
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 RePublic : 公共空間のリノベーション
馬場正尊, Open A
著 学芸出版社 518.8||Re 217000287

2
フランスの地方都市にはなぜシャッター通り
がないのか : 交通・商業・都市政策を読み解
く

ヴァンソン藤井由実,
宇都宮浄人著 学芸出版社 518.8||Vi 217000288

3
出る順宅建士直前大予想模試 2017年版 (出
る順宅建士シリーズ)

東京リーガルマイン
ドLEC総合研究所宅
建試験部著

東京リーガルマ
インド

673.99||De 217000289

4
できるホームページHTML&CSS入門 :
Windows 10/8.1/7対応

佐藤和人, できる
シリーズ編集部著

インプレス 547.4833||De 217000290

5
一歩先にいくWordPressのカスタマイズがわ
かる本

相原知栄子, 大
曲仁著

翔泳社 547.4833||Ai 217000291

6 絵ときでわかるロボット工学 第2版
川嶋健嗣, 只野
耕太郎共著

オーム社 548.3||Ka 217000292

7 異名・ニックネーム辞典 杉村喜光編著 三省堂 031.8||Im 217000293

8
物理 : 探究と創造の歴史 (歴史を変えた100
の大発見)

トム・ジャクソン著/ヴォ
ルフガング・フォグリ,
フォグリ未央訳

丸善出版 420.2||Ja 217000294

9 ヨーロッパの大聖堂 : 美しい荘厳な芸術
ロルフ・トーマン編/アヒム・ベト
ノルツ写真/バルバラ・ボルン
ゲッサー文/忠平美幸訳

河出書房新社 526.19||Yo 217000295

10 ドローンを作ろう!飛ばそう! 第2版 高橋隆雄著 秀和システム 507.9||Ta 217000296

11 世界の樹木 (ネイチャーガイド・シリーズ)
トニー・ラッセル
文/後藤真理子
訳

化学同人 653.2||Ru 217000297

12
パンツをはいたサル : 人間は、どういう生物
か 増補版

栗本慎一郎著 現代書館 304||Ku 217000298

13
四国お遍路88ケ所歴史読本 (別冊歴史読本:2号, 第
39巻第2号. 読む・見る・歩く : おとなのための街歩き
ガイドブック)

KADOKAWA 186.918||Sh 217000299

14
なぜペニスはそんな形なのか : ヒトについて
の不謹慎で真面目な科学

ジェシー・ベリン
グ著/鈴木光太
郎訳

化学同人 491.35||Be 217000300

15 世界の美しすぎる昆虫 : 原色図鑑 丸山宗利監修 宝島社 486||Se 217000301

16 分子図鑑 : 世界で一番美しい
セオドア・グレイ
著/武井摩利訳

創元社 431.1||Gr 217000302
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17
あなたの体は9割が細菌 : 微生物の生態系
が崩れはじめた

アランナ・コリン
著/矢野真千子
訳

河出書房新社 491.7||Co 217000303

18 IELTSブリティッシュ・カウンシル公認問題集
ブリティッシュ・
カウンシル著/
旺文社編

旺文社 830.79||Ie 217000314

19 読むマクロ経済学 井上義朗著
新世社/サイエ
ンス社 (発売)

331||In 217000315

20 読むミクロ経済学 井上義朗著
新世社/サイエ
ンス社 (発売)

331||In 217000316

21
TOEIC TEST全パートまるごとスピードマス
ター

成重寿, 松本恵
美子著

Jリサーチ出版 830.79||Na 217000317

22
初めから学べると評判の大学基礎数学確率統計 :
キャンパス・ゼミ : 高校数学から大学数学へ!スムー
ズに実力UP!

馬場敬之著 マセマ出版社 417||Ba 217000318

23
初めから学べると評判の大学基礎数学微分積分
キャンパス・ゼミ : 高校数学から大学数学へ!スムー
ズに実力UP!

馬場敬之著 マセマ出版社 413.3||Ba 217000319

24
初めから学べると評判の大学基礎数学線形代数
キャンパス・ゼミ : 高校数学から大学数学へ!スムー
ズに実力UP!

馬場敬之著 マセマ出版社 411.3||Ba 217000320

25
理工系新課程微分積分演習 : 解法のポイン
トと例題解説

山口睦, 吉冨賢
太郎共著

培風館 413.3||Ya 217000321

26
さあ、才能 (じぶん) に目覚めよう : ストレング
ス・ファインダー2.0 新版

トム・ラス著/古
屋博子訳

日本経済新聞
出版社

159.4||Ra 217000322

27 カレーライス進化論 (イースト新書Q:Q029) 水野仁輔[著] イースト・プレス 383.81||Mi 217000323

28
自然地理学 : 地球環境の過去・現在・未来
第5版

松原彰子著
慶應義塾大学
出版会

450||Ma 217000324

29 元素生活 完全版 寄藤文平著 化学同人 431.11||Yo 217000325

30
人類はなぜ肉食をやめられないのか : 250万
年の愛と妄想のはてに

マルタ・ザラス
カ著/小野木明
恵訳

インターシフト/
合同出版 (発
売)

