
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
ディズニー夢をかなえる神様が教えてくれたこ
と

鎌田洋著 SBクリエイティブ 689.5||Ka 218002575

2
アルジャーノンに花束を 新版 (ハヤカワ文
庫:7520. ハヤカワ文庫NV:NV1333)

ダニエル・キイス
著/小尾芙佐訳

早川書房 933.7||Ke 218002576

3
セキュリティのためのログ分析入門 : サイバー
攻撃の痕跡を見つける技術 (Software design
plusシリーズ)

折原慎吾 [ほ
か] 著

技術評論社 007.609||Se 218002577

4
自作PCクラスタ超入門 : ゼロからはじめる並列
計算環境の構築と運用

前園涼著 森北出版 548.29||Ma 218002578

5
コンピュータ、どうやってつくったんですか? : は
じめて学ぶコンピュータの歴史としくみ

川添愛著 東京書籍 548.2||Ka 218002579

6 ゲームAIと深層学習 : ニューロ進化と人間性 伊庭斉志著 オーム社 007.13||Ib 218002580

7
超話し方事典 : たった30秒で会話に自信が持
てる

佐藤幸一著 総合法令出版 809.2||Sa 218002581

8
100回目の空の下、君とあの海で (スターツ出
版文庫:[Sさ2-3])

櫻井千姫著 スターツ出版 913.6||Sa 218002582

9
きみがいれば、空はただ青く (スターツ出版文
庫:[Sあ6-1])

逢優著 スターツ出版 913.6||Ay 218002583

10
あの夏よりも、遠いところへ (スターツ出版文
庫:[Sか1-1])

加納夢雨著 スターツ出版 913.6||Ka 218002584

11
すべての幸福をその手のひらに (スターツ出版
文庫:[Sお1-7])

沖田円著 スターツ出版 913.6||Ok 218002585

12
完全攻略!TOEFL iBTテストスピーキングライ
ティング

コチェフ アレク
サンダー著

アルク 830.79||Ko 218002586

13
完全攻略!TOEFL iBTテストリーディングリスニ
ング

コチェフ アレク
サンダー著

アルク 830.79||Ko 218002587

14
集中ゼミTOEFL iBTテストライティング統合問
題

川端淳司著 テイエス企画 830.79||Ka 218002588
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15
最強のTOEFL iBT入門 : この1冊で、はじめて
の受験も安心!

上原雅子著/PAGODA
Education Group問題
作成/コスモピア編集
部編

コスモピア 830.79||Ue 218002589

16
毎日ミニ模試TOEFLテストiBT : 7日間完全集中
プログラム 増補第2版

安宅由紀監修 テイエス企画 830.79||Ma 218002590

17 最新使える!MATLAB 第2版
青山貴伸, 蔵本
一峰, 森口肇著

講談社 410||Ao 218002620

18 最新MATLABハンドブック 第6版 小林一行著 秀和システム 410||Ko 218002621

19
つながっているのに孤独 : 人生を豊かにするは
ずのインターネットの正体

シェリー・ターク
ル著/渡会圭子
訳

ダイヤモンド社 007.3||Tu 218002622

20 高専教育の発見 : 学歴社会から学習歴社会へ
矢野眞和, 濱中義
隆, 浅野敬一編/林
川友貴 [ほか執筆]

岩波書店 377.3||Ko 218002623

21 ヒトはどこまで進化するのか
エドワード・O・
ウィルソン著/小
林由香利訳

亜紀書房 481.71||Wi 218002624

22
脳と時間 : 神経科学と物理学で解き明かす〔時
間〕の謎

ディーン・ブオノ
マーノ著/村上
郁也訳

森北出版 491.371||Bu 218002625

23 ののはな通信 三浦しをん著 KADOKAWA 913.6||Mi 218002626

24 ブラックバイト対処マニュアル
石田眞, 竹内寿
監修

早稲田大学出
版部

377.9||Bu 218002627

25 誰といても疲れない自分になる本 林恭弘著 総合法令出版 361.454||Ha 218002628

26
「週4時間」だけ働く。 : 9時-5時労働からおさら
ばして、世界中の好きな場所に住み、ニュー
リッチになろう。

ティモシー・フェ
リス著/田中じゅ
ん訳

青志社 159.4||Fe 218002629

27
雇用は契約 : 雰囲気に負けない働き方 (筑摩
選書:0158)

玄田有史著 筑摩書房 366.51||Ge 218002630

28
言葉づかいのトリセツ : 「あの時、別の言い方
をしていれば…」ともう後悔しない! : be careful
in your choice of words

ビジネス文章力
研究所著

実務教育出版 336.49||Ko 218002631

29 元素検定 2 桜井弘編著 化学同人 431.11||Sa||2 218002632



30 伊能図探検 : 伝説の古地図を200倍楽しむ
河出書房新社
編集部編/モリ
ナガヨウ絵

河出書房新社 291.038||In 218002633

31
「個性」はこの世界に本当に必要なものなのか
(アスキー新書:246)

