
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 基本情報技術者標準教科書 2016年版 中根雅夫監修 オーム社 007.6||Ki||'16 215003356

2
はじめてのVisual C++ 2012(Technical
master:79)

赤坂玲音著 秀和システム 007.64||Ak 215003435

3
Visual C++2013パーフェクトマスター :
Microsoft Visual Studio 2013 : ダウンロード
サービス付(Perfect master:154)

金城俊哉著 秀和システム 007.64||Ki 215003326

4 砂漠でみつけた一冊の絵本 柳田邦男著 岩波書店 019.5||Ya 215003272

5 乙女の読書道 池澤春菜著 本の雑誌社 019.9||Ik 215003308

6 サルでもわかる!デザインの本 矢野りん著
パイインターナ
ショナル

021.4||Ya 215003218

7
いちばんわかる手製本レッスン : 手でつくる
本と基本技法

大島晃senior
editor/櫻中智
之editor

スタジオタックク
リエイティブ

022.8||Ic 215003197

8
製本工房・美篶堂とつくる文房具 : 上製ノー
ト、箱、ファイルボックス、アルバムほか13種
類のステーショナリー

美篶堂著 河出書房新社 022.8||Se 215003246

9 すてきなあなたに 6 大橋鎮子編著 暮しの手帖社 049.1||Su||6 215003262

10
神経とシナプスの科学 : 現代脳研究の源流
(ブルーバックス:B-1943)

杉晴夫著 講談社 080||Bu||1943 215003211

11 ランボオ詩集(岩波文庫:緑(31)-097-2)
[ランボオ原
著]/中原中也
訳

岩波書店 080||Iw||緑97-2 215003247

12
日本刀と武士 : その知られざる驚きの刃生
(じっぴコンパクト新書:256)

二木謙一監修 実業之日本社 080||Ji||256 215003291

13
「孤独」が人を育てる : 小池一夫名言集(講談
社+α新書:501-2C)

小池一夫 [著] 講談社
080||Ko||501-
2C

215003275

14 百合のリアル(星海社新書:38) 牧村朝子著
星海社/講談社
(発売)

080||Se||38 215003352

15
江戸詩人評伝集 : 詩誌『雅友』抄 2(東洋文
庫:863, 866)

今関天彭著/揖
斐高編

平凡社 080||To||866 215003198

16 心・脳・科学(岩波人文書セレクション)
ジョン・サール
[著]/土屋俊訳

岩波書店 114.2||Se 215003276
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17
キルケゴール : 美と倫理のはざまに立つ哲
学(岩波現代全書:049)

藤野寛著 岩波書店 139.3||Fu 215003277

18
出口汪の「最強!」の記憶術 : 脳科学による世
界一無理のない勉強法

出口汪著 水王舎 141.34||De 215003301

19 人生を考えるのに遅すぎるということはない
安藤忠雄 [ほ
か] 著

講談社 159.7||Ji 215003263

20 僕はそれでも生き抜いた 春山満著
仁パブリッシン
グ/実業之日本
社 (発売)

159||Ha 215003274

21 日本神話伝 はしの蓮著 飛鳥新社 164.1||Ha 215003269

22 北欧神話物語 新版
K・クロスリイ‐ホラ
ンド著/山室静, 米
原まり子訳

青土社 164.389||Cr 215003267

23 古事記ゆる神様100図鑑 松尾たいこ著 講談社 172||Ma 215003293

24
西国三十三所めぐり(楽学ブックス. 古寺巡
礼:1)

中田昭写真
JTBパブリッシ
ング

186.916||Sa 215003283

25 かわいい京都御朱印ブック 西村由美子著
主婦の友インフォ
ス情報社/主婦の
友社 (発売)

186.9162||Ni 215003290

26
江戸三〇〇藩物語藩史 中国・四国篇(歴史
新書)

