
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 未来のエリートのための最強の学び方 佐藤 優 集英社インターナショナル 002.7 サ  

2 中学数学からはじめる暗号入門
現代の暗号はどのようにして作られたのか

関根 章道 技術評論社 007.1 セ  

3 光の量子コンピューター 古澤 明 集英社インターナショナル 007.1 フ 新書

4 ブルックスの知能ロボット論
なぜMITのロボットは前進し続けるのか?

Rodney　A.Brooks オーム社 007.1 ブ  

5 アルゴリズムの絵本　プログラミングが好きになる新しい9つの扉 アンク 翔泳社 007.6 ア  

6 大学一年生のための情報リテラシー 小棹 理子 丸善出版 007.6 オ  

7 日本目録規則 日本図書館協会目録委員会 日本図書館協会 014.3 ニ  

8 読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤 孝 SBクリエイティブ 019 サ 新書

9 偏差値95、京大首席合格者が教える「京大読書術」
仕事にも勉強にも必須な「理解力」と「連想力」が劇的に身につく

粂原 圭太郎 KADOKAWA 019.1 ク  

10 スポーツするえほん 中川 素子 岩波書店 019.5 ナ  

11 THE　BOOKS　365人の本屋さんがどうしても届けたい「この一冊」 ミシマ社 ミシマ社 019.9 ザ  

12 なるほど図解 著作権法のしくみ 奥田 百子 中央経済社 021.2 オ  

13 クリエイターのための権利の本　著作権トラブル解決のバイブル! 大串 肇 [ほか]著 ボーンデジタル 021.2 ク  

14
ネット時代の
クリエイターやミュージシャンが得する権利や著作権の本

秀間 修一[ほか]講師
シンコーミュージック
・エンタテイメント 021.2 ヒ  

15 朝日キーワード　2020 朝日新聞出版 朝日新聞出版 059 ア  

16 その情報はどこから?　ネット時代の情報選別力 猪谷 千香 筑摩書房 070 イ 新書

17 昭和天皇　上・下 保阪 正康 朝日新聞出版 081 ア 980-981  

18 情熱でたどるスペイン史 池上 俊一 岩波書店 081 イ 890 岩波ジュニア新書

19 不便益のススメ　新しいデザインを求めて 川上 浩司 岩波書店 081 イ 891 岩波ジュニア新書

20 ユダヤ人とユダヤ教 市川 裕 岩波書店 081 イ 1755 岩波新書

21 なぜ働き続けられない?　社会と自分の力学 鹿嶋 敬 岩波書店 081 イ 1756 岩波新書

22 ユーラシア動物紀行 増田 隆一 岩波書店 081 イ 1757 岩波新書

23 東アジア仏教史 石井 公成 岩波書店 081 イ 1758 岩波新書

24 <いのち>とがん　患者となって考えたこと 坂井 律子 岩波書店 081 イ 1759 岩波新書

25 子育ての知恵　幼児のための心理学 高橋 惠子 岩波書店 081 イ 1760 岩波新書

26 日本をどのような国にするか　地球と世界の大問題 丹羽 宇一郎 岩波書店 081 イ 1761 岩波新書

27 世界史の実験 柄谷 行人 岩波書店 081 イ 1762 岩波新書

28 仕事と心の流儀 丹羽 宇一郎 講談社 081 コ 2508 講談社現代新書
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