383.8||Za 217000326

31 沖縄の戦争遺跡 : 「記憶」を未来につなげる 吉浜忍著 吉川弘文館 219.9||Yo 217000327

32
路面電車の謎 : 思わず乗ってみたくなる「名・
珍路線」大全 (イースト新書Q:Q028)

小川裕夫 [著] イースト・プレス 686.91||Og 217000328

33
ゴジラ幻論 : 日本産怪獣類の一般と個別の
博物誌

倉谷滋著 工作舎 778.21||Ku 217000329



34 物語ること、生きること
上橋菜穂子著/瀧
晴巳構成・文

講談社 910.268||Ue 217000357

35
君にさよならを言わない [1] (宝島社文庫:[C
な-10-2], [Cな-10-3])

七月隆文著 宝島社 913.6||Na 217000358

36
魔女と思い出と赤い目をした女の子 (角川文
庫:20022, [こ40-11]. サクラダリセット:2)

河野裕 [著] KADOKAWA 913.6||Ko 217000359

37 クマのプー (角川文庫:20377, [ミ3-1])
A.A.ミルン
[著]/森絵都訳

KADOKAWA 933.7||Mi 217000360

38 私は存在が空気 中田永一著 祥伝社 913.6||Na 217000361

39
ぼくは明日、昨日のきみとデートする (宝島社
文庫:[Cな-10-1])

七月隆文著 宝島社 913.6||Na 217000362

40
シアター! [1] (メディアワークス文庫:0001,
0066)

有川浩 [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 (発売)

913.6||Ar 217000363

41 一九八四年 新訳版 (ハヤカワepi文庫:epi 53)
ジョージ・オーウェ
ル著/高橋和久訳

早川書房 933.7||Or 217000364

42
打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?
(角川文庫:20385, [い42-6])

岩井俊二原作/
大根仁著

KADOKAWA 913.6||On 217000365

43
霞村四丁目の郵便屋さん (スターツ出版文
庫:[Sあ3-1])

朝比奈希夜著 スターツ出版 913.6||As 217000366

44 独検過去問題集 2017年版: 5級・4級・3級
ドイツ語学文学
振興会編

郁文堂 840.7||Do||'17 217000367

45 独検合格4週間neu 3級
在間進, 亀ケ谷
昌秀共著

第三書房 840.79||Za 217000368

46 独検過去問題集 2017年版: 2級・準1級・1級
ドイツ語学文学
振興会編

郁文堂 840.7||Do||'17 217000369

47
マジ文章書けないんだけど : 朝日新聞ベテラ
ン校閲記者が教える一生モノの文章術

前田安正著 大和書房 816||Ma 217000370

48
はじめてのiOSアプリ開発 : Xcode 8+Swift 3
対応 第2版 (Technical master:88)

長谷川智希著 秀和システム 694.6||Ha 217000371

49
エントリーシート履歴書・面接の表現術 : 実践
対策編 : practical measures (就職の赤本シ
リーズ)

就職総合研究
所編

日本シナプス 377.9||En 217000372

50
Web文章の書き方入門教室 : いますぐはじめ
る

志鎌真奈美著 技術評論社 816||Sh 217000373



51 好感を呼ぶ、魔法の話力。 中村豊秀著
滋慶出版 : 土
屋書店

809.2||Na 217000374

52
業界&職種研究ガイド : 自分に合った仕事は
何だろう? [2019年度版] (内定獲得のメソッド)

マイナビ編集部
編著

マイナビ 377.9||Gy||'19 217000375

53
就活必修!1週間でできる自己分析 : エント
リーシート・面接で失敗しない方法 2019

坪田まり子著 さくら舎 377.9||Sh||'19 217000376

54
就活ノートの作り方 [2019年度版] (内定獲得
のメソッド)

才木弓加著 マイナビ 377.9||Sh||'19 217000377

55
めざせ技術系公務員最優先30テーマの学び
方

丸山大介著 実務教育出版 317.4||Ma 217000378

56
内定者はこう選んだ!業界選び・仕事選び・自
己分析・自己PR : 完全版 [2019年度版]

坂本直文著 高橋書店 377.9||Sa||'19 217000379

57
スッキリとける日商簿記3級過去+予想問題
集 17年度版 (スッキリとけるシリーズ)

TAC出版開発
グループ編著

TAC株式会社
出版事業部

336.91||Su||'17 217000380

58
市役所上・中級採用試験問題集 : 公務員試
験 2018年度版

資格試験研究会編 実務教育出版 317.4||Sh||'18 217000381

59 コピペで使える!動くPowerPoint素材集1000 河合浩之著 翔泳社 007.63||Ka 217000382

60
人間性と経済学 : 社会科学の新しいパラダイ
ムをめざして

岡部光明著 日本評論社 331.1||Ok 217000383

61
地方創生を可能にするまちづくり×インバウ
ンド成功する「7つの力」

中村好明著 朝日出版社 689.21||Na 217000384

62
できない自分を認める力 : マイナス思考でも
人生はうまくいく!

