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1 詳細!SwiftUI iPhoneアプリ開発入門ノート 2020 大重美幸著 ソーテック社 007.64||Os 220002702

2 SwiftUIではじめるiPhoneアプリプログラミング入門 大津真著 ラトルズ 007.64||Ot 220002701

3
振子気動車に懸けた男たち : JR四国2000系開発
秘話 (交通新聞社新書:090)

福原俊一著 交通新聞社 080||Ko||090 220002750

4
日本を売る本当に悪いやつら (講談社+α新
書:733-5C)

佐高信, 朝堂院大覚
[著]

講談社 080||Ko||733-5C 220002735

5
ふしぎな鉄道路線 : 「戦争」と「地形」で解きほぐす
(NHK出版新書:592)

竹内正浩著 NHK出版 080||Nh||592 220002744

6
ひといちばい敏感なあなたが人を愛するとき :
HSP気質と恋愛

エレイン・N.アーロン著/
明橋大二訳

青春出版社 141.62||Ar 220002695

7
モチベーション革命 : 稼ぐために働きたくない世代
の解体書 第3刷 (NewsPicks book)

尾原和啓著 幻冬舎 159.4||Ob 220002764

8 ギリシャ神話キャラクター事典 : 世界一よくわかる!
オード・ゴエミンヌ著/ダ
コスタ吉村花子訳

グラフィック社 164.31||Go 220002786

9 図解眠れなくなるほど面白いギリシャ神話 島崎晋著 日本文芸社 164.31||Sh 220002754

10 知ってはいけない現代史の正体 (SB新書:476) 馬渕睦夫著 SBクリエイティブ 209.75||Ma 220002761

11
京都ウラ天皇と薩長新政府の暗闘 : 明治日本は
こうして創られた (落合秘史:4)

落合莞爾著 成甲書房 210.58||Oc 220002762

12
ワンワールド特務・周恩来の日本偵察 : 東アジア
の勢力図を決した吉薗周蔵の奇縁 (落合・吉薗秘
史:4)

落合莞爾著 成甲書房 210.69||Oc 220002732

13
國體忍者となったタカス族とアヤタチ : 周蔵手記
が明かす「サンカ」の正体 (落合・吉薗秘史:5)

落合莞爾著 成甲書房 210.69||Oc 220002733

14
日本皇統が創めたハプスブルク大公家 : 國體ネッ
トワークから血液型分類を授かった陸軍特務 (落
合・吉薗秘史:3)

落合莞爾著 成甲書房 210.69||Oc 220002763

15
国際ウラ天皇と数理系シャーマン : 明治維新の立
案実行者 (落合秘史:2)

落合莞爾著 成甲書房 288.44||Oc 220002731

16
「うたかたの恋」の真実 : ハプスブルク皇太子心中
事件

仲晃著 青灯社 288.493||Na 220002717

17
マリー・アントワネットの暗号 : 解読されたフェルセ
ン伯爵との往復書簡

エヴリン・ファー著/ダコ
スタ吉村花子訳

河出書房新社 289.3||Ma 220002716

18
にっぽん全国たのしい船旅 2020-2021 (イカロス
MOOK)

イカロス出版
291.093||Ni||2020-
2021

220002751

19
「知の加工学」事始め : 受容し、加工し、発信する
日本の技法

松永典子, 施光恒, 吉岡
斉編著

編集工房球/新
宿書房 (発売)

304||Ch 220002727

20
朝堂院大覚の生き様 : ユーラシア帝国の実現を
願った男

朝堂院大覚著 説話社 304||Ch 220002736

21
せやろがい!ではおさまらない : 僕が今、伝えたい
こと聞いてくれへんか?

せやろがいおじさん著 ワニブックス 304||Se 220002720

22
神国日本VS.ワンワールド支配者 (超☆はらは
ら:031)

菅沼光弘, ベンジャミン・
フルフォード, 飛鳥昭雄
著

ヒカルランド 304||Su 220002729

23
国家非常事態緊急会議 : 超アンダーグランド版
(超☆はらはら:019)

菅沼光弘, ベンジャミン・
フルフォード, 飛鳥昭雄
著

ヒカルランド 304||Su 220002730

24
これが本当のSPI3テストセンターだ! 2023年度版
(本当の就職テストシリーズ)

