
第20回学生選書の会　選書リスト

No. 書名 著者名 出版社 請求記号

1 説得の戦略 : 交渉心理学入門 荘司 雅彦
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

000-ディスカヴァー携書-180

2 未必のマクベス 早瀬 耕 早川書房 000-ハヤカワ文庫-JA-1294

3 幻想古書店で珈琲を 蒼月 海里 角川春樹事務所 000-ハルキ文庫-あ-26-1

4 英子の森 松田 青子 河出書房新社 000-河出文庫-ま-16-2

5 夏休み 千野 帽子 KADOKAWA 000-角川文庫-あ-210-2

6 七色の毒 : 刑事犬養隼人 中山 七里 KADOKAWA 000-角川文庫-な-57-2

7 ハーメルンの誘拐魔 : 刑事犬養隼人 中山 七里 KADOKAWA 000-角川文庫-な-57-3

8 ヴァイス : 麻布警察署刑事課潜入捜査 深見 真 KADOKAWA 000-角川文庫-ふ-21-2

9 検事の死命 柚月 裕子 KADOKAWA 000-角川文庫-ゆ-14-4

10 ダークツーリズム : 悲しみの記憶を巡る旅 井出 明 幻冬舎 000-幻冬舎新書-506

11 恐怖の構造 平山 夢明 幻冬舎 000-幻冬舎新書-507

12 出世する人の英語 : アメリカ人の論理と思考習慣 小林 真美 幻冬舎 000-幻冬舎新書-514

13 神の子 1 薬丸 岳 光文社 000-光文社文庫-や-34-1

14 神の子 2 薬丸 岳 光文社 000-光文社文庫-や-34-2

15 小説 響 : HIBIKI 柳本 光晴 小学館 000-小学館文庫-と-8-17

16 パレートの誤算 柚月 裕子 祥伝社 000-祥伝社文庫-ゆ-7-1

17 神戸栄町アンティーク堂の修理屋さん 竹村 優希 双葉社 000-双葉文庫-た-46-01

18 早わかり!知れば知るほど得する税金の本 出口 秀樹 三笠書房
000-知的生きかた文庫-て-5-
3

19 政権奪取論 : 強い野党の作り方 橋下 徹 朝日新聞出版 000-朝日新書-686

20 卑怯者の流儀 深町 秋生 徳間書店 000-徳間文庫-ふ-39-1

21 朽ちないサクラ 柚月 裕子 徳間書店 000-徳間文庫-ゆ-7-1

22 やりたいことを全部やる!時間術 臼井 由妃
日本経済新聞出
版社

000-日経ビジネス人文庫(青)-
う-9-1

23 オールド・テロリスト 村上 龍 文藝春秋 000-文春文庫-む-11-7

24 神の値段 一色 さゆり 宝島社 000-宝島社文庫-C-い-13-1

25 骨董探偵馬酔木泉の事件ファイル 一色 さゆり 宝島社 000-宝島社文庫-C-い-13-2

26 ルームシェア : 友達以上、恋人未満 宇木 聡史 宝島社 000-宝島社文庫-C-う-6-2

27 食の話
『このミステリーがす
ごい!』編集部

宝島社 000-宝島社文庫-C-こ-7-12

28 5分で驚く!どんでん返しの物語 宝島社 宝島社 000-宝島社文庫-C-こ-7-15

29 5分でほろり!心にしみる不思議な物語
『このミステリーがす
ごい!』編集部

宝島社 000-宝島社文庫-C-こ-7-16

30
5分で読める!ひと駅ストーリー : 『このミステリーがすごい!』大賞×日
本ラブストーリー大賞×『このライトノベルがすごい!』大賞

『このミステリーがす
ごい!』編集部

宝島社 000-宝島社文庫-C-こ-7-2
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31 四月一日さんは代筆屋 桜川 ヒロ 宝島社 000-宝島社文庫-C-さ-9-2

