
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 RとKerasによるディープラーニング
François Chollet, J.J.
Allaire著/長尾高弘訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.13||Ch 219003117

2
AIの教科書 : ビジネスの構築から最新技術までを
網羅 : AI時代に必須の知識と技術を学べるテキス
ト

伊本貴士著
日経BP/日経BP
マーケティング
(発売)

007.13||Im 219003289

3
人工知能 ディープラーニング編 (ニュートン式超図
解最強に面白い!!)

[松尾豊監修] ニュートンプレス 007.13||Ji 219003426

4
TensorFlowとKerasで動かしながら学ぶディープ
ラーニングの仕組み : 畳み込みニューラルネット
ワーク徹底解説

中井悦司著 マイナビ出版 007.13||Na 219003111

5 囲碁ディープラーニングプログラミング
Max Pumperla, Kevin
Ferguson著/山岡忠夫訳

マイナビ出版 007.13||Pu 219003137

6 機械学習ガイドブック : RとPythonを使いこなす 櫻井豊著 オーム社 007.13||Sa 219003214

7 グーグルが消える日 : life after Google
ジョージ・ギルダー著/武
田玲子訳

SBクリエイティブ 007.3||Gi 219003459

8
テンセント : 知られざる中国デジタル革命トップラ
ンナーの全貌

呉暁波著/箭子喜美江
訳

プレジデント社 007.35||Go 219003206

9 システム開発受託契約の教科書 池田聡著 翔泳社 007.35||Ik 219003392

10 SEの基本 : この1冊ですべてわかる 山田隆太著 日本実業出版社 007.35||Ya 219003389

11
情報処理安全確保支援士教科書 令和2年度春期
秋期 (徹底攻略)

瀬戸美月, 齋藤健一著 インプレス 007.6||Se 219003135

12
Pandasクックブック : Pythonによるデータ処理のレ
シピ

Theodore Petrou [著]/
黒川利明訳

朝倉書店 007.609||Pe 219003138

13
IPythonデータサイエンスクックブック : 対話型コン
ピューティングと可視化のためのレシピ集 第2版

Cyrille Rossant著/菊池
彰訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.609||Ro 219003229

14 Rではじめるデータサイエンス
ハドリー・ウィッカム, ギャ
レット・グロールマンド著
/黒川利明訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.609||Wi 219003468

15
今日から使えるMacBook Air & Pro : macOS
Catalina対応

小枝祐基著 ソシム 007.63||Ko 219003248

16
いちばんやさしいGit & GitHubの教本 : 人気講師
が教えるバージョン管理&共有入門

横田紋奈, 宇賀神みずき
著

インプレス 007.63||Yo 219003112

17 よくわかる入門Git
オープングルーヴ, 昌子
正俊著

秀和システム 007.63||Yo 219003118

18
爆速!アルゴリズム : 毎日の生活がみるみるうちに
変わる

アリ・アルモッサウィ著/
吉田三知世訳

東洋経済新報社 007.64||Al 219003479

19
Unity2019入門 : 最新開発環境による簡単3D&2D
ゲーム制作 (Entertainment & IDEA)

荒川巧也, 浅野祐一著 SBクリエイティブ 007.64||Ar 219003257

20 できる仕事がはかどるPython自動処理全部入り。 森本哲也 [ほか] 著 インプレス 007.64||De 219003213

21 文系でもプログラミング副業で月10万円稼ぐ! 日比野新著 かんき出版 007.64||Hi 219003220

22
いちばんやさしいJavaScriptの教本 : ECMAScript
2017(ES8)対応 : 人気講師が教えるWebプログラミ
ング入門 第2版

岩田宇史著 インプレス 007.64||Iw 219003262

23 Scratchで楽しむプログラミングの教科書 北村愛実著 SBクリエイティブ 007.64||Ki 219003273

24
本気ではじめるiPhoneアプリ作り : Xcode 10.x対応
: 開発現場のプロが伝える本格アプリを支える基
本 (Informatics & IDEA)

西磨翁著 SBクリエイティブ 007.64||Ni 219003433

25 詳解Swift 第5版 荻原剛志著 SBクリエイティブ 007.64||Og 219003114

26
知識ゼロからのJavaScript入門 : absolute
beginner's guide to Javascript

小笠原寛著 技術評論社 007.64||Og 219003261

27
スラスラわかるC言語 第2版 (Beginner's best
guide to programming)

岡嶋裕史著 翔泳社 007.64||Ok 219003272
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28
PythonではじめるiOSプログラミング : iOS+Python
で数値処理からGUI,ゲーム,iOS機能拡張まで

掌田津耶乃 ラトルズ 007.64||Sh 219003115

29 スラスラ読めるJavaScriptふりがなプログラミング リブロワークス著 インプレス 007.64||Su 219003260

30 スラスラ読めるPythonふりがなプログラミング リブロワークス著 インプレス 007.64||Su 219003271

31
おうちで学べるアルゴリズムのきほん : 全く新しい
アルゴリズムの入門書

鈴木浩一著 翔泳社 007.64||Su 219003380

32 スラスラ読めるUnity C#ふりがなプログラミング リブロワークス著 インプレス 007.64||Ya 219003263

33
プログラミング入門講座 : 基本と思考法と重要事
項がきちんと学べる授業

米田昌悟著 SBクリエイティブ 007.64||Yo 219003258

34
きちんと身につくIllustratorの教本 : やさしいレッス
ンで学ぶ

ヤマダジュンヤ [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 219003268

35
Illustratorはじめての教科書 : 初心者でも絶対に
使えるようになる : Mac&Windows・CC完全対応

齋藤香織著 SBクリエイティブ 007.642||Sa 219003269

36
Photoshopはじめての教科書 : 初心者でも絶対に
使えるようになる : Mac&Windows・CC完全対応

齋藤香織著 SBクリエイティブ 007.642||Sa 219003270

37
Illustrator : 10年使える逆引き手帖 : CC完全対応
Mac & Windows対応 (ああしたい。こうしたい。)

高野雅弘著 SBクリエイティブ 007.642||Ta 219003266

38 読書する人だけがたどり着ける場所 (SB新書:460) 齋藤孝著 SBクリエイティブ 019||Sa 219003173

39
奇書の世界史 : 歴史を動かす"ヤバい書物"の物
語

三崎律日著 KADOKAWA 020.4||Mi 219003284

40 世界の本屋さんめぐり (私のとっておき:47) ナカムラクニオ著
産業編集セン
ター

024||Na 219003101

41
1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365
人物編

デイヴィッド・S・キダー,
ノア・D・オッペンハイム
著/小林朋則訳

文響社 033||Ki 219003121

42
1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365
現代編

デイヴィッド・S・キダー,
ノア・D・オッペンハイム
著/小林朋則訳

文響社 033||Ki 219003122

43
朝礼・スピーチ・雑談そのまま使える話のネタ100 :
話しベタなあなたに贈る

西沢泰生著 かんき出版 049.1||Ni 219003140

44
植物はおいしい : 身近な植物の知られざる秘密
(ちくま新書:1425)

田中修著 筑摩書房 080||Ch||1425 219003418

45
ハムレット (ちくま文庫:[し-10-1]. シェイクスピア全
集:1)

