
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 忘れられた巨人
カズオ・イシグ
ロ著/土屋政雄
訳

早川書房 933.7||Is 217002827

2
日本の覚醒のために : 内田樹講演集 (犀の
教室)

内田樹著 晶文社 304||Uc 217002828

3 たゆたえども沈まず 原田マハ [著] 幻冬舎 913.6||Ha 217002829

4
村上春樹を、心で聴く : 奇跡のような偶然を
求めて

宮脇俊文著 青土社 910.268||Mi 217002830

5
人間の土地 84刷改版 (新潮文庫:824, サ-1-
2)

サン・テグジュ
ペリ [著]/堀口
大學訳

新潮社 953.7||Sa 217002831

6
戸籍アパルトヘイト国家・中国の崩壊 (講談
社+α新書:777-1C)

川島博之 [著] 講談社
080||Ko||777-
1C

217002832

7 貧困の発明 : 経済学者の哀れな生活
タンクレード・ヴォ
ワチュリエ著/山
本知子訳

早川書房 953.7||Vo 217002833

8 不屈 : 盲目の人権活動家陳光誠の闘い
陳光誠著/河野
純治訳

白水社 289.2||Ch 217002834

9 久石譲 : 音楽する日乗 久石譲著 小学館 760.4||Hi 217002835

10 世界史のなかの東アジア : 台湾・朝鮮・日本
汪暉著/丸川哲史
編訳/[羽根次郎,
倉重拓訳]

青土社 319.2||Ok 217002836

11 香港 : 返還20年の相克 遊川和郎著
日本経済新聞
出版社

302.2239||Yu 217002837

12
中東・エネルギー・地政学 : 全体知への体験
的接近

寺島実郎著
東洋経済新報
社

302.27||Te 217002838

13
どうすれば愛しあえるの : 幸せな性愛のヒン
ト

宮台真司, 二村
ヒトシ著

KKベストセラー
ズ

598.2||Mi 217002839

14 半径5メートルの野望 はあちゅう著 講談社 159||Ha 217002840
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15
セクシーな男、男前な女。 : なぜあの人は特
別な存在になるのか

中谷彰宏著 ぱる出版 159||Na 217002841

16
フランス女性に学ぶ結婚という呪いから逃げ
られる生き方

岩本麻奈著 ワニブックス 159.6||Iw 217002842

17 で、ほんとはどうしたいの? 岡田哲也著 ワニブックス 159.6||Ok 217002843

18 身の丈に合った服で美人になる 小山田早織著 講談社 589.2||Oy 217002844

19
暖かいのにおしゃれになれる (毎朝、服に迷
わない. 秋/冬)

山本あきこ著 ダイヤモンド社 589.2||Ya 217002845

20 「ひとりぼっち」こそが最強の生存戦略である 名越康文著 夜間飛行 498.39||Na 217002846

21 群れるな : 寺山修司強く生きぬく言葉 寺山修司著 興陽館 910.268||Te 217002847

22 ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室
キャスリーン・フリ
ン著/村井理子訳

きこ書房 936||Fl 217002848

23
強制収容所のバイオリニスト : ビルケナウ女
性音楽隊員の回想

ヘレナ・ドゥニチ‐ニヴィ
ンスカ著/マリア・シェフ
チク記録/田村和子訳

新日本出版社 989.8||Du 217002849

24
ソマリランドからアメリカを超える : 辺境の学
校で爆発する才能

ジョナサン・スター
著/黒住奈央子,
御舩由美子訳

KADOKAWA 372.453||St 217002850

25
息子が殺人犯になった : コロンバイン高校銃
乱射事件・加害生徒の母の告白 (亜紀書房
翻訳ノンフィクション・シリーズ:2-16)