東京大学教養学
部, 博報堂ブラン
ドデザイン著

KADOKAWA 080||As||246 218002634

32 ぼくらの仮説が世界をつくる 佐渡島庸平著 ダイヤモンド社 159.4||Sa 218002635

33 働く君に贈る25の言葉 佐々木常夫著 WAVE出版 159.4||Sa 218002636

34
研究発表ですぐに使える理系の英語プレゼン
テーション

島村東世子著
日刊工業新聞
社

407||Sh 218002637

35 はじめてのMATLAB 北村達也著 近代科学社 410||Ki 218002694

36
「本当の自分」に目覚める本 : 宇宙とつながる
気づきの法則

しみずたいき著 河出書房新社 146.8||Sh 218002695

37 日本のインテリアデザイン全史
大川三雄 [ほ
か] 著

柏書房 757.8||Ni 218002696

38
できる技術者・研究者のための特許入門 : 元
特許庁審査官の実践講座

渕真悟著 講談社 507.23||Fu 218002697

39 実用ロボット開発のためのROSプログラミング
西田健 [ほか]
著

森北出版 548.3||Ji 218002698

40
Googleアシスタントアプリ開発入門 : ステップバ
イステップで力がつく : Google assistant

里山南人, 一円
真治著

ソシム 007.64||Sa 218002699

41 コピペで使える!動くPowerPoint素材集2000 河合浩之著 翔泳社 007.63||Ka 218002700

42 魅せるPowerPointテクニック 野々山美紀著 マイナビ出版 007.63||No 218002701

43 野村のイチロー論 野村克也著 幻冬舎 783.7||No 218002702

44
ゆとりの美学。 : 力を抜くこと、サボることを恐
れない

前田健太著 幻冬舎 783.7||Ma 218002703



45 理工系のための超頑張らないプレゼン入門 安田陽著 オーム社 407||Ya 218002704

46
就職前に覚えておくべきExcel 2016必須テク
ニック (先輩が教える:series32)

相澤裕介著 カットシステム 007.63||Ai 218002705

47
人一倍時間がかかる人のためのすぐ書ける文
章術 : ムダのない大人の文章が書ける

吉田裕子著 ダイヤモンド社 816||Yo 218002706

48
ゲノム編集の基本原理と応用 : ZFN, TALEN,
CRISPR-Cas9

山本卓著 裳華房 467.25||Ya 218002707

49 ゲノム編集と細胞政治の誕生 粥川準二著 青土社 491.69||Ka 218002708

50
論文・レポートを読み書きするための理系基礎
英語

臼井俊雄著 技術評論社 407||Us 218002709

51
大人の語彙をあと1000増やす本 : [レベル選択
式]

福田尚弘作 アーバン 814||Fu 218002710

52
Networks : a very short introduction (Very
short introductions:335)

Guido Caldarelli
and Michele
Catanzaro

Oxford
University Press

007.3||Ca 218002711

53
通信ネットワーク技術の基礎と応用 : 物理ネッ
トワークからアプリケーションまでのICTの基本
を学ぶ

山中直明, 馬場
健一, 淺谷耕一
共著

コロナ社 547.483||Ya 218002712

54 行動科学を使ったストレスを消す技術 石田淳著 総合法令出版 336.3||Is 218002713

55 未来 湊かなえ著 双葉社 913.6||Mi 218002714

56 友罪 薬丸岳著 集英社 913.6||Ya 218002716

57 ぼぎわんが、来る 澤村伊智著 KADOKAWA 913.6||Sa 218002717

58 クラスメイツ 前期 森絵都著 偕成社 913.6||Mo||1 218002718

59 クラスメイツ 後期 森絵都著 偕成社 913.6||Mo||2 218002719



60 ロング・ロング・ホリディ 小路幸也著 PHP研究所 913.6||Sh 218002720

61
モノの言い方事典 : たった一言で印象が変わ
る!

佐藤幸一著 総合法令出版 809.2||Sa 218002721

62
痛覚のふしぎ : 脳で感知する痛みのメカニズム
(ブルーバックス:B-2007)

伊藤誠二著 講談社 080||Bu||2007 218002722

63 人工知能に哲学を教えたら (SB新書:446) 岡本裕一朗著 SBクリエイティブ 007.13||Ok 218002723

64
相手を操る心理術事典 : たった一言で心を支
配する

西島秀穂著 総合法令出版 140||Ni 218002724

65
「こころ」はいかにして生まれるのか : 最新脳科
学で解き明かす「情動」 (ブルーバックス:B-
2073)

櫻井武著 講談社 080||Bu||2073 218002725

66
プログラミングがわかる本 : 必ず知っておきた
いプログラミングの教養書

日向俊二著 カットシステム 007.64||Hy 218002726

67 ペンギン・ハイウェイ : 完全設定資料集
ホビー書籍編集
部編

KADOKAWA 778.77||Pe 218002727

68 行動経済学 エッセンシャル版
ミシェル・バデ
リー著/土方奈
美訳

早川書房 331||Ba 218002728

69 スタンフォードでいちばん人気の授業 佐藤智恵著 幻冬舎 335||Sa 218002729

70
Work design : 行動経済学でジェンダー格差を
克服する

イリス・ボネット
著/池村千秋訳

NTT出版 367.1||Bo 218002730

71 成功する人は、教わり方が違う。 中谷彰宏著 河出書房新社 159||Na 218002731

72 新しい自分に生まれ変わる「やめる」習慣 古川武士著
日本実業出版
社

159||Fu 218002732

73 イノセント・デイズ 早見和真著 新潮社 913.6||Ha 218002733

74
後宮に星は宿る : 金椛国春秋 (角川文
庫:20115)

篠原悠希 [著] KADOKAWA 913.6||Sh 218002734



75 愛なき世界 三浦しをん著 中央公論新社 913.6||Mi 218002735

76
気持ちを「言葉にできる」魔法のノート (「言葉に
できる」は武器になる。:実践編)

