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ブックハンティング購入図書配架リスト（１２月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
情報は「整理」しないで捨てなさい : "その他
大勢"から一歩抜け出す「戦略的インプット
術」

奥野宣之著 PHP研究所 002.7||Ok 210004622

2
知はいかにして「再発明」されたか : アレク
サンドリア図書館からインターネットまで

イアン・F.マク
ニーリー, ライザ・
ウルヴァートン著
/冨永星訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

002||Mc 210004414

3
社会は情報化の夢を見る (河出文庫:さ21-
1)

佐藤俊樹著 河出書房新社 007.3||Sa 210004368

4
基本からわかるUNIX/Linuxコマンドの使い
方

高原利之著 日本実業出版社 007.634||Ta 210004488

5 現代日本を読み解く200冊 佐高信著 金曜日 019.9||Sa 210004416

6
世界の奇妙な博物館 (ちくま学芸文庫:[ロ5-
1])

ミッシェル・ロヴ
リック著/安原和
見訳

筑摩書房 069.8||Lo 210004376

7 池上彰の新聞活用術 池上彰著 ダイヤモンド社 070.4||Ik 210004505

8
男が知りたい女の「気持ち」 : 永遠のナゾに
女医が答える (ブルーバックス:B-1702)

田村秀子著 講談社 080||Bu||1702 210004406

9 はじめての部落問題 (文春新書:478) 角岡伸彦著 文藝春秋 080||Bu||478 210004444

10
グーグルGoogle : 既存のビジネスを破壊す
る (文春新書:501)

佐々木俊尚著 文藝春秋 080||Bu||501 210004407

11
「見えざる手」が経済を動かす (ちくまプリ
マー新書:080)

池上彰著 筑摩書房 080||Ch||080 210004912

12
USTREAMがメディアを変える (ちくま新
書:874)

小寺信良著 筑摩書房 080||Ch||874 210004554

13
母親はなぜ生きづらいか (講談社現代新
書:2044)

香山リカ著 講談社 080||Ko||2044 210004544

14
電力・ガス 第2版 (日経文庫:1724. 業界研究
シリーズ)

圓尾雅則著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||1724 210004532

15 大人のための精神分析入門 (PHP新書:695) 妙木浩之著 PHP研究所 080||Ph||695 210004408
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16
新・戦争論 : 積極的平和主義への提言 (新
潮新書:229)

伊藤憲一著 新潮社 080||Sh||229 210004445

17
大東亜戦争の真実 : 東條英機宣誓供述書
(WAC BUNKO:B-109)

東條英機 [述]/
東條由布子編

ワック 080||Wa||B-109 210004448

18 魂とは何か (さて死んだのは誰なのか)
池田晶子著/わ
たくし、つまり
Nobody編

トランスビュー 104||Ik 210004369

19 残酷人生論
池田晶子著/わ
たくし、つまり
Nobody編

毎日新聞社 104||Ik 210004419

20 後悔と自責の哲学 (河出文庫) 中島義道著 河出書房新社 104||Na 210004811

21 「私」の哲学を哲学する
永井均 [ほか]
共著

講談社 104||Wa 210004413

22 論語の一言 田口佳史著 光文社 123.83||Ta 210004420

23
現代哲学の真理論 : ポスト形而上学時代の
真理問題

加賀裕郎, 隈元
泰弘, 立山善康
編

世界思想社 133.04||Ge 210004652

24 生きるための哲学 : ニーチェ「超」入門 白取春彦[著]
ディスカヴァー・
ドゥエンティワン

134.94||Sh 210004590

25
心理学者、心理学を語る : 時代を築いた13
人の偉才との対話

デイヴィッド・コー
エン著/三宅真季
子訳

新曜社 140.28||Co 210004660

26
実践入門ポジティブ・サイコロジー : 「よい生
き方」を科学的に考える方法

クリストファー・
ピーターソン著/
宇野カオリ訳

春秋社 140||Pe 210004632

27
臨床心理士・指定大学院合格のための心理
学問題集

大学院入試問題
分析チーム編

オクムラ書店 140||Ri 210004468

28
なぜ直感のほうが上手くいくのか? : 「無意
識の知性」が決めている

ゲルト・ギーゲレ
ンツァー著/小松
淳子訳

インターシフト/
合同出版 (発売)

141.2||Gi 210004659

29 虚記憶
D.A.ギャロ著/向
居暁訳

北大路書房 141.34||Ga 210004552

30 孤独 : 新訳
アンソニー・ス
トー著/三上晋之
助訳

創元社 141.6||St 210004599

31 マスタベーションの歴史 石川弘義著 作品社 141.74||Is 210004596
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32 ナンパを科学する : ヒトのふたつの性戦略 坂口菊恵著 東京書籍 141.74||Sa 210004514

33
催眠術のかけ方 : 初心者からプロまで今日
から使える

林貞年著 現代書林 145.4||Ha 210004475

34
心理学対決!フロイトvsユング (史上最強カ
ラー図解)

山中康裕編著 ナツメ社 146.1||Sh 210004478

35 いま、なぜユングか : 「元型」論と現代 佐藤正衞著 雲母書房 146.15||Sa 210004633

36
入門自己催眠法 : 生き方をリフレッシュする
ために

門前進著 誠信書房 146.8||Mo 210004617

37
愛着と愛着障害 : 理論と証拠にもとづいた
理解・臨床・介入のためのガイドブック

ビビアン・プライ
ア, ダーニヤ・グ
レイサー著

北大路書房 146.82||Pr 210004628

38
合格ナビ!臨床心理士指定大学院攻略 英語
問題編

中央ゼミナール
編

東京図書 146.89||Go 210004471

39
合格ナビ!臨床心理士指定大学院攻略 専門
科目編

中央ゼミナール
編

東京図書 146.89||Go 210004509

40 臨床心理士資格試験問題集 1
日本臨床心理士
資格認定協会監
修

誠信書房 146.89||Ri 210004480

41
臨床心理士・指定大学院合格のための心理
学テキスト

大学院入試問題
分析チーム編

オクムラ書店 146.89||Ri 210004506

42
心理カウンセラーになるための本 : どんな仕
事?どうすればなれる?どこで学ぶ?

