
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
質的テキスト分析法 : 基本原理・分析技法・ソフト
ウェア

ウド・クカーツ著/佐藤郁
哉訳

新曜社 002.7||Ku 219002470

2 暮らしに役立つかんたんマイノート&手帳術 mizutama著 エクスナレッジ 002.7||Mi 219002439

3 量子コンピュータが変える未来
寺部雅能, 大関真之共
著

オーム社 007.1||Te 219002557

4 絵で見てわかる量子コンピュータの仕組み 宇津木健著 翔泳社 007.1||Ut 219002433

5
パターン認識と機械学習 : ベイズ理論による統計
的予測 上

C. M. ビショップ著 丸善出版 007.13||Bi||1 219002535

6
パターン認識と機械学習 : ベイズ理論による統計
的予測 下

C. M. ビショップ著 丸善出版 007.13||Bi||2 219002536

7
AIには何ができないか : データジャーナリストが現
場で考える

メレディス・ブルサード著
/北村京子訳

作品社 007.13||Br 219002394

8
画像認識プログラミングレシピ : 今すぐ試したい!機
械学習・深層学習(ディープラーニング)

川島賢著 秀和システム 007.13||Ka 219002438

9
Pythonによるスクレイピング&機械学習開発テク
ニック : Scrapy, BeautifulSoup, scikit‐learn,
TensorFlowを使ってみよう 増補改訂

クジラ飛行机著 ソシム 007.13||Ku 219002399

10
ゲームAI技術入門 : 広大な人工知能の世界を体
系的に学ぶ (Web+DB Pressプラスシリーズ)

三宅陽一郎著 技術評論社 007.13||Mi 219002452

11
機械学習&ディープラーニングのしくみと技術がこ
れ1冊でしっかりわかる教科書 (図解即戦力 : 豊富
な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかりやすい!)

山口達輝, 松田洋之著 技術評論社 007.13||Ya 219002440

12
デジタル・ミニマリスト : 本当に大切なことに集中す
る

カル・ニューポート著/池
田真紀子訳

早川書房 007.3||Ne 219002992

13
PythonによるAIプログラミング入門 : ディープラー
ニングを始める前に身につけておくべき15の基礎
技術

Prateek Joshi著/相川愛
三訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.64||Jo 219002398

14 独習Ruby on Rails 小餅良介著 翔泳社 007.64||Ko 219002526

15 作って学べるUnityVRアプリ開発入門
大嶋剛直, 松島寛樹, 河
野修弘共著

技術評論社 007.64||Os 219002518

16 これから学ぶJavaScript 齊藤新三著 インプレス 007.64||Sa 219002492

17
プログラミングコンテスト攻略のためのアルゴリズ
ムとデータ構造

渡部有隆著 マイナビ 007.64||Wa 219002595

18
スラスラわかるC++ 第2版 (Beginner's best guide
to programming)

矢沢久雄著 翔泳社 007.64||Ya 219002498

19 老子 : 現代語訳 (ちくま新書:1348) 保立道久訳・解説 筑摩書房 080||Ch||1348 219002455

20
双極性障害 : 双極症I型・II型への対処と治療 第2
版 (ちくま新書:1415)

加藤忠史著 筑摩書房 080||Ch||1415 219002504

21
日本近現代史講義 : 成功と失敗の歴史に学ぶ
(中公新書:2554)

山内昌之, 細谷雄一編
著

中央公論新社 080||Ch||2554 219002528

22
日本近代文学入門 : 12人の文豪と名作の真実
(中公新書:2556)

堀啓子著 中央公論新社 080||Ch||2556 219002529

23 上皇の日本史 (中公新書ラクレ:630) 本郷和人著 中央公論新社 080||Ch||630 219002493

24
自分のことは話すな : 仕事と人間関係を劇的によ
くする技術 (幻冬舎新書:566, よ-7-1)

吉原珠央著 幻冬舎 080||Ge||566 219002472

25
死に至る病 : あなたを蝕む愛着障害の脅威 (光文
社新書:1027)

岡田尊司著 光文社 080||Ko||1027 219002471

26
大人のコミュニケーション術 : 渡る世間は罠だらけ
(光文社新書:845)

辛酸なめ子著 光文社 080||Ko||845 219002435

27
私たちはいま、どこにいるのか? (NHK出版新
書:581. おとなの教養:2)