梅田悟司著
日本経済新聞
出版社

141.5||Um 218002736

77 もののけ姫 (スタジオジブリ絵コンテ全集:11) 宮崎駿 [著]
徳間書店スタジ
オジブリ事業本
部

778.77||Mi 218002737

78 億男 川村元気著 マガジンハウス 913.6||Ka 218002738

79 金魚姫 荻原浩著 KADOKAWA 913.6||Og 218002739

80 The art of NAUSICAÄ (ジ・アート・シリーズ:1)
アニメージュ編
集部編

徳間書店 778.77||Ar 218002740

81
The art of spirited away : 千と千尋の神隠し
(ジブリ the artシリーズ)

スタジオジブリ
責任編集

徳間書店スタジ
オジブリ事業本
部

778.77||Ar 218002741

82 THE ART OF 紅の豚
アニメージュ編
集部編

徳間書店 778.77||Ar 218002742

83 大人の対応力 齋藤孝著 ワニブックス 336.49||Sa 218002743

84
自分の時間が3倍になる人生を変える時間術
(だいわ文庫:[261-5G])

千田琢哉著 大和書房 159||Se 218002744

85
「武国」日本 : 自国意識とその罠 (平凡社新
書:894)

佐伯真一著 平凡社 080||He||894 218002746

86
ひと言で伝えろ : できる人は「誰でも」「短く」話
している

石田章洋著 WAVE出版 336.49||Is 218002747

87
刑罰をめぐる法文化 (法文化(歴史・比較・情報)
叢書:16)

高塩博編 国際書院 326.4||Ke 218002748

88
文系と理系はなぜ分かれたのか (星海社新
書:137)

隠岐さや香著
星海社/講談社
(発売)

080||Se||137 218002749

89 鳥を識る : なぜ鳥と人間は似ているのか 細川博昭著 春秋社 488.1||Ho 218002750



90 マスカレード・イブ (集英社文庫:[ひ-15-11]) 東野圭吾著 集英社 913.6||Hi 218002751

91
ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふ
しぎ 続々

今泉忠明監修/下
間文恵, 徳永明子,
かわむらふゆみ
絵

高橋書店 480||Za||3 218002752

92
ベートーヴェン捏造 : 名プロデューサーは嘘を
つく

かげはら史帆著 柏書房 762.34||Ka 218002753

93 ライフサイエンス顕微鏡学ハンドブック
山科正平, 高田邦
昭責任編集/牛木
辰男 [ほか] 編集

朝倉書店 460.75||Ra 218002754

94
ドローンの哲学 : 遠隔テクノロジーと「無人化」
する戦争

グレゴワール・
シャマユー著/
渡名喜庸哲訳

明石書店 538.7||Ch 218002755

95
昆虫の脳をつくる : 君のパソコンに脳をつくって
みよう

神崎亮平編著 朝倉書店 486.1||Ko 218002756

96
これは「読む」本ではなく「考える」本です : 問題
解決力が身につく思考実験

笠間リョウ著 総合法令出版 116||Ka 218002757

97
人間関係をリセットして自由になる心理学 (詩
想社新書:24)

メンタリスト
DaiGo著

詩想社 361.45||Da 218002758

98
重力で宇宙を見る : 重力波と重力レンズが明
かす、宇宙はじまりの謎

二間瀬敏史著 河出書房新社 441.1||Fu 218002759

99 ビジュアル大百科元素と周期表
トム・ジャクソン
著/伊藤伸子訳

化学同人 431.11||Ja 218002760

100
脳は変わる : ニューロプラスティシティ (MITエッ
センシャル・ナレッジ・シリーズ)

モーヘブ・コスタ
ンディ著/水谷
淳訳

日本評論社 491.371||Co 218002761

101
オカルト化する日本 (にっぽん) の教育 : 江戸し
ぐさと親学にひそむナショナリズム (ちくま新
書:1339)

原田実著 筑摩書房 080||Ch||1339 218002762

102
神道・儒教・仏教 : 江戸思想史のなかの三教
(ちくま新書:1325)

森和也著 筑摩書房 080||Ch||1325 218002763

103
ナショナリズムの現在 : 「ネトウヨ」化する日本
と東アジアの未来 (朝日新書:494)

萱野稔人 [ほ
か] 著

朝日新聞出版 080||As||494 218002764

104 暮らしのなかのニセ科学 (平凡社新書:847) 左巻健男著 平凡社 080||He||847 218002765



105
1914年 : 100年前から今を考える (平凡社新
書:733)

海野弘著 平凡社 080||He||733 218002766

106 進歩 : 人類の未来が明るい10の理由
ヨハン・ノルベリ
著/山形浩生訳

晶文社 209.5||No 218002767

107
君は月夜に光り輝く (メディアワークス文庫:[さ
4-1])

佐野徹夜 [著] KADOKAWA 913.6||Sa 218002768

108 外来種は本当に悪者か? : 新しい野生
フレッド・ピアス
著/藤井留美訳

草思社 468||Pe 218002769

109 先延ばしする人は早死にする! DaiGo著 世界文化社 159||Da 218002770

110 心に火をつける言葉 遠越段著 総合法令出版 159.8||To 218002771

111 全米最高視聴率男の「最強の伝え方」
アラン・アルダ著
/高橋洋訳

青土社 361.454||Al 218002772

112 感染症と法の社会史 : 病がつくる社会 西迫大祐著 新曜社 498.6||Ni 218002773

113
原発災害・避難年表 : 図表と年表で知る福島
原発震災からの道

原発災害・避難
年表編集委員
会編

すいれん舎 543.5||Ge 218002774

114
つい「他人軸」になるあなたが7日間で自分らし
い生き方を見つける方法

根本裕幸著 あさ出版 146.8||Ne 218002775

115 日本の悪霊 (河出文庫:[た13-18]) 高橋和巳著 河出書房新社 913.6||Ta 218002776

116
謎の漢字 : 由来と変遷を調べてみれば (中公
新書:2430)

笹原宏之著 中央公論新社 080||Ch||2430 218002777

117
イタリア海洋都市の精神 (講談社学術文
庫:[2513]. 興亡の世界史)