32 異世界駅舎の喫茶店 Swind 宝島社 000-宝島社文庫-C-す-2-1

33 文系と理系はなぜ分かれたのか 隠岐 さや香 星海社 002-O51

34
組み込みAndroidエキスパートテクニックブック : 組み込み処理で
Androidをフル活用するための手引書

出村 成和
シーアンドアー
ル研究所

007.634-D56

35 After Effects標準エフェクト全解 : completed all of 289 effects 石坂 敦
ビー・エヌ・エヌ
新社

007.642-I84

36
After Effects FIRST LEVEL : ゼロからはじめる映像制作基礎テクニッ
ク

佐藤 智幸 ボーンデジタル 007.642-Sa85

37 After Effects逆引きデザイン事典 : CC/CS6 高木 和明 翔泳社 007.642-Ta29

38
Alexaスキル制作テクニック : 音声認識自然言語理解機械学習 : skill:
アレクサ用アプリ

市川 純 工学社 007.64-I14

39 Kotlinイン・アクション Jemerov Dmitry マイナビ出版 007.64-J35

40
Amazon Alexa開発ガイド : Alexa対応スキル&AVS対応アプリの作り
方

加藤 勝也 翔泳社 007.64-Ka86

41
おもしろまじめなAIスピーカーアプリをつくろう : Google Home(アシスタ
ント)&Amazon Echo(Alexa)音声アシスタント開発

松浦 健一郎 秀和システム 007.64-Ma89

42
Googleアシスタントアプリ開発入門 : ステップバイステップで力がつく :
Google assistant

里山 南人 ソシム 007.64-Sa87

43
スマートスピーカーアプリ開発入門 : 3大スマートスピーカーAmazon
Echo Google Home LINE Clova対応 : はじめてでも手順通りに進めれ
ばできる!

高馬 宏典 秀和システム 007.64-Ta55

44 Voice user interface設計 : 本格的なAlexaスキルの作り方 馬勝 淳史 日経BP社 007.64-U63

45 世界のかわいい本の街 Johnson Alex 1969- エクスナレッジ 024-J64

46 脱・三日坊主の資格勉強法 : 3ステップでもう挫折しない! 小栗 隆志 中央経済社 099.0500-C66-2018

47 振り向けば、アリストテレス 髙橋 健太郎 柏書房 131.4-Ta33

48 観察力を磨く名画読解 Herman Amy 早川書房 141.27-H53

49
論理的な人の27の思考回路 : 人生やビジネスの正解を選ぶための
解法チャート

北村 良子 フォレスト出版 141.5-Ki68

50 ありそうでなかった論理的思考ドリル 盛田 珠実 東邦出版 141.5-Mo66

51 いちばんやさしい西洋占星術入門
ルネ・ヴァン・ダール
研究所

ナツメ社 148.8-R86

52 過去と和解するための哲学 山内 志朗 大和書房 150.4-Y46

53 心に折り合いをつけてうまいことやる習慣 中村 恒子 すばる舎 159-N37

54 孤独がきみを強くする 岡本 太郎 興陽館 159-O42

55 日本の神様ご利益事典 : イラストでまるわかり! 平藤 喜久子 神宮館 172-N71

56 ご縁がつながり運がひらける日本の神さま大全 吉岡 純子 フォレスト出版 172-Y92

57 キリスト教と近代の迷宮 大沢 真幸 春秋社 190.4-O74

58 世界全史 : 「35の鍵」で身につく一生モノの歴史力 宮崎 正勝 日本実業出版社 209-Mi88

59
いっきにわかる!日本史のミカタ : 7つの新しい「見方」が日本史学習の
最強の「味方」になる!

河合 敦 辰巳出版 210.1-I36

60 東大教授がおしえるやばい日本史 滝乃 みわこ ダイヤモンド社 281-To17
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61 光秀からの遺言 : 本能寺の変436年後の発見 明智 憲三郎 河出書房新社 289.1-A33

