
第18回 学生選書の会 選書リスト

書名 著者名 出版社 請求記号

1
10歳から身につく問い、考え、表現する力 : ぼくがイェール大
で学び、教えたいこと

齋藤 淳 NHK出版 000-NHK出版新書-439

2 世界史の極意 佐藤 優 NHK出版 000-NHK出版新書-451

3 パルプ Bukowski Charles 筑摩書房 000-ちくま文庫-ふ-50-1

4 幻の女 Irish William 1903-1968 早川書房 000-ハヤカワ文庫-HM-ア-3-4

5 ダリの繭 有栖川 有栖 KADOKAWA 000-角川文庫-あ-26-1

6 海のある奈良に死す 有栖川 有栖 角川書店 000-角川文庫-あ-26-2

7 朱色の研究 有栖川 有栖 角川書店 000-角川文庫-あ-26-3

8 GOTH (ゴス) 乙一 角川書店 000-角川文庫-お-52-1

9 GOTH (ゴス) 乙一 角川書店 000-角川文庫-お-52-2

10 緑の毒 桐野 夏生 KADOKAWA 000-角川文庫-き-34-2

11 GOSICK : ゴシック 桜庭 一樹 角川書店 000-角川文庫-さ-48-20

12 小説秒速5センチメートル 新海 誠 KADOKAWA 000-角川文庫-し-57-1

13 小説言の葉の庭 新海 誠 KADOKAWA 000-角川文庫-し-57-2

14 ハリー・オーガスト、15回目の人生 North Claire KADOKAWA 000-角川文庫-ノ-2-1

15 恋に仕事にSNSにてんやわんやの12か月 Fielding Helen KADOKAWA 000-角川文庫-フ-36-4

16 恋に仕事にSNSにてんやわんやの12か月 Fielding Helen KADOKAWA 000-角川文庫-フ-36-5

17 校閲ガール 宮木 あや子 KADOKAWA 000-角川文庫-み-44-1

18 ジョーカー・ゲーム 柳 広司 角川書店 000-角川文庫-や-39-6

19 ダブル・ジョーカー 柳 広司 角川書店 000-角川文庫-や-39-7

20 パラダイス・ロスト 柳 広司 角川書店 000-角川文庫-や-39-8

21 ラスト・ワルツ 柳 広司 KADOKAWA 000-角川文庫-や-39-9

22 クドリャフカの順番 米澤 穂信 角川書店 000-角川文庫-よ-23-3

23 遠まわりする雛 米澤 穂信 角川書店 000-角川文庫-よ-23-4

24 ふたりの距離の概算 米澤 穂信 角川書店 000-角川文庫-よ-23-5

25 社会人大学人見知り学部卒業見込 若林 正恭 KADOKAWA 000-角川文庫-わ-13-1

26 マネーロンダリング 橘 玲 幻冬舎 000-幻冬舎文庫-た-20-1

27 山女日記 湊 かなえ 幻冬舎 000-幻冬舎文庫-み-23-2

28 クリーピースクリーチ 前川 裕 光文社 000-光文社文庫-ま-20-3

29 情と理 : カミソリ後藤田回顧録 後藤田 正晴 講談社 000-講談社α文庫-G-137-1

30 情と理 : カミソリ後藤田回顧録 後藤田 正晴 講談社 000-講談社α文庫-G-137-2

31 グレイヴディッガー 高野 和明 講談社 000-講談社文庫-た-94-2

32 ヒトイチ : 警視庁人事一課監察係 濱 嘉之 講談社 000-講談社文庫-は-92-11

33 しのびよる月 逢坂 剛 集英社 000-集英社文庫-お-16-8

34 嗤う名医 久坂部 羊 集英社 000-集英社文庫-く-33-1

35 バッドカンパニー 深町 秋生 集英社 000-集英社文庫-ふ-30-1

36 六条御息所源氏がたり 林 真理子 小学館 000-小学館文庫-は-5-4
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37 六条御息所源氏がたり 林 真理子 小学館 000-小学館文庫-は-5-5

