10の「伝
える」技術で身につける

晴山陽一著
滋慶出版 : 土
屋書店

809.4||Ha 216003376

97 一目で伝わる配色とレイアウト Pie Books編著
パイインターナ
ショナル

674.7||Hi 216003377

98 プロなら誰でも知っているデザインの原則100 生田信一著 ボーンデジタル 021.4||Ik 216003378

99 電工男子 : ビビビッ!
電気と工事編
集部編

オーム社 544||De 216003379

100 デジタルグリッド 阿部力也著
エネルギー
フォーラム

543.1||Ab 216003380

101
TED talks : スーパープレゼンを学ぶTED公
式ガイド

クリス・アンダー
ソン著/関美和
訳

日経BP社/日
経BPマーケティ
ング(発売)

809.2||An 216003381



102
繁盛店が必ずやっているチラシ最強のルール : 小規
模店だからできる!お客さまの心をつかむチラシのコ
ツ : すぐに実践できるチラシ実例が満載!

渋谷雄大著 ナツメ社 674.7||Sh 216003382

103
「人を動かす」広告デザインの心理術33 : 人
の無意識に影響を与える、イメージに秘めら
れた説得力

マルク・アンドルース, マテイ
ス・ファン・レイヴェン, リック・
ファン・バーレン著/坂東智子
訳

ビー・エヌ・エヌ
新社

674.1||An 216003383

104
プレゼン資料のための正しいデザイン : ビジ
ネスを成功に導くレイアウトの技術

鈴木春人著
エムディエヌコー
ポレーション/イン
プレス (発売)

336.49||Su 216003384

105
「聞き方」を変えればあなたの仕事はうまくい
く

上阪徹著 文響社 361.454||Ue 216003385

106 扉のかたちをした闇
江國香織, 森雪
之丞著

小学館 911.56||Ek 216003386

107 こちら文学少女になります 小嶋陽太郎著 文藝春秋 913.6||Ko 216003387

108 おいしいものと恋のはなし 田辺聖子著 世界文化社 913.6||Ta 216003388

109 本バスめぐりん。 大崎梢著 東京創元社 913.6||Os 216003389

110 ヤモリ、カエル、シジミチョウ 江國香織著 朝日新聞出版 913.6||Ek 216003390

111 「おっさんレンタル」日記 西本貴信著 大和書房 916||Ni 216003391

112 明日の食卓 椰月美智子著 KADOKAWA 913.6||Ya 216003392

113 十二人の死にたい子どもたち 冲方丁著 文藝春秋 913.6||Ub 216003393

114 農ガール、農ライフ 垣谷美雨著 祥伝社 913.6||Ka 216003394

115 どこの家にも怖いものはいる 三津田信三著 中央公論新社 913.6||Mi 216003395

116 「電脳マジョガリ」狩り 向井湘吾著 中央公論新社 913.6||Mu 216003396

117 ぐるぐる問答 : 森見登美彦氏対談集 森見登美彦著 小学館 914.6||Mo 216003397

118 日本の性風俗 : 図解 中村淳彦著 メディアックス 673.94||Na 216003398



119
歌舞伎キャラクター絵図 : 厳選53演目の見
方・楽しみ方 (コツがわかる本)

辻村章宏イラスト・
解説/「江戸楽」編
集部編著

メイツ出版 774||Ts 216003399

120 現在落語論 立川吉笑著 毎日新聞出版 779.13||Ta 216003400

121
空想世界構築教典 : あなただけのファンタ
ジーワールドの作り方 増補改訂完全版

宮永忠将著 洋泉社 901.307||Mi 216003401

122 女神めし (佳代のキッチン:2) 原宏一著 祥伝社 913.6||Ha 216003402

123 江戸を愛して愛されて 杉浦日向子著 河出書房新社 210.5||Su 216003403

124 大江戸美味草紙 杉浦日向子著
PHPエディターズ・グ
ループ/PHP研究所
(発売)