陣内秀信 [著] 講談社 209||Ji 218002778

118 現代語訳応仁記 (ちくま学芸文庫:[コ10-18]) 志村有弘訳 筑摩書房 210.47||Sh 218002779

119
文明に抗した弥生の人びと (歴史文化ライブラ
リー:449)

寺前直人著 吉川弘文館 210.27||Te 218002780



120
アニメ聖地巡礼の観光社会学 : コンテンツツー
リズムのメディア・コミュニケーション分析

岡本健著 法律文化社 689.21||Ok 218002781

121
現実をみつめる道徳哲学 : 安楽死・中絶・フェミ
ニズム・ケア 新版

ジェームズ・レイチェル
ズ, スチュアート・レイ
チェルズ著/次田憲和
訳

晃洋書房 150||Ra 218002782

122
学習とパーソナリティ : 「あの子はおとなしいけ
ど成績はいいんですよね!」をどう見るか (学び
と成長の講話シリーズ:第2巻)

溝上慎一著 東信堂 375.1||Mi 218002783

123
その心理臨床、大丈夫? : 心理臨床実践のポイ
ント

遠藤裕乃, 佐田
久真貴, 中村
菜々子編

日本評論社 146.8||So 218002784

124
意識的な行動の無意識的な理由 (心理学ビ
ジュアル百科:認知心理学編)

越智啓太編 創元社 141.51||Is 218002785

125 有機機能材料 第2版
荒木孝二 [ほ
か] 著

東京化学同人 501.4||Yu 218002786

126 サル : その歴史・文化・生態
デズモンド・モリ
ス著/伊達淳訳

白水社 489.95||Mo 218002787

127 保健・医療・福祉を学ぶための心理学概論
高橋直樹, 石本
豪著

共立出版 140||Ta 218002788

128
健康心理学の測定法・アセスメント (保健と健
康の心理学標準テキスト:3)

鈴木伸一編著 ナカニシヤ出版 490.14||Ke 218002789

129
MSPA(発達障害の要支援度評価尺度)の理解
と活用

船曳康子著 勁草書房 369.28||Fu 218002790

130 児童の教育と支援 : 学びをみつめる
塚原拓馬編著/
田中正浩監修

東信堂 370||Ji 218002791

131 哲学用語図鑑 続 田中正人著 プレジデント社 130||Ta||2 218002792

132
ポテンシャル社会心理学 (テキストライブラリ心
理学のポテンシャル:6)

岡隆, 坂本真士
編

サイエンス社 361.4||Po 218002793

133
ポテンシャル知覚心理学 (テキストライブラリ心
理学のポテンシャル:2)

中村浩, 戸澤純
子著

サイエンス社 141.27||Na 218002794

134
宇宙に終わりはあるのか? : 素粒子が解き明か
す宇宙の歴史

村山斉著
ナノオプトニクス・エ
ナジー出版局/近代
科学社 (発売)

429.6||Mu 218002805



135
対話のことば : オープンダイアローグに学ぶ問
題解消のための対話の心得

井庭崇, 長井雅
史著

丸善出版 146.8||Ib 218002806

136
安全とリスクの心理学 : こころがつくる安全の
かたち (心理学の世界:専門編:7)

土田昭司編著 培風館 140.8||Sh||7 218002807

137
これは水です : 思いやりのある生きかたについ
て大切な機会に少し考えてみたこと

デヴィッド・フォス
ター・ウォレス著/
阿部重夫訳

田畑書店 934.7||Wa 218002808

138
「地方創生」でまちは活性化する : まちひとしご
と創生による地域活性化事例

小林勇治, 波形
克彦編著

同友館 318.6||Ch 218002809

139 地方創生のビジョンと戦略
佐久間信夫, 井上善
博, 伊藤忠治編著/
中島康明 [ほか] 著

創成社 318.6||Ch 218002810

140 なぜオックスフォードが世界一の大学なのか
コリン・ジョイス
著/菅しおり訳

三賢社 377.28||Jo 218002811

141
「心の理論」テストはほんとうは何を測っている
のか? : 子どもが行動シナリオに気づくとき

熊谷高幸著 新曜社 376.11||Ku 218002812

142
障害者と笑い : 障害をめぐるコミュニケーション
を拓く

塙幸枝著 新曜社 369.27||Ba 218002813

143
心理療法家の人類学 : こころの専門家はいか
にして作られるか

ジェイムス・デイビ
ス著/中藤信哉,
小原美樹訳

誠信書房 146.89||Da 218002814

144 消費者心理学
山田一成, 池内
裕美編著

勁草書房 675||Sh 218002815

145
ケーキ王子の名推理 (スペシャリテ) [1] (新潮
文庫:10406, 10707, 10957, な-93-1, な-93-2,
な-93-3)

七月隆文著 新潮社 913.6||Na||1 218002820

146 医療・医療経営統計データ集 2019-2020年版 廣瀬輝夫監修 三冬社
498.059||Ir||'19-
'20

218002821

147 少子高齢社会総合統計年報 2018年版
生活情報セン
ター編集部編集

生活情報セン
ター

365.5||Sh||'18 218002822

148 男女共同参画社会データ集 2017年-2018年版
生活情報セン
ター編集部編

生活情報セン
ター

367.1||Da||'17-
'18

218002829

149 女性の暮らしと生活意識データ集 2018-2019 柚木薫編著
食品流通情報セ
ンター

367.1||Jo||'18-
'19

218002830



150 世界で一番美しい化学反応図鑑
セオドア・グレイ著
/ニック・マン写真
/武井摩利訳

創元社 431.3||Gr 218002831

151
まぼろしの奇想建築 (ナショナルジオグラフィッ
ク)