松原達哉編著 ナツメ社 146.89||Sh 210004614

43 新・臨床心理士になるために 平成22年版
日本臨床心理士
資格認定協会監
修

誠信書房 146.89||Sh||22 210004479

44 フロイト精神分析入門 (有斐閣新書:D-3)
小此木啓吾, 馬
場謙一編

有斐閣 146||Fu 210004549

45
人間尊重の心理学 : わが人生と思想を語る
新版

カール・ロジャー
ズ著/畠瀬直子
訳

創元社 146||Ro 210004629

46
アメリカ : 精神医学・心理学臨床施設の紹
介 (こころの臨床ツアー:アメリカ)

丹野義彦著 星和書店 146||Ta 210004507

47 職業欄はエスパー (角川文庫:12623) 森達也[著] 角川書店 147.8||Mo 210004402
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48 究極の手相占い : 左右比較の割符観法 安達駿著 たま出版 148.14||Ad 210004410

49
武士道 [第56刷] (知的生きかた文庫:[に4-
4])

新渡戸稲造著/
奈良本辰也訳・
解説

三笠書房 156||Ni 210004538

50 悪の知性
ジャン・ボードリ
ヤール著/塚原
史, 久保昭博訳

NTT出版 158||Ba 210004600

51
プロフェッショナルの条件 : いかに成果をあ
げ、成長するか (はじめて読むドラッカー:自
己実現編)

P.F.ドラッカー著/
上田惇生編訳

ダイヤモンド社 159.4||Dr 210004484

52
トップ一人の責任 : 松下幸之助に学んだ
リーダーの条件

江口克彦著 ぱる出版 159.4||Eg 210004491

53
松下幸之助「成功する力」 : “弱点"を“最強
の長所"に変える不滅の知恵

大西宏著
有楽出版社/実
業之日本社(発
売)

159.4||On 210004492

54 実践するドラッカー 行動編 佐藤等編著 ダイヤモンド社 159.4||Sa 210004487

55
「愛され脳」になれる魔法のレッスン (講談社
+α文庫)

黒川伊保子[著] 講談社 159.6||Ku 210004388

56
7つの習慣最優先事項 : 「人生の選択」と時
間の原則

スティーブン・R・
コヴィー, A・ロ
ジャー・メリル, レ
ベッカ・R・メリル

キングベアー出
版

159||Co 210004489

57 第8の習慣 : 「効果」から「偉大」へ

スティーブン・R・
コヴィー著/フラ
ンクリン・コ
ヴィー・ジャパン

キングベアー出
版

159||Co 210004490

58 思考は現実化する 携帯版
ナポレオン・ヒル
著/田中孝顕訳

きこ書房 159||Hi 210004501

59
松下幸之助元気と勇気がわいてくる話
(PHP文庫:い71-1)

岩井虔著 PHP研究所 159||Iw 210004537

60 「大人になりきれない人」の心理 (PHP文庫) 加藤諦三[著] PHP研究所 159||Ka 210004386

61
「本当の自分」はどこにいる : 自分探しの心
理学 (PHP文庫)

加藤諦三著 PHP研究所 159||Ka 210004539

62 修身論 : ゴーマニズム宣言PREMIUM 小林よしのり著 マガジンハウス 159||Ko 210004428

63
7日間で人生を変えよう : 成功も幸福も、決
して偶然の結果ではない!

ポール・マッケン
ナ著/柴田裕之
訳

宝島社 159||Mc 210004625
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64 眼力 斎藤一人著 サンマーク出版 159||Sa 210004422

65 15分あれば喫茶店(カフェ)に入りなさい。 斎藤孝著 幻冬舎 159||Sa 210004536

66
成功の9ステップ : あなたの夢を現実化させ
る : 違いをもたらす違いがここにあり!

ジェームス・スキ
ナー著

幻冬舎 159||Sk 210004500

67
高校生からわかるイスラム世界 (池上彰の
講義の時間)

池上彰著
ホーム社/集英
社 (発売),
2010.9

167||Ik 210004495

68
結局は自分のことを何もしらない (サンガ新
書:019. 役立つ初期仏教法話||ヤクダツ ショ
キ ブッキョウ ホウワ ; 6)

アルボムッレ・ス
マナサーラ著

サンガ 184||Su 210004421

69
地図で読む世界史の謎50 (知的生きかた文
庫:れ1-4)

「歴史ミステリー」
倶楽部著

三笠書房 204||Ch 210004606

70 名言でたどる世界の歴史 島崎晋著

PHPエディター
ズ・グループ
/PHP研究所 (発
売)

209||Sh 210004661

71 戦争の論理 : 日露戦争から太平洋戦争まで 加藤陽子著 勁草書房 210.6||Ka 210004447

72 新編知覧特別攻撃隊 高岡修編
ジャプラン(発
行)/亥辰舎(発
売)