池上彰著 NHK出版 080||Nh||581 219002434

28 5Gビジネス (日経文庫:1407:B131) 亀井卓也著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||1407 219002390

29
「都市の正義」が地方を壊す : 地方創生の隘路を
抜けて (PHP新書:1146)

山下祐介著 PHP研究所 080||Ph||1146 219002386
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30
教養としてのビール : 知的遊戯として楽しむため
のガイドブック (サイエンス・アイ新書:SIS-429)

富江弘幸著 SBクリエイティブ 080||Sa||429 219002587

31
気象と戦術 : 天候は勝敗を左右し、歴史を変える
(サイエンス・アイ新書:SIS-435)

木元寛明著 SBクリエイティブ 080||Sa||435 219002441

32
上達の技術 : 無駄なく最短ルートで成長する極意
改訂版 (サイエンス・アイ新書:SIS-436)

児玉光雄著 SBクリエイティブ 080||Sa||436 219002494

33
近現代日本史との対話 戦中・戦後-現在編 (集英
社新書:0964D, 0968D)

成田龍一著 集英社 080||Sh||0968 219002448

34
1時間でわかる西洋美術史 : カラー版 (宝島社新
書:508)

宮下規久朗著 宝島社 080||Ta||508 219002388

35
戦争は戦術がすべて : 世界史を変えた名戦術30 :
カラー図解 (宝島社新書:514)

木元寛明監修 宝島社 080||Ta||514 219002503

36
まんがでわかるドラッカーのリーダーシップ論 (宝
島社新書:525)

nevまんが 宝島社 080||Ta||525 219002527

37 哲学と宗教全史 出口治明著 ダイヤモンド社 102||De 219002522

38
「死」とは何か : イェール大学で23年連続の人気講
義 完全翻訳版

シェリー・ケーガン著/柴
田裕之訳

文響社 114.2||Ka 219002396

39
究極の思考実験 : 選択を迫られたとき、思考は深
まる。

北村良子著 ワニブックス 116||Ki 219002446

40
コスモスとアンチコスモス : 東洋哲学のために (岩
波文庫:青(33)-185-5)

井筒俊彦著 岩波書店 120||Iz 219002458

41 人生を変える記録の力 メンタリストDaiGo著 実務教育出版 140.4||Da 219002514

42
ベスト・パートナーになるために (知的生きかた文
庫:お6-5)

ジョン・グレイ著/大島渚
訳

三笠書房 141.62||Gr 219002541

43
心理専門カウンセラーが教えるストレスを味方に
する方法 (知的生きかた文庫:[の9-1])

野口京子編著 三笠書房 146.8||No 219002635

44 支えあいからつながる心 : 対人関係の心理学から
太田仁監修/阿部晋吾
編

ナカニシヤ出版 146.8||Sa 219002464

45
「人生の勝率」の高め方 : 成功を約束する「選択」
のレッスン

土井英司著 KADOKAWA 159.4||Do 219002384

46 破壊的新時代の独習力 : disruption キャメル・ヤマモト著
日本経済新聞出
版社

159.4||Ya 219002533

47
ニュータイプの時代 : 新時代を生き抜く24の思考・
行動様式

山口周著 ダイヤモンド社 159.4||Ya 219002559

48 心が元気になる美しい絶景と勇気のことば
パイインターナショナル
編著

パイインターナ
ショナル

159.8||Ko 219002589

49 やっぱり私は素晴らしい (自己肯定力:2) 鴨頭嘉人著
かも出版/サンク
チュアリ出版 (発
売)

159||Ka 219002469

50
魅力的な人々の共通項 : 「運命のシナリオ」が応
援する生き方

小林正観著 清談社Publico 159||Ko 219002545

51
すごい準備 : 誰でもできるけど、誰もやっていない
成功のコツ!