383.81||Su 216003404

125 書店主フィクリーのものがたり
ガブリエル・ゼ
ヴィン著/小尾
芙佐訳

早川書房 933.7||Ze 216003405

126 すしそばてんぷら 藤野千夜〔著〕
角川春樹事務
所

913.6||Fu 216003406

127 頂点への道
錦織圭, 秋山英
宏著

文藝春秋 783.5||Ni 216003407

128
データを利益に変える知恵とデザイン (統計
学が最強の学問である:ビジネス編)

ダイヤモンド社 350.1||Ni 216003408

129 わからないをわかるにかえる中1数学 文理 410||Wa 216003409

130 わからないをわかるにかえる中2数学 文理 410||Wa 216003410

131 わからないをわかるにかえる中3数学 文理 410||Wa 216003411

132 安倍晋三の憲法戦争 塩田潮著 プレジデント社 323.149||Sh 216003412

133
トランプショックがせまる : 貿易戦争・核戦争
の危機

日高義樹著 海竜社 319.53||Hi 216003413

134 一汁一菜でよいという提案 土井善晴著 グラフィック社 596.04||Do 216003414

135 スヌーピーのひみつA to Z (とんぼの本)
チャールズ・M・
シュルツ [ほか]
著

新潮社 726.101||Su 216003415



136 数理統計 : 明解演習 (明解演習シリーズ:3) 小寺平治著 共立出版 417||Ko 216003416

137 ハッブル宇宙望遠鏡25年の軌跡
沼澤茂美, 脇屋
奈々代共著

小学館クリエイ
ティブ/小学館
(発売)

440.87||Nu 216003417

138 代数幾何学 2
R. ハーツホーン著
/高橋宣能, 松下
大介訳

丸善出版 411.8||Ha||2 216003418

139 代数幾何学 3
R. ハーツホーン著
/高橋宣能, 松下
大介訳

丸善出版 411.8||Ha||3 216003419

140 境界を生きる : 性と生のはざまで
毎日新聞「境界
を生きる」取材
班著

毎日新聞社 367.9||Ky 216003420

141
プレイセラピーへの手びき : 関係の綾をどう
読みとるか (こころの科学叢書)

田中千穂子著 日本評論社 146.82||Ta 216003435

142 霊性の医療をひらく 対本宗訓著 春秋社 490.16||Ts 216003436

143
恋愛しない若者たち : コンビニ化する性とコ
スパ化する結婚 (ディスカヴァー携書:153)

牛窪恵 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

080||Di||153 216003437

144
凄母 : あのワーキングマザーが「折れない」
理由

佐藤留美著
東洋経済新報
社

366.38||Sa 216003438

145
数学英和・和英辞典 増補版 / 東京理科大学
数学教育研究所増補版編集

小松勇作編 共立出版 410.33||Su 216003439

146
発達障害児の言語獲得 : 応用行動分析的支
援(フリーオペラント法)

石原幸子, 佐久
間徹著

二瓶社 493.937||Is 216003456

147
ラマヌジャン : その生涯と業績に想起された
主題による十二の講義 (シュプリンガー数学
クラシックス:第30巻)

G.H.ハーディ著
/高瀬幸一訳

丸善出版 410.4||Ha 216003457

148
レジリエンスは身につけられるか : 個人差に
応じた心のサポートのために

平野真理著
東京大学出版
会

146||Hi 216003460

149
かえらざる零戦隊 新版 (大空のサムラ
イ:[正])

坂井三郎著 光人社 916||Sa 216003473

150 私が彼を殺した (講談社文庫) 東野圭吾 [著] 講談社 913.6||Hi 216003474

151 嘘をもうひとつだけ (講談社文庫:[ひ-17-24]) 東野圭吾[著] 講談社 913.6||Hi 216003475

152 宿命 (講談社文庫:[ひ-17-8]) 東野圭吾 [著] 講談社 913.6||Hi 216003476



153 眠りの森 (講談社文庫:[ひ-17-7]) 東野圭吾著 講談社 913.6||Hi 216003477

154
卒業 : 雪月花殺人ゲーム (講談社文庫:[ひ-
17-2])

東野圭吾 [著] 講談社 913.6||Hi 216003478

155 トットの欠落帖 (新潮文庫:く-7-5) 黒柳徹子著 新潮社 914.6||Ku 216003479
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