210.75||Sh 210004450

73
朝日新聞が報道した「日韓併合」の真実 :
韓国が主張する「七奪」は日本の「七恩」
だった

水間政憲著 徳間書店 221.06||Mi 210004449

74
16-18世紀 : ルネサンスから啓蒙時代まで
(身体の歴史:1)

G・ヴィガレロ編 藤原書店 230.5||Ju 210004651

75 20世紀まなざしの変容 (身体の歴史:3)
J-J・クルティーヌ
編

藤原書店 230.5||Ni 210004595

76
名字の世界 : あなたのルーツがわかる! (文
庫ぎんが堂:い3-3)

インデックス編集
部著

イースト・プレス 288.1||My 210004655

77
本田宗一郎 : やってみもせんで、何がわか
る (ミネルヴァ日本評伝選)

伊丹敬之著 ミネルヴァ書房 289.1||Ho 210004493

78 本田宗一郎との100時間 : 新装版 城山三郎著
PHPパブリッシン
グ/PHP研究所
(発売)

289.1||Ho 210004621

79
日本統治時代を肯定的に理解する : 韓国の
一知識人の回想

朴賛雄著 草思社 289.2||Pa 210004446
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80 Home : 空から見た地球

ヤン・アルテュス
=ベルトラン [撮
影]/河村真紀子,
谷通恵, 松永りえ

ピエ・ブックス 290.87||Ar 210004458

81
日本人が意外と知らないにほんの話 (幻冬
舎文庫:に-10-1)

にほん再発見研
究会編著

幻冬舎 302.1||Ni 210004396

82
イノベーターの条件 : 社会の絆をいかに創
造するか (はじめて読むドラッカー:社会編)

P・F・ドラッカー著
/上田惇生編訳

ダイヤモンド社 304||Dr 210004485

83
ブルマーはなぜ消えたのか : セクハラと心
の傷の文化を問う

中嶋聡著 春風社 304||Na 210004648

84 この国を出よ
大前研一, 柳井
正著

小学館 304||Om 210004497

85
正気の時代のために (脳力 (のうりき) の
レッスン:[1])

寺島実郎著 岩波書店 304||Te 210004601

86 正義論 改訂版

ジョン・ロールズ
著/川本隆史, 福
間聡, 神島裕子
訳

紀伊國屋書店 311.1||Ra 210004597

87
天安門事件から「08憲章」へ : 中国民主化
のための闘いと希望

劉暁波著/劉燕
子編/横澤泰夫
[ほか] 訳

藤原書店 312.22||Ry 210004608

88 警視庁捜査一課殺人班 (角川文庫:15384) 毛利文彦 [著]

角川学芸出版/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

317.75||Mo 210004403

89
国を破りて山河あり : 日本で初めて巨大ダ
ムを止めた村長

藤田恵著 小学館 318.281||Fu 210004451

90
ピエール・リヴィエール : 殺人・狂気・エクリ
チュール (河出文庫:フ10-1)

M. フーコー編著/
慎改康之 [ほか]
訳

河出書房新社 326.935||Fo 210004366

91 和解する脳
池谷裕二, 鈴木
仁志著

講談社 327.014||Ik 210004418

92 今までで一番やさしい経済の教科書 木暮太一著 ダイヤモンド社 330||Ko 210004426

93 一週間de資本論 的場昭弘著
日本放送出版協
会

331.6||Ma 210004425

94 欧州激震 : 経済危機はどこまで拡がるのか 白井さゆり著
日本経済新聞出
版社

332.3||Sh 210004424

95
世界を救う7人の日本人 : 国際貢献の教科
書

池上彰編・著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

333.8||Ik 210004653
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96
幸之助論 : 「経営の神様」松下幸之助の物
語

ジョン・P・コッ
ター著/高橋啓訳

ダイヤモンド社 335.13||Ko 210004620

97
テクノロジストの条件 : ものづくりが文明をつ
くる (はじめて読むドラッカー:技術編)

P.F.ドラッカー著/
上田惇生編訳

ダイヤモンド社 336.17||Dr 210004486

98 考えがまとまる!マインドマップ実戦勉強法 萩原京二著 アスコム 336.2||Ha 210004498

99
すぐやるリーダーの仕事術 : 後回しゼロ!
(Asuka business & language books)

今野誠一著 明日香出版社 336.3||Im 210004499

100 女性はマナーで9割変わる!
吉田博子, 石井
亜由美著

中経出版 336.49||Yo 210004382

101
No.1エコノミストが書いた世界一わかりやす
い金利の本

上野泰也編著 かんき出版 338.12||Ue 210004453

102
なぜ人は10分間に3回嘘をつくのか : 嘘とだ
ましの心理学

ロバート・フェルド
マン著/古草秀子
訳

講談社 361.4||Fe 210004631

103
言葉が足りないとサルになる : 現代ニッポン
と言語力

岡田憲治著 亜紀書房 361.45||Ok 210004427

104
テレビ局の内定がほしいなら、これは知って
おけ : 面接、筆記試験、エントリーシートー
採用担当者はどこを見るのか?