フィリップ・ウィル
キンソン著/関
谷冬華訳

日経ナショナルジオ
グラフィック社/日経
BPマーケティング
(発売)

520.2||Wi 218002832

152 僕だけがいない街 Another Record
三部けい原作/
一肇著

KADOKAWA 913.6||Ni 218002834

153 翻訳地獄へようこそ 宮脇孝雄著 アルク 801.7||Mi 218002835

154 おとなのための動物行動学入門 今福道夫著 昭和堂 481.78||Im 218002836

155
キリンの一撃 : サヴァンナの動物たちが見せる
進化のスゴ技

レオ・グラッセ著
/鈴木光太郎訳

化学同人 482.4||Gr 218002837

156
心理学者が教える読ませる技術聞かせる技術
: 心を動かす、わかりやすい表現のコツ (ブルー
バックス:B-2064)

海保博之著 講談社 080||Bu||2064 218002838

157 香りと歴史7つの物語 (岩波ジュニア新書:885) 渡辺昌宏著 岩波書店 080||Iw||885 218002839

158
Psychology : a very short introduction 2nd ed
(Very short introductions:6)

Gillian Butler
and Freda
McManus

Oxford
University Press

140||Bu 218002840

159
Dreaming : a very short introduction : pbk
(Very short introductions:127)

J. Allan Hobson
Oxford
University Press

145.2||Ho 218002841

160
Memory : a very short introduction : [pbk.]
(Very short introductions:194)

Jonathan K.
Foster

Oxford
University Press

141.3||Fo 218002842

161
Computer science : a very short introduction
(Very short introductions:466)

Subrata
Dasgupta

Oxford
University Press

007.6||Da 218002843

162
Big data : a very short introduction (Very short
introductions:539)

Dawn E. Holmes
Oxford
University Press

007.3||Ho 218002844

163
Consciousness : a very short introduction 2nd
ed (Very short introductions:121)

Susan
Blackmore

Oxford
University Press

141.2||Bl 218002845

164 世界の名言名句1001

ロバート・アープ責
任編集/大野晶子
訳, 高橋知子, 寺尾
まち子訳

三省堂 159.8||Se 218002846



165
はじめて受けるTOEIC L&Rテスト全パート完全
攻略

小石裕子著 アルク 830.79||Ko 218002847

166
扉子と不思議な客人たち (メディアワークス文
庫:0628. ビブリア古書堂の事件手帖)

三上延 [著] KADOKAWA 913.6||Mi 218002848

167
オックスフォード&ケンブリッジ大学世界一「考え
させられる」入試問題 : 「あなたは自分を利口
だと思いますか?」 (河出文庫:[フ15-1])

ジョン・ファーンドン
著/小田島恒志, 小
田島則子訳

河出書房新社 376.8||Fa 218002850

168 Aではない君と 薬丸岳著 講談社 913.6||Ya 218002851

169 闇の底 (講談社文庫:[や-61-2]) 薬丸岳 [著] 講談社 913.6||Ya 218002852

170 爽年 石田衣良著 集英社 913.6||Is 218002853

171 移植医たち 谷村志穂著 新潮社 913.6||Ta 218002854

172 イダジョ! : 医大女子 史夏ゆみ著 文響社 913.6||To 218002855

173 僕が殺した人と僕を殺した人 東山彰良著 文藝春秋 913.6||Hi 218002856

174 無事に返してほしければ 白河三兎著 小学館 913.6||Sh 218002857

175
レオナルド・ダ・ヴィンチの「解剖手稿A」 : 人体
の秘密にメスを入れた天才のデッサン

マーティン・クレイト
ン, ロン・フィロ著/森
田義之, 小林もり子
訳

グラフィック社 702.37||Cl 218002858

176
神は、脳がつくった : 200万年の人類史と脳科
学で解読する神と宗教の起源

E.フラー・トリー
著/寺町朋子訳

ダイヤモンド社 161||To 218002859

177 運命の25セント
シドニィ・シェル
ダン作/天馬龍
行超訳

アカデミー出版 933.7||Sh 218002860

178
最初に父が殺された : あるカンボジア人少女の
記憶

ルオン・ウン著/
小林千枝子訳

青土社 223.5||Un 218002861

179 サヨナライツカ (幻冬舎文庫:つ-1-4) 辻仁成 [著] 幻冬舎 913.6||Ts 218002862



180
工業簿記 第7版 (スッキリわかるシリーズ. スッ
キリわかる日商簿記2級)

滝澤ななみ著
TAC株式会社出
版事業部

336.91||Ta 218002863

181
商業簿記 第10版 (スッキリわかるシリーズ.
スッキリわかる日商簿記2級)

滝澤ななみ著
TAC株式会社出
版事業部

336.91||Ta 218002864

182
大学4年間の経営学がマンガでざっと学べる :
学び直しの決定版

高橋伸夫, うだ
ひろえ著

KADOKAWA 335.1||Ta 218002865

183 スタンフォード式疲れない体 山田知生著 サンマーク出版 498.3||Ya 218002866

184 経済学の名著50冊が1冊でざっと学べる 蔭山克秀著 KADOKAWA 331||Ka 218002867

185
ビレッジプライド : 「0円起業」の町をつくった公
務員の物語

寺本英仁著 ブックマン社 601.173||Te 218002868

186
プラトンソクラテスの弁明 (角川選書:1002. シ
リーズ・世界の思想)

岸見一郎著 KADOKAWA 131.2||Ki 218002869

187 大学4年間の統計学が10時間でざっと学べる 倉田博史著 KADOKAWA 417||Ku 218002870

188 すぐ使いこなせる知的な大人の語彙1000 齋藤孝著 興陽館 810.4||Sa 218002871

189
朝8時までの習慣で人生は9割変わる : できる
人の早起きテクニック&「朝時間」の使い方

市川清太郎著
横浜タイガ出版
/サンクチュアリ
出版(発売)

