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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

002/To17/1 学び続ける理由 : 99の金言と考えるベンガク論。 戸田, 智弘(1960-)
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2014.9 9784799315644 10912380 平成27年度

007.1/N 85/5
今度こそわかる量子コンピューター (今度こそわかる
シリーズ)

西野, 友年(1964-) / 講談社サイエン
ティフィク

講談社 2015.10 9784061566057 10917722 平成28年度

007.13/Z  1/1 AIは「心」を持てるのか : 脳に近いアーキテクチャ
Zarkadakis, George / 長尾, 高弘
(1960-)

日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

2015.9 9784822285401 10911139 平成27年度

007.3/R 82/1
ハーバード数学科のデータサイエンティストが明かすビッグデータ
の残酷な現実 : ネットの密かな行動から、私たちの何がわかって
しまったのか?

Rudder, Christian / 矢羽野, 薫(1969-
)

ダイヤモンド社 2016.8 9784478022993 10919220 平成28年度

007.35/C 46/1 シャオミ : 世界最速1兆円IT企業の戦略 陳, 潤 / 陳, 潤 / 永井, 麻生子
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2015.7 9784799317259 10917656 平成28年度

007.35/G 66/1
Google Boys : グーグルをつくった男たちが「10年後」
を教えてくれる

Beahm, George / 林, 信行(1967-) 三笠書房 [2014.11] 9784837957546 10902829 平成26年度

007.35/O 39/1
アップル、グーグル、マイクロソフト : クラウド、携帯端
末戦争のゆくえ (光文社新書:449)

岡嶋, 裕史(1972-) 光文社 2010.3 9784334035532 10902860 平成26年度

007.35/R 25/1
シャオミ : 爆買いを生む戦略 : 買わずにはいられなく
なる新しいものづくりと売り方

黎, 万強 / 黎, 万強 / 藤原, 由希
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

2015.10 9784822251116 10917662 平成28年度

007.35/Sc 5/1 How Google works : 私たちの働き方とマネジメント
Schmidt, Eric, 1955- / Rosenberg,
Jonathan / Eagle, Alan / 土方, 奈美

日本経済新聞出版社 2014.10 9784532319557 10902859 平成26年度

007.6/I 11/13-
ITパスポート完全合格教本 : ゼロからでもわかる!
2015年度版 (情報処理技術者試験)

ノマド・ワークス 新星出版社 2013.1- 9784405048515 10912270 平成27年度

007.63/I 28/1
ずっと受けたかったソフトウェア設計の授業 : 構造化・
モジュール化・仕様化の原理

飯泉, 純子 / 大槻, 繁 翔泳社 2011.8 9784798121215 10898981 平成26年度

007.63/Ko91/3 できるExcel 2016 : Windows 10/8.1/7対応 小舘, 由典 / できるシリーズ編集部 インプレス 2015.11 9784844339199 10917658 平成28年度

007.63/N 91/2
Word & Excel & PowerPointのスキルが身につく本 :
2013 & 2010対応

野々山, 美紀 / 浜崎, 央 / 木下, 貴博 マイナビ 2014.7 9784839952563 10908941 平成27年度

007.63/Ta84/8 できるWord 2016 : Windows 10/8.1/7対応
田中, 亘(1961-) / できるシリーズ編
集部

インプレス 2015.11 9784844339205 10917659 平成28年度

007.64/I 27/3 はじめてのVisual Studio 2012 (Technical master:72)
飯島, 聡 / 菅原, 允 / 内藤, 弘之 /
大和屋, 貴仁

秀和システム 2012.12 9784798036281 10898982 平成26年度

学生選定図書一覧
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007.64/Ka95/4
おうちで学べるプログラミングのきほん : 全く新しいプ
ログラミングの入門書

河村, 進 翔泳社 2013.4 9784798130644 10898980 平成26年度

007.64/Ku79/1 苦しんで覚えるC言語 MMGames 秀和システム 2011.7 9784798030142 10900825 平成26年度

007.642/D 81/4
Dotmania : yoiko no digital pixel graphic design hand
book

Maniackers Design
エムディエヌコーポレーション/イン
プレスコミュニケーションズ (発売) 2010.1 9784844360926 10911230 平成27年度

007.642/H 74/6
Photoshopトレーニングブック :
CC(2014)/CC/CS6/CS5/CS4対応

広田, 正康(1967-) ソーテック社 2015.5 9784800710932 10917715 平成28年度

007.642/I 39/3
Illustrator逆引きデザイン事典 :
CC/CS6/CS5/CS4/CS3

生田, 信一(1958-) / ヤマダ, ジュンヤ
(1975-) / 柘植, ヒロポン(1971-) / 順井,
守

翔泳社 2014.1 9784798134451 10899097 平成26年度

007.642/I 68/2 Photoshop : おいしいネタ事典
諌山, 典生 / 永樂, 雅也 / 尾沢, 早飛 /
高橋, としゆき(1973-)

翔泳社 2016.2 9784798143606 10917718 平成28年度

007.642/Ki51/2
モノクロRAW現像の教科書 : もっとカンタンに上達した
い人のための

桐生, 彩希 秀和システム 2015.2 9784798042718 10911280 平成27年度

007.642/Mi67/2
できるクリエイターIllustrator独習ナビ : CS 6/CS 5.5/CS 5/CS
4/CS 3対応 : Mac OS X & Windows対応 (できるクリエイターシ
リーズ)

三浦, 悟(1965-) / 鈴木, 貴子(グラフィック・デ
ザイナー) / できるシリーズ編集部

インプレスジャパン/インプレスコ
ミュニケーションズ (発売)

2012.11 9784844333210 10899161 平成26年度

007.642/Ta29/3 After Effects CS5逆引きデザイン事典PLUS 高木, 和明(1966-) 翔泳社 2010.9 9784798122502 10899120 平成26年度

007.642/Ta47/9
Illustrator : 10年使える逆引き手帖 (ああしたい。こうし
たい。)

高野, 雅弘 SBクリエイティブ 2014.7 9784797377064 10917717 平成28年度

010/To72/21 図書館のしごと : よりよい利用をサポートするために
国際交流基金関西国際センター / 川戸,
理恵子 他

読書工房 2013.6 9784902666335 10900945 平成26年度

015.2/Ta55/2 図書館が教えてくれた発想法 高田, 高史(1969-) 柏書房 2007.12 9784760132461 10900933 平成26年度

016.2192/H 54/1
沸騰!図書館 : 100万人が訪れた驚きのハコモノ (角川
oneテーマ21:D-23)

樋渡, 啓祐(1969-) KADOKAWA 2014.5 9784041018163 10902649 平成26年度

016.28/Su49/1 がんばれ!児童図書館員 杉山, きく子 / 本作り空Sola 東京子ども図書館 2016.4 9784885692239 10920283 平成28年度

016.53/N 38/1 刑務所図書館 : 受刑者の更生と社会復帰のために 中根, 憲一 出版ニュース社 2010.3 9784785201371 10900942 平成26年度
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017.02173/H 32/1
東出雲発!学校図書館改革の軌跡 : 身近な図書館か
ら図書館活用教育へ

原田, 由紀子(1963-) / 高鷲, 忠美(1941-
) / 堀川, 照代 / 鎌田, 和宏(1963-)

国土社 2012.7 9784337450462 10912430 平成27年度

017/G 16/20
学校司書って、こんな仕事 : 学びと出会いをひろげる
学校図書館

学校図書館問題研究会 かもがわ出版 2014.7 9784780306996 10900934 平成26年度

019.12/Ma86/1 多読術 (ちくまプリマー新書:106) 松岡, 正剛(1944-) 筑摩書房 2009.4 9784480688071 10899041 平成26年度

019.12/Ts52/1 読む技術 : 成熟した読書人を目指して 塚田, 泰彦(1952-) 創元社 2014.8 9784422800301 10900847 平成26年度

019.13/A 47/1
一生つかえる速読力が3週間で身につく本 : 読むスピードだけでなく多くの
力が身につく : 科学に基づく効果的なトレーニングなので一生ものの能力
になる

安藤, 一郎(1973-) 明日香出版社 2012.10 9784756915870 10899019 平成26年度

019.13/Ku61/1
光の「速読法」と「記憶法」が5日間で身につく本 : 脳の
レベルが一気に上がる簡単で楽しい「未来派学習法」

栗田, 昌裕(1951-) 三笠書房 2014.12 9784837925613 10902864 平成26年度

019.13/Ts82/1 1日が27時間になる!速読ドリル 短期集中編 角田, 和将(1978-) 総合法令出版 2017.9 9784862805720 10926136 平成29年度第2回

019.9/H 65/1 野蛮な読書 (集英社文庫:[ひ39-1]) 平松, 洋子(1958-) 集英社 2014.10 9784087452372 10902587 平成26年度

021.3/Y 62/1
「ゴーストライター」になって年1000万円稼ぐとっておき
の方法 : 大物タレント本を書くプロが公開!

やすだ, あんな 創幻舎/コスモの本 (発売) 2014.11 9784864850117 10912418 平成27年度

021.4/D 51/4 デザイン&レイアウトの見本帳 オブスキュアインク
エムディエヌコーポレーション/イン
プレスコミュニケーションズ (発売) 2011.2 9784844361671 10900840 平成26年度

022.31/H 37/2-2
江戸の本屋と本づくり (平凡社ライブラリー:747, [は-
28-2]. 和本入門:続)

橋口, 侯之介(1947-) 平凡社, 2011.10 9784582767476 10909106 平成27年度

022.57/K 11/1 良いコミックデザイン KT. / ピエ・ブックス パイインターナショナル 2015.9 9784756246912 10911278 平成27年度

023.067/O 28/1 「暮しの手帖」とわたし ポケット版
大橋, 鎮子 / 西田, 征史 / 阪東 紅美
子 / 横山 泰子

暮しの手帖社 2016.3 9784766002003 10917742 平成28年度

023/Me61/1
本は死なない : Amazonキンドル開発者が語る「読書
の未来」

Merkoski, Jason / 浅川, 佳秀(1980-) 講談社 2014.6 9784062188616 10899144 平成26年度

024/I 43/1 世界の美しい書店 今井, 栄一 宝島社 2014.7 9784800227256 10899090 平成26年度
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031.8/Z  1/1 雑学事典 : 『雑学大全』縮刷愛蔵版 東京雑学研究会 東京書籍 2012.8 9784487806515 10899015 平成26年度

031/G 34/1- 現代用語の基礎知識 2015 自由国民社 自由国民社 [1948]- 9784426101336 10902800 平成26年度

049.1/Ki65/3 雑学皇帝246 (中経の文庫:[き-10-2]) 北嶋, 廣敏(1948-) KADOKAWA 2014.10 9784046003621 10902865 平成26年度

049.1/Ko16/1 子どもの「なぜ?」に答える!頭がよくなる雑学 子どものなぜなに研究会 宝島社 2014.6 9784800226945 10902846 平成26年度

049.1/Ts21/1 雑学子どもにウケるたのしい日本 (Wide shinsho:213) 坪内, 忠太(1946-) 新講社 2014.9 9784860815189 10902842 平成26年度

049.1/Ts21/2-1
子どもにウケるたのしい雑学 [1] (Wide shinsho:69,
104, 155)

坪内, 忠太(1946-) 新講社 2009.8-2011.12 9784860812836 10902843 平成26年度

049.1/Ts21/2-2
子どもにウケるたのしい雑学 2 (Wide shinsho:69, 104,
155)

坪内, 忠太(1946-) 新講社 2009.8-2011.12 9784860813413 10902844 平成26年度

049.1/Ts21/2-3
子どもにウケるたのしい雑学 3 (Wide shinsho:69, 104,
155)

坪内, 忠太(1946-) 新講社 2009.8-2011.12 9784860814168 10902845 平成26年度

070.21/To35/1
新聞の嘘を見抜く : 「ポスト真実」時代のメディア・リテラ
シー (平凡社新書:852)

徳山, 喜雄(1958-) 平凡社 2017.9 9784582858525 10926200 平成29年度第2回

104/U 14/1 困難な成熟 内田, 樹(1950-) 夜間飛行 2015.9 9784906790203 10911161 平成27年度

114.2/C 76/1 現れる存在 : 脳と身体と世界の再統合
Clark, Andy / 池上, 高志(1961-) / 森
本, 元太郎(1974-)

NTT出版 2012.11 9784757102675 10912330 平成27年度

114.2/H 71/1 身心問題 第3版 廣松, 渉(1933-1994) 青土社 2008.7 9784791764174 10912299 平成27年度

114.2/Ta86/1 心-身のリアリズム (シリーズ「現代批判の哲学」) 種村, 完司(1946-) 青木書店 1998.5 9784250980152 10912333 平成27年度

114.2/U 14/1 日本の身体 内田, 樹(1950-) / 橋本, 麻里(1972-) 新潮社 2014.5 9784103300137 10899047 平成26年度

114.2/Y 11/1 おかげさまで生きる 矢作, 直樹 幻冬舎 2014.6 9784344025950 10911150 平成27年度
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114.2/Y 11/2 見守られて生きる 矢作, 直樹 幻冬舎 2015.3 9784344027374 10911151 平成27年度

114.2/Y 11/3 魂と肉体のゆくえ : 与えられた命を生きる 矢作, 直樹 きずな出版 2013.4 9784907072025 10911155 平成27年度

114/C 76/1
生まれながらのサイボーグ : 心・テクノロジー・知能の
未来 (現代哲学への招待. Great works)

Clark, Andy / 呉羽, 真 / 久木田, 水
生 / 西尾, 香苗

春秋社 2015.7 9784393323526 10911140 平成27年度

114/To43/1 特集人間の未来 (atプラス : 思想と活動:32) 吉川, 浩満(1972-) 太田出版 2017.5 9784778315764 10924395 平成29年度第1回

123.83/Ko84/5
マイメロディの『論語』 : 心豊かに生きるための言葉
(朝日文庫:[あ63-3]. Ichigo keywords)

孔子 / 朝日文庫編集部 朝日新聞出版 2014.12 9784022647542 10912390 平成27年度

123.83/Ko84/8
小学生のための論語 : 声に出して、わかって、おぼえ
る!

孔子 / 斉藤, 孝(1960-) PHP研究所 2010.5 9784569778129 10920223 平成28年度

130/H 63/2
読まずに死ねない哲学名著50冊 (Forest 2545
shinsyo:116)

平原, 卓(1986-) フォレスト出版 2016.3 9784894519640 10920254 平成28年度

130/Ta84/1 哲学用語図鑑
田中, 正人(1970-) / 斎藤, 哲也
(1971-)

プレジデント社 2015.3 9784833421195 10909073 平成27年度

133.5/D 96/1 真理という謎
Dummett, Michael A. E., 1925- / 藤
田, 晋吾(1941-)

勁草書房 1986.12 9784326151813 10926134 平成29年度第2回

133/O 65/1 女の哲学 : 男とはなにか?人生とはなにか? 女性哲学研究会 / 宇波, 彰(1933-) PHP研究所 2014.11 9784569820811 10911160 平成27年度

134.94/N 71/12 超訳ニーチェの言葉 エッセンシャル版
Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900
/ 白取, 春彦(1954-)

ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2015.11 9784799318119 10912387 平成27年度

134.94/Ta59/1 知識ゼロからのニーチェ入門
竹田, 青嗣(1947-) / 西, 研 / 藤野,
美奈子

幻冬舎 2012.10 9784344902596 10911138 平成27年度

135.5/A 41/5 アランの幸福論 Alain, 1868-1951 / 齋藤, 慎子(1964-)
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2007.12 9784887596023 10900816 平成26年度

135.5/A 41/6
ミッキーマウス幸せを呼ぶ言葉 : アラン「幸福論」笑顔
の方法

Alain, 1868-1951 / ウォルト・ディズニー・
ジャパン株式会社 / 角川書店

KADOKAWA 2014.5 9784041107133 10902884 平成26年度

135.5/Sh15/1 柴犬まるの幸福論
小野, 慎二郎 / wacamera / 小川, 仁志
(1970-) / Alain, 1868-1951

リベラル社/星雲社 (発売) 2017.2 9784434230561 10924404 平成29年度第1回
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135/B 38/8 物質と記憶 (岩波文庫:青(33)-645-8)
Bergson, Henri, 1859-1941 / 熊野, 純
彦(1958-)

岩波書店 2015.9 9784003890134 10911168 平成27年度

135/P 26/1-1 パンセ 上 (岩波文庫:青(33)-614-2, 3)
Pascal, Blaise, 1623-1662 / 塩川, 徹
也

岩波書店 2015.8- 9784003361429 10911169 平成27年度

140.18/Sk 1/1B 科学と人間行動
Skinner, B. F. (Burrhus Frederic),
1904- / 河合, 伊六(1928-)

二瓶社 2003.8 9784931199934 10912265 平成27年度

140.7/H 27/1 心理学のための英語論文の書き方・考え方 羽生, 和紀 朝倉書店 2014.6 9784254520194 10924419 平成29年度第1回

140.7/I 86/1
心理学レポート・論文の書き方 : 演習課題から卒論まで (ス
テップアップ心理学シリーズ)

板口, 典弘 / 山本, 健太郎(認知科学) 講談社 2017.5 9784061548091 10924416 平成29年度第1回

140.7/I 86/2
心理学統計入門 : わかって使える検定法 (ステップ
アップ心理学シリーズ)

板口, 典弘 / 森, 数馬 講談社 2017.5 9784061548107 10924418 平成29年度第1回

140.7/Sh57/19-1
心理学のための統計学入門 : ココロのデータ分析 (心
理学のための統計学:1)

川端, 一光 / 荘島, 宏二郎(1976-) 誠信書房 2014.8 9784414301878 10900944 平成26年度

140.7/Ta33/4 人物画テスト
高橋, 雅春(1926-) / 高橋, 依子
(1946-)

北大路書房 2010.3 9784762827051 10926141 平成29年度第2回

140.7/Y 48/1
心理英語読解&文法マスター : 臨床心理士指定大学
院入試対策

山崎, 有紀子 ナツメ社 2017.5 9784816362361 10926144 平成29年度第2回

140/A 11/1-1 人生の意味の心理学 上 (アドラー・セレクション)
Adler, Alfred, 1870-1937 / 岸見, 一
郎(1956-)

アルテ/星雲社 (発売) 2010.5 9784434145063 10920171 平成28年度

140/D 17/5
男女脳戦略。 : 男にはデータを、女にはイメージを売
れ

DaiGo ダイヤモンド社 2014.10 9784478028650 10902605 平成26年度

140/F 76/1
合格ナビ!臨床心理士を目指す人のための心理学用語集 :
指定大学院入試から資格試験まで

福井, 博一 / サイコロジカル・コーチ
ング・スクールC4

東京図書 2014.11 9784489021954 10902774 平成26年度

140/N 41/1 人間進化の科学哲学 : 行動・心・文化 中尾, 央(1982-) 名古屋大学出版会 2015.3 9784815808037 10912334 平成27年度

140/N 53/1 「なるほど!」とわかるマンガはじめての心理学
ゆうき, ゆう(1976-) / すぎやま, えみこ
(1968-)

西東社 2014.3 9784791621378 10899027 平成26年度

140/N 53/2 「なるほど!」とわかるマンガはじめての自分の心理学
ゆうき, ゆう(1976-) / すぎやま, えみこ
(1968-)

西東社 [2015.9] 9784791623402 10911304 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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140/N 53/3 「なるほど!」とわかるマンガはじめての他人の心理学
ゆうき, ゆう(1976-) / すぎやま, えみこ
(1968-)

西東社 2015.5 9784791622955 10912389 平成27年度

140/O 86/1 大人の心理学常識 : 面白いほどよくわかる! トキオ・ナレッジ 宝島社 2014.10 9784800230768 10902544 平成26年度

140/Se46/1
ポジティブ心理学の挑戦 : "幸福"から"持続的幸福"
へ

Seligman, Martin E. P. / 宇野, カオリ
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2014.10 9784799315767 10902709 平成26年度

140/W 17/1 わかる!使える!はじめての心理学 : イラスト図解 ゆうき, ゆう(1976-) 学研プラス 2015.11 9784058005293 10912398 平成27年度

140/Y 78/1 マンガでやさしくわかる心理学
横田, 正夫 / 松尾, 陽子 / 山鳥, おふ
う

日本能率協会マネジメントセ
ンター

2016.2 9784820719380 10917735 平成28年度

141.33/Ko11/1 行動心理学 : 社会貢献への道
岩本, 隆茂(1933-) / 和田, 博美
(1957-)

勁草書房 2006.6 9784326101634 10912260 平成27年度

141.34/Mi72/1 東大に合格する記憶術 (PHP新書:768) 宮口, 公寿(1959-) PHP研究所 2011.12 9784569793528 10902875 平成26年度

141.5/A 28/1
ゼロ秒思考 : 頭がよくなる世界一シンプルなトレーニ
ング

赤羽, 雄二 ダイヤモンド社 2013.12 9784478020999 10908989 平成27年度

141.5/B 38/1 「期待」の科学 : 悪い予感はなぜ当たるのか Berdik, Chris / 夏目, 大(1966-) 阪急コミュニケーションズ 2014.6 9784484141077 10902688 平成26年度

141.5/D 17/1 自分を操る超集中力 DaiGo かんき出版 2016.5 9784761271763 10919165 平成28年度

141.5/Ka11/1 人はなぜ過ちを犯すのか
Kaplan, Michael / Kaplan, Ellen, 1936-
/ 山内, あゆ子

ソフトバンククリエイティブ 2011.10 9784797365016 10902699 平成26年度

141.5/Ki56/1
考える力をつける3つの道具 : かんたんスッキリ問題
解決!

岸良, 裕司(1959-) / きしら, まゆこ ダイヤモンド社 2014.6 9784478027738 10898967 平成26年度

141.5/Ku11/3 「考える力」をつける本 轡田, 隆史(1936-) 三笠書房 [2013.9] 9784837925132 10892024 平成25年度

141.6/D 84/1
幸せな選択、不幸な選択 : 行動科学で最高の人生を
デザインする

Dolan, Paul / 中西, 真雄美(1963-) 早川書房 2015.8 9784152095596 10912273 平成27年度

141.6/Ka81/2 自分を責めずにはいられない人 (PHP新書:1018) 片田, 珠美(1961-) PHP研究所 2015.11 9784569827100 10912326 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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141.6/N 53/1 「なるほど!」とわかるマンガはじめての嘘の心理学 ゆうき, ゆう(1976-) 西東社 [2016.5] 9784791623396 10919171 平成28年度

141.6/Sa34/1 不安の力 : 不確かさに立ち向かうこころ 坂野, 登(1933-) 勁草書房 2015.5 9784326299072 10912258 平成27年度

141.62/Ka52/1 史上最強図解よくわかる恋愛心理学 金政, 祐司 / 相馬, 敏彦 / 谷口, 淳一 ナツメ社 2010.8 9784816349430 10911312 平成27年度

141.62/Sh23/1 面白いほどよくわかる!恋愛の心理学 渋谷, 昌三(1946-) 西東社 2013.1 9784791620241 10911308 平成27年度

141.7/B 31/1 「首から下」で考えなさい Beilock, Sian / 薩摩, 美知子 サンマーク出版 2015.7 9784763134462 10911211 平成27年度

141.75/D 51/1
良い習慣、悪い習慣 : 世界No.1の心理学ブロガーが
明かすあなたの行動を変えるための方法

Dean, Paul Jeremy / 三木, 俊哉
(1961-)

東洋経済新報社 2014.9 9784492045510 10900770 平成26年度

141.8/M 11/3 図解でわかるスタンフォードの自分を変える教室 McGonigal, Kelly / 神崎, 朗子 大和書房 2014.5 9784479794363 10898966 平成26年度

141.92/G 41/1-1 環境心理学 : 原理と実践 上
Gifford, Robert / 羽生, 和紀 / 槙, 究 /
村松, 陸雄(1968-)

北大路書房 2005.7-2007.6 9784762824487 10924412 平成29年度第1回

141.92/G 41/1-2 環境心理学 : 原理と実践 下
Gifford, Robert / 羽生, 和紀 / 槙, 究 /
村松, 陸雄(1968-)

北大路書房 2005.7-2007.6 9784762825644 10924413 平成29年度第1回

141.93/Ka81/2 プライドが高くて迷惑な人 (PHP新書:952) 片田, 珠美(1961-) PHP研究所 2014.10 9784569820910 10912324 平成27年度

141.93/Ku31/1 認められたい 熊代, 亨(1975-) ヴィレッジブックス 2017.2 9784864913256 10926145 平成29年度第2回

143.1/I 61/1
察しない男説明しない女 : 男に通じる話し方女に伝わ
る話し方

五百田, 達成(1973-)
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2014.7 9784799315279 10900937 平成26年度

143.1/I 61/2 「察しない男」と「説明しない女」のモメない会話術 五百田, 達成(1973-)
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2015.8 9784799317624 10917811 平成28年度

143.5/Mi94/1 女子の人間関係 : 整理整頓 水島, 広子(1968-) サンクチュアリ出版 2014.4 9784801400023 10902887 平成26年度

145.2/F 74/1
「金縛り」の謎を解く : 夢魔・幽体離脱・宇宙人による誘拐
(PHPサイエンス・ワールド新書:076)

福田, 一彦(1958-) PHP研究所 2014.2 9784569812939 10898914 平成26年度



所在：1階　第１閲覧室 選定図書コーナー

請求記号 書名 著者 出版者 出版日付 ISBN 資料ID 選書ツアー年度

002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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146.1/A 11/2
アドラー心理学 : 人生を変える思考スイッチの切り替
え方 : スッキリわかる!

八巻, 秀 ナツメ社 2015.7 9784816358531 10926149 平成29年度第2回

146.1/I 93/2-1 マンガでやさしくわかるアドラー心理学 [1]
岩井, 俊憲 / 星井, 博文 / 深森, あき /
サノ, マリナ

日本能率協会マネジメントセ
ンター

2014.7-2015.8 9784820719083 10902535 平成26年度

146.1/I 93/2-2 マンガでやさしくわかるアドラー心理学 2
岩井, 俊憲 / 星井, 博文 / 深森, あき /
サノ, マリナ

日本能率協会マネジメントセ
ンター

2014.7-2015.8 9784820719137 10911297 平成27年度

146.1/I 93/2-3 マンガでやさしくわかるアドラー心理学 人間関係編
岩井, 俊憲 / 星井, 博文 / 深森, あき /
サノ, マリナ

日本能率協会マネジメントセ
ンター

2014.7-2015.8 9784820719311 10911298 平成27年度

146.1/Ka51/1 治療のための精神分析ノート 神田橋, 條治(1937-) 創元社 2016.5 9784422116167 10917790 平成28年度

146.1/Ki58/1-2
幸せになる勇気 (自己啓発の源流「アドラー」の教
え:2)

岸見, 一郎(1956-) / 古賀, 史健(1973-) ダイヤモンド社 2016.2 9784478066119 10917738 平成28年度

146.1/Ki58/2 困った時のアドラー心理学 (中公新書ラクレ:363) 岸見, 一郎(1956-) 中央公論新社 2010.9 9784121503633 10902713 平成26年度

146.1/Ki58/3
アドラー心理学入門 : よりよい人間関係のために (ワ
ニのNEW新書:012)

岸見, 一郎(1956-) ベストセラーズ 1999.9 9784584103128 10902770 平成26年度

146.1/Ki93/1 猫に名言 : フロイト、ユング、アドラーの50の言葉 清田, 予紀 / 南幅, 俊輔 主婦と生活社 [2015.6] 9784391147247 10912395 平成27年度

146.1/Ko64/1 コミックでわかるアドラー心理学
向後, 千春(1958-) / ナナト, エリ / 中
経出版

KADOKAWA 2014.10 9784046010117 10902689 平成26年度

146.1/Ku95/1
1分間アドラー : 人間関係の悩みをゼロにする77の原
則

桑原, 晃弥(1956-) SBクリエイティブ 2015.2 9784797382099 10919172 平成28年度

146.13/Ma31/1 高校生からのフロイト漫画講座
Maier, Corinne, 1963- / Simon, Anne,
1980- / 岸田, 秀(1933-)

いそっぷ社 2014.4 9784900963610 10926150 平成29年度第2回

146.8/A 48/3B
こころを変えるNLP : 神経言語プログラミング基本テク
ニックの実践

Andreas, Steve / Andreas, Connirae / 浅
田, 仁子 / 橋本, 敦生(1930-)

春秋社 2007.2 9784393360460 10924414 平成29年度第1回

146.8/B 61/3 ヒキガエル君、カウンセリングを受けたまえ。 De Board, Robert / 水野, 恵 阪急コミュニケーションズ 2014.9 9784484141107 10900936 平成26年度

146.8/F 56/1
認知行動療法と精神分析が出会ったら : こころの臨
床達人対談

藤山, 直樹(1953-) / 伊藤, 絵美 岩崎学術出版社 2016.9 9784753311064 10919197 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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146.8/F 64/1
こわくない催眠療法 : 対話形式でよくわかる : ヒプノセラ
ピーには無限の可能性がある

藤野, 敬介(1970-) ハート出版 2012.1 9784892956973 10924415 平成29年度第1回

146.8/Ka93/14 河合隼雄のカウンセリング入門 : 実技指導をとおして 河合, 隼雄(1928-2007) 創元社 1998.9 9784422111964 10902773 平成26年度

146.8/Ko44/4
自分にイライラする!と思ったら読む本 (中経の文庫:こ
-10-1)

心屋, 仁之助 / 中経出版中経の文庫
編集部

KADOKAWA 2011.12 9784046028495 10900764 平成26年度

146.8/Ko65/3 プロカウンセラーが教えるはじめての傾聴術 古宮, 昇 ナツメ社 2012.12 9784816353475 10912397 平成27年度

146.8/Ko65/4 マンガでやさしくわかる傾聴
古宮, 昇 / 葛城, かえで / サノ, マリ
ナ

日本能率協会マネジメントセ
ンター

2017.1 9784820719588 10924423 平成29年度第1回

146.8/N 39/4
世界一カンタンな"自己コントロール"の方法 : 「思考・
感情・行動」が思いのままになる!