SPIノートの会編著 講談社 307.8||Ko||'23 220002823

25
Differential games : a concise introduction :
hardcover

Jiongmin Yong World Scientific 331.19||Yo 220002808

26
「自粛」と「緊縮」で日本は自滅する : 菅総理への
直言

藤井聡著 ビジネス社 332.107||Fu 220002728

27
Think edit : 編集思考でビジネスアイデアを発見す
るための5つの技術と10の習慣

野口孝仁著
日経BP/日経
BPマーケティン
グ (発売)

336.1||No 220002734

28
Pitch : 世界を変える提案のメソッド : 誰でも人を
動かし、世界を変えられる

Open Network Lab著 インプレス 336.49||Pi 220002719
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29
ピーター・リンチの株で勝つ : アマの知恵でプロを
出し抜け 新版

ピーター・リンチ, ジョン・
ロスチャイルド著/三原
淳雄, 土屋安衛訳

ダイヤモンド社 338.155||Ly 220002697

30
ピーター・リンチの株の法則 : 90秒で説明できない
会社には手を出すな

ピーター・リンチ著/平野
誠一訳

ダイヤモンド社 338.155||Ly 220002698

31
リスクの心理学 : 不確実な株式市場を勝ち抜く技
術 新版 (ウィザード・ブック・シリーズ:287)

アリ・キエフ著/平野誠
一訳

パンローリング 338.18||Ki 220002696

32 みんなが欲しかった!FPの問題集3級 '20-'21年版 滝澤ななみ著 TAC出版事業部 338.18||Ta||'20-'21 220002686

33 みんなが欲しかった!FPの教科書3級 '20-'21年版 滝澤ななみ著 TAC出版事業部 338.18||Ta||'20-'21 220002687

34
ウォーレン・バフェットはこうして最初の1億ドルを
稼いだ : 若き日のバフェットに学ぶ最強の投資哲
学

グレン・アーノルド著/岩
本正明訳

ダイヤモンド社 338.183||Ar 220002703

35
紛争と和解を考える : 集団の心理と行動 (心理学
叢書)

大渕憲一編 誠信書房 361.44||Ob 220002715

36
適職の結論 : あなたが気づいていない「本当の強
み」がわかる

宇都宮隆二著 SBクリエイティブ 366.29||Ut 220002765

37
多文化・多様性理解ハンドブック : 学校と子ども、
保護者をめぐる 改訂版

松永典子編著/施光恒,
波潟剛, S.M.D.T ランブ
クピティヤ著

金木犀舎 371.5||Ta 220002707

38 大学という理念 : 絶望のその先へ 吉見俊哉著
東京大学出版
会

377.04||Yo 220002768

39
Introduction to Riemannian manifolds 2nd ed
(Graduate texts in mathematics:176)

John M. Lee Springer 410.8||Gr||176 220002782

40
Brownian motion, martingales, and stochastic
calculus (Graduate texts in mathematics:v. 274)

Jean-François Le Gall Springer 410.8||Gr||274 220002781

41

Introduction to the calculus of variations and
control with modern applications : hardback
(Chapman & Hall/CRC applied mathematics and
nonlinear science series)

John A. Burns CRC Press 413.3||Bu 220002824

42
Fractional calculus : ICFDA 2018, Amman, Jordan,
July 16-18 : pbk. (Springer proceedings in
mathematics & statistics:v.303)

Praveen Agarwal ... [et
al.] editors

Springer 413.3||Fr 220002783

43
Time optimal control of evolution equations : pbk.
(Progress in nonlinear differential equations and
their applications:v. 92)

Gengsheng Wang ... [et
al.]

Birkhä
user/Springer

413.6||Ti 220002777

44
Tools and Problems in Partial Differential
Equations (Universitext)

Thomas Alazard, Claude
Zuily

Springer 413.63||Al 220002780

45
Recent progress on reaction-diffusion systems
and viscosity solutions

editors, Yihong Du,
Hitoshi Ishii, Wei-Yueh
Lin

World Scientific 413.63||Re 220002809

46
Optimal control and viscosity solutions of
Hamilton-Jacobi-Bellman equations (Modern
birkhäuser classics)

Martino Bardi, Italo
Capuzzo-Dolcetta

Birkhäuser 413||Ba 220002784

47
Controlled Markov processes and viscosity
solutions 2nd ed : pbk. (Stochastic modelling and
applied probability:25)

Wendell H. Fleming, H.
Mete Soner

Springer-Verlag 417.1||Fl 220002778

48
Stochastic linear-quadratic optimal control
theory: differential games and mean-field
problems (SpringerBriefs in mathematics)