山本博文監修 洋泉社 210.5||Ed 215003465

27 通天閣 : 新・日本資本主義発達史 酒井隆史著 青土社 216.3||Sa 215003231

28 これならわかる沖縄の歴史Q&A 楳沢和夫著 大月書店 219.9||Um 215003314

29 図解紋章(F-files:No.038) 秦野啓著 新紀元社 288.6||Sh 215003285

30 GHQと戦った女沢田美喜 青木冨貴子著 新潮社 289.1||Ao 215003313

31
湯川博士、原爆投下を知っていたのですか :
"最後の弟子"森一久の被爆と原子力人生

藤原章生著 新潮社 289.1||Mo 215003216

32
日本の地名 : 謎・ロマン・ミステリーがいっぱ
い!(超雑学読んだら話したくなる)

浅井建爾著
日本実業出版
社

291.0189||As 215003433

33
世界でいちばん幸せな国フィジーの世界でい
ちばん非常識な幸福論

永崎裕麻著 いろは出版 302.734||Na 215003222



34 イスラーム法とは何か? 中田考著 作品社 322.28||Na 215003221

35
国勢調査日本社会の百年(岩波現代全
書:061)

佐藤正広著 岩波書店 350.21||Sa 215003329

36 日本力
松岡正剛, エバ
レット・ブラウン
著

パルコエンタテ
インメント事業
局

361.5||Ma 215003327

37
ゲイのボクから伝えたい「好き」のハテナ?が
わかる本 : みんなが知らないLGBT 第2版

石川大我著
太郎次郎社エ
ディタス

367.9||Is 215003229

38
自分をさがそ。 : 多様なセクシュアリティを生
きる

杉山貴士著 新日本出版社 367.9||Su 215003320

39
多様なセクシュアリティとジェンダーの公正 :
個人・家族・性の「やさしい地平」へ

田中弘子編著 明石書店 367.9||Ta 215003321

40 発情装置 新版(岩波現代文庫:学術:335) 上野千鶴子著 岩波書店 367.9||Ue 215003212

41
大学4年間で絶対やっておくべきこと : 生き
方・人間関係・恋愛(中経の文庫:も-8-1)

森川友義著 KADOKAWA 377.9||Mo 215003440

42 鳩居堂の日本のしきたり豆知識 鳩居堂監修 マガジンハウス 386.1||Ky 215003253

43 妖怪(大人の探検) 小松和彦監修
有楽出版社/実
業之日本社 (発
売)

387.91||Yo 215003284

44 怪しくゆかいな妖怪穴 [1]
村上健司文/宇
田川新聞, 天野
行雄絵

毎日新聞社 388.1||Mu 215003430

45 日本の昔話と伝説 : 民間伝承の民俗学 柳田国男著 河出書房新社 388.1||Ya 215003268

46
空母瑞鶴の南太平洋海戦(軍艦瑞鶴の生涯:
戦雲篇)

森史朗著 潮書房光人社 391.2074||Mo 215003407

47 人類が解けない科学の謎 : ヴィジュアル版

ヘイリー・バーチ, マン・
キート・ルーイ, コリン・
ステュアート著/柴田譲
治訳

原書房 404||Bi 215003303

48 ニセ科学を見抜くセンス 左巻健男著 新日本出版社 404||Sa 215003220

49 空想科学読本 15 柳田理科雄著
メディアファクト
リー

404||Ya 215003249

50 3つの鍵の扉 : ニコの素粒子をめぐる冒険

ソニア・フェルナン
デス=ビダル著/轟
志津香訳/本田亮
絵

晶文社 421.3||Fe 215003279



51 世の中ががらりと変わって見える物理の本
カルロ・ロヴェッ
リ著/関口英子
訳

河出書房新社 421||Ro 215003233

52 光メタマテリアルの基礎
Mikhail A.Noginov,
Viktor A.Podolskiy
編/木村達也訳

丸善出版 425||Hi 215003194

53
ここまでわかった宇宙の謎 : ピタゴラスから
ヒッグス粒子までの物理学ツアー

ニール・トゥロッ
ク著/吉田三知
世訳

日経BP社/日
経BPマーケティ
ング(発売)