中野, 日出美(ヒプノセラピスト) 大和出版 2017.9 9784804718378 10926147 平成29年度第2回

146.8/N 76/10
認知行動療法実践レッスン : エキスパートに学ぶ12の
極意

神村, 栄一(1963-) / 鈴木, 伸一
(1969-)

金剛出版 2014.11 9784772413978 10902777 平成26年度

146.8/Ta13/1 朗読療法 (21世紀カウンセリング叢書) 橘, 由貴 駿河台出版社 2008.7 9784411003768 10912427 平成27年度

146.8/Ta76/2 マンガでやさしくわかる認知行動療法 玉井, 仁 / 星井, 博文 / 深森, あき
日本能率協会マネジメントセ
ンター

2016.4 9784820719465 10917734 平成28年度

146.8/Th 8/1 カール・ロジャーズ
Thorne, Brian, 1937- / 上嶋, 洋一 / 諸富, 祥
彦(1963-) / 岡村, 達也(1954-) / 林, 幸子 /
三國, 牧子

コスモス・ライブラリー 2003.2 9784434028717 10917809 平成28年度

146.8/U 57/4 心とは何か : カウンセリングと他ならぬ自分 氏原, 寛(1929-) 創元社 2012.4 9784422115276 10902775 平成26年度

146.82/W 62/1 子ども中心プレイセラピー
West, Janet / 倉光, 修(1951-) / 串
崎, 真志(1970-) / 串崎, 幸代

創元社 2010.9 9784422115023 10909145 平成27年度

146.89/Ko75/1
公認心理師入門 : 知識と技術 (こころの科学増
刊:2017)

野島, 一彦(1947-) 日本評論社 2017.8 9784535904460 10926138 平成29年度第2回

146.89/N 91/1 カウンセラーは何を見ているか (シリーズケアをひらく) 信田, さよ子(1946-) 医学書院 2014.5 9784260020121 10899028 平成26年度

146/I 41/1 今、心理職に求められていること : 医療と福祉の現場から 下山, 晴彦(1957-) / 村瀬, 嘉代子 誠信書房 2010.3 9784414400571 10912399 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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146/Ma87/1 絵本に学ぶ臨床心理学序説 松瀬, 喜治 / 松瀬, 留美子 ナカニシヤ出版 2013.3 9784779507342 10912431 平成27年度

146/R 45/ 19
臨床心理学頻出キーワード&キーパーソン事典 : 臨
床心理士試験・指定大学院入試対策

心理学専門校ファイブアカデミー ナツメ社 2014.8 9784816356889 10902547 平成26年度

147.8/N 47/1 世界の超人・怪人・奇人 並木, 伸一郎(1947-)
学研パブリッシング/学研
マーケティング (発売)

2015.1 9784054061941 10912272 平成27年度

147/Mo39/2
生きる/死ぬその境界はなかった : 死後生命探究40
年の結論 (超☆わくわく:040)

Moody, Raymond A. / Perry, Paul, 1950-
/ 堀, 天作 / 矢作, 直樹

ヒカルランド 2013.2 9784864710954 10911147 平成27年度

147/Y 11/1 ありのままで生きる : 天と人をつなぐ法則 矢作, 直樹 / 保江, 邦夫(1951-) マキノ出版 2014.10 9784837672173 10911154 平成27年度

148.4/My 1/1 My answers book I ching : 易経版 東洋哲学研究会
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2013.12 9784799314197 10902792 平成26年度

148.9/C 93/1 トートの書 新装版
Crowley, Aleister, 1875-1947 / 榊原,
宗秀(1930-)

国書刊行会 2004.9 9784336046475 10911228 平成27年度

148.9/Ma51/1
夢占いキーワード事典 : あなたの過去・現在・未来を
知る : 決定版

マリィ・プリマヴェラ 永岡書店 [2013.11] 9784522432174 10919150 平成28年度

150/Ko45/2 暇と退屈の倫理学 増補新版 國分, 功一郎(1974-) 太田出版 2015.3 9784778314378 10911166 平成27年度

159.4/D 51/2
「働き方」の教科書 : 「無敵の50代」になるための仕事
と人生の基本

出口, 治明(1948-) 新潮社 2014.9 9784103364719 10902858 平成26年度

159.4/Ki23/1 たった1つのことを続けられるバカが成功する 菊原, 智明(1972-) PHP研究所 2014.9 9784569820538 10902796 平成26年度

159.4/Ko44/1
志を育てる : リーダーとして自己を成長させ、道を切り
ひらくために

グロービス経営大学院 / 田久保, 善
彦

東洋経済新報社 2011.12 9784492044483 10911132 平成27年度

159.4/Mi95/2-1
3%のビジネスエリートが実践していること (祥伝社黄金文
庫:[Gみ11-1]. ファーストクラスに乗る人のシンプルな習
慣:[1])

美月, あきこ 祥伝社 2012.10 9784396315924 10902836 平成26年度

159.4/Mi95/2-2
3%の成功者が実践する「聞き方」「伝え方」 (祥伝社黄金文
庫:[Gみ11-2]. ファーストクラスに乗る人のシンプルな習
慣:2)

美月, あきこ 祥伝社 2013.6 9784396316105 10902837 平成26年度

159.4/Mu24/1 ヤクザ式一瞬で「スゴい!」と思わせる人望術 (光文社新書:602) 向谷, 匡史(1950-) 光文社 2012.9 9784334037055 10881286 平成24年度



所在：1階　第１閲覧室 選定図書コーナー
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

159.4/N 31/10 ココロオドル仕事を見つける方法 仲, 暁子(1984-) サンマーク出版 2013.9 9784763133113 10917697 平成28年度

159.4/N 43/14
一流の人が言わない50のこと : その一言に、品格が
現れる。

中谷, 彰宏(1959-) 日本実業出版社 2014.6 9784534051899 10900827 平成26年度

159.4/N 72/1
人生を動かす仕事の楽しみ方 : 才能よりも大切な「気
づく力」

新津, 春子(1970-) 大和書房 2017.5 9784479795896 10924483 平成29年度第1回

159.4/Ta82/1
頭に来てもアホとは戦うな! : 人間関係を思い通りに
し、最高のパフォーマンスを実現する方法

田村, 耕太郎 朝日新聞出版 2014.7 9784022511980 10902606 平成26年度

159.4/To73/1
世界のエリートはなぜ、「この基本」を大事にするの
か?

戸塚, 隆将(1974-) 朝日新聞出版 2013.8 9784023312210 10899018 平成26年度

159.6/Y 86/1
「時間がない」から、なんでもできる! : 時間密度を上げ
る33の考え方

吉田, 穂波 サンマーク出版 2013.8 9784763133076 10902724 平成26年度

159.7/H 84/5
20代で始める大好きなことの見つけ方 (だいわ文
庫:[8-22G])

本田, 健 大和書房 2015.10 9784479305538 10912373 平成27年度

159.7/Mi94/1 10代のうちに知っておきたい折れない心の作り方 水島, 広子(1968-) 紀伊國屋書店 2014.7 9784314011181 10920233 平成28年度

159.7/N 43/4 大合格 : 参考書じゃなくオレに聞け! 中田, 敦彦 KADOKAWA 2017.4 9784046019974 10926228 平成29年度第2回

159.8/I 26/1
いいひと気どりのズルイ人 : もっともらしいキレイごと
にチクッとひと刺し名言集

民衆社編集部 民衆社 2014.8 9784838310500 10900854 平成26年度

159.8/U 44/1
「折れない心」をつくる言葉 (青春新書PLAY
BOOKS:P-1023)

植西, 聰 青春出版社 2014.9 9784413210232 10900960 平成26年度

159.8/U 92/1 嫌な感情の愛し方 (Sanctuary books) 宇佐美, 百合子 サンクチュアリ出版 2014.11 9784801400092 10902539 平成26年度

159.8/Y 96/1 The words : 世界123賢人が英語で贈るメッセージ 弓狩, 匡純 朝日新聞出版 2012.11 9784023311411 10919078 平成28年度

159/C 41/3
ゆるく考えよう : 人生を100倍ラクにする思考法 (文庫
ぎんが堂:[ち2-1])

ちきりん イースト・プレス 2013.12 9784781671000 10912374 平成27年度

159/C 77/1 裁かない : 幸せに生きるための3週間プログラム Clerc, Olivier / 遠藤, ゆかり(1971-) 創元社 2016.11 9784422116358 10920282 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

159/D 81/2
誰でもできるけれど、ごくわずかな人しか実行していな
い成功の法則 決定版

Donovan, Jim / 桜田, 直美(1969-)
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2014.8 9784799315439 10902872 平成26年度

159/E 14/1 ひとりぼっちを笑うな (角川oneテーマ21:D-38) 蛭子, 能収(1947-) KADOKAWA 2014.8 9784041018118 10902643 平成26年度

159/F 64/1
投資家が「お金」よりも大切にしていること (星海社新
書:30)

藤野, 英人(1966-) 星海社/講談社 (発売) 2013.2 9784061385207 10902874 平成26年度

159/G 55/4 やってよかった、やらなきゃよかったお金のこと 午堂, 登紀雄 中経出版 2012.9 9784046027436 10902737 平成26年度

159/G 55/5
捨てるべき40の「悪い」習慣 : 1つずつ自分を変えてい
く

午堂, 登紀雄 日本実業出版社 2014.10 9784534052223 10902867 平成26年度

159/G 91/1 ぐでたま哲学 サンリオ 大和書房 2014.8 9784479670858 10902779 平成26年度

159/H 48/4 林修の仕事原論 : 壁を破る37の方法 林, 修(1965-) 青春出版社 2014.11 9784413039192 10902892 平成26年度

159/H 56/2
頭のいい人の「軽々と生きる」思考術 (だいわ文
庫:27-3G)

樋口, 裕一(1951-) 大和書房 2014.11 9784479305088 10902876 平成26年度

159/H 76/1 世界一ふざけた夢の叶え方
ひすい, こたろう / 菅野, 一勢(1974-)
/ 柳田, 厚志

フォレスト出版 2014.8 9784894516311 10900935 平成26年度

159/H 76/2
あした死ぬかもよ? : 人生最後の日に笑って死ねる27
の質問

ひすい, こたろう
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2012.12 9784799312629 10920231 平成28年度

159/H 84/21 考えすぎない (アルファポリス文庫) 本多, 時生(1956-)
アルファポリス/星雲社 (発
売)

2011.5 9784434155857 10920270 平成28年度

159/I 23/1 人生の9割は逃げていい。 井口, 晃(1981-) すばる舎 2014.5 9784799103456 10902889 平成26年度

159/I 74/2
仕事も人間関係も「すべて面倒くさい」と思ったとき読
む本

石原, 加受子 中経出版 2012.9 9784806145110 10892029 平成25年度

159/I 75/5 1分間時間術 : あなたの時間はもっと増える! 石井, 貴士(1973-) フォレスト出版 2014.4 9784894516113 10900832 平成26年度

159/J 95/1
人生ドラクエ化マニュアル : 覚醒せよ!人生は命がけ
のドラゴンクエストだ!

JUNZO ワニブックス 2015.4 9784847093395 10908978 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

159/Ka11/1 お金持ちの教科書 加谷, 珪一 阪急コミュニケーションズ 2014.2 9784484142012 10902734 平成26年度

159/Ka86/25
自分を愛する技術 : 本気で人生を変えたい人のため
の

加藤, 秀視(1976-) 李白社/徳間書店 (発売) 2014.6 9784198638122 10902866 平成26年度

159/Ki17/1
たった一度の人生は好きなことだけやればいい! : 東
大卒ポーカー世界チャンプ成功の教え

木原, 直哉(1981-)
日本能率協会マネジメントセ
ンター

2014.5 9784820719038 10900819 平成26年度

159/Ki91/3
金持ち父さん貧乏父さん : アメリカの金持ちが教えて
くれるお金の哲学 改訂版

Kiyosaki, Robert T., 1947- / 白根, 美
保子

筑摩書房 2013.11 9784480864246 10899014 平成26年度

159/Ko44/2 がんばっても報われない本当の理由 心屋, 仁之助 PHP研究所 2014.3 9784569817101 10898906 平成26年度

159/Ko44/3
「うらやましい」と思ったとき読む本 : "なんであの人
ばっかり!""どうせ自分なんて……"

心屋, 仁之助 あさ出版 2014.5 9784860636852 10900768 平成26年度

159/Ko44/4
「好きなこと」だけして生きていく。 : ガマンが人生を閉
じ込める

心屋, 仁之助 PHP研究所 2014.11 9784569821252 10902532 平成26年度

159/Ko44/5 「自分がイヤだ!」と思ったら読む本 心屋, 仁之助 中経出版 2011.5 9784806140542 10902533 平成26年度

159/Ko44/6
仕事・人間関係どうしても許せない人がいるときに読
む本

心屋, 仁之助 中経出版 2013.8 9784806148791 10902541 平成26年度

159/Ko45/5 哲学の先生と人生の話をしよう 國分, 功一郎(1974-) 朝日新聞出版 2013.11 9784022511157 10911165 平成27年度

159/Ko97/2 5分の使い方で人生は変わる (角川フォレスタ) 小山, 竜央(1982-) / 角川学芸出版 KADOKAWA 2013.12 9784046539403 10898921 平成26年度

159/Ma43/2-2
パラダイムと原則/第1の習慣/第2の習慣 (まんがで
わかる7つの習慣:2)

小山, 鹿梨子 / フランクリンコヴィー
ジャパン

宝島社 2014.7 9784800223999 10902536 平成26年度

159/Ma43/2-3
第3の習慣/第4の習慣/第5の習慣 (まんがでわかる7
つの習慣:3)

小山, 鹿梨子 宝島社 2014.10 9784800227164 10902537 平成26年度

159/Ma88/4-1B 道をひらく [正] 松下, 幸之助(1894-1989) PHP研究所 1968.5-1978.1 9784569534077 10908956 平成27年度

159/Mi35/2
うまくいっている人の考え方 完全版 (ディスカヴァー携
書:100)

Minchinton, Jerry / 弓場, 隆
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2013.4 9784799313282 10900808 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

159/Mi35/3 心の持ち方 完全版 (ディスカヴァー携書:149) Minchinton, Jerry / 弓場, 隆
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2015.7 9784799317280 10920234 平成28年度

159/N 25/1 絶対に達成する技術 永谷, 研一 中経出版 2013.7 9784806148326 10902870 平成26年度

159/N 39/2
東大卒の女性脳科学者が、金持ち脳のなり方、全部
教えます。

中野, 信子(脳科学者) 経済界 2013.12 9784766785661 10902742 平成26年度

159/N 39/3 脳はどこまでコントロールできるか? (ベスト新書:447) 中野, 信子(脳科学者) ベストセラーズ 2014.8 9784584124475 10902878 平成26年度

159/O 11/2 大人らしさって何だろう。 大網, 理紗 文響社 2014.12 9784905073109 10909074 平成27年度

159/O 25/1
尾木ママの7つの人生力 : ありのままに、今を輝かせ
る力

尾木, 直樹(1947-) 海竜社 2015.6 9784759314298 10911214 平成27年度

159/O 42/1
自分の中に毒を持て : あなたは"常識人間"を捨てら
れるか (青春文庫)

岡本, 太郎(1911-1996) 青春出版社 [1993.8] 9784413090100 10899044 平成26年度

159/P 51/1
持たない幸福論 : 働きたくない、家族を作らない、お
金に縛られない

pha(1978-) 幻冬舎 2015.5 9784344027688 10911164 平成27年度

159/R 35/2
「普通の人」は気づかないけれど、億万長者はここを
見ている

Richards, Charles / 木暮, 太一 三笠書房 [2014.6] 9784837957515 10898937 平成26年度

159/Sa85/23 男は一生、好きなことをやれ! 里中, 李生(1965-) 三笠書房 [2014.3] 9784837925354 10898973 平成26年度

159/Sa85/24 神さまとのおしゃべり さとう, みつろう ワニブックス 2014.10 9784847092725 10902888 平成26年度

159/Sc 8/2
スヌーピーこんな生き方探してみよう (朝日文庫:し30-
2)

Schulz, Charles M., 1922-2000 / 谷
川, 俊太郎(1931-) / 星野, 裕子
(1954-)

朝日新聞社 2005.4 9784022614711 10900931 平成26年度

159/Sh86/1 頭がよくなる思考術 白取, 春彦(1954-)
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2005.10 9784887594142 10900820 平成26年度

159/Sh86/2 頭がよくなる逆説の思考術 白取, 春彦(1954-)
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2013.12 9784799314449 10900821 平成26年度

159/Su46/2
正しく悩む技術 : 「なんとなく…つらい」あなたを救うヒ
ント

杉田, 隆史(1970-) 実務教育出版 2011.10 9784788910454 10902543 平成26年度



所在：1階　第１閲覧室 選定図書コーナー
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

159/Ta19/2
10年後、金持ちになる人貧乏になる人 : ラクラク「稼ぐ
力」を手に入れる方法

田口, 智隆 廣済堂出版 2013.3 9784331517031 10902725 平成26年度

159/Ta19/3 お金が貯まらない人の悪い習慣39 田口, 智隆 マガジンハウス 2010.12 9784838722167 10902733 平成26年度

159/Ta33/2 夢は逃げない。逃げるのはいつも自分だ。 高橋, 歩(1972-)
NORTH VILLAGE/サンクチュア
リ出版 (発売)

2010.8 9784861133121 10877620 平成24年度

159/To49/4 ため息をやめれば年収1億円への道が開ける 苫米地, 英人(1959-) 宝島社 2013.9 9784800214003 10900807 平成26年度

159/U 44/8 平常心のコツ : 「乱れた心」を整える93の言葉 植西, 聰 自由国民社 2013.12 9784426117535 10902545 平成26年度

159/Y 11/2 世界一美しい日本のことば 矢作, 直樹 イースト・プレス 2015.4 9784781613161 10911146 平成27年度

159/Y 11/3 生き惑う人へ 矢作, 直樹 河出書房新社 2015.3 9784309023663 10911149 平成27年度

159/Y 24/2
天才とは努力を続けられる人のことであり、それには
方法論がある。

山口, 真由(1983-) 扶桑社 2014.1 9784594069759 10902873 平成26年度

162.2587/U 47/1 処女神 : 少女が神になるとき 植島, 啓司(1947-) 集英社 2014.7 9784087715644 10902825 平成26年度

167.3/Ko79/1 コーラン (まんがで読破:MD133) Teamバンミカス イースト・プレス 2015.2 9784781612690 10926179 平成29年度第2回

175.966/Y 31/1 熊野八咫烏 山本, 殖生 原書房 2012.12 9784562048670 10926265 平成29年度第2回

181/A 87/1
古代インド仏教と現代脳科学における心の発見 : 複
雑系理論に基づく先端的意識理論と仏教教義の共通
性

浅野, 孝雄 産業図書 2014.10 9784782801789 10911135 平成27年度

181/U 79/1 仏教思想のゼロポイント : 「悟り」とは何か 魚川, 祐司(1979-) 新潮社 2015.4 9784103391715 10912337 平成27年度

183.2/Sh15/1 柴犬まるのワン若心経
小野, 慎二郎 / 菅原, こころ / 加藤,
朝胤(1949-)

リベラル社/星雲社 (発売) 2016.7 9784434222597 10920194 平成28年度

188.54/Ma66/1
答えにくい子どもの「なぜ?」にお釈迦さまならこう言う
ね!

増田, 俊康 主婦と生活社 [2015.10] 9784391147452 10912376 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

188.98/Sa85/1 創価学会と平和主義 (朝日新書:481) 佐藤, 優(1960-) 朝日新聞出版 2014.10 9784022735829 10902716 平成26年度

198.22/Th 2/1 マザーテレサ来て、わたしの光になりなさい!
Theresa of Calcutta. / Kolodiejchuk,
Brian / 里見, 貞代

女子パウロ会 2014.11 9784789607308 10902710 平成26年度

202.5/Mo17/1B 巨石文化の謎 (「知の再発見」双書:91)
Mohen, J. P. / 後藤, 淳一(1964-) / 南条, 郁
子(1954-) / 蔵持, 不三也(1946-) 創元社 2000.7 9784422211510 10912296 平成27年度

202.5/O 12/1-2
土器の実測をしよう! (はじめて実測を試みるあなたへ:
第2弾)

小畑, 三千代 / 徳永, 和人
九州文化財研究所/雄山閣
(発売)

2013.11 9784639022916 10899185 平成26年度

204/R 21/6 歴史新聞 : 世紀の号外! 決定版 歴史新聞編纂委員会 / 日本文芸社 日本文芸社 2012.11 9784537259841 10926229 平成29年度第2回

209.7/F 92/1 誰も戦争を教えてくれなかった 古市, 憲寿(1985-) 講談社 2013.8 9784062184571 10889757 平成25年度

209.7/H 72/1 20世紀を知る : 21世紀の問題の原点 広瀬, 一郎(1955-) 東海大学出版部 2017.3 9784486021377 10924401 平成29年度第1回

209.71/B 31/1 第一次世界大戦はなぜ始まったのか (文春新書:979) 別宮, 暖朗(1948-) 文藝春秋 2014.7 9784166609796 10909101 平成27年度

209/A 87/1-1 古代～宗教改革 (「なぜ?」がわかる世界史:前近代) 浅野, 典夫 [学研教育出版] [2012.6] 9784053033802 10926234 平成29年度第2回

209/A 87/1-2
オスマン帝国～現代 (「なぜ?」がわかる世界史:近現
代)

浅野, 典夫 [学研教育出版] [2012.6] 9784053033796 10926235 平成29年度第2回

209/Ko14/1-20
人類はどこへ行くのか (興亡の世界史 : what is
human history?:20)

福井, 憲彦(1946-) / 杉山, 正明(1952-)
他

講談社 2009.4 9784062807203 10912298 平成27年度

209/Ko44/1 ここが一番おもしろい世界史と日本史裏話大全 歴史の謎研究会 青春出版社 2015.8 9784413111416 10911294 平成27年度

209/Ma43/1 マンガゆげ塾の構造がわかる世界史 ゆげ塾 飛鳥新社 2014.4 9784864103084 10926240 平成29年度第2回

209/Sa25/2
タテから見る世界史 パワーアップ版 (大学受験プライ
ムゼミブックス)

斎藤, 整 [学研プラス] [2017.5] 9784053045843 10926230 平成29年度第2回

209/Sa25/3
ヨコから見る世界史 パワーアップ版 (大学受験プライ
ムゼミブックス)

斎藤, 整 [学研プラス] [2017.7] 9784053046512 10926231 平成29年度第2回
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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210.04/I 98/5
学校では教えてくれない日本史の授業 (PHP文庫:い
78-2)

井沢, 元彦(1954-) PHP研究所 2013.2 9784569679594 10900914 平成26年度

210.04/I 98/6 「誤解」の日本史 (PHP文庫:い78-1) 井沢, 元彦(1954-) PHP研究所 2012.3 9784569677873 10900919 平成26年度

210.04/Su96/1 歴史に学ぶな 鈴木, 邦男(1943-)
dZERO/インプレスコミュニ
ケーションズ (発売)

2014.6 9784844376217 10899150 平成26年度

210.04/Ta63/2-1 日本史の謎は「地形」で解ける [正] (PHP文庫:た94-1) 竹村, 公太郎(1945-) PHP研究所 2013.10 9784569760841 10900920 平成26年度

210.1/I 73/1-2
2時間でおさらいできる日本史 近・現代史篇 (だいわ
文庫:[183-1H]-[183-2H])

石黒, 拡親 大和書房 2010.12-2013.1 9784479304180 10909123 平成27年度

210.1/Sa32/2 史書を読む (読みなおす日本史) 坂本, 太郎(1901-1987) 吉川弘文館 2013.10 9784642063982 10899145 平成26年度

210.1/Sh95/3 詳説日本史研究 [2017]
佐藤, 信(1952-) / 五味, 文彦(1946-) /
高埜, 利彦(1947-) / 鳥海, 靖(1934-)

山川出版社 2017.8 9784634010734 10926214 平成29年度第2回

210.273/Y 65/1
邪馬台国全面戦争 : 捏造の「畿内説」を撃つ (推理・
邪馬台国と日本神話の謎)

安本, 美典(1934-) 勉誠出版 2017.7 9784585225591 10926126 平成29年度第2回

210.36/To67/1 千年の都平安京のくらし 鳥居本, 幸代(1953-) 春秋社 2014.1 9784393482261 10899147 平成26年度

210.47/N 84/1 土の城指南 : 歩いてわかる「戦国の城」 西股, 総生(1961-)
学研パブリッシング/学研
マーケティング(発売)

2014.7 9784054060388 10899188 平成26年度

210.5/Ki41/17 近世の地域と中間権力 (史学会シンポジウム叢書) 志村, 洋(1964-) / 吉田, 伸之(1947-) 山川出版社 2011.12 9784634523616 10899184 平成26年度

210.5/Mi58/2 江戸武家事典 : 三田村鳶魚 新装版
三田村, 鳶魚(1870-1952) / 稲垣, 史
生(1912-1996)

青蛙房 2007.7 9784790505006 10899189 平成26年度

210.5/Ta48/2 忍者の末裔 : 江戸城に勤めた伊賀者たち 高尾, 善希(1974-) KADOKAWA 2017.1 9784044002084 10926222 平成29年度第2回

210.5/Ta84/4
日本の江戸時代 : 舞台に上がった百姓たち (刀水歴
史全書:50)

田中, 圭一(1931-) 刀水書房 1999.3 9784887082335 10920170 平成28年度

210.58/Su96/4 新選組100話 (中公文庫:す-17-1) 鈴木, 亨(1932-) 中央公論社 1996.12 9784122027633 10899186 平成26年度
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学生選定図書一覧

210.6/H 48/3
文明開化がやって来た : チョビ助とめぐる明治新聞挿
絵

林, 丈二(1947-) 柏書房 2016.10 9784760147403 10920281 平成28年度

210.75/D 25/1 第二次世界大戦全史 (洋泉社mook) 森山, 康平(1942-) / 嘉瀬, 秀彦 洋泉社 2015.1 9784800305534 10909085 平成27年度

210.75/H 29/1 日本のいちばん長い日 決定版 (文春文庫:[は-8-15]) 半藤, 一利(1930-) 文藝春秋 2006.7 9784167483159 10917781 平成28年度

217.5/W 46/1
戦国期浦上氏・宇喜多氏と地域権力 (中世史研究叢
書:19)

渡邊, 大門(1967-) 岩田書院 2011.9 9784872946987 10926202 平成29年度第2回

220/I 96/1
アジアの国家史 : 民族・地理・交流 (岩波現代全
書:030)

岩崎, 育夫(1949-) 岩波書店 2014.4 9784000291309 10926129 平成29年度第2回

220/N 77/1
日本・中国・朝鮮 東アジア三国史 : この一冊で早わ
かり

田中, 俊明(1952-) 日本実業出版社 2010.4 9784534046987 10912292 平成27年度

222.01/B 17/1 万里の長城 : 歴史アルバム : 巨龍の謎を追う 長城小站 / 馮, 暁佳 恒文社 2008.11 9784770411327 10912300 平成27年度

222.01/C 62/17
中国王朝四〇〇〇年史 : アジアに君臨した中華帝国
の興亡 (ビジュアル選書)