62 極北へ : into the far North 石川 直樹 毎日新聞出版 297.8-I76

63 文明の恐怖に直面したら読む本 栗原 康 Pヴァイン 309.7-Ku61

64
先生!バナナはおやつに含まれますか? : 法や契約書の読み方がわ
かるようになる本

中野 友貴 第一法規 321-N39

65 タイワニーズ : 故郷喪失者の物語 野嶋 剛 小学館 334.41-N93

66
サクッと起業してサクッと売却する : 就職でもなく自営業でもない新し
い働き方

正田 圭
CCCメディアハ
ウス

335-Ma61

67 外資系コンサルはなぜ、あえて「手書きノート」を使うのか? 太田 あや KADOKAWA 336.2-O81

68
プレイングマネジャー「残業ゼロ」の仕事術 : チームの「生産性」が自
然と高まるマネジメントの技術

小室 淑恵 ダイヤモンド社 336.3-Ko69

69 一番伝わる説明の順番 田中 耕比古 フォレスト出版 336.49-Ta84

70 片づく!見つかる!スピーディー!「完全版」超ファイルの技術 刑部 恒男 すばる舎 336.55-O73

71
限界利益分析による価格決定戦略 : コスト吸収、差別化で優位に立
つ、値上げ・値下げ戦術

窪田 千貫 同友館 336.85-Ku14

72 会計参謀 : 会計を戦略に活用する 谷口 学 中央経済社 336.8-Ta87

73 世界一やさしい簿記の教科書1年生 村田 栄樹 ソーテック社 336.91-Mu59

74 新時代を切り拓く会計プロフェッション : 藤沼塾講演録 藤沼 亜起 同文舘出版 336.97-F64

75 AI経理良い合理化最悪の自動化 前田 康二郎
日本経済新聞出
版社

336.9-Ma26

76 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
日本経済新聞出
版社

336.9-Ta84

77 山根教授のアバウトだけどリアルな会計ゼミ 山根 節 中央経済社 336.9-Y36

78 No.1エコノミストが書いた世界一わかりやすい金利の本 上野 泰也 かんき出版 338.12-U45

79 お金に強くなる! 山崎 元
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

338.18-Y48

80
本当にわかる為替相場 : マーケット参加者の心理学から経済指標の
読み方、最新の予測ツールまで

尾河 眞樹 日本実業出版社 338.952-O24

81
いちばんやさしい為替の教本 : 人気講師が教える実務で使える通貨
と経済のしくみ

神田 卓也 インプレス 338.95-Ka51

82 図解でスッキリ 仮想通貨の会計とブロックチェーンのしくみ
EY新日本有限責任
監査法人

中央経済社 338-E94

83 最新金融用語がよ?くわかる本 : ポケット図解 石原 敬子 秀和システム 338-Y78

84 独裁者たちの人を動かす技術 : 時代を変えた最凶のリーダーシップ 真山 知幸 すばる舎 361.43-Ma98

85 追い込み婚のすべて 横澤 夏子 光文社 367.4-Y79

86
組長の妻、はじめます。 : 女ギャング亜弓姐さんの超ワル人生懺悔
録

廣末 登 新潮社 368.51-H73

87 自衛隊防災Book : 自衛隊Official life hack channel マガジンハウス マガジンハウス 369.3-Ma29

88 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社 ポプラ社 371.42-Z3

89
英国パブリック・スクールへようこそ! = Welcome to British Public
Schools

石井 理恵子 新紀元社 372.33-I75

90 ある日うっかりPTA 杉江 松恋 KADOKAWA 374.6-Su33
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91 世界の民族衣装 竹永 絵里 河出書房新社 383.1-Ta64

