
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 自分を好きになる方法 本谷有希子著 講談社 913.6||Mo 216000527

2 音楽に自然を聴く (平凡社新書:812) 小沼純一著 平凡社 080||He||812 216000528

3 翻訳できない世界のことば
エラ・フランシス・サ
ンダース著イラスト/
前田まゆみ訳

創元社 804||Sa 216000529

4 CGとゲームの技術 (メディア学大系:2)
三上浩司, 渡辺
大地共著

コロナ社 798.5||Mi 216000530

5
たのしくできるArduino電子制御 : Processingで
パソコンと連携

牧野浩二著
東京電機大学
出版局

548.2||Ma 216000531

6 流れ学 : 流体力学と流体機械の基礎
山田英巳, 濱川
洋充, 田坂裕司
共著

森北出版 534.1||Ya 216000532

7
Unity5の教科書 : 2D&3Dスマートフォンゲーム
入門講座 : はじめてでも安心! (Entertainment
& IDEA)

北村愛実著 SBクリエイティブ 798.5||Ki 216000533

8
フランス語初歩の初歩 : 聴ける!読める!書ける!
話せる!

塚越敦子著 高橋書店 850||Ts 216000534

9
Beauty and the beast (洋販ラダーシリー
ズ:Level 1(1000-word))

retold by Xanthe
Smith-Serafin

アイビーシーパ
ブリッシング/日
本洋書販売 (発
売)

837.7||Yo||1 216000535

10
Winnie‐the‐Pooh (洋販ラダーシリーズ:Level
4(2000-word))

by A.A. Milne/with
decorations by E.H.
Shepard

アイビーシーパ
ブリッシング

837.7||Yo||4 216000536

11
2カ月で攻略TOEICテスト730点! 改訂版 (残り
日数逆算シリーズ)

横本勝也, 早川幸治
著/英語出版編集部
編集

アルク 830.79||Yo 216000537

12 スペイン (地球の歩き方Plat:08)
地球の歩き方編
集室著作編集

ダイヤモンド・ビッグ
社/ダイヤモンド社
(発売)

290.93||Ch||Pl08 216000538

13
四色問題 : どう解かれ何をもたらしたのか (ブ
ルーバックス:B-1969)

一松信著 講談社 080||Bu||1969 216000539

14
高校数学でわかる光とレンズ : 光の性質から、
幾何光学、波動光学の核心まで (ブルーバック
ス:B-1970)

竹内淳著 講談社 080||Bu||1970 216000540

15
世界を読み解くためのギリシア・ローマ神話入
門 (河出ブックス:093)

庄子大亮著 河出書房新社 164.31||Sh 216000541

16
ゲームプランナー集中講座 : ゲーム創りはテン
ポが9割

吉沢秀雄著 SBクリエイティブ 798.5||Yo 216000542
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17 オトコとオンナの生物学 (PHP文庫) 池田清彦著 PHP研究所 481.35||Ik 216000543

18
アンガーマネジメント怒らない伝え方 : 1分で解
決!

戸田久実著 かんき出版 361.454||To 216000544

19
イラッとしない思考術 : 「怒りの感情」が"スッ"と
消える

安藤俊介著 ベストセラーズ 141.6||An 216000545

20 文系の人にとんでもなく役立つ!理系の知識
日本博識研究
所著

宝島社 404||Bu 216000546

21 『不思議の国のアリス』の分析哲学 八木沢敬著 講談社 116.3||Ya 216000547

22 記憶力の脳科学 柿木隆介著 大和書房 491.371||Ka 216000548

23
なぜ外国語を身につけるのは難しいのか : 「バ
イリンガルを科学する」言語心理学

森島泰則著 勁草書房 807||Mo 216000550

24
ちょっと包んだほうが人間関係はうまくいく : 相
手のこころを包み込む「魔法の風呂敷」

石山勝規著
合同フォレスト/
合同出版 (発売)