29 0から1をつくる　地元で見つけた、世界での勝ち方 本橋 麻里 講談社 081 コ 2509 講談社現代新書

30 縄文時代の歴史 山田 康弘 講談社 081 コ 2510 講談社現代新書

31 中高生からの論文入門 小笠原 喜康 　片岡 則夫 講談社 081 コ 2511 講談社現代新書

32 捨てられる銀行　3　未来の金融　「計測できない世界」を読む 橋本 卓典 講談社 081 コ 2512 講談社現代新書

33 科学と非科学　その正体を探る 中屋敷 均 講談社 081 コ 2513 講談社現代新書

34 神とは何か　哲学としてのキリスト教 稲垣 良典 講談社 081 コ 2514 講談社現代新書

35 リバタリアニズム　アメリカを揺るがす自由至上主義 渡辺 靖 中央公論新社 081 チ 2522 中公新書

36 古代オリエントの神々　文明の興亡と宗教の起源 小林 登志子 中央公論新社 081 チ 2523 中公新書

37 歌仙はすごい　言葉がひらく「座」の世界 辻原 登[ほか] 中央公論新社 081 チ 2524 中公新書

38 硫黄島　国策に翻弄された130年 石原 俊 中央公論新社 081 チ 2525 中公新書

39 源頼朝　武家政治の創始者 元木 泰雄 中央公論新社 081 チ 2526 中公新書

40 大統領とハリウッド　アメリカ政治と映画の百年 村田 晃嗣 中央公論新社 081 チ 2527 中公新書

41 三条実美　維新政権の「有徳の為政者」 内藤 一成 中央公論新社 081 チ 2528 中公新書

42 ナポレオン四代　二人のフランス皇帝と悲運の後継者たち 野村 啓介 中央公論新社 081 チ 2529 中公新書

43 日本鉄道史　昭和戦後・平成篇　国鉄の誕生からJR7社体制へ 老川 慶喜 中央公論新社 081 チ 2530 中公新書

44 火付盗賊改　鬼と呼ばれた江戸の「特別捜査官」 高橋 義夫 中央公論新社 081 チ 2531 中公新書

45 大清律　刑律　1　伝統中国の法的思考 谷井 俊仁 [ほか] 訳解 平凡社 081 ト 893 東洋新書

46 哲学的な何か、あと科学とか 飲茶 二見書房 104 ヤ 東洋文庫

47 「ロンリ」の授業
論理的ってこういうことだったのか!　あの人の話はなぜ、わかりやすいんだろう?

NHK『ロンリのちから』制作班 三笠書房 116 ロ  

48 史上最強の哲学入門　東洋の哲人たち 飲茶 河出書房新社 120 ヤ 文庫

49 福岡伸一、西田哲学を読む
生命をめぐる思索の旅　動的平衡と絶対矛盾的自己同一

池田 善昭 　福岡 伸一 明石書店 121.6 ニ  

50 史上最強の哲学入門 飲茶 河出書房新社 130 ヤ 文庫

51 プラトン　哲学者とは何か 納富 信留 日本放送出版協会 131.3 ノ  

52 饗宴 プラトン 光文社 131.3 プ 文庫

53 ウィリアム・ジェイムズ入門　賢く生きる哲学 スティーヴン・C・ロウ 日本教文社 133.9 ロ  

54 声と現象 ジャック・デリダ 筑摩書房 134.9 デ 文庫

55 精神のエネルギー アンリ・ベルクソン 平凡社 135.4 ベ 文庫

56 いまこそ、希望を サルトル × レヴィ 光文社 135.5 サ 文庫

57 存在と無　1-3　現象学的存在論の試み ジャン=ポール・サルトル 筑摩書房 135.5 サ 1-3 文庫

58 90分でわかるサルトル ポール・ストラザーン WAVE出版 135.5 ス  

59 メルロ＝ポンティ　人と思想112 村上 隆夫 清水書院 135.5 ム
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

