
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
ドーナツを穴だけ残して食べる方法 (日経ビジネ
ス人文庫:955, [お17-1])

大阪大学ショセキカプロ
ジェクト編

日本経済新聞
出版社

002||Do 220002587

2
「意思決定」の科学 : なぜ、それを選ぶのか (ブ
ルーバックス:B-2151)

川越敏司著 講談社 080||Bu||2151 220002598

3
試験にでる心理学 : 心理系公務員試験対策 : 記
述問題のトレーニング 増補改訂 社会心理学編

高橋美保, 山口陽弘著 北大路書房 140||Ta 220002612

4
超発想力 : 思いつきをカタチにして人生を変える
29の方法

メンタリストDaiGo著 詩想社 141.5||Da 220002589

5 公認心理師必携テキスト 改訂第2版
福島哲夫編集責任/尾
久裕紀 [ほか] 編集

学研メディカル
秀潤社/学研プ
ラス (発売)

146.89||Ko 220002613

6 わたしは愛される実験をはじめた。 浅田悠介著 KADOKAWA 152.1||As 220002617
7 ラッキーマン 若山陽一郎著 評言社 289.1||Wa 220002600
8 行政法 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ6) 資格試験研究会編 実務教育出版 317.4||Gy 220002658

9
公務員試験新スーパー過去問ゼミ6判断推理 : 地
方上級/国家総合職・一般職・専門職

資格試験研究会編 実務教育出版 317.4||Ha 220002661

10
刑法 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ6:[16].
地方上級・労働基準監督官・裁判所・国家総合職)

資格試験研究会編 実務教育出版 317.4||Ke 220002656

11 憲法 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ6) 資格試験研究会編 実務教育出版 317.4||Ke 220002659

12
国際関係 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ6.
地方上級・国家総合職・国家一般職)

資格試験研究会編 実務教育出版 317.4||Ko 220002652

13
マクロ経済学 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ
6)

資格試験研究会編 実務教育出版 317.4||Ma 220002663

14
ミクロ経済学 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ
6)

資格試験研究会編 実務教育出版 317.4||Mi 220002662

15
総則物権担保物権 (公務員試験新スーパー過去
問ゼミ6. 地方上級/国家総合職・一般職・専門職/
民法:1)

資格試験研究会編 実務教育出版 317.4||Mi||1 220002654

16
債権総論・各論家族法 (公務員試験新スーパー
過去問ゼミ6. 地方上級/国家総合職・一般職・専
門職/民法:2)

資格試験研究会編 実務教育出版 317.4||Mi||2 220002657

17
労働法 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ6:[16].
地方上級・労働基準監督官・国家総合職)

資格試験研究会編 実務教育出版 317.4||Ro 220002655

18
政治学 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ6. 地
方上級・国家総合職・国家一般職)

資格試験研究会編 実務教育出版 317.4||Se 220002653

19 数的推理 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ6) 資格試験研究会編 実務教育出版 317.4||Su 220002660

20
あなたの常識を論破する経済学 : 指標が物語る
ウソと真実 (経済界新書:053)

三橋貴明著 経済界 332.107||Mi 220002584

21
あなたが上司から求められているシンプルな50の
こと

濱田秀彦著 実務教育出版 336.49||Ha 220002610

22
10万円から始める!小型株集中投資で1億円実践
バイブル

遠藤洋著 ダイヤモンド社 338.155||En 220002602

23
成功している人は、なぜ聞き方がうまいのか? : 心
を読み解き、本当にやりたいことを見つける方法

八木龍平著 日本文芸社 361.454||Ya 220002603

24
独学大全 : 絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない
人のための55の技法

読書猿著 ダイヤモンド社 379.7||Do 220002599

25 身の回りを数学で説明する事典
コリン・ベバリッジ著/大
光明宜孝訳

ニュートンプレス 410.4||Mi 220002601

26
予備校のノリで学ぶ大学数学 : ツマるポイントを
徹底解説

ヨビノリたくみ著 東京図書 410||Yo 220002586

27 統計学わかりません!! 五十嵐中, 佐條麻里著 東京図書 417||Ig 220002607

28 統計学を哲学する 大塚淳著
名古屋大学出
版会

417||Ot 220002597

29
難しい数式はまったくわかりませんが、相対性理
論を教えてください!

ヨビノリたくみ著 SBクリエイティブ 421.2||Yo 220002585

30
木造詳細図 改訂版 (建築知識. 世界で一番やさし
い : 108のキーワードで学ぶ:13)

猪野忍, 中山繁信著 エクスナレッジ 524.5||In 220002593
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31
お気楽ひとり暮らし。 : 36歳独身、派遣OL、女子
力ゼロ

yoriko著 KADOKAWA 590.4||Yo 220002623

32 きものが着たい 群ようこ著 KADOKAWA 593.8||Mu 220002616

33 権利関係 (出る順宅建士シリーズ)
東京リーガルマ
インド

673.99||De||1 220002650

34 宅建業法 (出る順宅建士シリーズ)
東京リーガルマ
インド

673.99||De||2 220002675

35 権利関係 (出る順宅建士シリーズ)
東京リーガルマ
インド

673.99||De||'21 220002651

36 宅建業法 (出る順宅建士シリーズ)
東京リーガルマ
インド

673.99||De||'21 220002674

37
しんでしまうとはなにごとだ! : ドラゴンクエスト名言
集 (SE-mook. ドラゴンクエスト30thアニバーサ
リー)

堀井雄二原著
スクウェア・エ
ニックス

798.5||Ho 220002622

38
文学としてのドラゴンクエスト : 日本とドラクエの30
年史 (コア新書:019)

さやわか著 コアマガジン 798.5||Sa 220002615

39
自動翻訳大全 : 終わらない英語の仕事が5分で片
づく超英語術

坂西優, 山田優著 三才ブックス 830||Sa 220002609

40 前置詞キャラ図鑑 : 核心のイメージがわかる! 関正生著 新星出版社 835.64||Se 220002608

41 店長がバカすぎて 早見和真 [著]
角川春樹事務
所

913.6||Ha 220002605

42 生まれつきの花 : 警視庁花人犯罪対策班 似鳥鶏著 河出書房新社 913.6||Ni 220002614

43 アウア・エイジ
岡本学著/Manabu
Okamoto

講談社 913.6||Ok 220002606

44 キノの旅 : the Beautiful World : Best Selection 1
時雨沢恵一著/黒星紅
白イラスト

KADOKAWA 913.6||Sh||1 220002595

45 キノの旅 : the Beautiful World : Best Selection 2
時雨沢恵一著/黒星紅
白イラスト

KADOKAWA 913.6||Sh||2 220002594

46 キノの旅 : the Beautiful World : Best Selection 3
時雨沢恵一著/黒星紅
白イラスト

KADOKAWA 913.6||Sh||3 220002596

47 俺の残機を投下します 山田悠介著 河出書房新社 913.6||Ya 220002588

48
美女と竹林のアンソロジー : 森見登美彦リクエス
ト!

阿川せんり [ほか] 著 光文社 913.68||Bi 220002604