スー・クレボル
ド著/仁木めぐ
み訳

亜紀書房 936||Kl 217002851

26 世界の屋台メシ
ジャン=フランソワ・
マレ著/ジャン=ル
イ・アンドレ序文

グラフィック社 383.8||Ma 217002852

27 ゲバラ漂流 (ポーラースター. Polar star) 海堂尊著 文藝春秋 913.6||Ka 217002853

28 ザ・ガールズ
エマ・クライン著
/堀江里美訳

早川書房 933.7||Cl 217002854

29
人生を変えてくれたペンギン : 海辺で君を見
つけた日

トム・ミッチェル
著/矢沢聖子訳

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

936||Mi 217002855



30 復讐者マレルバ : 巨大マフィアに挑んだ男
ジュセッペ・グラッソ
ネッリ, カルメーロ・サ
ルド著/飯田亮介訳

早川書房 368.53||Gr 217002856

31
悪魔の日記を追え : FBI捜査官とローゼンベ
ルク日記

ロバート・K.ウィットマ
ン, デイヴィッド・キニー
著 : 河野純治訳

柏書房 289.3||Ro 217002857

32
新釈!「星の王子さま」27の秘密 : サン=テグ
ジュペリからのメッセージ

佐々木隆著 サイゾー 953.7||Sa 217002858

33 サラダ記念日 新装版 俵万智著 河出書房新社 911.168||Ta 217002859

34

セックス・イン・ザ・シー : 私たち人間と、性転
換をする魚、ロマンチックなロブスター、変
わった性癖のイカ、そのほか海のきわどいエ
ロスとの密接な関係 (講談社選書メチエ:656)

マラー・J・ハー
ト著/桑田健訳

講談社 481.72||Ha 217002860

35
ラブホの上野さんの恋愛相談 : 恋に悩める
男女に贈る! 2

上野著
[エンターブレイ
ン]/KADOKAW
A

159||Ue||2 217002861

36
ラブホの上野さんの恋愛相談 : 恋に悩める
男女に贈る! [1]

上野著
[エンターブレイ
ン]/KADOKAW
A

159||Ue||1 217002862

37 生き抜くための恋愛相談 桃山商事著 イースト・プレス 159.6||Mo 217002863

38 運のいい女(ひと)の法則 ワタナベ薫著 三笠書房 159.6||Wa 217002864

39
親が死んだ5分後にあなたがしなければなら
ないこと : 葬儀の流れ・相続の手続きがわか
る本

三村麻子, 内田
麻由子監修

永岡書店 385.6||Oy 217002865

40
辛口誕生日事典 : 気になるあの人の本性が
誕生日だけでわかる! 2018

真木あかり著 宝島社 148||Ka 217002866

41
相手もよろこぶ私もうれしいオトナ女子の気く
ばり帳 (Sanctuary books)

気くばり調査委
員会編

サンクチュアリ
出版

385.93||Ai 217002867

42 3行レシピでつくるおつまみ大全
杵島直美, 検見
崎聡美著

青春出版社 596.4||Ki 217002868

43 呼吸とイメージでできるヴォイストレーニング 福島英著 新水社 767.1||Fu 217002869

44
日本の制服150年 : イラストで見る制服のデ
ザイン

渡辺直樹著 青幻舎 383.1||Wa 217002870



45 図鑑デザイン全史
橋本優子, 井上
雅人, 天内大樹
訳

東京書籍 757.02||Zu 217002871

46
精神科臨床Q&A forビギナーズ : 外来診療の疑問・
悩みにお答えします!

宮内倫也著 医学書院 493.72||Mi 217002872

47 こころの治療薬ハンドブック 第10版
酒井隆 [ほか]
編

星和書店 493.72||Ko 217002873

48
見ためで探す皮膚疾患アトラス : 内科で出会
う

出光俊郎編 羊土社 494.8||Mi 217002874

49 音楽心理学入門 星野悦子編著 誠信書房 761.14||On 217002875

50
共感的傾聴術 : 精神分析的に"聴く"力を高
める

古宮昇著 誠信書房 146.8||Ko 217002876

51
事例でわかる心理検査の伝え方・活かし方
[第1集]