渡辺, 義浩(1962-) 新人物往来社 2012.10 9784404042613 10920192 平成28年度

222.01/C 64/3-1
古代文明の誕生と展開 : 先史・夏殷周-春秋戦国 上
(中国の文明 : 北京大学版:1-2)

袁, 行霈(1936-) / 嚴, 文明 他 潮出版社 2016.8-2016.10 9784267020216 10920169 平成28年度

222.01/C 64/3-2
古代文明の誕生と展開 : 先史・夏殷周-春秋戦国 下
(中国の文明 : 北京大学版:1-2)

袁, 行霈(1936-) / 嚴, 文明 他 潮出版社 2016.8-2016.10 9784267020223 10920196 平成28年度

222.01/Ka43/1 漢字編 (ゼミナール中国文化 : カラー版) 韩, 鉴堂 / 佐藤, 嵐士 / 劉, 偉 グローバル科学文化出版 2016.12 9784865160437 10924411 平成29年度第1回

222.01/O 17/2 すぐわかる中国の歴史 改訂版
小田切, 英(1960-) / 宇都木, 章
(1924-)

東京美術 2012.1 9784808709471 10924410 平成29年度第1回

222.043/Sa63/9 三国志英雄たちの名場面 (別冊宝島:2400) 藤井, 勝彦(1955-) 宝島社 2015.11 9784800247155 10912276 平成27年度

222.406/N 91/1 ビジュアル年表台湾統治五十年
乃南, アサ(1960-) / 國立臺灣歴史博
物館 / 秋恵文庫

講談社 2016.6 9784062201193 10917645 平成28年度

227.3/B 61/2B メソポタミア文明 (「知の再発見」双書:43)
Bottéro, Jean / Steve, M.-J. (Marie-Joseph),
1911- / 高野, 優(1954-) / 矢島, 文夫(1928-
2006)

創元社 1994.12 9784422210933 10912335 平成27年度
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230.51/B 67/1 ルネサンスの秋 : 1550-1640
Bouwsma, William James, 1923- / 沢
井, 繁男(1954-)

みすず書房 2012.9 9784622076872 10899153 平成26年度

233.051/Mo79/1 シェイクスピアの時代のイギリス生活百科
Mortimer, Ian, 1967- / 市川, 恵里 /
樋口, 幸子(1947-)

河出書房新社 2017.6 9784309227054 10926237 平成29年度第2回

234.9/D 46/1-1 英雄の戦い (ワルシャワ蜂起1944:上) Davies, Norman / 染谷, 徹 白水社 2012.11 9784560082461 10899179 平成26年度

234.9/O 96/1 ワルシャワ蜂起 : 1944年の63日 尾崎, 俊二(1946-) 東洋書店 2011.1 9784885959707 10902813 平成26年度

238.07/J 52/1
ロシア革命の激震 (世界史劇場 : 臨場感あふれる解説で、
楽しみながら歴史を"体感"できる)

神野, 正史 ベレ出版 2014.11 9784860644161 10909090 平成27年度

242.03/C 88/1
ギザの大ピラミッド : 5000年の謎を解く (「知の再発
見」双書:141)

Corteggiani, Jean Pierre / 吉村, 作治
(1943-) / 山田, 美明(1968-)

創元社 2008.10 9784422212012 10912336 平成27年度

253.93/H 77/1
チャイナタウン, ゲイバー, レザーサブカルチャー, ビート, そして街
は観光の聖地となった : 「本物」が息づくサンフランシスコ近隣地
区

畢, 滔滔 白桃書房 2015.5 9784561762065 10920323 平成28年度

280/I 33/1-
世界を動かす巨人たち 政治家編 (集英社新
書:0828A)

池上, 彰(1950-) 集英社 2016.4 9784087208283 10917737 平成28年度

281.04/I 85/2 無私の日本人 (文春文庫:[い-87-3]) 磯田, 道史(1970-) 文藝春秋 2015.6 9784167903886 10917780 平成28年度

281.04/I 98/1 日本史汚名返上 : 「悪人」たちの真実
井沢, 元彦(1954-) / 和田, 秀樹
(1960-)

光文社 2014.5 9784334977795 10899201 平成26年度

281.04/N 77/8 日本史100人の履歴書 : あの偉人たちにも黒歴史!? 矢部, 健太郎(1972-) 宝島社 2017.3 9784800266057 10926212 平成29年度第2回

281.9/Ky 9/1 九州ものしり学 : JR九州「プリーズ」 プリーズ編集室 九州旅客鉄道/海鳥社(発売) 2009.3 9784874157183 10900929 平成26年度

281.99/Y 82/1 まれびとたちの沖縄 (小学館101新書:032) 与那原, 恵(1958-) 小学館 2009.6 9784098250325 10920217 平成28年度

282.1/Ko11/1
悪女たちの朝鮮王朝 : 歴史を作るのは男より女! : 野
望を持った女たちの逆襲

康, 煕奉(1954-) / 康, 煕奉 双葉社 2014.6 9784575306828 10909103 平成27年度

288.3/Ka93/1 安芸毛利一族 (読みなおす日本史) 河合, 正治(1914-1990) 吉川弘文館 2014.11 9784642065825 10926213 平成29年度第2回
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288.3/Ku72/2 「豊臣大名」真田一族 : 真説関ヶ原合戦への道 黒田, 基樹(1965-) 洋泉社 2016.3 9784800308832 10917743 平成28年度

288.41/Y 11/1 天皇 矢作, 直樹 扶桑社 2013.9 9784594068981 10911148 平成27年度

289.1/Ki24/5 広岡浅子語録 菊地, 秀一 宝島社 2015.9 9784800242617 10917736 平成28年度

289.1/Ku61/1 村に火をつけ、白痴になれ : 伊藤野枝伝 栗原, 康(1979-) 岩波書店 2016.3 9784000022316 10920244 平成28年度

289.1/Mi77/7
宮本常一と「わたし」 : 生誕110年記念 : 記憶・名言・
実践文集

宮本常一を語る会 / 桜下義塾 / 宮本,
常一(1907-1981)

三岳出版社 2017.6 9784990882914 10926211 平成29年度第2回

289.1/Y 86/12 吉田松陰一日一言 : 魂を鼓舞する感奮語録
吉田, 松陰(1830-1859) / 川口, 雅昭
(1953-)

致知出版社 2006.12 9784884747657 10926236 平成29年度第2回

289.33/R 32/1 マンガエニグマに挑んだ天才数学者チューリング
Riccioni, Francesca / Pettinato, Tuono /
竹内, 薫(1960-)

講談社 2015.4 9784062195263 10908921 平成27年度

289.53/C 78/1 ヒラリー・クリントンの言葉
Clinton, Hillary Rodham, 1947- / Rogak,
Lisa / 高橋, 璃子 / 池上, 彰(1950-)

かんき出版 2016.3 9784761271572 10917740 平成28年度

290.38/H 11/1 You are here : around the world in 92 minutes : hbk. Hadfield, Chris(1959-) Macmillan 2014 9781447278603 10909027 平成27年度

290.38/Se22/9 世界全図 : 国旗入り 2版 昭文社 2016 9784398720153 10920174 平成28年度

290.4/G 16/1-1
学校では教えない世界地図の楽しい読み方 [1]
(KAWADE夢文庫)

ロム・インターナショナル 河出書房新社 1997.6- 9784309491974 10900789 平成26年度

290.87/H 57/1 秘境国 : まだ見たことのない絶景
アマナイメージズ / ゲッティイメージ
ズジャパン / アフロ / PPS通信社

パイインターナショナル 2011.8 9784756241245 10899087 平成26年度

290.87/Se22/8 世界で一番美しい森への旅 エクスナレッジ 2013.12 9784767817040 10899029 平成26年度

290.9/C 34/3
ビックリ飛行機でゆく世界紀行 : 非常識なフライト驚愕
の空港仰天のヒコーキ

チャーリー古庄 イカロス出版 2015.1 9784863209718 10911177 平成27年度

290.9/C 41/23
社会派ちきりんの世界を歩いて考えよう! (だいわ文
庫:[277-1D])

ちきりん 大和書房 2014.8 9784479304944 10900790 平成26年度
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290.9/Tr 5/1
Tripadvisor行ってよかった日本人に人気の世界の観
光スポット

昭文社編集部 / ウララコミュニケー
ションズ

昭文社 2016.3 9784398145536 10917700 平成28年度

290.93/Ka21/6
海外旅行安全対策マニュアル (わがまま歩き旅行会
話)

ブルーガイド海外版出版部 実業之日本社 2003.4 9784408017167 10899069 平成26年度

290.93/Ko12/1 世界の「絶景」ベスト100 (王様文庫:C17-4) 小林, 克己(1946-) 三笠書房 [2010.3] 9784837965404 10900794 平成26年度

291.04/Ky 1/1
教科書にも載ってない日本地図の楽しい読み方 : えっ、日
本最短の国道はわずか300歩?! (KAWADE夢文庫:[K317])

ロム・インターナショナル / 夢の設計
者

河出書房新社 1997.11 9784309492179 10900788 平成26年度

291.09/E 42/1
北欧女子オーサのニッポン再発見ローカル旅 (メディアファ
クトリーのコミックエッセイ) (MF comic essay)

Ekström, Åsa(1983-) KADOKAWA 2016.7 9784040684802 10920277 平成28年度

291.093/B 91/1-1 ブラタモリ 1 NHK「ブラタモリ」製作班 KADOKAWA 2016.7- 9784041043202 10920319 平成28年度

291.093/B 91/1-2 ブラタモリ 2 NHK「ブラタモリ」製作班 KADOKAWA 2016.7- 9784041043226 10920320 平成28年度

291.093/B 91/1-3 ブラタモリ 3 NHK「ブラタモリ」製作班 KADOKAWA 2016.7- 9784041043233 10920321 平成28年度

291.093/B 91/1-4 ブラタモリ 4 NHK「ブラタモリ」製作班 KADOKAWA 2016.7- 9784041043240 10920322 平成28年度

291.093/D 11/1-11 富山 (d design travel:11) D & Department Project D&Department Project 2013.10 9784903097114 10924507 平成29年度第1回

291.093/D 11/1-12 佐賀 (d design travel:12) D & Department Project D&Department Project 2014.2 9784903097121 10924503 平成29年度第1回

291.093/D 11/1-15 大分 (d design travel:15) D & Department Project D&Department Project 2015.3 9784903097152 10924504 平成29年度第1回

291.093/D 11/1-16 京都 (d design travel:16) D & Department Project D&Department Project 2015.7 9784903097169 10924505 平成29年度第1回

291.093/D 11/1-17 滋賀 (d design travel:17) D & Department Project D&Department Project 2015.11 9784903097176 10924506 平成29年度第1回

291.093/D 11/1-18 岐阜 (d design travel:18) D & Department Project D&Department Project 2016.3 9784903097183 10924508 平成29年度第1回
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291.093/D 11/1-19 愛知 (d design travel:19) D & Department Project D&Department Project 2016.7 9784903097190 10924509 平成29年度第1回

291.093/D 11/1-20 奈良 (d design travel:20) D & Department Project D&Department Project 2016.11 9784903097206 10924510 平成29年度第1回

291.093/G 94/1 達人が選ぶ名湯宿60選 郡司, 勇 エクスナレッジ 2014.10 9784767818535 10920176 平成28年度

291.62/Ka77/1
ゆるり京都おひとり歩き : 隠れた名店と歴史をめぐる
「七つの道」 (光文社新書:722)

柏井, 壽(1952-) 光文社 2014.10 9784334038250 10902862 平成26年度

291.9/Ky 9/17 九州・沖縄道の駅徹底オールガイド ほり編集事務所 メイツ出版 2016.8 9784780417678 10919116 平成28年度

291.91/D 16/1 大学的福岡・太宰府ガイド : こだわりの歩き方
西高辻, 信宏 / 赤司, 善彦 / 高倉, 洋
彰(1943-)

昭和堂 2014.3 9784812213520 10900930 平成26年度

291.91/F 82/34
福岡「地理・地名・地図」の謎 : 意外と知らない福岡県の歴
史を読み解く! (じっぴコンパクト新書:215)

宮崎, 克則(1959-) 実業之日本社 2015.1 9784408455266 10909035 平成27年度

291.91/N 81/1
西鉄&西鉄バス沿線の不思議と謎 (じっぴコンパクト
新書:322)

宮崎, 克則(1959-) 実業之日本社 2017.6 9784408337029 10924540 平成29年度第1回

291.91/Y 19/1 福岡路上遺産 : 身近に残る歴史の痕跡 山田, 孝之 海鳥社 2016.1 9784874159644 10917817 平成28年度

291.99/O 52/6 沖縄 (ハレ旅) 朝日新聞出版 朝日新聞出版 2016.7 9784023339187 10920184 平成28年度

292.24/Sa21/1 最高体験100台湾 (JTBのmook) JTBパブリッシング 2016.6 9784533111228 10920185 平成28年度

292.24/Ta21/2 台北 (タビトモ:アジア||アジア:7) JTBパブリッシング海外情報部 JTBパブリッシング 2016.3 9784533109508 10920182 平成28年度

292.24/Ta25/3 台湾の得ワザ300 : 行く前に知っておきたい 朝日新聞出版 朝日新聞出版 2016.11 9784023339262 10920181 平成28年度

293.6/Su28/1
スペイン美・食の旅 : バスク&ナバーラ (コロナ・ブック
ス:181)

菅原, 千代志(1942-) / 山口, 純子 平凡社 2013.5 9784582634792 10900797 平成26年度

297.5/O 71/1 イースター島の謎 (「知の再発見」双書:52)
Orliac, Catherine, 1950- / Orliac, Michel,
1944- / 藤崎, 京子(1949-) / 猪熊, 兼勝
(1937-)

創元社 1995.12 9784422211121 10912297 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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302.1/D 93/1
意外に日本人だけ知らない日本史 (講談社+α新
書:358-3C)

Duland, Reiko, 1942- 講談社 2009.7 9784062725903 10909098 平成27年度

302.199/Ma26/1 もっと知りたい!本当の沖縄 (岩波ブックレット:No. 723) 前泊, 博盛(1960-) 岩波書店 2008.5 9784000094238 10924403 平成29年度第1回

302.21/Sh32/1
テレビに映る北朝鮮の98%は嘘である : よど号ハイジャック
犯と見た真実の裏側 (講談社+α新書:669-1C)

椎野, 礼仁 講談社 2014.9 9784062728652 10902708 平成26年度

302.39/A 61/1 スラヴの十字路 嵐田, 浩吉(1963-) 里文出版 2013.9 9784898064047 10899181 平成26年度

302.53/Ma19/4 知ってても偉くないUSA語録 町山, 智浩 文芸春秋 2014.4 9784163900568 10899143 平成26年度

302/F 97/1
沸騰現場を通じて考える「ニッポン再発見」 (未来世紀ジパ
ング : 沸騰現場の経済学 : 日経スペシャル)

テレビ東京報道局 日本経済新聞出版社 2016.2 9784532169831 10917765 平成28年度

304/F 92/2 だから日本はズレている (新潮新書:566) 古市, 憲寿(1985-) 新潮社 2014.4 9784106105661 10900767 平成26年度

304/H 32/1
世界史を動かす日本 : これからの5年を迎えるために
本当に知るべきこと

原田, 武夫(1971-) 徳間書店 2014.5 9784198638016 10899148 平成26年度

304/I 33/13 池上彰のやさしい教養講座 池上, 彰(1950-) / 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 2014.5 9784532169299 10899173 平成26年度

304/I 33/16 池上彰の君たちと考えるこれからのこと 池上, 彰(1950-) 日本経済新聞出版社 2016.4 9784532169893 10917741 平成28年度

304/I 33/17
池上彰とホセ・ムヒカが語り合ったほんとうの豊かさっ
て何ですか?

池上, 彰(1950-) / Mujica Cordano,
José Alberto, 1934-

KADOKAWA 2016.10 9784041048344 10920341 平成28年度

304/Ku61/2
はたらかないで、たらふく食べたい : 「生の負債」から
の解放宣言

栗原, 康(1979-) タバブックス 2015.4 9784907053086 10911158 平成27年度

304/Ta13/5 「リベラル」がうさんくさいのには理由がある 橘, 玲(1959-) 集英社 2016.5 9784087807912 10917813 平成28年度

304/Te11/1 バカを治す (Forest 2545 shinsyo:072) 適菜, 収(1975-) フォレスト出版 2012.11 9784894518728 10881230 平成24年度

304/Y 72/4B バカの壁 (新潮新書:003) 養老, 孟司(1937-) 新潮社 2003.4 9784106100031 10898916 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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307.8/Mu92/2-
無敵の一般常識&時事問題 : 一問一答1400問 2018年版
(内定請負漫画『銀のアンカー』式)

就活メソッド研究会 TAC株式会社出版事業部 (TAC出版)2017.1 9784813270522 10926194 平成29年度第2回

307.8/N 48/1- 7日でできる!SPI必勝トレーニング [2015年度版] 就職対策研究会 高橋書店 [2013.7]- 9784471420178 10889619 平成25年度

307.8/Sa17/5- 最新最強のWebテストクリア問題集 '18年版 就活カレッジ / ネオキャリア 成美堂出版 2013.8- 9784415223353 10919119 平成28年度

307.8/Y 52/5- SPI最強問題集 : 「1日30分30日」完全突破! ['18年版] 柳本, 新二 大和書房 [2008.9-] 9784479795254 10917664 平成28年度

307.8/Y 52/9- 「1日10分」から始めるSPI基本問題集 ['18年版] 柳本, 新二 大和書房 [2013.8]- 9784479795261 10919086 平成28年度

309.3/Ma51/19 新訳共産党宣言 : 初版ブルクハルト版 (1848年)
Marx, Karl, 1818-1883 / 的場, 昭弘
(1952-)

作品社 2010.7 9784861822919 10902815 平成26年度

309.3/Ma51/20
Manifest der kommunistischen partei : 高校生でも読
める「共産党宣言」

Marx, Karl, 1818-1883 / Engels,
Friedrich, 1820-1895 / 北口, 裕康

パルコエンタテインメント事業
部

2012.8 9784891949747 10917816 平成28年度

309.31/I 76/1-1 マルクスを日本で育てた人 : 評伝・山川均 1 石河, 康国(1945-) 社会評論社 2014.11 9784784515332 10920249 平成28年度

309.7/Ku61/1
現代暴力論 : 「あばれる力」を取り戻す (角川新書:[K-
43])

栗原, 康(1979-) KADOKAWA 2015.8 9784040820347 10911167 平成27年度

311.1/Sa62/4-1
ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業 上 (ハヤ
カワ文庫:NF378-NF379)

Sandel, Michael J. / 小林, 正弥
(1963-) / 杉田, 晶子

早川書房 2012.2 9784150503789 10902641 平成26年度

311.1/Sa62/4-2
ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業 下 (ハヤ
カワ文庫:NF378-NF379)

Sandel, Michael J. / 小林, 正弥
(1963-) / 杉田, 晶子

早川書房 2012.2 9784150503796 10902642 平成26年度

312.22/Mi77/1 習近平の中国 (新潮新書:619) 宮本, 雄二 新潮社 2015.5 9784106106194 10919111 平成28年度

312.64/Sa85/1 世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉
佐藤, 美由紀(編集ライター) / Mujica
Cordano, José Alberto, 1934-

双葉社 2015.7 9784575309041 10919210 平成28年度

314.8/I 33/1 池上彰のあした選挙へ行くまえに (河出文庫) 池上, 彰(1950-) 河出書房新社 2016.6 9784309414591 10917815 平成28年度

316.4/I 68/1 「イスラーム国」の生態がわかる45のキーワード
中東調査会イスラーム過激派モニ
ター班

明石書店 2015.7 9784750342207 10912331 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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316.8/Sh57/3 新・民族の世界地図 (文春新書:530) 21世紀研究会 文藝春秋 2006.10 9784166605309 10909097 平成27年度

316.88/W 11/2
日本に来たユダヤ難民 : ヒトラーの魔手を逃れて : 約
束の地への長い旅

Warhaftig, Zorach, 1906- / 滝川, 義
人(1937-)

原書房 2014.5 9784562050673 10902648 平成26年度

319.1/Ta76/2 田母神俊雄東アジアから見た外交・戦争・情報 田母神, 俊雄 ぱる出版 2015.6 9784827209389 10908918 平成27年度

319.2101/Sa93/2 韓国「反日」の真相 (文春新書:1007) 澤田, 克己(1967-) 文藝春秋 2015.1 9784166610075 10909220 平成27年度

319.349/B 18/1 ヨーロッパ/ポーランド/ロシア : 1918-1921 阪東, 宏(1926-) 彩流社 2008.10 9784779113925 10909091 平成27年度

319.8/Y 97/1 ベトナム戦争に抗した人々 (世界史リブレット:125) 油井, 大三郎(1945-) 山川出版社 2017.8 9784634349636 10926135 平成29年度第2回

320.91/P 76/1- ポケット六法 平成28年版
加藤, 一郎(1922-) / 星野, 英一
(1926-2012) 　他

有斐閣 1978- 9784641009165 10912278 平成27年度

322.16/H 31/1
日本人を縛りつける役人の掟 : 「岩盤規制」を打ち破
れ!

原, 英史 小学館 2014.7 9784093897495 10902607 平成26年度

322.34/H 31/1 死刑執行人 : 残された日記と、その真相
Harrington, Joel F. (Joel Francis) /
日暮, 雅通(1954-)

柏書房 2014.8 9784760144471 10902824 平成26年度

323.14/Ta87/1 日本国憲法 : 大阪おばちゃん語訳 谷口, 真由美(1975-) 文藝春秋 2014.12 9784163901817 10911296 平成27年度

326.34/Ta33/2
面白いほどよくわかる犯罪心理学 : 殺人、窃盗、暴力…人
はなぜ罪を犯すのか (学校で教えない教科書)

高橋, 良彰 日本文芸社 2005.7 9784537252972 10902720 平成26年度

326.34/Te11/1 テキスト司法・犯罪心理学
越智, 啓太(1965-) / 桐生, 正幸
(1960-)

北大路書房 2017.7 9784762829758 10926139 平成29年度第2回

327.85/G 34/1 現代日本の少年院教育 : 質的調査を通して
廣田, 照幸(1959-) / 古賀, 正義
(1957-) / 伊藤, 茂樹(1963-)

名古屋大学出版会 2012.9 9784815807054 10920241 平成28年度

331.1/Sa62/2
それをお金で買いますか : 市場主義の限界 (ハヤカ
ワ文庫:419. ハヤカワ文庫NF:NF419)

Sandel, Michael J. / 鬼澤, 忍(1963-) 早川書房 2014.11 9784150504199 10902640 平成26年度

331.82/Ko97/1 まんがでわかるピケティの「21世紀の資本」 山形, 浩生(1964-) / 小山, 鹿梨子 宝島社 2015.6 9784800240804 10908919 平成27年度
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331/A 28/5
不道徳な見えざる手 : 自由市場は人間の弱みにつけ
込む

Akerlof, George A., 1940- / Shiller,
Robert J., 1946- / 山形, 浩生(1964-)

東洋経済新報社 2017.5 9784492314982 10924408 平成29年度第1回

331/A 53/8 経済学者はなぜ嘘をつくのか 青木, 泰樹 アスペクト 2016.4 9784757224254 10917720 平成28年度

331/C 74/2
アメリカの高校生が学ぶ経済学 : 原理から実践へ 最
新版

Clayton, Gary E. / 花岡, 幸子(1967-)
/ 山崎, 政昌

WAVE出版 2014.8 9784872906905 10902639 平成26年度

331/I 25/12 大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる 井堀, 利宏(1952-) KADOKAWA 2015.4 9784046011688 10908923 平成27年度

331/I 25/14 図解大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる 井堀, 利宏(1952-) KADOKAWA 2016.8 9784046017543 10926153 平成29年度第2回

331/Ka11/5
感じる経済学 : コンビニでコーヒーが成功して、ドーナ
ツがダメな理由

加谷, 珪一(1969-) SBクリエイティブ 2017.5 9784797390391 10924393 平成29年度第1回

331/O 32/1 オイコノミア : ぼくらの希望の経済学
NHK Eテレ「オイコノミア」制作班 / 又
吉, 直樹

朝日新聞出版 2014.3 9784022510839 10899043 平成26年度

331/O 56/2 経済学入門 (日評ベーシック・シリーズ) 奥野, 正寛(1947-) 日本評論社 2017.3 9784535806092 10924392 平成29年度第1回

332.01/O 17/1 ライブ・経済史入門 : 経済学と歴史学を架橋する 小田中, 直樹(1963-) 勁草書房 2017.3 9784326550784 10924407 平成29年度第1回

332.107/Ko65/3 3択30問30分でわかる!日本経済超入門 小宮, 一慶(1957-)
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

2014.7 9784822250270 10902638 平成26年度

332.22/R 32/14 故事成語で読み解く中国経済 李, 智雄
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

2016.11 9784822251819 10924399 平成29年度第1回

333.6/Ta71/1 世界経済大乱 (日経プレミアシリーズ:303) 滝田, 洋一 日本経済新聞出版社 2016.4 9784532263034 10919110 平成28年度

333.6/Y 72/1 食をめぐる日中経済関係 : 国際経済学からの検証 姚, 国利(1960-) 批評社 2015.8 9784826506250 10924383 平成29年度第1回

333/I 26/3
図解ゼロからわかる経済政策 : 「今の日本」「これから
の日本」が読める本

飯田, 泰之(1975-) KADOKAWA 2014.3 9784041107331 10899151 平成26年度

334.42221/Y 79/1 上海の日本人街・虹口 : もう一つの長崎 横山, 宏章(1944-) 彩流社 2017.6 9784779123344 10926132 平成29年度第2回
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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335.04/D 91/5 自分を成長させる極意
Drucker, Peter Ferdinand, 1909- /
Christensen, Clayton M. / Harvard
Business Review編集部 他

ダイヤモンド社 2016.1 9784478068304 10917641 平成28年度

335.1/Su42/1 使える経営学 杉野, 幹人 東洋経済新報社 2014.11 9784492502624 10902886 平成26年度

335.13/Ka94/2 ニコニコ哲学 : 川上量生の胸のうち 川上, 量生(1968-) / 加藤, 貞顕
日経BP社/日経BPマーケ
ティング(発売)

2014.11 9784822250515 10902578 平成26年度

335.13/Ku95/2
スティーブ・ジョブズ全発言 : 世界を動かした142の言
葉 (PHPビジネス新書:199)

桑原, 晃弥(1956-) PHP研究所 2011.12 9784569801230 10911145 平成27年度

335.13/Mu43/4 カンブリア宮殿 : 村上龍×変革者 : 日経スペシャル 村上, 龍(1952-) / テレビ東京報道局 日本経済新聞出版社 2015.1 9784532169503 10920342 平成28年度

335.21/F 62/1
あの会社はこうして潰れた (日経プレミアシリー
ズ:337)

藤森, 徹 日本経済新聞出版社 2017.4 9784532263379 10924450 平成29年度第1回

335.21/Ki24/1-1
日本100大企業の系譜 : 図ですぐわかる! [1] (メディア
ファクトリー新書:093, 102)

菊地, 浩之(1963-) / メディアファクト
リー

KADOKAWA 2013.12- 9784040661988 10899017 平成26年度

335.21/Ko71/1-1
日本を食いつぶす妖怪 (文春新書:887. ブラック企
業:[1])

今野, 晴貴 文藝春秋 2012.11 9784166608874 10909099 平成27年度

335.219/Ta84/1 九州の百年企業 田中, 滋幸(1952-) 海鳥社 2015.6 9784874159477 10924480 平成29年度第1回

335.35/So32/1-
経済学・経済政策 2017年版 (TBC中小企業診断士試
験シリーズ. 速修テキスト:1)

山口, 正浩 / 多畑, 滿朗 / 矢田, 木綿
子 / 齊藤, 響 / 筑間, 彰

早稲田出版 2016.9 9784898274798 10919118 平成28年度

335.5/H 44/3 海外日系企業の人材形成とCSR 服部, 治(1938-) 同文舘出版 2016.9 9784495387211 10919132 平成28年度

335.5/Ka21/5
海外子会社管理の実践ガイドブック : ガバナンスから
内部統制・コンプライアンスまで

トーマツエンタープライズリスクサービ
ス

中央経済社 2015.8 9784502153716 10912301 平成27年度

335/N 45/1 フリーで働く!と決めたら読む本 中山, マコト 日本経済新聞出版社 2012.5 9784532318000 10899172 平成26年度