361.454||Is 216000551

25 だいじょうぶだよ、ゾウさん

ローレンス・ブルギ
ニョン作/ヴァレ
リー・ダール絵/柳
田邦男訳

文溪堂 726.6||Bo 216000552

26 自閉症 新訂 (こころの科学叢書) 村田豊久著 日本評論社 493.9375||Mu 216000553

27 保育士のための発達障害児の見つけかた 久我利孝著 同成社 378||Ku 216000554

28
学校での問題行動をいかに解決するか : 短期
戦略的アプローチの実際

エレン・S・アマ
ティー著/市川千
秋, 宇田光編訳

二瓶社 371.42||Am 216000555

29
発達障害の謎を解く (日評ベーシック・シリー
ズ)

鷲見聡著 日本評論社 493.76||Su 216000556

30
心理面接の基礎から臨床実践まで (心の専門
家養成講座:2. 臨床心理学実践の基礎:その2)

金井篤子, 永田
雅子編

ナカニシヤ出版 146||Ko||2 216000557

31
ことばあそびの歴史 : 日本語の迷宮への招待
(河出ブックス:094)

今野真二著 河出書房新社 807.9||Ko 216000558

32 日本文化事典
神崎宣武, 白幡
洋三郎, 井上章
一編

丸善出版 382.1||Ni 216000559

33 台湾生まれ日本語育ち 温又柔著 白水社 914.6||On 216000560



34
頻出テーマではじめてのTOEFLテスト完全攻略
: TOEFL iBTテスト対応

Jennifer
Swanson, 四軒
家忍著

高橋書店 830.79||Sw 216000561

35 五輪を楽しむまちづくり : ロンドンから東京へ 喜多功彦著 鹿島出版会 780.69||Ki 216000562

36 東京2025 : ポスト五輪の都市戦略
市川宏雄, 森記念
財団都市戦略研
究所著

東洋経済新報
社

601.136||To 216000563

37 山崎亮とstudio-Lが作った問題解決ノート
山崎亮, studio-
L著

アスコム 336.2||Ya 216000564

38
地域おこし協力隊 : 日本を元気にする60人の
挑戦

椎川忍 [ほか]
編著

学芸出版社 318.6||Ch 216000565

39
デザインする思考力 (東大エグゼクティブ・マネ
ジメント)

東大EMP, 横山
禎徳編

東京大学出版
会

336.2||De 216000566

40
ザ・チェンジ・メイカー : 世界標準のチームリー
ダーになる49のレッスン

齋藤ウィリアム
浩幸著

日本経済新聞
出版社

336.3||Sa 216000567

41
すごいメモ。 : 仕事のスピード・質が劇的に上
がる

小西利行著 かんき出版 002.7||Ko 216000568

42 図説心理学入門 第2版 齊藤勇編 誠信書房 140||Zu 216000569

43 20代のうちに知っておきたい言葉のルール21 木村進著 総合法令出版 159||Ki 216000570

44
口下手な人は知らない話し方の極意 : 認知科
学で「話術」を磨く (集英社新書:0837E)

野村亮太著 集英社 080||Sh||0837 216000571

45
いつも時間に追われている人のための「超」時
間術

午堂登紀雄著 総合法令出版 336.2||Go 216000572

46 自分を操る超集中力 DaiGo著 かんき出版 159||Da 216000573

47
自分を成長させる極意 : Harvard business
review's 10 must reads

ピーター・F・ドラッカー,
クレイトン・M・クリステ
ンセンほか著/ハー
バード・ビジネス・レ
ビュー編集部編
/DIAMONDハーバー
ド・ビジネス・レビュー
編集部訳

ダイヤモンド社 335.04||Ji 216000574

48
社会をちょっと変えてみた : ふつうの人が政治
を動かした七つの物語

駒崎弘樹, 秋山
訓子著

岩波書店 312.1||Ko 216000575

49
おいしさの人類史 : 人類初のひと噛みから「う
まみ革命」まで

ジョン・マッケイ
ド著/中里京子
訳

河出書房新社 383.8||Mc 216000576



50 データ分析とデータサイエンス 柴田里程著 近代科学社 007.609||Sh 216000577

51
へんな星たち : 天体物理学が挑んだ10の恒星
(ブルーバックス:B-1971)

