
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
「文系力」こそ武器である : ぼんやりとした「文
系人間」の真の強みを明かす (詩想社新
書:19)

斎藤孝著 詩想社 002||Sa 217002622

2
なぜ人工知能は人と会話ができるのか (マイ
ナビ新書)

三宅陽一郎著 マイナビ出版 007.13||Mi 217002624

3
ディープラーニングがロボットを変える (B&T
ブックス)

尾形哲也著
日刊工業新聞
社

007.13||Og 217002729

4
確かな力が身につくC#「超」入門 (Informatics
& IDEA)

北村愛実著
SBクリエイティ
ブ

007.64||Ki 217002756

5
作って覚えるVisual Basic 2017デスクトップア
プリ入門

荻原裕之, 宮崎
昭世著

秀和システム 007.64||Og 217002757

6 人生を狂わす名著50
三宅香帆著/今
日マチ子絵

ライツ社 019.9||Mi 217002646

7 もっとヘンな論文
サンキュータツ
オ著

KADOKAWA 049||Sa 217002668

8 「イスラム国」最終戦争 (朝日新書:566) 国枝昌樹著 朝日新聞出版 080||As||566 217002612

9
理系脳で考える : AI時代に生き残る人の条
件 (朝日新書:629)

成毛眞著 朝日新聞出版 080||As||629 217002621

10 ブラック奨学金 (文春新書:1112) 今野晴貴著 文藝春秋 080||Bu||1112 217002671

11
天体衝突 : 斉一説から激変説へ 地球、生
命、文明史 (ブルーバックス:B-1862)

松井孝典著 講談社 080||Bu||1862 217002699

12
カラー図解新しい人体の教科書 下 (ブルー
バックス:B-2013, B-2024)

山科正平著 講談社 080||Bu||2024 217002618

13
時間とはなんだろう : 最新物理学で探る「時」
の正体 (ブルーバックス:B-2031)

松浦壮著 講談社 080||Bu||2031 217002771

14
LGBTを読みとく : クィア・スタディーズ入門
(ちくま新書:1242)

森山至貴著 筑摩書房 080||Ch||1242 217002677
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15
書店員X : 「常識」に殺されない生き方 (中公
新書ラクレ:589)

長江貴士著 中央公論新社 080||Ch||589 217002715

16
新聞の嘘を見抜く : 「ポスト真実」時代のメ
ディア・リテラシー (平凡社新書:852)

徳山喜雄著 平凡社 080||He||852 217002754

17
正しいコピペのすすめ : 模倣、創造、著作権
と私たち (岩波ジュニア新書:849)

宮武久佳著 岩波書店 080||Iw||849 217002613

18 世界は素数でできている (角川新書:[K-151]) 小島寛之 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-151 217002652

19
はやぶさ2の真実 : どうなる日本の宇宙探査
(講談社現代新書:2291)

松浦晋也著 講談社 080||Ko||2291 217002810

20 パクリ商標 (日経プレミアシリーズ:352) 新井信昭著
日本経済新聞
出版社

080||Ni||352 217002673

21
不毛な会議・打ち合わせをなくす技術 (PHPビ
ジネス新書:330)

齋藤孝著 PHP研究所 080||Ph||330 217002809

22 「天才」は学校で育たない (ポプラ新書:134) 汐見稔幸著 ポプラ社 080||Po||134 217002696

23
「食べられる」科学実験セレクション : 身近な
料理の色が変わる?たった1分でアイスができ
る? (サイエンス・アイ新書:SIS-383)

尾嶋好美著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||383 217002672

24
逆境を突破する技術 : 「折れない心」を科学
的に習得する極意 (サイエンス・アイ新
書:SIS-385)

児玉光雄著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||385 217002767

25
論理的思考最高の教科書 : 論証を知り、誤
謬に敏感になるための練習 (サイエンス・アイ
新書:SIS-386)

福澤一吉著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||386 217002623

26 戦争と平和 (新潮新書:731) 百田尚樹著 新潮社 080||Sh||731 217002667

27
Jポップで考える哲学 : 自分を問い直すため
の15曲 (講談社文庫)

戸谷洋志 [著] 講談社 104||To 217002675

28
死者はどこへいくのか : 死をめぐる人類五〇
〇〇年の歴史 (河出ブックス:102)