335/U 45/1
起業は1冊のノートから始めなさい : 「事業プラン」から
「資金計画」までを可視化する起業ログのススメ

上野, 光夫(1962-) ダイヤモンド社 2013.8 9784478023624 10899154 平成26年度

336.1/G 31/1 激わかる!実例つきビジネス統計学 造事務所 / 石井, 俊全(1965-) 実業之日本社 2017.6 9784408456478 10926190 平成29年度第2回



所在：1階　第１閲覧室 選定図書コーナー
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

336.1/Mi56/7
発想力の全技法 : 発見する眼、探究する脳のつくり方
(PHP文庫:[み-29-2])

三谷, 宏治 PHP研究所 2015.11 9784569764627 10912352 平成27年度

336.1/Su96/8-3
柔軟発想力 (日経文庫:1306:I54. 戦略思考トレーニン
グ:3)

鈴木, 貴博 日本経済新聞出版社 2014.4 9784532113063 10898968 平成26年度

336.17/Ta17/1
カフェオレからはじまるイノベーション : オトナがますま
す育つ「考え方」の絵本

田子, 學 / 田子, 裕子 翔泳社 2015.6 9784798141657 10909005 平成27年度

336.17/Y 19/1
中国知財戦略 : イノベーションの実態と知財プラクティ
ス

山田, 勇毅(1956-) 白桃書房 2016.6 9784561256779 10917663 平成28年度

336.2/Ta67/1 知的生産のための科学的仮説思考 竹内, 薫(1960-)
日本能率協会マネジメントセ
ンター

2013.3 9784820718673 10902701 平成26年度

336.3/A 11/1
アメリカ海軍に学ぶ「最強のチーム」のつくり方 (知的
生きかた文庫:[よ19-2])

Abrashoff, D. Michael / 吉越, 浩一郎
(1947-)

三笠書房 [2015.6] 9784837983415 10926274 平成29年度第2回

336.3/A 11/2 アメリカ海軍に学ぶ「最強のリーダー」
Abrashoff, D. Michael / 吉越, 浩一郎
(1947-)

三笠書房 [2017.4] 9784837957751 10926264 平成29年度第2回

336.4/C 52/4
中国企業における組織と個人の関係 (埼玉学園大学
研究叢書:第11巻)

張, 英莉 八千代出版 2015.11 9784842916644 10912303 平成27年度

336.4/H 48/6 経営力を鍛える人事のデータ分析30
林, 明文(1964-) / 古川, 拓馬 / 佐藤,
文(人事管理)

中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

2017.9 9784502237713 10926192 平成29年度第2回

336.4/I 72/11-2
行動科学で成果が上がる組織をつくる! (マンガでよく
わかる教える技術:2:チームリーダー編)

石田, 淳(ウィルPMインターナショナル
社長) / temoko

かんき出版 2015.11 9784761271329 10912379 平成27年度

336.4/Ko36/1
トラブルを防ぐ!パート・アルバイト雇用の法律Q&A (Do
books)

小岩, 広宣 / 山野, 陽子 同文舘出版 2012.9 9784495599614 10886482 平成25年度

336.4/Ko51/3 国際人的資源管理 (ベーシック+. Basic plus) 関口, 倫紀 / 竹内, 規彦 / 井口, 知栄
中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

2016.7 9784502180019 10919131 平成28年度

336.4/Mo27/1
人を大切に育てる経営 : 優れたグローバル企業の経
営者に学ぶ

百瀬, 伸夫 ファーストプレス 2015.9 9784904336878 10912302 平成27年度

336.4/Ta67/5
これからの人材マネジメント : 人材の確保・育成・活
用・評価・処遇のあり方

竹内, 裕(1939-) 中央経済社 2015.11 9784502169014 10919115 平成28年度

336.49/H 57/1
あなたは「言葉」でできている : ビジネスコミュニケー
ションが劇的にアップする"自己表現"のヒント

ひきた, よしあき 実業之日本社 2014.9 9784408110868 10900833 平成26年度
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請求記号 書名 著者 出版者 出版日付 ISBN 資料ID 選書ツアー年度

002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

336.49/Ka58/3
世界のエリートが学んできた自分の考えを「伝える力」
の授業

狩野, みき 日本実業出版社 2014.6 9784534051936 10899065 平成26年度

336.49/Sa75/2
「半径5メートル最適化」仕事術 : おしゃべりな職場は
生産性が高い

佐々木, 希世
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2017.6 9784799321140 10924387 平成29年度第1回

336.49/Sh51/1 コクヨの1分間プレゼンテーション 下地, 寛也(1969-) 中経出版 2011.8 9784046027597 10902793 平成26年度

336.49/Y 19/2
ビジネスマナーの「なんで?」がわかる本 : 新社会人の
常識50問50答 (講談社+アルファ文庫:G245-1)

山田, 千穂子 講談社 2014.2 9784062815475 10900765 平成26年度

336.5/F 57/1 ハローキティと秘書検定2・3級テキスト&問題集 藤井, 充子 新星出版社 2012.4 9784405032101 10898962 平成26年度

336.5/F 57/2
「ミスゼロ仕事」の片づけ・整理術 : ミスなく、効率良く!
今日から使える55の小ワザ

藤井, 美保代
日本能率協会マネジメントセ
ンター

2014.8 9784820719090 10900831 平成26年度

336.5/Ta31/1
秘書検定2・3級最短合格テキスト&問題集 : 現役審査
員による集中レッスン

高畠, 真由美 ナツメ社 2014.4 9784816355141 10898956 平成26年度

336.8/M 11/2 MBAチャレンジ金融・財務
一橋大学大学院国際企業戦略研究科金融戦
略・経営財務コース / 佐山, 展生 　他

中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

2017.3 9784502217814 10924384 平成29年度第1回

336.83/Su96/2 10年後躍進する会社潰れる会社 鈴木, 貴博 / 角川書店 KADOKAWA 2014.1 9784041106655 10908991 平成27年度

336.91/B 63/27
簿記の教科書1年生 : イラスト解説だから、はじめてで
もわかる : オールカラー版

宇田川, 敏正 新星出版社 2014.10 9784405102507 10924390 平成29年度第1回

336.91/G 59/57
合格トレーニング日商簿記2級商業簿記 第13版
(Ver.9.0) (よくわかる簿記シリーズ)

TAC簿記検定講座 / TAC出版 TAC出版事業部 (TAC出版) 2015.3 9784813261599 10911124 平成27年度

336.91/G 59/7-
合格するための過去問題集日商簿記2級 '15年11月
検定対策 (よくわかる簿記シリーズ)

TAC簿記検定講座 / TAC出版 TAC株式会社出版事業部 2004.7- 9784813262664 10912317 平成27年度

336.91/G 72/1 驚異の合格率78%「日商商業簿記2級合格塾」 後藤, 充男(1972-)
セルバ出版/創英社 : 三省堂
書店 (発売)

2013.5 9784863671140 10912283 平成27年度

336.91/Ka27/1-
過去問題集日商簿記1級 : 合格のための総仕上げ
2016年度受験対策用 (大原の簿記シリーズ)

大原簿記学校 大原出版 2016.2- 9784864863513 10919126 平成28年度

336.91/Ku55/1
はじめての簿記入門 : 知る・わかる・うかる 平成29年
2月改訂

倉島, 進(1967-) セルバ出版/創英社/三省堂書店 (発売)2017.3 9784863672833 10926122 平成29年度第2回
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

336.91/N 79/67
日商簿記最短合格テキスト商業簿記2級 : はじめてで
もわかる! 新3版

ダイエックス簿記試験対策PJ / ダイエッ
クス簿記試験対策プロジェクト

ダイエックス出版 2014.4 9784812535998 10898953 平成26年度

336.91/N 79/68
日商簿記最短合格問題集商業簿記2級 : はじめてで
も解ける! 新3版

ダイエックス簿記試験対策PJ / ダイエッ
クス簿記試験対策プロジェクト

ダイエックス出版 2014.4 9784812536018 10898955 平成26年度

336.91/N 79/70
日商簿記2級ラストスパート模試 : 第141回試験11/15
を完全予想! (とおる簿記シリーズ)

ネットスクール株式会社
ネットスクール株式会社出版
本部

2015.7 9784781042268 10911125 平成27年度

336.91/N 79/71 日商簿記2級光速マスター直前模試
東京リーガルマインドLEC総合研究所日
商簿記試験部 / 東京リーガルマインド

東京リーガルマインド 2014.1 9784844998952 10911127 平成27年度

336.91/N 79/72-
日商簿記検定模擬試験問題集2級 : 商業簿記・工業
簿記 新訂 平成27年度版

実教出版企画開発部 実教出版 2015.5 9784407337082 10912284 平成27年度

336.91/N 79/73- 日商簿記2級網羅型完全予想問題集 2015年度版
TAC株式会社(簿記検定講座) / TAC
簿記検定講座

TAC株式会社出版事業部
(TAC出版)

2015.3 9784813261711 10912318 平成27年度

336.91/N 79/74-2 日商簿記3級光速マスターNEO 第3版 問題集
東京リーガルマインドLEC総合研究所日
商簿記試験部 / 東京リーガルマインド

東京リーガルマインド 2016.9 9784844998419 10919092 平成28年度

336.91/Sa17/3
最新段階式日商簿記検定問題集 : 2級商業簿記 改
訂版

実教出版編修部 実教出版 2015.5 9784407330267 10912279 平成27年度

336.91/Se81/1
日商簿記3級 : わかる!できる!うかる! : フルカラーのテ
キスト+2ステップ式!問題集+3ステップ式!模擬試験 第
2版

瀬良, 聡一(1975-) [ネットスクール出版本部] [2015.11] 9784781015248 10917657 平成28年度

336.91/Ta71/31
みんなが欲しかった簿記の問題集日商3級商業簿記
第5版 (みんなが欲しかったシリーズ)

滝澤, ななみ TAC株式会社出版事業部 (TAC出版)2017.2 9784813268949 10926128 平成29年度第2回

336.918/G 72/1 驚異の合格率78%「日商工業簿記2級合格塾」 後藤, 充男(1972-)
セルバ出版/創英社 : 三省堂
書店 (発売)

2013.6 9784863671195 10912282 平成27年度

336.918/N 79/2
日商簿記最短合格テキスト工業簿記2級 : はじめてで
もわかる! 新3版

ダイエックス簿記試験対策PJ / ダイエッ
クス簿記試験対策プロジェクト

ダイエックス出版 2014.4 9784812536001 10898954 平成26年度

336.918/N 79/3
日商簿記最短合格問題集工業簿記2級 : はじめてで
も解ける! 新3版

ダイエックス簿記試験対策PJ / ダイエッ
クス簿記試験対策プロジェクト

ダイエックス出版 2014.4 9784812536025 10898952 平成26年度

336.918/Sa17/1
最新段階式日商簿記検定問題集 : 2級工業簿記 改
訂版

実教出版編修部 実教出版 2015.5 9784407330250 10912280 平成27年度

336/B 23/1
グレイトフルデッドのビジネスレッスン# : 彼らの長く奇
妙な旅が紡ぎ出す「超」革新的な10の教訓

Barnes, Barry / 伊藤, 富雄(1958-) 翔泳社 2012.3 9784798125459 10900774 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

336/M 11/11 MBA100の基本 グロービス / 嶋田, 毅 東洋経済新報社 2017.1 9784492046067 10924385 平成29年度第1回

336/Ts61/1-10 ゲーム理論 (通勤大学文庫. 通勤大学MBA:10) グローバルタスクフォース 総合法令出版 2003.8 9784893468055 10899167 平成26年度

336/Ts61/1-12
メンタルマネジメント (通勤大学文庫. 通勤大学
MBA:12)

グローバルタスクフォース / 織田, 善
行(1940-)

総合法令出版 2004.4 9784893468420 10899168 平成26年度

336/Ts61/1-13 統計学 (通勤大学文庫. 通勤大学MBA:13) グローバルタスクフォース 総合法令出版 2005.9 9784893469151 10899169 平成26年度

336/Ts61/1-15 ブランディング (通勤大学文庫. 通勤大学MBA:15)
坂手, 康志(1964-) / 小々馬, 敦 / グ
ローバルタスクフォース

総合法令出版 2013.4 9784862803467 10899164 平成26年度

336/Ts61/1-8
「Q&A」ケーススタディ (通勤大学文庫. 通勤大学
MBA:8)

グローバルタスクフォース 総合法令出版 2003.3 9784893467843 10899162 平成26年度

336/Ts61/3-3
クリティカルシンキング 新版 (通勤大学文庫. 通勤大
学MBA:3)

グローバルタスクフォース / 青井, 倫
一

総合法令出版 2013.9 9784862803726 10899166 平成26年度

336/Ts61/4- 決算書 (通勤大学文庫. 通勤大学実践MBA) グローバルタスクフォース 総合法令出版 2002.12 9784893467744 10899163 平成26年度

338.01/F 67/4 金融・経済のための統計学入門 藤田, 康範 日本実業出版社 2013.12 9784534051332 10898923 平成26年度

338.155/P 37/1
システムトレード基本と原則 : トレーディングで勝者と敗者
を分けるもの (ウィザード・ブック・シリーズ:vol.183)

Penfold, Brent / 山口, 雅裕 / 長尾, 慎太
郎

パンローリング 2011.8 9784775971505 10924386 平成29年度第1回

338.17/A 94/1-
あてるTACスーパー予想証券外務員一種 2016-2017
年版

TAC証券外務員講座 / TAC出版 TAC株式会社出版事業部 2016.9 9784813269120 10920175 平成28年度

338.17/Sh95/14- うかる!証券外務員一種必修テキスト 2016-2017年版
フィナンシャルバンクインスティチュー
ト

日本経済新聞出版社 2013.9- 9784532409012 10920177 平成28年度

338.17/Sh95/15- うかる!証券外務員一種必修問題集 2016-2017年版
フィナンシャルバンクインスティチュー
ト

日本経済新聞出版社 2013.9- 9784532409029 10920178 平成28年度

338.18/G 55/1 33歳で資産3億円をつくった私の方法 午堂, 登紀雄 三笠書房 [2006.3] 4837921825 10902728 平成26年度

338.18/H 27/1 花輪陽子のお金が貯まるFP3級テキスト (FP教科書) 花輪, 陽子 / 堀, 洋子 / 塚本, アキラ 翔泳社 2014.6 9784798136745 10898957 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

338.18/I 51/1 3万人が富を築いたお金をふやす教科書 稲葉, 充 KADOKAWA 2014.4 9784047318960 10902729 平成26年度

338.18/Ko65/1
No.1コンサルタントがこっそり教える守るお金、攻める
お金 : 将来不安をなくすために知っておきたい70のこ
と

小宮, 一慶(1957-) ダイヤモンド社 2013.10 9784478025840 10902730 平成26年度

338.18/Ta19/1
年収300万円でもお金の奴隷から解放されるたった1
つの方法

田口, 智隆 かんき出版 2013.7 9784761269326 10902743 平成26年度

338.18/Ta71/1- みんなが欲しかった!FPの教科書2級AFP '16-'17年版 滝澤, ななみ TAC株式会社出版事業部 2014.5- 9784813266341 10919077 平成28年度

338.18/Ta71/3- みんなが欲しかった!FPの問題集2級AFP '16-'17年版 滝澤, ななみ TAC株式会社出版事業部 2014.5- 9784813266372 10919082 平成28年度

338.18/Ta73/1
セカンドマネーを創りなさい! : 勝負しないで勝率99%!
利回り8%のインカムゲイン投資法

瀧本, 憲治(1972-) ぱる出版 2013.1 9784827207668 10902735 平成26年度

338.18/Y 42/1 アメリカの高校生が読んでいる資産運用の教科書
山岡, 道男(1948-) / 淺野, 忠克
(1951-)

アスペクト 2008.10 9784757215504 10902731 平成26年度

338.18/Y 42/2 アメリカの高校生が読んでいる投資の教科書
山岡, 道男(1948-) / 淺野, 忠克
(1951-)

アスペクト 2010.2 9784757217409 10902732 平成26年度

338.253/L 59/2
世紀の空売り : 世界経済の破綻に賭けた男たち (文
春文庫:[ル-5-1])

Lewis, Michael (Michael M.) / 東江,
一紀(1951-2014)

文藝春秋 2013.3 9784167651862 10917767 平成28年度

338.5/Ka95/1 金融機関マネジメント : バンカーのための経営戦略論 川本, 裕子 東洋経済新報社 2015.4 9784492654712 10919117 平成28年度

338/N 13/1 狼と香辛料で面白いほどわかるお金のしくみ
永濱, 利廣 / 支倉, 凍砂 / 文倉, 十
(1981-)

KADOKAWA 2014.12 9784046002228 10909001 平成27年度

338/N 16/2
これだけは知っておきたい「金融」の基本と常識 : 金
融業界の新入社員から中堅社員までこの一冊で十
分!

永野, 良佑 フォレスト出版 2008.2 9784894512931 10924382 平成29年度第1回

345.1/U 96/1 パナマ文書公開とタックス・ヘイブンの陰謀! 宇田川, 敬介(1969-) 青林堂 2016.5 9784792605513 10917661 平成28年度

350.1/N 81/1-2
データ分析のための思想と方法 (統計学が最強の学
問である:実践編)

西内, 啓(1981-) ダイヤモンド社 2014.10 9784478028230 10902585 平成26年度

350.9/Se22/4- 世界の統計 (国際統計要覧) 2017
総務庁統計局 / 総務省統計局・統計研修所
/ 総務省統計研修所 / 総務省統計局 大蔵省印刷局 : 日本統計協会1994.3- 9784822339388 10926195 平成29年度第2回



所在：1階　第１閲覧室 選定図書コーナー

請求記号 書名 著者 出版者 出版日付 ISBN 資料ID 選書ツアー年度

002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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360/N 47/1
Social design : 社会をちょっとよくするプロジェクトのつ
くりかた

並河, 進(1973-) 木楽舎 2012.12 9784863240582 10899064 平成26年度

361.1/F 64/1 「承認」の哲学 : 他者に認められるとはどういうことか 藤野, 寛(1956-) 青土社 2016.7 9784791769377 10919147 平成28年度

361.3/Ko81/1 交渉学ノススメ : 交渉を成功に導く「メソッド」とは? 日本交渉協会 / 安藤, 雅旺 生産性出版 2017.8 9784820120674 10926124 平成29年度第2回

361.4/D 64/1
信頼はなぜ裏切られるのか : 無意識の科学が明かす
真実

DeSteno, David / 寺町, 朋子 白揚社 2015.12 9784826901840 10912264 平成27年度

361.4/I 95/1
他人を非難してばかりいる人たち : バッシング・いじ
め・ネット私刑(リンチ) (幻冬舎新書:389, [い-12-2])

岩波, 明 幻冬舎 2015.9 9784344983908 10912327 平成27年度

361.4/Ki67/2 これが「人間関係」の基本です 北森, 義明 東洋経済新報社 2014.9 9784492045534 10926125 平成29年度第2回

361.4/N 71/1
日常の小さなイライラから解放される「箱」の法則 : 感情に
振りまわされない人生を選択する (Arbinger Institute)

きずな出版 2014.6 9784907072162 10899011 平成26年度

361.4/Sh23/7
イライラがなくなる人付き合いのコツ (晋遊舎新
書:S14)

渋谷, 昌三(1946-) 晋遊舎 2013.3 9784863917316 10900809 平成26年度

361.4/Sh23/8
今日から使える人間関係の心理学 : スッキリわかる!
(渋谷先生の一度は受けたい授業)

渋谷, 昌三(1946-) ナツメ社 2014.11 9784816357336 10902540 平成26年度

361.4/W 12/1 すぐに、人間関係がラクになる本 和田, 秀樹(1960-) PHP研究所 2015.10 9784569827254 10912271 平成27年度

361.4/W 31/1 人間関係の整理術 : すべてがうまくまわりだす 和気, 香子
クロスメディア・パブリッシング/
インプレス (発売)

2017.6 9784295400950 10926131 平成29年度第2回

361.4/Z  6/1 図説社会心理学入門 齊藤, 勇(1943-) 誠信書房 2011.1 9784414301793 10911311 平成27年度

361.42/H 11/2
「ハーフ」とは誰か : 人種混淆・メディア表象・交渉実
践

岩渕, 功一(1960-) 青弓社 2014.2 9784787233714 10912420 平成27年度

361.42/Mo16/1-1 県民性マンガうちのトコでは : Uchitoko mini 1 もぐら 飛鳥新社 2013.7 9784864102551 10899194 平成26年度

361.42/Mo16/1-2 県民性マンガうちのトコでは : Uchitoko mini 2 もぐら 飛鳥新社 2013.7 9784864102575 10899202 平成26年度
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361.45/Ta67/2 なぜ私たちは他人の目を気にしてしまうのか 竹内, 一郎(1956-) 三笠書房 [2014.7] 9784837925439 10912261 平成27年度

361.454/H 63/2 マンガでやさしくわかるアサーション
平木, 典子(1936-) / 星井, 博文 / サ
ノ, マリナ

日本能率協会マネジメントセ
ンター

2015.7 9784820719281 10911299 平成27年度

361.454/I 43/1
誰とでもラクに話せるコツ101 : しんどいシーンをすべ
て解決!

今井, 登茂子 高橋書店 [2014.4] 9784471010119 10898972 平成26年度

361.454/Ko44/1
人間関係や仕事、恋にも有効!マンガで学ぶ心屋仁之
助の「非常識」でコミュニケーションはラクになる

心屋, 仁之助 / 横山, 裕二 KADOKAWA 2014.11 9784040671512 10902538 平成26年度

361.454/Sa85/4
伝説のCAの心に響いた超一流(ファーストクラス)のさ
りげないひと言

里岡, 美津奈 青春出版社 2015.4 9784413039468 10908981 平成27年度

361.454/Ta83/1
人狼ゲームで学ぶコミュニケーションの心理学 : 嘘と
説得、コミュニケーショントレーニング

丹野, 宏昭 / 児玉, 健 新曜社 2015.7 9784788514393 10924417 平成29年度第1回

361.454/To17/1 マンガでやさしくわかるアンガーマネジメント 戸田, 久実 / 葛城, かえで / 柾, 朱鷺
日本能率協会マネジメントセ
ンター

2016.6 9784820719472 10917733 平成28年度

361.5/E 42/1-1
北欧女子オーサが見つけた日本の不思議 [1] (MF
comic essay)

Ekström, Åsa(1983-) KADOKAWA 2015.3-2015.9 9784040674230 10912432 平成27年度

361.5/E 42/1-2
北欧女子オーサが見つけた日本の不思議 2 (MF
comic essay)

Ekström, Åsa(1983-) KADOKAWA 2015.3-2015.9 9784040679105 10912433 平成27年度

361.5/J 21/1 オタサーの姫 : オタク過密時代の植生学
ジャンヤー宇都 / サークルクラッシュ
同好会

TOブックス 2015.4 9784864723701 10909135 平成27年度

361.5/Sh71/1
分断と対話の社会学 : グローバル社会を生きるため
の想像力

塩原, 良和(1973-) 慶應義塾大学出版会 2017.4 9784766424232 10924391 平成29年度第1回

361.5/Ta47/1 世界の辺境とハードボイルド室町時代
高野, 秀行(1966-) / 清水, 克行
(1971-)

集英社インターナショナル/集
英社 (発売)

2015.8 9784797673036 10917789 平成28年度

361.5/Te21/1 目からウロコの日中比較文化論 : ことば・文化・芸術 鄭, 麗芸(1959-) / 鄭, 麗芸(1959-) 駿河台出版社 1999.9 4411019906 10926137 平成29年度第2回

366.021/E 14/2
日本で働くのは本当に損なのか : 日本型キャリアVS
欧米型キャリア (PHPビジネス新書:297)

海老原, 嗣生(1964-) PHP研究所 2013.11 9784569815022 10911157 平成27年度

366.021/Ko71/1
ブラック企業のない社会へ : 教育・福祉・医療・企業に
できること (岩波ブックレット:No. 905)

今野, 晴貴 / 棗, 一郎(1961-) 　他 岩波書店 2014.7 9784002709055 10902861 平成26年度
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366.29/Ka93/2
フリーランスで生きるということ (ちくまプリマー新
書:240)

川井, 龍介 筑摩書房 2015.8 9784480689443 10911221 平成27年度

366.29/Sh81/2 90日間で世界のどこでも働ける人になる! 白藤, 香 総合法令出版 2015.9 9784862804662 10912358 平成27年度

366.8/N 45/1 フリーで働く前に!読む本 中山, マコト 日本経済新聞出版社 2013.9 9784532319069 10899171 平成26年度

367.1/H 89/1
女の子は本当にピンクが好きなのか : Think Pink
(Ele-king books)

堀越, 英美(1973-)
Pヴァイン/日販アイ・ピー・エ
ス (発売)

2016.3 9784907276478 10917812 平成28年度

367.2/H 87/1 女性専用車両の社会学 堀井, 光俊(1977-) 秀明出版会/SHI (発売) 2009.11 9784915855252 10917814 平成28年度

367.21/Ka78/1 下層化する女性たち : 労働と家庭からの排除と貧困
小杉, 礼子(1952-) / 宮本, みち子
(1947-) 　他

勁草書房 2015.8 9784326653942 10911225 平成27年度

367.3/Ko41/1
親毒なぜこんなに生きづらいのか : 自分が何者かわ
からない!

kokko コスモ21 2015.12 9784877953300 10926121 平成29年度第2回

367.3/Sa25/5
親になれない親たち : 子ども時代の原体験と、親発達
の準備教育

斎藤, 嘉孝 新曜社 2009.4 9784788511552 10926119 平成29年度第2回

367.3/Ta33/3 子は親を救うために「心の病」になる 高橋, 和巳(1953-) 筑摩書房 2010.3 9784480842923 10920238 平成28年度

367.4/B 15/1
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. / Fine, Paul R. / 青
木, 聡(1968-)

春秋社 2017.7 9784393365441 10926120 平成29年度第2回

367.5/A 63/1
結婚しない男たち : 増え続ける未婚男性「ソロ男」のリ
アル (ディスカヴァー携書:158)

荒川, 和久
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2015.11 9784799317983 10912323 平成27年度

367.6/C 64/1
中高生からのライフ&セックスサバイバルガイド (ここ
ろの科学増刊:2016)

松本, 俊彦 / 岩室, 紳也(1955-) / 古
川, 潤哉

日本評論社 2016.8 9784535904408 10919178 平成28年度

367.6/H 68/1
虐待された少年とともに : 出会って5年・教師がみつけ
たこと

平田, 治 一茎書房 2008.4 9784870741515 10919152 平成28年度

367.6/Ku93/1
虐待・いじめ悲しみから希望へ : 今、私たちにできるこ
と

楠, 凡之 高文研 2013.8 9784874985236 10909144 平成27年度

367.6/Ma81/1 毒親育ち 松本, 耳子(1976-) 扶桑社 2013.4 9784594068080 10909133 平成27年度
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学生選定図書一覧

367.6/N 11/2
性的虐待を受けた少年たち : ボーイズ・クリニックの
治療記録

Nyman, Anders / Svensson, Börje /
太田, 美幸(1974-)

新評論 2008.1 9784794807571 10919151 平成28年度

367.6573/Ku17/1 マラス : 暴力に支配される少年たち 工藤, 律子(1963-) 集英社 2016.11 9784087816211 10920236 平成28年度

367.68/F 95/1 若者は本当に右傾化しているのか 古谷, ツネヒラ(1982-) アスペクト 2014.5 9784757223004 10899149 平成26年度

367.68/Ta13/1
最下層女子校生 : 無関心社会の罪 (小学館新
書:[262])

橘, ジュン 小学館 2016.8 9784098252626 10919175 平成28年度

367.9/Ky 1/1 境界を生きる : 性と生のはざまで 毎日新聞「境界を生きる」取材班 毎日新聞社 2013.2 9784620321783 10911300 平成27年度

367.9/L 11/4
LGBTなんでも聞いてみよう : 中・高生が知りたいホン
トのところ

QWRC / 徳永, 桂子(1958-) 子どもの未来社 2016.8 9784864121125 10920225 平成28年度

367.9/Mo45/2 もっと私にかまってよ! 森, もり子(1988-) マイナビ 2014.11 9784839953140 10909136 平成27年度

367.9/Sa75/1
トランスジェンダーの心理学 : 多様な性同一性の発達
メカニズムと形成

佐々木, 掌子 晃洋書房 2017.4 9784771028456 10924425 平成29年度第1回

367.9/Se22/5 セクシュアリティ基本用語事典 Eadie, Jo / 金城, 克哉(1965-) 明石書店 2006.12 9784750324531 10911305 平成27年度

367.9/U 93/1
恋愛しない若者たち : コンビニ化する性とコスパ化す
る結婚 (ディスカヴァー携書:153)

牛窪, 恵(1968-)
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2015.9 9784799317693 10912322 平成27年度