シェイクスピア著/松岡
和子訳

筑摩書房
080||Ch||し-10-
1

219003189

46 ラグビー知的観戦のすすめ (角川新書:[K-284]) 廣瀬俊朗 [著] KADOKAWA 080||Ka||284 219003178

47 M&Aがわかる (日経文庫:1390:B127) 知野雅彦, 岡田光著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||1390 219003194

48
未来を読む : AIと格差は世界を滅ぼすか (PHP新
書:1144)

ジャレド・ダイアモンド
[ほか] 著/大野和基イン
タビュー・編

PHP研究所 080||Ph||1144 219003179

49
未完の資本主義 : テクノロジーが変える経済の形
と未来 (PHP新書:1201)

ポール・クルーグマン他
著/大野和基インタ
ビュー・編

PHP研究所 080||Ph||1201 219003188

50
金のなる人 : お金をどんどん働かせ資産を増やす
生き方 (ポプラ新書:171)

成毛眞著 ポプラ社 080||Po||171 219003176

51
「地元チーム」がある幸福 : スポーツと地方分権
(集英社新書:0992H)

橘木俊詔著 集英社 080||Sh||0992 219003187

52
「私」は脳ではない : 21世紀のための精神の哲学
(講談社選書メチエ:710)

マルクス・ガブリエル著/
姫田多佳子訳

講談社 114.2||Ga 219003278

53
心理学 人間関係編 (ニュートン式超図解最強に面
白い!!)

[横田正夫監修] ニュートンプレス 140||Sh 219003425

54
Think clearly : 最新の学術研究から導いた、よりよ
い人生を送るための思考法

ロルフ・ドベリ著/安原美
津訳

サンマーク出版 141.5||Do 219003184

55
情動はこうしてつくられる : 脳の隠れた働きと構成
主義的情動理論

リサ・フェルドマン・バレッ
ト [著]/高橋洋訳

紀伊國屋書店 141.6||Ba 219003215

56 心の傷は遺伝する
マーク・ウォリン著/野中
香方子訳

河出書房新社 141.92||Wo 219003219



57
自尊心の育て方 : あなたの生き方を変えるため
の、認知療法的戦略

マシュー・マッケイ, パト
リック・ファニング著/高
橋祥友訳

金剛出版 146.8||Mc 219003239

58 高齢者ケアストレスカウンセラー公式テキスト
クオリティ・オブ・ライフ支
援振興会著

総合法令出版 146.89||Ko 219003406

59 ユダヤの商法 : 世界経済を動かす : 新装版 藤田田著 ベストセラーズ 159.4||Fu 219003209
60 勝てば官軍 新装版 藤田田著 ベストセラーズ 159.4||Fu 219003210

61 生き抜くチカラ : ボクがキミに伝えたい50のことば
為末大著/まつおかたか
こ絵

日本図書セン
ター

159.5||Ta 219003252

62 よのなかルールブック : メシが食える大人になる! 高濱正伸監修/林ユミ絵
日本図書セン
ター

159.5||Yo 219003473

63 97歳の悩み相談 (17歳の特別教室) 瀬戸内寂聴著 講談社 159.7||Se 219003405

64
ほどよい"居場所"のつくりかた : 60歳からの人づ
きあいの知恵

菅原圭著 朝日新聞出版 159.79||Su 219003481

65 人生が変わるメンタルハック大全 DaiGo著 セブン&アイ出版 159||Da 219003154

66 人生を思い通りに操る片づけの心理法則 DaiGo著 学研プラス 159||Da 219003155

67
運は操れる : 望みどおりの人生を実現する最強の
法則

DaiGo著 マキノ出版 159||Da 219003156

68
ニューヨーク大学人気講義Happiness (ハピネス) :
GAFA時代の人生戦略

スコット・ギャロウェイ著/
渡会圭子訳

東洋経済新報社 159||Ga 219003163

69 あり金は全部使え : 貯めるバカほど貧しくなる 堀江貴文著 マガジンハウス 159||Ho 219003123

70
ハッタリの流儀 : ソーシャル時代の新貨幣である
「影響力」と「信用」を集める方法 (NewsPicks
book)

堀江貴文著 幻冬舎 159||Ho 219003124

71 時間革命 : 1秒もムダに生きるな 堀江貴文著 朝日新聞出版 159||Ho 219003125
72 捨て本 堀江貴文著 徳間書店 159||Ho 219003126
73 夢を叶える「打ち出の小槌」 堀江貴文著 青志社 159||Ho 219003142

74 心。 : 人生を意のままにする力 稲盛和夫著 サンマーク出版 159||In 219003164

75
金持ち父さんのキャッシュフロー・クワドラント : 経
済的自由があなたのものになる 改訂版

ロバート・キヨサキ著/白
根美保子訳

筑摩書房 159||Ki 219003141

76
なぜ世界のお金持ちの35%はユダヤ人なのか? :
ユダヤの神を味方につければ起業は必ず成功で
きる!

滝内恭敬著
サンライズパブ
リッシング/星雲
社 (発売)

159||Ki 219003480

77 頭を鍛える5つの習慣 : 東大No.1頭脳が教える 水上颯著 三笠書房 159||Mi 219003130

78
一流の人に学ぶ心の磨き方 : 悩みが消え迷いが
なくなる70の心得

永松茂久著 かんき出版 159||Na 219003150

79 心を磨く : 中村天風講演録 中村天風著 PHP研究所 159||Na 219003170

80
科学がつきとめた「運のいい人」 (サンマーク文庫:
な-10-1)

中野信子著 サンマーク出版 159||Na 219003177

81 不動心のコツ : どっしりと構えて生きる96の方法 植西聰著 自由国民社 159||Ue 219003153

82 ブチ抜く力 与沢翼著 扶桑社 159||Yo 219003149

83
社会人として必要な世界の宗教のことが3時間で
ざっと学べる : イラスト図解

池上彰著 KADOKAWA 160||Ik 219003205

84 世界の神話英雄事典 吉田敦彦編 河出書房新社 164||Se 219003280
85 世界魚類神話 篠田知和基著 八坂書房 164||Sh 219003282

86 すみっコぐらしの毎日がしあわせになる禅語
サンエックス, 武山廣道
監修

リベラル社/星雲
社 (発売)

188.8||Su 219003390

87 終末論の系譜 : 初期ユダヤ教からグノーシスまで 大貫隆著 筑摩書房 191.6||On 219003410

88 とてつもない失敗の世界史
トム・フィリップス著/禰冝
田亜希訳

河出書房新社 204||Ph 219003203

89 日本史モノ事典 新版 [正] 平凡社編 平凡社 210.036||Ni||1 219003044
90 有職装束大全 八條忠基著 平凡社 210.098||Ha 219003066

91
一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 :
公立高校教師YouTuberが書いた

山﨑圭一著 SBクリエイティブ 210.1||Ya 219003383

92 一冊でわかるドイツ史 関眞興著 河出書房新社 234||Se 219003204

93
日本の戦後を知るための12人 : 池上彰の「夜間授
業」

池上彰著 文藝春秋 281.04||Ik 219003202

94 ホーキング未来を拓く101の言葉 桝本誠二著 KADOKAWA 289.3||Ho 219003119

95
かくしてモスクワの夜はつくられ、ジャズはトルコに
もたらされた : 二つの帝国を渡り歩いた黒人興行
師フレデリックの生涯

ウラジーミル・アレクサン
ドロフ著/竹田円訳

白水社 289.3||Th 219003032



96
世界をおどらせた地図 (ナショナルジオグラフィッ
ク)

エドワード・ブルック=ヒッ
チング著/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)