92 北欧式眠くならない数学の本 Dahl Kristin 三省堂 410-D13

93 できる人は統計思考で判断する 篠原 拓也 三笠書房 417-Sh67

94 美しすぎる星たち : 見る、知る、撮るの星座の教科書 渡部 潤一 宝島社 443.8-U96

95 世界は変形菌でいっぱいだ 増井 真那 朝日出版社 473.3-Ma67

96 美しい変形菌 = Beautiful myxomycetes 高野 丈
パイインターナ
ショナル

473.3-U96

97 街のきのこ散歩 : 春夏秋冬 大舘 一夫 八坂書房 474.85-O17

98
図解身近にあふれる「生き物」が3時間でわかる本 : 思わずだれかに
話したくなる

左巻 健男 明日香出版社 480.4-Sa57

99
絶滅できない動物たち : 自然と科学の間で繰り広げられる大いなるジ
レンマ

O'Connor M.R. ダイヤモンド社 480.9-O15

100
数をかぞえるクマサーフィンするヤギ : 動物の知性と感情をめぐる驚
くべき物語

Recio Belinda 1961- NHK出版 481.78-R22

101 うみうしさん : へんな海のいきもの 中野 理枝
マガジン・マガジ
ン

484.6-N39

102
海について、あるいは巨大サメを追った一年 : ニシオンデンザメに魅
せられて

Str?ksnes Morten 化学同人 487.54-St8

103 世界の美しき鳥の羽根 : 鳥たちが成し遂げてきた進化が見える 藤井 幹 誠文堂新光社 488-F57

104
30年にわたる観察で明らかにされたオオカミたちの本当の生活 : パイ
プストーン一家の興亡

Bloch G?nther 1953- エクスナレッジ 489.56-B58

105 今、心配されている環境問題は、実は心配いらないという本当の話 武田 邦彦 山と溪谷社 519-Ta59

106 実践Google Drive API 川口 直也 カットシステム 547.4833-Ka92

107 ハッキング実験室 黒林檎 データハウス 547.4833-Ku75

108 Kotlin Webアプリケーション : 新しいサーバサイドプログラミング 長澤 太郎 リックテレコム 547.4833-N22

109
Azure定番システム設計・実装・運用ガイド : オンプレミス資産をクラウ
ド化するためのベストプラクティス

日本マイクロソフト 日経BP社 547.4833-N71

110 ツウになる!ビールの教本 友田 晶子 秀和システム 588.54-Ts79

111 世界と日本のジンを知る事典 : 選び方飲み方楽しみ方がわかる! 荒井 成次郎 ナツメ社 588.57-Se22

112 羊毛フェルトでつくる動物と雑貨のある暮らし さくだ ゆうこ 日本ヴォーグ社 594.9-Sa44

113 ニードルフェルトの基礎レッスン 寺西 恵里子 日東書院本社 594.9-Te56

114 小顔が止まらない!魔法の顔ほぐし 千波 ワニブックス 595.5-C46

115 大人のための美容本 : 10年後も自分の顔を好きでいるために 神崎 恵 大和書房 595.5-Ka59

116 ゼロトレ : Zero training 石村 友見 サンマーク出版 595.6-I78

117 30日でスキニーデニムの似合う私になる 森 拓郎 ワニブックス 595.6-Mo45

118 本当においしく作れる人気店のタイ・ベトナム・インド料理 天野 中 世界文化社 596.22-A43

119 スパイスカレー事典 みずの じんすけ
パイインターナ
ショナル

596.22-Mi96

120 野田シェフのドイツ料理 野田 浩資 里文出版 596.23-N92
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121 フランス料理肉を極める全技法 : 下処理から調理まで 古賀 純二 ナツメ社 596.33-Ko24