鳴沢真也著 講談社 080||Bu||1971 216000578

52
海の教科書 : 波の不思議から海洋大循環まで
(ブルーバックス:B-1974)

柏野祐二著 講談社 080||Bu||1974 216000579

53
人生はもっとニャンとかなる! : 明日にもっと幸
福をまねく68の方法

水野敬也, 長沼
直樹著

文響社 159.2||Mi 216000580

54
ハーバードあなたを成長させるフィードバックの
授業

ダグラス・ストー
ン, シーラ・ヒー
ン著/花塚恵訳

東洋経済新報
社

809.2||St 216000581

55 3.11 : 震災は日本を変えたのか

リチャード・J・サミュエ
ルズ著/プレシ南日子,
廣内かおり, 藤井良江
訳

英治出版 312.1||Sa 216000582

56
福島原発事故に対する省察 (科学技術社会論
研究:12)

科学技術社会
論学会編集委
員会編

玉川大学出版
部

405||Ka||12 216000583

57 Linuxコマンドブックビギナーズ 第4版
川口拓之, 田谷
文彦, 三沢明著

SBクリエイティブ 007.634||Ka 216000584

58 やさしいC# 第2版 高橋麻奈著 SBクリエイティブ 007.64||Ta 216000585

59 新・明解C言語 中級編 柴田望洋著 SBクリエイティブ 007.64||Sh 216000586

60
やさしいITパスポート講座 2016年版 (高橋麻奈
のやさしい講座シリーズ)

高橋麻奈著 SBクリエイティブ 007.6||Ta||'16 216000587

61
やさしい応用情報技術者講座 2016年版 (高橋
麻奈のやさしい講座シリーズ)

高橋麻奈著 SBクリエイティブ 007.6||Ta||'16 216000588

62
キタミ式イラストIT塾ITパスポートCBT対応 平
成28年度 (情報処理技術者試験)

きたみりゅうじ著 技術評論社 007.6||Ki||28 216000589

63 心理学 (アカデミックナビ) 子安増生編著 勁草書房 140||Sh 216000590

64 自分を変える言葉
山崎拓巳著/野
田宜成名言選
定

日本実業出版
社

159.8||Ya 216000591

65 基礎から学ぶ材料力学 第2版
臺丸谷政志, 小
林秀敏共著

森北出版 501.32||Da 216000592

66
スティーブ・ジョブズから学ぶ実践英語トレーニ
ング

安達洋, 渋谷奈
津子著

総合法令出版 837.8||Ad 216000593



67 日本のしきたり
IBCパブリッシン
グ編

IBCパブリッシン
グ

382.1||Ni 216000594

68
リトルプリンス星の王子さまと私 : 英語ストー
リーブック

ジャパンタイム
ズ編

ジャパンタイム
ズ

837.7||Ri 216000595

69
休み時間の微生物学 第2版 (休み時間シリー
ズ)

北元憲利著 講談社 465||Ki 216000596

70 生態学 : 基礎から保全へ
鷲谷いづみ編著/一
ノ瀬友博, 海部健三
[ほか] 共著

培風館 468||Se 216000597

71 20代のうちに知っておきたい読書のルール23 遠越段著 総合法令出版 019||To 216000598

72
トコトンやさしい発酵の本 第2版 (B&Tブックス.
今日からモノ知りシリーズ)

