
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 悪党・ヤクザ・ナショナリスト　近代日本の暴力政治
エイコ・マルコ・
シナワ

朝日新聞出版 081 ア 997

2 10代から考える生き方選び 竹信 三恵子 岩波書店 081 イ 920 岩波ジュニア新書

3 ドキュメント　強権の経済政策　官僚たちのアベノミクス2 軽部 謙介 岩波書店 081 イ 1833 岩波新書

4 リスクの正体　不安の時代を生き抜くために 神里 達博 岩波書店 081 イ 1836 岩波新書

5 岩波新書解説総目録　1938-2019 岩波新書編集部 編 岩波書店 081 イ ﾍﾞｯｻﾂ 1 岩波新書

6 近現代史からの警告 保阪 正康 講談社 081 コ 2572 講談社現代新書

7 英語で学ぶ　カーネギー「人の動かし方」 木村 和美 講談社 081 コ 2573 講談社現代新書

8 戦国大名の経済学 川戸 貴史 講談社 081 コ 2575 講談社現代新書

9 日本人と山の宗教 菊地 大樹 講談社 081 コ 2577 講談社現代新書

10 文字世界で読む文明論　比較人類史七つの視点 鈴木 董 講談社 081 コ 2578 講談社現代新書

11 クオリアと人工意識 茂木 健一郎 講談社 081 コ 2576 講談社現代新書

12 万葉集の起源　東アジアに息づく抒情の系譜 遠藤 耕太郎 中央公論新社 081 チ 2592 中公新書

13 ビザンツ帝国　千年の興亡と皇帝たち 中谷 功治 中央公論新社 081 チ 2595 中公新書

14 インドネシア大虐殺　二つのクーデターと史上最大級の惨劇 倉沢 愛子 中央公論新社 081 チ 2596 中公新書

15 カール・シュミット　ナチスと例外状況の政治学 蔭山 宏 中央公論新社 081 チ 2597 中公新書

16 倫理学入門　アリストテレスから生殖技術、AIまで 品川 哲彦 中央公論新社 081 チ 2598 中公新書

17 お酒の経済学　日本酒のグローバル化からサワーの躍進まで 都留 康 中央公論新社 081 チ 2599 中公新書

18 孫基禎　帝国日本の朝鮮人メダリスト 金 誠 中央公論新社 081 チ 2600 中公新書

19 北朝の天皇　「室町幕府に翻弄された皇統」の実像 石原 比伊呂 中央公論新社 081 チ 2601 中公新書

20 中国伝道四五年　ティモシー・リチャード回想録 ティモシー・リチャード 平凡社 081 ト 903 東洋文庫

21 太平記秘伝理尽鈔　5 今井 正之助
ほか [校注] 平凡社 081 ト 902 東洋文庫

22 戦争をいかに語り継ぐか　「映像」と「証言」から考える戦後史 水島 久光 NHK出版 081 ニ 1263

23 世界哲学史6　近代 I 啓蒙と人間感情論 伊藤 邦武
ほか[責任編集] 筑摩書房 102 セ 6 新書

24 世界哲学史7　近代 II 自由と歴史的発展 伊藤 邦武
ほか[責任編集]

筑摩書房 102 セ 7 新書

25 現代哲学の最前線 仲正 昌樹 NHK出版 104 ナ 新書

26 14歳の教室　どう読みどう生きるか 若松 英輔 NHK出版 104 ワ

27 死の病いと生の哲学 船木 亨 筑摩書房 114.2 フ 新書

28 自分の軸で生きる練習　オックスフォード・国連で学んだ答えのない時代の思考法 大仲 千華 大和書房 141.5 オ
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29 笑いの哲学 木村 覚 講談社 141.6 キ

