
第19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 相棒 五十嵐 貴久 PHP研究所 000-PHP文芸文庫-い-2-1

2 Wonderful Story 伊坂 幸太郎 PHP研究所 000-PHP文芸文庫-い-9-2

3
日本人だけが知らない「本当の世界史」 : なぜ歴史問題は解
決しないのか

倉山 満 PHP研究所 000-PHP文庫-く-36-1

4 日本国憲法を改正できない8つの理由 倉山 満 PHP研究所 000-PHP文庫-く-36-2

5 逆境を突破する技術 : 「折れない心」を科学的に習得する極意 児玉 光雄 SBクリエイティブ 000-サイエンス・アイ新書-385

6 知っているようで実は知らない世界の宗教 池上 彰 SBクリエイティブ 000-ソフトバンク新書-407

7 悦ちゃん 獅子 文六 筑摩書房 000-ちくま文庫-し-39-5

8 女興行師吉本せい : 浪花演藝史譚 矢野 誠一 筑摩書房 000-ちくま文庫-や-28-3

9 製造人間は頭が固い 上遠野 浩平 早川書房 000-ハヤカワ文庫-JA-1279

10 マグロマル ; トラブル 日下 三蔵 早川書房 000-ハヤカワ文庫-JA-1289

11 いつか他人になる日 赤川 次郎 KADOKAWA 000-角川文庫-あ-6-157

12 少年たちは花火を横から見たかった 岩井 俊二 KADOKAWA 000-角川文庫-い-42-7

13 今日も一日きみを見てた 角田 光代 KADOKAWA 000-角川文庫-か-39-11

14 閃光スクランブル 加藤 シゲアキ KADOKAWA 000-角川文庫-か-66-2

15 ベイビー、グッドモーニング 河野 裕 KADOKAWA 000-角川文庫-こ-40-17

16 スタープレイヤー 恒川 光太郎 KADOKAWA 000-角川文庫-つ-17-1

17 僕は小説が書けない 中村 航 KADOKAWA 000-角川文庫-な-51-51

18 泥棒役者 西田 征史 KADOKAWA 000-角川文庫-み-35-3

19 文章予測 : 読解力の鍛え方 石黒 圭 Kadokawa 000-角川文庫ソフィア-E-109-1

20 鍵の掛かった男 有栖川 有栖 幻冬舎 000-幻冬舎文庫-あ-23-2

21 プラージュ 誉田 哲也 幻冬舎 000-幻冬舎文庫-ほ-14-1

22 進駐官養成高校の決闘編 石田 衣良 講談社 000-講談社文庫-い-101-6

23 進駐官養成高校の決闘編 石田 衣良 講談社 000-講談社文庫-い-101-7

24 盤上のアルファ 塩田 武士 講談社 000-講談社文庫-し-104-1

25 ヒトイチ画像解析 : 警視庁人事一課監察係 濱 嘉之 講談社 000-講談社文庫-は-92-12

26 ヒトイチ内部告発 : 警視庁人事一課監察係 濱 嘉之 講談社 000-講談社文庫-は-92-13

27 カルマ真仙教事件　（上） 濱 嘉之 講談社 000-講談社文庫-は-92-15

28 カルマ真仙教事件　（中） 濱 嘉之 講談社 000-講談社文庫-は-92-16

29 黄砂の籠城　（上） 松岡 圭祐 講談社 000-講談社文庫-ま-73-14

30 黄砂の籠城　（下） 松岡 圭祐 講談社 000-講談社文庫-ま-73-15

31 Aではない君と 薬丸 岳 講談社 000-講談社文庫-や-61-9

32 脳が壊れた 鈴木 大介 新潮社 000-新潮新書-673

33 ここで死神から残念なお知らせです。 榎田 尤利 新潮社 000-新潮文庫(日本)-え-25-1

34 死神もたまには間違えるものです。 榎田 尤利 新潮社 000-新潮文庫(日本)-え-25-2

35 緑の草原に…… 田中 芳樹 東京創元社 000-創元SF文庫-た-1-21
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36 炎の記憶 田中 芳樹 東京創元社 000-創元SF文庫-た-1-22

37 旅路の果て Barth John 白水社 000-白水Uブックス-62

38 保守の心得 倉山 満 扶桑社 000-扶桑社新書-157

39 帝国憲法の真実 倉山 満 扶桑社 000-扶桑社新書-165

40 日本一やさしい天皇の講座 倉山 満 扶桑社 000-扶桑社新書-242

41 天使は奇跡を希う 七月 隆文 文藝春秋 000-文春文庫-な-75-1

42 働く男 星野 源 文藝春秋 000-文春文庫-ほ-17-2

43 県警外事課クルス機関 柏木 伸介 宝島社 000-宝島社文庫-C-か-12-1

44 三度目の殺人 是枝 裕和 宝島社 000-宝島社文庫-C-こ-9-2

45 ITビッグ4の描く未来 : Apple Amazon Google Facebook 小久保 重信 日経BP社 007.35-Ko45

46
ふつうのコンパイラをつくろう : 言語処理系をつくりながら学ぶ
コンパイルと実行環境の仕組み

青木 峰郎
ソフトバンククリエイ
ティブ

007.64-A53

47 大熱血!アセンブラ入門 坂井 弘亮 秀和システム 007.64-Sa29

48 知られざる出版「裏面」史 : 元木昌彦インタヴューズ 元木 昌彦 出版人 023.1-Mo85

49 禁書 : グーテンベルクから百科全書まで Infelise Mario 法政大学出版局 023.8-I54

50 日本のブックカバー 書皮友好協会 グラフィック社 024.1-N71

51 今さらこんなこと他人(ひと)には聞けない辞典 日本の常識研究会 ベストセラーズ 031.8-N71

52 失われたドーナツの穴を求めて 芝垣 亮介 さいはて社 041-Sh15

53 ぐるぐる博物館 三浦 しをん 実業之日本社 069-Mi67

54 るるぶユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ガイドブック JTBパブリッシング 097-旅行ガイド