440.12||Tu 215003295

54
統計・防災・環境情報がひと目でわかる地図
の作り方 : オープンデータ+QGIS

朝日孝輔 [ほ
か] 著

技術評論社 448.9||To 215003299

55 知の発見 : 「なぜ」を感じる力 中村桂子著 朝日出版社 460.4||Na 215003302

56
菌世界紀行 : 誰も知らないきのこを追って(岩
波科学ライブラリー:245)

星野保著 岩波書店 474.85||Ho 215003243

57 ガイトン生理学
Arthur C.
Guyton, John E.
Hall原著

エルゼビア・
ジャパン

491.3||Gu 215003273

58 画像診断+IVRヒヤリ・ハット
放射線診療安
全向上研究会
編集

南江堂 492.1||Ga 215003325

59
肺(Atlas Series CT/MRI 編. 胸部の画像診断
: 病理像との対比と参考症例に学ぶ:1)

芦澤和人編集 ベクトル・コア 492.433||Ky||1 215003323

60
奇形・縦隔・胸膜他(Atlas Series CT/MRI 編.
胸部の画像診断 : 病理像との対比と参考症
例に学ぶ:2)

芦澤和人編集 ベクトル・コア 492.433||Ky||2 215003324

61 逆引きDICOM Book
JIRA DICOM委
員会編著

医療科学社 492.8||Gy 215003322

62 「いつものパン」があなたを殺す

デイビッド・パール
マター, クリスティ
ン・ロバーグ著/白
澤卓二訳

三笠書房 498.583||Pe 215003289

63
日本発モノづくり : 若い人たちに期待したいこ
と

石井徳章, 森幸
治編著

晃洋書房 502.1||Ni 215003436

64 再考日本流ものづくり 高畠秀雄著 鹿島出版会 504||Ta 215003328

65 信頼性データ解析(信頼性技術叢書)
鈴木和幸編著/益
田昭彦, 石田勉,
横川慎二著

日科技連出版
社

509.6||Sh 215003297

66
原子力防災 : 原子力リスクすべてと正しく向
き合うために

松野元著
創英社/三省堂
(発売)

539.99||Ma 215003354

67
WordPress標準デザイン講座 : 基本操作から、オリ
ジナルテーマ作成、カスタマイズ、セキュリティ対策
まで : standard 32 lessons(Standard design lesson)

野村圭, 石原隆
志共著

翔泳社 547.4833||No 215003230



68
LINEクリエイターズスタンプでバッチリ稼ぐ本
: 月々10万円の副収入を手に入れる!

佐藤雄生, 空閑
叉京著

マイナビ出版 547.4833||Sa 215003298

69
わかむらPの動画レシピ : フリーツールでニコ
ニコ動画/YouTubeに挑戦 :
NiVE2+AviUtl(Web MOVIE Creators')

ワカムラアツシ
著

翔泳社 547.4833||Wa 215003219

70 図解軍用車両(F FILES:No.049) 野神明人著 新紀元社 559.4||No 215003281

71
原爆を盗め! : 史上最も恐ろしい爆弾はこうし
てつくられた

スティーヴ・シャ
ンキン著/梶山
あゆみ訳

紀伊國屋書店 559.7||Sh 215003214

72
ぼくのごはん : 簡単&時短!誰でも美味しく作
れるアイデアたっぷりの54レシピ 初回版

ぼく著 ワニブックス 596||Bo 215003280

73
初めてのハーブ栽培手帖 : 5万人が愛した
ハーブ入門書

世界文化社 617.6||Ha 215003251

74
けもの道の歩き方 : 猟師が見つめる日本の
自然

千松信也 [著] リトルモア 659||Se 215003232

75 おどろかす(めでる国芳ブック:[2])
金子信久著/パ
メラ三木翻訳

大福書林/パイ
インターナショ
ナル (発売)