30 「つい感情的になってしまう」あなたへ　精神科医が教える心の平和を守るコツ 水島 広子 河出書房新社 141.6 ミ

31 自分の薬をつくる 坂口 恭平 晶文社 146.8 サ

32 2020年6月30日にまたここで会おう　瀧本哲史伝説の東大講義 瀧本 哲史 星海社 159.7 タ 新書

33 知識ゼロからの古文書を読む 古賀 弘幸 幻冬舎 210 コ

34 地図でスッと頭に入る古事記と日本書紀 瀧音 能之 [監修] 昭文社 210.3 チ

35 関ケ原大乱、本当の勝者
日本史史料研究会
[監修]
白峰 旬 [編著]

朝日新聞出版 210.4 セ 新書

36 「関ケ原」の決算書 山本 博文 新潮社 210.4 セ 新書

37 地図でスッと頭に入る戦国時代 小和田 哲男 [監修] 昭文社 210.4 チ

38 明日のための近代史　世界史と日本史が織りなす史実 伊勢 弘志 芙蓉書房出版 210.6 イ

39 避けられた戦争　一九二〇年代・日本の選択 油井 大三郎 筑摩書房 210.6 ユ 新書

40 AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争 庭田 杏珠 [編著]

渡邉 英徳 [編著] 光文社 210.7 エ 新書

41 日本の開国と多摩　生糸・農兵・武州一揆 藤田 覚 吉川弘文館 213.6 フ

42 京都を壊した天皇、護った武士　「一二〇〇年の都」の謎を解く 桃崎 有一郎 NHK出版 216.2 モ 新書

43 図説　ケルトの歴史　文化・美術・神話をよむ
鶴岡 真弓
松村 一男

河出書房新社 230.3 ツ

44 ヤン・フスの宗教改革　中世の終わりと近代の始まり 佐藤 優 平凡社 234.8 フ 新書

45 図説　バルカンの歴史 柴 宜弘 河出書房新社 239 シ

46 ニューヨーク・タイムズが報じた　100人の死亡記事 ウィリアム・マクドナルド 河出書房新社 280.4 ニ

47 ならずもの　井上雅博伝 - ヤフーを作った男 森 功 講談社 289.1 イ

48 図説　豊臣秀吉 柴 裕之 戎光祥出版 289.1 ト

49 DOOR ③アフリカ 208の国と地域がわかる国際理解地図  地図情報センター 290 ド 3

50 DOOR ⑤南アメリカ・オセアニア 208の国と地域がわかる国際理解地図  地図情報センター 290 ド 5

51 イラストで学ぶ  地理と地球科学の図鑑 柴山 元彦
ほか[日本語版監修]

創元社 290.1 イ

52 空中写真歴史図鑑　大自然と人類文明の映像遺産
イーモン・マッケイブ
ほか[編著] 原書房 290.8 ク

53 新・世界の国々 1　アジア州　1 帝国書院編集部 帝国書院 290.8 シ 1

54 新・世界の国々 2　アジア州　2 帝国書院編集部 帝国書院 290.8 シ 2

55 新・世界の国々 3　ヨーロッパ州　1 帝国書院編集部 帝国書院 290.8 シ 3

56 新・世界の国々 4　ヨーロッパ州　2 帝国書院編集部 帝国書院 290.8 シ 4

57 新・世界の国々 5　アフリカ州 帝国書院編集部 帝国書院 290.8 シ 5

58 新・世界の国々 6　北アメリカ州 帝国書院編集部 帝国書院 290.8 シ 6

59 新・世界の国々 7　南アメリカ州 帝国書院編集部 帝国書院 290.8 シ 7
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60 新・世界の国々 8　オセアニア州・南極 帝国書院編集部 帝国書院 290.8 シ 8

61 新・世界の国々 9　世界各地の生活と環境 帝国書院編集部 帝国書院 290.8 シ 9

62 新・世界の国々 10　資料編・総索引 帝国書院編集部 帝国書院 290.9 タ

63 14歳の世渡り術　旅が好きだ！　２１人が見つけた新たな世界への扉 角田 光代
ほか[著]