55 関西おいしいお肉グランプリ : 関西肉本150軒
京阪神エルマガジ
ン社

京阪神エルマガジン
社

097-旅行ガイド

56
関西ひとめぼれスイーツ : #おいしくってかわいいイマドキ写真
映えおやつ

ぴあ株式会社関西
支社

097-旅行ガイド

57 東京ディズニーリゾートアトラクションガイドブック
ディズニーファン編
集部

講談社 097-旅行ガイド

58 完全攻略!ここが出る!独検3・4級テキスト&問題集 村岡 千紘 ナツメ社 099.0713-N58-2017

59 色は無言であなたの心を動かしている。 七江 亜紀 大和書房 141.21-N48

60 東大教養学部「考える力」の教室 : 固いアタマがアイデア脳に! 宮澤 正憲 SBクリエイティブ 141.5-Mi89

61 感情的にならない気持ちの整理術 : ハンディ版 和田 秀樹
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

141.6-W12

62 仕掛学 : 人を動かすアイデアのつくり方 松村 真宏 東洋経済新報社 141.72-Ma82

63 美しい日本のくせ字 井原 奈津子
パイインターナショ
ナル

141.98-I25

64 なぜ女は男のように自信をもてないのか Kay Katty CCCメディアハウス 143.5-Ka98

65
現役催眠奇術師が教える世の中で悪用されている心理テク
ニック

Birdie フォレスト出版 145.4-B14

66 ずるい人が周りからいなくなる本 大嶋 信頼 青春出版社 146.8-O77

67 藤原和博の必ず食える1%の人になる方法 藤原 和博 東洋経済新報社 159.4-F56

68 多動力 堀江 貴文 幻冬舎 159.4-H87

69 3分で立ち直る方法 笹氣 健治 文響社 159.4-Sa75

70 あっ!命の授業 ゴルゴ松本 廣済堂出版 159-G68
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71 ゴル語録 : 命を磨くための50の言葉 ゴルゴ松本 文藝春秋 159-G68

72 好きなことだけで生きていく。 堀江 貴文 ポプラ社 159-H87

73
マイナスからの恋愛革命 : スーパー・ポジティヴ・シンキング
Chapter of Love

井上 裕介 ヨシモトブックス 159-I57

74 ネコになってしまえばいい 心屋 仁之助 廣済堂出版 159-Ko44

75 古代世界の呪詛板と呪縛呪文 Gager John G.
京都大学学術出版
会

163.8-G13

76 ブッダも笑う仏教のはなし 笑い飯哲夫 サンマーク出版 180.4-W37

77 イラストで丸わかり!仏教入門 : 日本人のこころ仏教を知りたい! 洋泉社 180-I63

78 えてこでもかける笑い飯哲夫訳般若心経写経帖 笑い飯哲夫 ヨシモトブックス 183.2-W37

79 えてこでもわかる笑い飯哲夫訳般若心経 (はんにゃしんぎょう) 笑い飯哲夫 ヨシモトブックス 183.2-W37

80 誰も教えてくれない真実の世界史講義　古代編 倉山 満 PHP研究所 209-Ku57-古代

81 京大芸人式日本史 菅 広文 幻冬舎 210.04-Su21

82
倉山満が読み解く太平記の時代 : 最強の日本人論・逞しい室
町の人々

倉山 満 青林堂 210.45-Ku57

83
倉山満が読み解く足利の時代 : 力と陰謀がすべての室町の
人々

倉山 満 青林堂 210.46-Ku57

84
GHQの日本洗脳 : 70年続いた「支配システム」の呪縛から日本
を解放せよ!

山村 明義 光文社 210.762-Y32

85 知識ゼロからのCGで読む三国志の戦い 渡辺 義浩 幻冬舎 222.043-C48

86
捕囚 : 植民国家台湾における主体的自然と社会的権力に関す
る歴史人類学

中村 勝 ハーベスト社 222.406-N37

87 大人の教養としての英国貴族文化案内 あまおか けい 言視舎 233.06-A43

88
ヴィクトリア朝英国人の日常生活 : 貴族から労働者階級まで
（上）

Goodman Ruth 原書房 233.06-G65-上

89
ヴィクトリア朝英国人の日常生活 : 貴族から労働者階級まで
（下）

Goodman Ruth 原書房 233.06-G65-下

90 写真と文によるヴィクトリア朝ロンドンの街頭生活 Thomson J. アティーナ・プレス 233.06-Th7

91 世界大戦と危険な半島 : 真・戦争論 倉山 満 KKベストセラーズ 239-Ku57

92 大間違いの織田信長 倉山 満 ベストセラーズ 289.1-Ku57

93 路地の子 上原 善広 新潮社 289.1-U36

94 図説ヴィクトリア女王 : 英国の近代化をなしとげた女帝 Jaff? Deborah 原書房 289.3-J13

95 大事なことは自転車が教えてくれた 石田 ゆうすけ 小学館 290.9-I72

96 ギリシャ人の真実 柳田 富美子 講談社 302.395-Y53

97 日本をダメにするリベラルの正体 山村 明義 ビジネス社 304-Y32

98
この国を滅ぼさないための重要な結論 : 《嘘まみれ保守》に憲
法改正を任せるな!