竹内健児編 金剛出版 140.7||Ji||1 217002877

52 内向的な人こそ強い人
ローリー・ヘル
ゴー著/向井和
美訳

新潮社 141.93||He 217002878

53
人間アレルギー : なぜ「あの人」を嫌いになる
のか

岡田尊司著 新潮社 493.76||Ok 217002879

54 ようこそ、わが家へ (小学館文庫:[い39-2]) 池井戸潤著 小学館 913.6||Ik 217002880

55
ローリング・ストーンズを経営する : 貴族出
身・"ロック最強の儲け屋"マネージャーによ
る40年史

プリンス・ルパート・
ローウェンスタイン
著/湯浅恵子訳

河出書房新社 764.7||Lo 217002881

56 ボブ・ディラン解体新書 (廣済堂新書:038) 中山康樹著 廣済堂出版 767.8||Na 217002882

57 ビートルズが教えてくれた 田家秀樹著
アルファベータ
ブックス

764.7||Ta 217002883

58
誰が音楽をタダにした? : 巨大産業をぶっ潰し
た男たち

スティーヴン・
ウィット著/関美
和訳

早川書房 760.9||Wi 217002884

59
ディスレクシア入門 : 「読み書きのLD」の子ど
もたちを支援する

加藤醇子編著 日本評論社 378||Di 217002885



60
カウンセリングにおける宗教性 : アニミズム
的汎神論的宗教性とトポス

加藤廣隆著 創元社 188.6||Ka 217002886

61 ロシア現代思想 1 (ゲンロン:6. Genron) 東浩紀編 ゲンロン 051.3||Ge||6 217002887

62 観光客の哲学 (ゲンロン:0. Genron) 東浩紀著・編集 ゲンロン 051.3||Ge||0 217002888

63 幽霊的身体 (ゲンロン:5. Genron) 東浩紀編 ゲンロン 051.3||Ge||5 217002889

64 ピダハン : 「言語本能」を超える文化と世界観
ダニエル・L・エ
ヴェレット [著]/
屋代通子訳

みすず書房 382.62||Ev 217002890

65 性食考 赤坂憲雄著 岩波書店 380.4||Ak 217002891

66 ブラックボックス 伊藤詩織著 文藝春秋 916||It 217002892

67 サンカの起源 : クグツの発生から朝鮮半島へ 筒井功著 河出書房新社 384||Ts 217002893

68
夫と妻の生涯発達心理学 : 関係性の危機と
成熟

宇都宮博, 神谷
哲司編著

福村出版 367.3||Ot 217002894

69 20代の生き方で人生は9割決まる! 金川顕教著 かんき出版 159||Ka 217002895

70 図解リーン・スタートアップ成長戦略
アッシュ・マウ
リャ著/角征典
訳

日経BP社/日
経BPマーケティ
ング (発売)

335||Ma 217002896

71 人生の勝算 (NewsPicks book) 前田裕二著 幻冬舎 289.1||Ma 217002897

72
アフィリエイトで稼ぐ1年目の教科書 : これか
ら始める人が必ず知りたい70の疑問と答え

川端美帆著
東洋経済新報
社

673.36||Ka 217002898

73
世界一やさしいアフィリエイトの教科書1年生
: 再入門にも最適!

染谷昌利, イケ
ダハヤト著

ソーテック社 673.36||So 217002899

74 生涯投資家 村上世彰著 文藝春秋 289.1||Mu 217002900



75
金持ち父さん貧乏父さん : アメリカの金持ち
が教えてくれるお金の哲学 改訂版

ロバート・キヨサキ
著/白根美保子訳 筑摩書房 159||Ki 217002901

76
月収15万円からの株入門 : 数字オンチのわ
たしが5年で資産を10倍にした方法

藤川里絵著 扶桑社 338.183||Fu 217002902

77
ジョブ理論 : イノベーションを予測可能にする
消費のメカニズム

クレイトン・M・クリ
ステンセン [ほか]
著/依田光江訳

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

675||Jo 217002903

78
いちばんやさしいデジタルマーケティングの
教本 : 人気講師が教えるメディアと販促の新
しい基礎

田村修著 インプレス 675||Ta 217002904

79 殺し屋のマーケティング 三浦崇典著 ポプラ社 675||Mi 217002905

80
無敵の思考 : 誰でもトクする人になれるコス
パ最強のルール21

ひろゆき著 大和書房 159||Hi 217002906

81
ずーっと売れるWEBの仕組みのつくりかた
(マーチャントブックス:vol.2)