友末亮三, 高田
机上共著

実業之日本社 159||To 217000385

63
武士道 : 新装版 (IBCオーディオブックス : や
さしい英語を聴いて読む)

新渡戸稲造原著/ロ
ジャー・アルバーグ
リライト

IBCパブリッシ
ング

837.7||Ib||5 217000386

64
動物農場 : 新装版 (IBCオーディオブックス :
やさしい英語を聴いて読む)

ジョージ・オーウェル
原著/ミキ・テラサワ
リライト

IBCパブリッシ
ング

837.7||Ib||4 217000387

65
戦後リベラルの終焉 : なぜ左翼は社会を変
えられなかったのか (PHP新書:982)

池田信夫著 PHP研究所 080||Ph||982 217000388

66
第一次世界大戦史 : 諷刺画とともに見る指
導者たち (中公新書:2368)

飯倉章著 中央公論新社 080||Ch||2368 217000389

67
Xジェンダーって何? : 日本における多様な性
のあり方

Label X編著 緑風出版 367.9||Ek 217000390



68
英語感覚が理屈でわかる英文法 (Beret
books)

久保聖一著 ベレ出版 835||Ku 217000391

69 ロケットを理解するための10のポイント 青木宏著 森北出版 538.93||Ao 217000392

70
AIの衝撃 : 人工知能は人類の敵か (講談社
現代新書:2307)

小林雅一著 講談社 080||Ko||2307 217000393

71 情報を活かす力 (PHPビジネス新書:359) 池上彰著 PHP研究所 080||Ph||359 217000394

72
IoTとは何か : 技術革新から社会革新へ (角
川新書:[K-74])

坂村健 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-74 217000395

73
10分間ミステリーTHE BEST (宝島社文庫:[C
こ-5-3])

『このミステリー
がすごい!』大賞
編集部編

宝島社 913.68||Ju 217000396

74
人工知能解体新書 : ゼロからわかる人工知
能のしくみと活用 (サイエンス・アイ新書:SIS-
379)

神崎洋治編著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||379 217000397

75 図解頭のいい説明「すぐできる」コツ 鶴野充茂著 三笠書房 336.49||Ts 217000398

76
大学生のための論理的に書き、プレゼンする
技術

菊田千春, 北林
利治著

東洋経済新報
社

816.5||Ki 217000408

77 二代目の帰朝 (有頂天家族:[第2部]) 森見登美彦著 幻冬舎 913.6||Mo 217000409

78 死に至る病 (講談社学術文庫:[2409])
セーレン・キェル
ケゴール [著]/鈴
木祐丞訳

講談社 139.3||Ki 217000410

79
5日間の休みで行けちゃう!美しい街・絶景の
街への旅 : 初心者でも大丈夫!手頃な値段で
絵本のような別世界へ!

A-Works編集 A-Works 290.93||It 217000411

80
核と日本人 : ヒロシマ・ゴジラ・フクシマ (中公
新書:2301)

山本昭宏著 中央公論新社 080||Ch||2301 217000412

81
僕らの空は群青色 (スターツ出版文庫:[Sす
1-1])

砂川雨路著 スターツ出版 913.6||Su 217000413

82
スープ屋しずくの謎解き朝ごはん (宝島社文
庫)

友井羊著 宝島社 913.6||To 217000414

83 「凹まない」技術 (PHP文庫:[に-29-2]) 西多昌規著 PHP研究所 498.39||Ni 217000415

84
買ってはいけない健康食品買ってもいい健康
食品 (だいわ文庫:107-8A)

渡辺雄二著 大和書房 498.5||Wa 217000416



85 少女系きのこ図鑑 玉木えみ著
DU Books/ディスク
ユニオン 474.85||Ta 217000417

86
キャリアアップのための戦略論 (日経文
庫:1372:I66)

平井孝志著
日本経済新聞
出版社

080||Ni||1372 217000418

87 「テンパらない」技術 (PHP文庫) 西多昌規 [著] PHP研究所 498.39||Ni 217000419

88
文章力を伸ばす : 書くことが、これでとても楽
になる81のポイント

阿部紘久著
日本実業出版
社

816||Ab 217000420

89 A 中村文則著 河出書房新社 913.6||Na 217000421

90 冬虫夏草 梨木香歩著 新潮社 913.6||Na 217000422

91 スペードの3 朝井リョウ著 講談社 913.6||As 217000423