倉山 満 ヒカルランド 311.4-Ku57

99 お役所仕事の大東亜戦争 : なぜ日本は敗戦国のままなのか 倉山 満 三才ブックス 312.1-Ku57

100
総理の実力 官僚の支配 : 教科書には書かれていない「政治
のルール」

倉山 満
TAC株式会社出版
事業部

312.1-Ku57

101 マスコミが報じないトランプ台頭の秘密 江崎 道朗 青林堂 312.53-E95

102 大間違いのアメリカ合衆国 倉山 満 ベストセラーズ 312.53-Ku57

103 自民党の正体 : こんなに愉快な派閥抗争史 倉山 満 PHP研究所 315.1-Ku57

104 検証「イスラム国」人質事件 朝日新聞取材班 岩波書店 316.4-A82

105
家族をテロリストにしないために : イスラム系セクト感化防止セ
ンターの証言

Bouzar Dounia 白水社 316.4-B67

3/11



第19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

106 ブラック・フラッグス : 「イスラム国」台頭の軌跡　（上） Warrick Joby 白水社 316.4-W39-上

107 ブラック・フラッグス : 「イスラム国」台頭の軌跡　（下） Warrick Joby 白水社 316.4-W39-下

108 「ヘイト」の時代のアメリカ史 : 人種・民族・国籍を考える 兼子 歩 彩流社 316.853-Ka53

109 ヘイト・スピーチ規制の憲法学的考察 : 表現の自由のジレンマ 桧垣 伸次 法律文化社 316.8-H55

110 中国・朝鮮における租界の歴史と建築遺産 大里 浩秋 御茶の水書房 319.22-O74

111
歴史問題は解決しない : 日本がこれからも敗戦国でありつづ
ける理由

倉山 満 PHP研究所 319-Ku57

112 右も左も誤解だらけの立憲主義 倉山 満 徳間書店 323.01-Ku57

113 倉山満の憲法九条 : 政府も学者もぶった斬り! 倉山 満 ハート出版 323.142-Ku57

114 「被害者問題」からみた死刑 菊田 幸一 日本評論社 326.41-H55

115 人類の幸福論 : 貧しくても幸せな人と裕福でも不満な人 Graham Carol
西村書店東京出版
編集部

331-G76

116 戦争と平和の経済学 : 世界は今、500年に1度の大転換期だ 増田 悦佐 PHP研究所 331-Ma66

117 日本再生は、生産性向上しかない! Atkinson David 飛鳥新社 332.107-A94

118
ソーシャルインパクト : 価値共創(CSV)が企業・ビジネス・働き
方を変える

玉村 雅敏 産学社 335.13-Ta78

119 まず、のび太を探そう! : 大ヒットを生み出す逆転発想 川上 昌直 翔泳社 336.1-Ka94

120 そうだ、星を売ろう : 「売れない時代」の新しいビジネスモデル 永井 孝尚 KADOKAWA 336.1-N14

121 戦略は「1杯のコーヒー」から学べ! 永井 孝尚 KADOKAWA 336.1-N14

122 6時だよ全員退社! : 生産性を上げる黄金ルール 田中 健彦
日本経済新聞出版
社

336.2-Ta84

123 はじめて講師を頼まれたら読む本 大谷 由里子 KADOKAWA 336.47-O84

124 プレゼンのパワーを最大限にする50のジェスチャー Baier Jochen 日経BP社 336.49-B14

125 Q&A税目別実務上誤りが多い事例と判断に迷う事例 髙橋 幸之助 大蔵財務協会 336.98-Ta33

126
基本と実務がよくわかる小さな会社の総務・労務・経理　17-18
年版

池田 陽介 ナツメ社 336-Ki17-2017/2018

127 会って3分話して1分初対面で売れる技術 井上 健哉 かんき出版 339.4-I57

128 パリ人論 Hoffet Frédéric 未知谷 361.42-H81

129 ずるい日本語 内田 伸哉 東洋経済新報社 361.45-U14

130 人権をさがして : 企業活動のなかで 竹内 良 解放出版社 361.86-Ta67

131 波平さんの年金 : 実用版 中嶋 宏次 データハウス 364.6-N34

132 これ一冊でぜんぶわかる!労働基準法 今井 慎 ナツメ社 366.15-Ko79-2017/2018

133 危機をのりこえる女たち : DV法10年、支援の新地平へ 戒能 民江 信山社 367.1-Ka21

134 モラル・ハラスメント : こころのDVを乗り越える 橋本 俊和 緑風出版 367.3-H38

135 家族の心理 : 変わる家族の新しいかたち 小田切 紀子 金剛出版 367.3-O17

136
ドメスティック・バイオレンスと民間シェルター : 被害当事者支
援の構築と展開

小川 真理子 世織書房 367.3-O24

137 離婚家庭の子育て : あなたが悪意ある元夫・元妻に悩んだら Baker Amy J. L. 春秋社 367.4-B15

138 ピア・パワー : 子どもの仲間集団の社会学 Adler Patricia A. 九州大学出版会 367.6-A16

139 生きたかった : 相模原障害者殺傷事件が問いかけるもの 藤井 克徳 大月書店 369.27-F57

140 相模原障害者殺傷事件 : 優生思想とヘイトクライム 立岩 真也 青土社 369.27-Ta94
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141 難民への旅 山村 淳平 現代企画室 369.38-Y32