122
魚料理の教科書 : 基本的な魚のおろし方から、魚介の人気メニュー
まで、豊富な手順写真で、丁寧に解説。

川上 文代 新星出版社 596.35-Ka94

123 主役は、ごちそうおにぎり : つまみにポテサラ、シメのホットサンド Tesshi KADOKAWA 596.3-Te84

124 サバイバル猟師飯 : 獲物を山で食べるための技術とレシピ 荒井 裕介 誠文堂新光社 596.4-A62

125 大人気インスタグラマーのかわいくて愛情たっぷり家(うち)おやつ ライフスタイル編集部 オーバーラップ 596.65-R12

126 今日だけ激悪飯 激悪飯制作委員会
小学館集英社プ
ロダクション

596-G32

127 美味しいにきまってる おりえ セブン&アイ出版 596-O71

128 作りおきのやせるレシピかんたん!201 新星出版社編集部 新星出版社 596-Sh69

129 めんどくさくない献立 山本 ゆり 宝島社 596-Y31

130 片づく家のアイデア図鑑 : 快適な住まいをつくる収納と暮らしの工夫 田中 ナオミ エクスナレッジ 597.5-Ta84

131 英国庭園を読む : 庭をめぐる文学と文化史 安藤 聡 彩流社 629.23-A47

132 猫の世界史 Rogers Katharine M. エクスナレッジ 645.7-R62

133
世界のチーズ図鑑 : 世界のチーズ209種とチーズをおいしく味わう基
礎知識

チーズプロフェッショ
ナル協会

マイナビ 648.18-Se22

134
おいしいきのこ毒きのこハンディ図鑑 : 北海道から沖縄まで、各地の
きのこ365種を紹介

大作 晃一 主婦の友社 657.82-O73

135 どんぐりの呼び名事典 : 拾って楽しむ 宮國 晋一 世界文化社 657.85-D85

136
これからはじめる狩猟入門 : 狩猟免許の取り方から、銃の入手、実際
の猟まで : 狩猟の基本がわかる

原田 祐介 ナツメ社 659-Ko79

137 ていねいで「短いメール」のお手本 出口 汪 宝島社 670.91-Te26

138
日本一小さな航空会社の大きな奇跡の物語 : 業界の常識を破った天
草エアラインの「復活」

奥島 透
ダイヤモンド・
ビッグ社

687-O57

139 Android UI Cookbook for 4.0 ICS(Ice Cream Sandwich)アプリ開発術 あんざい ゆき
インプレスジャパ
ン

694.6-A49

140 Androidアプリ開発74のアンチパターン 深見 浩和 リックテレコム 694.6-F72

141 イラストでよくわかるAndroidアプリのつくり方 : Android Studio対応版 羽山 博 インプレス 694.6-H47

142
Android Studio本格活用バイブル : 効率的にコーディングするための
使い方

今井 勝信 技術評論社 694.6-I43

143 「Androidセンサ」機能別アプリ開発 I/O編集部 工学社 694.6-I61

144 はじめてのAndroidプログラミング 金田 浩明 SBクリエイティブ 694.6-Ka52

145 Inside Android : Androidのなかみ Kim Tae Yeon
パーソナルメディ
ア

694.6-Ki31

146
Androidアプリ開発入門者のための教本 : 人気講師のコースがその
まま1冊に!

小林 明大 カットシステム 694.6-Ko12

147
SMASHING Android UI : レスポンシブUIとデザインパターン : Android
デザインの極意

Lehtim?ki Juhani
インプレスジャパ
ン

694.6-L52

148
Xamarinプログラミング入門 : C#によるiOS、Androidアプリケーション
開発の基本

増田 智明 日経BP社 694.6-Ma66

149
基本からしっかり身につくAndroidアプリ開発入門 : ヤフーの黒帯が本
気で伝える大切な基本技

森 洋之 SBクリエイティブ 694.6-Mo45

150 基礎から学ぶXamarinプログラミング 西村 誠
シーアンドアー
ル研究所

694.6-N84
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151 Androidアプリ開発逆引きレシピ Re:Kayo‐System 翔泳社 694.6-R25