池内正人著 PHP研究所 361.453||Ik 210004521

105 マスコミ就職読本 2012年度版 1 入門篇
月刊『創』編集部
編

創出版 361.453||Ma||1 210004522

106 マスコミ就職読本 2012年度版 3 放送篇
月刊『創』編集部
編

創出版 361.453||Ma||3 210004523

107
プロパガンダ : 広告・政治宣伝のからくりを
見抜く

A・プラトカニス,
E・アロンソン著/
社会行動研究会
訳

誠信書房 361.46||Pr 210004503

108 現代中国知識人批判
劉暁波著/野澤
俊敬訳

徳間書店 361.84||Ry 210004423

109 派遣村 : 国を動かした6日間
年越し派遣村実
行委員会編

毎日新聞社 366.28||Ha 210004609

110
やりたい仕事がある! : 好きな仕事向いてい
る仕事768職 新版

池上彰編・著 小学館 366.29||Ik 210004496

111
親が死ぬまでにしたい55のこと (EARTH
STAR Books)

親孝行実行委員
会著

泰文堂 367.3||Oy 210004387
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112
男らしさの社会学 : 揺らぐ男のライフコース
(Sekaishiso seminar)

多賀太著 世界思想社 367.5||Ta 210004654

113
虐待される子どもたち (幻冬舎ルネッサンス
新書:008)

丸田桂子著
幻冬舎ルネッサ
ンス

367.6||Ma 210004647

114 アダルトチルドレンと共依存 緒方明著 誠信書房 367.6||Og 210004550

115
なぜ若者はトイレで「ひとりランチ」をするの
か

和田秀樹著 祥伝社 367.68||Wa 210004476

116
ネットカフェ難民と貧困ニッポン (日テレノン
フィクション:001)

水島宏明著
日本テレビ放送
網

368.2||Mi 210004610

117
日本型ワーキングプアの本質 : 多様性を包
み込み活かす社会へ

大沢真知子著 岩波書店 368.2||Os 210004467

118
戦争における「人殺し」の心理学 (ちくま学芸
文庫:[ク-8-1])

デーヴ・グロスマ
ン著/安原和見
訳

筑摩書房 368.61||Gr 210004375

119 無差別殺人の精神分析 (新潮選書) 片田珠美著 新潮社 368.61||Ka 210004482

120 少年事件 : おとなは何ができるか 山崎晃資編著 同人社 368.7||Sh 210004481

121
傾聴・心を聴く方法 : 高齢者支援のための
理論と実践

原千恵子著 学苑社 369.26||Ha 210004668

122 メタ認知 : 基礎と応用

J. ダンロスキー,
J. メトカルフェ著
/湯川良三, 金城
光, 清水寛之訳

北大路書房 371.41||Du 210004551

123 就職がこわい (講談社+アルファ文庫) 香山リカ[著] 講談社 371.47||Ka 210004401

124
「全国学力テスト」はなぜダメなのか : 本当
の「学力」を獲得するために

尾木直樹著 岩波書店 375.17||Og 210004415

125
日韓歴史教科書の軌跡 : 歴史の共通認識
を求めて

君島和彦著 すずさわ書店 375.32||Ki 210004658

126
理系大学院留学 : アメリカで実現する研究
者への道 (留学応援シリーズ)

カガクシャ・ネット
著

アルク 377.6||Ri 210004526

127 iPhone就活術 : 内定勝ちワザ「バイブル」
ジョブウェブ監修
: iPhone就活委
員会編

インプレスジャパ
ン

377.9||Ip 210004527
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128 面接の達人 : バイブル版 2012 中谷彰宏著 ダイヤモンド社 377.9||Na||'12 210004519

129
面接の達人 : 面接・エントリーシート問題集
2012

中谷彰宏著 ダイヤモンド社 377.9||Na||'12 210004520

130 就職四季報 2012年版
東洋経済新報社
編

東洋経済新報社 377.9||Sh||'12 210004533

131
「朝勉」は、自分を10倍賢くする! : 要領がい
い人の「1日×1回×1時間!」勉強法 (East
press business)

中島孝志, 朝勉
倶楽部著

イースト・プレス 379.7||As 210004623

132 ユダヤ人に学ぶ速学術 : 1回5分の勉強法! 濱野成秋著 グラフ社 379.7||Ha 210004626

133 脳が冴える!「朝1分勉強法」 宮川明著 アスコム 379.7||Mi 210004624

134
脳を活かす勉強法 : 奇跡の強化学習 : マン
ガでやる気アップ!

茂木健一郎著/
黒渕かしこ作画

PHP研究所 379.7||Mo 210004816

135
花まるママの子どもの才能を伸ばす魔法の
ことばノート : わが子の未来をつくりたい!

吉本笑子著 かんき出版 379.9||Yo 210004649

136
酔って記憶をなくします (新潮文庫:9046, い-
105-1)

石原たきび編 新潮社 383.8||Yo 210004395

137
図解マナー以前の社会人の基本 (講談社+
アルファ文庫:[C95-2])

岩下宣子〔著〕 講談社 385.9||Iw 210004400

138 ブルターニュ幻想民話集
アナトール・ル・
ブラーズ編/見目
誠訳

国書刊行会 388.35||Bu 210004644

139
情報亡国の危機 : インテリジェンス・リテラ
シーのすすめ

中西輝政著 東洋経済新報社 391.6||Na 210004504

140
インテリジェンス闇の戦争 : イギリス情報部
が見た「世界の謀略」100年

ゴードン・トーマ
ス著/玉置悟訳

講談社 391.6||Th 210004494

141 戦争格差社会アメリカ : ヒロシマ記者が歩く 田城明著 岩波書店 392.53||Ta 210004611

142 知っておきたい有機反応100 日本薬学会編 東京化学同人 437.01||Sh 210004443

143 読んで楽しむ身の回りの化学 : 有機化学
佐藤博保著/吉
田朋子イラスト

講談社 437||Sa 210004583
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144
池田清彦の「生物学」ハテナ講座 : iPS細胞
の「?」にも答えます