142 カンボジア孤児院ビジネス 岩下 明日香 潮出版社 369.43-I96

143 糸賀一雄の研究 : 人と思想をめぐって 蜂谷 俊隆
関西学院大学出版
会

369.49-H11

144
世界史のなかの台湾植民地支配 : 台南長老教中学校からの
視座

駒込 武 岩波書店 372.224-Ko56

145 9割の先生が知らない!すごい板書術 栗田 正行 学陽書房 374.35-Ku67

146 「音大卒」の戦い方 大内 孝夫
ヤマハミュージックメ
ディア

377.9-O91

147 勉強は「がんばらない」ほどうまくいく 伊藤 真
PHPエディターズ・グ
ループ

379.7-I89

148
一流の学び方 : 知識&スキルを最速で身につけ稼ぎにつなげ
る大人の勉強法

清水 久三子 東洋経済新報社 379.7-Sh49

149 中国最凶の呪い蠱毒 村上 文崇 彩図社 382.22-Mu43

150 ヴィクトリア時代の衣装と暮らし 石井 理恵子 新紀元社 383.1-V69

151 琵琶湖八珍 : 湖魚の宴絶品メニュー 大沼 芳幸 海青社 383.8161-O68

152
歴史を変えた6つの飲物 : ビール、ワイン、蒸留酒、コーヒー、
茶、コーラが語るもうひとつの世界史

Standage Tom 楽工社 383.8-St2

153 首切りの歴史 Larson Frances 河出書房新社 389-L32

154 スノーデン、監視社会の恐怖を語る : 独占インタビュー全記録 小笠原 みどり 毎日新聞出版 391.6-O22

155
エクストリーム工作ノ教科書 : 図解 : 自宅ではじめる最先端科
学

ドクターオギノ 三才ブックス 407-D83

156 図解アリエナイ理科ノ工作 POKA 三才ブックス 407-Z6

157 図解アリエナイ理科ノ実験室 : 文部科学省不認可教科書 薬理凶室 三才ブックス 407-Z6-2

158 星空の演出家たち : 世界最大のプラネタリウム物語 中日新聞出版部 中日新聞社 440.76-C65

159 星の辞典 柳谷 杞一郎 雷鳥社 443-Y53

160 せつない動物図鑑 Barker Brooke ダイヤモンド社 480.4-B21

161 ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ 今泉 忠明 高橋書店 480-Z1

162 ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ　続 今泉 忠明 高橋書店 480-Z1-続

163 食材図典 小学館 小学館 498.52-Sh96-3

164 長友佑都の食事革命 長友 佑都 マガジンハウス 498.583-N24

165
マイクロシェルター : 自分で作れる快適な小屋、ツリーハウス、
トレーラーハウス

Diedricksen Derek オライリー・ジャパン 527-D73

166
誰でもできる自転車メンテナンス : 見て分かるロードバイクの
取り扱いと乗り方ブック

竹内 正昭 山と溪谷社 536.86-Ta67

167 惑星探査機の軌道計算入門 : 宇宙飛翔力学への誘い 半揚 稔雄 日本評論社 538.9-H29

168 あかりの魔法 : 照明で暮らしが変わる 村角 千亜希 エクスナレッジ 545.61-Mu64

169
プログラマのためのGoogle Cloud Platform入門 : サービスの
全体像からクラウドネイティブアプリケーション構築まで

阿佐 志保 翔泳社 547.4833-A81

170
IBM Bluemixクラウド開発入門 : Webから拡張知能Watsonまで
実践解説

常田 秀明 技術評論社 547.4833-To31

171 NFC Hacks : プロが教えるテクニック&ツール
ブリリアントサービ
ス

オライリー・ジャパン 547.52-B92

172 PICで楽しむBluetooth・Wi-Fi機器の自作 後閑 哲也 技術評論社 547.5-G59

173
トランジスターラジオ実践製作ガイド : 自作で楽しむ中波・短
波・FM放送

丹羽 一夫 誠文堂新光社 547.76-N89

174 PICと楽しむRaspberry Pi活用ガイドブック 後閑 哲也 技術評論社 548.29-G59

175 Raspberry Piクックブック Monk Simon オライリー・ジャパン 548.29-Mo33
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176 ここまで作れる!Raspberry Pi実践サンプル集 太田 一穂 マイナビ出版 548.29-O81