河出書房新社 290.8 シ 11

64 Tokyo 森山 大道 光文社 291.3 モ

65 池上彰の世界の見方　インド　混沌と発展のはざまで 池上 彰 小学館 302.2 イ

66 香港と日本　記憶・表象・アイデンティティ 銭 俊華 筑摩書房 302.2 チ 新書

67 義足と歩む　ルワンダに生きる日本人義肢装具士 松島 恵利子 汐文社 302.4 マ

68 健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて 熊代 亨 イースト・プレス 304 ク

69 遅いインターネット 宇野 常寛 幻冬舎 311.7 ウ

70 ファシズムはどこからやってくるか ジェイソン・スタンリー 青土社 311.8 ス

71 公務員という仕事 村木 厚子 筑摩書房 317.3 ム 新書

72 人事の古代史　律令官人制からみた古代日本 十川 陽一 筑摩書房 322.1 ソ 新書

73 NEO　ECONOMY　世界の知性が挑む経済の謎 日本経済新聞社
日経BP
日本経済新聞
出版本部

330.4 ネ

74 武器としての「資本論」 白井 聡 東洋経済新報社 331.6 シ

75 世界大恐慌　1929年に何がおこったか 秋元 英一 講談社 337.9 ア 文庫

76 高校生のための税金入門 小塚 真啓 三省堂 345 コ

77 グラフのウソを見破る技術　マイアミ大学ビジュアル・ジャーナリズム講座 アルベルト・カイロ ダイヤモンド社 350.1 カ

78 中流崩壊 橋本 健二 朝日新聞出版 361.8 ハ 新書

79 フェミニズム大図鑑 ハンナ・マッケン
ほか[著]

三省堂 367.1 フ

80 デンマークの女性が輝いているわけ　幸福先進国の社会づくり
澤渡夏代ブラント
小島ブンゴード孝子 大月書店 367.2 ブ

81 防災福祉先進国・スイス　災害列島・日本の歩むべき道 川村 匡由 旬報社 369.3 カ

82 「生存競争(サバイバル)」教育への反抗 神代 健彦 集英社 370.4 ク 新書

83 学校に行きたくない君へ　大先輩たちが語る生き方のヒント。 全国不登校新聞社 ポプラ社 371.4 ガ 1

84 続 学校に行きたくない君へ　大先輩たちが語る生き方のヒント。 全国不登校新聞社 ポプラ社 371.4 ガ 2
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85 なるにはBOOKS　ゲーム業界で働く
小杉 眞紀
山田 幸彦

ぺりかん社 375 ナ ﾎ26

86
なるにはBOOKS　大学学部調べ

薬学部　中高生のための学部選びガイド
橋口 佐紀子 ぺりかん社 375 ナ 別巻

87 なるにはBOOKS　AIエンジニアになるには 丸山 恵 ぺりかん社 375 ナ 155

88 なるにはBOOKS　特別支援学校教諭になるには 松矢 勝宏
ほか[編著]

ぺりかん社 375 ナ 66

89 部活魂!　この文化部がすごい 読売中高生新聞編集室 筑摩書房 375.1 ブ 新書

90 子どもの発達障害事典 原 仁 [責任編集] 合同出版 378.8 ハ

91 ぼくの「自学ノート」 梅田 明日佳 小学館 379.7 ウ

92 図説　ヴィクトリア朝の子どもたち
奥田 実紀
ちば かおり

河出書房新社 384.5 オ

93 レイシズム ルース・ベネディクト 講談社 389 ベ 文庫

94 南極で心臓の音は聞こえるか　生還の保証なし、南極観測隊 山田 恭平 光文社 402.9 ヤ 新書

95 自然に学ぶ 白川 英樹 法藏館 404 シ

96 女子中学生の小さな大発見 清 邦彦 新潮社 404 セ 文庫

97 声に出して読みたい理系用語　数学　物理　化学　生物　地学　医学 信定 邦洋 KADOKAWA 404 ノ

98 世界標準のスイングが身につく　科学的ゴルフ上達法　実践編 板橋 繁 講談社 408 ブ 2131 ブルーバックス

99 アスリートの科学　能力を極限まで引き出す秘密 久木留 毅 講談社 408 ブ 2135 ブルーバックス

100 量子とはなんだろう　宇宙を支配する究極のしくみ 松浦 壮 講談社 408 ブ 2139 ブルーバックス

101 宇宙の始まりに何が起きたのか　ビッグバンの残光「宇宙マイクロ波背景放射」 杉山 直 講談社 408 ブ 2140 ブルーバックス

102 ラズパイ4対応　カラー図解　最新　Raspberry Piで学ぶ電子工作
作る、動かす、しくみがわかる!