大城道則編著/
伊藤由希子 [ほ
か] 著

河出書房新社 114.2||Sh 217002733

29 論理的思考力を鍛える33の思考実験 北村良子著 彩図社 116||Ki 217002710



30 自信過剰な私たち : 自分を知るための哲学 中村隆文著 ナカニシヤ出版 140.18||Na 217002627

31 すぐ試したくなる!実戦心理学大全
おもしろ心理学
会編

青春出版社 140.4||Su 217002742

32
心理調査の基礎 : 心理学方法論を社会で活
用するために

サトウタツヤ,
鈴木直人編

有斐閣 140.7||Sh 217002615

33 本当は怖い59の心理実験 (青春文庫:お-49)
おもしろ心理学
会編

青春出版社 140.75||Ho 217002674

34
2時間で折れない心を手に入れるアドラー心
理学

岩井俊憲著 宝島社 140||Iw 217002649

35
ポジティブ心理学を味わう : エンゲイジメント
を高める25のアクティビティ

J.J.フロウ, A.C.
パークス編

北大路書房 140||Po 217002740

36
東大教養学部「考える力」の教室 : 固いアタ
マがアイデア脳に!

宮澤正憲著
SBクリエイティ
ブ

141.5||Mi 217002707

37
心理学からみた食べる行動 : 基礎から臨床
までを科学する

青山謙二郎, 武
藤崇編著

北大路書房 141.74||Sh 217002682

38
「心は遺伝する」とどうして言えるのか : ふた
ご研究のロジックとその先へ

安藤寿康著 創元社 141.92||An 217002764

39
無意識の力を伸ばす8つの講義 : 実践・脳を
活かす幸福学

前野隆司著 講談社 145.1||Ma 217002708

40 日本の心理療法 国際比較篇 秋田巌編 新曜社 146.8||Ni 217002724

41
過去をきちんと過去にする : EMDRのテクニッ
クでトラウマから自由になる方法

フランシーヌ・
シャピロ著/市
井雅哉監訳

二瓶社 146.8||Sh 217002741

42 病院で働く心理職 : 現場から伝えたいこと
野村れいか編
著

日本評論社 146.89||By 217002617

43
すぐれたリーダーに学ぶ言葉の力 (日経ビジ
ネス人文庫:830, [さ16-3])

斎藤孝著
日本経済新聞
出版社

159.8||Sa 217002768

44
Life shift (ライフシフト) : 100年時代の人生戦
略

リンダ・グラットン, ア
ンドリュー・スコット
著/池村千秋訳

東洋経済新報
社

159||Gr 217002753



45
できる人は「この法則」を知っている! (知的生
きかた文庫:[み30-1]. [BUSINESS])

水野俊哉著 三笠書房 159||Mi 217002655

46

「すぐやる人」と「やれない人」の習慣 : 高校時代の
偏差値30台の勉強嫌いが自分を変えてケンブリッジ
に入学、活躍できた理由 (Asuka business &
language books)

塚本亮著 明日香出版社 159||Ts 217002648

47
脳と瞑想 : 最先端脳外科医とタイの瞑想指
導者が解き明かす苦しみをなくす脳と心の科
学 (サンガ新書:071)

プラユキ・ナラ
テボー, 篠浦伸
禎著

サンガ 180||Ph 217002737

48
バナナを逆からむいてみたら : 人生の視点を
変えるレッスン

アーチャン・ブ
ラーム著/畔上
司訳

主婦の友社 184||Br 217002626

49
ラボ・ガール : 植物と研究を愛した女性科学
者の物語

ホープ・ヤーレ
ン著/小坂恵理
訳

化学同人 289.3||Ja 217002730

50 地球の歩き方 改訂 B16 カナダ '17-'18
「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||B1
6

217002738

51
犯罪心理学 : 再犯防止とリスクアセスメント
の科学

森丈弓著 ナカニシヤ出版 326.34||Mo 217002616

52 行動経済学入門
筒井義郎 [ほ
か] 著

東洋経済新報
社

331||Ko 217002686

53
中世 : 11世紀から16世紀後半 (岩波講座日
本経済の歴史:1)