177 ディジタル回路設計とコンピュータアーキテクチャ Harris David Money 翔泳社 548.2-H33

178 Making things talk : Arduinoで作る「会話」するモノたち Igoe Tom オライリー・ジャパン 548.2-I24

179 ボクのLPC810工作ノート 鈴木 哲哉 ラトルズ 548.2-Su96

180
AVRマイコン・リファレンス・ブック : AVRのCPUアーキテクチャ,
豊富な内蔵周辺機能を詳細解説

山根 彰 CQ出版 548.2-Y36

181 Arduino (アルドゥイーノ) でロボット工作をたのしもう! 鈴木 美朗志 秀和システム 548.3-Su96

182 基礎からのFritzing nekosan 工学社 549.3-N62

183
回路図で学べるFPGA入門 : 回路図は読める人のためのHDL
ガイド : field programmable gate array

すすたわり 秀和システム 549.7-Su82

184 電子工作マガジン 電波新聞社 電波新聞社 549-D59-2017-11

185
Android×Arduinoでつくるクラウド連携デバイス : Android ADK
で電子工作をはじめよう!

伊藤 元 インプレスジャパン 549-I89

186 Android ADK組込みプログラミング完全ガイド 丸石 康 翔泳社 549-Ma54

187 世界で一番美しい包丁の図鑑 Hayward Tim エクスナレッジ 581.7-H49

188 革靴完全読本 : 持っておきたい定番の革靴が大集合。 枻出版社 584.7-Ka92

189 結果を出すのに必要なまわりを巻き込む技術 小林 正典 ポプラ社 588.3-Ko12

190 日本ビール検定公式テキスト : 知って広がるビールの世界!
日本ビール文化研
究会

マイナビ出版 588.54-N71

191 My BASIC+ : 8割ベーシック2割トレンドの加え方 金子 麻貴 KADOKAWA 593.36-Ka53

192
たのしいクロスステッチBOOK : 小さな刺しゅうの図案集 : オー
ルカラー完全版

大図 まこと PHP研究所 594.2-O99

193 SNOOPYはじめての刺繍
Schulz Charles
Monroe

KADOKAWA 594.2-Sc8

194
基本がいちばんよくわかる刺しゅうのれんしゅう帳 : 初心者で
も簡単!コツがわかるから、もっとうまくなれる!

寺西 恵里子 主婦の友社 594.2-Te56

195 羊毛フェルトテクニックブック = The wool felt technique book 佐々木 伸子 河出書房新社 594.9-Sa75

196 イチバン親切なハンドメイドアクセサリーの教科書 新星出版社編集部 新星出版社 594.9-Sh69

197 LOVE!NAIL HOLIC : 誰でもカンタンにセルフネイル! コーセー 宝島社 595.4-L94

198
世界一シンプルなナチュラルメイクの教科書 : 自分に一番似合
うメイク&ヘアがひと目でわかる

赤松 絵利 講談社 595.5-A31

199
可愛くなれるヘアとメイクのれんしゅうちょう : HAIR & MAKE
BIBLE : がんばった分だけ、今より可愛い自分になれる!

主婦の友社 595.5-Ka93

200 河北大人メイク論 河北 裕介 宝島社 595.5-Ka94

201 美舟メイク 美舟 宝島社 595.5-Mi15

202
「必要なのはコスメではなくテクニック」 : 周囲がざわつく自分に
なる

長井 かおり ダイヤモンド社 595.5-N14

203
美しくなる判断がどんな時もできる : ものすごい加齢、どのコス
メか迷ったとき、急な吹き出もの、女子ウケしたい、号泣、温泉
後、くぼんだ目

長井 かおり ダイヤモンド社 595.5-N14

204
ずぼらメイク : 6アイテム+10分+3ステップ : 6つのコスメで叶う、
大人の愛されメイク

高橋 有紀 枻出版社 595.5-Z6

205
中国語と日本語で紹介する寿司ネタの魚がわかる本 : 寿司ネ
タ58種を収録 = 一本全面了解寿司的指南 : 使用简体中文和
日语双语介绍

野村 祐三 講談社 596.21-N95

206 フライパンリゾット 若山 曜子 主婦と生活社 596.3-W28

207 スープジャーのお弁当 : 手づくりスープはカラダにやさしい! 奥薗 壽子 世界文化社 596.4-O58

208 「パンとエスプレッソと」のサンドイッチとフレンチトースト 日と々と 主婦と生活社 596.63-H77

209 人気料理家11人の本当においしいチーズケーキ KADOKAWA 596.65-N76
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210 チョコケーキとクッキー、生チョコレートの本 下迫 綾美 主婦の友社 596.65-Sh54