Jingrui Sun, Jiongmin
Yong

Springer 417.1||Su 220002776

49
Stochastic control theory : dynamic programming
principle 2nd ed (Probability theory and
stochastic modelling:v. 72)

Makiko Nisio Springer 417||Ni 220002779

50 よくわかる気象学 : イラスト図解 専門知識編 中島俊夫著 ナツメ社 451||Na 220002705

51
誰が命を救うのか : 原発事故と闘った医師たちの
記録 (論創ノンフィクション:004)

鍋島塑峰著 論創社 493.195||Na 220002694

52
視力を失わないために今すぐできること : 世界一
の眼科外科医がやさしく教える

深作秀春著 主婦の友社 496||Fu 220002787

53
感染列島強靱化論 : パンデミック下での大災害に
備える公衆衛生戦略

藤井聡, 高野裕久著 晶文社 498.1||Fu 220002709

54 公衆免疫強靱化論 : 菅政権への提案
藤井聡編著/宮沢孝幸
編著

啓文社書房/啓
文社(発売)

498.1||Ko 220002708

55 やめる美容 友利新著 光文社 498.583||To 220002721
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56 鉄道車両と設計技術 復刻版
「応用機械工学」編集部
編

大河出版 536||Te 220002748

57
みんなが欲しかった!第二種電気工事士技能試験
の完全攻略 2020年度版 (みんなが欲しかった!電
気工事士シリーズ)

TAC出版開発グループ
編著

TAC株式会社出
版事業部

540.79||Mi||'20 220002684

58
みんなが欲しかった!第二種電気工事士筆記試験
の教科書&問題集 2020年度版 (みんなが欲し
かった!電気工事士シリーズ)

TAC出版開発グループ
編著

TAC株式会社出
版事業部

540.79||Mi||'20 220002685

59 115系物語 (キャンブックス:143. 鉄道) 福原俊一著
JTBパブリッシン
グ

546.5||Fu 220002747

60 最新電気鉄道工学 3訂版
電気学会電気鉄道にお
ける教育調査専門委員
会編

コロナ社 546||Sa 220002785

61
ラズベリー・パイで作るAIスピーカ「プリント基板付
き」 : Google HomeやAmazon Echoはこうやって動
いている (CQ文庫シリーズ)

漆谷正義他著 CQ出版 548.21||Ur 220002699

62
ゼロからよくわかる!ラズベリー・パイで電子工作入
門ガイド 改訂2版

タトラエディット著 技術評論社 548.29||Ze 220002700

63
美肌成分事典 : 化粧品選びの常識が変わる! : キ
レイになりたい人も勉強したい人ももう悩まない!誰
でもわかる

かずのすけ, 白野実著
主婦の友イン
フォス/主婦の
友社 (発売)

576.7||Ka 220002724

64
秒でわかる!最強の家事 : 暮らしは、化学でラクに
なる!

かずのすけ著 ワニブックス 592.3||Ka 220002723

65 どんな敏感肌でも美肌になれる!オフスキンケア かずのすけ著 KADOKAWA 595.5||Ka 220002722

66 大人男子の「超」清潔感ハック 宮永えいと著 KADOKAWA 595||Mi 220002725

67
法令上の制限・税・その他 (出る順宅建士シリー
ズ)

東京リーガルマ
インド

673.99||De||'21 220002713

68
法令上の制限・税・その他 (出る順宅建士シリー
ズ)

東京リーガルマ
インド

673.99||De||'21 220002714

69
民法/区分所有法等 上 (マンション管理士・管理
業務主任者総合テキスト. 2020年度版)

TAC株式会社(マンショ
ン管理士・管理業務主
任者講座)

TAC株式会社出
版事業部

673.99||Ma||1 220002689

70
規約/契約書/会計等 中 (マンション管理士・管理
業務主任者総合テキスト. 2020年度版)

TAC株式会社(マンショ
ン管理士・管理業務主
任者講座)

TAC株式会社出
版事業部

673.99||Ma||2 220002690

71
マンション管理士項目別過去8年問題集 2020年
度版

TAC株式会社(マンショ
ン管理士講座) 編

TAC株式会社出
版事業部

673.99||Ma||'20 220002688

72
維持・保全等/マンション管理適正化法等 下 (マン
ション管理士・管理業務主任者総合テキスト:2020
年度版)