290.38||Br 219003045

97 365日世界一周絶景の旅 TABIPPO編 いろは出版 290.87||Sa 219003375
98 東京暗渠学 本田創著 洋泉社 291.36||Ho 219003432

99 パリ地名大事典
ベルナール・ステファヌ
著/蔵持不三也編訳

原書房 293.53||Pa 219003411

100
Wake up!inメルボルン : バイリンガールちかのプチ
移住生活

吉田ちか著 世界文化社 297.17||Yo 219003100

101
東南アジア : ASEANの国々 (池上彰の世界の見
方)

池上彰著 小学館 302.23||Ik 219003180

102 地図で見る東南アジアハンドブック

ユーグ・テルトレ著/セシ
ル・マラン, メラニー・マ
リー地図製作/鳥取絹子
訳

原書房 302.23||Te 219003193

103
イギリスとEU : 揺れる連合王国 (池上彰の世界の
見方)

池上彰著 小学館 302.33||Ik 219003182

104 疑う力 : 「常識」の99%はウソである 堀江貴文著 宝島社 304||Ho 219003458

105
2030年の世界地図帳 : あたらしい経済とSDGs、未
来への展望

落合陽一著 SBクリエイティブ 304||Oc 219003460

106 図解による憲法のしくみ 第2版
神田将著/生活と法律研
究所編集

自由国民社 323.14||Ka 219003131

107 暴力の解剖学 : 神経犯罪学への招待
エイドリアン・レイン
[著]/高橋洋訳

紀伊國屋書店 326.34||Ra 219003221

108 未来のビジネス基礎用語 2019-2020 日経トレンディ編
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

330.4||Mi||'19-
'20

219003388

109 10年後のGAFAを探せ : 世界を変える100社 日経ビジネス編
日経BP/日経BP
マーケティング
(発売)

335.2||Ju 219003162

110 一倉定の社長学 : 伝説の経営コンサルタント 作間信司著 プレジデント社 335||Sa 219003379

111
ビジネスを変える100のブルーオーシャン (日経BP
総研2030展望)

日経BP総研編著
日経BP/日経BP
マーケティング
(発売)

336.1||Bi 219003201

112
マッキンゼーホッケースティック戦略 : 成長戦略の
策定と実行

クリス・ブラッドリー, マー
ティン・ハート, スヴェン・
シュミット著/細谷仁詩
[ほか] 訳

東洋経済新報社 336.1||Br 219003157

113
スタンフォードで学んだ最強の意思決定 : メンバー
の知恵を錬成する実践手法

籠屋邦夫著
日本経済新聞出
版社

336.1||Ko 219003198

114
トヨタの自分で考える力 : どんな仕事でも必ず成果
が出せる

原マサヒコ著 ダイヤモンド社 336.2||Ha 219003168

115
右脳思考を鍛える : 「観・感・勘」を実践!究極のア
イデアのつくり方

内田和成著 東洋経済新報社 336.2||Uc 219003158

116 The team5つの法則 (NewsPicks book) 麻野耕司著 幻冬舎 336.3||As 219003199

117 The culture code : 最強チームをつくる方法
ダニエル・コイル著/桜田
直美訳

かんき出版 336.3||Co 219003463

118
ビジネスエリートが実践している異文化理解の全
テクニック

齋藤隆次著 KADOKAWA 336.4||Sa 219003253

119 できる人は、3分話せば好かれる 浅川智仁著 三笠書房 336.49||As 219003146
120 「本音で話す」は武器になる 角田陽一郎著 PHP研究所 336.49||Ka 219003381
121 心を摑むビジネス手土産 (エイムック:4501) 能町光香監修 枻出版社 336.49||Ko 219003395

122
Think CIVILITY : 「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦
略である

クリスティーン・ポラス著
/夏目大訳

東洋経済新報社 336.49||Po 219003183

123 知識ゼロでも自分でできる!個人事業の経理と節税 大沢育郎監修 ナツメ社 336.9||Ch 219003152

124
会計の世界史 : イタリア、イギリス、アメリカ : 500
年の物語

田中靖浩著
日本経済新聞出
版社

336.9||Ta 219003174

125 トップ1%の人だけが知っている「お金の真実」 俣野成敏, 中村将人著
日本経済新聞出
版社

338.18||Ma 219003144

126
めちゃくちゃ売れてる株の雑誌Diamond ZAiが作っ
た「株」入門 : …だけど本格派 : オールカラーでわ
かりやすい! 改訂第2版

ダイヤモンド・ザイ編集
部編

ダイヤモンド社 338.183||Me 219003143



127
新アジアビジネス : グローバルアントレプレナーの
教科書

松島大輔著
日経BP/日経BP
マーケティング
(発売)

338.922||Ma 219003181

128 神トーーク : 「伝え方しだい」で人生は思い通り 星渉著 KADOKAWA 361.454||Ho 219003197
129 社会保障法 第2版 菊池馨実著 有斐閣 364||Ki 219003243
130 AI時代の労働の哲学 (講談社選書メチエ:711) 稲葉振一郎著 講談社 366.2||In 219003413

131
発達障害の人の「就労支援」がわかる本 (健康ラ
イブラリー:スペシャル)

梅永雄二監修 講談社 366.28||Ha 219003242

132
"投資"に踏み出せない人のための「不労所得」入
門

加谷珪一著 イースト・プレス 366.29||Ka 219003147

133
ゆれるおっぱい、ふくらむおっぱい : 乳房の図像と
記憶

武田雅哉編 岩波書店 367.1||Ta 219003408

134 2億円と専業主婦 橘玲著 マガジンハウス 367.3||Ta 219003171

135
東大がつくった高齢社会の教科書 : 長寿時代の人
生設計と社会創造

東京大学高齢社会総合
研究機構編著

東京大学出版会 367.7||To 219003245

136 犯罪学大図鑑
DK社編/宮脇孝雄, 遠藤
裕子, 大野晶子訳

三省堂 368.6||Ha 219003409

137
改正生活保護法・生活困窮者自立支援法のポイ
ント : 新セーフティネットの構築

中央法規出版編集部編 中央法規出版 369.2||Ka 219003402

138 生活保護法的支援ハンドブック 第2版
日本弁護士連合会貧困
問題対策本部編

民事法研究会 369.2||Se 219003241

139
生活困窮者自立支援 : 支援の考え方・制度解説・
支援方法

岡部卓編著 中央法規出版 369.2||Se 219003400

140 生活保護関係法令通知集 令和元年度版
生活保護法規研究会編
集

中央法規出版 369.2||Se||'19 219003398

141 知のスイッチ : 「障害」からはじまるリベラルアーツ
嶺重慎, 広瀬浩二郎, 村
田淳編

岩波書店 369.27||Ch 219003403

142
わたしが障害者じゃなくなる日 : 難病で動けなくて
もふつうに生きられる世の中のつくりかた

海老原宏美著 旬報社 369.27||Eb 219003399

143
精神障害者の地域移行支援・地域定着支援・自立
生活援助導入ガイド : 地域で暮らそう!