211 4種のベース酒で楽しむカクテルBAR 編集工房桃庵 池田書店 596.7-H52

212 コーヒー 枻出版社 596.7-Ko27

213 パッと作れて旨い!居酒屋おつまみ 荻原 和歌 宝島社 596-O25

214 主婦A子の絶品おうちごはん : 家族がよろこぶ 主婦A子 KADOKAWA 596-Sh99

215 残業ごはん : 忙しい人のためのヘルシーレシピ オレンジページ 596-Z1

216 赤ちゃんにきびしい国で、赤ちゃんが増えるはずがない。 境 治 三輪舎 599-Sa29

217 日本農業の再生と家族経営・農地制度 : 石井啓雄主要著作集 石井 啓雄 新日本出版社 611.23-I75

218
農業革新と人材育成システム : 国際比較と次世代日本農業へ
の含意

南石 晃明 農林統計出版 611.75-N48

219 ニッポンの地方野菜 内田 悟 KADOKAWA 626-U14

220
ネコがおしえるネコの本音 : 飼い主さんに伝えたい130のこと /
朝日新聞出版編著

朝日新聞出版 朝日新聞出版 645.7-A82

221 ソーセージの歴史 Allen Gary J 原書房 648.24-A41

222 伊勢丹ストーリー戦略 川島 蓉子 PHP研究所 673.838-Ka97

223
性風俗世界を生きる「おんなのこ」のエスノグラフィ : SM・関係
性・「自己」がつむぐもの

熊田 陽子 明石書店 673.94-Ku32

224
図解リクルートの伝道師 (エヴァンジェリスト) が説く外食マーケ
ティングの極意 : 図表とイラストでわかる外食産業進化論

竹田 クニ 言視舎 673.97-Ts59

225 パッと目を引く!タイトルまわりのデザイン表現 リンクアップ グラフィック社 674.3-R45

226 広告四字熟語
タイガータイガーク
リエイティブ

ユニ通信社 674.4-Ta21

227 手描きPOPの見本帳 フレア
エムディエヌコーポ
レーション

674.53-F92

228 キャッチコピーの教科書 : わかる!!できる!!売れる!! 椹 寛子 すばる舎 674-Sa97

229 商人たちの広州 : 一七五〇年代の英清貿易 藤原 敬士 東京大学出版会 678.222033-F68

230 御巣鷹山と生きる : 日航機墜落事故遺族の25年 美谷島 邦子 新潮社 687.7-Mi75

231 十字架を背負った尾根 : 日航機墜落現場の知られざる四季 清泉 亮 草思社 687.7-Se19

232 バリと観光開発 : 民主化・地方分権化のインパクト 井澤 友美 ナカニシヤ出版 689.2246-I98

233 観光立国論 : 交通政策から見た観光大国への論点 戸崎 肇 現代書館 689.4-To97

234 食旅と観光まちづくり 安田 亘宏 学芸出版社 689-Y62

235 江戸の美術大図鑑 狩野 博幸 河出書房新社 702.15-E24

236 Hell = 地獄 : 地獄をみる 高岡 一弥
パイインターナショ
ナル

721.087-H51

237 ヘンな浮世絵 : 歌川広景のお笑い江戸名所 歌川 広景 平凡社 721.8-H61

238 春画論 : 性表象の文化学 鈴木 堅弘 新典社 721.8-Su96

239
ボイマンス美術館所蔵ブリューゲル「バベルの塔」展公式ガイ
ドブック

朝日新聞出版 朝日新聞出版 723.359-A82

240 ゴッホの耳 : 天才画家最大の謎 Murphy Bernadette 早川書房 723.359-Mu78

241 BARで飲みたい31の名酒 : あの頃、レモン・ハートで 古谷 三敏 双葉社 726.101-F95

242
BEST : 2002-2017 15th anniversary illustration book : CD
jacket,Book
cover,Package,Poster,Animation,Collaboration,Portrait & more

中村 佑介 飛鳥新社 726.5-N37

243 エドワード・ゴーリーの世界 浜中 利信 河出書房新社 726.601-Sh18

244 実用手描文字 = Handwritten Character Templates 姉崎 正広 青幻舎 727.8-A49
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245 ニホンゴロゴ : ひらがなカタカナ漢字による様々な業種のロゴ
パイインターナショ
ナル

727.8-N71-2

246 わくわくロゴワーク : いっしょに増やそう!ロゴづくりのひきだし 岡口 房雄 ビー・エヌ・エヌ新社 727.8-O38

247 かわいい消しゴムはんこ : イラスト図案としても使える! mogerin 朝日新聞出版 736-Mo16

248
カッター1本ではじめる!プチかわ消しゴムはんこ作って使えるア
イデア50

立澤 あさみ メイツ出版 736-Ta95

249
焼かずに作れる!!陶器みたいなねんどのアクセサリー : 着け心
地軽やか ふだん使いに最適!!