協和発酵バイオ
株式会社編

日刊工業新聞
社

588.51||To 216000599

73
10代のうちに知っておきたい折れない心の作り
方

水島広子著 紀伊國屋書店 159.7||Mi 216000600

74 鉄道は誰のものか 上岡直見著 緑風出版 686.21||Ka 216000601

75
GHQが洗脳できなかった日本人の「心」 : アメリ
カの占領政策と必ず乗り越えられる日本

山村明義著 ベストセラーズ 210.762||Ya 216000602

76 昆虫の描き方 (自然観察の技法:2) 盛口満著
東京大学出版
会

486.07||Mo 216000603

77
自治村落の基本構造 : 「自治村落論」をめぐる
座談会記録

齋藤仁, 大鎌邦
雄, 両角和夫編
著

農林統計出版 611.17||Ji 216000604

78 絵でわかる古生物学 (絵でわかるシリーズ) 北村雄一著 講談社 457||Ki 216000605

79 政治的平等とは何か (サピエンティア:08)
R・A・ダール著/飯
田文雄, 辻康夫, 早
川誠訳

法政大学出版
局

316.1||Da 216000606

80
マルクス思想の核心 : 21世紀の社会理論のた
めに (NHKブックス:1237)

鈴木直著 NHK出版 309.334||Su 216000607

81 共産党とガバナンス (超大国・中国のゆくえ:3)
菱田雅晴, 鈴木
隆著

東京大学出版
会

302.22||Ch||3 216000608

82
18歳からの社会保障読本 : 不安のなかの幸せ
をさがして (叢書・知を究める:7)

小塩隆士著 ミネルヴァ書房 364||Os 216000609

83
真珠の世界史 : 富と野望の五千年 (中公新
書:2229)

山田篤美著 中央公論新社 080||Ch||2229 216000651



84 脳の発達科学 (発達科学ハンドブック:8)
榊原洋一, 米田
英嗣責任編集

新曜社 143||No 216000652

85 かあちゃん 重松清著 講談社 913.6||Sh 216000653

86
客先に連れ出されてしまったエンジニアのため
のプレゼン力向上講座 : for engineers

渡邉秀美著 秀和システム 007.35||Wa 216000654

87
ニューヨーカーに学ぶ軽く見られない英語 (朝
日新書:545)

田村明子著 朝日新聞出版 080||As||545 216000655

88 いつも余裕で結果を出す人の複線思考術 斎藤孝著 講談社 141.5||Sa 216000656

89
「政治的なもの」の遍歴と帰結 : 新自由主義以
後の「政治理論」のために

森政稔著 青土社 311.04||Mo 216000657

90 最新建築環境工学 改訂4版
田中俊六 [ほ
か] 共著

井上書院 525.1||Sa 216000658

91 図説西洋建築史
陣内秀信 [ほ
か] 著

彰国社 523||Zu 216000659

92
住宅プレゼンテーション・テクニック : デジタル+
アナログ

瀬川洋文著 彰国社 527.1||Se 216000660

93 設計力を育てる建築計画100選
今井正次, 櫻井康宏
編著/明石行生 [ほ
か] 著

共立出版 525.1||Se 216000661

94
兵隊になった沢村栄治 : 戦時下職業野球連盟
の偽装工作 (ちくま新書:1191)

山際康之著 筑摩書房 080||Ch||1191 216000662

95
神話で読みとく古代日本 : 古事記・日本書紀・
風土記 (ちくま新書:1192)