金丸 隆志 講談社 408 ブ 2142 ブルーバックス

103 時間は逆戻りするのか　宇宙から量子まで、可能性のすべて 高水 裕一 講談社 408 ブ 2143 ブルーバックス

104 5G　大容量・低遅延・多接続のしくみ 岡嶋 裕史 講談社 408 ブ 2144 ブルーバックス

105 LaTeX超入門　ゼロからはじめる理系の文書作成術 水谷 正大 講談社 408 ブ 2145 ブルーバックス

106 ジュニア数学オリンピック　2016-2020 数学オリンピック財団 亀書房 410 ジ

107 暮しの数学 矢野 健太郎 中央公論新社 410.4 ヤ 文庫

108 数学ガールの秘密ノート　複素数の広がり 結城 浩 SBクリエイティブ 410.4 ユ

109 正多面体は本当に5種類か　やわらかい幾何はすべてここからはじまる 小林 吹代 技術評論社 414.1 コ

110 もうダメかも　死ぬ確率の統計学
マイケル・ブラストランド
ほか [著] みすず書房 417 ブ

111 素粒子の探究で宇宙がみえてくる　波場センセイのとっておき50話 波場 直之
コダマ アキコ[挿絵] 丸善出版 429.6 ハ

112 マンガと図鑑でおもしろい!　わかる元素の本 うえたに夫婦 大和書房 431.1 ウ

113 ハッブル・レガシー　ハッブル宇宙望遠鏡30年の記録 ジム・ベル グラフィック社 442.3 ベ
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114 地球・惑星・生命
日本地球惑星
科学連合

東京大学出版会 450.4 チ

115 極端気象シリーズ④　雷 小林 文明 成山堂書店 451.7 コ

116 みんなが知りたいシリーズ⑬　地下水・湧水の疑問50 日本地下水学会 成山堂書店 452.9 チ

117 面白くて眠れなくなる恐竜 平山 廉 PHPエディターズ・グループ 457.8 ヒ

118 はずれ者が進化をつくる　生き物をめぐる個性の秘密 稲垣 栄洋 筑摩書房 467.5 イ 新書

119 生物の進化大事典 スティーヴ・パーカー 三省堂 467.5 セ

120 タネはどこからきたか? 鷲谷 いづみ [文]
埴 沙萠 [写真] 山と溪谷社 471.7 ワ

121 すごいぜ!菌類 星野 保 筑摩書房 474.7 ホ 新書

122 <正義>の生物学　トキやパンダを絶滅から守るべきか 山田 俊弘 講談社 480.9 ヤ

123 カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、サメは狂暴、イルカは温厚って本当か？ 松原 始 山と溪谷社 481.7 マ

124 カタツムリ・ナメクジの愛し方　日本の陸貝図鑑 脇 司 ベレ出版 484.6 ワ

125 アリ語で寝言を言いました 村上 貴弘 扶桑社 486.7 ム 新書

126 日本の魚はたくましい!　けなげな魚図鑑 松浦 啓一 エクスナレッジ 487.5 マ

127 日本のカエル48偏愛図鑑　東大生・さこの君のフィールドノート 迫野 貴大 河出書房新社 487.8 サ

128 フィールド図鑑　日本の野鳥　第２版
水谷 高英 [イラスト]
叶内 拓哉 [解説] 文一総合出版 488 ミ

129 カラスは飼えるか 松原 始 新潮社 488.9 マ

130 パンデミックを生き抜く　中世ペストに学ぶ新型コロナ対策 濱田 篤郎 朝日新聞出版 493.8 ハ 新書

131 子どものうちに知っておきたい!　おしゃれ障害 岡村 理栄子 少年写真新聞社 494.8 オ

132 図解入門　よくわかる　公衆衛生学の基本としくみ [第２版] 上地 賢
ほか[著]