152 Androidアプリ開発の教科書 : 基礎&応用力をしっかり育成! 齊藤 新三 翔泳社 694.6-Sa25

153 Android SDKポケットリファレンス 重村 浩二 技術評論社 694.6-Sh28

154
Android StudioではじめるAndroidプログラミング入門 : Android
7+Android Studio 2対応

掌田 津耶乃 秀和システム 694.6-Sh95

155 Android/iOSクロス開発フレームワークFlutter入門 掌田 津耶乃 秀和システム 694.6-Sh95

156 Android開発の教科書 : 黒帯エンジニアが教えるプロの技術 筒井 俊祐 SBクリエイティブ 694.6-Ts93

157 はじめてのAndroidアプリ開発 : Android Studio 2対応 山田 祥寛 秀和システム 694.6-Y19

158 石膏デッサンの100年 : 石膏像から学ぶ美術教育史 荒木 慎也 アートダイバー 707-A64

159 人騒がせな名画たち : 目からウロコ 木村 泰司 マガジンハウス 723.3-Ki39

160 武器になる知的教養西洋美術鑑賞 秋元 雄史 大和書房 723-A35

161 しろうさぎとりんごの木 石井 睦美 文溪堂 726.6-I75

162 First German words Melling David J.
Oxford
University Press

726.6-Me35

163 Sleigh bells ring Stocks Linda Nelson
Andrews McMeel
Pub.

726.6-St7

164 Das Pferd am Nil Wilko? J?zef 1930- bohem press 726.6-W73

165 しろいうさぎとくろいうさぎ
Williams Garth 1912-
1996

福音館書店 726.6-W74

166
世界のなかで自分の役割を見つけること : 最高のアートを描くための
仕事の流儀

小松. 美羽 ダイヤモンド社 732.1-Ko61

167
Premiere Proスーパーリファレンス : 基本からしっかり学べる : CC
2018/2017対応 : Windows & MacOS

阿部 信行 ソーテック社 746.7-A12

168
Premiere Proパーフェクトガイド : CC対応版 = Premiere Pro perfect
guide

小原 裕太 技術評論社 746.7-O11

169 Premiere Pro逆引きデザイン事典 : CC対応 千崎 達也 翔泳社 746.7-Se75

170 a.k.b.のいちばんわかりやすいUVレジン教室 a.k.b. 河出書房新社 751.9-A33

171 ゼロからの陶芸入門 : コツをつかんで上達しよう はる陶房 誠文堂新光社 751-H34

172 日常の器をつくる 加藤 霞仙 マール社 751-Ka86-1

173 手作りの道具から上絵付まで 加藤 霞仙 マール社 751-Ka86-2

174 基礎からわかるはじめての陶芸 : 自分だけのやきものを作ろう!
学研パブリッシ
ング

751-Ki59

175 陶芸実践100のポイント : 知っておきたい焼き物づくりの基礎知識 野田 耕一 誠文堂新光社 751-N92

176 陶芸道場手びねり&装飾の巻 : イラスト解説基本を知って上達! 杉山 佳隆 誠文堂新光社 751-Su49

177 すてきに器 : 陶芸彩色レシピ 高橋 奈己 マガジンランド 751-Su83

178
陶芸をはじめよう : 陶芸入門講座 : 成形・装飾・釉薬・焼成まですべ
ての技法をやさしく解説

岸野 和矢 阿部出版 751-To22

179
陶芸家の技法で食器を作ろう : 掻き落とし・イッチン・彩泥象嵌・スリッ
プウェア・布染・糸抜き・織部・結晶釉・縄文象嵌・金銀彩

阿部出版 751-To22

180 くらしの器を作ろう 百田 輝 阿部出版 751-To22
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181
土・ロクロ・釉薬・装飾道具を使いこなそう : 「炎(ほのお)芸術」特別編
集