松本直樹著 筑摩書房 080||Ch||1192 216000663

96 18歳からの政治入門
日本経済新聞
政治部編

日本経済新聞
出版社

379.4||Ju 216000664

97 学術書を書く
鈴木哲也, 高瀬
桃子著

京都大学学術
出版会

021.3||Su 216000665

98 マインドフルネス : 基礎と実践
貝谷久宣, 熊野
宏昭, 越川房子
編著

日本評論社 493.72||Ma 216000666

99
うつ病への疑問に答える : うつ病医療のさらな
る前進に向けて

樋口輝彦著 日本評論社 493.764||Hi 216000667

100
重力 : アインシュタインの一般相対性理論入門
上

ジェームズ・B.
ハートル著/牧
野伸義訳

日本評論社 421.2||Ha||1 216000668



101
重力 : アインシュタインの一般相対性理論入門
下

ジェームズ・B.
ハートル著/牧
野伸義訳

日本評論社 421.2||Ha||2 216000669

102
重力理論 : gravitation--古典力学から相対性
理論まで, 時空の幾何学から宇宙の構造へ

Charles W. Misner, Kip
S. Thorne, John
Archibald Wheeler
[著]/若野省己訳

丸善出版 423.6||Mi 216000670

103
JavaScriptライブラリとCanvas 2D Context/Web
Workersを使う (HTML5による物理シミュレー
ション:拡散・波動編)

遠藤理平著 カットシステム 420||En 216000671

104
大人たちには任せておけない!政治のこと : 18
歳社長が斬る、政治の疑問

椎木里佳著 マガジンハウス 312.1||Sh 216000672

105 これからの世界をつくる仲間たちへ 落合陽一著 小学館 007.3||Oc 216000673

106
残念な政治家を選ばない技術 : 「選挙リテラ
シー」入門 (光文社新書:823)

松田馨著 光文社 080||Ko||823 216000674

107 観光ガイドになるには (なるにはBooks:142) 中村正人著 ぺりかん社 366.29||Na||142 216000675

108 宇宙はどうして始まったのか (光文社新書:738) 松原隆彦著 光文社 080||Ko||738 216000676

109
メールはなぜ届くのか : インターネットのしくみ
がよくわかる (ブルーバックス:B-1825)

草野真一著 講談社 080||Bu||1825 216000677

110
理系なら知っておきたい化学の基本ノート カ
ラー改訂版 有機化学編

岡島光洋著/中
経出版編集

Kadokawa 430||Ok 216000678

111 ジブリの仲間たち (新潮新書:674) 鈴木敏夫著 新潮社 080||Sh||674 216000685

112 レゴでつくろう世界の名建築
Tom Alphin著/
大野千鶴訳

エクスナレッジ 507.9||Al 216000686

113 物質科学の最前線 (KEK物理学シリーズ:7)
村上洋一 [ほ
か] 著

共立出版 420.8||Ke||7 216000687

114 数学の道具箱Mathematica 基本編 宮岡悦良著 近代科学社 410||Mi 216000688

115 ゲームを動かす数学・物理 堂前嘉樹著 SBクリエイティブ 798.5||Do 216000689

116
算数・数学はアートだ! : ワクワクする問題を子
どもたちに

ポール・ロック
ハート [著]/吉
田新一郎訳

新評論 410.7||Lo 216000690

117 つなぐ建築 : 対談集 隈研吾著 岩波書店 520.4||Ku 216000691



118 負ける建築 隈研吾著 岩波書店 520.4||Ku 216000692

119 図説テキスト建築環境工学 第2版
加藤信介, 土田
義郎, 大岡龍三
著

彰国社 525.1||Ka 216000693

120
メタ思考トレーニング : 発想力が飛躍的にアッ
プする34問 (PHPビジネス新書:356)

細谷功著 PHP研究所 080||Ph||356 216000708

121
ジェントリフィケーションと報復都市 : 新たなる
都市のフロンティア

ニール・スミス著
/原口剛訳

ミネルヴァ書房 361.78||Sm 216000709

122 アクアマリンの神殿 海堂尊著 KADOKAWA 913.6||Ka 216000777

123 大帝の剣 1 夢枕獏著 エンターブレイン 913.6||Yu 216000778

124 大帝の剣 2 夢枕獏著 エンターブレイン 913.6||Yu 216000779

125 もらい泣き 冲方丁著 集英社 913.6||Ub 216000780

126 超高速!参勤交代 (らくらく本) 土橋章宏著 講談社 913.6||Do 216000781

127 彼女のこんだて帖
角田光代著/ベ
ターホーム協会
編集・料理

ベターホーム出
版局

913.6||Ka 216000782
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