池田清彦著 三五館 460||Ik 210004613

145 分子生物学 (ベーシックマスター)
東中川徹, 大山
隆, 清水光弘共
編

オーム社 464.1||Bu 210004464

146 生化学 (ベーシックマスター)
西川一八, 清水
光弘共編

オーム社 464||Se 210004462

147 微生物学 (ベーシックマスター) 井上明編 オーム社 465||Bi 210004463

148 Q&Aで学ぶやさしい微生物学
浜本哲郎, 浜本
牧子著

講談社 465||Ha 210004393

149 生理学テキスト 第6版 大地陸男著 文光堂 491.3||Oc 210004543

150
無意識の脳自己意識の脳 : 身体と情動と感
情の神秘

アントニオ・R・ダ
マシオ著/田中三
彦訳

講談社 491.371||Da 210004598

151
女の子脳男の子脳 : 神経科学から見る子ど
もの育て方

リーズ・エリオット
著/竹田円訳

日本放送出版協
会

491.371||El 210004429

152
脳を活かす仕事術 : 「わかる」を「できる」に
変える

茂木健一郎著 PHP研究所 491.371||Mo 210004518

153 ピンチに勝てる脳 茂木健一郎著 集英社 491.371||Mo 210004817

154
家族療法の基礎理論 : 創始者と主要なアプ
ローチ 改題新装版

リン・ホフマン著/
亀口憲治訳

朝日出版社 493.72||Ho 210004670

155
心に狂いが生じるとき : 精神科医の症例報
告

岩波明著 新潮社 493.72||Iw 210004477

156
大人のAD/HD : 注意欠如・多動(性)障害 :
不思議な「心」のメカニズムが一目でわかる
(こころライブラリー : イラスト版)

田中康雄監修 講談社 493.73||Ot 210004472

157 不安障害の認知行動療法
坂野雄二 [ほか]
編

日本評論社 493.74||Fu 210004547

158
依存症のすべてがわかる本 (健康ライブラ
リー : イラスト版)

渡辺登監修 講談社 493.74||Iz 210004511

159 共依存 : 自己喪失の病 吉岡隆編 中央法規出版 493.74||Ky 210004508
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160
強迫性障害のすべてがわかる本 (健康ライ
ブラリー : イラスト版)

原田誠一監修 講談社 493.74||Ky 210004510

161

多重人格者 : あの人の二面性は病気か、た
だの性格か : 不思議な「心」のメカニズムが
一目でわかる (こころライブラリー : イラスト
版)

岡野憲一郎監修 講談社 493.74||Ta 210004615

162
自己愛性パーソナリティ障害のことがよくわ
かる本 (健康ライブラリー : イラスト版)

狩野力八郎監修 講談社 493.76||Ji 210004513

163
無差別殺人と妄想性パーソナリティ障害 :
現代日本の病理に迫る

矢幡洋著 彩流社 493.76||Ya 210004616

164

よくわかる大人のアスペルガー症候群 : 自
分勝手、わがまま…と思われがちな人たち
もしかしたら、アスペルガー? (セレクトbooks)
(こころのクスリbooks)

梅永雄二監修 主婦の友社 493.76||Yo 210004474

165 統合失調症がよくわかる本
E.フラー・トーリー
著/南光進一郎,
中井和代訳

日本評論社 493.763||To 210004470

166
統合失調症の人の気持ちがわかる本 : 不
思議な「心」のメカニズムが一目でわかる
(こころライブラリー : イラスト版)

伊藤順一郎, 地
域精神保健福祉
機構(コンボ)監修

講談社 493.763||To 210004473

167
非定型うつ病のことがよくわかる本 : 「気ま
ぐれ」「わがまま」と誤解を受ける新型うつ病
のすべて (健康ライブラリー : イラスト版)

貝谷久宣監修 講談社 493.764||Hi 210004512

168 「うつ」からの回復 : 新しい心理社会療法 黒川昭登著 金剛出版 493.764||Ku 210004546

169
思春期の「うつ」がよくわかる本 (健康ライブ
ラリー : イラスト版)

笠原麻里監修 講談社 493.937||Sh 210004630

170
「全身の疲れ」がスッキリ取れる本 (知的生
きかた文庫)

志賀一雅著 三笠書房 498.3||Sh 210004456

171
脳の強化書 : アタマがみるみるシャープに
なる!! : Training menu of 66

加藤俊徳著 あさ出版 498.39||Ka 210004618

172
世界で一番わかりやすい航空気象 : 今まで
に無かった天気のはなし

西守騎世将著 成山堂書店 538.82||Ni 210004531

173 航空無線ハンドブック 2011 (イカロスMOOK)  イカロス出版 538.85||Ko 210004815

174 完全マスター電験三種受験テキスト機械
大谷嘉能, 平田
房夫, 伊佐治圭
介共著

オーム社 540.79||Ot 210004515

175 完全マスター電験三種受験テキスト電力
植地修也, 古田
清隆共著

オーム社 540.79||Ue 210004516
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176
第一級陸上無線技術士試験問題集 : 合格
精選320題 第3集