深尾京司, 中村
尚史, 中林真幸
編

岩波書店 332.1||Iw||1 217002691

54
近世 : 16世紀末から19世紀前半 (岩波講座
日本経済の歴史:2)

深尾京司, 中村
尚史, 中林真幸
編

岩波書店 332.1||Iw||2 217002692

55 タダより高いものはない (イースト新書:088) 上念司著 イースト・プレス 332.107||Jo 217002657

56 米国経済白書 2016

大統領経済諮問委
員会 [著]/『米国経
済白書』翻訳研究会
訳

蒼天社出版 332.53||Be||'16 217002690

57
イノベーションを起こす組織 : 革新的サービ
ス成功の本質

野中郁次郎, 西
原文乃著

日経BP社/日
経BPマーケティ
ング (発売)

336.17||No 217002769

58
今日から行動力を一気に高める本 (知的生き
かた文庫:[こ46-1]. [BUSINESS])

小山龍介著 三笠書房 336.2||Ko 217002647

59 ダークサイド・スキル 木村尚敬著
日本経済新聞
出版社

336.3||Ki 217002709



60 西郷どん式リーダーの流儀 吉田幸弘著 扶桑社 336.3||Yo 217002713

61 「その話、聞いてないよ」と言われない伝え方 金子敦子著
日本実業出版
社

336.4||Ka 217002712

62
世界最高のリーダー育成機関で幹部候補だ
けに教えられているプレゼンの基本

田口力著 KADOKAWA 336.49||Ta 217002711

63
決断力にみるリスクマネジメント (シリーズ・
ケースで読み解く経営学:3)

亀井克之著 ミネルヴァ書房 336||Ka 217002807

64
あなたのまわりのデータの不思議 : 統計から
読み解く

景山三平著 実教出版 350.1||Ka 217002749

65
不寛容の本質 : なぜ若者を理解できないの
か、なぜ年長者を許せないのか (経済界新
書:054)

西田亮介著 経済界 361.3||Ni 217002676

66
すごいコミュニケーション大全 : 誰とでも一瞬
でうちとけられる!

佐藤幸一著 総合法令出版 361.454||Sa 217002611

67 一緒にいてもスマホ : SNSとFTF
シェリー・ターク
ル著/日暮雅通
訳

青土社 361.454||Tu 217002765

68 産まないことは「逃げ」ですか? 吉田潮著
KKベストセラー
ズ

367.21||Yo 217002748

69
なぜか子どもが心を閉ざす親開く親 (青春文
庫:か-29)

加藤諦三著 青春出版社 367.3||Ka 217002619

70 死を思うあなたへ : つながる命の物語 吉田ルカ著 日本評論社 367.61||Yo 217002728

71
殺人犯はそこにいる : 隠蔽された北関東連
続幼女誘拐殺人事件

清水潔著 新潮社 368.61||Sh 217002758

72 非行・犯罪の心理臨床 (こころの科学叢書) 藤岡淳子著 日本評論社 368.71||Fu 217002743

73 防災リテラシー
太田敏一, 松野
泉共著

森北出版 369.3||Ot 217002706

74 災害と防災・防犯統計データ集 2018-2019
三冬社編集部
編集・制作

三冬社
369.3||Sa||'18-
'19

217002718



75
セオリー・オブ・ナレッジ : 世界が認めた『知
の理論』

Sue Bastian, Julian
Kitching, Ric Sims著
(一部抜粋)/大山智子
訳/後藤健夫編

ピアソン・ジャパ
ン/ネリーズ (発
売)

371.5||Ba 217002736

76
わくわくコミュニケーションプログラム : 心理
学を活用した実践と評価

廣岡雅子, 中西
良文編

ナカニシヤ出版 375.1||Wa 217002745

77
ブラック部活動 : 子どもと先生の苦しみに向
き合う

内田良著 東洋館出版社 375.18||Uc 217002735

78
双方向型授業への挑戦 : 自分の頭で考える
学生を

木野茂編著
現代人文社/大
学図書 (発売)

377.15||So 217002747

79
博士になったらどう生きる? : 78名が語るキャ
リアパス

吉田塁, 堀内多
恵編

勉誠出版 377.5||Ha 217002750

80
内定者はこう書いた!エントリーシート・履歴
書・志望動機・自己PR : 完全版 [2019年度
版]