38 鋼のメンタル 百田 尚樹 新潮社 000-新潮新書-679

39 狂犬 矢月 秀作 双葉社 000-双葉文庫-や-30-02

40 行ってはいけない外食 南 清貴 三笠書房
000-知的生きかた文庫-み-
29-1

41 黒警 月村 了衛 朝日新聞出版 000-朝日文庫-つ-19-1

42 帝冠の恋 須賀 しのぶ 徳間書店 000-徳間文庫-す-17-1

43 死神の浮力 伊坂 幸太郎 文藝春秋 000-文春文庫-い-70-2

44 禿鷹狩り 逢坂 剛 文藝春秋 000-文春文庫-お-13-11

45 禿鷹狩り 逢坂 剛 文藝春秋 000-文春文庫-お-13-12

46 兇弾 逢坂 剛 文藝春秋 000-文春文庫-お-13-15

47 剣と紅 : 戦国の女領主・井伊直虎 高殿 円 文藝春秋 000-文春文庫-た-95-1

48 真田三代 火坂 雅志 文藝春秋 000-文春文庫-ひ-15-11

49 君にさよならを言わない 七月 隆文 宝島社 000-宝島社文庫-C-な-10-2

50 君にさよならを言わない 七月 隆文 宝島社 000-宝島社文庫-C-な-10-3

51 果てしなき渇き 深町 秋生 宝島社 000-宝島社文庫-C-ふ-1-1

52 最後の証人 柚月 裕子 宝島社 000-宝島社文庫-C-ゆ-1-3

53
vvvvook : プロトタイピングのためのビジュアルプログラミング
入門

伊東 実 ビー・エヌ・エヌ新社 007.642-I89

54 マスタリングBlender Mullen Tony 1971-
アスキー・メディア
ワークス

007.642-Mu29

55 物理シミュレーションBlender Mullen Tony 1971-
アスキー・メディア
ワークス

007.642-Mu29

56 Blender2.7モデリング・ブック 大河原 浩一 マイナビ 007.642-O46

57
Beyond Interaction : クリエイティブ・コーディングのための
openFrameworks実践ガイド

田所 淳 ビー・エヌ・エヌ新社 007.642-Ta16

58 Blender 2.6マスターブック 藤堂++ カットシステム 007.642-To18

59 Blender 2.7ガイド&3DCG基本作品制作 海川 メノウ カットシステム 007.642-U74

60 JavaデベロッパーのためのEclipse完全攻略 石黒 尚久 SBクリエイティブ 007.64-I73

61 地球の歩き方 地球の歩き方編集室
ダイヤモンド・ビッグ
社

097-旅行ガイド

62 教員採用試験一般教養らくらくマスター 資格試験研究会 実務教育出版 099.0200-J55-2016

63 教員採用試験小学校全科らくらくマスター 資格試験研究会 実務教育出版 099.0201-J55-2016

64 教員採用試験教職教養らくらくマスター 資格試験研究会 実務教育出版 099.0201-J55-2016

65 教員採用試験特別支援学校らくらくマスター 資格試験研究会 実務教育出版 099.0201-J55-2016

66 SPI最強問題集 : 「1日30分30日」完全突破! 柳本 新二 大和書房 099.0303-D28-2016

67 司書になるには 森 智彦 ぺりかん社 099.0407-P42-2016

68 TOEIC test入門特急とれる600点 TEX 加藤 朝日新聞出版 099.0701-A82-2016

69 秘書検定2級・3級 : 頻出ポイント&実戦問題 : これで合格! 横山 都 高橋書店 099.1030-Ta33-2016

70 これが応用哲学だ! 戸田山 和久 大隅書店 104-To17

71 組織サバイバルの教科書韓非子 守屋 淳
日本経済新聞出版
社

124.57-Mo72

72 まんがでわかるニーチェ nev 宝島社 134.94-Ma43
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73 「バカの人」相手に感情的にならない本 和田 秀樹 文芸社 140.4-W12

74 赤の書 Jung C. G. 創元社 146.15-J95

75 アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉
Adler Alfred 1870-
1937