159.4||Ic 218002872

190 考え方 : 人生・仕事の結果が変わる 稲盛和夫著 大和書房 159||In 218002873

191 世界一美味しいチャーハンの作り方
世界一美味しい
チャーハン制作
委員会監修

日本文芸社 596||Se 218002874

192 休日が楽しみになる昼ごはん
小田真規子料
理/谷綾子文

文響社 596||Od 218002875

193
人口減少日本であなたに起きること (講談社現
代新書:2475. 未来の年表:2)

河合雅司著 講談社 080||Ko||2475 218002876

194 すぐメモする人がうまくいく 堀宏史著 自由国民社 141.5||Ho 218002877



195 意味がない無意味 千葉雅也著 河出書房新社 104||Ch 218002878

196 ヒトごろし 京極夏彦著 新潮社 913.6||Ky 218002879

197
図書館の魔女 第1巻 (講談社文庫:[た127-1]-
[た127-4])

高田大介 [著] 講談社 913.6||Ta||1 218002880

198
図書館の魔女 第2巻 (講談社文庫:[た127-1]-
[た127-4])

高田大介 [著] 講談社 913.6||Ta||2 218002881

199
図書館の魔女 第3巻 (講談社文庫:[た127-1]-
[た127-4])

高田大介 [著] 講談社 913.6||Ta||3 218002882

200
図書館の魔女 第4巻 (講談社文庫:[た127-1]-
[た127-4])

高田大介 [著] 講談社 913.6||Ta||4 218002883

201 あとは野となれ大和撫子 宮内悠介著 KADOKAWA 913.6||Mi 218002884

202
スリーパー浸透工作員 (警視庁公安部外事二
課 : ソトニ)

竹内明著 講談社 913.6||Ta 218002885

203
ルー=ガルー : 忌避すべき狼 文庫版 (講談社
文庫:[き-39-15])

京極夏彦 [著] 講談社 913.6||Ky 218002886

204 火眼 (チンギス紀:1) 北方謙三著 集英社 913.6||Ki||1 218002887

205 鳴動 (チンギス紀:2) 北方謙三著 集英社 913.6||Ki||2 218002888

206 虹暈 (チンギス紀:3) 北方謙三 集英社 913.6||Ki||3 218002889

207
隷属なき道 : AIとの競争に勝つ ベーシックイン
カムと一日三時間労働

ルトガー・ブレグ
マン著/野中香
方子訳

文藝春秋 364||Br 218002890

208 図説食人全書 普及版
マルタン・モネス
ティエ著/大塚宏
子訳

原書房 383.8||Mo 218002891

209 図説奇形全書 普及版
マルタン・モネス
ティエ著/吉田春
美, 花輪照子訳

原書房 380.4||Mo 218002892



210 現代アートとは何か 小崎哲哉著 河出書房新社 702.07||Oz 218002893

211
これから泳ぎにいきませんか : 穂村弘の書評
集

穂村弘著 河出書房新社 019.9||Ho 218002894

212
きっとあの人は眠っているんだよ : 穂村弘の読
書日記

穂村弘著 河出書房新社 019.9||Ho 218002895

213 短歌と俳句の五十番勝負
穂村弘, 堀本裕
樹著

新潮社 911.168||Ho 218002896

214 美味礼讃
ブリア=サヴァラ
ン著/玉村豊男
編訳・解説

新潮社 596.04||Br 218002897

215 江戸の糞尿学 永井義男著 作品社 383.9||Na 218002898

216
カレー全書 : より広くより深く : 40軒の113のレ
シピ

柴田書店編 柴田書店 596||Ka 218002899

217 ジブリの文学 鈴木敏夫著 岩波書店 778.77||Su 218002900

218 物語論基礎と応用 (講談社選書メチエ:647) 橋本陽介著 講談社 901.3||Ha 218002901

219 荒野 (文春文庫:[さ-50-8]) 桜庭一樹著 文藝春秋 913.6||Sa 218002902

220 もう一度読みたい教科書の泣ける名作 [正]
学研教育出版
編

学研教育出版/
学研マーケティ
ング (発売)

913.68||Mo||1 218002903

221 もう一度読みたい教科書の泣ける名作 再び
学研教育出版
編

学研教育出版/
学研マーケティ
ング (発売)

913.68||Mo||2 218002904

222 クドリャフカの順番 (角川文庫:15152) 米澤穂信 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

913.6||Yo 218002905

223 遠まわりする雛 (角川文庫:16368) 米澤穂信 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

913.6||Yo 218002906

224
スマホを落としただけなのに (宝島社文庫:Cし-
7-1. [このミス大賞])

志駕晃著 宝島社 913.6||Sh 218002907



225 健康で文化的な最低限度の生活 斉藤壮馬著 KADOKAWA 778.77||Sa 218002908

226 ジビエの歴史 (「食」の図書館)
ポーラ・ヤング・
リー著/堤理華
訳

原書房 383.8||Le 218002909

227
酒好き医師が教える最高の飲み方 : 太らない、
翌日に残らない、病気にならない

葉石かおり著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

498.3||Ha 218002910

228
旅する舌ごころ : 白洲次郎・正子、小林秀雄の
思い出とともに巡る美食紀行

白洲信哉著 誠文堂新光社 596.04||Sh 218002911

229
気候カジノ : 経済学から見た地球温暖化問題
の最適解

ウィリアム・ノー
ドハウス著/藤
崎香里訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

519||No 218002912

230
政権奪取論 : 強い野党の作り方 (朝日新
書:686)