岩上洋一, 全国地域で
暮らそうネットワーク著

金剛出版 369.28||Se 219003244

144 津波の霊たち : 3・11死と生の物語
リチャード・ロイド・パリー
著/濱野大道訳

早川書房 369.31||Pa 219003053

145
コミュニティソーシャルワークの新たな展開 : 理論
と先進事例

宮城孝, 菱沼幹男, 大橋
謙策編

中央法規出版 369.7||Ko 219003401

146 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社編 ポプラ社 371.42||Ga 219003251

147
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー : the
real British secondary school days

ブレイディみかこ著 新潮社 376.333||Br 219003382

148
その子、発達障害ではありません : IN-Childの奇
跡

韓昌完著 さくら舎 378||Ha 219003255

149
発達の気になる子の「困った」を「できる」に変える
ABAトレーニング (発達障害を考える心をつなぐ)

小笠原恵, 加藤慎吾著 ナツメ社 378||Og 219003237

150 勉強が死ぬほど面白くなる独学の教科書 中田敦彦著 SBクリエイティブ 379.7||Na 219003461

151
人喰い : ロックフェラー失踪事件 (亜紀書房翻訳ノ
ンフィクション・シリーズ:3-8)

カール・ホフマン著/古屋
美登里訳

亜紀書房 382.247||Ho 219003222

152 鐘の本 : ヨーロッパの音と祈りの民俗誌
パウル・ザルトーリ [著]/
吉田孝夫訳

八坂書房 382.34||Sa 219003063

153 中世兵士の服装 : 中世ヨーロッパを完全再現!
ゲーリー・エンブルトン著
/濱崎亨訳

マール社 383.1||Em 219003106

154
美味しい進化 : 食べ物と人類はどう進化してきた
か

ジョナサン・シルバータウ
ン著/熊井ひろ美訳

インターシフト/
合同出版 (発売)

383.8||Si 219003467

155 魔法使いの教科書 : 神話と伝説と物語
オーブリー・シャーマン
著/龍和子訳

原書房 387||Sh 219003407

156 歴史人物怪異談事典 朝里樹著 幻冬舎 388.1||As 219003281

157 図説世界の神話伝説怪物百科
テリー・ブレヴァートン著
/日暮雅通訳

原書房 388||Br 219003482

158
レッド・アトラス : 恐るべきソ連の世界地図
(National geographic)

ジョン・デイビス, アレク
サンダー・J・ケント著/藤
井留美訳

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)

392.38||Da 219003046

159 図解・速習孫子の兵法
ハイブロー武蔵著/叢小
榕監修

総合法令出版 399.23||Ha 219003159



160 「孫子の兵法」がわかる本 [新装新版] 守屋洋著 三笠書房 399.23||Mo 219003169

161
150年前の科学誌『NATURE』には何が書かれてい
たのか

瀧澤美奈子著 ベレ出版 405||Ta 219003287

162 QuizKnock Lab 須貝駿貴著 KADOKAWA 407||Su 219003120

163 科学者が消える : ノーベル賞が取れなくなる日本 岩本宣明著 東洋経済新報社 409.1||Iw 219003293

164 対数 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 木村直之編 ニュートンプレス 411.2||Ta 219003424

165 微分積分 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 高橋秀裕監修 ニュートンプレス 413.3||Bi 219003420

166 三角関数 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 木村直之編集 ニュートンプレス 413.59||Sa 219003301

167 確率 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 木村直之編集 ニュートンプレス 417.1||Ka 219003421

168 統計 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 木村直之編集 ニュートンプレス 417||To 219003422

169 物理 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 和田純夫監修 ニュートンプレス 420||Bu 219003419

170 時間は存在しない
カルロ・ロヴェッリ著/冨
永星訳

NHK出版 421.2||Ro 219003286

171 超ひも理論 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 橋本幸士監修 ニュートンプレス 429.6||Ch 219003427

172 イラストでサクサク覚える東大生の元素ノート
東京大学サイエンスコ
ミュニケーションサーク
ルCAST著

すばる舎 431.11||Ir 219003133

173 周期表 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 木村直之編集 ニュートンプレス 431.11||Sh 219003423

174
私たちが、地球に住めなくなる前に : 宇宙物理学
者から見た人類の未来

マーティン・リース著/塩
原通緒訳

作品社 440||Re 219003294

175 グレタたったひとりのストライキ
マレーナ・エルンマン [ほ
か] 著/羽根由, 寺尾ま
ち子訳

海と月社 451.85||Gu 219003397

176 地形図でたどる日本の風景 今尾恵介著 日本加除出版 454.91||Im 219003062
177 眠れなくなるほど面白い図解生物の話 廣澤瑞子監修 日本文芸社 460.4||Hi 219003234

178 アリストテレス生物学の創造 上
アルマン・マリー・ルロワ
[著]/森夏樹訳

みすず書房 460||Le||1 219003295

179 アリストテレス生物学の創造 下
アルマン・マリー・ルロワ
[著]/森夏樹訳

みすず書房 460||Le||2 219003296

180 おさわがせいきもの事典 : 外来生物大集合!
加藤英明監修/岡田卓
也絵

高橋書店 468||Ka 219003231

181 定本柳宗民の雑草ノオト 秋 柳宗民著/三品隆司画 毎日新聞出版 470.4||Ya 219003300

182 世界史を大きく動かした植物 稲垣栄洋著

PHPエディター
ズ・グループ
/PHP研究所 (発
売)

471.9||In 219003299

183 菌は語る : ミクロの開拓者たちの生きざまと知性 星野保著 春秋社 474.7||Ho 219003223

184 きのこの教科書 : 観察と種同定の入門 佐久間大輔著 山と渓谷社 474.8||Sa 219003233
185 泣けるいきもの図鑑 イヌ・ネコ編 今泉忠明監修 学研プラス 480||Na 219003236
186 ウンチ学博士のうんちく 長谷川政美著 海鳴社 481.34||Ha 219003434
187 生き物の死にざま 稲垣栄洋著 草思社 481.7||In 219003226
188 愛して育てるいきもの図鑑 今泉忠明監修 カンゼン 481.78||Ai 219003235

189
わけあって絶滅しました。 : 世界一おもしろい絶滅
したいきもの図鑑

丸山貴史著/サトウマサ
ノリ, ウエタケヨーコ絵

ダイヤモンド社 482||Ma||1 219003224

190
わけあって絶滅しました。 : 世界一おもしろい絶滅
したいきもの図鑑 続

丸山貴史著/サトウマサ
ノリ, ウエタケヨーコ絵

ダイヤモンド社 482||Ma||2 219003225

191 きらいになれない害虫図鑑 有吉立著 幻冬舎 486.1||Ar 219003298

192 世界の美しい鳥の神話と伝説

レイチェル・ウォーレン・
チャド, メリアン・テイラー
著/プレシ南日子, 日向
やよい訳

エクスナレッジ 488||Ch 219003232

193
わたしは哺乳類です : 母乳から知能まで、進化の
鍵はなにか

リアム・ドリュー著/梅田
智世訳

インターシフト/
合同出版 (発売)

489||Dr 219003466



194 家畜化という進化 : 人間はいかに動物を変えたか
リチャード・C・フランシス
著/西尾香苗訳

白揚社 489||Fr 219003227

195 いのちは輝く : わが子の障害を受け入れるとき 松永正訓著 中央公論新社 490.15||Ma 219003238

196 脳のリズム
ジェルジ・ブザーキ [著]/
谷垣暁美訳

みすず書房 491.371||Bu 219003217

197 脳は「ものの見方」で進化する
ボー・ロット著/桜田直美
訳

サンマーク出版 491.371||Lo 219003391

198
遺伝子 : シリーズ人体 : 健康長寿、容姿、才能ま
で秘密を解明!