吉川忠久著
東京電機大学出
版局

547.5079||Yo 210004662

177 iPadノマド仕事術 和久井海十著 サンマーク出版 548.29||Wa 210004664

178
へんな兵器 : びっくり仰天WW2戦争の道具
(光人社NF文庫:ひN-629)

広田厚司著 光人社 559||Hi 210004646

179
ドイツの傑作兵器駄作兵器 : 究極の武器徹
底研究 新装版 (光人社NF文庫)

広田厚司著 光人社 559||Hi 210004812

180
イギリス式お金をかけず楽しく生きる (講談
社+アルファ文庫)

井形慶子[著] 講談社 590.4||Ig 210004637

181
気になり飯 (講談社文庫:[む-25-4]. うまうま
ノート:2)

室井滋 [文・イラ
スト・写真]

講談社 596.04||Mu 210004397

182 ケーク・サレ 渡辺麻紀著 池田書店 596.23||Wa 210004439

183
小林カツ代のすぐ食べられる!おやつレシピ
(講談社+α文庫)

小林カツ代[著] 講談社 596.65||Ko 210004385

184
お菓子のきほん事典 : 親切・ていねい・よく
わかる!

コマツザキ・アケ
ミ著

西東社 596.65||Ko 210004438

185
いつものおやつうれしいおやつ : 365日毎日
食べたい

中村佳瑞子著
メトロポリタンプ
レス

596.65||Na 210004430

186
ちゃんとおいしい、でもカンタン !新おうちご
はん 毎日作りたい! (Gakken hit mook)

 
学研パブリッシ
ング/学研マー
ケティング(発売)

596||Ch 210004457

187
野菜コトコトスープ!スープ! : 具だくさんのお
いしいスープ&シチュー

 成美堂出版 596||In 210004431

188 具だくさんのあったかスープ : 80レシピ 井上由香理料理 成美堂出版 596||In 210004656

189 たった1分で人生が変わる片づけの習慣 小松易著 中経出版 597.9||Ko 210004383

190
日経業界地図 : 主要企業の実力と次の動き
を読む 2011年版

日本経済新聞社
編

日本経済新聞社 602.1||Ni||'11 210004517

191
夢で終わらせない農業起業 : 1000万円稼ぐ
人、失敗して借金作る人

松下一郎, 鈴木
康央 [著]

徳間書店 611.7||Ma 210004381
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192
ランチは儲からない飲み放題は儲かる : 飲
食店の「不思議な算数」 (セオリーbooks)

江間正和著 講談社 673.97||Em 210004483

193 iPhoneスゴ技BOOK 2011年版 竹田真著
ソフトバンククリ
エイティブ

694.6||Ta 210004528

194
手帳はiPhoneに変えなさい : デジタル手帳
術

戸田覚著

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブ
リッシング (発

694.6||To 210004530

195 頭のいいiPhone「超」仕事術
山路達也, 田中
拓也著

青春出版社 694.6||Ya 210004529

196
魔術的リアリズム : メランコリーの芸術 (ちく
ま学芸文庫:[タ4-2])

種村季弘著 筑摩書房 702.34||Ta 210004374

197 奇想の図譜 (ちくま学芸文庫:[ツ-7-2]) 辻惟雄著 筑摩書房 721.025||Ts 210004371

198 奇想の系譜 (ちくま学芸文庫:[ツ-7-1]) 辻惟雄著 筑摩書房 721.025||Ts 210004372

199
幽霊名画集 : 全生庵蔵・三遊亭円朝コレク
ション (ちくま学芸文庫:[ツ-7-3])

辻惟雄 [ほか]
執筆

筑摩書房 721.08||Yu 210004370

200 中国春画論序説 (講談社学術文庫:[2007]) 中野美代子著 講談社 722.2||Na 210004379

201
もっと知りたいルノワール : 生涯と作品
(アート・ビギナーズ・コレクション)

島田紀夫著 東京美術 723.35||Sh 210004603

202
もっと知りたいフェルメール : 生涯と作品
(アート・ビギナーズ・コレクション)

小林頼子著
/NEO企画編集

東京美術 723.359||Ko 210004602

203
もっと知りたいゴッホ : 生涯と作品 (アート・
ビギナーズ・コレクション)

圀府寺司著 東京美術 723.359||Ko 210004604

204 ファム・ファタル : 妖婦伝
イ・ミョンオク著/
樋口容子訳

作品社 723||Im 210004576

205
誰だってちょっと落ちこぼれ : スヌーピーた
ちに学ぶ知恵

河合隼雄, 谷川
俊太郎著/谷川
俊太郎コミック翻
訳/チャールズ・

講談社 726.101||Ka 210004548

206
イメージの魔術師エロール・ル・カイン 改訂
新版

エロール・ル・カ
イン [画]

ほるぷ出版 726.5||Le 210004442

207
もっと知りたいミュシャ : 生涯と作品 (アート・
ビギナーズ・コレクション)

千足伸行著 東京美術 726.5||Se 210004607
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208 いのちのかぞえかた
こやまくんどうぶ
ん/セルジュ・ブ
ロックえ

千倉書房 726.6||Ko 210004390

209 キミに残す手紙 : CDブック

テレニン晃子原
案/梅田悟司文/
斉藤みお絵/マ
ユミーヌ歌

講談社 726.6||Te 210004579

210 アンティーク・きりえスタイル Killigraph著 飛鳥新社 726.9||Ki 210004441

211
立体切り紙12か月 : ポップアップカードと小
物づくり 簡単原寸型紙つき!