367.97/H 87/1 レズビアン・アイデンティティーズ 堀江, 有里(1968-) 洛北出版 2015.7 9784903127224 10917732 平成28年度

368.6/H 27/3
犯罪学研究 : 社会学・心理学・遺伝学からのアプロー
チ

Wikström, Per-Olof H. / Sampson,
Robert J. / 松浦, 直己

明石書店 2013.8 9784750338781 10926140 平成29年度第2回

368.6/Ko12/1 「ストーカー」は何を考えているか (新潮新書:567) 小早川, 明子(1959-) 新潮社 2014.4 9784106105678 10924422 平成29年度第1回

368.7/H 27/1 犯罪・非行の心理学 (有斐閣ブックス:[686]) 藤岡, 淳子(1955-) 有斐閣 2007.3 9784641183476 10926142 平成29年度第2回

368.71/F 58/3 発達障害と少年非行 : 司法面接の実際 藤川, 洋子(1951-) 金剛出版 2008.7 9784772410304 10920242 平成28年度
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369.27/Ko79/1 これならわかるスッキリ図解障害者差別解消法 二本柳, 覚(1980-) 翔泳社 2016.9 9784798147642 10920237 平成28年度

369.27/Y 78/1 障害者殺しの思想 増補新装版 横田, 弘 / 立岩, 真也(1960-) 現代書館 2015.6 9784768435427 10920248 平成28年度

369.3/Sa17/11 災害対応ハンドブック 野呂, 雅之 / 津久井, 進(1969-) 他 法律文化社 2016.5 9784589037312 10924481 平成29年度第1回

369.4/Sa67/1 サンタクロースが届けてくれた心温まる物語 清輔, 夏輝 / チャリティーサンタ あさ出版 2014.11 9784860637118 10902830 平成26年度

369.43/D 83/1
青少年の治療・教育的援助と自立支援 : 虐待・発達障害・非行な
ど深刻な問題を抱える青少年の治療・教育モデルと実践構造 土井, 高徳(1954-) 福村出版 2009.8 9784571420221 10926117 平成29年度第2回

369.7/E 48/1
なぜボランティアか? : 「思い」を生かすNPOの人づくり
戦略

Ellis, Susan J. / 筒井, のり子 / 妻鹿,
ふみ子 / 守本, 友美

海象社 2001.9 9784907717025 10900855 平成26年度

370.4/Ka93/3 いのちの対話 河合, 隼雄(1928-2007) 潮出版社 2002.7 9784267016400 10911204 平成27年度

370.49/Ka86/1 65点の君が好き : 弱虫先生の日記帳 加藤, 久雄(1961-) 風雲舎 2015.1 9784938939786 10917801 平成28年度

371.42/Ka38/1
子どもがひきこもりになりかけたら : マンガでわかる今
からでも遅くない親としてできること (MF comic essay)

上大岡, トメ(1965-) / ニート・ひきこも
りの子をもつ親の会「結」

KADOKAWA 2015.10 9784040679099 10912429 平成27年度

371.42/Mo66/2 不登校は1日3分の働きかけで99%解決する 森田, 直樹 リーブル出版 2011.8 9784863380448 10911210 平成27年度

371.42/Ta29/3
15歳までの必修科目 : 非行臨床と学校教育の現場か
ら

高木, 清(1950-) 海鳥社 2014.9 9784874159156 10919177 平成28年度

371.43/R 11/1
ライフスキルを高める心理教育 : 高校・サポート校・特
別支援学校での実践

熊谷, 恵子(1958-) / 田中, 輝美 / 菅野,
和恵 / 石隈, 利紀(1950-)

金子書房 2016.9 9784760838202 10920221 平成28年度

371.47/Sh15/4-2
10代のモヤモヤに答えてみた。 (思春期サバイバル:2
Q&A編)

ここから探検隊 はるか書房/星雲社 (発売) 2016.4 9784434217159 10920226 平成28年度

373.7/Ky 4/29-
中学・高校数学 [2017年度] (オープンセサミシリーズ.
教員採用試験ステップアップ問題集:4)

東京アカデミー
ティーエーネットワーク/七賢
出版 (発売)

[2010.11-] 9784864552189 10919217 平成28年度

373.7/Ky 4/29-
特別支援教育 [2017年度] (オープンセサミシリーズ.
教員採用試験ステップアップ問題集:12)

東京アカデミー
ティーエーネットワーク/七賢
出版 (発売)

[2015.10] 9784864552264 10919218 平成28年度
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373.7/Ky 4/33-
教職教養の要点理解 ['18年度版] (教員採用試験
twin books完成シリーズ:1)

時事通信出版局
時事通信出版局/時事通信
社 (発売)

[2011.10]- 9784788714618 10920336 平成28年度

373.7/Ky 4/33-
教職教養の演習問題 ['18年度版] (教員採用試験
twin books完成シリーズ:2)

時事通信出版局
時事通信出版局/時事通信
社 (発売)

[2011.10]- 9784788714625 10920337 平成28年度

373.7/Ky 4/33-
一般教養の要点理解 ['18年度版] (教員採用試験
twin books完成シリーズ:3)

時事通信出版局
時事通信出版局/時事通信
社 (発売)

[2011.10]- 9784788714632 10920338 平成28年度

373.7/Ky 4/33-
一般教養の演習問題 ['18年度版] (教員採用試験
twin books完成シリーズ:4)

時事通信出版局
時事通信出版局/時事通信
社 (発売)

[2011.10]- 9784788714649 10920339 平成28年度

373.7/Ky 4/36-
試験に出る重要教育答申 [2018年度版] (教員採用試
験攻略Supportシリーズ:1)

時事通信出版局
時事通信出版局/時事通信
社 (発売)

[2011.11]- 9784788714793 10919219 平成28年度

373.7/Ky 4/42-
沖縄県の教職・一般教養過去問 2018年度版 (教員採
用試験「過去問」シリーズ:1)

協同教育研究会 協同出版 2016.8 9784319277131 10920334 平成28年度

373.7/Ky 4/42-
沖縄県の数学科過去問 2018年度版 (教員採用試験
「過去問」シリーズ:6)

協同教育研究会 協同出版 2016.10 9784319277186 10920335 平成28年度

374.1/D 17/1 メンタリストDaiGoの学級経営が5分で変わる心理学 DaiGo 文渓堂 2014.8 9784799900970 10911212 平成27年度

374.12/Sa85/1
勇気づけの教室をつくる!アドラー心理学入門 (心理学
de学級経営)

佐藤, 丈 明治図書出版 2016.7 9784182298103 10919170 平成28年度

374.12/Ta97/1 プロ教師のクラスがうまくいく「叱らない」指導術 俵原, 正仁 学陽書房 2014.2 9784313652484 10911216 平成27年度

374.3/N 93/1 教師に必要な3つのこと 野口, 芳宏(1936-) 学陽書房 2016.6 9784313652651 10919208 平成28年度

374.3/Y 86/2
なぜ、あの先生は誰からも許されるのか? : 同僚・上
司、子ども・保護者と上手につき合う

吉田, 和夫(1952-) 東洋館出版社 2013.3 9784491029092 10919202 平成28年度

374.35/Ka86/1
ザ・黒板 : 黒板の基礎知識から活用のワザ、電子黒
板まで

加藤, 昌男(1943-) 学事出版 2015.8 9784761921538 10911217 平成27年度

375.1/H 56/1 あの子のつまずきを見える化する方法 樋口, 一宗(1960-) 東洋館出版社 2015.3 9784491031026 10917804 平成28年度

375.1/Ku61/1 9割の先生が知らない!すごい話し方50のルール 栗田, 正行(1976-) 学陽書房 2014.10 9784313652620 10919207 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

375.1/N 31/2 その場面、うまい教師はこう叱る! 中嶋, 郁雄(1965-) 学陽書房 2010.3 9784313652040 10919182 平成28年度

375.2/Ka25/1
思春期の子どもの心をつかむ生徒指導 : 10の心得&
場面別対応ガイド50

垣内, 秀明 明治図書出版 2013.10 9784180948178 10912378 平成27年度

375.31/F 57/1 詳説政治・経済研究 第3版 藤井, 剛 山川出版社 2016.3 9784634050242 10926232 平成29年度第2回

375.323/B 63/1
ボカロで覚える中学歴史 (ミュージック・スタディ・プロ
ジェクト)

学研プラス [学研プラス] [2016.5] 9784053044013 10919164 平成28年度

375.33/Ta83/1 もういちど読む山川地理 新版 田辺, 裕(1936-) 山川出版社 2017.5 9784634590892 10926257 平成29年度第2回

375.35/Mo41/1-2
モラルジレンマ教材でする白熱討論の道徳授業 中学
校・高等学校編

道徳性発達研究会 / 荒木, 紀幸
(1942-)

明治図書出版 2013.5 9784180497232 10924428 平成29年度第1回

375.35/Mo75/1
「問題解決学習」と心理学的「体験学習」による新しい道徳授業 :
エンカウンター、モラルスキル、問題解決学習など「理論のある面
白い道徳授業」の提案

諸富, 祥彦(1963-) 図書文化社 2015.6 9784810056532 10919173 平成28年度

375.35/Sh57/1-1
新モラルジレンマ教材と授業展開 : 考える道徳を創る
小学校

荒木, 紀幸(1942-) 明治図書出版 2017.2 9784182450105 10924429 平成29年度第1回

375.35/Sh57/1-2
新モラルジレンマ教材と授業展開 : 考える道徳を創る
中学校

荒木, 紀幸(1942-) 明治図書出版 2017.2 9784182451140 10924430 平成29年度第1回

375.352/Sa32/1
道徳授業のユニバーサルデザイン : 全員が楽しく「考
える・わかる」道徳授業づくり (授業のUD Books)

坂本, 哲彦 東洋館出版社 2014.7 9784491030401 10911213 平成27年度

375.41/Sa61/8 算数・数学科教育 (教科教育学シリーズ:03)
藤井, 斉亮 / 橋本, 美保(1963-) / 田
中, 智志(1958-)

一藝社 2015.10 9784863590816 10919206 平成28年度

375.41/Th 2/1
The算数・数学科授業開きネタ集 (シリーズ「THE教師
力」)

堀, 裕嗣(1966-) / 樋口, 万太郎 /
「THE教師力」編集委員会

明治図書出版 2016.3 9784183490285 10917803 平成28年度

375.412/I 89/1
算数授業のユニバーサルデザイン : 全員で楽しく「数
学的な見方・考え方」を身に付ける! (授業のUD
Books)

伊藤, 幹哲 東洋館出版社 2015.3 9784491030975 10911209 平成27年度

375.413/Mu93/1
中学校数学科学び合い授業スタートブック : ペア,スタ
ンドアップ方式,4人班でつくる!

武藤, 寿彰 明治図書出版 2015.8 9784181844103 10911215 平成27年度

375.413/Ta76/1 中学校数学科授業成功の極意 (スペシャリスト直伝!) 玉置, 崇(1956-) 明治図書出版 2012.7 9784181340490 10917806 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

375.422/Sh95/1 小学校理科の学ばせ方・教え方事典 改訂新装版 角屋, 重樹 / 林, 四郎 / 石井, 雅幸 教育出版 2009.1 9784316802657 10917724 平成28年度

375.423/B 63/1
ボカロで覚える中学理科 (ミュージック・スタディ・プロ
ジェクト)

学研プラス [学研プラス] [2016.5] 9784053044952 10919163 平成28年度

377.15/Sh88/2-3 アクティブラーニング (シリーズ大学の教授法:3) 中井, 俊樹 玉川大学出版部 2015.12 9784472405334 10919205 平成28年度

377.21/D 16/10 大学院必勝マニュアル 改訂新版 オクムラ書店編集部 オクムラ書店 [2009.12] 9784860530914 10919100 平成28年度

377.21/Ku61/1 学生に賃金を 栗原, 康(1979-) 新評論 2015.2 9784794809957 10911159 平成27年度

377.253/D 63/1 優秀なる羊たち : 米国エリート教育の失敗に学ぶ
Deresiewicz, William / 米山, 裕子
(1961-)

三省堂 2016.2 9784385365787 10917719 平成28年度

377.6/N 13/1-
日本留学試験対策問題集総合科目 (長沼式合格確
実シリーズ)

曽根, ひろみ / 長沼スクール東京日
本語学校 / 塚原, 佑紀

講談社 2016.8 9784061556300 10919106 平成28年度

377.6/N 77/4- 日本留学試験試験問題 : EJU 平成23年度第1回
日本国際教育協会 / 日本学生支援
機構

桐原書店 2002.8- 9784893588050 10899156 平成26年度

377.6/N 77/4- 日本留学試験試験問題 : EJU 平成23年度第2回
日本国際教育協会 / 日本学生支援
機構

桐原書店 2002.8- 9784893588142 10899157 平成26年度

377.6/N 77/4- 日本留学試験試験問題 : EJU 平成24年度第1回
日本国際教育協会 / 日本学生支援
機構

桐原書店 2002.8- 9784893588364 10899158 平成26年度

377.6/N 77/4- 日本留学試験試験問題 : EJU 平成24年度第2回
日本国際教育協会 / 日本学生支援
機構

桐原書店 2002.8- 9784893588524 10899159 平成26年度

377.6/N 77/4- 日本留学試験試験問題 : EJU 平成25年度第1回
日本国際教育協会 / 日本学生支援
機構

桐原書店 2002.8- 9784893588630 10899160 平成26年度

377.9/D 16/21
大学生の発達障害 : 不思議な「心」のメカニズムが一
目でわかる (こころライブラリー : イラスト版)

佐々木, 正美(1935-) / 梅永, 雄二 講談社 2010.2 9784062789622 10920235 平成28年度

377.9/G 99/4-
業界&職種研究ガイド : 自分に合った仕事は何だろう?
[2019年度版] (内定獲得のメソッド)

マイナビ編集部 / マイナビ出版編集
部 / 岡, 茂信(1964-)

マイナビ [2013.5]- 9784839962944 10926189 平成29年度第2回

377.9/N 43/9- 面接の達人 : 面接・エントリーシート問題集 2014 中谷, 彰宏(1959-) ダイヤモンド社 2010.11- 9784478021873 10889624 平成25年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

377.9/O 36/3-
エントリーシート完全突破塾 [2018年度版] (内定獲得
のメソッド)

岡, 茂信(1964-) 毎日コミュニケーションズ [2016.5] 9784839959319 10919123 平成28年度

377.9/Sa17/2-
最新最強のエントリーシート自己PR・志望動機 '18年
版

成美堂出版編集部 成美堂出版 2013.6- 9784415222523 10919114 平成28年度

377.9/Sa32/7-
内定者はこう話した!面接・自己PR・志望動機 : 完全版
[2018年度版]

坂本, 直文 高橋書店 [2013.7]- 9784471450335 10919112 平成28年度

377.9/Sh15/4- 史上最強自己分析驚異の超実践法 [2018最新版] 採用情報研究会 ナツメ社 [2009.8]- 9784816360213 10919125 平成28年度

377.9/W 45/1-
私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&セオリー :
内定勝者 : エントリーシート、履歴書、面接、志望動
機、自己PR 2015 エントリーシート編

キャリアデザインプロジェクト PHP研究所 2005.1- 9784569815350 10891995 平成25年度

377.9/Y 31/3 31歳からのほぼ0円留学 : まだ間に合う「学び直し」! 山本, 知美(1969-) ビジネス社 2016.8 9784828419015 10919153 平成28年度

377.9/Z  6/1-
ずっと働きたい「従業員300人以下」の会社選び : 理
系学部卒、公務員志望者も必読! : 厳選50社中小企
業ミシュラン 2012年版

海老原, 嗣生(1964-) プレジデント社 2011.7 9784833419673 10911156 平成27年度

378.28/Y 82/1 すぐに使える手話パーフェクト辞典 米内山, 明宏(1952-) ナツメ社 2012.10 9784816352874 10917808 平成28年度

378/R 11/1
私はかんもくガール : しゃべりたいのにしゃべれない
場面緘黙症のなんかおかしな日常

らせん, ゆむ / かんもくネット 合同出版 2015.2 9784772612203 10919143 平成28年度

379.7/I 75/3
本当に頭がよくなる1分間勉強法 (中経の文庫:[い-
28-1])

石井, 貴士(1973-) KADOKAWA 2014.3 9784046002563 10902880 平成26年度

379.7/Ko18/1
勉強の技術 : すべての努力を成果に変える科学的学
習の極意 (サイエンス・アイ新書:SIS-342)

児玉, 光雄(1947-) SBクリエイティブ 2015.11 9784797382181 10919162 平成28年度

379.7/To17/2
東大生が捨てた勉強法 : なぜ彼らは「あのやり方」を
やめたのか (PHP文庫:[と28-3])

東大家庭教師友の会 PHP研究所 2014.8 9784569762135 10908997 平成27年度

379.7/Y 24/1 東大首席弁護士が教える超速「7回読み」勉強法 山口, 真由(1983-) PHP研究所 2014.7 9784569819303 10900813 平成26年度

379.9/A 11/1
スタンフォード大に三人の息子を合格させた50の教育
法

アグネス・チャン(1955-) 朝日新聞出版 2016.3 9784023314788 10917739 平成28年度

379.9/E 78/1 思春期の女の子の育て方 江藤, 真規 / 長野, 雅弘
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2012.5 9784799311677 10912386 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

379.9/H 27/1
反抗期子育て乗り切りマニュアル : 52人の先輩ママ体験談に学
べ! : 思春期の反抗の真実がわかる (Como子育てBOOKS) 主婦の友社 / 諸富, 祥彦(1963-) 主婦の友社 2012.1 9784072816608 10912383 平成27年度

379.9/I 72/1 勉強しない子には「1冊の手帳」を与えよう! 石田, 勝紀
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2015.12 9784799318287 10919180 平成28年度

379.9/Ka57/1
わが子の「やる気スイッチ」はいつ入る? 新版 (主婦の
友子育てBOOKS)

菅野, 純 主婦の友社 [2015.12] 9784074025435 10912381 平成27年度

379.9/Ma83/2
将来の学力は10歳までの「読書量」で決まる! : できる
子が幼少期「これだけはしていた」こと

松永, 暢史(1957-) すばる舎 2014.12 9784799103944 10908920 平成27年度

379.9/Mi77/2 マンガでよくわかるアドラー流子育て 宮本, 秀明(1909-1990) / 岩井, 俊憲 かんき出版 2015.8 10912385 平成27年度

379.9/Mu49/1 思春期の危機と子育て (FLC21子育てナビ:7) 村本, 邦子(1961-) / 前村, よう子 三学出版 2003.4 9784921134556 10920227 平成28年度

379.9/N 83/1
やる気0 (ゼロ) の子どもが「全国1位」になった上手な
ほめ方・叱り方

西角, けい子 PHP研究所 2014.8 9784569820101 10919179 平成28年度

379.9/Sa25/2
この三つの言葉で、勉強好きな子どもが育つ (PHP新
書:1069)

斉藤, 孝(1960-) PHP研究所 2016.10 9784569831695 10920232 平成28年度

379.9/Sa75/3 子どもの心の育てかた 佐々木, 正美(1935-) 河出書房新社 2016.7 9784309247663 10920228 平成28年度

379.9/Su21/1 思春期の子どもの心のコーチング 菅原, 裕子 リヨン社/二見書房 (発売) 2007.6 9784576070926 10920229 平成28年度

379.9/Ta31/1 へこたれない子になる育て方 高濱, 正伸(1959-) プレジデント社 2015.4 9784833421232 10912382 平成27年度

379.9/Ta31/2 「メシが食える大人」に育つ子どもの習慣 高濱, 正伸(1959-) KADOKAWA 2014.5 9784046001917 10919181 平成28年度

379.917/Ko98/1
思春期男子の育て方 : いよいよワケがわからなくなっ
てきた!

小崎, 恭弘(1968-) すばる舎 2015.5 9784799104231 10911301 平成27年度

382.1/H 91/1 古代学の風景 : 折口信夫・琉球・日本 保坂, 達雄(1948-) 岩田書院 2015.7 9784872949162 10920216 平成28年度

382.1/Ka58/1 魂 : その原形をめぐって (生活文化史選書) 狩野, 敏次(1947-) 雄山閣 2017.5 9784639024903 10924396 平成29年度第1回
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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382.122/Y 52/3 遠野物語 (集英社文庫:[や-15-1]) 柳田, 国男(1875-1962) 集英社 1991.12 9784087520194 10898920 平成26年度

382.22/A 16/1
漢民族とはだれか : 古代中国と日本列島をめぐる民
族・社会学的視点

安達, 史人 右文書院 2006.7 9784842100708 10920193 平成28年度

383.1/H 12/1-1 ヨーロッパの民族衣装 (衣装ビジュアル資料:[1]) 芳賀, 日向(1956-) グラフィック社 2013.4 9784766124958 10886295 平成25年度

383.1/H 12/1-2
アジア・中近東・アフリカの民族衣装 (衣装ビジュアル
資料:2)

芳賀, 日向(1956-) グラフィック社 2013.11 9784766125832 10911231 平成27年度

383.15/Sa29/1 ウエディングドレスはなぜ白いのか 坂井, 妙子(1964-) 勁草書房 1997.1 9784326651962 10902817 平成26年度

383.5/I 73/1 化粧の民俗 石上, 七鞘(1947-) おうふう 1999.3 9784273030605 10926201 平成29年度第2回

383.8/D 32/1 「図説」朝食の歴史
Dalby, Andrew, 1947- / 大山, 晶
(1961-)

原書房 2014.3 9784562049868 10902816 平成26年度

383.8/Mo47/3 図説世界100の市場を歩く (ふくろうの本) 森枝, 卓士(1955-) 河出書房新社 2009.9 9784309761305 10900799 平成26年度

384.7/A 94/1 図説「愛」の歴史
Attali, Jacques, 1943- / Bonvicini, Stéphanie
/ 大塚, 宏子 / 樺山, 紘一(1941-) 原書房 2009.10 9784562045044 10909086 平成27年度

384.7/Ku76/1 なぜ闘う男は少年が好きなのか 黒澤, はゆま KKベストセラーズ 2017.3 9784584137857 10924424 平成29年度第1回

384.7/L 57/1
男色の日本史 : なぜ世界有数の同性愛文化が栄え
たのか

Leupp, Gary P. / 藤田, 真利子(1951-
)

作品社 2014.9 9784861821172 10920246 平成28年度

384.7/My 1/1 秘宝館という文化装置 妙木, 忍(1977-) 青弓社 2014.3 9784787233738 10920318 平成28年度

385.4/H 48/1 キルギスの誘拐結婚 林, 典子(1983-)
日経ナショナルジオグラフィック社/
日経BPマーケティング (発売) 2014.6 9784863132818 10899086 平成26年度

385.9/I 63/1 イラストでよくわかるおとなの作法 ミニマル / Blockbuster 彩図社 2015.4 9784801300644 10912393 平成27年度

385.9/Mi97/1 世界の人々をお迎えする「おもてなし」の心とスキル 水谷, 智美
セルバ出版/創英社/三省堂
書店 (発売)

2015.10 9784863672307 10912359 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

385.97/Mi84/1 イチバン親切なラッピングの教科書 宮田, 真由美 新星出版社 [2014.4] 9784405071766 10920180 平成28年度

386.1/Ku55/1 くらし歳時記 : 春夏秋冬を楽しむ 生活たのしみ隊 / 伊藤, 美樹(1969-) 成美堂出版 [2013.1] 9784415314822 10900846 平成26年度

386.1/O 65/1 ひらがな暦 : 三六六日の絵ことば歳時記 おーなり, 由子(1965-) 新潮社 2006.11 9784104163052 10900939 平成26年度

386.1/Sh81/1 暮らしのならわし十二か月
白井, 明大 / 有賀, 一広(1971-) / 長
田, なお

飛鳥新社 2014.4 9784864103077 10900843 平成26年度

386.1/Ta29/1
おまつり万歳! : 日本全国、四季のまつりとご当地ごは
ん

たかぎ, なおこ(1974-) 文芸春秋 2016.11 9784163905228 10920279 平成28年度

386.8199/Su14/1
マレビト芸能の発生 : 琉球と熊野を結ぶ神々 (沖縄大
学地域研究所叢書)

須藤, 義人(1976-) 芙蓉書房出版 2011.5 9784829505090 10920218 平成28年度

387.021/Ka38/1 日本のふくもの図鑑 (Asahiコミックス) 上大岡, トメ(1965-) / ふくもの隊 朝日新聞出版 2015.3 9784022141743 10909033 平成27年度

387.91/Ko61/1 呪いと日本人 (角川文庫:18682, [J101-3]) 小松, 和彦(1947-) KADOKAWA 2014.7 9784044083212 10926273 平成29年度第2回

387/C 42/1 知れば恐ろしい日本人の風習 (河出文庫:[ち5-1]) 千葉, 公慈(1964-) 河出書房新社 2016.5 9784309414539 10920263 平成28年度

387/Mi84/7
生き神信仰 : 人を神に祀る習俗 オンデマンド版
(Ondemand collection)

宮田, 登(1936-2000) デジタルパブリッシングサービス2003.2 9784827345353 10926210 平成29年度第2回

387/Sa25/1 まよけの民俗誌 斎藤, たま(1936-) 論創社 2010.2 9784846008703 10926205 平成29年度第2回

388.1/E 37/1 英語で楽しむ!日本昔ばなし 千葉, 幹夫(1944-) ナツメ社 2010.6 9784816348167 10911303 平成27年度

388.1/Mi77/1 図説日本の妖怪百科 宮本, 幸枝(1979-) 学研プラス 2017.6 9784054065666 10924397 平成29年度第1回

388.1/Te43/1
怪異考/化物の進化 : 寺田寅彦随筆選集 (中公文
庫:[て-8-2])

寺田, 寅彦(1878-1935) / 千葉, 俊二
(1947-) / 細川, 光洋(1967-)

中央公論新社 2012.8 9784122056848 10926250 平成29年度第2回

388.1/Y 24/1
日本妖怪ミイラ大全 : 闇に蠢く異形のものたちにまつ
わる妖しの博物誌

山口, 直樹(1954-)
学研パブリッシング/学研
マーケティング (発売)

2014.9 9784054060418 10902784 平成26年度



所在：1階　第１閲覧室 選定図書コーナー

請求記号 書名 著者 出版者 出版日付 ISBN 資料ID 選書ツアー年度

002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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391.2/Ma11/2 マハン海上権力史論
Mahan, A. T. (Alfred Thayer), 1840-1914 / 北
村, 謙一(1915-) / 戸高, 一成(1948-) 原書房 2008.6 9784562041640 10902630 平成26年度

391.2071/D 14/1 第一次大戦陸戦史 別宮, 暖朗(1948-) 並木書房 2014.5 9784890633173 10902636 平成26年度

391.2074/N 22/1
戦艦大和と日本人 : 戦艦大和とは日本人にとって何
なのか (光人社NF文庫:[なN-722])

永沢, 道雄(1930-) 光人社 2012.2 9784769827221 10900921 平成26年度

391.3/Ma82/1
戦術と指揮 : 命令の与え方・集団の動かし方 (PHP文
庫:[ま31-1])

松村, 劭(1934-) PHP研究所 2006.3 9784569665962 10926271 平成29年度第2回

391.3/Se56/2-10 石原莞爾 (戦略論大系:10)
石原, 莞爾(1886-1949) / 中山, 隆志
(1934-) / 戦略研究学会(2001-)

芙蓉書房出版 2007.1 9784829503874 10902635 平成26年度

396.253/T 11/1
アシュリーの戦争 : 米軍特殊部隊を最前線で支えた、
知られざる「女性部隊」の記録

Tzemach Lemmon, Gayle / 新田, 享
子

KADOKAWA 2016.6 9784046014511 10919196 平成28年度

396.5/O 72/1 古代ギリシア重装歩兵の戦術 長田, 龍太 新紀元社 2015.8 9784775313596 10911134 平成27年度

399.2/O 93/1
兵法 : 勝ち残るための戦略と戦術 (Truth in
history:25)

小和田, 泰経 新紀元社 2011.7 9784775309230 10899187 平成26年度

399.2/Y 96/2 孫子の兵法 (角川文庫:20408, [E201-1]) 湯浅, 邦弘(1957-) KADOKAWA 2017.6 9784044002541 10926272 平成29年度第2回

399.23/Ko16/1 こども孫子の兵法 : 強くしなやかなこころを育てる! 斉藤, 孝(1960-) 日本図書センター 2016.3 9784284203777 10919174 平成28年度

399.23/So41/1 孫子の兵法 (まんがで読破:MD063) バラエティ・アートワークス イースト・プレス 2010.7 9784781603827 10926184 平成29年度第2回