栗原甚著 アスコム 159||Ku 219002495

52
5秒ルール : 直感的に行動するためのシンプルな
法則 (TOYOKAN BOOKS)

メル・ロビンズ著/福井久
美子訳

東洋館出版社 159||Ro 219002391

53
やりたいことを全部やる!メモ術 (日経ビジネス人文
庫:958, [う9-2])

臼井由妃著
日本経済新聞出
版社

159||Us 219002549

54 神話の力 (ハヤカワ文庫:NF368)
ジョーゼフ・キャンベル,
ビル・モイヤーズ著/飛
田茂雄訳

早川書房 164||Ca 219002478

55
ゆたかな孤独 : 「他人の目」に振り回されないコツ
(だいわ文庫:332-2D)

名取芳彦著 大和書房 188.54||Na 219002551

56 上手な心の守り方 (知的生きかた文庫:ま41-6) 枡野俊明著 三笠書房 188.84||Ma 219002475

57
ハンニバルからクレオパトラ、ジャンヌ・ダルク (敗
者が変えた世界史:上)

ジャン=クリストフ・ビュ
イッソン, エマニュエル・
エシュト著/神田順子, 田
辺希久子訳

原書房 209||Ha 219002474

58
リー将軍、トロツキーからチェ・ゲバラ (敗者が変え
た世界史:下)

ジャン=クリストフ・ビュ
イッソン, エマニュエル・
エシュト著/清水珠代, 村
上尚子, 濱田英作訳

原書房 209||He 219002532

59 「移民」で読み解く世界史 神野正史著 イースト・プレス 209||Ji 219002380

60
古墳解読 : 古代史の謎に迫る : 邪馬台国のその
後、浮かび上がる大王の実像

武光誠著 河出書房新社 210.32||Ta 219002459



61 中世日本を生きる : 遍歴漂浪の人びと 新井孝重著 吉川弘文館 210.4||Ar 219002512

62 資治通鑑 (ちくま学芸文庫:[シ40-1])
司馬光著/田中謙二編
訳

筑摩書房 222.01||Sh 219002468

63 図説ヨーロッパの紋章 (ふくろうの本) 浜本隆志著 河出書房新社 288.6||Ha 219002552

64
じいじが迷子になっちゃった : あなたへと続く家族
と戦争の物語

城戸久枝著/羽尻利門
画

偕成社 289.1||Ki 219002466

65
「行動経済学」人生相談室 (ハヤカワ文庫:8146. ハ
ヤカワ文庫NF:NF517)

ダン・アリエリー著/櫻井
祐子訳

早川書房 331.04||Ar 219002382

66
世界をダメにした10の経済学 : ケインズからピケ
ティまで

ビョルン・ヴァフルロース
著/関美和訳

日本経済新聞出
版社

331.7||Wa 219002502

67
満鉄全史 : 「国策会社」の全貌 (講談社学術文
庫:[2572])

加藤聖文 [著] 講談社 335.49||Ka 219002596

68 社員ゼロ!きちんと稼げる「1人会社」のはじめ方 山本憲明著 明日香出版社 335||Ya 219002444

69
決定力! : 正しく選択するための4つのステップ (ハ
ヤカワ文庫:7886. ハヤカワ文庫NF:NF479)

チップ・ハース, ダン・
ハース著/千葉敏生訳

早川書房 336.1||He 219002453

70 10秒で新人を伸ばす質問術 島村公俊著 東洋経済新報社 336.3||Sh 219002387

71 人前で話す・教える技術 : ライブメソッド5つの公式 寺沢俊哉著 生産性出版 336.47||Te 219002594

72 すべらない「提案力」のセオリー 櫻木裕之著
日本経済新聞出
版社

336.49||Sa 219002497

73
EQこころの距離の近づけ方 : 人に強いビジネス
パーソンになる

高山直著 東洋経済新報社 336.49||Ta 219002397

74 使うための心理学 (PHP文庫)
ポーポー・ポロダクション
著

PHP研究所 361.4||Ts 219002516

75 30秒でささる!伝え方のツボ (青春文庫:ひ-17)
ビジネスフレームワーク
研究所編

青春出版社 361.45||Sa 219002389

76
フェイクニュースを科学する : 拡散するデマ、陰謀
論、プロパガンダのしくみ (DOJIN選書:79)

笹原和俊著 化学同人 361.45||Sa 219002538

77
美容整形と化粧の社会学 : プラスティックな身体 :
新装版

谷本奈穂著 新曜社 361.5||Ta 219002537

78 孤立する都市、つながる街
保井美樹編著/全労済
協会「つながり暮らし研
究会」編

日本経済新聞出
版社

361.78||Ko 219002461

79 思考力を磨くための社会学 岩本茂樹著 中央公論新社 361||Iw 219002590

80 日本の未来は女性が決める!
ビル・エモット著/川上純
子訳

日本経済新聞出
版社

366.38||Em 219002591

81
徴用工裁判と日韓請求権協定 : 韓国大法院判決
を読み解く

山本晴太 [ほか] 著 現代人文社 366.8||Ch 219002515

82
ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた :
あなたがあなたらしくいられるための29問

一橋大学社会学部佐藤
文香ゼミ生一同著

明石書店 367.1||Ge 219002467

83
女の子は本当にピンクが好きなのか (河出文
庫:[ほ14-1])