大原まゆみ著 日貿出版社 754.9||Oh 210004440

212 ショパン・ピアノ名曲30選 (ピアノスタイル) ショパン〔作曲〕
リットーミュー
ジック

763.2||Ch 210004657

213 トイレの神様 植村花菜著 宝島社 767.8||Ue 210004578

214 澁澤龍彦映画論集成 (河出文庫) 澁澤龍彦著 河出書房新社 778.04||Sh 210004367

215 限界芸術論 (ちくま学芸文庫) 鶴見俊輔著 筑摩書房 779.04||Ts 210004373

216
奥さまは社長 : 爆笑問題・太田光と私 (文春
文庫:[お-53-1])

太田光代著 文藝春秋 779.14||Ot 210004399

217 究極の身体(からだ) 高岡英夫著 講談社 780.19||Ta 210004409

218 レベルアップする!野球 : 科学・技術・練習 石橋秀幸著 西東社 783.7||Is 210004612

219 武道的思考 (筑摩選書:0001) 内田樹著 筑摩書房 789||Uc 210004594

220
勝ち負けを超えた誇り : 雀鬼流麻雀道場・
特別対局編

桜井章一〔著〕 竹書房 797.5||Sa 210004591

221 人は八割方悪である 桜井章一〔著〕 竹書房 797.5||Sa 210004592

222 瞬間力 : 逆境を乗り切る方法 桜井章一〔著〕 竹書房 797.5||Sa 210004593

223
ふだん使いの正しい敬語 (講談社+アルファ
文庫:[B69-1])

奥秋義信[著] 講談社 815.8||Ok 210004588



15/19

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

224 新セルフスタディIELTS完全攻略
Anthony Allan著
/片岡みい子訳

ジャパンタイム
ズ

830.79||Al 210004525

225 セルフスタディIELTS完全攻略
Anthony Allan著
/片岡みい子訳

ジャパンタイム
ズ

830.79||Al 210004663

226
英検準1級過去6回全問題集 : 文部科学省
後援 2010年度版

 [旺文社] 830.79||Ei 210004411

227
英検準1級語彙・イディオム問題500 : 文部
科学省後援 (英検分野別ターゲット)

旺文社 [編] 旺文社 830.79||Ei 210004412

228 IELTS実践トレーニング
木村ゆみ, 吉田
佳代, Christian
Burrows著

三修社 830.79||Ki 210004524

229
澁澤龍彦西欧作家論集成 上 (河出文庫:[し
1-59]-[し1-60])

澁澤龍彦著 河出書房新社 902.8||Sh||1 210004573

230
澁澤龍彦西欧作家論集成 下 (河出文庫:[し
1-59]-[し1-60])

澁澤龍彦著 河出書房新社 902.8||Sh||2 210004572

231 楽園への道 (世界文学全集:1-02)
バルガス=リョサ
著/田村さと子訳

河出書房新社 908||Se||1-02 210004432

232 綺想礼讃 松山俊太郎著 国書刊行会 910.26||Ma 210004645

233 三島由紀夫の愛した美術 (とんぼの本)
宮下規久朗, 井
上隆史著

新潮社 910.268||Mi 210004577

234 茨木のり子 第1版 (永遠の詩:02) 茨木のり子著 小学館 911.56||Ib 210004384

235
六月六日生まれの天使 (Honkaku mystery
masters)

愛川晶著 文芸春秋 913.6||Ai 210004589

236 クジラの彼 有川浩著 角川書店 913.6||Ar 210004460

237 海の底 有川浩著
メディアワークス
/角川書店 (発
売)

913.6||Ar 210004461

238 学校のセンセイ 飛鳥井千砂著 ポプラ社 913.6||As 210004634

239 僕が愛した歌声 (ジョルダンブックス) 春江一也著 ジョルダン 913.6||Ha 210004391
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240 謎解きはディナーのあとで 東川篤哉著 小学館 913.6||Hi 210004580

241 ジョニー・ザ・ラビット 東山彰良著 双葉社 913.6||Hi 210004619

242 俺俺 星野智幸著 新潮社 913.6||Ho 210004545

243 リバース 石田衣良著 中央公論新社 913.6||Is 210004641

244 ばかもの 絲山秋子著 新潮社 913.6||It 210004389

245 マザコン 角田光代著 集英社 913.6||Ka 210004587

246 砂漠の悪魔 近藤史恵著 講談社 913.6||Ko 210004553

247 何度でも君に温かいココアを 小瀬木麻美著 ポプラ社 913.6||Ko 210004582

248 天国旅行 三浦しをん [著] 新潮社 913.6||Mi 210004377

249 往復書簡 湊かなえ著 幻冬舎 913.6||Mi 210004669

250 おやすみラフマニノフ 中山七里著 宝島社 913.6||Na 210004433

251 エンド・ゲーム (常野物語) 恩田陸著 集英社 913.6||On 210004585

252 ねじの回転 : February moment 恩田陸著 集英社 913.6||On 210004586

253 光の帝国 (常野物語) 恩田陸著 集英社 913.6||On 210004650

254 先生と僕 坂木司著 双葉社 913.6||Sa 210004642

255 幸福な食卓 瀬尾まいこ著 講談社 913.6||Se 210004639
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256 きよしこ 重松清著 新潮社 913.6||Sh 210004535