60 レヴィナス　壊れものとしての人間 村上 靖彦 河出書房新社 135.5 ム  

61 全体性と無限　上・下 レヴィナス 岩波書店 135.5 レ 1-2 文庫

62 世界初は「バカ」がつくる　「バカ」の育ち方あります! 生田 幸士 さくら舎 141.5 イ  

63 FUTURE　INTELLIGENCE
これからの時代に求められる「クリエイティブ思考」が身につく10の習慣

スコット・バリー・カウフマン[ほか] 大和書房 141.5 カ  

64 野の医者は笑う　心の治療とは何か? 東畑 開人 誠信書房 146.8 ト  

65 フロムに学ぶ「愛する」ための心理学 鈴木 晶 NHK出版 152 フ 新書

66 物語　北欧神話　上 ニール・ゲイマン 原書房 164.3 ゲ 1  

67 一神教と戦争 橋爪 大三郎 　中田 考 集英社 167 ハ 新書

68 怖い橋の物語 中野 京子 河出書房新社 204 ナ 文庫

69 図解でわかる　14歳から知る 影響と連鎖の全世界史 インフォビジュアル研究所
大角 修 太田出版 209 ズ  

70 世界史を「移民」で読み解く 玉木 俊明 NHK出版 209 タ 新書

71 中世史講義　院政期から戦国時代まで 高橋 典幸 　五味 文彦 筑摩書房 210.4 チ 新書

72 平成史講義 吉見 俊哉 筑摩書房 210.7 ヘ 新書

73 近代東京の地政学　青山・渋谷・表参道の開発と軍用地 武田 尚子 吉川弘文館 213.6 タ  

74 京急沿線の近現代史 小堀 聡 クロスカルチャー出版 213.7 ケ  

75 ヨーロッパ近代史 君塚 直隆 筑摩書房 230.5 キ 新書

76 図説 英国執事　貴族をささえる執事の素顔 村上 リコ 河出書房新社 233 ム 　

77 知識ゼロからの天皇の日本史 山本 博文 幻冬舎 288.4 ヤ  

78 ある若き死刑囚の生涯 加賀 乙彦 筑摩書房 289.1 ス 新書

79 伝説の将軍  藤原秀郷 野口 実 吉川弘文館 289.1 フ  

80 日本全国  境界未定地の事典 浅井 建爾 東京堂出版 291 ア  

81 真鍋博の鳥の眼　タイムトリップ日本60's 真鍋 博 毎日新聞出版 291 マ 　

82
TOKYO　TRADITIONS　FROM　ISLANDS　TO　MOUNTAINS
東京百景

関 昭彦 　ロブ・ゴス IBCパブリッシング 291.3 Ｓ  

83 京都思想逍遙 小倉 紀蔵 筑摩書房 291.6 オ 新書

84 地中海を旅する62章　歴史と文化の都市探訪 松原 康介 明石書店 293 マ  

85 現代ブータンを知るための60章 平山 修一 明石書店 302.2 ヒ  

86 現代メキシコを知るための70章 国本 伊代 明石書店 302.5 ク  

87 日本進化論 落合 陽一 SBクリエイティブ 304 オ 新書

88 思いつきで世界は進む　「遠い地平、低い視点」で考えた50のこと 橋本 治 筑摩書房 304 ハ 新書

89 1980年代から見た日本の未来　2030年代を予測する視点 三浦 展 イースト・プレス 304 ミ 新書

90 24歳の僕が、オバマ大統領のスピーチライターに?! デビッド・リット 光文社 312.5 リ  
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91 天皇と日本人　ハーバード大学講義でみる「平成」と改元 ケネス・ルオフ 朝日新聞出版 313.6 ル 新書