ダイヤモンド社 146.1-A16

76 幸福はなぜ哲学の問題になるのか 青山 拓央 太田出版 151.6-A58

77 DJあおいの恋の悪知恵 DJあおい KADOKAWA 152.1-D79

78
じゃあ言うけど、そんなコントみたいな恋愛をしているようでは
一生愛されないってことよ。

DJあおい ワニブックス 152.1-D79

79 美人な「しぐさ」 中井 信之
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

159.6-N34

80 人はいくつになっても、美しい Selfe Daphne 幻冬舎 159.6-Se47

81
そろそろ、何かしなくちゃ。 : ポジティブに生きる100の言葉 :
positive word for success

小宮 一慶 秀和システム 159.8-Ko65

82
結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる : 能力以上に結果
が出る「行動力」の秘密

藤由 達藏 青春出版社 159-F68

83 ナポレオン・ヒル自己実現 Hill Napoleon きこ書房 159-H58

84
スタンフォードの心理学講義人生がうまくいくシンプルなルール
= Lessons to Achieve Great Results

McGonigal Kelly 日経BP社 159-Ma15

85 成功脳と失敗脳 : 脳が震えるほど成功する方法 茂木 健一郎 総合法令出版 159-Mo16

86
筋トレが最強のソリューションである : マッチョ社長が教える究
極の悩み解決法

Testosterone ユーキャン学び出版 159-Te84

87 ケルト神話 MacCana Proinsias 青土社 164.339-Ma13

88 怒らニャい禅語 : 感情をシンプルにする60の方法 枡野 俊明 河出書房新社 188.84-Ma68

89 戦争と宗教と、そして21世紀はどこへ向かうのか? 出口 治明 祥伝社 204-D53-2

90 サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福 Harari Yuval Noah 河出書房新社 209-H32-上

91 平安王朝の五節舞姫・童女 : 天皇と大嘗祭・新嘗祭 服藤 早苗 塙書房 210.091-F84

92 本能寺の変 : 史実の再検証 盛本 昌広 東京堂出版 210.48-Mo55

93 戦争まで : 歴史を決めた交渉と日本の失敗 加藤 陽子 朝日出版社 210.7-Ka86

94
まんがで語りつぐ広島の復興 : 原爆の悲劇を乗り越えた人び
と

手塚プロダクション 小学館クリエイティブ 217.6-Ma43

95 図説英国メイドの日常 村上 リコ 河出書房新社 233.06-Mu43

96 真田より活躍した男毛利勝永 今福 匡 宮帯出版社 289.1-I41

97 真田幸村と真田丸 : 大坂の陣の虚像と実像 渡邊 大門 河出書房新社 289.1-W46

98 カンパン夫人 : フランス革命を生き抜いた首席侍女 Kertanguy In?s de 白水社 289.3-Ke59

99 ジャンヌ・ダルク処刑裁判 高山 一彦 白水社 289.3-Ta56

100 東大のクールな地理 : 経済と"世界の動き"が見えてくる! 伊藤 彰芳 青春出版社 290-I89

101 ジオゴロ地理 : 坂本のスーパー暗記帖 坂本 勉 学研教育出版 290-Sa32

102 日本人なら知っておきたい「実はみんな知らない日本」 池上 彰 SBクリエイティブ 302-I33-1

103
いまさら聞けない「イスラム世界」のきほん : 知っておきたい大
人の知識

池上 彰 SBクリエイティブ 302-I33-2

104 2017年世界の真実 長谷川 慶太郎 ワック 304-H36

105 SEALDsの真実 : SEALDsとしばき隊の分析と解剖 田中 宏和 鹿砦社 309.021-Ta84

106 戦後をつくる : 追憶から希望への透視図 御厨 貴 吉田書店 312.1-Mi25

107 日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか 矢部 宏治
集英社インターナ
ショナル

319.1053-Y11

108 オバマ大統領がヒロシマを訪れた日
広島テレビ放送株式会
社

ポプラ社 319.8-H73
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109 安倍晋三の憲法戦争 塩田 潮 プレジデント社 323.149-Sh77