TAC株式会社(マンショ
ン管理士・管理業務主
任者講座)

TAC株式会社出
版事業部

673.99||Ma||3 220002691

73
ザ・モデル : マーケティング・インサイドセールス・
営業・カスタマーサクセスの共業プロセス
(MarkeZine BOOKS)

福田康隆著 翔泳社 675||Fu 220002718

74
ブルートレイン大図鑑 : 客車寝台特急の57年 (旅
鉄books:018)

「旅と鉄道」編集部編
天夢人/山と溪
谷社 (発売)

686.21||Bu 220002746

75 山陽本線 : 昭和の思い出アルバム
牧野和人著/荻原二郎,
野口昭雄, 林嶢, 安田就
視写真撮影

フォト・パブリッ
シング/メディア
パル (発売)

686.21||Ma 220002745

76 東海道線154駅 : 降りて、見て、歩いて、調べた 鼠入昌史著 イカロス出版 686.21||So 220002752

77 全国鉄道地図帳 (レールウェイマップル) 昭文社編集部編集 昭文社 686.21||Ze 220002753

78 山手線30駅 : 降りて、見て、歩いて、調べた 鼠入昌史著 イカロス出版 686.2136||So 220002743

79
大阪環状線御堂筋線古地図さんぽ : 懐かしい大
阪市内にタイムトリップ

生田誠著
フォト・パブリッ
シング/メディア
パル (発売)

686.2163||Ik 220002749

80
もっとお得にきっぷを買うアドバイス50 : 1冊合計
30万円以上の、お得になる知恵の数々 (旅鉄
HOW TO:006)

蜂谷あす美著
天夢人/山と溪
谷社(発売)

686.51||Ha 220002741

81 ICカードと自動改札 (交通ブックス:123) 椎橋章夫著
交通研究協会/
成山堂書店 (発
売)

686.51||Sh 220002766

82 きっぷのルールハンドブック 増補改訂版 土屋武之著 実業之日本社 686.51||Ts 220002742
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83
アートのロジックを読み解く西洋美術の楽しみ方 :
logic of art

OCHABI Institute著 インプレス 723||Aｔ 220002706

84 マンガ! : 大英博物館マンガ展図録(Mangaマンガ)
ニコル・クーリッジ・ルー
マニエール, 松葉涼子編
/山川早霧, 飯原裕美訳

三省堂 726.101||Ro 220002755

85
幻想的な背景を描く : 緻密なドロウイングでつくる
リアルな異空間 (コミックス・ドロウイングブック
EXTRA)

六七質著/コミックス・ド
ロウイング編集部編

誠文堂新光社 726.507||Mu 220002769

86 コンセプトが伝わるデザインのロジック OCHABI Institute著
ビー・エヌ・エヌ
新社

727||Ko 220002726

87 知られざるキミ・ライコネン
カリ・ホタカイネン著/五
十嵐淳訳/監修/和泉由
妃, 川合遥香訳

三栄書房 788.7||Ho 220002759

88 TOEICテスト新形式精選模試リーディング 2
加藤優, 野村知也, Paul
McConnell著

ジャパンタイム
ズ

830.79||Ka||2 220002704

89 眼球綺譚 (角川文庫:15512) 綾辻行人 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

913.6||Ay 220002737

90 フリークス (角川文庫:16776) 綾辻行人 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

913.6||Ay 220002738

91 緋色の囁き 新装改訂版 (講談社文庫:あ52-30) 綾辻行人[著] 講談社 913.6||Ay 220002740

92 きたきた捕物帖 宮部みゆき著 PHP研究所 913.6||Mi 220002767

93
7人の名探偵 : 新本格30周年記念アンソロジー
(講談社文庫:あ52-29)

綾辻行人[著]/歌野晶午
[著]/法月綸太郎[著]/
有栖川有栖[著]/我孫子
武丸[著]/山口雅也
[著]/麻耶雄嵩[著]

講談社 913.6||Sh 220002739

94 魔女の旅々 2 (GAノベル) 白石定規著 SBクリエイティブ 913.6||Sh||2 220002760

95 猫を棄てる : 父親について語るとき 村上春樹著/高妍絵 文藝春秋 914.6||Mu 220002692

96
アルベール・カミュペスト : 果てしなき不条理との
闘い (NHK「100分de名著」ブックス)

中条省平著 NHK出版 953.7||Ch 220002693