堀越英美著 河出書房新社 367.1||Ho 219002437

84 警視庁災害対策課ツイッター防災ヒント110 日本経済新聞出版社編
日本経済新聞出
版社

369.3||Ke 219002450

85
大学生におけるうつ病の二次予防に関する臨床
心理学研究

川本静香著 ナカニシヤ出版 371.43||Ka 219002507

86
博士号のとり方 : 学生と指導教員のための実践ハ
ンドブック

E・M・フィリップス, D・S・
ピュー著/角谷快彦訳

名古屋大学出版
会

377.5||Ph 219002534

87
できる研究者になるための留学術 : アメリカ大学
院留学のススメ

是永淳著 講談社 377.6||Ko 219002520

88 驚異と怪異 : 想像界の生きものたち
山中由里子編/edited by
Yamanaka Yuriko

河出書房新社 388||Ky 219002447

89 代数学 改訂新編 第1巻
藤原松三郎著/浦川肇,
高木泉, 藤原毅夫編著

内田老鶴圃 411||Fu||1 219002509

90 整数論基礎講義 本橋洋一著 朝倉書店 412||Mo 219002499

91
SPSSとAmosによる心理・調査データ解析 : 因子
分析・共分散構造分析まで 第3版

小塩真司著 東京図書 417||Os 219002401

92
スバラシク実力がつくと評判の量子力学キャンパ
ス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なん
て楽に取れる! 改訂3

馬場敬之著 マセマ出版社 421.3||Ba 219002558

93
物理数学 : ベクトル解析・複素解析・フーリエ解析
(日評ベーシック・シリーズ)

三井敏之, 山崎了著 日本評論社 421.5||Mi 219002539



94
世界史を変えた異常気象 (日経ビジネス人文
庫:897, [た11-3])

田家康著
日本経済新聞出
版社

451||Ta 219002501

95 遺伝子の社会
イタイ・ヤナイ, マルティ
ン・レルヒャー著/野中香
方子訳

NTT出版 467.2||Ya 219002428

96 動物たちが教えてくれた「良い生き物」になる方法
サイ・モンゴメリー著/古
草秀子訳

河出書房新社 480.4||Mo 219002525

97
ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふし
ぎ もっと

下間文恵, 徳永明子, か
わむらふゆみ絵

高橋書店 480||Za||4 219002436

98
「助けて」が言えない : SOSを出さない人に支援者
は何ができるか

松本俊彦編 日本評論社 493.7||Ma 219002385

99 「うつ」は炎症で起きる
エドワード・ブルモア著/
藤井良江訳

草思社 493.764||Bu 219002381

100 アタッチメントの精神医学 : 愛着障害と母子臨床 山下洋著 日本評論社 493.937||Ya 219002408

101
疲れない体をつくる免疫力 (知的生きかた文庫:あ
34-1)

安保徹著 三笠書房 498.3||Ab 219002517

102 自分を変える睡眠のルール 千田琢哉著 総合法令出版 498.36||Se 219002473

103
スタンフォードのストレスを力に変える教科書 (だ
いわ文庫:304-2G)

ケリー・マクゴニガル著/
神崎朗子訳

大和書房 498.39||Mc 219002496

104
食べても食べても太らない法 (知的生きかた文
庫:[き27-1])

菊池真由子著 三笠書房 498.583||Ki 219002511

105
SNS変遷史 : 「いいね!」でつながる社会のゆくえ
(イースト新書:118)

天野彬著 イースト・プレス 547.4833||Am 219002400

106 動かしてわかるCPUの作り方10講 井澤裕司著 技術評論社 548.22||Iz 219002429

107 ARの教科書
Dieter Schmalstieg,
Tobias Höllerer著/池田
聖 [ほか] 訳・編

マイナビ出版 548||Sc 219002395

108 スピントロニクス (シリーズ21世紀の物性) 前川禎通, 堤康雅著 日本評論社 549||Ma 219002476

109 道の駅の経済学 : 地域社会の振興と経済活性化
松尾隆策, 山口三十四
著

勁草書房 601.1||Ma 219002544

110 「最強」ソリューション戦略 高杉康成著
日本経済新聞出
版社

673.3||Ta 219002383

111 東大教授が教えるヤバいマーケティング 阿部誠著 KADOKAWA 675||Ab 219002524

112
ここからはじめる実践マーケティング入門 (21st
century business professional : 次の10年にプロ
フェッショナルであり続ける人の教科書:#06)