110 会社法の基礎知識 : ビジネスに・経営に必ず役立つ 井口 茂 自由国民社 325.2-I24

111 田中角栄を逮捕した男 : 吉永祐介と特捜検察「栄光」の裏側 村山 治 朝日新聞出版 327.13-Mu62

112 道徳感情はなぜ人を誤らせるのか : 冤罪、虐殺、正しい心 管賀 江留郎 洋泉社 327.6-Ka54

113 戦後70年世界経済の歩み 池上 彰 KADOKAWA 332.06-I33

114 大学4年間の経営学が10時間でざっと学べる 高橋 伸夫 KADOKAWA 335.1-Ta33

115 株式会社の終焉 水野 和夫
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

335.4-Mi96

116 海外勤務が決まったらすぐ読む本 白藤 香 あさ出版 335.5-Sh81

117
ドラッカーから学ぶ多角化戦略 : 御社の閉塞感を打ち破る多
角化手引書

藤屋 伸二
クロスメディア・パブ
リッシング

336.1-F68

118
田中角栄の「経営術教科書」 : 実際に取材し続けた者のみが
書ける「本当の田中角栄」

小林 吉弥 主婦の友社 336.3-Ko12

119
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 実務教育出版 336.49-B42

120 本当に賢い人の丸くおさめる交渉術 三谷 淳 すばる舎 336.49-Mi58

121 人を動かしてしまうすごい質問力 櫻井 弘 ワニブックス 336.49-Sa47

122 超・箇条書き : 「10倍速く、魅力的に」伝える技術 杉野 幹人 ダイヤモンド社 336.55-Su42

123 これならわかる会計基準 : 図解と設例で学ぶ 本田 直誉 日本実業出版社 336.92-H84

124 最新株・証券用語がよ～くわかる本 : ポケット図解 石原 敬子 秀和システム 338.155-I74

125 図解知識ゼロからはじめる株の入門書 安恒 理 ソシム 338.155-Y66

126
普通のサラリーマンがスキマ時間を利用して株で1日1万円儲
けたスマホ投資術

JACK ダイヤモンド社 338.183-J11

127
スマホで波乗り株投資法 : 分析不要1日3分のトレード7年連続
プラスの驚異のメソッド

下山 敬三 合同フォレスト 338.183-Sh55

128 住友銀行秘史 国重 惇史 講談社 338.61-Ku45

129 「入門」投資信託のしくみ 中野 晴啓 日本実業出版社 338.8-N39

130 損害保険数理 岩沢 宏和 日本評論社 339.1-A39-4

131 生命保険数理 黒田 耕嗣 日本評論社 339.1-A39-5

132 大隈重信、中国人を大いに論ず : 現代語訳『日支民族性論』 大隈 重信 祥伝社 361.42-O55

133
話し方で「成功する人」と「失敗する人」の習慣 : 人づき合いが
下手で落ちこぼれていた私がコミュニケーションの達人になれ

松橋 良紀 明日香出版社 361.454-Ma76

134
言いにくいことをハッキリ言っても好かれる人の習慣 : 嫌われ
たくない…でも、軽く扱われたくない!

能町 光香 すばる舎 361.4-N94

135 女子のチカラ 米澤 泉 勁草書房 367.21-Y84

136 男の育児・女の育児 : 家族社会学からのアプローチ 大和 礼子 昭和堂 367.3-Y45

137
経済学者日本の最貧困地域に挑む : あいりん改革3年8カ月
の全記録

鈴木 亘 東洋経済新報社 368.2-Su96

138 これからのシュタイナー幼児教育 : いま、おとなにできること 入間 カイ 春秋社 376.11-I66

139 最後の秘境東京藝大 : 天才たちのカオスな日常 二宮 敦人 新潮社 377.28-N76

140
はじめて投票するあなたへ、どうしても伝えておきたいことがあ
ります。

ブルーシープ ブルーシープ 379.4-B94

141 チベット聖地の路地裏 : 八年のラサ滞在記 村上 大輔 法藏館 382.229-Mu43

142
媚びてないのにかわいい[ハート]シンデレラマナー =
Cinderella manners

桜 美月
主婦の友インフォス
情報社

385.9-Sa46

143
マナーより大事な品性がにじみ出る立ち振舞い : 自分を美しく
躾ける教科書

菅原 圭 河出書房新社 385.9-Su28

144 徳川家当主に学ぶほんとうの礼儀作法 徳川 義親 祥伝社 385.9-To36
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145
美しい女性(ひと)をつくる言葉のお作法 : オトナ美人75のたし
なみ

吉田 裕子 かんき出版 385.9-Y86

146 ジークフリート伝説集 石川 栄作 同学社 388.34-J51

147 最高の戦略教科書孫子 守屋 淳
日本経済新聞出版
社

399.23-Mo72

148
自然界の秘められたデザイン : 雪の結晶はなぜ六角形なの
か?