秀和システム 498 ヨ

133 精神科医が教える　ストレスフリー超大全　人生のあらゆる「悩み・不安・疲れ」をなくすためのリスト 樺沢 紫苑 ダイヤモンド社 498.3 カ

134 食品添加物はなぜ嫌われるのか　食品情報を「正しく」読み解くリテラシー 畝山 智香子 化学同人 498.5 ウ

135 健康ハッピーシリーズ　食事で変わる子どもの未来　食生活パーフェクトブック 上西 一弘 [監修] 少年写真新聞社 498.5 シ

136 新型コロナウイルスの真実 岩田 健太郎 ベストセラーズ 498.6 イ 新書

137 パンデミックを阻止せよ!　感染症を封じ込めるための10のケーススタディ 浦島 充佳 化学同人 498.6 ウ

138 コロナの衝撃　感染爆発で世界はどうなる? 小原 雅博 ディスカヴァー・
トゥエンティワン 498.6 コ 新書

139 科学技術の失敗から学ぶということ　リスクとレジリエンスの時代に向けて 寿楽 浩太 オーム社 504 ジ

140 レンズくんと行く工場ツアー　すごい!  品質検査 うえたに夫婦 PHPエディターズ・グループ 509.6 ウ

141 鉄道インフラメンテナンス図鑑　日本初の「安全で安定」「快適さ」をささえる秘密
土木学会
ほか[著]

土木学会 516 テ  

142 グレタ・トゥーンベリ ジェフ・ブラックウエル
ほか[編]

あすなろ書房 519 ト

143 海と地域を蘇らせる　プラスチック「革命」 グンター・パウリ
ほか[著] 日経BP 519 パ

144 海洋プラスチック　永遠のごみの行方 保坂 直紀 KADOKAWA 519.4 ホ 新書

145 限界破りの鉄道車両　幻に?それとも実現? 小島 英俊 交通新聞社 536 コ 新書
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146 星宙(ほしぞら)の飛行士　宇宙飛行士が語る宇宙の絶景と夢 油井 亀美也
ほか[著]