橋下徹著 朝日新聞出版 080||As||686 218002913

231 カラヴァル : 深紅色の少女
ステファニー・
ガーバー著/西
本かおる訳

キノブックス 933.7||Ga 218002914

232 レジェンダリー : 魔鏡の聖少女
ステファニー・
ガーバー著/西
本かおる訳

キノブックス 933.7||Ga 218002915

233 パワー
ナオミ・オルダー
マン著/安原和
見訳

河出書房新社 933.7||Al 218002916

234 知の体力 (新潮新書:764) 永田和宏著 新潮社 080||Sh||764 218002917

235
「身体 (からだ) を売る彼女たち」の事情 : 自立
と依存の性風俗 (ちくま新書:1360)

坂爪真吾著 筑摩書房 080||Ch||1360 218002918

236 日本が売られる (幻冬舎新書:517, [つ-4-1]) 堤未果著 幻冬舎 080||Ge||517 218002919

237
シャーデンフロイデ : 他人を引きずり下ろす快
感 (幻冬舎新書:480)

中野信子著 幻冬舎 080||Ge||480 218002920

238 不倫 (文春新書:1160) 中野信子著 文藝春秋 080||Bu||1160 218002921

239
東大読書 : 「読む力」と「地頭力」がいっきに身
につく

西岡壱誠著
東洋経済新報
社

019.12||Ni 218002922



240
社会科学 : 政治 経済 社会 (公務員試験新
スーパー過去問ゼミ5:[1])

資格試験研究
会編

実務教育出版 317.4||Ko||1 218002923

241
人文科学 : 日本史世界史地理思想文学・芸術
(公務員試験新スーパー過去問ゼミ5:[2])

資格試験研究
会編

実務教育出版 317.4||Ko||2 218002924

242
自然科学 : 物理 化学 生物 地学 数学 (公務員
試験新スーパー過去問ゼミ5:[3])

資格試験研究
会編

実務教育出版 317.4||Ko||3 218002925

243
教育学・心理学 (公務員試験新スーパー過去
問ゼミ5)

資格試験研究
会編

実務教育出版 317.4||Ko||22 218002926

244 社会学 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ5)
資格試験研究
会編

実務教育出版 317.4||Ko||15 218002927

245 心理学 新版 (New liberal arts selection)
無藤隆 [ほか]
著

有斐閣 140||Sh 218002928

246 心理学検定一問一答問題集 A領域編
日本心理学諸
学会連合心理
学検定局編

実務教育出版 140.7||Sh 218002929

247
CRA薬物・アルコール依存へのコミュニティ強
化アプローチ

H・G・ローゼン, R・J・メ
イヤーズ, J・E・スミス
著/風間芳之, 風間三
咲訳

金剛出版 493.15||Ro 218002930

248
臨床心理士・指定大学院合格のための心理学
問題集 改訂版

Willカレッジ大学院
入試問題分析
チーム編集

オクムラ書店 146.89||Ri 218002931

249 心理学概論 (公認心理師の基礎と実践:第2巻) 繁桝算男編 遠見書房 146.89||Ko||2 218002932

250
臨床心理学概論 (公認心理師の基礎と実践:第
3巻)

野島一彦, 岡村
達也編

遠見書房 146.89||Ko||3 218002933

251
特訓式試験にでる心理学 一般心理学編 (心理
系公務員試験対策実践演習問題集:1)

高橋美保, 山口
陽弘著

北大路書房 317.4||To 218002934

252 天国と、とてつもない暇 最果タヒ著 小学館 911.56||Sa 218002935

253 じっと手を見る 窪美澄著 幻冬舎 913.6||Ku 218002936

254 静かに、ねぇ、静かに 本谷有希子著 講談社 913.6||Mo 218002937



255 意識のリボン 綿矢りさ著 集英社 913.6||Wa 218002938

256 女子の人間関係 : 整理整頓 水島広子著
サンクチュアリ
出版

143.5||Mi 218002939

257 はつ恋 村山由佳著 ポプラ社 913.6||Mu 218002940

258 愛の縫い目はここ 最果タヒ著 リトルモア 911.56||Sa 218002941

259
本当にすごい冷えとり百科 : 33人の医師・専門
家による冷えとりワザ73 (Orange page mook)

オレンジページ 493.14||Ho 218002942

260
新まだある。大百科 : 今でも買える昭和のロン
グセラー図鑑 新訂版 お菓子編

初見健一著 大空出版 675.1||Ha 218002943

261 神さまを待っている 畑野智美著 文藝春秋 913.6||Ha 218002944

262 少女のための秘密の聖書 鹿島田真希著 新潮社 913.6||Ka 218002945

263 〆切本 2
左右社編集部
編

左右社 914.68||Sh||2 218002946

264 オカルト・クロニクル 松閣オルタ著 洋泉社 147||Ma 218002947

265
吾輩は童貞 (まだ) である : 童貞について作家
の語ること

キノブックス編
集部編

キノブックス 918.6||Wa 218002948

266 にんげんぎらい 大西智子著 光文社 913.6||On 218002949

267 眠れない夜は体を脱いで 彩瀬まる著 徳間書店 913.6||Ay 218002950

268
新しいリンパ学 : 微小循環・免疫・腫瘍とリンパ
系

加藤征治, 須網
博夫著

金芳堂 491.329||Ka 218002951

269

もっと踏み込む認知症ケア : 患者だけじゃない!家族
や地域の問題まで診る、現場で活かせるレシピ集
(Gノート : 患者を診る地域を診るまるごと診る:Vol. 3
No. 6(増刊))