坂本直文著 高橋書店 377.9||Sa||'19 217002666

81
社会人類学入門 : 多文化共生のために 増
補新版

ジョイ・ヘンドリー
著/桑山敬己, 堀
口佐知子訳

法政大学出版
局

389||He 217002734

82 海の地政学 : 海軍提督が語る歴史と戦略
ジェイムズ・スタ
ヴリディス著/
北川知子訳

早川書房 397.253||St 217002693

83 積分を見つめて (数学ガールの秘密ノート) 結城浩著
SBクリエイティ
ブ

410.4||Yu 217002760

84 数学の問題をうまくきれいに解く秘訣

Alfred
S.Posamentier,
Stephen Krulik著/
桐木由美訳

共立出版 410||Po 217002772

85
スバラシク実力がつくと評判のフーリエ解析
キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分
かる!単位なんて楽に取れる! 改訂4

馬場敬之著 マセマ出版社 413.59||Ba 217002670

86 12歳の少年が書いた量子力学の教科書 近藤龍一著 ベレ出版 421.3||Ko 217002773

87 現場で役立つ化学分析の基本技術と安全
日本分析化学
会編

オーム社 433||Ge 217002751

88
絵でわかるカンブリア爆発 (絵でわかるシ
リーズ)

更科功著 講談社 457.8||Sa 217002808

89
CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技
術の発見

ジェニファー・ダウド
ナ, サミュエル・ス
ターンバーグ著/櫻
井祐子訳

文藝春秋 467.25||Do 217002770



90 海洋生態学 (シリーズ現代の生態学:10)
日本生態学会編/
津田敦, 森田健太
郎担当編集委員

共立出版 468.08||Sh||10 217002700

91 動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか
フランス・ドゥ・
ヴァール [著]/
柴田裕之訳

紀伊國屋書店 481.78||Wa 217002694

92
臨床健康心理学 (保健と健康の心理学標準
テキスト:4)

羽鳥健司編著 ナカニシヤ出版 490.14||Ri 217002739

93
身体知性 : 医師が見つけた身体と感情の深
いつながり (朝日選書:964)

佐藤友亮著 朝日新聞出版 490.4||Sa 217002761

94 ストレスの脳科学 : 予防のヒントが見えてくる 田中正敏著 講談社 491.349||Ta 217002650

95
できない脳ほど自信過剰 (パテカトルの万脳
薬)

池谷裕二著 朝日新聞出版 491.371||Ik 217002727

96
心はいつ脳に宿ったのか : 神経生理学の源
流を訪ねて

小島比呂志, 奥
野クロエ著

海鳴社 491.371||Ko 217002658

97
フクシマ6年後消されゆく被害 : 歪められた
チェルノブイリ・データ

日野行介, 尾松
亮著

人文書院 493.195||Hi 217002689

98
現場から考える精神療法 : うつ、統合失調
症、そして発達障害

村上伸治著 日本評論社 493.72||Mu 217002725

99 テキストブック児童精神科臨床 井上勝夫著 日本評論社 493.937||In 217002723

100
休む技術 : かしこくコスパを上げる大人のオ
ン・オフ術

西多昌規著 大和書房 498.39||Ni 217002702

101 死体は語る (文春文庫:[う-12-1]) 上野正彦著 文藝春秋 498.9||Ue 217002806

102
Fusion360操作ガイド : 次世代クラウドベース
3DCAD : 3Dプリンターのデータ作成にも最
適!! 第2版 ベーシック編

スリプリ(3Dワークス
株式会社), 三谷大
暁, 別所智広, 坂元
浩二著

カットシステム 501.8||Fu 217002731

103 まちを読み解く : 景観・歴史・地域づくり
西村幸夫, 野澤
康編

朝倉書店 518.8||Ma 217002774

104 材料力学 (機械系コアテキストシリーズ:A-1)
渋谷陽二, 中谷
彰宏共著

コロナ社 531.1||Sh 217002669



105
機械設計入門 第4版 (機械工学入門シリー
ズ)