実務教育出版 538.9 ホ

147 ANKER　爆発的成長を続ける新時代のメーカー 松村 太郎 マイナビ出版 547.4 ア

148 みんなが知りたいシリーズ⑭　乳酸菌の疑問50 日本乳酸菌学会 成山堂書店 588.5 ニ

149
全世界各国・300地域料理の作り方を通して知る歴史、文化、宗教の食規定

世界の郷土料理事典
青木 ゆり子 誠文堂新光社 596.2 ア

150 不思議なお菓子レシピ　サイエンススイーツ 太田 さちか マイルスタッフ 596.6 オ

151 農業のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 窪田 新之助
山口 亮子

技術評論社 612.1 ク

152 とうがらしの世界 松島 憲一 講談社 617.6 ト

153 カイコの科学 日本蚕糸学会 朝倉書店 633 カ

154 コロナが加速する格差消費　分断される階層の真実 三浦 展 朝日新聞出版 675 ミ 新書

155 Beyond　MaaS　日本から始まる新モビリティ革命-移動と都市の未来-
日高 洋祐
ほか[著]

日経BP 681 マ

156 MaaS戦記　伊豆に未来の街を創る 森田 創 講談社 682.1 マ

157 地図で読み解く小田急沿線 岡田 直 [監修] 三才ブックス 686.2 チ

158 交通ブックス３１０　飛行機ダイヤのしくみ 杉江 弘 交通研究協会 687.7 ス

159 Spotify　新しいコンテンツ王国の誕生
スベン・カールソン
ほか[著]

ダイヤモンド社 694.5 ス

160 大学4年間の西洋美術史が10時間でざっと学べる 池上 英洋 KADOKAWA 702.3 イ

161 バンクシー　壁に隠れた男の正体
ウィル・エルスワース
=ジョーンズ

パルコエンタテインメント事業部 723.3 バ

162 日本マンガ全史　「鳥獣戯画」から「鬼滅の刃」まで 澤村 修治 平凡社 726.1 サ 新書

163 13　ハンセン病療養所からの言葉 石井 正則 トランスビュー 748 イ  

164 トンネル誕生 山崎 エリナ グッドブックス 748 ヤ  

165 ヨーロッパ音楽の歴史 金澤 正剛 音楽之友社 762.3 カ

166 クララ・シューマン 萩谷 由喜子 
ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディングス

762.3 シ

167 ショパン ひの まどか 
ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディングス

762.3 シ

168 シューベルト ひの まどか 
ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディングス

762.3 シ

169 バッハ ひの まどか 
ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディングス

762.3 バ

170 ベートーヴェン ひの まどか 
ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディングス

762.3 ベ

171 ポップ・ミュージックを語る１０の視点 大和田 俊之 アルテスパブリッシング 764.7 オ

172 ３６６日　映画の名言 品川 亮 三才ブックス 778 シ

173 クエンティン・タランティーノ　映画に魂を売った男 イアン・ネイサン フィルムアート社 778.2 タ

174 七人の侍ロケ地の謎を探る 高田 雅彦 アルファベータブックス 778.2 タ

175 ポン・ジュノ　韓国映画の怪物 下川 正晴 毎日新聞出版 778.2 ポ

176 令和版 基礎から学ぶ!　スポーツ救急医学 輿水 健治 ベースボール・マガジン社 780.1 コ

177 10代スポーツ選手のための　パーソナルフードトレーニング
最先端の栄養学に基づく新しい食事バイブル

三戸 真理子 カンゼン 780.1 ミ
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178 国旗・国歌・国民　スタジアムの熱狂と沈黙 弓狩 匡純 KADOKAWA 780.1 ユ 新書

179 ルカ・モドリッチ自伝　マイゲーム ルカ・モドリッチ
ほか[著]

東洋館出版社 783.4 モ

180 みんなうまくなる　バドミントン基本と練習 廣瀬 栄理子 ベースボール・マガジン社 783.5 ヒ

181 THE FISH　魚と出会う図鑑 長嶋 祐成 河出書房新社 787.1 ナ

182 岩波科学ライブラリー295　あいまいな会話はなぜ成立するのか 時本 真吾 岩波書店 801 ト

183 たとえる技術 せきしろ 文響社 801.6 セ

184 翻訳の授業　東京大学最終講義 山本 史郎 朝日新聞出版 801.7 ヤ 新書

185 歴史総合パートナーズ⑫　「国語」ってなんだろう 安田 敏朗 清水書院 810.1 ヤ

186 外資系社長が出合った　不思議すぎる日本語 デビット・ベネット KADOKAWA 810.4 ベ

187 ことばの危機　大学入試改革・教育政策を問う 阿部 公彦
ほか[著]