くまだ まり 日東書院本社 751.4-Ku32

250
アクセサリー作りのためのレジンの教科書 : いちばんわかりや
すいテクニック・レッスン : 初級から中級まで

熊崎 堅一 河出書房新社 751.9-A39

251 UVレジンの教科書 : 基礎がわかれば、デザインは無限大 a. k. b.+ 講談社 751.9-E42

252
かんたん楽しい手づくりカードBOOK : 気持ちを伝えるかわいい
ポップアップカード93点

やまもと えみこ 日本ヴォーグ社 754.9-Y31

253 にっこりが伝わるふせん習慣の始めかた Yuzuko メディアファクトリー 754.9-Y99

254 カラー&ライト : リアリズムのための色彩と光の描き方 Gurney James ボーンデジタル 757.3-G95

255 乙女のための歌舞伎手帖 河出書房新社 774-O86

256 今のアメリカがわかる映画100本 町山 智浩 サイゾー 778.253-Ma19

257
マーク・デイヴィス作品集 : ディズニー伝説の天才クリエーター
: キャラクターからアトラクションまで創造の軌跡を探る

Davis Marc 講談社 778.77-Ma38

258 僕がコントや演劇のために考えていること 小林 賢太郎 幻冬舎 779.14-Ko12

259 魔法のコンパス : 道なき道の歩き方 西野 亮廣 主婦と生活社 779.14-N85

260
逆襲する山里亮太 : これからのお笑いをリードする7人の男た
ち

ラリー遠田 双葉社 779.14-R17

261 新さんまさん論 : なぜ人を飽きさせずに売れ続けるのか 伊敷 豊 こう書房 779.9-I76

262 あさこ40歳。 : 私、生きてる! いとう あさこ 講談社 779.9-I89

263 リオネル・メッシMESSIGRAPHICA Shetty Sanjeev 東洋館出版社 783.47-Sh14

264
ラストピース : J2降格から三冠達成を果たしたガンバ大阪の軌
跡

下薗 昌記 KADOKAWA 783.47-Sh55

265 誰も教えてくれない護身術 松元 國士 辰巳出版 789.9-D41

266 死をめぐるコレクション : 病的な蒐集家が紡ぐ奇怪な世界 Gambino Paul グラフィック社 790-G18

267 作れる!学べる!Unreal Engine 4ゲーム開発入門 荒川 巧也 翔泳社 798.5-A63

268
Unityで神になる本。 : Unityでゼロから学ぶ、オリジナルゲーム
制作。

廣 鉄夫 オーム社 798.5-H71

269
Unityの教科書 : Unity 2017完全対応版 : はじめてでも安心! :
2D&3Dスマートフォンゲーム入門講座

北村 愛実 SBクリエイティブ 798.5-Ki68

270
Unreal Engine 4で極めるゲーム開発 : サンプルデータと動画で
学ぶUE4ゲーム制作プロジェクト

湊 和久 ボーンデジタル 798.5-Mi39

271
大勢のなかでも存在感が出るひな壇芸人のトーク術 : キラリ☆
と光るコメント力

難波 義行 こう書房 809.2-N48

272
スピーチ・ツリー : どんな場面でも人前でブレずに「話せる」技
術

眞山 徳人 洋泉社 809.4-Ma98

273 美しい日本語が身につく本 : 手紙に使える会話に役立つ 金田一 秀穂 高橋書店 810.4-U96

274
大人の語彙力が面白いほど身につく本 : 使いたい時にすぐ出
てくる!

話題の達人倶楽部 青春出版社 810.4-W12

275
大人の語彙力が面白いほど身につく本Level 2 : 「言いたいこ
と」がことばにできる!

話題の達人倶楽部 青春出版社 810.4-W12-2

276 ザビエルの置き土産 : お菓子ごちそうありがとう Minami Renato
幻冬舎メディアコン
サルティング

812-Mi37

277 「言いたいこと」から引ける大和ことば辞典 西谷 裕子 東京堂出版 814.5-N86

278 究極の文章術 : 文章読本の名著90冊から抽出した ひらの こぼ 草思社 816-H66

279 「なぜ」と「どうして」を押さえて、しっかり!まとまった!文章を書く 前田 安正 すばる舎 816-Ma26
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280 超解文章が面白いほど上手に書ける本 吉岡 友治 あさ出版 816-Y92

281
源氏物語を3日で極める : 三日坊主でも飽きない日本一わかり
やすい『源氏物語』講義

板野 博行 スタディカンパニー 817.5-I88

282 本当は怖い漢字の本 出口 汪 水王舎 821.2-H85

283 イラストでわかるはじめてのハングル 八田 靖史 高橋書店 829.11-H43

284 リアルな日常表現が話せる!韓国語フレーズブック 幡野 泉 新星出版社 829.178-H42

285
韓国語で説明する日本の文化 : これ一冊で!日本のことをもっ
と話せる

植田 一三 語研 829.178-U32

286 キクタンタイ語 : 聞いて覚えるタイ語単語帳　入門編 上原 みどりこ アルク 829.36-U36-入門

287 はじめてのタイ語
Wannaporn
Pompern

明日香出版社 829.36-W37

288 はじめてのトルコ語 小澤 美智子 明日香出版社 829.57-O97

289
なんでやねんを英語で言えますか? : Let's speak in Kansai
dialect ! : 知らんとヤバいめっちゃ使う50のフレーズ+α

川合 亮平 KADOKAWA 837.8-Ka93

290
たった1週間の英語力で驚くほど相手に伝わってしまう本 : 何
て言えばいいの?がなくなる!

西村 喜久 明日香出版社 837.8-N84

291 やさしい英語で話がはずむ!外国人が喜ぶ日本のトピック108 坂口 雅彦 ベレ出版 837.8-Sa28

292
難しいことはわかりませんが、英語が話せる方法を教えてくだ
さい!

Soresi Steve 文響社 837.8-So55

293 中学レベルの英単語でネイティブとペラペラ話せる本 Williamson Nicolas ダイヤモンド社 837.8-W74

294 ドイツ語で読む星の王子さま
Saint-Exupéry
Antoine de

IBCパブリッシング 847.7-Sa22

295 基本から学ぶラテン語 河島 思朗 ナツメ社 892-Ka97

296 絵でよむ百人一首 渡部 泰明 朝日出版社 911.147-W46

297
VS.こち亀 : こちら葛飾区亀有公園前派出所ノベライズアンソロ
ジー

秋本 治 集英社 913.68-A35

298 L-エル- Acid Black Cherry KADOKAWA 913.6-A15

299 不発弾 相場 英雄 新潮社 913.6-A22

300 時をめぐる少女 天沢 夏月 KADOKAWA 913.6-A43

301 旅猫リポート 有川 浩 講談社 913.6-A71

302 アナログ ビートたけし 新潮社 913.6-B48

303 メビウス1974 堂場 瞬一 河出書房新社 913.6-D81

304 遺産ゲーム 藤原 一裕 KADOKAWA 913.6-F68

305 MOON SAGA義経秘伝 Gackt 講談社 913.6-G11

306 成功者K 羽田 圭介 河出書房新社 913.6-H11

307 くじら島のナミ 浜口 倫太郎
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

913.6-H23

308 薫風のトゥーレ 林 健太郎
幻冬舎メディアコン
サルティング

913.6-H48

309 カンパニー 伊吹 有喜 新潮社 913.6-I12

310 夏をなくした少年たち 生馬 直樹 新潮社 913.6-I38

311 AX (アックス) 伊坂 幸太郎 KADOKAWA 913.6-I68

312 ぼくのとなりにきみ 小嶋 陽太郎 ポプラ社 913.6-Ko39

313 ぼくらはその日まで 小嶋 陽太郎 ポプラ社 913.6-Ko39

314 余命10年 小坂 流加 文芸社 913.6-Ko82
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315 魔法使いと副店長 越谷 オサム 徳間書店 913.6-Ko85