NHKスペシャル「人体」
取材班著

講談社 491.69||Id 219003417

199 自己免疫疾患の謎
アニータ・コース著/ヨル
ゲン・イェルスター著/中
村冬美訳/羽根由訳

青土社 493.1||Ka 219003216

200 ラブという薬
いとうせいこう, 星野概念
著

リトルモア 493.7||It 219003256

201
こころの不安がわかる精神医学入門 : 最前線の
精神科医が語る精神医学「入門ガイド」 (洋泉社
mook)

洋泉社 493.7||Ko 219003435

202
精神疾患は脳の病気か? : 向精神薬の科学と虚構
: 新装版

エリオット・S. ヴァレンス
タイン [著]/中塚公子訳

みすず書房 493.72||Va 219003218

203
大人の発達障害に気づいて・向き合う完全ガイド
新版 (健康ライブラリー:スペシャル)

黒澤礼子著 講談社 493.76||Ku 219003254

204
プーさんと一緒にマインドフルネス : 私らしく生きる
心の整え方

ジョセフ・ペアレント, ナン
シー・ペアレント著/和波
雅子訳

KADOKAWA 498.39||Pa 219003240

205
医者が教える食事術 : 実践バイブル : 20万人を診
てわかった医学的に正しい食べ方70 2

牧田善二著 ダイヤモンド社 498.583||Ma 219003172

206
雑草で酔う : 人よりストレスたまりがちな僕が研究
した究極のストレス解消法

青井硝子著 彩図社 499.15||Ao 219003228

207
ディープテック : 世界の未来を切り拓く「眠れる技
術」

丸幸弘, 尾原和啓著
日経BP/日経BP
マーケティング
(発売)

504||Ma 219003033

208
世界を変える100の技術 (日経テクノロジー展
望:2020)

日経BP編
日経BP/日経BP
マーケティング
(発売)

504||Se 219003462

209 仕事の生産性が上がるトヨタの習慣 OJTソリューションズ著 KADOKAWA 509.6||Sh 219003166

210
ごみを燃やさない焼却炉 : 世界のあらゆる廃棄物
を安定燃焼させる奇跡の焼却炉は、いかに生まれ
たか?

勝井征三著
中央公論事業出
版(発売)

518.52||Ka 219003134

211 昭和モダン建築巡礼1965-75 完全版
磯達雄文/宮沢洋イラス
ト/日経アーキテクチュア
編

日経BP/日経BP
マーケティング
(発売)

523.1||Is 219003285

212 子どものための建築と空間展
パナソニック汐留ミュー
ジアム, 青森県立美術館
編

鹿島出版会 523.1||Ko 219003404

213
スウェーデン・デザインと福祉国家 : 住まいと人づ
くりの文化史

太田美幸著 新評論 523.3893||Ot 219003247

214 住まいの基本を考える 堀部安嗣著 新潮社 527.1||Ho 219003246

215
トヨタの話し合い : 最強の現場をつくった聞き方・
伝え方のルール

加藤裕治著 ダイヤモンド社 537.067||Ka 219003167

216 人類、宇宙に住む : 実現への3つのステップ
ミチオ・カク著/斉藤隆央
訳

NHK出版 538.9||Ka 219003412

217 ネットワークのしくみ : Network (図解まるわかり) Gene著 翔泳社 547.483||Ge 219003265

218

Amazon Web Servicesパターン別構築・運用ガイド
: 一番大切な知識と技術が身につく : the best
developers guide of AWS for professional
engineers 改訂第2版 (Informatics & IDEA)

佐々木拓郎 [ほか] 著 SBクリエイティブ 547.4833||Am 219003113

219
初めてのJavaScript : ES2015以降の最新ウェブ開
発 第3版

Ethan Brown著/武舎広
幸, 武舎るみ訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

547.4833||Br 219003212

220
はじめる&売れるLINEスタンプ : LINE Creators
Marketガイドブック : この1冊で作り方から売り方ま
で全部わかる!

スタラボ, ナイスク著 技術評論社 547.4833||Ha 219003378



221
いちばんよくわかるHTML5&CSS3デザインきちん
と入門

狩野祐東著 SBクリエイティブ 547.4833||Ka 219003264

222
初めての自動テスト : Webシステムのための自動
テスト基礎

Jonathan Rasmusson著
/玉川紘子訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

547.4833||Ra 219003465

223 サーバーレス開発プラットフォームFirebase入門 掌田津耶乃著 秀和システム 547.4833||Sh 219003116

224 スラスラ読めるPHPふりがなプログラミング リブロワークス著 インプレス 547.4833||Su 219003259

225 5Gでビジネスはどう変わるのか クロサカタツヤ著
日経BP/日経BP
マーケティング
(発売)

547.5||Ku 219003200

226 MacBookマスターブック (MacFan books) 松山茂, 矢橋司著 マイナビ出版 548.29||Ma 219003136

227
UnityによるARゲーム開発 : 作りながら学ぶオー
グメンテッドリアリティ入門

Micheal Lanham著/高橋
憲一 [ほか] 訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

548.964||La 219003464

228 おいしい無印良品。 G.B. 588||Oi 219003102

229
岩田さん : 岩田聡はこんなことを話していた。 (ほ
ぼ日ブックス)

[岩田聡述]/ほぼ日刊イ
トイ新聞編

ほぼ日 589.77||Iw 219003160

230
キッチンの歴史 : 料理道具が変えた人類の食文
化 : 新装版

ビー・ウィルソン著/真田
由美子訳

河出書房新社 596.9||Wi 219003283

231
世界一美味しい手抜きごはん : 最速!やる気のいら
ない100レシピ

はらぺこグリズリー著 KADOKAWA 596||Ha 219003071

232 ようこそ「料理が苦痛」な人の料理教室へ 本多理恵子著 KADOKAWA 596||Ho 219003192

233
リュウジ式悪魔のレシピ : ひと口で人間をダメにす
るウマさ!

リュウジ著 ライツ社 596||Ry 219003068

234
バズレシピ : クタクタでも速攻でつくれる! 太らない
おかず編 (扶桑社ムック)

リュウジ著 扶桑社 596||Ry 219003081

235
ほぼ1ステップで作れるレンジ飯 : 容器に入れてチ
ンするだけ!

リュウジ著 KADOKAWA 596||Ry 219003082

236
ほぼ100円飯 : 家にある材料でソッコー作れる最
高に楽しい節約レシピ

リュウジ著 KADOKAWA 596||Ry 219003083

237 つまみメシ : あきれるほど簡単でうまい リュウジ著 主婦の友社 596||Ry 219003084

238
忙しい人専用「つくりおき食堂」の超簡単レシピ : レ
ンジで作れるからラクさが違う! (扶桑社ムック)

まりえ著 扶桑社 596||Wa 219003079

239
「つくりおき食堂」の即完成レシピ : 忙しい人専用 :
メインおかずも副菜も全部レンジで! (扶桑社ムッ
ク)

若菜まりえ著 扶桑社 596||Wa 219003080

240
どこにでもある素材でだれでもできるレシピを一冊
にまとめた「作る気になる」本 (別冊エッセ)

山本ゆり著 扶桑社 596||Ya 219003069

241
レンジでもっと!絶品レシピ (e-mook. syunkonカフェ
ごはん)

山本ゆり[著] 宝島社 596||Ya 219003070

242
めんどくさくない献立 (e-mook. syunkonカフェごは
ん)