伊藤勘司著 : 菅
智晃監修

厚有出版 675||It 217002907

82
アフィリエイトのためのブログの書き方講座 :
無理なく続けられる!副業でも充分稼げる

鈴木利典著 ソシム 673.36||Su 217002908

83
最新ブロックチェーンがよ〜くわかる本 : ビッ
トコインから学ぶ、ブロックチェーン! :
Blockchain (How-nual図解入門)

石黒尚久, 河除
光瑠著

秀和システム 338||Is 217002909

84
東大から刑務所へ (幻冬舎新書:470, [ほ-7-
1])

堀江貴文, 井川意高
著 幻冬舎 080||Ge||470 217002910

85 スタンフォード式最高の睡眠 西野精治著 サンマーク出版 491.371||Ni 217002911

86
BIGVOCA ADVANCED : 単語を覚えるもっと
も完璧な方法

シンヨンジュン
著 : 星文子訳

ベレ出版 834||Sh 217002912

87 頑張らない英単語記憶法 西澤ロイ著 あさ出版 834||Ni 217002913

88 語源で覚える最頻出イディオム
マーヴィン・ターバ
ン著/松野守峰,
宮原知子共訳

IBCパブリッシ
ング

834||Te 217002914

89
イメージと語源でよくわかる似ている英単語
使い分けBook (Beret books)

清水建二, すずきひ
ろし共著 ベレ出版 834||Sh 217002915



90 頑張らない英語学習法 西沢ロイ著 あさ出版 830.7||Ni 217002916

91
これを英語で言いたかった! : 英会話イーオン
の名物講師が教える、とても簡単な通じる英
語表現

箱田勝良著
IBCパブリッシ
ング

837.8||Ha 217002917

92
All Englishでできるアクティブ・ラーニングの英
語授業 : 使えるフレーズ満載!

山本崇雄著 学陽書房 375.893||Ya 217002918

93
毎日の英速読 : 頭の中に「英文読解の回路」
をつくる

James
M.Vardaman, 神
崎正哉著

朝日新聞出版 837.5||Va 217002919

94
ゼロからスタート英語で話すトレーニング
BOOK

安河内哲也, デ
イビッド・セイン
著

Jリサーチ出版 837.8||Ya 217002920

95 ネイティブが絶句!その英語危ないです。
デイビッド・セイ
ン, 古正佳緒里
著

河出書房新社 837.8||Th 217002921

96 クラウン英語イディオム辞典 安藤貞雄編 三省堂 833.4||Ku 217002922

97 日英ことわざ文化事典 山田雅重著 丸善出版 833.4||Ya 217002923

98
英語はもっとコロケーションで話そう : ネイ
ティブのだれもが使う自然な英語の言い回し
7000

妻鳥千鶴子著 語研 834||Ts 217002924

99
英語はもっとイディオムで話そう : 600万語
データベースから学べる600表現

日向清人著 語研 834.4||Hi 217002925

100
洗練された会話のための英語表現集 : ネイ
ティブとのコミュニケーションを円滑にする
1050例文 (CD book)

濱田伊織著 ベレ出版 837.8||Ha 217002926

101 時制の謎を解く (中級フランス語) 井元秀剛著 白水社 855.5||Im 217002927

102 1か月で復習するフランス語基本の500単語
ロイク・ホゲス, ホゲ
ス金村利香著 語研 854||Ro 217002928

103 クラウンフランス語熟語辞典 : 仏検対応 久松健一編著 三省堂 853.4||Ku 217002929

104
模擬授業・場面指導 [2018年度版] (教員採
用試験αシリーズ:[N-391])

野口芳宏著 一ツ橋書店 373.7||No||'18 217002930



105
未来の年表 : 人口減少日本でこれから起き
ること (講談社現代新書:2431)

河合雅司著 講談社 080||Ko||2431 217002931

106
日経業界地図 : 主要企業の実力と次の動き
を読む 2018年版

日本経済新聞
社編

日本経済新聞
社

602.1||Ni||'18 217002932

107
7日でできる!SPI必勝トレーニング [2019年度
版]

就職対策研究
会編

高橋書店 377.9||Na||'19 217002933

108
写真がもっとうまくなる! : デジタル一眼マス
ターBOOK (Cosmic mook)

橘田竜馬著 コスミック出版 746||Ta 217002934

109
シンプル英語フレーズ2000 : 何でも英語で
言ってみる!