316 炎昼 京極 夏彦 集英社 913.6-Ky3

317 虚実 (うそまこと) 妖怪百物語　（序） 京極 夏彦 KADOKAWA 913.6-Ky3-序

318 虚実 (うそまこと) 妖怪百物語　（破） 京極 夏彦 KADOKAWA 913.6-Ky3-破

319 虚実 (うそまこと) 妖怪百物語　（急） 京極 夏彦 KADOKAWA 913.6-Ky3-急

320 バベル九朔 万城目 学 KADOKAWA 913.6-Ma34

321 ミックス。 古沢 良太 ポプラ社 913.6-Mi24

322 百貨の魔法 村山 早紀 ポプラ社 913.6-Mu62

323 芸人前夜 中田 敦彦 ヨシモトブックス 913.6-N43

324 グッド・コマーシャル にしの あきひろ 幻冬舎 913.6-N85

325 ゲームの王国　（上） 小川 哲 早川書房 913.6-O24-上

326 ゲームの王国　（下） 小川 哲 早川書房 913.6-O24-下

327 Ank : a mirroring ape 佐藤 究 講談社 913.6-Sa85

328 アシガール : 小説 堀川 梢子 集英社 913.6-Se16

329 カタストロフ・マニア 島田 雅彦 新潮社 913.6-Sh36

330 彼女と彼女の猫 新海 誠 カンゼン 913.6-Sh64

331 騙し絵の牙 塩田 武士 KADOKAWA 913.6-Sh77

332 冤罪犯 翔田 寛 KADOKAWA 913.6-Sh95

333 籠の鸚鵡 辻原 登 新潮社 913.6-Ts41

334 機龍警察狼眼殺手 月村 了衛 早川書房 913.6-Ts63

335 追想の探偵 月村 了衛 双葉社 913.6-Ts63

336 ルビンの壺が割れた 宿野 かほる 新潮社 913.6-Y13

337 ミミとこだち 吉本 ばなな 幻冬舎 913.6-Y91-1

338 風と共にゆとりぬ = Yutori with the wind 朝井 リョウ 文藝春秋 914.6-A83

339
アフロ記者が記者として書いてきたこと。退職したからこそ書け
たこと。

稲垣 えみ子 朝日新聞出版 914.6-I52

340 大泉エッセイ : 僕が綴った16年 大泉 洋 メディアファクトリー 914.6-O35

341 魂の退社 : 会社を辞めるということ。 稲垣 えみ子 東洋経済新報社 916-I52

342 寂しい生活 稲垣 えみ子 東洋経済新報社 916-I52

343
顔ニモマケズ : どんな「見た目」でも幸せになれることを証明し
た9人の物語

水野 敬也 文響社 916-Mi96

344 キミの目が覚めたなら : 8年越しの花嫁 中原 尚志 主婦の友社 916-N33

345
笑顔のママと僕と息子の973日間 : シングルファーザーは今日
も奮闘中

清水 健 小学館 916-Sh49

346 サリンジャーと過ごした日々
Smith Rakoff
Joanna

柏書房 930.278-Sa53

347 ライ麦畑のミステリー 竹内 康浩 せりか書房 930.278-Sa53

348
イギリス文学紀行 : ディケンズ、オーウェルからブロンテ姉妹ま
で

那須 省一 書肆侃侃房 930.2-N56

349 ペストの記憶 Defoe Daniel 研究社 933.6-D53
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350 FUNGI : 菌類小説選集 Grey Orrin Pヴァイン 933.78-G84-1

351 ヘヴンアイズ Almond David 河出書房新社 933.7-A41

352 マンスフィールド荘園 Austen Jane 近代文藝社 933.7-A96

353 レモンケーキの独特なさびしさ Bender Aimee KADOKAWA 933.7-B35

354 ローカル・ガールズ Hoffman Alice みすず書房 933.7-H81

355 イルミナエ・ファイル Kaufman Amie 早川書房 933.7-Ka89

356 アリスはどこへ行った? Maguire Gregory
ハーパーコリンズ・
ジャパン

933.7-Ma29

357 とらわれて夏 Maynard Joyce イースト・プレス 933.7-Ma98

358 アーダ　（上）
Nabokov Vladimir
Vladimirovich

早川書房 933.7-N11-上

359 アーダ　（下）
Nabokov Vladimir
Vladimirovich

早川書房 933.7-N11-下

360 レモン畑の吸血鬼 Russell Karen 河出書房新社 933.7-R89

361 チョコレート・アンダーグラウンド Shearer Alex 求龍堂 933.7-Sh14

362 タイムボックス
Andri Snær
Magnason

NHK出版 949.53-A48

363 『星の王子さま』が話してくれた世界一幸せになれる33の言葉 福本 舞衣子 秀和システム 950.278-Sa22

364 ボージャングルを待ちながら Bourdeaut Olivier 集英社 953.7-B67

365 ちいさな国で Faye Gaël 早川書房 953.7-F16

366 6時27分発の電車に乗って、僕は本を読む
Didierlaurent Jean-
Paul

ハーパーコリンズ・
ジャパン

953.7-N58
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