岸野 和矢 阿部出版 751-To22-材料・道具

182 器づくり陶芸のコツ70 : もっと上達できる 柚木 寿雄 メイツ出版 751-U96

183 電動轆轤マスターブック : 陶芸本格派への一歩 横浜いずみ陶芸学院 誠文堂新光社 751-Y75

184 ディズニー折り紙あそび : ディズニー折り紙ワールドへようこそ! いしばし なおこ ブティック社 754.9-I71

185 箸袋でジャパニーズ・チップ! : テーブルのうえで見つけたいろんな形 辰巳 雄基 リトルモア 754.9-Ta95

186 色の辞典 新井 美樹 雷鳥社 757.3-A62

187 安室奈美恵 太陽のHEART BEAT : 沖縄美少女の夢と青春
安室奈美恵同窓会
一同

鹿砦社 767.8-A45

188 LDH our promise LDH Japan 小学館 767.8-L45

189 I am Zlatan : ズラタン・イブラヒモビッチ自伝
Ibrahimovi? Zlatan
1981-

東邦出版 783.47-I11

190
クリスティアーノ・ロナウドの「心と体をどう磨く?」 : 考えたことは実現さ
せる

Pereira Lu?s Miguel 扶桑社 783.47-P41

191 阪神園芸甲子園の神整備 金沢 健児 毎日新聞出版 783.7-Ka48

192 金足農雑草魂の奇跡
高校野球番記者有
志の会

青志社 783.7-Ko44

193 高校野球の経済学 中島 隆信 東洋経済新報社 783.7-N34

194 証言大谷翔平 : 大リーグを変える「天才二刀流」の素顔 野村 克也 宝島社 783.7-N95

195 校閲記者の目 : あらゆるミスを見逃さないプロの技術
毎日新聞校閲グルー
プ

毎日新聞出版 810.4-Ma31

196 中国語簡体字練習帳 : 書き込み式 ALA中国語教室 アスク出版 821.27-A41-2

197 街ぶら台湾華語 : 旅先ですぐに使えるエッセイ風フレーズ&単語帳 樂 大維 アスク出版 828.3-G16

198 ティムとヤンのドイツ語講座 Fritz Martin 三修社 847.8-F47

199 日記を書いて身につけるスペイン語 秋枝 ひろこ ベレ出版 866-A34

200
おいしいスペイン語 : マドリードやバルセロナで食べ歩くためのスペイ
ン語

高垣 敏博
IBCパブリッシン
グ

867.8-Ta29

201 このミステリーがすごい! 別冊宝島編集部 JICC出版局 901.3-B39-2018

202 古代の禁じられた恋 : 古事記・日本書紀が紡ぐ物語 桐村 英一郎 森話社 913.2-Ki53

203 3月30日 千原 ジュニア 幻冬舎 913.6-C43

204 蝶のゆくへ 葉室 麟 集英社 913.6-H26

205 沈黙のパレード 東野 圭吾 文藝春秋 913.6-H55

206 次の突き当たりをまっすぐ いしわたり 淳治 筑摩書房 913.6-I82

207 嘘をつく器 : 死の曜変天目 一色 さゆり 宝島社 913.6-I85

208 時限感染 : 殺戮のマトリョーシカ 岩木 一麻 宝島社 913.6-I93

209 信長の原理 垣根 涼介 KADOKAWA 913.6-Ka25

210 母のあしおと 神田 茜 集英社 913.6-Ka51
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211 思い出が消えないうちに 川口 俊和 サンマーク出版 913.6-Ka92

212 路上のX 桐野 夏生 朝日新聞出版 913.6-Ki54

213 ドロシイ殺し 小林 泰三 東京創元社 913.6-Ko12

214 アリス殺し 小林 泰三 東京創元社 913.6-Ko12

215 虚談 京極 夏彦 KADOKAWA 913.6-Ky3

216 ヒトごろし 京極 夏彦 新潮社 913.6-Ky3

217 真犯人の貌 : 川口事件調査報告書 前川 裕 光文社 913.6-Ma27

218 みすゞと雅輔 松本 侑子 新潮社 913.6-Ma81

219 シンドローム　上 真山 仁 講談社 913.6-Ma98-上

220 シンドローム　下 真山 仁 講談社 913.6-Ma98-下

221 ブロードキャスト = Broadcast 湊 かなえ KADOKAWA 913.6-Mi39

222 愛なき世界 三浦 しをん 中央公論新社 913.6-Mi67

223 元禄お犬姫 諸田 玲子 中央公論新社 913.6-Mo77

224 地球星人 村田 沙耶香 新潮社 913.6-Mu59

225 星をつなぐ手　続 村山 早紀 PHP研究所 913.6-Mu62-続

226 ドラゴンスリーパー 長崎 尚志 KADOKAWA 913.6-N21

227 能面検事 中山 七里 光文社 913.6-N45

228 連続殺人鬼カエル男ふたたび 中山 七里 宝島社 913.6-N45

229 白霧学舎探偵小説倶楽部 岡田 秀文 光文社 913.6-O38

230 日本史10人の女たち 佐々木 和歌子 ウェッジ 913.6-Sa75

231 死者の雨 : モヘンジョダロの墓標 周木 律 新潮社 913.6-Sh99

232 青くて痛くて脆い 住野 よる KADOKAWA 913.6-Su63

233 廃墟戦隊ラフレンジャー 竹内 真 双葉社 913.6-Ta67

234 太陽・惑星 上田 岳弘 新潮社 913.6-U32

235 その鏡は嘘をつく 薬丸 岳 講談社 913.6-Y16

236 刑事の怒り 薬丸 岳 講談社 913.6-Y16

237 国宝　上 吉田 修一 朝日新聞出版 913.6-Y86-上

238 国宝　下 吉田 修一 朝日新聞出版 913.6-Y86-下

239 凶犬の眼 柚月 裕子 KADOKAWA 913.6-Y99

240 慈雨 柚月 裕子 集英社 913.6-Y99
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241 デートクレンジング 柚木 麻子 祥伝社 913.6-Y99