Stewart Ian Nicholas
1945-

河出書房新社 404-St5

149 ハイレベル理系数学 三ツ矢 和弘 河合出版 410-Mi66

150 1冊でマスター大学の微分積分 石井 俊全 技術評論社 413.3-I75

151 統計学をまる裸にする : データはもう怖くない Wheelan Charles J.
日本経済新聞出版
社

417-W66

152 化学「化学基礎・化学」標準問題精講 鎌田 真彰 旺文社 430-Ka31

153 美しいプランクトンの世界 : 生命の起源と進化をめぐる Sardet Christian 河出書房新社 468.6-Sa69

154 東北きのこ図鑑 工藤 伸一 家の光協会 474.85-Ku17

155
昆虫は最強の生物である : 4億年の進化がもたらした驚異の
生存戦略

Shaw Scott Richard 河出書房新社 486.1-Sh13

156 意識はいつ生まれるのか : 脳の謎に挑む統合情報理論 Massimini Marcello 亜紀書房 491.371-Ma65

157 コンパス生物薬剤学 岩城 正宏 南江堂 491.5-I93

158 あなたのためなら死んでもいいわ : 自分を見失う病「共依存」 水沢 都加佐 春秋社 493.74-Mi96

159 新やさしい透析療法 田畑 勉 診断と治療社 494.93-Ta11

160 ねこ背は治る! : 知るだけで体が改善する「4つの意識」 小池 義孝 自由国民社 498.3-Ko31

161 衛生薬学演習 緒方 文彦 京都廣川書店 498-O23

162 薬事関係法規演習 山本 いづみ 京都廣川書店 499.091-Y31

163 生物薬剤学演習 伊藤 清美 京都廣川書店 499.6-I89

164 調剤学演習 小林 道也 京都廣川書店 499.6-Ko12

165 あたらしいアロマテラピー事典 : おもしろくて役に立つ 木田 順子 高橋書店 499.87-Ki12

166 北京をつくりなおす : 政治空間としての天安門広場 Wu Hung 1945- 国書刊行会 518.85-W96

167 喫茶とインテリアWEST : 喫茶店・洋食店33の物語 BMC 大福書林 526.67-B46

168 まるわかりエアーバンド受信の教科書 三才ブックス 538.85-Ma58

169 飛行機ダイヤのしくみ 杉江 弘 交通研究協会 538.86-Su33

170 原発と日本の核武装 : 原子力事業のタブーを明かす 武田 邦彦 詩想社 539.091-Ta59

171
電波とラジオの基礎技術 : 宇宙通信も基をたどればふつうの
電波

岩上 篤行 誠文堂新光社 547.5-I93

172 これ1冊でできる!ラズベリー・パイ超入門 福田 和宏 ソーテック社 548.29-F74

173 名刺サイズの魔法のパソコンラズベリー・パイで遊ぼう! 林 和孝 ラトルズ 548.29-H48

174 PICで楽しむAndroidアクセサリの自作 後閑 哲也 技術評論社 548.2-G59

175 電子工作のためのPIC16F1ファミリ活用ガイドブック 後閑 哲也 技術評論社 548.2-G59

176 はじめてのmbed (エムベッド) 電子工作 勝 純一 工学社 548.2-Ka87

177
PICマイコンとBASICで広がる電子工作 : はじめてのプログラミ
ングを楽しもう!

丹羽 一夫 CQ出版 548.2-N89

178
mbed+MAPLEボードプログラミング : マイクロコントローラベー
スボード

大川 善邦 工学社 548.2-O46

179 mbed+Androidデータ通信プログラミング 大川 善邦 工学社 548.2-O46

180 PICではじめるアナログ回路 後閑 哲也 技術評論社 549.3-G59
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181
電子工作入門以前 : 電気・電子・回路・部品・マイコン・プログ
ラミングの基礎知識

後閑 哲也 技術評論社 549-G59

182 センサーでなんでもできるおもしろまじめ電子工作 蔵下 まさゆき 秀和システム 549-Ku55

183 Men'sファッションバイヤーが教える「おしゃれの法則」 MB 宝島社 589.2-E55

184 鱗塾 濱田 マサル 宝島社 595.5-H22-1

185 イガリ印 365日メイク図鑑 イガリ シノブ 講談社 595.5-I23-2016/2017

186 恋される女子になる大人かわいいヌケ感メイク 犬木 愛 双葉社 595.5-I59

187 腹が凹む!神の7秒間メソッド : ハリウッド式ワークアウト 北島 達也 ワニブックス 595.6-Ki65

188 100% Beauty Note : 早坂香須子の美容A to Z 早坂 香須子 KADOKAWA 595-H47

189
パリの小さなキッチン : Classic French recipes with a fresh
and simple approach

Khoo Rachel 翔泳社 596.23-Kh85

190 やせぐせがつく野菜の常備菜 庄司 いずみ 世界文化社 596.37-Sh96

191
マグカップケーキ : 特別な型なしでOK。いつものマグでまぜて
焼くだけ!