光藤京子著 高橋書店 837.8||Mi 217002935

110
小説を書きたい人の本 : コツさえつかめば小
説は誰でも書ける! 新版

誉田龍一著 成美堂出版 901.307||Ho 217002936

111
テンプレート式「書ける・読ませる・面白い」超
ショート小説の書き方 : だれでも書けるように
なる超短編小説300文字小説

高橋フミアキ著 総合科学出版 901.307||Ta 217002937

112
象の白い脚 : 長編小説 (光文社文庫:[ま1-
50]. 松本清張プレミアム・ミステリー)

松本清張著 光文社 913.6||Ma 217002938

113
どこよりも遠い場所にいる君へ (集英社オレ
ンジ文庫:あ1-6)

阿部暁子著 集英社 913.6||Ab 217002939

114 小学五年生 重松清著 文藝春秋 913.6||Sh 217002940

115 きっと嫌われてしまうのに
松久淳, 田中渉
著

双葉社 913.6||Ma 217002941

116 図解!業界地図 2018年版
ビジネスリサー
チ・ジャパン著

プレジデント社 602.1||Zu||'18 217002942

117
POPの教科書 : わかる!!できる!!売れる!!
(1THEME×1MINUTE)

山口茂著 すばる舎 674.53||Ya 217002943

118
きちんと身につくPhotoshopの教本 : やさしい
レッスンで学ぶ : properly taught Photoshop
textbook

高橋としゆき
[ほか] 共著

エムディエヌ
コーポレーショ
ン/インプレス
(発売)

007.642||Ki 217002944

119 超訳ニーチェの言葉 エッセンシャル版
フリードリヒ・
ニーチェ著/白
取春彦訳

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

134.94||Ni 217002945



120 天声人語 2017 1月-6月
朝日新聞論説
委員室著

朝日新聞社 304||Te||'17-1 217002946

121
日本の歴史をよみなおす (ちくま学芸文庫:[ア
-17-2])

網野善彦著 筑摩書房 210.4||Am 217002947

122 百年の散歩 多和田葉子著 新潮社 913.6||Ta 217002948

123 秘密の花園 (新潮文庫:10542, ハ-10-3)
フランシス・ホジソ
ン・バーネット
[著]/畔柳和代訳

新潮社 933.7||Bu 217002949

124 変身 107刷改版 (新潮文庫:393, カ-1-1)
カフカ [著]/高
橋義孝訳

新潮社 943.7||Ka 217002950

125
変身のためのオピウム/球形時間 (講談社文
芸文庫:[たAC4])

多和田葉子
[著]

講談社 913.6||Ta 217002951

126 国境の南、太陽の西 村上春樹著 講談社 913.6||Mu 217002952

127 星の王子さま
サン=テグジュ
ペリ [著]/ドリア
ン助川訳

皓星社 953.7||Sa 217002953

128 シューベルトの「冬の旅」
イアン・ボストリッ
ジ著/岡本時子,
岡本順治訳

アルテスパブ
リッシング

767.3||Bo 217002954

129
音楽と音楽家 第33刷改版 (岩波文庫:33-
502-1, 青502-1)

シューマン著/
吉田秀和訳

岩波書店 760.4||Sc 217002955

130 ラッセル結婚論 (岩波文庫:青-649-4)
ラッセル [著]/
安藤貞雄訳

岩波書店 133.5||Ru 217002956

131
オリヴァー・ツイスト (新潮文庫:10753, テ-3-
10)

チャールズ・ディケ
ンズ [著]/加賀山
卓朗訳

新潮社 933.6||Di 217002957

132
聖書、コーラン、仏典 : 原典から宗教の本質
をさぐる (中公新書:2459)

中村圭志著 中央公論新社 080||Ch||2459 217002958

133 幕末雄藩列伝 (角川新書:[K-170]) 伊東潤 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-170 217002959