グロービス著/武井涼子
執筆

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

675||Ko 219002457

113
いちばんやさしいマーケティングの教本 : 人気講
師が教える顧客視点マーケの基本と実践

中野崇著 インプレス 675||Na 219002427

114
サブスクリプション実践ガイド : 安定収益を生み出
すビジネスモデルのつくり方

佐川隼人著 英治出版 675||Sa 219002424

115
くわしく学ぶ世界遺産300 : 世界遺産検定2級公式
テキスト 第3版

世界遺産検定事務局著

世界遺産アカデ
ミー : 世界遺産
検定事務局/マ
イナビ出版 (発
売)

709||Ku 219002449

116 知りたい配色デザイン (知りたいデザインシリーズ) ARENSKI著 技術評論社 757.3||Ar 219002477

117 配色デザインインスピレーションブック Power Design Inc.著 ソシム 757.3||Ha 219002593

118
頭のいい人は「答え方」で得をする : がっかりされ
ない答え方、一目置かれる答え方 (だいわ文
庫:[27-4G])

樋口裕一著 大和書房 809.2||Hi 219002409

119
1秒でくすぐる会話 : できる大人の人間関係 (青春
文庫:わ-44)

話題の達人倶楽部編 青春出版社 809.2||Ic 219002519

120
頭のよさとは「説明力」だ : 知性を感じる伝え方の
技術 (詩想社新書:30)

齋藤孝著 詩想社 809.2||Sa 219002411

121
できる人の語彙力が身につく本 (知的生きかた文
庫:8484)

語彙力向上研究会著 三笠書房 814||De 219002521

122
これ1冊で!人間関係に効く「大人の語彙力」手帖
(だいわ文庫)

ベスト・ライフ・ネットワー
ク著

大和書房 814||Ko 219002462

123
最強の武器になる「敬語」便利帳 : 一発変換 : 仕
事、電話、メール、おつきあい…もう怖くない (青春
文庫:ち-44)

知的生活研究所著 青春出版社 815.8||Sa 219002597

124
頭のいい文章術 : もう、わかりにくい文章で損しな
い! (だいわ文庫:[27-5G])

樋口裕一著 大和書房 816||Hi 219002410



125 英検1級総合対策教本 : 文部科学省後援 改訂版 旺文社 830.79||Ei 219002431

126 TOEIC L&Rテスト860点奪取の方法 藤枝暁生著 旺文社 830.79||Fu 219002393

127 公式TOEIC listening & reading問題集 5
Educational Testing
Service著

国際ビジネスコ
ミュニケーション
協会

830.79||Ko||5 219002588

128
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 219002402

129 TOEIC L&Rテスト究極のゼミ Part2&1 西嶋愉一, ヒロ前田共著 アルク 830.79||Ma 219002403

130 TOEIC L&Rテスト究極のゼミ Part3&4 西嶋愉一, ヒロ前田共著 アルク 830.79||Ma 219002404

131 TOEIC L&Rテスト究極のゼミ Part5&6 西嶋愉一, ヒロ前田共著 アルク 830.79||Ma 219002405

132 TOEIC L&Rテスト究極のゼミ Part7 西嶋愉一, ヒロ前田共著 アルク 830.79||Ma 219002406

133 英語の発音パーフェクト学習事典 改訂版 深沢俊昭著 アルク 831.1||Fu 219002432
134 ヘミングウェイで学ぶ英文法 倉林秀男, 河田英介著 アスク出版 835||Ku 219002542

135
英会話日常表現大辞典10000+ : 言いたい表現は
すべてここにある! : 新装版

ソリクラブ著/英語出版
編集部編/松島彩訳

アルク 837.8||Ei 219002430

136
物語創世 : 聖書から「ハリー・ポッター」まで、文学
の偉大なる力

マーティン・プフナー著/
塩原通緒, 田沢恭子訳

早川書房 902||Ph 219002547

137 羅生門・鼻・芋粥 改版 (角川文庫:14718) 芥川竜之介[著]
角川書店/角川
グループパブ
リッシング(発売)