本間 節子 主婦の友社 596.65-H85

192 イチバン親切なお菓子の教科書 川上 文代 新星出版社 596.65-Ka94

193 まいにちおやつ : 初めてでも失敗しない51のレシピ なかしま しほ KADOKAWA 596.65-N42

194 恋するチョコレート : そのひと口が魔法のはじまり… 運気アップ調査会 晩聲社 596.65-U75

195
アトリエ・タタンのチーズケーキ : ベイクド、レア、スフレ3つの基
本と、ヨーロッパのチーズケーキ

渡部 まなみ
文化学園文化出版
局

596.65-W45

196
コーヒーを楽しむ。 : ペーパードリップで淹れるおいしいコー
ヒー

堀内 隆志 主婦と生活社 596.7-H89

197 日本茶 枻出版社 596.7-N71

198 食品の保存テク : もっとおいしく、ながーく安心 朝日新聞出版 朝日新聞出版 596-A82

199 てんきち母ちゃんの夜10分、あるものだけでおつまみごはん 井上 かなえ 文藝春秋 596-I57

200
帰ってから作れるおかず200 : いそがしい日に大活躍! : プロの
料理家22人が考えた

オレンジページ 596-Ka15

201 砂糖が決め手!コウケンテツのまたつくりたくなる定番レシピ コウ ケンテツ NHK出版 596-Ko11

202 「おかずの素」と「合わせダレ」でラクチンつくりおきおかず 扶桑社 596-O48

203 Rola's Kitchen : 54 Healthy and Stylish Recipes ローラ シー・エー・ティー 596-R69

204 たれ・ソースの黄金比レシピ345 主婦と生活社 主婦と生活社 596-Sh99

205
オトナになったセイシュンの食卓 : お手軽、おいしい+体にやさ
しい!

たけだ みりこ 永岡書店 596-Ta59

206
一生作り続けたいおかず : 50年の名門料理教室のベストレシ
ピ150

田中 伶子 主婦と生活社 596-Ta84

207 ワタナベマキの31日分の定食カレンダー 渡辺 麻紀 日本文芸社 596-W46

208 犬と猫の行動学 : 問題行動の理論と実際 O'Farrell Valerie 学窓社 645.6-O19

209 営業のプロが新人のために書いたはじめての「営業」1年生 野部 剛 明日香出版社 673.3-N91

210 阪急英国フェアの舞台裏 桑原 渉 R.S.V.P. 673.838-Ku95

211 三越伊勢丹の秘密 : 常に革新を生み続ける 大西 洋 海竜社 673.838-O66

212 スターバックス再生物語 : つながりを育む経営 Schultz Howard 徳間書店 673.98-Sc8

213
ごめんじゃすまない!自転車の事故 : 暮らしの落とし穴から守る
本 : あなたと家族を守るため

岡田 正樹 芸文社 681.3-O38

214
旅客機を見れば世界が分かる : 大事なことは飛行機趣味から
学んだ

チャーリー古庄 イカロス出版 687.2-C34

215
パラダイス山元の飛行機のある暮らし : 年間最多搭乗1022回
「ヒコーキの中の人」が贈る空の過ごし方

パラダイス山元
ダイヤモンド・ビッグ
社

687-P23

216 リゾート開発と鉄道財閥秘史 広岡 友紀 彩流社 689.21-H71
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217 一生の仕事が見つかるディズニーの教え 大住 力 日経BP社 689.5-O79