401/Mo66/2 理系人に役立つ科学哲学 森田, 邦久(1971-) 化学同人 2010.6 9784759814323 10917723 平成28年度

402.979/N 48/3
南極観測隊のしごと : 観測隊員の選考から暮らしまで
(極地研ライブラリー)

情報システム研究機構国立極地研究
所南極観測センター

成山堂書店 2014.3 9784425570713 10924531 平成29年度第1回

402/G 85/1 科学の世界 : ビジュアル版 Gribbin, John R. / 斉藤, 隆央(1967-) 東洋書林 2011.3 9784887217843 10924438 平成29年度第1回

404/D 41/1 誰もがその先を聞きたくなる理系の話大全 話題の達人倶楽部 青春出版社 2015.4 9784413111362 10911196 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

404/J 64/1
複雑で単純な世界 : 不確実なできごとを複雑系で予
測する

Johnson, Neil / 阪本, 芳久(1950-)
インターシフト/合同出版 (発
売)

2011.12 9784772695268 10902702 平成26年度

404/Mu32/1
ホワット・イフ? : 野球のボールを光速で投げたらどう
なるか

Munroe, Randall / 吉田, 三知世 早川書房 2015.6 9784152095459 10911309 平成27年度

404/Sa25/1 文系のための理系読書術 (知のトレッキング叢書) 斉藤, 孝(1960-)
集英社インターナショナル/集
英社 (発売)

2013.11 9784797672602 10902703 平成26年度

404/Sa57/1 面白くて眠れなくなる理科 左巻, 健男(1949-)
PHPエディターズ・グループ
/PHP研究所 (発売)

2013.8 9784569814735 10898974 平成26年度

404/Ta67/14 まだ誰も解けていない科学の未解決問題 竹内, 薫(1960-) / 丸山, 篤史(1971-) KADOKAWA 2014.1 9784046000712 10902695 平成26年度

407/N 11/1
NHK考えるカラス : 「もしかして?」からはじまる楽しい
科学の考え方

NHK「考えるカラス」制作班 / 川角,
博(1953-)

NHK出版 2014.8 9784140113363 10902894 平成26年度

410.2/P 59/1
ビジュアル数学全史 : 人類誕生前から多次元宇宙ま
で

Pickover, Clifford A. / 根上, 生也
(1957-) / 水原, 文

岩波書店 2017.5 9784000063272 10924439 平成29年度第1回

410.2/Sa47/1 面白くて眠れなくなる数学者たち 桜井, 進(1968-)
PHPエディターズ・グループ
/PHP研究所 (発売)

2014.7 9784569820064 10900802 平成26年度

410.2/Ta53/1- オイラーから岡潔まで (近代数学史の成立:解析篇) 高瀬, 正仁(1951-) 東京図書 2014.6 9784489021855 10900812 平成26年度

410.4/Ta67/2 体感する宇宙 竹内, 薫(1960-) KADOKAWA 2014.4 9784047295629 10899050 平成26年度

410.7/J 55/1- 実用数学技能検定過去問題集 : 数学検定 2級 日本数学検定協会
日本数学検定協会/丸善出
版 (発売)

2014.2 9784901647380 10902644 平成26年度

410.7/L 77/1
算数・数学はアートだ! : ワクワクする問題を子どもた
ちに

Lockhart, Paul / 吉田, 新一郎 新評論 2016.4 9784794810359 10917802 平成28年度

410.7/Su21/4- 数学検定問題集 準1級 日本数学検定協会 創育 2012.3 9784882299417 10902645 平成26年度

410.7/Su21/4- 数学検定問題集 2級 日本数学検定協会 創育 2012.3 9784882299424 10902646 平成26年度

410.9/St 3/1
不可能、不確定、不完全 : 「できない」を証明する数学の力 (ハヤ
カワ文庫:7108. ハヤカワ文庫NF:NF383/「数理を愉しむ」シリーズ)

Stein, James D. / 熊谷, 玲美(1975-) /
田沢, 恭子 / 松井, 信彦(1962-)

早川書房 2012.11 9784150503833 10902879 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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410.96/Mo82/3
今度こそわかる論理 : 数理論理学はなぜわかりにく
いのか (今度こそわかるシリーズ)

本橋, 信義(1943-) 講談社 2014.9 9784061566064 10917721 平成28年度

410/C 91/3 数学 (ビッグクエスチョンズ. The big questions)
Crilly, A. J. / Blackburn, Simon / 熊
谷, 玲美(1975-)

ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2014.3 9784799314708 10900815 平成26年度

410/D 83/1-1 数学のおさらい (おとなの楽習:1, 6)
土井, 里香 / 現代用語の基礎知識・
編集部

自由国民社 2008.5-2009.4 9784426105112 10902868 平成26年度

410/D 83/1-2 数学のおさらい 図形 (おとなの楽習:1, 6)
土井, 里香 / 現代用語の基礎知識・
編集部

自由国民社 2008.5-2009.4 9784426105150 10902869 平成26年度

410/H 38/1 おもしろいほど数学センスが身につく本 橋本, 道雄 講談社 2016.9 9784061565609 10919209 平成28年度

410/I 26/2
やさしく理解する大人のための中学・高校数学 : この
一冊で数学ができる社会人になる

飯野, 牧夫 / 川崎, 宏一 誠文堂新光社 2012.6 9784416212752 10919204 平成28年度

410/Ka55/1 なぜか惹かれるふしぎな数学 蟹江, 幸博 実務教育出版 2014.3 9784788910737 10917800 平成28年度

410/Ma61/1
大人のやりなおし中学数学 : 論理的思考の基礎が身
につく (サイエンス・アイ新書:SIS-317)

益子, 雅文 SBクリエイティブ 2014.11 9784797364439 10902871 平成26年度

410/Ma74/4 小学生の知識で解ける大人の算数 松田, 昌也 ぶんか社 2014.10 9784821143887 10900810 平成26年度

410/Mo66/2 数学する身体 森田, 真生(1985-) 新潮社 2015.10 9784103396512 10924436 平成29年度第1回

410/N 71/2
数字マニアック : 1～200の数に秘められたおもしろトリ
ビア

Niederman, Derrick / 榛葉, 豊 化学同人 2014.8 9784759815726 10900817 平成26年度

410/O 26/6 数学の言葉で世界を見たら : 父から娘に贈る数学 大栗, 博司(1962-) 幻冬舎 2015.3 9784344027404 10911208 平成27年度

410/O 67/1 数学超絶難問 : 時代を超えて天才の頭脳に挑戦! 小野田, 博一 日本実業出版社 2014.6 9784534051875 10899012 平成26年度

410/P 84/1 数学まちがい大全集 : 誰もがみんなしくじっている!
Posamentier, Alfred S. / Lehmann,
Ingmar / 堀江, 太郎

化学同人 2015.8 9784759816181 10917805 平成28年度

410/Se98/5 読む数学 (角川文庫:18368) (角川ソフィア文庫) 瀬山, 士郎(1946-) KADOKAWA 2014.1 9784044094522 10902877 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

410/Se98/6 なっとくする数学の証明 (なっとくシリーズ) 瀬山, 士郎(1946-) 講談社 2013.1 9784061545731 10917725 平成28年度

410/Se98/7 つきあってみると,数学! (大人のための科学) 瀬山, 士郎(1946-) 日本評論社 2008.3 9784535600317 10924435 平成29年度第1回

410/Su21/13
数学の世界 : 知れば知るほど興味深い (ニュートン別
冊) (NEWTONムック)

水谷, 仁(1942-) ニュートンプレス 2013.2 9784315519563 10911200 平成27年度

410/Ta33/6 語りかける中学数学 増補改訂版 高橋, 一雄(数学) ベレ出版 2012.11 9784860643355 10917807 平成28年度

410/Y 52/3 人生がラクになる数学のお話43 柳谷, 晃(1953-) 文芸社 2011.11 9784286114644 10919203 平成28年度

412/Z  2/1
ゼロと無限素数と暗号 : 数学者たちを魅了してきた深奥な
数 (ニュートン別冊) (NEWTONムック)

水谷, 仁(1942-) ニュートンプレス 2012.6 9784315519389 10902692 平成26年度

413.59/Ko71/1
こんなに便利な指数・対数・ベクトル : 実例で基礎からよく
わかる! (ニュートン別冊) (NEWTONムック)

水谷, 仁(1942-) ニュートンプレス 2015.4 9784315520125 10911201 平成27年度

413.59/Sa22/1
サイン, コサイン, タンジェント : よくわかる!わかるほどに面白い! :
三角関数の世界 (NEWTONムック) (ニュートン別冊) 水谷, 仁(1942-) ニュートンプレス 2014.4 9784315519884 10902691 平成26年度

417/I 51/5 経済・経営統計入門 第4版
稲葉, 三男(1908-) / 稲葉, 敏夫
(1947-) / 稲葉, 和夫(1951-)

共立出版 2017.3 9784320111318 10924379 平成29年度第1回

417/W 35/10 統計力クイズ : そのデータから何が読みとれるのか? 涌井, 良幸(1950-) 実務教育出版 2015.6 9784788911505 10908922 平成27年度

420/H 27/1
話したくなる!つかえる物理 (Asuka business &
language books)

左巻, 健男(1949-) 明日香出版社 2013.2 9784756915962 10902704 平成26年度

420/Ka94/2
物理学はこんなこともわからない (PHPサイエンス・
ワールド新書:036)

川久保, 達之(1932-) PHP研究所 2011.2 9784569792453 10924433 平成29年度第1回

420/Ta81/3-
理系なら知っておきたい物理の基本ノート カラー改訂
版 物理数学編

為近, 和彦 KADOKAWA 2014.2 9784046001795 10924389 平成29年度第1回

420/To61/3 鏡の中の物理学 (講談社学術文庫:[31]) 朝永, 振一郎(1906-1979) 講談社 1976.6 9784061580312 10926249 平成29年度第2回

421.2/E 11/1
E=mc[2] : 相対性理論からみちびかれたアインシュタ
インの世界一有名な式 改訂版 (NEWTONムック)
(ニュートン別冊)

水谷, 仁(1942-) ニュートンプレス 2014.11 9784315520026 10902694 平成26年度
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421.3/Ma26/1 よくわかる量子力学 前野, 昌弘 東京図書 2011.4 9784489020964 10898975 平成26年度

421/Y 96/2 理論物理学を語る
湯川, 秀樹(1907-1981) / 江沢, 洋
(1932-)

日本評論社 1997.9 9784535782525 10926254 平成29年度第2回

427/Ma26/4 よくわかる電磁気学 前野, 昌弘 東京図書 2010.4 9784489020711 10898971 平成26年度

427/Y 19/1
光と電気のからくり : 物を熱するとなぜ光るのか? (ブ
ルーバックス:B-1259)

山田, 克哉(1940-) 講談社 1999.7 9784062572590 10911205 平成27年度

431.11/Y 72/1 元素生活 寄藤, 文平(1973-) 化学同人 2009.7 9784759811674 10909036 平成27年度

440.9/H 35/1 UFOと核兵器 : 核兵器施設における驚異的遭遇事件
Hastings, Robert L / 天宮, 清(1944-) /
Hirano, Hiro M / 桑原, 恭男 / 山川, 進(pub.
2011)

環健出版社 2011.11 9784903657103 10912295 平成27年度

440.9/Mo71/1 UFOの真実 : みんなだまされた 森脇, 十九男 環健出版社 2008.5 9784903657004 10912294 平成27年度

442.7/D 54/1
デジタルカメラ星空写真撮影術 : さまざまな天体を追尾して
撮影 (アスキームック. AstroArtsの撮影術シリーズ)

飯島, 裕 / 中西, 昭雄(1964-) / 星ナ
ビ編集部

アストロアーツ
/KADOKAWA(発売)

2015.2 9784048693936 10911283 平成27年度

442.7/Ta88/1
驚きの星空撮影法 : デジタル一眼と三脚だけでここま
で写る!

谷川, 正夫 地人書館 2014.7 9784805208762 10902798 平成26年度

443.9/Kr 1/2 宇宙が始まる前には何があったのか?
Krauss, Lawrence Maxwell / 青木, 薫
(1956-)

文藝春秋 2013.11 9784163768700 10899045 平成26年度

450/Ma81/2 歩いてわかった地球のなぜ!? 松本, 穂高(1973-) 山川出版社 2017.4 9784634151154 10924536 平成29年度第1回

451.04/Ku55/4 季節の366日話題事典 : 付・二十四気物語 新装版 倉嶋, 厚(1924-) 東京堂出版 2015.9 9784490108699 10911239 平成27年度

451.64/B 23/1 雨の自然誌 Barnett, Cynthia / 東郷, えりか 河出書房新社 2016.9 9784309253558 10920324 平成28年度

451.66/L 61/1 雪の結晶 : 小さな神秘の世界 新装版
Libbrecht, Kenneth George / 矢野,
真千子

河出書房新社 2014.10 9784309253060 10902801 平成26年度

451.75/Sa85/1
オーロラの謎 : 南極・北極の比較観測 (極地研ライブ
ラリー)

佐藤, 夏雄(1947-) / 門倉, 昭(1958-) 成山堂書店 2015.3 9784425570911 10924535 平成29年度第1回
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

451/Ta59/3
気象観察ハンドブック (science‐i picturebook:SPB-
004)

武田, 康男(1960-) ソフトバンククリエイティブ 2012.6 9784797368789 10899118 平成26年度

451/Ta59/4
武田康男の空の撮り方 : その感動を美しく残す撮影
のコツ、教えます

武田, 康男(1960-) 誠文堂新光社 2015.7 9784416715604 10917707 平成28年度

457.8/Ts32/1 楽しい動物化石
土屋, 健 / ネイチャー&サイエンス /
芝原, 暁彦

河出書房新社 2016.10 9784309255682 10920280 平成28年度

459.7/U 96/1 美しさと価値がわかる見て楽しい宝石の本 松本, 浩 宝島社 2016.7 9784800256218 10920284 平成28年度

460.4/H 36/1 面白くて眠れなくなる生物学 長谷川, 英祐(1961-)
PHPエディターズ・グループ
/PHP研究所 (発売)

2014.4 9784569817453 10899048 平成26年度

468.4/Sa61/1 本当にいる地球の「寄生生物」案内 実吉, 達郎(1929-) 笠倉出版社 2014.11 9784773087437 10902891 平成26年度

468.6/Sa69/1
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 / 吉田, 春美 / 粟
津, 智子 / 広海, 十朗

河出書房新社 2014.11 9784309253084 10902608 平成26年度

470/N 11/1 謎の植物衝撃ファイル : カラー図鑑 船山, 信次(1951-) 宝島社 2015.12 9784800248350 10924485 平成29年度第1回

471.3/Ma43/1
植物は「知性」をもっている : 20の感覚で思考する生
命システム

Mancuso, Stefano / Viola, Alessandra / 久保,
耕司(1967-) / Pollan, Michael NHK出版 2015.11 9784140816912 10924437 平成29年度第1回

472.1/Ka91/1-1
「読む」植物図鑑 : 樹木・野草から森の生活文化まで
[正]

川尻, 秀樹 全国林業改良普及協会 2007.5 9784881381809 10899152 平成26年度

480/B 96/1 ぶったまげ!けもの大図鑑 (MSムック) メディアソフト 2017.6 9784866322445 10924474 平成29年度第1回

480/Y 61/1 野生の食卓 : 喰うもの、喰われるもの 笠倉出版社 2014.11 9784773087406 10902609 平成26年度

485.3/Mo73/1
ダンゴムシに心はあるのか : 新しい心の科学 (PHPサ
イエンス・ワールド新書:039)

森山, 徹(1969-) PHP研究所 2011.4 9784569796550 10924431 平成29年度第1回

486/O 55/3 奥本昆虫記 奥本, 大三郎(1944-) 教育評論社 2015.6 9784905706939 10912277 平成27年度

488.04/N 38/2 中西悟堂 : フクロウと雷 (Standard books) 中西, 悟堂(1895-1984) 平凡社 2017.4 9784582531602 10926253 平成29年度第2回
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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488.66/Sa53/1 ペンギン・ペディア
Salomon, David / 出原, 速夫 / 菱沼,
裕子(1952-)

河出書房新社 2013.7 9784309252841 10924476 平成29年度第1回

488.75/U 75/1 世界で一番美しいフクロウの図鑑
Unwin, Mike / 五十嵐, 友子 / Tipling,
David

エクスナレッジ 2017.2 9784767822334 10924472 平成29年度第1回

489.475/N 35/1 ニホンリスのメロウ : 軽井沢Kazusaの森の物語 中丸, 一沙(1952-) 求龍堂 2014.8 9784763014382 10909134 平成27年度

489.57/Ku53/1
パンダ : ネコをかぶった珍獣 (岩波科学ライブラ
リー:230. 生きもの)

倉持, 浩(1974-) 岩波書店 2014.9 9784000296304 10902579 平成26年度

489.58/Ma51/1 手つなぎラッコ まりさ アスペクト 2014.1 9784757222892 10899101 平成26年度

489.97/Y 23/2 ゴリラ 第2版 山極, 寿一(1952-) 東京大学出版会 2015.8 9784130633444 10911162 平成27年度

489.97/Y 23/3 「サル化」する人間社会 (知のトレッキング叢書) 山極, 寿一(1952-)
集英社インターナショナル/集
英社 (発売)

2014.7 9784797672763 10911163 平成27年度

490.14/Y 74/1
よくわかる健康心理学 (やわらかアカデミズム・「わか
る」シリーズ)

森, 和代 (1947-) / 石川, 利江 / 茂
木, 俊彦(1942-)

ミネルヴァ書房 2012.8 9784623061570 10926143 平成29年度第2回

490.15/Ko18/1
マンガで学ぶ生命倫理 : わたしたちに課せられた「い
のち」の宿題

児玉, 聡(1974-) / なつたか 化学同人 2013.2 9784759815429 10886404 平成25年度

490.2/Ku25/1
歴史の主役はみな病人 : 歴史を動かすもの、汝の名
は病気なり

久次米, 義敬
主婦の友インフォス情報社/
主婦の友社 (発売)

2013.11 9784072915813 10902827 平成26年度

490.7/D 83/1 医学英語communication & writing能力アップ!
土居, 治 / 西村, 真澄 / Chart, David
/ 茨木, 保(1962-)

金芳堂 2012.4 9784765315197 10912288 平成27年度

490.7/W 46/1
あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ! : シンプルに伝
える魔法のテクニック

渡部, 欣忍 南江堂 2014.4 9784524261277 10900796 平成26年度

490/I 75/1 医者の嘘 : 医者は自分の都合でウソをつく 石井, 光(1947-) 幻冬舎 2014.10 9784344026568 10902711 平成26年度

490/Y 11/1 「いのち」が喜ぶ生き方 矢作, 直樹 青春出版社 2014.6 9784413039161 10911152 平成27年度

491.11/F 88/1
STAP細胞の正体 : 「再生医療は幻想だ」復活!千島・
森下学説

船瀬, 俊介(1950-) / 森下, 敬一 花伝社/共栄書房 (発売) 2015.5 9784763407382 10911307 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

491.371/C 52/1
スーパーブレイン : 脳に使われるな脳を使いこなせ最
高の人生をあきらめない心のパワー

Chopra, Deepak / Tanzi, Rudolph E. /
大西, 英理子

保育社 2014.5 9784586085316 10902895 平成26年度

491.371/Ki39/1 美しい脳図鑑 (万物図鑑シリーズ) 木村, 泰子(1958-) / 篠浦, 伸禎 笠倉出版社 2015.4 9784773087680 10911136 平成27年度

491.371/Ko44/2
心を探る : 記憶と知覚の脳科学 (別冊日経サイエン
ス:207)

日経サイエンス編集部
日経サイエンス/日本経済新
聞出版社 (発売)

2015.8 9784532512071 10911141 平成27年度

491.371/Ko44/3
心の迷宮 : 脳の神秘を探る (別冊日経サイエン
ス:191)

日経サイエンス編集部
日経サイエンス/日本経済新
聞出版社 (発売)

2013.4 9784532511913 10911198 平成27年度

491.371/Ko44/4 心の成長と脳科学 (別冊日経サイエンス:193) 日経サイエンス編集部
日経サイエンス/日本経済新
聞出版社 (発売)

2013.8 9784532511937 10911199 平成27年度

491.371/Ma61/1
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 / Tononi, Giulio /
花本, 知子(1978-)

亜紀書房 2015.5 9784750514505 10912415 平成27年度

491.371/Mo16/15
人工知能に負けない脳 : 人間らしく働き続ける5つの
スキル

茂木, 健一郎(1962-) 日本実業出版社 2015.9 9784534053091 10911137 平成27年度

491.371/N 96/1
脳力のしくみ : 記憶力, 直観力, 発想力, 天才脳など
(NEWTONムック) (ニュートン別冊)

水谷, 仁(1942-) ニュートンプレス 2014.7 9784315519945 10902693 平成26年度

491.6/Ka21/1 いまさらですが、無頼派宣言。 海堂, 尊 宝島社 2014.11 9784800233172 10902745 平成26年度

491.7/Ko12/1
人体に危ない細菌・ウイルス : 食中毒・院内感染・感染症
の話 (PHPサイエンス・ワールド新書:078)

小林, 一寛 PHP研究所 2014.4 9784569818023 10898915 平成26年度

492.7/Ma34/1
長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい (健康プレミ
アムシリーズ)

槙, 孝子(1951-) / 鬼木, 豊(1935-) アスコム 2013.7 9784776207931 10902719 平成26年度

492.916/D 91/1 Dr.林のワクワク救急トリアージ : 臨床推論の1st step! 林, 寛之 / 前田, 重信 メディカ出版 2014.12 9784840449229 10912289 平成27年度

492.9179/Sh11/1
写真でわかるリハビリテーション看護 : 看護に生かすリハビリテー
ションの知識と技法 改訂第2版 (写真でわかるシリーズ) 林, 泰史(1939-) インターメディカ 2015.9 9784899963325 10912290 平成27年度

493.46/Ma77/1 老いない人は何を食べているか (平凡社新書:854) 松生, 恒夫 平凡社 2017.9 9784582858549 10926199 平成29年度第2回

493.7/Sa25/5 承認をめぐる病 斎藤, 環(1961-) 日本評論社 2013.12 9784535984011 10902542 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

493.7/U 96/1
精神科は今日も、やりたい放題 : "やくざ医者"の、過
激ながらも大切な話

内海, 聡 三五館 2012.4 9784883205547 10920243 平成28年度

493.7/U 96/2 大笑い!精神医学 : 精神医学を100%否定する理由 内海, 聡 / めんどぅーさ 三五館 2012.12 9784883205738 10920240 平成28年度

493.72/Ka51/6 神田橋條治精神科講義
神田橋, 條治(1937-) / 林, 道彦
(1947-) / かしま, えりこ

創元社 2012.8 9784422115443 10924426 平成29年度第1回

493.758/Z  1/1 誤診だらけの認知症 座間, 清
幻冬舎メディアコンサルティン
グ/幻冬舎 (発売)

2016.11 9784344910492 10920250 平成28年度

493.76/Mo31/1
生きづらいと思ったら親子で発達障害でした (MF
comic essay)

モンズースー KADOKAWA 2016.5 9784040683690 10924427 平成29年度第1回

493.76/O 38/3
愛着障害 : 子ども時代を引きずる人々 (光文社新
書:540)

岡田, 尊司(1960-) 光文社 2011.9 9784334036430 10909100 平成27年度

493.764/Ka14/1 俺のうつ嫁が、めんどかわいい。
門瀬, 粗 / ゆうき, ゆう(1976-) / 富士
見書房

KADOKAWA 2015.2 9784040702681 10909131 平成27年度

493.764/O 67/3 「うつ」を治す 最新版 (PHP新書:956) 大野, 裕(1950-) PHP研究所 2014.11 9784569821641 10902705 平成26年度

493.79/Mo51/1
その島のひとたちは、ひとの話をきかない : 精神科
医、「自殺希少地域」を行く

森川, すいめい(1973-) 青土社 2016.7 9784791769315 10920247 平成28年度

493.937/Ko33/1
行為障害と非行のことがわかる本 (健康ライブラリー :
イラスト版)

小栗, 正幸 講談社 2011.7 9784062597562 10920239 平成28年度

493.937/W 12/1 スマホで馬鹿になる : 子どもを壊す依存症の恐怖 和田, 秀樹(1960-)
時事通信出版局/時事通信
社 (発売)

2014.10 9784788713369 10902534 平成26年度

493.9375/Mo75/1 生まれたのは自閉症くん。 (Sukupara selection) moro 竹書房 2015.7 9784801903791 10912428 平成27年度

493.9375/O 38/1 アスペルガー症候群 (幻冬舎新書:141, [お-6-2]) 岡田, 尊司(1960-) 幻冬舎 2009.9 9784344981423 10899022 平成26年度

494.5/Ko73/2
近藤先生、「がんは放置」で本当にいいんですか? (光
文社新書:712)

近藤, 誠(1948-) 光文社 2014.9 9784334038151 10902712 平成26年度

497.9/Mo45/1 歯はみがいてはいけない (講談社+α新書:741-1B) 森, 昭(1964-) 講談社 2016.8 9784062729581 10920201 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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498.3/H 15/1 なぜ、一流の人は「疲れ」を翌日に持ち越さないのか 裴, 英洙 ダイヤモンド社 2014.7 9784478025956 10902736 平成26年度

498.3/Ku48/1
寝たきり老人になりたくないなら大腰筋を鍛えなさい :
10歳若がえるための5つの運動

久野, 譜也 飛鳥新社 2014.8 9784864103558 10902714 平成26年度

498.39/Ku99/1 マンガでやさしくわかるレジリエンス
久世, 浩司(1972-) / 松尾, 陽子 / 朝
戸, ころも

日本能率協会マネジメントセ
ンター

2015.10 9784820719359 10912375 平成27年度

498.39/N 81/2 イヤな気持ちは3秒で消せる! 西田, 一見(1973-) 現代書林 2015.11 9784774515427 10912377 平成27年度

498.39/To49/2
「1日10分」でスピード脳に生まれ変わる : 「知的生産力」が無限大
になるいちばん簡単な方法 (East press business) 苫米地, 英人(1959-) イースト・プレス 2009.9 9784781602295 10902723 平成26年度

498.39/To49/3 全速脳 : 脳は鍛えると100倍加速する 苫米地, 英人(1959-) 宝島社 2014.10 9784800229519 10902741 平成26年度

498.54/W 46/4
買ってはいけないお菓子買ってもいいお菓子 (だいわ
文庫:[107-4A])

渡辺, 雄二(1954-) 大和書房 2011.12 9784479303640 10899016 平成26年度

498.583/A 93/1 20kgやせた!作りおきおかず (TJ mook) 麻生, れいみ 宝島社 2016.12 9784800263780 10920190 平成28年度

498.583/N 87/1 断糖のすすめ : 高血圧、糖尿病が99%治る新・食習慣 西脇, 俊二 ワニブックス 2014.6 9784847092497 10902717 平成26年度

498.69/Mi77/1
害虫の科学的退治法 : 大嫌いなゴキブリ、カ、ハエ、ムカデなどを
わが家から追いだす方法は? (サイエンス・アイ新書:SIS-123) 宮本, 拓海(1967-) ソフトバンククリエイティブ 2009.7 9784797353358 10911206 平成27年度

498/Ko81/2 公衆衛生がみえる 医療情報科学研究所 Medic Media 2014.3 9784896325126 10912291 平成27年度

499.1/N 32/1
薬局で買うべき薬、買ってはいけない薬 : よく効く!得
する!市販薬早わかりガイド

中川, 基
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2014.7 9784799315286 10902721 平成26年度

499.87/H 36/1
1回で受かる!アロマテラピー検定1級・2級 : テキスト&
問題集

長谷川, 由美 成美堂出版 2015.3 9784415212050 10917726 平成28年度

501.8/L 52/1
「もの」はどのようにつくられているのか? : プロダクト
デザインのプロセス事典 (Make: Japan books)

Lefteri, Chris / 水原, 文 / 田中, 浩也
(1975-)

オライリー・ジャパン/オーム
社 (発売)

2014.5 9784873116778 10899066 平成26年度

501.83/Sa85/2 ウラからのぞけばオモテが見える
佐藤, オオキ(1977-) / 川上, 典李子 / 日
経デザイン

日経BP社/日経BPマーケティン
グ (発売)

2013.10 9784822264857 10899042 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

501/Ma54/1-2 材料組織学 (マテリアル工学シリーズ:2) 高木,節雄 / 津崎, 兼彰 朝倉書店 2000.2 9784254236927 10898970 平成26年度

507.3/H 87/3
出るとこだけ!技術士第一次試験基礎・適性科目の要
点整理 (Exam press) (技術士教科書)