721.8||Ka 215003201

76 ねこのおもちゃ絵 : 国芳一門の猫絵図鑑 長井裕子著 小学館 721.8||Na 215003202

77 ミュシャart box : 波乱の生涯と芸術

アルフォンス・ミュ
シャ [画]/ミュシャ・
リミテッド編/坂上桂
子訳

講談社 723.348||Mu 215003257

78 Japan : ロバート・ブルーム画集
Robert Frederick Blum [画]/大
野順子ロスウェル, 野村佳助編
集協力/崎山留未栄, 大木麻利
子翻訳

芸術新聞社 723.53||Ja 215003203

79 不幸な子供
エドワード・ゴー
リー著/柴田元
幸訳

河出書房新社 726.5||Go 215003205

80 蒼い時 特装版
エドワード・ゴー
リー著/柴田元
幸訳

河出書房新社 726.5||Go 215003331

81 不幸な子供 特装版
エドワード・ゴー
リー著/柴田元
幸訳

河出書房新社 726.5||Go 215003332

82 うろんな客 特装版
エドワード・ゴー
リー著/柴田元
幸訳

河出書房新社 726.5||Go 215003333

83 ロスト・シング
ショーン・タン著
/岸本佐知子訳

河出書房新社 726.5||Ta 215003204

84
デジタルイラスト色塗りメイキング講座 :
Digital Illust Creators'

はねこと, kyuri,
泉彩, 鈴ノ, し
ぷっ共著

翔泳社 726.507||De 215003300



85 華々しき鼻血 特装版
エドワード・ゴー
リー著/柴田元
幸訳

河出書房新社 726.6||Go 215003330

86 香水瓶の図鑑 : フォトグラフィー

ベルナール・ガン
グレール著/ブリ
ス・アニェリ写真/
木村高子訳

原書房 751.5||Ga 215003245

87 天野可淡復活譚
天野可淡〔作〕 :
片岡佐吉写真

KADOKAWA 759.087||Am 215003278

88
音楽の美しい宇宙 : 和声、旋律、リズム(アル
ケミスト双書)

ジェイソン・マー
ティヌー著/山
田美明訳

創元社 761||Ma 215003210

89 サウンドシンセシス : 電子音響学入門
小泉宣夫, 岩崎
真著

講談社 763.9||Ko 215003217

90
怪獣学 : Kaiju analyze book : 怪獣の歴史と
生態

レッカ社編著 カンゼン 778.21||Ka 215003288

91
ボーカロイドMV制作テクニック(VIP Vocaloid
Important Producer)

ワカムラアツシ
著

ビー・エヌ・エヌ
新社

778.4||Wa 215003355

92 光を継ぐためにウルトラマンティガ 小中千昭著 洋泉社 778.8||Ko 215003213

93
陸軍戸山流で検証する日本刀真剣斬り : 新
装版

兵頭二十八, 籏
谷嘉辰著

並木書房 789.3||Hy 215003353

94
茶の湯と日本文化 : 飲食・道具・空間・思想
から

神津朝夫著 淡交社 791||Ko 215003408

95
ゲームプランナーの新しい教科書 : 基礎から
わかるアプリ・ゲームの発想と仕掛け

STUDIO SHIN
著

翔泳社 798.5||St 215003296

96
誰からも好かれる女性になる話し方美人のお
作法

杉山美奈子監
修

池田書店 809.2||Da 215003252

97 たった1日で声まで良くなる話し方の教科書 魚住りえ著
東洋経済新報
社

809.2||Uo 215003244

98
標準問題精講国語特別講義読んでおきたい
とっておきの名作25

渡辺憲司 [ほか
著]

旺文社 817.5||Hy 215003225

99
アウトラインから書く小説再入門 : なぜ、自由
に書いたら行き詰まるのか?