134
人生の終い方 : 自分と大切な人のためにで
きること

NHKスペシャル取材
班著 講談社 281.04||Ji 217002960



135 父「永六輔」を看取る 永千絵著 宝島社 916||Ei 217002961

136
世界を創る女神の物語 : 神話、伝説、アーキ
タイプに学ぶヒロインの旅

ヴァレリー・エステ
ル・フランケル著/シ
カ・マッケンジー訳

フィルムアート
社

164||Fr 217002962

137 キリスト教一千年史 : 地域とテーマで読む 上
ロバート・ルイス・
ウィルケン著/大谷
哲 [ほか] 訳

白水社 192||Wi||1 217002963

138 キリスト教一千年史 : 地域とテーマで読む 下
ロバート・ルイス・
ウィルケン著/大谷
哲 [ほか] 訳

白水社 192||Wi||2 217002964

139
就活生1000人に聞いたこれが出る!SPI [2019
年度版]

新星出版社編
集部編

新星出版社 307.8||Sh||'19 217002965

140
ロジカル面接術 : Marketing of yourself いま
企業は論理的な人を求めている! 2019年基
本編

津田久資,下川
美奈著

ワック 377.9||Ts||'19 217002966

141
疲れをとりたきゃ腎臓をもみなさい (健康プレ
ミアムシリーズ)

寺林陽介著 アスコム 494.93||Te 217002967

142 やってはいけないデザイン 平本久美子著 翔泳社 727||Hi 217002968

143
デザイン披露のプレゼンで役立つ!Photoshop
モックアップメイキング

フロッグデザイ
ン著

ソシム 007.642||De 217002969

144 新しい小説のために 佐々木敦著 講談社 901.3||Sa 217002970

145 表現空間論 : 建築/小説/映画の可能性 鈴木隆之著 論創社 520.4||Su 217002971

146 日本ワインを楽しむ旅 (大人の学び旅:4)
産業編集セン
ター

588.55||Ni 217002972

147
渡部流いい店の見つけ方教えます。 : すべて
新店初出し80軒

渡部建著 文藝春秋 673.97||Wa 217002973

148
今夜も孤独じゃないグルメ (散歩の達人
pocket)

さくらいよしえ著 交通新聞社 596.7||Sa 217002974

149
総力特集 : 日帰り温泉ランキング (双葉社
スーパームック. 温泉批評:2017秋冬号
||2017-アキ フユゴウ)

双葉社 453.9||So 217002975



150 きょうも、せんべろ : 千円で酔える酒場の旅
さくらいよしえ文
: 河井克夫漫画

イースト・プレス 596.7||Sa 217002976

151
世界最高の日本酒 : SAKE COMPETITION
2017

SAKE
COMPETITION実
行委員会監修

ぴあ 588.52||Se 217002977

152 図解ワイン一年生 (Sanctuary books)
小久保尊著/山
田コロイラスト

サンクチュアリ
出版

596.7||Ko 217002978

153
Syunkonカフェ雑記 : クリームシチュウはごは
んに合うか否かなど (Fusosha mook)

山本ゆり著 扶桑社 914.6||Ya 217002979

154 江戸の居酒屋 (歴史新書) 伊藤善資編著 洋泉社 383.885||It 217002980

155 時をとめた少女 (ハヤカワ文庫:SF2115/a)
ロバート・F.ヤング
著 : 小尾芙佐 [ほ
か] 訳

早川書房 933.7||Yo 217002981

156
殺人鬼ゾディアック : 犯罪史上最悪の猟奇事
件、その隠された真実 (亜紀書房翻訳ノンフィ
クション・シリーズ:2-3)

ゲーリー・L. スチュ
ワート, スーザン・ム
スタファ著/高月園
子訳

亜紀書房 936||St 217002986

157

でこぼこした発達の子どもたち : 発達障害・
感覚統合障害を理解し、長所を伸ばすサ
ポートの方法 (あんしん子育てすこやか保育
ライブラリー:special)

キャロル・ストッ
ク・クラノウィッツ
著/高松綾子訳

すばる舎 378||Kr 217002987

158 副業ブログで月に35万稼げるアフィリエイト タクスズキ著 ソーテック社 673.36||Su 217002988

159
新ヒットの方程式 : ソーシャルメディア時代は
「モノ」を売るな「共感」を売れ!