山本ゆり [著] 宝島社 596||Ya 219003077

243
レンジで絶品レシピ (e-mook. syunkonカフェゴハ
ン)

山本ゆり [著] 宝島社 596||Ya 219003078

244 syunkonカフェごはん 2 (e-mook) 山本ゆり [著] 宝島社 596||Ya||2 219003072
245 syunkonカフェごはん 3 (e-mook) 山本ゆり [著] 宝島社 596||Ya||3 219003073
246 syunkonカフェごはん 4 (e-mook) 山本ゆり [著] 宝島社 596||Ya||4 219003074
247 syunkonカフェごはん 5 (e-mook) 山本ゆり [著] 宝島社 596||Ya||5 219003075
248 syunkonカフェごはん 6 (e-mook) 山本ゆり [著] 宝島社 596||Ya||6 219003076
249 産まれてすぐピエロと呼ばれた息子 ピエロの母著 ベストセラーズ 598.4||Pi 219003394

250
木々は歌う : 植物・微生物・人の関係性で解く森の
生態学

D.G.ハスケル著/屋代通
子訳

築地書館 653.17||Ha 219003297

251 最強の営業法則
ジョー・ジラード, スタン
リー・H・ブラウン著/石原
薫訳

フォレスト出版 673.3||Gi 219003148

252
心理学者しか知らないすごい!営業 : 無意識に「あ
なたから買いたい」と思わせる営業心理術

内藤誼人著 廣済堂出版 673.3||Na 219003151

253 ベゾス・レター : アマゾンに学ぶ14ケ条の成長原則
スティーブ・アンダーソン,
カレン・アンダーソン著/
加藤今日子訳

すばる舎 673.36||An 219003129

254 アリババ : 世界最強のスマートビジネス ミン・ゾン著/土方奈美訳 文藝春秋 673.36||Zo 219003165



255 いまこそ知りたいシェアリングエコノミー 長田英知[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

673.9||Na 219003195

256
Airbnb story : 大胆なアイデアを生み、困難を乗り
越え、超人気サービスをつくる方法

リー・ギャラガー著/関美
和訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

673.99||Ga 219003207

257
ほんとに、フォント。 : フォントを活かしたデザイン
レイアウトの本

ingectar-e著 ソシム 674.3||Ho 219003067

258
デザイン力の基本 : 簡単だけど、すごく良くなる77
のルール

ウジトモコ著 日本実業出版社 674.3||Uj 219003110

259
No flop! : Google×スタンフォード : 失敗できない
人の失敗しない技術

アルベルト・サヴォイア
著/石井ひろみ訳

サンマーク出版 675.3||Sa 219003161

260
サブスクリプション2.0 : 衣食住すべてを飲み込む
最新ビジネスモデル

日経クロストレンド編
日経BP/日経BP
マーケティング
(発売)

675||Sa 219003211

261
サブスクリプション : 「顧客の成功」が収益を生む
新時代のビジネスモデル

ティエン・ツォ, ゲイブ・ワ
イザート著/御立英史訳

ダイヤモンド社 675||Tz 219003196

262 自転車事故の法律相談 高木宏行, 岸郁子編著 学陽書房 681.3||Ji 219003132
263 国道者 佐藤健太郎著 新潮社 685.21||Sa 219003362

264
ウーバーランド : アルゴリズムはいかに働き方を
変えているか

アレックス・ローゼンブ
ラット著/飯嶋貴子訳

青土社 685.5||Ro 219003208

265 超訳ダ・ヴィンチ・ノート : 神速で成長する言葉 桜川Daヴィんち著 飛鳥新社 702.37||Sa 219003185

266
チョークアートパーフェクトブック : お店の看板やイ
ンテリアに : 新装版

CAA日本チョークアー
ティスト協会監修

マガジンランド 725.4||Ch 219003109

267 ナウシカ考 : 風の谷の黙示録 赤坂憲雄著 岩波書店 726.1||Ak 219003276

268
背景カタログ : 商業誌・同人誌に自由に使える 西
洋ファンタジー編

マール社編集部編 マール社 726.107||Ha 219003105

269
クリスタ デジタルマンガ&イラスト道場 : クリスタで
コミックがスイスイ描ける!

サイドランチ著/餅田むぅ,
ヒラコ作画

ソーテック社 726.107||Sa 219003267

270
美しい情景イラストレーション : 魅力的な風景を描
くクリエイターズファイル ノスタルジー編

パイインターナショナル
編著

パイインターナ
ショナル

726.5||Ut 219003108

271
美しい情景イラストレーション : 魅力的な風景を描
くクリエイターズファイル ファンタジー編

パイインターナショナル
編著

パイインターナ
ショナル

726.5||Ut 219003376

272
美しい情景イラストレーション : 魅力的な風景を描
くクリエイターズファイル

パイインターナショナル
編著

パイインターナ
ショナル

726.5||Ut 219003377

273
背景イラストアイデア図鑑 : 豊富な風景パーツ・イ
ンテリア・アイテムの作例から学ぶ

六七質, 空想画廊著 ナツメ社 726.507||Ha 219003104

274 アニメーターが教える線画デザインの教科書 [1] リクノ著 フィルムアート社 726.507||Ri||1 219003107

275
世界のモンスター・幻獣を描く : 説得力のあるコン
セプトのつくり方

3dtotal Publishing制作/
スタジオリズ訳

ボーンデジタル 726.507||Se 219003457

276 ファンタジー・SF背景作品&メイキング わいっしゅ著 玄光社 726.507||Wa 219003103

277 ストーリーを語りだす世界のデザイン・マップス
ゲシュタルテン編/涌井
希美翻訳

グラフィック社 727.087||Su 219003363

278
カラー&ライト : リアリズムのための色彩と光の描
き方

ジェームス・ガーニー著
/Bスプラウト翻訳

ボーンデジタル 757.3||Gu 219003456

279
Netflixコンテンツ帝国の野望 : GAFAを超える最強
IT企業

ジーナ・キーティング著/
牧野洋訳

新潮社 778.067||Ke 219003387

280 希林さんといっしょに。
是枝裕和著/[樹木希林
述]

スイッチ・パブ
リッシング

778.21||Ko 219003249

281 ジャン・ルーシュ : 映像人類学の越境者 千葉文夫, 金子遊編 森話社 778.235||Ja 219003356

282 ミヤザキワールド : 宮崎駿の闇と光
スーザン・ネイピア著/仲
達志訳

早川書房 778.7||Na 219003277

283
振り飛車の新機軸!初手7八飛戦法 (マイナビ将棋
BOOKS)

門倉啓太著 マイナビ出版 796||Ka 219003190

284 さわやか流疾風三間飛車 (マイナビ将棋BOOKS) 杉本和陽著 マイナビ出版 796||Su 219003191

285 Pythonでつくるゲーム開発入門講座 廣瀬豪著 ソーテック社 798.5||Hi 219003139

286
シナリオのためのSF事典 : 知っておきたい科学技
術・宇宙・お約束120 (Next creator)

森瀬繚編著 SBクリエイティブ 798.5||Mo 219003469

287 超一流の雑談力 超・実践編 安田正著 文響社 809.2||Ya 219003186

288
今まで誰も教えてくれなかった人前で話す極意 :
年間330講演プロの講演家が語るスピーチのコツ

鴨頭嘉人著
かも出版/サンク
チュアリ出版 (発
売)