92 クルド人を知るための55章 山口 昭彦 明石書店 316.8 ヤ  

93 絵でわかるマクロ経済学 茂木 喜久雄 講談社 331 モ  

94 マルクスる?  世界一かんたんな  マルクス経済学の本 木暮 太一 マトマ出版 331.6 コ  

95 南スーダンに平和をつくる　「オールジャパン」の国際貢献 紀谷 昌彦 筑摩書房 333.8 キ 新書

96 地図でみる  日本の外国人 石川 義孝 ナカニシヤ出版 334.4 チ  

97 「私を怒らせる人」がいなくなる本 園田 雅代 青春出版社 361.4 ソ  

98 パクリの技法 藤本 貴之 オーム社 361.5 フ  

99 いじめの中で生きるあなたへ
大人から伝えたい「ごめんね」のメッセージ

小森 美登里 WAVE出版 371.4 コ  

100 なるにはbooks  漁師になるには 大浦 佳代 ぺりかん社 375 ナ 45  

101 なるにはbooks　スポーツで働く 谷 隆一 　藤江 亮介 ぺりかん社 375 ナ ﾎ22  

102 表とグラフでみる　日本のすがた2019
日本をもっと知るための社会科資料集

矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 375.3 ヤ  

103 大学の未来地図　「知識集約型社会」を創る 五神 真 筑摩書房 377 ゴ 新書

104 ペンタゴンの頭脳　世界を動かす軍事科学機関DARPA アニー・ジェイコブセン 太田出版 392.5 ジ  

105 横田空域　日米合同委員会でつくられた空の壁 吉田 敏浩 KADOKAWA 395.3 ヨ 新書

106 科学史ひらめき図鑑　世界を変えた科学者70人のブレイクスルー スペースタイム ナツメ社 402 カ  

107 とんでもない死に方の科学　もし●●したら、あなたはこう死ぬ コーディー・キャシディー[ほか] 河出書房新社 404 キ  

108 「偶然」と「運」の科学 マイケル・ブルックス SBクリエイティブ 404 グ  

109 図解でわかる!　理工系のためのよい文章の書き方
論文・レポートを自力で書けるようになる方法

福地 健太郎[文]
園山 隆輔[図解] 翔泳社 407 フ  

110 すごい分子　世界は六角形でできている 佐藤 健太郎 講談社 408 ブ 2080 ブルーバックス新書

111 ブロックチェーン　相互不信が実現する新しいセキュリティ 岡嶋 裕史 講談社 408 ブ 2083 ブルーバックス新書

112 不自然な宇宙　宇宙はひとつだけなのか? 須藤 靖 講談社 408 ブ 2084 ブルーバックス新書

113 今日から使える統計解析　理論の基礎と実用の“勘どころ” 大村 平 講談社 408 ブ 2085 ブルーバックス新書

114 Web学習アプリ対応  C言語入門
スマホ・PCを使いスキマ時間で楽々習得

板谷 雄二 講談社 408 ブ 2086 ブルーバックス新書

115 「超」入門  相対性理論　アインシュタインは何を考えたのか 福江 純 講談社 408 ブ 2087 ブルーバックス新書

116 数学で犯罪を解決する キース・デブリン[ほか] ダイヤモンド社 410 デ  

117 ぼくと数学の旅に出よう　真理を追い求めた1万年の物語 ミカエル・ロネー NHK出版 410.2 ロ  

118 xはたの(も)しい　魚から無限に至る、数学再発見の旅 スティーヴン・ストロガッツ 早川書房 410.4 ス  

119 数学×思考＝ざっくりと　いかにして問題をとくか 竹内　薫 丸善出版 410.7 タ

120 どうして高校生が数学を学ばなければならないの? 大竹 真一 大阪大学出版会 410.7 ド  

121 この数学パズル、解けますか? アレックス・ベロス SBクリエイティブ 410.7 ベ  

122 哲学的な何か、あと数学とか 飲茶 二見書房 412.2 ヤ 文庫
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