257 卒業 重松清著 新潮社 913.6||Sh 210004584

258 勝手にふるえてろ 綿矢りさ著 文藝春秋 913.6||Wa 210004392

259 ライヴ 山田悠介 [著] 角川書店 913.6||Ya 210004830

260 インシテミル 米澤穂信著 文藝春秋 913.6||Yo 210004394

261 小さき花々 吉屋信子著 国書刊行会 913.6||Yo 210004643

262 春のオルガン 湯本香樹実作 徳間書店 913.6||Yu 210004636

263 チーズと塩と豆と  
ホーム社/集英
社 (発売)

913.68||Ch 210004459

264 憧 (百年文庫:1)  ポプラ社 913.68||Da 210004665

265 心 (百年文庫:6)  ポプラ社 913.68||Do 210004667

266 絆 (百年文庫:2)  ポプラ社 913.68||Ka 210004666

267 誇り
今野敏, 東直己,
堂場瞬一著

双葉社 913.68||Ko 210004671

268 女たちの怪談百物語 (幽BOOKS)
東雅夫監修/伊
藤三巳華〔ほか〕
著

メディアファクト
リー

913.68||On 210004404

269 絶叫委員会 穂村弘著 筑摩書房 914.6||Ho 210004541

270 いまも、君を想う 川本三郎 [著] 新潮社 914.6||Ka 210004380

271 「気」の日本人 立川昭二著
綜合社/集英社
(発売)

914.6||Ta 210004405
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272
日本人の知性再生論 : 教育関係者と法律
家の非常識が日本を滅ぼす

矢内原一京著 ポプラ社 914.6||Ya 210004417

273 ようこそ、ちきゅう食堂へ 小川糸著 幻冬舎 915.6||Og 210004635

274
スパイと公安警察 : 実録・ある公安警部の
30年

泉修三著 バジリコ 916||Iz 210004627

275 性犯罪被害とたたかうということ 小林美佳著 朝日新聞出版 916||Ko 210004466

276
人を殺すとはどういうことか : 長期LB級刑務
所・殺人犯の告白

美達大和著 新潮社 916||Mi 210004465

277 原爆が消した廣島 田邊雅章著 文藝春秋 916||Ta 210004452

278 世界は危険で面白い 渡部陽一著
産経新聞出版/
日本工業新聞
(発売)

916||Wa 210004502

279 幸福の王子
オスカー・ワイル
ド原作/曽野綾子
訳/建石修志画

バジリコ 933.6||Wi 210004542

280 博物館の裏庭で (新潮クレスト・ブックス)
ケイト・アトキンソ
ン著/小野寺健
訳

新潮社 933.7||At 210004605

281
ホロー荘の殺人 (ハヤカワ文庫:5297. クリス
ティー文庫:22)

アガサ・クリス
ティー著/中村能
三訳

早川書房 933.7||Ch 210004436

282
アクロイド殺し (ハヤカワ文庫:5293. クリス
ティー文庫:3)

アガサ・クリス
ティー著/羽田詩
津子訳

早川書房 933.7||Ch 210004437

283 こなごなに壊れて
ジェイムズ・フレ
イ著/武者圭子
訳

講談社 933.7||Fr 210004455

284
ぼくとペダルと始まりの旅 (新潮文庫:9042,
マ-29-1)

ロン・マクラーティ
[著]/森田義信訳

新潮社 933.7||Mc 210004540

285 きみを想う夜空に
ニコラス・スパー
クス著/雨沢泰訳

エクスナレッジ 933.7||Sp 210004581

286
エアーズ家の没落 上 (創元推理文庫:254-
07, 08)

サラ・ウォーター
ズ著/中村有希
訳

東京創元社 933.7||Wa||1 210004434

287
エアーズ家の没落 下 (創元推理文庫:254-
07, 08)

サラ・ウォーター
ズ著/中村有希
訳

東京創元社 933.7||Wa||2 210004435
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288 失(な)くした記憶の物語
ガブリエル・ゼ
ヴィン著/堀川志
野舞訳

理論社 933.7||Ze 210004813

289 いずれは死ぬ身 柴田元幸編訳 河出書房新社 933.78||Iz 210004574

290
食べて、祈って、恋をして : 女が直面するあ
らゆること探究の書

エリザベス・ギル
バート著/那波か
おり訳

ランダムハウス
講談社

935.7||Gi 210004398

291 統合失調症ぼくの手記
リチャード・マク
リーン著/椎野淳
訳

晶文社 936||Mc 210004469

292 文学における超自然の恐怖
H.P.ラヴクラフト
著/大瀧啓裕訳

学習研究社 938||Lo 210004575

293
サンタクロースにインタビュー : 大人のため
の子どもの話

エーリヒ・ケスト
ナー著/フランツ・
ヨーゼフ・ゲール
ツ, ハンス・サル

ランダムハウス
講談社

943.7||Ka 210004638

294 朗読者 (新潮クレスト・ブックス)
ベルンハルト・
シュリンク著/松
永美穂訳

新潮社 943.7||Sc 210004534

295
ソフィーの世界 : 哲学者からの不思議な手
紙 [普及版] 上

ヨースタイン・ゴ
ルデル著/池田
香代子訳

日本放送出版協
会

949.63||Ga||1 210004454

296 アンデルセン童話集

[アンデルセン
著]/ハリー・ク
ラーク絵/荒俣宏
訳

新書館 949.7||An 210004814

297 突飛なるものの歴史 完全版
ロミ著/高遠弘美
訳

平凡社 954.7||Ro 210004378

298 夢をみる言葉

サン=テグジュペ
リ [著]/山口昌弘
写真・構成/小池
隆夫訳

イースト・プレス 957||Sa 210004640
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