809.4||Ka 219003145

289
スティーブ・ジョブズのスタンフォード大学卒業式講
演 : 英文徹底解読

畠山雄二著 ベレ出版 837.5||Ha 219003127



290
接客英語基本の『き』 (デイビッド・セインの基本の
『き』シリーズ)

デイビッド・セイン著 南雲堂 837.8||Th 219003128

291 物語を書く人のための推敲入門
ラリー・ブルックス著/大
久保ゆう訳

フィルムアート社 901.307||Br 219003061

292
オリジナリティあふれる物語作りのためのライトノ
ベル・マンガ・ゲームで使えるストーリー80

榎本秋, 榎本事務所著 秀和システム 901.307||En 219003230

293 BOOKMARK : 翻訳者による海外文学ブックガイド 金原瑞人, 三辺律子編
CCCメディアハ
ウス

902.3||Bu 219003274

294 辺境図書館 : bibliotheca fines 皆川博子著 講談社 904||Mi 219003476

295
特集ミステリ狩り (たべるのがおそい : 文学ムッ
ク:vol.6 (2018Autumn))

大滝瓶太 [ほか] 著 書肆侃侃房 905||To 219003359

296
特集本がなければ生きていけない (たべるのがお
そい : 文学ムック:vol.1 (Spring 2016))

穂村弘[ほか]著/西崎憲
編集

書肆侃侃房 905||To 219003360

297
特集Retold漱石・鏡花・白秋 (たべるのがおそい :
文学ムック:vol.3 (Spring 2017))

小川洋子 [ほか] 著 書肆侃侃房 905||To 219003361

298
特集地図-共作の実験 (たべるのがおそい : 文学
ムック:vol.2 (Autumn 2016))

石川美南 [ほか] 著 書肆侃侃房 905||To 219003454

299 最後の一文 半沢幹一著 笠間書院 910.26||Ha 219003059

300
「舞姫」の主人公をバンカラとアフリカ人がボコボコ
にする最高の小説の世界が明治に存在したので
20万字くらいかけて紹介する本

山下泰平著 柏書房 910.261||Ya 219003455

301 龍彦親王航海記 : 澁澤龍彦伝 礒崎純一著 白水社 910.268||Sh 219003060

302 短歌ください 双子でも片方は泣く夜もある篇 穂村弘著
メディアファクト
リー

911.16||Ho 219003057

303
セーラー服の歌人 鳥居 : 拾った新聞で字を覚えた
ホームレス少女の物語

岩岡千景著 KADOKAWA 911.162||Iw 219003064

304 砂丘律 : 千種創一歌集 千種創一著 青磁社 911.168||Ch 219003364
305 ビットとデシベル : 歌集 (現代歌人シリーズ:5) フラワーしげる著 書肆侃侃房 911.168||Fu 219003358
306 鯖 赤松利市著 徳間書店 913.6||Ak 219003047
307 木曜日にはココアを (宝島社文庫:[Cあ-23-1]) 青山美智子著 宝島社 913.6||Ao 219003175
308 ベルリンは晴れているか 深緑野分著 筑摩書房 913.6||Fu 219003085
309 老警 古野まほろ著 KADOKAWA 913.6||Fu 219003292
310 構造素子 樋口恭介著 早川書房 913.6||Hi 219003056
311 少年奇譚 川奈まり子著 晶文社 913.6||Ka 219003054
312 少女奇譚 川奈まり子著 晶文社 913.6||Ka 219003055

313
その正体は何だ!?じわじわ気になるほぼ100字の
小説

北野勇作著 キノブックス 913.6||Ki 219003354

314
その先には何が!?じわじわ気になるほぼ100字の
小説

北野勇作著 キノブックス 913.6||Ki 219003355

315
この世界は何だ!?じわじわ気になるほぼ100字の
小説

北野勇作著 キノブックス 913.6||Ki 219003475

316 作家の人たち 倉知淳著 幻冬舎 913.6||Ku 219003291
317 毒殺倶楽部 (朝日文庫:[ま42-1]) 松下麻理緒著 朝日新聞出版 913.6||Ma 219003288
318 三国志名臣列伝 後漢篇 宮城谷昌光著 文藝春秋 913.6||Mi 219003396
319 楚漢名臣列伝 (文春文庫:[み-19-28]) 宮城谷昌光著 文藝春秋 913.6||Mi 219003470
320 春秋名臣列伝 (文春文庫:[み-19-18]) 宮城谷昌光著 文藝春秋 913.6||Mi 219003471
321 戦国名臣列伝 (文春文庫:[み-19-19]) 宮城谷昌光著 文藝春秋 913.6||Mi 219003472

322

三国志 第1巻 (文春文庫:[み-19-20], [み-19-21],
[み-19-22], [み-19-23], [み-19-24], [み-19-25],
[み-19-26], [み-19-27], [み-19-29], [み-19-30],
[み-19-31], [み-19-32])

宮城谷昌光著 文藝春秋 913.6||Mi||1 219003302

323

三国志 第10巻 (文春文庫:[み-19-20], [み-19-
21], [み-19-22], [み-19-23], [み-19-24], [み-19-
25], [み-19-26], [み-19-27], [み-19-29], [み-19-
30], [み-19-31], [み-19-32])

宮城谷昌光著 文藝春秋 913.6||Mi||10 219003311

324

三国志 第11巻 (文春文庫:[み-19-20], [み-19-
21], [み-19-22], [み-19-23], [み-19-24], [み-19-
25], [み-19-26], [み-19-27], [み-19-29], [み-19-
30], [み-19-31], [み-19-32])

宮城谷昌光著 文藝春秋 913.6||Mi||11 219003312

325

三国志 第12巻 (文春文庫:[み-19-20], [み-19-
21], [み-19-22], [み-19-23], [み-19-24], [み-19-
25], [み-19-26], [み-19-27], [み-19-29], [み-19-
30], [み-19-31], [み-19-32])

宮城谷昌光著 文藝春秋 913.6||Mi||12 219003313



326

三国志 第2巻 (文春文庫:[み-19-20], [み-19-21],
[み-19-22], [み-19-23], [み-19-24], [み-19-25],
[み-19-26], [み-19-27], [み-19-29], [み-19-30],
[み-19-31], [み-19-32])

宮城谷昌光著 文藝春秋 913.6||Mi||2 219003303

327

三国志 第3巻 (文春文庫:[み-19-20], [み-19-21],
[み-19-22], [み-19-23], [み-19-24], [み-19-25],
[み-19-26], [み-19-27], [み-19-29], [み-19-30],
[み-19-31], [み-19-32])

宮城谷昌光著 文藝春秋 913.6||Mi||3 219003304

328

三国志 第4巻 (文春文庫:[み-19-20], [み-19-21],
[み-19-22], [み-19-23], [み-19-24], [み-19-25],
[み-19-26], [み-19-27], [み-19-29], [み-19-30],
[み-19-31], [み-19-32])

宮城谷昌光著 文藝春秋 913.6||Mi||4 219003305

329

三国志 第5巻 (文春文庫:[み-19-20], [み-19-21],
[み-19-22], [み-19-23], [み-19-24], [み-19-25],
[み-19-26], [み-19-27], [み-19-29], [み-19-30],
[み-19-31], [み-19-32])

宮城谷昌光著 文藝春秋 913.6||Mi||5 219003306

330
奇貨居くべし 天命篇 (中公文庫:[み-36-1], [み-
36-2], [み-36-3], [み-36-4], [み-36-5])