集英社 810.7 コ 新書

188 漢字の構造　古代中国の社会と文化 落合 淳思 中央公論新社 821.2 オ

189 文学こそ最高の教養である 駒井 稔
ほか[編著] 光文社 902.3 ブ 新書

190 文豪聖地巡礼 朝霧 カフカ [監修] 立東舎 910.2 ブ

191 日本の古典を英語で読む ピーター・J.マクミラン 祥伝社 910.2 マ 新書

192 お伽草子超入門 伊藤 慎吾 [編] 勉誠出版 913.4 オ

193 あめつちのうた 朝倉 宏景 講談社 913.6 ア

194 夢は捨てたと言わないで 安藤 祐介 中央公論新社 913.6 ア

195 青春ノ帝国 石川 宏千花 あすなろ書房 913.6 イ

196 法廷遊戯 五十嵐 律人 講談社 913.6 イ

197 バケモンの涙 歌川 たいじ 光文社 913.6 ウ

198 ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 大前 粟生 河出書房新社 913.6 オ

199 ホームドアから離れてください 北川 樹 幻冬舎 913.6 キ

200 百年と一日 柴崎 友香 筑摩書房 913.6 シ

201 どうぞ愛をお叫びください 武田 綾乃 新潮社 913.6 タ

202 サキの忘れ物 津村 記久子 新潮社 913.6 ツ

203 希望のゆくえ 寺地 はるな 新潮社 913.6 テ

204 破局 遠野 遙 河出書房新社 913.6 ト

205 ホーム 堂場 瞬一 集英社 913.6 ド

206 タイタン 野崎 まど 講談社 913.6 ノ

207 鈴木家の噓 野尻 克己 ポプラ社 913.6 ノ

208 少年と犬 馳 星周 文藝春秋 913.6 ハ

209 いちねんかん 畠中 恵 新潮社 913.6 ハ

210 君に読ませたいミステリがあるんだ 東川 篤哉 実業之日本社 913.6 ヒ
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211 京大はんと甘いもん 藤井 清美 KADOKAWA 913.6 フ

212 跳べ、暁! 藤岡 陽子 ポプラ社 913.6 フ

213 無限の中心で まはら 三桃 講談社 913.6 マ

214 夢をかなえるゾウ 4　ガネーシャと死神 水野 敬也 文響社 913.6 ミ 4

215 一人称単数 村上 春樹 文藝春秋 913.6 ム

216 小説をめぐって 井上 ひさし 岩波書店 914.6 イ

217 うたうおばけ くどう れいん 書肆侃侃房 914.6 ク

218 鴻上尚史のもっとほがらか人生相談　息苦しい「世間」を楽に生きる処方箋 鴻上 尚史 朝日新聞出版 914.6 コ

219 ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木 香歩 岩波書店 914.6 ナ

220 村上T　僕の愛したTシャツたち 村上 春樹 マガジンハウス 914.6 ム

221 弱さのちから 若松 英輔 亜紀書房 914.6 ワ

222 仕事本　わたしたちの緊急事態日記 左右社編集部 左右社 916 シ

223 三体　II　黒暗森林　上・下 劉 慈欣 早川書房 923.7 リ 2 1-2

224 アーモンド ソン ウォンピョン 祥伝社 929.1 ソ

225 保健室のアン・ウニョン先生 チョン セラン 亜紀書房 929.1 チ

226 歌え、葬られぬ者たちよ、歌え ジェスミン・ウォード 作品社 933.7 ウ

227 サンセット・パーク ポール・オースター 新潮社 933.7 オ

228 ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ 早川書房 933.7 オ

229 名探偵ポアロ　オリエント急行の殺人 アガサ・クリスティー 早川書房 933.7 ク

230 そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー 早川書房 933.7 ク

231 名探偵ポアロ　メソポタミヤの殺人 アガサ・クリスティー 早川書房 933.7 ク

232 ミス・マープルの名推理　予告殺人 アガサ・クリスティー 早川書房 933.7 ク

233 名探偵ポアロ　雲をつかむ死 アガサ・クリスティー 早川書房 933.7 ク

234 トミーとタペンスの大冒険　秘密機関 アガサ・クリスティー 早川書房 933.7 ク

235 ミス・マープルの名推理　パディントン発4時50分 アガサ・クリスティー 早川書房 933.7 ク

236 アウシュヴィッツのタトゥー係 ヘザー・モリス 双葉社 933.7 モ

237 理由のない場所 イーユン・リー 河出書房新社 933.7 リ

238 世界と僕のあいだに タナハシ・コーツ 慶應義塾大学出版会 936 コ

239 Frog　and　Toad　are　friends Arnold　Lobel HarperCollins　Publishers 933.7 Ｌ

240 There's　a　boy　in　the　girl's　bathroom Louis　Sachar Bloomsbury 933.7 S

8/8 2020年 ８月９月新着案内