K.M.ワイランド
著/シカ・マッケ
ンジー訳

フィルムアート
社

901.307||We 215003431

100
ストラクチャーから書く小説再入門 : 個性は
「型」にはめればより生きる

K.M.ワイランド
著/シカ・マッケ
ンジー訳

フィルムアート
社

901.307||We 215003432

101 国文学研究史 丸山茂著 文芸社 910.2||Ma 215003315



102
本当はひどかった昔の日本 : 古典文学で知
るしたたかな日本人

大塚ひかり著 新潮社 910.2||Ot 215003294

103 日記で読む文豪の部屋 柏木博著 白水社 910.26||Ka 215003310

104
占領空間のなかの文学 : 痕跡・寓意・差異
(岩波現代全書:052)

日高昭二著 岩波書店 910.264||Hi 215003228

105 Fate/plus虚淵玄lives : 解析読本
山川賢一, 奥村
元気編

河出書房新社 910.268||Fa 215003286

106 谷崎潤一郎伝 : 堂々たる人生 小谷野敦著 中央公論新社 910.268||Ko 215003318

107 乱歩ワールド大全 野村宏平著 洋泉社 910.268||No 215003434

108 江戸川乱歩(新潮日本文学アルバム:41)
鈴木貞美編集・
評伝/松山巖
エッセイ

新潮社 910.268||Sh||41 215003317

109 江戸川乱歩とその時代
武光誠文/梅田
紀代志画

PHP研究所 910.268||Ta 215003309

110 うた恋い。 : 超訳百人一首 4
杉田圭著/渡部
泰明監修

メディアファクト
リー

911.147||Su 215003306

111 萩原朔太郎(永遠の詩:07) 萩原朔太郎著 小学館 911.56||Ha 215003255

112 あたしとあなた 谷川俊太郎著 ナナロク社 911.56||Ta 215003259

113 すき : 谷川俊太郎詩集(詩の風景)
谷川俊太郎作/
和田誠画

理論社 911.56||Ta 215003270

114 うつむく青年 : 詩集 谷川俊太郎著 サンリオ 911.56||Ta 215003350

115 空に小鳥がいなくなった日 : 詩集 谷川俊太郎著 サンリオ 911.56||Ta 215003351

116 贈るうた : 新装版 吉野弘著 花神社 911.56||Yo 215003206

117 中原中也(日本語を味わう名詩入門:6)
中原中也[著]/
萩原昌好編/出
久根育画

あすなろ書房 911.568||Na 215003200

118
人生に役立つ都々逸読本 : 七・七・七・五の
法則

柳家紫文著 海竜社 911.66||Ya 215003256



119 厭世マニュアル 阿川せんり著 KADOKAWA 913.6||Ag 215003195

120
海のまほろば : 神と呼ばれた「大和」艦長森
下信衞

秋月達郎著 洋泉社 913.6||Ak 215003282

121 世にも奇妙な君物語 朝井リョウ著 講談社 913.6||As 215003223

122 武道館 朝井リョウ著 文藝春秋 913.6||As 215003311

123 高野聖(現代語訳名作シリーズ:4)
泉鏡花作/川北
亮司現代語訳

理論社 913.6||Iz 215003316

124
泣き童子 (わらし) : 三島屋変調百物語参之
続

宮部みゆき著 文藝春秋 913.6||Mi 215003250

125 イデアの影 森博嗣著 中央公論新社 913.6||Mo 215003261

126 EPITAPH東京 恩田陸著 朝日新聞出版 913.6||On 215003265

127 消滅 : Vanishing point 恩田陸著 中央公論新社 913.6||On 215003266

128 うそつき、うそつき 清水杜氏彦著 早川書房 913.6||Sh 215003215

129 約束の海 山崎豊子著 新潮社 913.6||Ya 215003305