宮城谷昌光著 中央公論新社 913.6||Mi||5 219003393

331

三国志 第6巻 (文春文庫:[み-19-20], [み-19-21],
[み-19-22], [み-19-23], [み-19-24], [み-19-25],
[み-19-26], [み-19-27], [み-19-29], [み-19-30],
[み-19-31], [み-19-32])

宮城谷昌光著 文藝春秋 913.6||Mi||6 219003307

332

三国志 第7巻 (文春文庫:[み-19-20], [み-19-21],
[み-19-22], [み-19-23], [み-19-24], [み-19-25],
[み-19-26], [み-19-27], [み-19-29], [み-19-30],
[み-19-31], [み-19-32])

宮城谷昌光著 文藝春秋 913.6||Mi||7 219003308

333

三国志 第8巻 (文春文庫:[み-19-20], [み-19-21],
[み-19-22], [み-19-23], [み-19-24], [み-19-25],
[み-19-26], [み-19-27], [み-19-29], [み-19-30],
[み-19-31], [み-19-32])

宮城谷昌光著 文藝春秋 913.6||Mi||8 219003309

334

三国志 第9巻 (文春文庫:[み-19-20], [み-19-21],
[み-19-22], [み-19-23], [み-19-24], [み-19-25],
[み-19-26], [み-19-27], [み-19-29], [み-19-30],
[み-19-31], [み-19-32])

宮城谷昌光著 文藝春秋 913.6||Mi||9 219003310

335 Cocoon : 修羅の目覚め 夏原エヰジ著 講談社 913.6||Na 219003087
336 蠱惑の焰 (Cocoon:2) 講談社 913.6||Na||2 219003086
337 それ以上でも、それ以下でもない 折輝真透著 早川書房 913.6||Or 219003048

338
魔軍襲来 : 架空歴史ロマン (カッパ・ノベルス. アル
スラーン戦記:11)

田中芳樹著 光文社 913.6||Ta||11 219003370

339
暗黒神殿 : 架空歴史ロマン (カッパ・ノベルス. アル
スラーン戦記:12)

田中芳樹著 光文社 913.6||Ta||12 219003371

340
王都炎上/王子二人 (カッパ・ノベルス. アルスラー
ン戦記:1-2)

田中芳樹著 光文社 913.6||Ta||1-2 219003365

341 蛇王再臨 (カッパ・ノベルス. アルスラーン戦記:13) 田中芳樹著 光文社 913.6||Ta||13 219003372

342 天鳴地動 (カッパ・ノベルス. アルスラーン戦記:14) 田中芳樹著 光文社 913.6||Ta||14 219003373

343 戦旗不倒 (カッパ・ノベルス. アルスラーン戦記:15) 田中芳樹著 光文社 913.6||Ta||15 219003088

344 天涯無限 (カッパ・ノベルス. アルスラーン戦記:16) 田中芳樹著 光文社 913.6||Ta||16 219003374

345
落日悲歌/汗血公路 (カッパ・ノベルス. アルスラー
ン戦記:3-4)

田中芳樹著 光文社 913.6||Ta||3-4 219003366

346
征馬孤影/風塵乱舞 (カッパ・ノベルス. アルスラー
ン戦記:5-6)

田中芳樹著 光文社 913.6||Ta||5-6 219003367

347
王都奪還/仮面兵団 (カッパ・ノベルス. アルスラー
ン戦記:7-8)

田中芳樹著 光文社 913.6||Ta||7-8 219003368

348
旌旗流転/妖雲群行 (カッパ・ノベルス. アルスラー
ン戦記:9-10)

田中芳樹著 光文社 913.6||Ta||9-10 219003369

349 改良 遠野遥著 河出書房新社 913.6||To 219003052
350 Deus lo vult (幼女戦記:1) KADOKAWA 913.6||Ze||1 219003089
351 Viribus Unitis (幼女戦記:10) KADOKAWA 913.6||Ze||10 219003098
352 Alea iacta est (幼女戦記:11) KADOKAWA 913.6||Ze||11 219003099
353 Plus Ultra (幼女戦記:2) KADOKAWA 913.6||Ze||2 219003090
354 The Finest Hour (幼女戦記:3) KADOKAWA 913.6||Ze||3 219003091
355 Dabit deus his quoque finem (幼女戦記:4) KADOKAWA 913.6||Ze||4 219003092



356 Abyssus abyssum invocat (幼女戦記:5) KADOKAWA 913.6||Ze||5 219003093
357 Nil admirari (幼女戦記:6) KADOKAWA 913.6||Ze||6 219003094
358 Ut sementem feceris, ita metes (幼女戦記:7) KADOKAWA 913.6||Ze||7 219003095
359 In omnia paratus (幼女戦記:8) KADOKAWA 913.6||Ze||8 219003096
360 Omnes una manet nox (幼女戦記:9) KADOKAWA 913.6||Ze||9 219003097

361
5分後に意外な結末 : ベスト・セレクション (講談社
文庫:も56-1)

桃戸ハル編・著 講談社 913.68||Mo 219003275

362 蚊がいる 穂村弘著 Kadokawa 914.6||Ho 219003477

363 たましいのふたりごと 川上未映子,  穂村弘著 筑摩書房 914.6||Ka 219003058

364 地獄の楽しみ方 (17歳の特別教室) 京極夏彦著 講談社 914.6||Ky 219003415

365
この地獄を生きるのだ : うつ病、生活保護。死ねな
かった私が「再生」するまで。

小林エリコ著 イースト・プレス 916||Ko 219003250

366 特別ではない一日 (Kaze no tanbun) 我妻俊樹 [ほか] 著 柏書房 918.6||To 219003065

367
オセロー (ちくま文庫:[し-10-13]. シェイクスピア全
集:13)

シェイクスピア著/松岡
和子訳

筑摩書房 932||Sh||13 219003386

368
ロミオとジュリエット (ちくま文庫:[し-10-2]. シェイク
スピア全集:2)

シェイクスピア著/松岡
和子訳

筑摩書房 932||Sh||2 219003384

369
リア王 (ちくま文庫:[し-10-5]. シェイクスピア全
集:5)

シェイクスピア著/松岡
和子訳

筑摩書房 932||Sh||5 219003385

370 オーバーストーリー
リチャード・パワーズ著/
木原善彦訳

新潮社 933.7||Po 219003416

371 穴の町
ショーン・プレスコット著/
北田絵里子訳

早川書房 933.7||Pr 219003478

372 イヴリン嬢は七回殺される
スチュアート・タートン著/
三角和代訳

文藝春秋 933.7||Tu 219003414

373 地下鉄道
コルソン・ホワイトヘッド
著/谷崎由依訳

早川書房 933.7||Wh 219003049

374 クオリティランド
マルク=ウヴェ・クリング
著/森内薫訳

河出書房新社 943.7||Kl 219003290

375 蝶を飼う男 : シャルル・バルバラ幻想作品集
シャルル・バルバラ著/
亀谷乃里訳

国書刊行会 953.6||Ba 219003357

376 蛸 : 想像の世界を支配する論理をさぐる
ロジェ・カイヨワ著/塚崎
幹夫訳

青土社 954||Ca 219003279

377
方形の円 : 偽説・都市生成論 (海外文学セレクショ
ン)

ギョルゲ・ササルマン著/
住谷春也訳

東京創元社 979.13||Sa 219003050

378 逃亡派 (ExLibris)
オルガ・トカルチュク著/
小椋彩訳

白水社 989.83||To 219003051