913.6||Ak 219002556

138
これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん [1]
(集英社オレンジ文庫:[あ3-2], [あ3-3], [あ3-4],
[あ3-5], [あ3-7])

青木祐子著 集英社 913.6||Ao 219002463

139
幻影の手術室 (新潮文庫:10626, ち-7-32. 天久鷹
央の事件カルテ)

知念実希人著 新潮社 913.6||Ch 219002454

140
魔弾の射手 (新潮文庫:11171, ち-7-35. 天久鷹央
の事件カルテ)

知念実希人著 新潮社 913.6||Ch 219002543

141 人間失格 改版 (角川文庫:14732) 太宰治 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

913.6||Da 219002531

142 人間失格 156刷改版 (新潮文庫:443, た-2-5) 太宰治著 新潮社 913.6||Da 219002592
143 分身 (集英社文庫) 東野圭吾著 集英社 913.6||Hi 219002540

144
スクールカースト殺人教室 (新潮文庫:10559, ほ-
25-1)

堀内公太郎著 新潮社 913.6||Ho 219002479

145 代償 (角川文庫:19750, [い64-5]) 伊岡瞬 [著] KADOKAWA 913.6||Io 219002508
146 天使の囀り (角川ホラー文庫:Hき2-4, 11765) 貴志祐介著 角川書店 913.6||Ki 219002523
147 人間 又吉直樹著 毎日新聞出版 913.6||Ma 219002530
148 高校入試 (角川文庫:19655, [み42-1]) 湊かなえ著 KADOKAWA 913.6||Mi 219002456
149 ユートピア (集英社文庫:[み50-2]) 湊かなえ著 集英社 913.6||Mi 219002550

150 落日 湊かなえ [著] 角川春樹事務所 913.6||Mi 219002555

151 生命式 村田沙耶香著 河出書房新社 913.6||Mu 219002500

152
ケーキ王子の名推理 (スペシャリテ) 4 (新潮文
庫:10406, 10707, 10957, 11132, な-93-1, な-93-2,
な-93-3, な-93-4)

七月隆文著 新潮社 913.6||Na||4 219002451

153 小説空の青さを知る人よ (角川文庫:21768)
額賀澪著/超平和バス
ターズ原作

KADOKAWA 913.6||Nu 219002506

154 木洩れ日に泳ぐ魚 (文春文庫:お42-3) 恩田陸著 文芸春秋 913.6||On 219002460
155 異人たちの館 (文春文庫:[お-26-17]) 折原一著 文藝春秋 913.6||Or 219002426

156 アオハル・ポイント (メディアワークス文庫:さ4-3) 佐野徹夜 [著] KADOKAWA 913.6||Sa 219002407

157 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ著 文藝春秋 913.6||Se 219002505
158 よるのばけもの (双葉文庫:す-12-03) 住野よる著 双葉社 913.6||Su 219002554
159 柳屋商店開店中 柳広司著 原書房 913.6||Ya 219002548
160 行きたくない (角川文庫:21660) 阿川せんり[ほか][著] KADOKAWA 913.68||Ik 219002425
161 倒れるときは前のめり (角川文庫:あ48-15) 有川ひろ[著] KADOKAWA 914.6||Ar 219002510
162 よみがえる変態 (文春文庫:[ほ-17-3]) 星野源著 文藝春秋 914.6||Ho 219002553



163 きみの言い訳は最高の芸術 (河出文庫:[さ45-1]) 最果タヒ著 河出書房新社 914.6||Sa 219002445

164
もういない君と話したかった7つのこと : 孤独と自由
のレッスン (角川文庫:う30-2)

海猫沢めろん[著] KADOKAWA 914.6||Um 219002546

165 三体
劉慈欣著/大森望, 光吉
さくら, ワンチャイ訳

早川書房 923.7||Li 219002465

166 82年生まれ、キム・ジヨン
チョ・ナムジュ著/斎藤真
理子訳

筑摩書房 929.13||Ch 219002392

167 サードドア : 精神的資産のふやし方
アレックス・バナヤン著/
大田黒奉之訳

東洋経済新報社 936||Ba 219002513