218 ディズニーで学んだ人がグングン伸びる39の方法 志澤 秀一 すばる舎リンケージ 689.5-Sh93

219 美術でめぐる日本再発見 : 浮世絵・日本画から仏像まで 和田 彩花 オデッセー出版 702.1-W12

220 『はだしのゲン』を読む 河出書房新社編集部 河出書房新社 726.101-Ka92

221 はだしのゲンわたしの遺書 中沢 啓治 朝日学生新聞社 726.101-N46

222 ではまた、あの世で : 回想の水木しげる 大泉 実成 洋泉社 726.101-O35

223 竹宮惠子カレイドスコープ 竹宮 恵子 新潮社 726.101-Ta63

224 おこりじぞう : 絵本 山口 勇子 金の星社 726.6-Y24

225 Studio One 3で学ぶ音楽の作り方 浅田 祐介 リットーミュージック 763.9-A81

226
Studio One 3ガイドブック : 進化した次世代DAWソフトの入門
書 : for windows/mac

近藤 隆史 スタイルノート 763.9-Ko73

227
Studio Oneガイドブック : 次世代DAWソフトの入門書・
VERSION2シリーズ対応 : for Windows/Mac

近藤 隆史 スタイルノート 763.9-Ko73

228 くるりのこと くるり 新潮社 764.7-Ku79

229 いきものがたり 水野 良樹 小学館 764.7-Mi96

230 俺たちのメタル初体験物語
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

764.7-O71

231 ラリルレ論 野田 洋次郎 文藝春秋 767.8-N92

232 東京レコード散歩 : 昭和歌謡の風景をたずねて 鈴木 啓之 東京ニュース通信社 767.8-Su96

233 ブロードウェイ夢と戦いの日々 高良結香
ランダムハウス講談
社

775.4-Ta51

234 確実に速くなるランニングの科学 鈴木 清和 池田書店 782-Su96

235
ジョコビッチの生まれ変わる食事 : あなたの人生を激変させる
14日間プログラム

Djokovic Novak 1987- 三五館 783.5-D79

236 禅のことば茶のこころ : 決定版 千坂 秀学 淡交社 791.6-C48

237 はじめて学ぶ茶花 世界文化社 世界文化社 791.6-Se22

238 はじめて学ぶ茶の湯 : 表千家流 堀内 宗心 世界文化社 791-H16

239
花ごよみ365日 : 季節を呼びこむ身近な草花の生け方、愉しみ
方

雨宮 ゆか 誠文堂新光社 793-A44

240 はじめての簡単いけばな : だれでも素敵にできる 竹中 麗湖 世界文化社 793-Ta64

241 コミュニケーション力が上がる!伝わる声のつくり方 あらたに 葉子 日本評論社 809.2-A66

242 声は1分でよくなる! : 「話し方」もうまくなる超簡単トレーニング 福島 英 秀和システム 809.2-F84

243 好感をもたれる話し方のマナー : これだけは知っておきたい 前島 大介 枻出版社 809.2-Ko41

244
「話し方」の授業 : あがってしまうシーンでも相手にきちんと伝
わる

高津 和彦 日本実業出版社 809.2-Ko99

245 「大人ことば」で穏やかに話す 山崎 朋子 日本法令 809.2-Y43

246 日本の大和言葉を美しく話す : こころが通じる和の表現 高橋 こうじ 東邦出版 810.4-N71

247 朝日新聞の用語の手引 朝日新聞社用語幹事 朝日新聞出版 816.07-A82

248 英作文のトレーニング 石神 勉 増進会出版社 836-I73-実践

249 大学入試英作文ハイパートレーニング 大矢 復 桐原書店 836-O94-和文英

250 英文和訳演習 伊藤 和夫 駿台文庫 837.5-I89-基礎

251 英文和訳演習 伊藤 和夫 駿台文庫 837.5-I89-上級

252 英文和訳演習 伊藤 和夫 駿台文庫 837.5-I89-中級
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253 英文和訳演習 伊藤 和夫 駿台文庫 837.5-I89-入門