大西清著 オーム社 531.9||On 217002744

106 SNS地獄を生き抜くオトナ女子の文章作法 石原壮一郎著 方丈社 547.4833||Is 217002640

107
Slack入門 : ChatOpsによるチーム開発の効
率化

松下雅和 [ほ
か] 著

技術評論社 547.4833||Sl 217002701

108 スッキリ!がってん!無線通信の本 阪田史郎著 電気書院 547.5||Sa 217002717

109
京都の庭園 : 御所から町屋まで 上 (学術選
書:080, 081)

飛田範夫著
京都大学学術
出版会

629.21||Hi||1 217002687

110
京都の庭園 : 御所から町屋まで 下 (学術選
書:080, 081)

飛田範夫著
京都大学学術
出版会

629.21||Hi||2 217002688

111 侵略する豚 青沼陽一郎著 小学館 648.26||Ao 217002726

112 バカ売れ法則大全 行列研究所著
SBクリエイティ
ブ

675.3||Ba 217002752

113
コトラーのマーケティング4.0 : スマートフォン
時代の究極法則

フィリップ・コトラー, ヘ
ルマワン・カルタジャ
ヤ, イワン・セティアワ
ン著/藤井清美訳

朝日新聞出版 675||Ko 217002811

114
世界一訪れたい日本のつくりかた (新・観光
立国論:実践編)

デービッド・アト
キンソン著

東洋経済新報
社

689.1||At 217002644

115 ジョジョ論 杉田俊介著 作品社 726.1||Su 217002762

116 ぼくを探しに [正] : 新装版
シルヴァスタイ
ン作/倉橋由美
子訳

講談社 726.5||Si 217002663

117
映画と経験 : クラカウアー、ベンヤミン、アド
ルノ (叢書・ウニベルシタス:1065)

ミリアム・ブラトゥ・
ハンセン [著]/竹
峰義和, 滝浪佑紀
訳

法政大学出版
局

778.01||Ha 217002685

118
ジブリアニメで哲学する : 世界の見方が変わ
るヒント (PHP文庫:お66-6)

小川仁志著 PHP研究所 778.77||Og 217002625

119
大ヒットアニメで語る心理学 : 「感情の谷」か
ら解き明かす日本アニメの特質

横田正夫著 新曜社 778.77||Yo 217002614



120 ランニング・サイエンス : 「走る」を科学する
ジョン・ブルー
ワー [ほか] 著/
菅しおり訳

河出書房新社 782||Br 217002732

121
ビジネスですぐ使える語彙力が身につく本
(知的生きかた文庫:[こ45-2])

語彙力向上研
究会著

三笠書房 810.4||Bi 217002704

122 日本語学の教え方 : 教育の意義と実践
福島健伸, 小西い
ずみ編著/前田直
子 [ほか] 著

くろしお出版 810.7||Ni 217002746

123 読んで覚えて話せる単語 : 速読速聴・韓国語 山崎玲美奈著 Z会 829.1||Ya 217002641

124
初級タイ語のすべて : 知識ゼロの状態からタイ語で
outputできるようになる! : CD付き (発音・文法・読解・
会話が基礎から学べるトレーニングブック)

宇戸清治著
IBCパブリッシ
ング

829.36||Ud 217002643

125 TOEIC L&Rテスト800点攻略ルールブック 石井洋佑著 テイエス企画 830.79||Is 217002628

126 TOEICテスト新形式精選模試リーディング
加藤優, 野村知
也, Paul
McConnell著

ジャパンタイム
ズ

830.79||Ka 217002634

127
TOEIC L&Rテスト至高の模試600問 : 新形式
問題対応

ヒロ前田, テッド
寺倉, ロス・タ
ロック共著

アルク 830.79||Ma 217002635

128
毎日ミニ模試TOEICテスト一気に攻略パート
5&6 (トフルゼミナール)

小川慶執筆 テイエス企画 830.79||Og 217002629

129 TOEICテストリーディングプラチナ講義
ジャパンタイム
ズ, ロゴポート
編

ジャパンタイム
ズ

830.79||To 217002630

130 TOEIC L&Rテストでる模試リスニング700問
ハッカーズ語学
研究所著

アスク出版 830.79||To 217002631

131 TOEIC L&Rテストでる模試リーディング700問
ハッカーズ語学
研究所著

アスク出版 830.79||To 217002632

132 TOEICテスト新形式精選模試リスニング
加藤優, 野村知也,
小林美和, Bradley
Towle著

ジャパンタイム
ズ

830.79||To 217002633

133
英語で読むレ・ミゼラブル (IBC対訳ライブラ
リー)