堀, 与志男 翔泳社 2017.5 9784798150574 10924500 平成29年度第1回

507.9/E 11/1 エアガン超図鑑 (洋泉社mook) 洋泉社 2013.11 9784800302618 10911184 平成27年度

507.9/Se22/1-
世界のミリタリー・トイガン・カタログ 2015 (Gakken
mook)

学研パブリッシング/学研
マーケティング (発売)

2014.11 9784056105681 10911183 平成27年度

507.9/To26/1-
トイガン解体新書 2015 (Hobby Japan mook:654.
Arms magazine:special issue)

ホビージャパン 2015.5 9784798610191 10911181 平成27年度

507.9/W 73/1
ティンカリングをはじめよう : アート、サイエンス、テクノロ
ジーの交差点で作って遊ぶ (Make: Japan books)

Wilkinson, Karen / Petrich, Mike / 金
井, 哲夫

オライリー・ジャパン/オーム
社 (発売)

2015.6 9784873117263 10912369 平成27年度

509.67/Y 79/2
利益&回転率がアップする最適在庫完全バイブル : 「小さな
会社」でもすぐ役立つ (会社経営NEO新マニュアル)

横山, 英機 すばる舎リンケージ/すばる舎 (発売)2017.8 9784799106464 10926193 平成29年度第2回

511.3/Ka58/1 マンガでわかる土質力学 加納, 陽輔 / 黒八 / ジーグレイプ オーム社 2016.4 9784274218613 10924498 平成29年度第1回

516.72/To46/1 東京の地下鉄路線網はどのようにつくられたのか 東京地下鉄研究会 洋泉社 2017.2 9784800311559 10924539 平成29年度第1回

517.2/Mi56/1 渇きの考古学 : 水をめぐる人類のものがたり
Mithen, Steven J. / 赤澤, 威(1938-)
/ 森, 夏樹(1944-)

青土社 2014.6 9784791767946 10899146 平成26年度

518.85/Se22/1 世界の広場への旅 : もうひとつの広場論
芦川, 智(1945-) / 金子, 友美(1965-)
/ 鶴田, 佳子 / 高木, 亜紀子

彰国社 2017.6 9784395320905 10924513 平成29年度第1回

521.823/Ka86/1 よくわかる日本の城 : 日本城郭検定公式参考書
加藤, 理文(1958-) / 小和田, 哲男
(1944-)

学研プラス 2017.3 9784054065062 10924402 平成29年度第1回

521.823/O 93/1 知識ゼロからの日本の城入門 小和田, 哲男(1944-) 幻冬舎 2009.6 9784344901599 10886326 平成25年度

521.823/R 27/1 レンズが撮らえた幕末日本の城 : 永久保存版
來本, 雅之 / 小沢, 健志(1925-) / 三
浦, 正幸(1954-)

山川出版社 2013.4 9784634150362 10899183 平成26年度

521.823/Sh89/5 城 (イラスト図解 : 見てわかる読んで納得!!!) 小和田, 哲男(1944-) 日東書院本社 2010.11 9784528019317 10886327 平成25年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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523.3/B 35/1
図説ヨーロッパ100名城公式ガイドブック (ふくろうの
本)

紅山, 雪夫 / 樺山, 紘一(1941-) / 日
本城郭協会

河出書房新社 2011.11 9784309761794 10900800 平成26年度

526.67/G 65/1 Good design cafe (商店建築:[2016年]9月号増刊) 商店建築社 商店建築社 2016.9 10924499 平成29年度第1回

530/O 82/1 史上最強図解これならわかる!機械工学 大高, 敏男(1964-) ナツメ社 2014.1 9784816355196 10900828 平成26年度

530/R 52/1
Making things move : 動くモノを作るためのメカニズム
と材料の基本 (Make: projects)

Roberts, Dustyn / 金井, 哲夫 / 岩崎,
修

オライリー・ジャパン/オーム
社 (発売)

2012.3 9784873115368 10912371 平成27年度

531.8/H 71/1
よくわかる最新摩擦と摩耗の基本と仕組み : 日常生活と密接に関
係する摩擦と摩耗を学ぶ : 摩擦と摩耗の科学 (How-nual図解入
門)

広中, 清一郎(1940-) 秀和システム 2010.6 9784798026190 10911202 平成27年度

531.9/Ta59/3 機械設計ハンドブック : JIS対応 武田, 信之 / 鎌田, 実(機械工学) 共立出版 2014.1 9784320081949 10902893 平成26年度

536.1/H 93/1 蒸気機関車メカニズム図鑑 新装版 細川, 武志(1943-) グランプリ出版 2011.6 9784876873173 10902634 平成26年度

536/Te86/2 鉄道車両技術入門 近藤, 圭一郎 オーム社 2013.7 9784274213830 10902637 平成26年度

537.8079/C 52/1 最短合格!普通免許テキスト&問題集 : 赤シート対応 長, 信一(1962-) 成美堂出版 2016.3 9784415321363 10919087 平成28年度

537.8079/C 52/2
完全合格!普通免許2000問実戦問題集 : 赤シート対
応

長, 信一(1962-) 成美堂出版 2016.3 9784415314945 10919088 平成28年度

538.1/N 72/1 航空機の構造力学 新沢, 順悦 / 藤原, 源吉 / 川島, 孝幸 産業図書 1989.11 9784782840740 10902631 平成26年度

538.6/To11/1
登録記号から見た日本の旅客機 : JAナンバーに秘め
られたロマン (イカロスMOOK)

イカロス出版 2016.2 9784802201216 10917706 平成28年度

538.6/W 76/1 図説世界の「最悪」航空機大全 Winchester, Jim / 松崎, 豊一 原書房 2009.2 9784562042364 10902622 平成26年度

538.7/H 22/1-1
命をかけて歴史をつくった影の航空機たち (未完の計
画機:[1])

浜田, 一穂(1950-) イカロス出版 2015.4 9784802200141 10917709 平成28年度

538.7/H 22/1-2 VTOL機の墓標 (未完の計画機:2) 浜田, 一穂(1950-) イカロス出版 2016.1 9784802201407 10917710 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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538.7/Ki31/1
高速爆撃機「銀河」 : 大戦末期に登場した高性能機の戦い
(光人社NF文庫:[きN-268])

木俣, 滋郎(1930-) 光人社 2000.4 9784769822684 10902632 平成26年度

538.7/N 43/1
フォッケウルフTa152メカニックファイル : ドイツ空軍最後の
レシプロ戦闘機その開発と全貌

中田, 正治 / 阿部, 孝一郎 大日本絵画 2010.1 9784499230155 10902628 平成26年度

538.7/O 37/2-1
蛇の目の花園 [1] (世界の駄っ作機:番外編. Infamous
airplanes of the world)

岡部, いさく(1954-) 大日本絵画 2004.9- 9784499228534 10902623 平成26年度

538.7/O 37/2-2
蛇の目の花園 2 (世界の駄っ作機:番外編. Infamous
airplanes of the world)

岡部, いさく(1954-) 大日本絵画 2004.9- 9784499230247 10902624 平成26年度

538.7/Su96/1
フォッケウルフ戦闘機 : ドイツ空軍の最強ファイター
(光人社NF文庫:[すN-487])

鈴木, 五郎(1924-) 光人社 2006.4 9784769824879 10902629 平成26年度

538.9/O 68/1
完全図解人工衛星のしくみ事典 (ロケットコレクショ
ン:Vol.2)

大貫, 剛 / 秋山, 文野 / 大塚, 実 マイナビ 2014.11 9784839954055 10924541 平成29年度第1回

538/Ko45/4
航空用語厳選1000 : わかりやすい!面白い!航空知識
を楽しく覚えよう。

青木, 謙知(1954-) イカロス出版 2014.6 9784863208872 10902621 平成26年度

540.79/D 57/39
まるごと覚える電験3種 : ポイントレッスン 第2版
(Shinsei license manual)

ノマド・ワークス 新星出版社 2014.5 9784405032231 10898976 平成26年度

540.79/D 57/40-1
これだけ理論 改訂新版 (電験第3種ニューこれだけシ
リーズ:1)

石橋, 千尋(1951-) 電気書院 2013.2 9784485119051 10898977 平成26年度

540.9/Ma54/1 まるわかり電力システム改革キーワード360
公益事業学会 / 国際環境経済研究
所

日本電気協会新聞部 2015.8 9784905217473 10920172 平成28年度

540.9/N 95/3 電力・ガス自由化の真実
野村, 宗訓(1958-) / 草薙, 真一
(1966-)

エネルギーフォーラム 2017.5 9784885554773 10926127 平成29年度第2回

541.1/Y 44/1
文系でもわかる電気回路 : "中学校の知識"ですいす
い読める 第2版

山下, 明(1991-) 翔泳社 2017.1 9784798150765 10924388 平成29年度第1回

541.66/N 48/1 ナノ構造磁性体 : 物性・機能・設計
電気学会 / ナノスケール磁性体の機能
調査専門委員会

共立出版 2010.6 9784320086357 10898969 平成26年度

546.5/N 77/1
ニッポンの新幹線 : 乗りながら学べる半世紀の進化世界に誇る0
系～E7系新幹線のすべてが楽しめる (サクラムック:09) 笠倉出版社 2014.11 9784773055177 10917818 平成28年度

547.46/D 58/1-
電気通信主任技術者試験全問題解答集 : 第1種第2
種線路 13-14年版. 2: 専門編

電気通信主任技術者試験研究会 日本理工出版会 1995.3- 9784890192946 10898985 平成26年度
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学生選定図書一覧

547.46/D 58/10-
電気通信主任技術者 伝送交換設備及び設備管理・法規編
(Exam press. 電気通信主任技術者試験学習書) (電気通信教科
書)

NTTラーニングシステムズ 翔泳社 2011.3 9784798123417 10898993 平成26年度

547.46/D 58/8 電気通信工事担任者DD種試験対策 改訂7版
電気通信工事担任者試験対策研究
会

電気通信協会/オーム社 (発売) 2014.3 9784885490651 10898994 平成26年度

547.46/D 58/9
電気通信工事担任者AI・DD総合種試験対策 改訂7
版

電気通信工事担任者試験対策研究
会

電気通信協会/オーム社(発
売)

2014.3 9784885490668 10898995 平成26年度

547.46/Ko39/10
工事担任者AI・DD総合種徹底研究 改訂2版 (License
books)

オーム社 オーム社 2013.12 9784274214875 10898983 平成26年度

547.46/Ko39/9 工事担任者AI・DD総合種特選問題 (License books) オーム社 オーム社 2009.7 9784274207402 10898984 平成26年度

547.48/N 31/1
HTML5プロフェッショナル認定試験攻略テキスト : 自
分の実力を証明したい!webデザイナーのための レベ
ル1

中島, 俊治 秀和システム 2015.4 9784798043487 10912275 平成27年度

547.48/N 71/2
ニコニコ学会βのつくりかた : 共創するイベントから未
来のコミュニティへ

江渡, 浩一郎(1971-) / くとの フィルムアート社 2016.5 9784845915910 10917819 平成28年度

547.4833/H 11/12
HTML5&PHP&JavaScriptでWeb制作入門 (日経BPパ
ソコンベストムック)

日経ソフトウエア
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

2015.6 9784822277246 10912269 平成27年度

547.4833/Ka43/8
完全対策NTTコミュニケーションズインターネット検定.com Master
BASIC (ドットコムマスターベーシック) カリキュラム準拠問題+総ま
とめ「公式テキスト第2版対応」

小林, 道夫(1963-) NTT出版 2015.3 9784757103573 10912268 平成27年度

547.4833/Ki63/1 現場でかならず使われているCSSデザインのメソッド 北川, 貴清 / 窪木, 博士 他
エムディエヌコーポレーション/イン
プレスコミュニケーションズ (発売) 2013.10 9784844363682 10902527 平成26年度

547.5/Ko24/2
電波とアンテナが一番わかる : 多彩な用途を実現す
る電波の不思議アンテナのパフォーマンス (しくみ図
解:019)

小暮, 裕明(1952-) / 小暮, 芳江
(1961-)

技術評論社 2011.11 9784774148687 10898992 平成26年度

547.5079/Ka43/1-
完全合格一陸特 : 第一級陸上特殊無線技士問題・解
答集 平成26年版

QCQ企画 誠文堂新光社 2013.3- 9784416114155 10898987 平成26年度

547.5079/Y 89/2 第二級陸上無線技術士試験問題集 (合格精選300題) 吉川, 忠久 東京電機大学出版局 1999.3 9784501319809 10898989 平成26年度

547.5079/Y 89/3-2
第二級陸上無線技術士試験問題集 第2集 (合格精選
320題)

吉川, 忠久 東京電機大学出版局 2004.6 9784501324100 10898988 平成26年度

547.7/H 93/2 放送のしくみ (カラー版徹底図解) トリプルウイン 新星出版社 [2008.10] 9784405106765 10898990 平成26年度
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547.8/Ta54/1
よくわかる最新デジタル放送技術の基本と仕組み : デジタル放送
技術を基礎から学ぶ : 知識と常識 (How-nual図解入門) 高嶋, 規之 / 古市, 誠 秀和システム 2011.6 9784798029825 10898986 平成26年度

547/Ta87/3
通信技術が一番わかる : 音声・データ通信から放送まで網
羅的に解説した入門書 (しくみ図解:030)

谷口, 功(1954-) 技術評論社 2012.12 9784774153728 10898991 平成26年度

548.2/Ko12/6-1 FPGAボードで学ぶ組込みシステム開発入門 Altera編 小林, 優 技術評論社 2011.10-2013.5 9784774148397 10898979 平成26年度

548.2/Ko12/6-2 FPGAボードで学ぶ組込みシステム開発入門 Xilinx編 小林, 優 技術評論社 2011.10-2013.5 9784774156514 10898978 平成26年度

548.3/R 51/15 「ロボット」がわかる本 (I/O books) I/O編集部 / nekosan 工学社 2013.10 9784777517930 10900829 平成26年度

548.3/Se93/1 絵でわかるロボットのしくみ (絵でわかるシリーズ)
瀬戸, 文美 / 平田, 泰久 / 講談社サ
イエンティフィク

講談社 2014.1 9784061547674 10900830 平成26年度

548.3/Y 82/3 はじめてのロボット創造設計 改訂第2版
米田, 完 / 坪内, 孝司(1959-) / 大隅,
久 / 講談社サイエンティフィク

講談社 2013.7 9784061565234 10900826 平成26年度

559.1/Ka58/1
狙撃の科学 : 標的を正確に撃ち抜く技術に迫る (サイ
エンス・アイ新書:SIS-270)

かの, よしのり(1950-) ソフトバンククリエイティブ 2013.2 9784797369632 10911207 平成27年度

559.4/Me22/1 ドイツ連邦戦車開発小史 名城, 犬朗 イカロス出版 2013.7 9784863207578 10902627 平成26年度

565.12/Z  5/1 図説金の文化史
Zorach, Rebecca, 1969- / Phillips,
Michael W. / 高尾, 菜つこ(1973-)

原書房 2016.11 9784562053537 10920326 平成28年度

575.1/Ku14/1
トコトンやさしい燃焼学の本 (B&Tブックス. 今日からモ
ノ知りシリーズ)

久保田, 浪之介 日刊工業新聞社 2012.6 9784526068980 10911203 平成27年度

588.57/B 12/1 黒霧島物語 : 宮崎の弱小蔵元が焼酎王者になるまで 馬場, 燃
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

2015.6 9784822279189 10908929 平成27年度

588.57/U 56/2 ウイスキー完全バイブル 土屋, 守(1954-) ナツメ社 2015.12 9784816359354 10924479 平成29年度第1回

589.73/E 63/1 図解奇跡の文具術 : 効率200%アップの最強ツール 榎本, 勝仁 青春出版社 2012.9 9784413110723 10900804 平成26年度

589.77/I 14/1 おもちゃ一獲千金! 市川, 隆司(1951-)
幻冬舎メディアコンサルティン
グ/幻冬舎 (発売)

2015.12 9784344973312 10920203 平成28年度
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590/Se22/1 世界一たのしいひとり暮らし術 : 安心!快適! 河野, 真希 イースト・プレス 2013.3 9784781609416 10898958 平成26年度

591/G 55/1
貧乏人が激怒する新しいお金の常識 : あなたが貧しく
なる理由と40の処方箋

午堂, 登紀雄 光文社 2013.2 9784334977337 10902744 平成26年度

591/H 27/1 共働き夫婦のマネー術 : 30代で1000万円貯める! 花輪, 陽子 日本経済新聞出版社 2014.10 9784532319663 10902739 平成26年度

591/H 63/1
レシートで人生を変える7つの手順 : もらって、集め
て、眺めるお金術

平林, 亮子 幻冬舎 2013.2 9784344023352 10902738 平成26年度

591/Su23/1
お金が貯まるのは、どっち!? : お金に好かれる人、嫌
われる人の法則

菅井, 敏之(1960-) アスコム 2014.3 9784776208228 10899020 平成26年度

591/Te14/1
手取り17万円からの貯金の教科書 : 間違った節約を
やめたらお金が貯まる

横山, 光昭(1971-) 宝島社 2014.10 9784800232458 10902740 平成26年度

591/Y 43/1 20代のお金の教科書 : 稼ぐ・貯める・増やす 山崎, 俊輔 / 山口, 京子
学研パブリッシング/学研
マーケティング (発売)

2014.8 9784058003046 10902727 平成26年度

591/Y 79/2 20代から知っておきたいお金のルール 横山, 光昭(1971-) 高橋書店 [2012.12] 9784471212667 10902726 平成26年度

593.3/Ki11/1 Menswear illustration : pbk. Kilroy, Richard Thames and Hudson c2015 9780500517796 10909026 平成27年度

594.3/H 16/1
はじめての「うで編み」 : 1時間でマフラーができちゃっ
た! (レディブティックシリーズ:no. 3889)

ブティック社 2014.12 9784834738896 10902835 平成26年度

594.3/Ma31/1
毎日使いの輪編みコモノ : とじはぎなしのかぎ針編み
(アサヒオリジナル:519)

アップルミンツ(E&Gクリエイツ/
朝日新聞出版 (発売)

2014.11 9784021906114 10902834 平成26年度

594.3/Sh15/1
刺しゅう糸で編む : 色がいっぱい!ミニチュアこもの100 : は
じめてのかぎ針編み (アサヒオリジナル:518)

アップルミンツ/朝日新聞出
版 (発売)

2014.11 9784021906107 10902528 平成26年度

594.4/H 16/1
はじめての水引細工 : 基本の結び方とかんたんアク
セサリー

荻原, 加寿美 / 小林, 一夫(1941-) 成美堂出版 2014.10 9784415318073 10902526 平成26年度

594.5/O 66/1
はじめての加賀ゆびぬき : 1本の糸から生まれる美し
い模様135点

大西, 由紀子 誠文堂新光社 2014.3 9784416314081 10902525 平成26年度

594.6/Ts26/1 つゆつきのつまみ細工 : 京都で楽しむ日本の手しごと 土田, 由紀子 日本ヴォーグ社 2013.12 9784529052795 10902523 平成26年度
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594.7/G 18/1
がま口がいっぱい : いろんな形&サイズが作れる
(Heart warming life series)

日本ヴォーグ社 2013.10 9784529052344 10909031 平成27年度

594.9/C 95/1
Cui Cui (キュイキュイ) の植物でたのしいハンドメイド :
季節の草花でかわいい雑貨をつくろう!

Cui Cui ビー・エヌ・エヌ新社 2015.4 9784861009662 10911242 平成27年度

594.9/H 31/2
針と糸を使わないフェルトのスイーツ (レッスンシリー
ズ)

原口, 幸子 パッチワーク通信社 2012.12 9784863224285 10902531 平成26年度

594.9/Ma26/1
たのしい野菜とフルーツがいっぱい : 20cmのフェルト
で作る (Heart warming life series)

前田, 智美(1974-) 日本ヴォーグ社 2014.8 9784529053228 10902522 平成26年度

595.4/N 91/1
Rie gel nail arrange : プチプラでできる仕上がりサロン
級のセルフジェルネイル

埜藤, 理恵 KADOKAWA 2016.2 9784040681290 10920183 平成28年度

595.5/N 14/1
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 2016.6 9784478069677 10919091 平成28年度

595/O 67/1
美姿勢筋トリートメント : 「美容」と「姿勢改善」のトータ
ルケア

小野, 浩二 / 佐々木, 圭 BABジャパン 2014.4 9784862208279 10919076 平成28年度

595/W 46/1
いくつになっても綺麗でいられる人の究極の方法 : ア
クティブエイジングのすすめ

ワタナベ, カツア 青春出版社 2016.8 9784413230094 10919083 平成28年度

596.04/Y 19/1 魯山人美食の名言 (平凡社新書:853) 山田, 和(1946-) 平凡社 2017.9 9784582858532 10926198 平成29年度第2回

596.21/N 98/1 日本料理味つけ便利帳 : だしたれ合せ調味料386 野崎, 洋光(1953-) 柴田書店 2010.12 9784388061006 10909034 平成27年度

596.21/W 65/1 What is 和食 WASHOKU? : 英文対訳付
服部, 幸応(1945-) / 服部, 津貴子(1948-
) / こどもくらぶ / 山本, 真希

ミネルヴァ書房 2016.7 9784623077397 10919099 平成28年度

596.3/A 14/1
アボカド人気専門店のアボカドスーパーレシピ100 (タ
ツミムック)

小泉, 充 辰巳出版 2013.11 9784777812363 10919146 平成28年度

596.3/E 89/1 Everydayアボカド! アボフレール 宝島社 2015.9 9784800245724 10919149 平成28年度

596.33/D 36/1 dancyuステーキ。 (プレジデントムック) プレジデント社 2016.9 9784833475396 10920245 平成28年度

596.33/Ku27/1
クックパッド最強鶏むね肉レシピ (主婦の友生活シ
リーズ)

主婦の友社 [2016.9] 9784074167982 10919145 平成28年度
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596.33/Sh29/1 肉めし 重信, 初江 主婦と生活社 [2016.7] 9784391148701 10919144 平成28年度

596.4/Mi35/1
みんなの機内食 : 一日3万アクセスの人気サイト待望
の書籍化! : 110人の「機上の晩餐」お見せします!

機内食ドットコムRikiya 翔泳社 2012.6 9784798125596 10900780 平成26年度

596.65/B 63/1
ぼくのおやつ : おうちにあるもので作れるパンとお菓
子56レシピ

ぼく(1988-) ワニブックス 2014.4 9784847092251 10909037 平成27年度

596.65/F 74/2 まんがキッチン (文春文庫:[ふ-38-1]) 福田, 里香(1962-) 文藝春秋 2014.3 9784167900427 10899036 平成26年度

596.65/Ka94/2 ひと目でわかるお菓子の教科書 きほん編 川上, 文代 新星出版社 [2012.11] 9784405092365 10899013 平成26年度

596.7/B 46/1 ビール事典 (贅沢時間)
学研パブリッシング/学研
マーケティング (発売)

2014.6 9784058002674 10919193 平成28年度

596.7/N 77/1 日本茶の基本 枻出版社 2011.2 9784777918409 10919080 平成28年度

596.8/Sa61/1
さんまをキレイに食べられますか? : できる大人の食
べ方絵じてん

小倉, 朋子 / 沼田, 光太郎 ナツメ社 2013.10 9784816354953 10912392 平成27年度

596.8/Su71/1
「あの子、いいね!」といわれる人の食べかた&ふるま
い

諏内, えみ 日本文芸社 2014.6 9784537211870 10899063 平成26年度

596/A 71/1
365日のめざましスープ : 朝をかえよう、朝ごはんでか
わろう

有賀, 薫(1964-) SBクリエイティブ 2016.3 9784797387049 10920251 平成28年度

596/B 63/1
ぼくのごはん : 簡単&時短!誰でも美味しく作れるアイ
デアたっぷりの54レシピ 初回版

ぼく(1988-) ワニブックス 2015.5 9784847093258 10912396 平成27年度

596/B 63/2
もっと!ぼくのごはん : すぐに作れて失敗知らず!忙しい
人のための魔法の54レシピ

ぼく(1988-) ワニブックス 2015.11 9784847093975 10912388 平成27年度

596/F 57/2 カラダが変わる、おいしいスープ : 出る。効く。 藤井, 恵 新星出版社 [2014.10] 9784405092310 10902520 平成26年度

596/F 92/2
フライパン1つで手間なし!おいしい480品 (Gakken hit
mook)

学研パブリッシング/学研マーケティング (発売)2015.3 9784056107777 10926227 平成29年度第2回

596/Ka86/1
男めし入門 : 60からの手習い (講談社のお料理
BOOK)

加藤, 和子(1942-) 講談社 2016.8 9784062996785 10920275 平成28年度
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596/Ka94/2 料理をもっとおいしく見せる盛りつけのきほん 川上, 文代 永岡書店 [2011.10] 9784522430026 10899062 平成26年度

596/Ko12/5
小林カツ代料理の辞典 : おいしい家庭料理のつくり方
2448レシピ

小林, カツ代 朝日出版社 2002.4 9784255001500 10919223 平成28年度

596/Ko45/2-6 男子ごはんの本 その6
国分, 太一 / 小林, ケンタロウ(1972-) /
栗原, 心平(1978-)

MCO/角川グループホールディ
ングス (発売)

2013.4-2017.4 9784048954860 10924514 平成29年度第1回

596/Ko45/2-7 男子ごはんの本 その7
国分, 太一 / 小林, ケンタロウ(1972-) /
栗原, 心平(1978-)

MCO/角川グループホールディ
ングス (発売)

2013.4-2017.4 9784048954860 10924515 平成29年度第1回

596/Ko45/2-8 男子ごはんの本 その8
国分, 太一 / 小林, ケンタロウ(1972-) /
栗原, 心平(1978-)

MCO/角川グループホールディ
ングス (発売)

2013.4-2017.4 9784048954860 10924516 平成29年度第1回

596/Ko45/2-9 男子ごはんの本 その9
国分, 太一 / 小林, ケンタロウ(1972-) /
栗原, 心平(1978-)

MCO/角川グループホールディ
ングス (発売)

2013.4-2017.4 9784048954860 10924517 平成29年度第1回

596/Ku61/4 おいしくたべよう。 : 素材をいかすレシピ133 (LEE) 栗原, はるみ(1947-) 集英社 2010.4 9784087805598 10899051 平成26年度

596/N 93/1
野口真紀のスピードごはん : おいしいごはんは手間
いらず! (e-mook)

宝島社 2015.7 9784800238153 10908984 平成27年度

596/O 17/2 一日がしあわせになる朝ごはん 小田, 真規子 / 大野, 正人 文響社 2015.10 9784905073192 10920278 平成28年度

596/Ta12/3
食べて改善おくすりスープ : 冷え疲れ便秘肌荒れ胃
痛風邪に。 (Orange page books)

濱田, 美里 オレンジページ 2014.11 9784873039503 10902593 平成26年度

596/Ts66/1
作りおきそうざい : ほかほかはもちろん、時間がたつ
ほどこっくりおいしい。

主婦の友社 主婦の友社 [2013.12] 9784072926529 10899089 平成26年度

597.5/H 84/1 もっと知りたい無印良品の収納 本多, さおり KADOKAWA 2014.9 9784040669687 10908987 平成27年度

597/P 23/1 パリの小さな部屋 Press31 アスペクト 2013.5 9784757221741 10886576 平成25年度

599/Ta11/1 ママだって、人間 田房, 永子(1978-) 河出書房新社 2014.3 9784309274799 10909132 平成27年度

601.1/C 41/39
地域ブランドのつくりかた (エイムック:2709. Discover
Japan:別冊)

枻出版社 2013.10 9784777929795 10899075 平成26年度



所在：1階　第１閲覧室 選定図書コーナー

請求記号 書名 著者 出版者 出版日付 ISBN 資料ID 選書ツアー年度
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601.19/C 41/1 地域活性化への試論 : 地域ブランドの視点 片山, 富弘(1960-) 五絃舎 2014.1 9784864340281 10924381 平成29年度第1回

602.1/G 99/2B
逆境をチャンスに変える人たち (ガイアの夜明け : 日
経スペシャル)

テレビ東京報道局 / テレビ東京 日本経済新聞社 2003.9 9784532310844 10920340 平成28年度

602.1/Z  6/5-
図解業界地図が一目でわかる本 最新2015年版 (知
的生きかた文庫)

ビジネスリサーチ・ジャパン / 榊原, 英資
(1941-) / インタービジョン21

三笠書房 [2010.7]- 9784837982722 10900793 平成26年度

609/A 67/1
あらゆる単位と重要原理・法則集 : 長さ, 面積, 体積, 重さ,
時間, 熱量-- (NEWTONムック) (ニュートン別冊)