123 熱と温度の科学 石原 顕光 日刊工業新聞社 426 イ  

124 中学生にもわかる化学史 左巻 健男 筑摩書房 430.2 サ 新書

125 星から知る春夏秋冬　写真でつづる四季の星空 牛山 俊男 誠文堂新光社 442.7 ウ  

126 ゲーテ地質学論集・鉱物篇 ゲーテ 筑摩書房 450.4 ゲ 文庫

127 波のはなし　科学の眼で見る日常の疑問 稲場 秀明 技報堂出版 452.5 イ  

128 奇跡の地形　驚きに満ちた日本を発見!! 藤原 治[監修] 洋泉社 454.9 キ  

129 絵でわかる日本列島の地形・地質・岩石 藤岡 達也 講談社 454.9 フ  

130 生きものとは何か　世界と自分を知るための生物学 本川 達雄 筑摩書房 460 モ 新書

131 天然知能 郡司ペギオ幸夫 講談社 461.1 グ  

132 量子力学で生命の謎を解く ジム・アル=カリーリ[ほか] SBクリエイティブ 464.9 ア  

133 図解　身近にあふれる「微生物」が3時間でわかる本 左巻 健男 明日香出版社 465 サ  

134 ヒトがいまあるのはウイルスのおかげ!
役に立つウイルス・かわいいウイルス・創造主のウイルス

武村 政春 さくら舎 465.8 タ  

135 ゲノム編集の光と闇　人類の未来に何をもたらすか 青野 由利 筑摩書房 467.2 ア 新書

136 絵でわかる生態系のしくみ 鷲谷 いづみ 講談社 468 ワ  

137 水族館の文化史　ひと・動物・モノがおりなす魔術的世界 溝井 裕一 勉誠出版 480.7 ミ  

138 生きものの世界への疑問 日高 敏隆 朝日新聞出版 481.7 ヒ 文庫

139 わけあって絶滅しました。　世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑 丸山 貴史 ダイヤモンド社 482 マ  

140 日本の貝　温帯域・浅海で見られる種の生態写真+貝殻標本　629種 高重 博[ほか] 誠文堂新光社 484 タ  

141 タコの心身問題　頭足類から考える意識の起源 ピーター・ゴドフリー=スミス みすず書房 484.7 ゴ  

142 写録　ニホンミツバチ 藤井 英美 新樹社 486.7 フ  

143 日本のチョウ　日本産全種がフィールド写真で検索可能 日本チョウ類保全協会 誠文堂新光社 486.8 ニ  

144 人間はどこまで耐えられるのか F.アッシュクロフト 河出書房新社 491.3 ア 文庫

145 終わっている臓器　もはや不要なのに存在する人体パーツ21の秘密 坂井 建雄[監修] 徳間書店 491.3 オ  

146 フューチャー・オブ・マインド　心の未来を科学する ミチオ・カク NHK出版 491.3 カ  

147 メタボも老化も腸内細菌に訊け! 小澤 祥司 岩波書店 491.7 オ  

148 音楽嗜好症(ミュージコフィリア)　脳神経科医と音楽に憑かれた人々 オリヴァー・サックス 早川書房 493.7 サ 文庫

149 テクニウム　テクノロジーはどこへ向かうのか? ケヴィン・ケリー みすず書房 504 ケ  

150 日本プラモデル六〇年史 小林 昇 文藝春秋 507.9 コ 新書

151 都市空間の明治維新　江戸から東京への大転換 松山 恵 筑摩書房 518.8 マ 新書

152 安藤忠雄の建築　0　Process　and　Idea 安藤 忠雄 TOTO出版 520.8 ア 0 　

153 歴史作家の城めぐり　戦国の覇権を競った武将たちの夢のあと 伊東 潤 プレジデント社 521.8 イ 新書

154 復元CG  日本の城 三浦 正幸[監修] 山川出版社 521.8 フ  
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155 家をセルフでビルドしたい
大工経験ゼロの俺が3LDK夢のマイホームを6年かけて建てた話