130 王とサーカス 米澤穂信著 東京創元社 913.6||Yo 215003196

131 街娼 : パンパン&オンリー(シリーズ紙礫:2)
マイク・モラス
キー編

皓星社 913.68||Ga 215003227

132 怪獣文藝の逆襲
有栖川有栖 [ほ
か] 著/東雅夫
編

KADOKAWA 913.68||Ka 215003287

133 闇市(シリーズ紙礫:1)
マイク・モラス
キー編

皓星社 913.68||Ya 215003226

134 歪んだ時間(冒険の森へ : 傑作小説大全:8)
吉行淳之介 [ほ
か] 著

集英社 913.68||Yu 215003209

135 おんなのしろいあし(怪談えほん:7)
岩井志麻子作/
寺門孝之絵/東
雅夫編

岩崎書店 913.8||Iw 215003312



136 「超口語訳」方丈記 濱田浩一郎著 東京書籍 914.42||Ha 215003292

137 ま、いっか。 浅田次郎著 集英社 914.6||As 215003248

138 言葉の贅肉 : 今日も超饒舌 (よげしゃべり)
伊奈かっぺい
著

岩波書店 914.6||In 215003224

139 プーと私 石井桃子著 河出書房新社 914.6||Is 215003271

140 新しいおとな 石井桃子著 河出書房新社 914.6||Is 215003427

141 「自由」のすきま 鷲田清一著 KADOKAWA 914.6||Wa 215003304

142
絵で語る子どもたちの太平洋戦争 : 毒ガス
島・ヒロシマ・少国民

岡田黎子著 文芸社 916||Ok 215003492

143 軍医が見た戦艦大和 : 一期一会の奇跡 祖父江逸郎著 角川書店 916||So 215003429

144
ぼくは戦争は大きらい : やなせたかしの平和
への思い

やなせたかし著
小学館クリエイ
ティブ/小学館
(発売)

916||Ya 215003319

145
日本霊異記/今昔物語/宇治拾遺物語/発心
集(日本文学全集:08)

[景戒著]/伊藤比呂美
訳/福永武彦訳/町田
康訳/[鴨長明編]/伊
藤比呂美訳

河出書房新社 918||Ni||08 215003199

146
樋口一葉 : たけくらべ/夏目漱石/森鷗外(日
本文学全集:13)

樋口一葉 [著]/川上
未映子訳/夏目漱石
著/森鷗外著

河出書房新社 918||Ni||13 215003208

147
南方熊楠/柳田國男/折口信夫/宮本常一(日
本文学全集:14)

南方熊楠著/柳田國
男著/折口信夫著/
宮本常一著

河出書房新社 918||Ni||14 215003207

148
おくのほそ道/芭蕉・蕪村・一茶名句集 第1版
(日本の古典をよむ:20)

井本農一 [ほ
か] 校訂・訳

小学館 918||Ni||20 215003254

149 図説千夜一夜物語 (アラビアン・ナイト)

A・J・ルスコーニ
編/谷口伊兵衛訳
/エドモン・デュラ
ク挿絵

而立書房 929.763||Zu 215003428

150 イギリス文学入門

石塚久郎責任編集/
大久保譲 [ほか] 編
集委員/岩田美喜
[ほか] 執筆

三修社 930.2||Ig 215003260

151 キャッツ : ポッサムおじさんの実用猫百科

T.S.エリオット著/
エドワード・ゴー
リー挿画/小山太
一訳

河出書房新社 931.7||El 215003258

152
ハリス・バーディック年代記 : 14のものすごい
ものがたり

クリス・ヴァン・
オールズバーグ
ほか著/村上春樹
ほか訳

河出書房新社 933.78||Ha 215003264



153 平静の技法(TED books)
ピコ・アイヤー
著/管梓訳

朝日出版社 934.7||Iy 215003234

154
兄と姉とヨーコの戦後物語(竹林はるか遠く:
続)

ヨーコ・カワシマ・
ワトキンズ著・監
訳/都竹恵子訳

ハート出版 936||Wa 215003307
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