242 本屋の新井 新井 見枝香 講談社 914.6-A62

243 Lily : 日々のカケラ 石田 ゆり子 文芸春秋 914.6-I72

244 となりの脳世界 村田 沙耶香 朝日新聞出版 914.6-Mu59

245 天国飯と地獄耳 岡田 育 キノブックス 914.6-O38

246 本の夢本のちから 椎名 誠 新日本出版社 914.6-Sh32

247 こころ傷んでたえがたき日に 上原 隆 幻冬舎 914.6-U36

248 ナナメの夕暮れ 若林 正恭 文藝春秋 914.6-W17

249 表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬 若林 正恭 KADOKAWA 914.6-W17

250 ゴリラからの警告 : 「人間社会、ここがおかしい」 山極 寿一 毎日新聞出版 914.6-Y23

251 やっぱり食べに行こう。 原田 マハ 毎日新聞出版 915.6-H32

252 ヒマラヤに呼ばれて : この世に偶然はない さとう まきこ ヒカルランド 915.6-Sa85

253 放射能を喰らって生きる : 浜岡原発で働くことになって 川上 武志 緑風出版 916-Ka94

254 「おっさんレンタル」日記 西本 貴信 大和書房 916-N84

255 牢屋の鼠 : 詩集 劉 暁波 書肆侃侃房 921.7-R98

256 独り大海原に向かって : 詩集 劉 暁波 書肆侃侃房 921.7-R98

257 毒薬 : 詩集 劉 霞 書肆侃侃房 921.7-R98

258 太陽を抱く月　上 チョン ウングォル 新書館 929.13-C53-上

259 太陽を抱く月　下 チョン ウングォル 新書館 929.13-C53-下

260 王女の男　上 キム ジョンミン キネマ旬報社 929.13-Ki38-上

261 王女の男　下 キム ジョンミン キネマ旬報社 929.13-Ki38-下

262 馬医　上 キム イヨン 二見書房 929.13-Ki38-上

263 馬医　中 キム イヨン 二見書房 929.13-Ki38-中

264 馬医　下 キム イヨン 二見書房 929.13-Ki38-下

265 師任堂、色の日記　上 パク ウンリョン 新書館 929.13-P16-上

266 師任堂、色の日記　下 パク ウンリョン 新書館 929.13-P16-下

267 シャーロック・ホームズ完全ナビ Smith Daniel 1976- 国書刊行会 930.268-D89

268 ハリー・ポッターへの旅 : イギリス&物語探訪ガイド MOE編集部 白泉社 930.278-R78

269 ミスター・ホームズ : 名探偵最後の事件 Cullin Mitch 1968- KADOKAWA 933.7-C95

270 モリアーティ
Horowitz Anthony
1955-

KADOKAWA 933.7-H89
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271 ジャック・オブ・スペード
Oates Joyce Carol
1938-

河出書房新社 933.7-O11

272 ぼくらが漁師だったころ
Obioma Chigozie
1986-

早川書房 933.7-O14

273 クィディッチ今昔 Rowling J. K. 1965- 静山社 933.7-R78

274 幻の動物とその生息地 Rowling J. K. 1965- 静山社 933.7-R78

275 このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる ; ハプワース16、1924年 Salinger J. D. 新潮社 933.7-Sa53

276 お嬢さま学校にはふさわしくない死体 Stevens Robin 原書房 933.7-St5

277 イートン校の2羽のフクロウ Franklin Jonathan エクスナレッジ 936-F44

278 セーヌ川の書店主 George Nina 集英社 943.7-G35