ヴィクトル・ユーゴー原
著/ニーナ・ウェグナー
英文リライト/平湊音
訳・英語解説

IBCパブリッシ
ング

837.7||Hu 217002620

134
グレート・ギャツビー : The Great Gatsby : 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)

F・スコット・フィッツ
ジェラルド, ニーナ・
ウェグナー著/松沢
喜好監修

IBCパブリッシ
ング

837.7||Ib||4 217002662



135
初級スペイン語のすべて : 知識ゼロの状態からスペ
イン語でoutputできるようになる! (発音・文法・読解・
会話が基礎から学べるトレーニングブック)

高垣敏博著
IBCパブリッシ
ング

860||Ta 217002642

136
86(エイティシックス) : The dead aren't in the
filed. But they died there (電撃文庫:[あ-46-
1])

安里アサト著 KADOKAWA 913.6||As 217002722

137 ミッドナイト・バス 伊吹有喜著 文藝春秋 913.6||Ib 217002678

138 Burn. (バーン) (角川文庫:20425, [か66-3])
加藤シゲアキ
著

KADOKAWA 913.6||Ka 217002679

139
クリムゾンの迷宮 (角川ホラー文庫:Hき2-3,
11003)

貴志祐介 [著] 角川書店 913.6||Ki 217002639

140
僕はまた、君にさよならの数を見る (富士見L
文庫:[き-1-3-1])

霧友正規 [著] KADOKAWA 913.6||Ki 217002660

141 余命10年 (文芸社文庫:[こ5-1]) 小坂流加著 文芸社 913.6||Ko 217002705

142 散歩する侵略者 (角川文庫:20429, [ま40-1]) 前川知大 [著] KADOKAWA 913.6||Ma 217002683

143
架空論文投稿計画 : あらゆる意味ででっちあ
げられた数章

松崎有理著 光文社 913.6||Ma 217002714

144
栞子さんと奇妙な客人たち (メディアワークス
文庫:0078. ビブリア古書堂の事件手帖:[1])

三上延 [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||Mi 217002651

145
三日間の幸福 (メディアワークス文庫:0243,
み7-2)

三秋縋 [著] KADOKAWA 913.6||Mi 217002698

146
ジュリエットの告白 (角川文庫:19872, [お68-
12]. 櫻子さんの足下には死体が埋まってい
る)

太田紫織 [著] KADOKAWA 913.6||Ot 217002659

147 一人っ子同盟 重松清著 新潮社 913.6||Sh 217002665

148 ナラタージュ (角川文庫:15030) 島本理生[著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシ
ング(発売)

913.6||Sh 217002818

149
キノの旅 : the beautiful world 21 (電撃文
庫:3315)

時雨沢恵一
[著]

メディアワーク
ス/角川書店
(発売)

913.6||Sh||21 217002716



150 おちくぼ姫 (角川文庫) 田辺聖子[著] 角川書店 913.6||Ta 217002755

151 氷菓 (角川文庫:12196) 米澤穂信 [著] 角川書店 913.6||Yo 217002695

152 あまからカルテット (文春文庫:[ゆ-9-2]) 柚木麻子著 文藝春秋 913.6||Yu 217002684

153 この部屋で君と (新潮文庫:10049, あ-78-51)
朝井リョウ [ほ
か] 著

新潮社 913.68||Ko 217002656

154 時をかけるゆとり (文春文庫:[あ-68-1]) 朝井リョウ著 文藝春秋 914.6||As 217002661

155 働く男 (文春文庫:[ほ-17-2]) 星野源著 文藝春秋 914.6||Ho 217002766

156 今日も一日きみを見てた 角田光代著 KADOKAWA 914.6||Ka 217002697

157 私の危険な本音 曽野綾子著 青志社 914.6||So 217002763

158 忘れられた巨人 (ハヤカワepi文庫:epi 91)
カズオ・イシグ
ロ著/土屋政雄
訳

早川書房 933.7||Is 217002759

159 パリに終わりはこない
エンリーケ・ビラ
=マタス著/木村
榮一訳

河出書房新社 963||Vi 217002645