阪口 克 文藝春秋 527 サ  

156 トコトンやさしいボイラーの本 安田 克彦[ほか] 日刊工業新聞社 533.3 ヤ  

157 聞こえくる過去　音響再生産の文化的起源 ジョナサン・スターン インスクリプト 547.3 ス 　

158 アンドロイド基本原則　誰が漱石を甦らせる権利をもつのか?
漱石アンドロイド
共同研究プロジェクト 日刊工業新聞社 548.3 ア  

159 トコトンやさしいレーザ加工の本 片山 聖二 日刊工業新聞社 549.9 カ  

160 「発酵」のことが一冊でまるごとわかる 齋藤 勝裕 ベレ出版 588.5 サ  

161 行列のできる定食屋　菱田屋の男メシ! 　 オレンジページ 596 ギ  

162 おいしい珈琲を自宅で淹れる本 富田 佐奈栄 主婦の友社 596.7 ト  

163 パスタ入門
小矢島 聡
塚本 守

日本食糧新聞社 619.3 コ 新書

164 中央線<東京〜高尾>古地図さんぽ
懐かしい中央線沿線にタイムトリップ

坂上 正一 フォト・パブリッシング 686.2 サ  

165 もじもじもじ鉄　鉄道の書体とデザインほぼぜんぶ 石川 祐基 三才ブックス 686.5 イ  

166 JR貨物の魅力を探る本　鉄道貨物輸送の舞台ウラのすべて! 梅原 淳 河出書房新社 686.6 ウ  

167 バイオアート　バイオテクノロジーは未来を救うのか。 ウィリアム・マイヤーズ ビー・エヌ・エヌ新社 702 マ  

168 ファン・ゴッホの手紙 ファン・ゴッホ みすず書房 723.3 ゴ  

169 フェルメールのカメラ　光と空間の謎を解く フィリップ・ステッドマン 新曜社 723.3 ス 　

170 数学デッサン教室　描いて楽しむ数学のかたち 瑞慶山 香佳 技術評論社 725 ズ  

171 日本の漫画本300年　「鳥羽絵」本からコミック本まで 清水 勲 　猪俣 紀子 ミネルヴァ書房 726.1 シ  

172 教養としての現代漫画 瀬木 比呂志 日本文芸社 726.1 セ  

173 安彦良和の戦争と平和　ガンダム、マンガ、日本 杉田 俊介 中央公論新社 726.1 ヤ 新書

174 幸せな王子 オスカー・ワイルド リトルモア 726.6 キ

175 書道史謎解き三十話 魚住 和晃 岩波書店 728.2 ウ  

176 50冊で学ぶ写真表現入門 西垣 仁美 　藤原 成一 日本カメラ社 740 ニ  

177 朝日新聞報道写真集　2019　2018年1月〜12月 朝日新聞社 朝日新聞出版 748 ア  

178 名人　日本各地の名人に会いに行く!名人体験・写真集 梅 佳代 写真・文 静山社 748 ウ 　

179 折り紙建築　世界遺産をつくろう! 茶谷 正洋 　中沢 圭子 彰国社 754.9 チ 1  

180 チップチューンのすべて　ゲーム機から生まれた新しい音楽 田中 治久 誠文堂新光社 763.9 タ  

181 ルーフトップ・コンサートのビートルズ
世界を驚かせた屋上ライブの全貌

トニー・バレル DU　BOOKS 764.7 ビ  

182 THE　COMPLETE　MICHAEL　JACKSON　KING　OF　POP
マイケル・ジャクソンの全軌跡

クリス・ロバーツ 玄光社 767.8 ジ 　

183 ラップ・イヤー・ブック
イラスト図解ヒップホップの歴史を変えたこの年この曲

シェイ・セラーノ[ほか] DU　BOOKS 767.8 セ  

184 2001:キューブリック、クラーク マイケル・ベンソン 早川書房 778.2 キ 　

185 激走!日本アルプス大縦断
密着、トランスジャパンアルプスレース富山〜静岡415km

NHKスペシャル取材班 集英社 782.3 ゲ 文庫
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186 得点力に差がつく!　バスケットボールシューティングガード
上達のコツ50

