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1
プラスチックの木でなにが悪いのか : 環境
美学入門

西村清和著 勁草書房 701.1||Ni 212000636

2 偶然の科学
ダンカン・ワッツ
著/青木創訳

早川書房 301.6||Wa 212000637

3 哲学大図鑑
ウィル・バッキン
ガム [ほか] 著/
小須田健訳

三省堂 100||Te 212000638

4
被災地の博物館に聞く : 東日本大震災と歴
史・文化資料

国立歴史民俗博
物館編

吉川弘文館 069.4||Hi 212000639

5 晴天の迷いクジラ 窪美澄 [著] 新潮社 913.6||Ku 212000640
6 ブナの実はそれでも虹を夢見る 丸山健二著 求龍堂 914.6||Ma 212000641

7
ロスト・シティ・レディオ (新潮クレスト・ブック
ス)

ダニエル・アラル
コン著/藤井光訳

新潮社 933.7||Al 212000642

8 水底フェスタ 辻村深月著 文藝春秋 913.6||Ts 212000643

9
黄昏に眠る秋 (Hayakawa pocket mystery
books:1846)

ヨハン・テオリン
著/三角和代訳

早川書房 949.83||Th 212000644

10 石川啄木 : 風景と言葉 碓田のぼる著 光陽出版社 910.268||Us 212000645

11
「あの日」からぼくが考えている「正しさ」につ
いて

高橋源一郎著 河出書房新社 914.6||Ta 212000646

12
翻訳文学の視界 : 近現代日本文化の変容
と翻訳

井上健編 思文閣出版 904||Ho 212000686

13 幻影の星 白石一文著 文芸春秋 913.6||Sh 212000687

14
猫弁 : 天才百瀬とやっかいな依頼人たち :
完全版

大山淳子著 講談社 913.6||Oy 212000688

15
人は老いて死に、肉体は亡びても、魂は存
在するのか?

渡部昇一著 海竜社 147||Wa 212000689

16 おとなの進路教室。 山田ズーニー著 河出書房新社 159||Ya 212000690

17 Giongo gitaigo j゛isho 新装版 牧田智之 [著]
パイ インターナ
ショナル

814||Gi 212000691

18 12人のデザイン創造プロセス 石原義久編集
毎日コミュニ
ケーションズ

757||Ju 212000692

19
庭園の五人の子どもたち : アントワーヌ・ド・
サン=テグジュペリとその家族のふるさと

シモーヌ・ド・サン
=テグジュペリ著/
谷合裕香子訳

吉田書店 950.278||Sa 212000693

20 童の心で : 歌舞伎と脳科学
小泉英明, 市川
團十郎著

工作舎 774.04||Ko 212000694

21 PK 伊坂幸太郎著 講談社 913.6||Is 212000730
22 ラブ・ケミストリー 喜多喜久著 宝島社 913.6||Ki 212000731

23
生老病死の図像学 : 仏教説話画を読む (筑
摩選書:0035)

加須屋誠著 筑摩書房 721.1||Ka 212000732

24
英語は「そこそこ」できればいい! : 眠ってい
る英語資源を掘り起こす15の方法

斎藤孝著 朝日新聞出版 830.7||Sa 212000733

25 気分上々 森絵都著
角川書店/角川
グループパブ
リッシング(発売)

913.6||Mo 212000734

26 新・幸福論 : 青い鳥の去ったあと 五木寛之著 ポプラ社 914.6||It 212000735
27 太陽は動かない 吉田修一著 幻冬舎 913.6||Yo 212000736

28
若者よ、だまされるな! : 一番弟子とドラ息子
の運命も変えた。カリスマ車いす社長魂の

春山満, 宮内修,
春山哲朗共著

週刊住宅新聞社 159||Ha 212000737

29
情熱の階段 : 日本人闘牛士、たった一人の
挑戦

濃野平著 講談社 788.4||No 212000738

30 私の箱子 (シャンズ) 一青妙著 講談社 914.6||Hi 212000739
31 相田家のグッドバイ : Running in the Blood 森博嗣著 幻冬舎 913.6||Mo 212000740

32 芸のこと技のこと : 江口隆哉対談集
江口隆哉著/金
井芙三枝 [ほか]
監修

アートダイジェス
ト

704||Eg 212000771

33 日本を、信じる
瀬戸内寂聴, ドナ
ルド・キーン著

中央公論新社 914.6||Se 212000772

34 オーダーメイド殺人クラブ 辻村深月著 集英社 913.6||Ts 212000773
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35
怪奇・幻想・綺想文学集 : 種村季弘翻訳集
成

グスタフ・マイリン
ク他著/種村季
弘訳

国書刊行会 948.7||Me 212000774

36 哲学の現場 : 日本で考えるということ 末木文美士著 トランスビュー 104||Su 212000775
37 図説にほんのかたちをよむ事典 形の文化会編 工作舎 210.036||Zu 212000776

38

Design rule index : デザイン、新・25+100の
法則 : 125 ways to enhance usability,
influence perception, increase appeal, make
better design decisions, and teach through
design 第2版

William Lidwell,
Kritina Holden,
Jill Butler著/小
竹由加里, バベ
ル, 郷司陽子訳

ビー・エヌ・エヌ
新社

757||Li 212000777

39 くまちゃん 角田光代著 新潮社 913.6||Ka 212000778
40 家族の午後 : 細見和之詩集 細見和之著 澪標 911.56||Ho 212000779
41 西鶴に学ぶ : 貧者の教訓・富者の知恵 中嶋隆著 創元社 913.52||Na 212000780
42 平等ゲーム 桂望実著 幻冬舎 913.6||Ka 212000823
43 屋根裏プラハ 田中長徳著 新潮社 293.48||Ta 212000824

44
死ぬまで編集者気分 : 新日本文学会・平凡
社・マイクロソフト

小林祥一郎著 新宿書房 021.43||Ko 212000836

45 地図になかった世界 (ExLibris)
エドワード・P・
ジョーンズ著/小
澤英実訳

白水社 933.7||Jo 212000882

46 猫色ケミストリー 喜多喜久著 宝島社 913.6||Ki 212000883

47
水の女 : トポスへの船路 (九州大学人文学
叢書:2)

小黒康正著 九州大学出版会 902.09||Og 212000907

48 アーサー王伝説 : 7つの絵物語
ロザリンド・カー
ヴェン著/山本史
郎訳

原書房 930.2||Ke 212000908

49 新世代の認知行動療法 熊野宏昭著 日本評論社 146.8||Ku 212000909

50 基礎心理学入門
田山忠行, 須藤
昇共編

培風館 140||Ki 212000910

51 Nのために 湊かなえ著 東京創元社 913.6||Mi 212000911
52 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子著 幻冬舎 159||Wa 212000912

53
日本人の知らない日本語 : なるほど〜×爆
笑!の日本語"再発見"コミックエッセイ 3: 祝!

蛇蔵, 海野凪子
著

メディアファクト
リー

810.4||Ni||3 212000913

54 櫻の樹の下には瓦礫が埋まっている。 村上龍著 KKベストセラー 914.6||Mu 212000914