井階友貴編集 羊土社 493.758||Mo 218002952



270 3手詰ハンドブック 新版 2 浦野真彦著 浅川書房 796||Ur||2 218002953

271 5手詰ハンドブック 新版 [1] 浦野真彦著 浅川書房 796||Ur 218002954

272 3手詰ハンドブック 新版 [1] 浦野真彦著 浅川書房 796||Ur||1 218002955

273 1手詰ハンドブック 浦野真彦 [著]
日本将棋連盟/毎
日コミュニケーショ
ンズ (発売)

796||Ur 218002956

274
増田康宏の新・将棋観 : 堅さからバランスへ
(マイナビ将棋BOOKS)

増田康宏著 マイナビ出版 796||Ma 218002957

275
図解と数値例で学ぶ多変量解析入門 : ビッグ
データ時代のデータ解析

野口博司著 日本規格協会 417||No 218002958

276
Rによる多変量解析入門 : データ分析の実践と
理論

川端一光, 岩間
徳兼, 鈴木雅之
共著

オーム社 417||Ka 218002959

277 バカとつき合うな
堀江貴文, 西野
亮廣著

徳間書店 159||Ho 218002960

278
僕たちはどう伝えるか : 人生を成功させるプレ
ゼンの力

中田敦彦著 宝島社 361.4||Na 218002961

279
New topik 2: 3級〜6級: 読解編 (韓国語能力試
験合格対策講座:1-3)

李昌圭著 白帝社 829.1||Ri||2 218002962

280
TOPIK2徹底攻略 : 出題パターン別対策と模擬
テスト3回

オ・ユンジョン, ユン・
セロム著/HANA韓
国語教育研究会翻
訳

HANA/インプレ
ス (発売)

829.1||Oy 218002963

281
「死」とは何か : イェール大学で23年連続の人
気講義

シェリー・ケーガ
ン著/柴田裕之
訳

文響社 114.2||Ka 218002964

282
世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? :
経営における「アート」と「サイエンス」 (光文社
新書:891)

山口周著 光文社 080||Ko||891 218002965

283 死を生きた人びと : 訪問診療医と355人の患者
小堀鷗一郎
[著]

みすず書房 498||Ko 218002966

284 ゴースト (下町ロケット:[3]) 池井戸潤著 小学館 913.6||Ik 218002967



285 盤上の向日葵 柚月裕子著 中央公論新社 913.6||Yu 218002968

286 むすびつき 畠中恵著 新潮社 913.6||Ha 218002969

287 思い出が消えないうちに 川口俊和著 サンマーク出版 913.6||Ka 218002970

288
北国からの手紙 : キタキツネが教えてくれたこ
と

井上浩輝著 アスコム 914.6||In 218002971

289
土地球最後のナゾ : 100億人を養う土壌を求め
て (光文社新書:962)

藤井一至著 光文社 080||Ko||962 218002972

290 転生したらスライムだった件 12 (GC novels)
伏瀬著/みっつ
ばーイラスト

マイクロマガジ
ン社

913.6||Fu||12 218002973

291 転生したらスライムだった件 13 (GC novels)
伏瀬著/みっつ
ばーイラスト

マイクロマガジ
ン社

913.6||Fu||13 218002974

292
貴族院の自称図書委員 4 (本好きの下剋上 :
司書になるためには手段を選んでいられませ
ん:第4部)

香月美夜 TOブックス 913.6||Ka||4-4 218002975

293
貴族院外伝1年生 (本好きの下剋上 : 司書にな
るためには手段を選んでいられません)

香月美夜 TOブックス 913.6||Ka 218002976

294 遠い唇 北村薫著 KADOKAWA 913.6||Ki 218002977

295 夜の蝉 (創元推理文庫) 北村薫著 東京創元社 913.6||Ki 218002978

296 秋の花 (創元推理文庫) 北村薫著 東京創元社 913.6||Ki 218002979

297 朝霧 (創元推理文庫) 北村薫著 東京創元社 913.6||Ki 218002980

298 六の宮の姫君 (創元推理文庫) 北村薫著 東京創元社 913.6||Ki 218002981

299 太宰治の辞書 (創元推理文庫:[Mき3-7]) 北村薫著 東京創元社 913.6||Ki 218002982



300
アニソン・ゲーム作り20年の軌跡 : 上松範康の
仕事術

上松範康著
主婦の友イン
フォス/主婦の
友社(発売)

767.8||Ag 218002983

301
クリエイターのための権利の本 : 著作権トラブ
ル解決のバイブル!

大串肇 [ほか]
著

ボーンデジタル 021.2||Ku 218002984

302 行列が描くもの (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 218002985

303
美しき免疫の力 : 人体の動的ネットワークを解
き明かす

ダニエル・M・デ
イヴィス著/久保
尚子訳

NHK出版 491.8||Da 218002986

304 比類なきジーヴス (ウッドハウス・コレクション)
P・G・ウッドハウ
ス著/森村たま
き訳

国書刊行会 933||Wo 218002987

305
日日是好日 : 「お茶」が教えてくれた15のしあ
わせ

森下典子著 飛鳥新社 791.04||Mo 218002988

306 絵金、闇を塗る 木下昌輝著 集英社 913.6||Ki 218002989

307 水曜の朝、午前三時 (河出文庫:[は23-1]) 蓮見圭一著 河出書房新社 913.6||Ha 218002990

308 英単語の語源図鑑 : 見るだけで語彙が増える
清水建二, すず
きひろし著/本間
昭文イラスト

かんき出版 834||Sh 218002991

309 沈黙のパレード 東野圭吾著 文藝春秋 913.6||Hi 218002992

310 面白くて眠れなくなる生物学 長谷川英祐著

PHPエディター
ズ・グループ
/PHP研究所
(発売)

460.4||Ha 218002993

311
本屋という「物語」を終わらせるわけにはいかな
い

松本大介著 筑摩書房 024.067||Ma 218002998