辻 直人[監修] メイツ出版 783.1 ト  

187 試合で勝てる!  テニス最強のメンタルトレーニング 海野 孝 メイツ出版 783.5 カ  

188 止めたバットでツーベース　村瀬秀信野球短編自撰集 村瀬 秀信 双葉社 783.7 ム  

189 青春を山に賭けて 植村 直己 文藝春秋 786.1 ウ 文庫

190 囲碁の世界へようこそ　石倉昇の囲碁入門 石倉 昇 日本棋院 795 イ  

191 初心者が初段になるための将棋学習法
序盤/中盤/終盤をどう学ぶか

佐藤 友康 主婦の友社 796 サ  

192 詰将棋入門 森 信雄 実業之日本社 796 モ 文庫

193 記号とシンボルの事典　知ってそうで知らなかった100のはなし スティーヴン・ウェッブ 青土社 801.9 ウ  

194 使える!「国語」の考え方 橋本 陽介 筑摩書房 810 ハ 新書

195 発音記号キャラ辞典　全ての発音記号をまとめてキャラ化!! リチャード川口 KADOKAWA 831.1 ダ  

196 日本人が勘違いしているカタカナ英語120 キャサリン・A.クラフト 中央公論新社 834 ク 新書

197 天声人語　2018冬 朝日新聞論説委員室 原書房 837 ア  

198 書きあぐねている人のための小説入門 保坂 和志 中央公論新社 901.3 ホ 文庫

199 夢の本 ホルヘ・ルイス・ボルヘス 河出書房新社 908 ユ 文庫

200 しびれる短歌 東 直子 　穂村 弘 筑摩書房 911.1 ヒ 新書

201 詩のこころを読む 茨木 のり子 岩波書店 911.5 イ 岩波ジュニア新書

202 早朝始発の殺風景 青崎 有吾 集英社 913.6 ア  

203 図書館の殺人 青崎 有吾 東京創元社 913.6 ア 文庫

204 会社を綴る人 朱野 帰子 双葉社 913.6 ア  

205 風ケ丘五十円玉祭りの謎 青崎 有吾 東京創元社 913.6 ア 文庫

206 水族館の殺人 青崎 有吾 東京創元社 913.6 ア 文庫

207 体育館の殺人 青崎 有吾 東京創元社 913.6 ア 文庫

208 ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸 潤 講談社 913.6 イ 　

209 ジェリーフィッシュは凍らない 市川 憂人 東京創元社 913.6 イ  

210 あやとりの記 石牟礼 道子 作 福音館書店 913.6 イ  

211 風と行く者　守り人外伝 上橋 菜穂子 偕成社 913.6 ウ  

212 つるかめ助産院 小川 糸 集英社 913.6 オ 文庫

213 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。　上・下 岡田 麿里 KADOKAWA 913.6 オ 1-2 文庫

214 そして旅にいる 加藤 千恵 幻冬舎 913.6 カ  

215 オーディションから逃げられない 桂 望実 幻冬舎 913.6 カ  

216 悪夢の観覧車 木下 半太 幻冬舎 913.6 キ 文庫

217 最後の恋　MEN'S　つまり、自分史上最高の恋。 朝井 リョウ[ほか] 新潮社 913.6 サ 文庫
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218 駒音高く 佐川 光晴 実業之日本社 913.6 サ  