物延秀著 宝島社 675||Mo 217002989

160
クラウドファンディング革命 : 日本最大級
Makuakeが仕掛ける! : 面白いアイデアに1億円
集まる時代

中山亮太郎著 PHP研究所 338.14||Na 217002990

161
8割が落とされる「Webテスト」完全突破法! 2019
年度版1

SPIノートの会編
著

洋泉社 307.8||Ha||'19-1 217002991

162 外国人観光客の「Excuse me?」に応える英会話
カン・アンド
リュー・ハシモト
著

池田書店 837.8||Ha 217002992

163 こころと脳の対話
河合隼雄, 茂木
健一郎著

潮出版社 146.04||Ka 217002993

164
8割が落とされる「Webテスト」完全突破法! 2019
年度版2

SPIノートの会編
著

洋泉社 307.8||Ha||'19-2 217002994



165
8割が落とされる「Webテスト」完全突破法! 2019
年度版3

SPIノートの会編
著

洋泉社 307.8||Ha||'19-3 217002995

166 ギリシア神話 : 新装版 呉茂一著 新潮社 164.31||Ku 217002996

167
一鬼夜行 : 図書館版 (teenに贈る文学:3-1. 一
鬼夜行シリーズ:1)

小松エメル [著] ポプラ社 913.6||Ko 217002997

168
自閉症の哲学 : 構想力と自閉症からみた「私」
の成立

相川翼著 花伝社 378||Ai 217003004

169
本当に似合うBestアイテム事典 : 骨格診断×
パーソナルカラー

二神弓子著 西東社 589.2||Fu 217003005

170 ネイティブ英会話フレーズ集3240 佐々木隆監修 西東社 837.8||Ne 217003006

171
Webデザイン良質見本帳 : 目的別に探せて、す
ぐに使えるアイデア集

久保田涼子著 SBクリエイティブ 547.483||Ku 217003007

172
いちばんよくわかるWebデザインの基本きちん
と入門 : レイアウト/配色/写真/タイポグラフィ/
最新テクニック

伊藤庄平 [ほ
か] 著

SBクリエイティブ 547.483||Ic 217003008

173 プラダを着た悪魔リベンジ! 上
ローレン・ワイズ
バーガー著/佐
竹史子訳

早川書房 933.7||We||1 217003033

174 プラダを着た悪魔リベンジ! 下
ローレン・ワイズ
バーガー著/佐
竹史子訳

早川書房 933.7||We||2 217003034

175
楽しく体験レッスン!作詞・作曲入門 : 自分の言
葉をメロディーに乗せて!

野口義修著 ナツメ社 767.8||No 217003035

176 図書室の海 (新潮文庫:お-48-5) 恩田陸著 新潮社 913.6||On 217003036

177 小さき者へ (新潮文庫:し-43-8) 重松清著 新潮社 913.6||Sh 217003037

178 理由 44刷改版 (新潮文庫:み-22-13) 宮部みゆき著 新潮社 913.6||Mi 217003038

179 火車 73刷改版 (新潮文庫:み-22-8, 6043) 宮部みゆき著 新潮社 913.6||Mi 217003039



180
『星の王子さま』隠された物語 : サン=テグジュ
ペリが伝えたかったこと

鳥取絹子著 ベストセラーズ 953.7||To 217003055

181 ボブ・ディランの21世紀 (CDジャーナルムック) 湯浅学著 音楽出版社 767.8||Yu 217003056

182 皇后の真実 工藤美代子著 幻冬舎 288.44||Ku 217003057

183
国益から見たロシア入門 : 知られざる親日大国
はアジアをめざす (PHP新書:1092)

藤和彦著 PHP研究所 080||Ph||1092 217003058

184
第6の習慣/第7の習慣/第8の習慣 (まんがで
わかる7つの習慣:4)

小山鹿梨子 宝島社 159||Ko 217003059

185 まんがでわかる7つの習慣Plus 小山鹿梨子 宝島社 159||Ko 217003060

186 日本人が知らないいまどきの英語
デイビッド・セイ
ン著

PHP研究所 834||Th 217003061