254 村上春樹「象の消滅」英訳完全読解 村上 春樹 NHK出版 837.5-Mu43

255 もしも紫式部が大企業のOLだったなら 井上 ミノル 創元社 910.23-I57

256 『文藝春秋』の戦争 : 戦前期リベラリズムの帰趨 鈴木 貞美 筑摩書房 910.263-Su96

257
ゲンinヒロシマ : 物語「はだしのゲン」/ 中沢啓治原作 ; 木島恭
脚本・詞

中沢 啓治 講談社 912.6-N46

258 源氏物語の端役たち 加藤 宏文 溪水社 913.36-Ka86

259 決戦!関ケ原 伊東 潤 講談社 913.68-I89

260 アンマーとぼくら 有川 浩 講談社 913.6-A71

261 何様 朝井 リョウ 新潮社 913.6-A83

262 仮面病棟 知念 実希人 実業之日本社 913.6-C46

263 ぼくは愛を証明しようと思う。 藤沢 数希 幻冬舎 913.6-F66

264 私のスポットライト 林 真理子 ポプラ社 913.6-H48

265 カエルの楽園 = The paradise of frogs 百田 尚樹 新潮社 913.6-H99

266 陸王 池井戸 潤 集英社 913.6-I33

267
ポイズンドーター・ホーリーマザー = Poison daughter, holy
mother

湊 かなえ 光文社 913.6-Mi39

268 ミサコの被爆ピアノ 松谷 みよ子 講談社 913.6-Mi51

269 彼女は一人で歩くのか? 森 博嗣 講談社 913.6-Mo45

270 イデアの影 森 博嗣 中央公論新社 913.6-Mo45

271 リケイ文芸同盟 向井 湘吾 幻冬舎 913.6-Mu24

272 消滅世界 村田 沙耶香 河出書房新社 913.6-Mu59

273 さよならクリームソーダ 額賀 澪 文藝春秋 913.6-N99

274
あなたの人生、逆転させます : 新米療法士・美夢のメンタルク
リニック日誌

小笠原 慧 新潮社 913.6-O22

275 ストロベリーライフ 荻原 浩 毎日新聞出版 913.6-O25

276 沈黙の町で 奥田 英朗 朝日新聞出版 913.6-O54

277 我が家の問題 奥田 英朗 集英社 913.6-O54

278 QJKJQ 佐藤 究 講談社 913.6-Sa85

279 ケレスの龍 椎名 誠 KADOKAWA 913.6-Sh32

280 また、同じ夢を見ていた 住野 よる 双葉社 913.6-Su63

281
シャーリー・ホームズと緋色の憂鬱 = Shirley Holmes & a
depression in scarlet

高殿 円 早川書房 913.6-Ta28

282 ペットショップボーイズ 竹吉 優輔 光文社 913.6-Ta68

283 黒涙 月村 了衛 朝日新聞出版 913.6-Ts63

284 影の中の影 月村 了衛 新潮社 913.6-Ts63

285 モナドの領域 筒井 康隆 新潮社 913.6-Ts93

286 手のひらの京 綿矢 りさ 新潮社 913.6-W47

287 おこりじぞう : 人形アニメ版 山口 勇子 新日本出版社 913.6-Y24

288 バイバイ・バディ 行成 薫 講談社 913.6-Y97
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289 異端のススメ 林 修 宝島社 914.6-H48

290 言葉が鍛えられる場所 : 思考する身体に触れるための18章 平川 克美 大和書房 914.6-H64

291 週末介護 岸本 葉子 晶文社 914.6-Ki58

292 絶歌 : 神戸連続児童殺傷事件 元少年A 太田出版 916-Mo89

293 禎子の千羽鶴 佐々木 雅弘 学研パブリッシング 916-Sa75

294 ギルガメシュ王の物語 : ラピス・ラズリ版 司 修 ぷねうま舎 929.711-G47

295 中村屋のボースが語るインド神話ラーマーヤナ
Bose Rash Behari
1886-1945

書肆心水 929.881-B66

296 アリス狩り 高山 宏 青土社 930.26-Ta56

297 死の翌朝
Blake Nicholas 1904-
1972

論創社 933.7-B53

298 Fifty shades of grey James E. L. Vintage Books 933.7-J18

299 ミスター・メルセデス King Stephen 1947- 文藝春秋 933.7-Ki43-下

300 ミスター・メルセデス King Stephen 1947- 文藝春秋 933.7-Ki43-上

301 米国人博士、大阪で主婦になる。 Slater Tracy 亜紀書房 936-Sl34

302 ディズニー・セラピー : 自閉症のわが子が教えてくれたこと Suskind Ron ビジネス社 936-Su78

303 Look who's back Vermes Timur 1967- MacLehose Press 943.7-V62

304 Comet in Moominland
Jansson Tove 1914-
2001

Square Fish 949.83-J23
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