219 宝島　HERO's　ISLAND 真藤 順丈 講談社 913.6 シ  

220 ステップ 重松 清 中央公論新社 913.6 シ 文庫

221 ショートショートドロップス 新井 素子[編] キノブックス 913.6 シ  

222 GENESiS　1　創元日本SFアンソロジー　一万年の午後 堀 晃[ほか] 東京創元社 913.6 ジ 1  

223 わるもん 須賀 ケイ 集英社 913.6 ス  

224 うどん　キツネつきの 高山 羽根子 東京創元社 913.6 タ 文庫

225 居た場所 高山 羽根子 河出書房新社 913.6 タ  

226 カレーライフ 竹内 真 集英社 913.6 タ 文庫

227 ワンルーム・シーサイド・ステップ DAOKO KADOKAWA 913.6 ダ  

228 サクラ咲く 辻村 深月 光文社 913.6 ツ 　

229 新宿の猫 ドリアン助川 ポプラ社 913.6 ド  

230 神の島のこどもたち 中脇 初枝 講談社 913.6 ナ  

231 新章　神様のカルテ 夏川 草介 小学館 913.6 ナ  

232 新美南吉童話集 千葉 俊二[編] 岩波書店 913.6 ニ 文庫

233 混物語 西尾 維新 講談社 913.6 ニ  

234 ふたつの星とタイムマシン 畑野 智美 集英社 913.6 ハ 文庫

235 オーブランの少女 深緑 野分 東京創元社 913.6 フ 文庫

236 平成くん、さようなら 古市 憲寿 文藝春秋 913.6 フ  

237 草の花 福永 武彦 新潮社 913.6 フ 文庫

238 ショートソング 枡野 浩一 集英社 913.6 マ 文庫

239 桜ほうさら 宮部 みゆき ＰＨＰ研究所 913.6 ミ  

240 エリザベスの友達 村田 喜代子 新潮社 913.6 ム  

241 コンビニたそがれ堂 村山 早紀 ポプラ社 913.6 ム  

242 コンビニたそがれ堂　奇跡の招待状 村山 早紀 ポプラ社 913.6 ム  

243 コンビニたそがれ堂　星に願いを 村山 早紀 ポプラ社 913.6 ム  

244 コンビニたそがれ堂　空の童話 村山 早紀 ポプラ社 913.6 ム  

245 コンビニたそがれ堂　神無月のころ 村山 早紀 ポプラ社 913.6 ム  

246 その本の物語　上・下 村山 早紀 ポプラ社 913.6 ム 1-2  

247 むこう岸 安田 夏菜 講談社 913.6 ヤ  

248 スイッチを押すとき 山田 悠介 文芸社 913.6 ヤ 　

249 ライヴ 山田 悠介 幻冬舎 913.6 ヤ 文庫

250 吹上奇譚　第二話　どんぶり 吉本 ばなな 幻冬舎 913.6 ヨ 2  
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251 春宵十話 岡 潔 KADOKAWA 914.6 オ 文庫

252 奥本大三郎随想集　織田作之助と蛍 奥本 大三郎 教育評論社 914.6 オ  

253 The　scrap　懐かしの一九八〇年代 村上 春樹 文芸春秋 914.6 ム 　

254 濃霧の中の方向感覚 鷲田 清一 晶文社 914.6 ワ  

255 東海道ふたり旅　道の文化史 池内 紀 春秋社 915.6 イ  

256 中国銀河鉄道の旅 沢野 ひとし 本の雑誌社 915.6 サ  

257 工学部ヒラノ教授のラストメッセージ 今野 浩 青土社 916 コ  

258 まなざしが出会う場所へ　越境する写真家として生きる 渋谷 敦志 新泉社 916 シ  

259 TOKYO　POP-UP　BOOK サム・イタ チャールズ・イー・タトル出版 933.7 Ｉ 　

260 13の理由 ジェイ・アッシャー 星海社 933.7 ア  

261 無伴奏ソナタ オースン・スコット・カード 早川書房 933.7 カ 文庫

262 アクロイド殺し アガサ・クリスティー 早川書房 933.7 ク 文庫

263 何があってもおかしくない エリザベス・ストラウト 早川書房 933.7 ス  

264 私の名前はルーシー・バートン エリザベス・ストラウト 早川書房 933.7 ス  

265 あなたの人生の物語 テッド・チャン 早川書房 933.7 チ 文庫

266 ハロー、アメリカ J.G.バラード 東京創元社 933.7 バ 文庫

267 ベンジャミン・バトン　数奇な人生 フィツジェラルド 角川書店 933.7 フ 文庫

268 深夜プラス1 ギャビン・ライアル 早川書房 933.7 ラ 文庫

269 ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ ジョン・ル・カレ 早川書房 933.7 ル 文庫

270 ジョージ・オーウェル日記 ジョージ・オーウェル 白水社 935.7 オ 　

271 バタイユ入門 酒井 健 筑摩書房 950.2 サ 新書

272 ディアローグ　デュラス/ゴダール全対話 マルグリット・デュラス[ほか] 読書人 950.2 デ  

273 怪盗ルパン二つえくぼの女 モーリス・ルブラン 河出書房新社 953.7 ル  

274 ミッテランの帽子 アントワーヌ・ローラン 新潮社 953.7 ロ  

275 紋切型辞典 フローベール 岩波書店 957 フ 文庫

276 二十六人の男と一人の女　ゴーリキー傑作選 ゴーリキー 光文社 983 ゴ 文庫
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