水谷, 仁(1942-) ニュートンプレス 2014.3 9784315519860 10902690 平成26年度

610.59/Sh95/2- 食料・農業・農村白書 平成29年版 農林水産省 時事画報社 2017.6 9784865790825 10926197 平成29年度第2回

611.1/O 72/2
地域農業再生の論理 : 佐賀農業における実証的研究 (佐
賀大学経済学会叢書:8)

長, 安六(1947-) 九州大学出版会 2002.6 9784873787411 10898879 平成26年度

611.1/Sh95/4
世界の農業環境政策 : 先進諸国の実態と分析枠組
みの提案

荘林, 幹太郎 / 木下, 幸雄 / 竹田, 麻
里(1980-)

農林統計協会 2012.1 9784541037985 10898872 平成26年度

611.1/Ta63/1
食と農の「崩壊」からの脱出 : 食料・農業・農村政策を「マーケッ
ト・イン型、地域分散・ネットワーク型、納税者負担型」へ転換せよ 武本, 俊彦(1952-) 農林統計協会 2013.1 9784541039040 10898867 平成26年度

611.1/Y 44/3
日本の農業を破壊したのは誰か : 「農業立国」に舵を
切れ

山下, 一仁(1955-) 講談社 2013.9 9784062185851 10898869 平成26年度

611.3/Sh18/3
食糧危機にどう備えるか : 求められる日本農業の大
転換

柴田, 明夫(1951-) 日本経済新聞出版社 2012.3 9784532355111 10898868 平成26年度

611.3/W 14/1-1 我が国における食料自給率向上への提言 [pt. 1] 板垣, 啓四郎(1955-) 筑波書房 2011.3- 9784811903811 10898875 平成26年度

611.3/W 14/1-2 我が国における食料自給率向上への提言 pt. 2 板垣, 啓四郎(1955-) 筑波書房 2011.3- 9784811904016 10898873 平成26年度

611.3/W 14/1-3
耕作放棄地の解消を考える (我が国における食料自
給率向上への提言:pt. 3)

板垣, 啓四郎(1955-) 筑波書房 2013.3 9784811904191 10898874 平成26年度

611.38/C 47/1 食糧格差社会 : 始まった「争奪戦」と爆食する世界 茅野, 信行(1949-) ビジネス社 2009.12 9784828415505 10898876 平成26年度

611.38/G 95/1
グローバリゼーションとフードエコノミー : 新たな課題
への挑戦

Bunte, Frank / Dagevos, Hans /他 農林統計出版 2012.9 9784897322629 10898881 平成26年度
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611.7/I 38/1
図解グローバル農業ビジネス : 新興国戦略が拓く日
本農業の可能性 (B&Tブックス)

井熊, 均(1958-) / 三輪, 泰史(1979-) 日刊工業新聞社 2011.12 9784526067938 10898871 平成26年度

611/A 84/1 農業で稼ぐ!経済学
浅川, 芳裕(1974-) / 飯田, 泰之
(1975-)

PHP研究所 2011.7 9784569793337 10898880 平成26年度

611/B 38/1
食と農の政治経済学 : 国際フードレジームと階級のダ
イナミクス

Bernstein, Henry / 松岡, 浩平 / 山岸, 拓
也 / 渡辺, 雅男(1950-)

桜井書店 2012.7 9784905261087 10898877 平成26年度

611/Ki83/1 キーワードで読みとく現代農業と食料・環境 新版
小池, 恒男 / 新山, 陽子(1952-) / 秋津,
元輝(1960-) / 農業と経済編集委員会

昭和堂 2017.3 9784812216149 10926196 平成29年度第2回

612.53/I 75/1
農業超大国アメリカの戦略 : TPPで問われる「食料安
保」

石井, 勇人(1958-) 新潮社 2013.6 9784103342519 10898870 平成26年度

615.7/D 64/1 垂直農場 : 明日の都市・環境・食料 Despommier, Dickson D. / 依田, 卓巳 NTT出版 2011.9 9784757142756 10898878 平成26年度

629.21/Ma66/3 共生 (ともいき) のデザイン : 禅の発想が表現をひらく 枡野, 俊明 フィルムアート社 2011.10 9784845911783 10924512 平成29年度第1回

629.75/H 57/2
無農薬で庭づくり : オーガニック・ガーデン・ハンドブッ
ク

曳地, トシ / 曳地, 義治 築地書館 2005.7 9784806713104 10919084 平成28年度

645.6/C 41/1 チワワの飼い方・しつけ方 前田, 智子 成美堂出版 [2015.3] 9784415300559 10909130 平成27年度

645.6/F 68/1
飼い主のための犬種図鑑ベスト185 : 人気犬が勢揃
い!

藤原, 尚太郎(1967-) / 主婦の友社 主婦の友社 2017.7 9784074244805 10926151 平成29年度第2回

645.6/I 11/1-2 I　loveチワワ vol. 2 (Neko mook:746, 1709) ネコ・パブリッシング 2004.8-2011.11 9784777012091 10909128 平成27年度

645.6/I 58/3
イヌの気持ちがおもしろいほどわかる本 (扶桑社文
庫:0510)

イヌとの暮らしを楽しむ会 扶桑社 2008.8 9784594057404 10902595 平成26年度

645.7/I 43/2 猫はふしぎ (イースト新書Q:Q007) 今泉, 忠明(1944-) イースト・プレス 2015.9 9784781680071 10911295 平成27年度

645.7/Ko78/1 鴻池剛と猫のぽんたニャアアアン! 鴻池, 剛 / ホビー書籍編集部 KADOKAWA 2015.11 9784047305434 10917703 平成28年度

645.7/Ku71/1
ネコがこんなにかわいくなった理由 : No.1ペットの進
化の謎を解く (PHP新書:1065)

黒瀬, 奈緒子 PHP研究所 2016.10 9784569830964 10920276 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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645.7/Mu18/1 まるです。箱を愛し過ぎなねこ。 : 写真集 mugumogu
TOKIMEKIパブリッシング/日本
工業新聞社 (発売)

2013.9 9784819112253 10898950 平成26年度

645.7/N 61/6 猫が教えてくれた大切なこと (心温まる物語シリーズ) フェリシモ猫部 あさ出版 2014.8 9784860637088 10902804 平成26年度

645.7/Sa32/2 プチパリにゃん 酒巻, 洋子 産業編集センター 2015.2 9784863111080 10909143 平成27年度

645.7/Sh89/3 のせ猫 : かご猫シロとおなじみ4人弟子 Shironeko 宝島社 2013.2 9784800204295 10898964 平成26年度

645.76/H 44/1 イラストでわかる!ネコ学大図鑑 服部, 幸(1979-) 宝島社 2016.7 9784800257994 10926148 平成29年度第2回

645.9/H 22/2 ハムケツ : どうしてそんなにカワイイの! manic バジリコ 2014.3 9784862382085 10898963 平成26年度

653.2/Ka33/1 落ち葉の呼び名事典 : 散歩で見かける 亀田, 竜吉(1953-) 世界文化社 2014.10 9784418144242 10902546 平成26年度

664.9/H 81/2 捕鯨の文化人類学 岸上, 伸啓(1958-) 成山堂書店 2012.3 9784425982417 10909104 平成27年度

666.9/G 34/1
原色金魚図鑑 : かわいい金魚のあたらしい見方と提
案

岡本, 信明 / 川田, 洋之助(1952-) 池田書店 [2013.7] 9784262131313 10911241 平成27年度

666.9/O 42/1
どんぶり金魚の楽しみ方 : 世界でいちばん身近な金
魚の飼育法

岡本, 信明 / 川田, 洋之助(1952-) 池田書店 [2015.7] 9784262131382 10911240 平成27年度

667.4/Ka91/1
明太子をつくった男 : ふくや創業者・川原俊夫の人生
と経営

川原, 健(1943-) 海鳥社 2013.1 9784874158739 10889603 平成25年度

670.91/I 96/1
ビジネス会話トレーニング : ビジネス日本語の知識と
コミュニケーション力を身につける! (日本企業への就
職)

岩澤, みどり / 寺田, 則子 / 朱, 鵬霄 アスク 2006.7 9784872175998 10919128 平成28年度

670.93/H 61/2
基礎からわかる会社で使う英語 : 英会話+英文メール
の決まり文句120 改訂版

日向, 清人(1952-) ピアソン桐原 2011.12 9784342000775 10911120 平成27年度

670.93/H 94/1 仕事英会話まるごとフレーズ 細井, 京子 / 松岡, 昇 アルク 2016.6 9784757428157 10926123 平成29年度第2回

670.93/I 13/1 一流企業のビジネス英語 安武内, ひろし / Juerchott, Brad 秀和システム 2017.3 9784798049687 10926154 平成29年度第2回
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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673.1/Ka41/1
お店・会社が回る!できるアルバイトの育て方 : 会社の未来は輝き
を放つアルバイトがつくっている! (Asuka business & language
books)

鴨頭, 嘉人(1966-) 明日香出版社 2013.11 9784756916556 10899170 平成26年度

673.3/N 29/7
絶対に売上を伸ばす人の販売のワザ : リピーター・客
単価UP

内藤, 加奈子(1975-) 明日香出版社 2015.3 9784756917577 10911131 平成27年度

673.3/Sh28/3 伝説の気づかい 重太, みゆき 三笠書房 [2014.12] 9784837925675 10908979 平成27年度

673.36/A 97/1
「アウェイ」で攻める!中国市場向け通信販売のノウハ
ウ

ワールドインテリジェンスパートナー
ズジャパン

中央経済社 2013.12 9784502081309 10919113 平成28年度

673.36/E 67/3 アリババ中国eコマース覇者の世界戦略 Erisman, Porter / 黒輪, 篤嗣(1973-) 新潮社 2015.10 9784105069513 10912308 平成27年度

673.36/O 25/2
「社長、辞めます!」 : ジャパネットたかた激闘365日の
舞台裏

荻島, 央江
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

2014.5 9784822263942 10899155 平成26年度

673.36/Sh95/1
中国人にネットで売る! : 2つの"ネット"の正しい使い
方、つくり方 : インターネット 人のネットワーク

徐, 向東 東洋経済新報社 2011.7 9784492502204 10919109 平成28年度

673.7/I 96/3
超繁盛店のツボとコツがゼッタイにわかる本 : 最初か
らそう教えてくれればいいのに!

岩崎, 剛幸(1969-) 秀和システム 2015.3 9784798043029 10912360 平成27年度

673.78/D 11/1
D&Departmentに学んだ、人が集まる「伝える店」のつ
くり方 : 学びながら買い、学びながら食べる店

ナガオカ, ケンメイ(1965-) 美術出版社 2013.3 9784568505221 10924511 平成29年度第1回

673.78/Ma77/2
無印良品が、世界でも勝てる理由 : 世界に“グローバ
ル・マーケット"は、ない

松井, 忠三(1949-) KADOKAWA 2015.11 9784041029718 10912307 平成27年度

673.78/Ma77/3
図解無印良品は、仕組みが9割 : 仕事はシンプルに
やりなさい

松井, 忠三(1949-) / 角川書店 KADOKAWA 2015.2 9784041025376 10912309 平成27年度

673.78/Ma77/4
無印良品の、人の育て方 : "いいサラリーマン"は、会
社を滅ぼす

松井, 忠三(1949-) / 角川書店 KADOKAWA 2014.7 9784041015209 10912310 平成27年度

673.97/Sa32/2
俺のイタリアン俺のフレンチ : ぶっちぎりで勝つ競争
優位性のつくり方

坂本, 孝(1940-) 商業界 2013.4 9784785504540 10889606 平成25年度

673.99/Mu43/1
常識破りの「空き家不動産」投資術 : 無職・資金ゼロ
のアラフォーの僕でも月収100万円を実現した!

村上, 祐章 ビジネス社 2015.6 9784828418186 10908980 平成27年度

674.3/A 22/1
デザイナーとして起業した(い)君へ。成功するための
アドバイス

Airey, David / 小竹, 由加里 ビー・エヌ・エヌ新社 2013.11 9784861008863 10911223 平成27年度
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674.3/A 94/4 あたらしい模様・柄・パターンのデザイン ビー・エヌ・エヌ新社 2014.9 9784861009365 10902588 平成26年度

674.3/C 41/6 地域の魅力を引き出す!リニューアルデザイン ピエ・ブックス パイインターナショナル 2015.5 9784756246370 10909032 平成27年度

674.3/Su83/1
捨てずにとっておきたくなるデザインのアイデア : 消費者に「とっておきた
い」と思わせる、広告効果の高い作例を特集 (デザインのアイデアシリー
ズ)

パイインターナショナル 2014.3 9784756244642 10899072 平成26年度

674.3/Su96/1
商品写真の撮り方完全ガイド : プロがやさしく教える
ブツ撮りの手引き

鈴木, 知子
エムディエヌコーポレーション/イン
プレスコミュニケーションズ (発売) 2014.6 9784844364276 10899061 平成26年度

674.4/Ku62/1 クリ活 井本, 善之 / マスメディアン 宣伝会議 2013.7 9784883352883 10899071 平成26年度

674.7/H 77/1
一目で伝わる構図とレイアウト : 「1枚ものチラシ」のデ
ザイン特集

パイインターナショナル 2014.4 9784756244765 10902592 平成26年度

674.9/Y 98/1 ユニクロのデザイン (Seibundo mook) 誠文堂新光社 2008.4 9784416608302 10900837 平成26年度

675.18/Mi91/2
日本の広告マッチラベル : 大正末～昭和20年代 (京
都書院アーツコレクション:249. デザイン:33)

三好, 一(1935-) 京都書院 1999.1 9784863504721 10909092 平成27年度

675.18/N 76/1 人気デパ地下"スイーツ"パッケージ図鑑 廣川, 淳哉 / 西山, 薫 / 西村, 真理子
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

2014.9 9784822264925 10900839 平成26年度

675.18/O 62/1 おみやげのデザイン ビー・エヌ・エヌ新社 2014.8 9784861009341 10902590 平成26年度

675.18/Sh11/1 Make a box : ready ‐ to ‐ use display packaging
Shao, Lianshun / Hu, Lang / 三角, 和
代

ビー・エヌ・エヌ新社 2007.9 9784861005183 10899055 平成26年度

675.3/A 24/1 アイデアは才能では生まれない 美崎, 栄一郎 日本経済新聞出版社 2012.7 9784532318147 10920205 平成28年度

675.3/N 31/2
女性社員にまかせたら、ヒット商品できちゃった : ベ
ビーフット、ミリオンセラーの秘密

中島, 隆 あさ出版 2014.6 9784860636685 10920204 平成28年度

675.4/Su96/12
トコトンやさしい流通の本 (B&Tブックス. 今日からモノ
知りシリーズ)

鈴木, 邦成 日刊工業新聞社 2006.9 9784526057366 10898965 平成26年度

675/Ka84/7 差異としてのマーケティング 増補改訂版 片山, 富弘(1960-) 五絃舎 2015.12 9784864340540 10919130 平成28年度
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675/Ka94/3
物を売るバカ : 売れない時代の新しい商品の売り方
(角川oneテーマ21:D-24)

川上, 徹也 KADOKAWA 2014.5 9784041015674 10898917 平成26年度

675/Ma33/31
マーケティング・ビジネス実務検定 : ベーシック版テキ
スト 第6版

国際実務マーケティング協会 税務経理協会 2015.1 9784419061197 10919127 平成28年度

675/N 32/2 ブランドのそだてかた 中川, 淳 / 西澤, 明洋(1976-)
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

2012.10 9784822264819 10911219 平成27年度

675/N 81/3
新・パーソナルブランディング : 独立・起業を成功させ
る18のステップ

西澤, 明洋(1976-) 宣伝会議 2014.4 9784883353118 10911224 平成27年度

675/O 95/2
これだけは知っておきたい「マーケティング」の基本と常識 : 市場
のつかみ方から、価格・広告戦略、ネット・マーケティングまで簡単
にわかります! 改訂版

大山, 秀一 フォレスト出版 2016.4 9784894517059 10917640 平成28年度

675/P 11/2
顧客ロイヤルティ戦略はこう変わる : ビッグデータ時
代襲来

Paharia, Rajat / 稲垣, みどり アルファポリス/星雲社 (発売) 2014.2 9784434188756 10926191 平成29年度第2回

675/Sa25/5 新しい顧客戦略の教科書 : ソーシャルシフト 斉藤, 徹 / 伊藤, 友里 KADOKAWA 2014.9 9784046005892 10902833 平成26年度

678.2/Sh51/1
格安エアラインLCCローコストキャリアで飛ぼう : 1万
円フライトで1万円海外旅行

下川, 裕治(1954-)
講談社ビーシー/講談社 (発
売)

2011.10 9784062173346 10902614 平成26年度

678.2/Su48/1 間違いだらけのLCC (格安航空) 選び 杉浦, 一機(1947-) 草思社 2014.5 9784794220530 10902618 平成26年度

678.4/A 42/1
Amazon輸出ビジネスがわかる本 : 1日10分で月10万
円を稼ぐ!

掘, 英郎 ソシム 2013.12 9784883379026 10892079 平成25年度

678.4/B 62/5
貿易実務ハンドブック : アドバンスト版 : 「貿易実務検
定」準A級・B級オフィシャルテキスト 第4版

日本貿易実務検定協会
日本能率協会マネジメントセ
ンター

2012.7 9784820747895 10919104 平成28年度

678.4/B 62/6
貿易実務英語の基礎 : 貿易実務検定C級試験対策 :
使える例文満載 改訂版

日本貿易実務検定協会
日本能率協会マネジメントセ
ンター

2006.10 9784820716877 10919136 平成28年度

678.4/B 62/7
貿易実務検定オフィシャルテキスト「貿易実務英語科
目」 新版

日本貿易実務検定協会 三修社 2012.1 9784384044652 10919137 平成28年度

678.4/J 54/1 実践貿易実務 第12版
石川, 雅啓(1973-) / 日本貿易振興機
構

日本貿易振興機構 (ジェトロ) 2016.6 9784822411565 10919103 平成28年度

686.1/Te86/2- 注解鉄道六法 平成26年版 第一法規出版 1987- 9784474033306 10902803 平成26年度
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686.21/A 51/1
ここが凄い!日本の鉄道 : 安全・正確・先進性に見る
「世界一」 (交通新聞社新書:111)

青田, 孝(1947-) 交通新聞社 2017.6 9784330794174 10924537 平成29年度第1回

686.21/U 66/2
いまこそ楽しみたい新幹線の旅 : 夢の超特急誕生か
ら50年 (PHPビジュアル実用books)

梅原, 淳(1965-) PHP研究所 2014.9 9784569820132 10917820 平成28年度

686.219/J 11/1 JR九州のひみつ PHP研究所 PHP研究所 2013.10 9784569814933 10900913 平成26年度

686.219/Ka62/1 鉄客商売 : JR九州大躍進の極意 唐池, 恒二 PHP研究所 2016.6 9784569829197 10917810 平成28年度

686.2191/N 81/1 西鉄電車・バスのひみつ PHP研究所 PHP研究所 2014.7 9784569819341 10900922 平成26年度

686.23/Sh69/1-1 小池滋のヨーロッパ鉄道歴史と文化 1 篠崎, 幸雄(1942-) / 小池, 滋(1931-) ヨーロッパ鉄道協会 2012.7 9784897182681 10902633 平成26年度

686.5/So11/1 特急・急行トレインマーク図鑑 鼠入, 昌史 / 松原, 一己 双葉社 2015.8 9784575309317 10912362 平成27年度

686.51/Te86/2
鉄道のお得技ベストカタログ : 「安く」「快適に」乗りこ
なす電車で得する裏ワザ273 (三才ムック:vol.749)

福岡, 健一 三才ブックス 2014.12 9784861997334 10902847 平成26年度

686.51/Ts32/1 新きっぷのルールハンドブック 土屋, 武之 実業之日本社 2017.4 9784408456461 10924538 平成29年度第1回

686.53/Se22/1 世界で一番美しい駅舎 エクスナレッジ 2014.5 9784767817859 10900801 平成26年度

687.067/D 81/1 どんな問題も「チーム」で解決するANAの口ぐせ
ANAビジネスソリューション / 中経出
版

KADOKAWA 2014.6 9784046006028 10908983 平成27年度

687.067/J 11/2 JALの謎とふしぎ 造事務所 / 秋本, 俊二 PHP研究所 2017.3 9784569834344 10924533 平成29年度第1回

687.2/Su33/1 乗ってはいけない航空会社 杉江, 弘(1946-) 双葉社 2016.10 9784575311907 10924532 平成29年度第1回

687.2/Su49/1 LCCが拓く航空市場 : 格安航空会社の成長戦略 杉山, 純子(1975-) / 松前, 真二 成山堂書店 2012.4 9784425862016 10902611 平成26年度

687.9/N 77/1 日本のエアポートphoto book (イカロスMOOK) かしわ, ひろゆき イカロス出版 2014.4 9784863208445 10917708 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

687/E 11/3-
エアライン大百科 航空知識入門編 (イカロスMOOK.
基礎からわかる)

イカロス出版 イカロス出版 2015.4 9784863209862 10912361 平成27年度

687/Ka87/1-1 雲の上のこぼれ話 (航空笑:[正]) 勝田, 寛望(1935-) マネジメント社 2004.5 9784837804208 10912355 平成27年度

687/Ka87/1-2 雲をつかむ話 (航空笑:続) 勝田, 寛望(1935-) マネジメント社 2004.5 9784837804215 10912356 平成27年度

687/Ko45/8 航空検定 : 機体、機内、ルート、空港、運航乗務員、航空会社、歴史-7科
目からの出題で“航空力"を総合判定! (THE [○知] (マルチ) 検定) 谷川, 一巳(1958-) 河出書房新社 2008.5 9784309616032 10902620 平成26年度

687/R 14/1 今日もヒコーキに会いに行く 蘭木, 流子 イースト・プレス 2016.3 9784781614045 10917702 平成28年度

687/R 97/1 旅客機の秘密 日本博学倶楽部 PHP研究所 2011.12 9784569800691 10900923 平成26年度

687/Ta87/3 まだある旅客機・空港の謎と不思議 谷川, 一巳(1958-) 東京堂出版 2011.11 9784490207514 10924534 平成29年度第1回

687/V 31/1
グッド・フライト、グッド・ナイト : パイロットが誘う最高
の空旅

Vanhoenacker, Mark / 岡本, 由香子
(1974-)

早川書房 2016.2 9784152096036 10917698 平成28年度

689.211/G 95/1 グリーン・ツーリズム : 北海道からの発信 長尾, 正克(1940-) 筑波書房 2011.3 9784811903828 10924380 平成29年度第1回

689.5/D 71/4 ディズニーランドであった心温まる物語
東京ディズニーランド卒業生有志 /
香取, 貴信(1971-)

あさ出版 2013.4 9784860635954 10889595 平成25年度

689.6/Ko45/17
国内旅行業務取扱管理者テキスト&問題集 : この1冊
で決める!! (Shinsei license manual)

塚越, 公明 / 岡野, 貢 新星出版社 2015.7 9784405032200 10919138 平成28年度

689.6/R 97/16- 旅行業務取扱管理者試験 : 国内 : テーマ別問題集 : 試験に直結する演
習問題200題 2016 (旅行管理者シリーズ:2)

旅行管理者試験受験対策研究室 / トラ
ベルジャーナル / 金井, 久夫

エフィカス/新日本教育図書
(発売)

2009.2- 9784880245201 10919133 平成28年度

689.6/R 97/25-
海外旅行実務 2016年対策 (旅行業務取扱管理者試
験 : 一発合格!テキスト:4)

資格の大原旅行業務取扱管理者講座 /
大原簿記学校

大原出版 2015.3 9784864863261 10919134 平成28年度

689.6/R 97/25-
観光地理 「国内・海外」 2016年受験対策 (旅行業務
取扱管理者試験 : 一発合格!テキスト : 国内総合対
応:1)

資格の大原旅行業務取扱管理者講座 /
大原簿記学校

大原出版 2015.12 9784864863230 10919140 平成28年度

689.6/R 97/25-
旅行業法・約款 2016年受験対策 (旅行業務取扱管理
者試験 : 一発合格!テキスト : 国内総合対応:2)

資格の大原旅行業務取扱管理者講座 /
大原簿記学校

大原出版 2015.12 9784864863247 10919141 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

689.6/R 97/25-
国内旅行実務 2016年受験対策 (旅行業務取扱管理
者試験 : 一発合格!テキスト:3)

資格の大原旅行業務取扱管理者講
座 / 大原簿記学校

大原出版 2015.2 9784864863254 10919142 平成28年度

689.6/Ts96/10
通訳案内士試験 (英語) 合格対策&模擬問題 : 第1
次・第2次試験対応

江口, 裕之(1957-) / 日本観光通訳協
会

日本能率協会マネジメントセ
ンター

2010.4 9784820746447 10917669 平成28年度

689.6/Ts96/8
通訳案内士試験「地理・歴史・一般常識」直前対策 改
訂版

植田, 一三(1956-) / 高田, 直志 語研 2016.4 9784876153091 10917665 平成28年度

689.6/Ts96/9 通訳案内士試験「英語・一次・二次」直前対策
植田, 一三(1956-) / 上田, 敏子 / 小
室, 葉子

語研 2016.5 9784876153091 10917670 平成28年度

689.6/U 11/5-
U-CANの旅行業務取扱管理者過去問題集 : 国内
2016年版

ユーキャン旅行業務取扱管理者試験
研究会

ユーキャン学び出版/自由国
民社 (発売)

2013.4- 9784426608538 10919135 平成28年度

689.8/Ka31/1
年間1万人の外国人客が泊まる宿サクラホステル浅
草体当りおもてなし術

鎌田, 智子 講談社 2015.11 9784062197007 10912357 平成27年度

689/H 16/2 はじめての観光魅力学 山口, 一美 創成社 2011.11 9784794423771 10920325 平成28年度

694.21/Ts91/1- 通信業界の裏側が分かる 2016 日経コミュニケーション
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

2015.11 9784822215958 10919124 平成28年度

694.6/Ki41/1
Androidプログラミングパーフェクトマスター : with
JDK/Eclipse/ADT/Android SDK (Perfect master:132)

金城, 俊哉 秀和システム 2012.7 9784798033723 10889625 平成25年度

699.21/H 36/1
「見たいテレビ」が今日もない : メディアの王様・崩壊
の現場 (双葉新書:092)

長谷川, 豊(1975-) 双葉社 2014.5 9784575154436 10909102 平成27年度

699.67/N 61/1 熱血!平成教育学院問題集 フジテレビジョン 扶桑社 2009.2 9784594058777 10900803 平成26年度

701.5/W 77/1
アーティストのための美術解剖学 : デッサン・漫画・ア
ニメーション・彫刻など、人体表現、生体観察をするす
べての人に

Winslow, Valerie L. / 宮永, 美知代
(1957-)

マール社 2013.4 9784837301806 10889663 平成25年度

702.1/N 81/2
ニセモノ図鑑 : 見るだけで楽しめる! : 贋造と模倣からみた
文化史 (視点で変わるオモシロさ!)

西谷, 大(1959-) 河出書房新社 2016.10 9784309277677 10920271 平成28年度

702.16/G 34/1 幻想耽美 荒川, 佳織 / 大小田, 陽平 他 パイインターナショナル 2014.9 9784756244956 10909025 平成27年度

702.16/Ku83/2 草間弥生 (ヴァガボンズ・スタンダート:01) 草間, 弥生(1929-) 平凡社 2014.8 9784582278132 10900957 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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702.16/W 45/1 わたし超スキッ!!草間彌生 : 世界を感動させた自己愛
草間, 弥生(1929-) / Karuizawa New
Art Museum

美術出版社 2013.6 9784568104707 10900946 平成26年度

702/U 76/1 性愛の西洋美術史 (洋泉社mook)
海野, 弘(1939-) / 平松, 洋(1962-) /
利倉, 隆(1950-) / 森, 実与子

洋泉社 2014.5 9784800303837 10899092 平成26年度

704/I 57/2-1 びじゅチューン!DVD book [1]
井上, 涼 / NHKびじゅチューン!制作
班 / NHKエデュケーショナル

小学館 2015.4 9784094803167 10917713 平成28年度

704/Ko73/1 空の気 : 自然と音とデザインと 近藤, 等則(1948-) / 佐藤, 卓(1955-) みすず書房 2014.5 9784622078081 10924497 平成29年度第1回

704/Ts14/1
アートを始めるまえにやっておくべきこと (アート新書
アルテ:03)

椿, 昇 / 後藤, 繁雄(1954-) 光村推古書院 2009.4 9784838180028 10909030 平成27年度

706.9/A 24/1 会田誠 : 天才でごめんなさい
会田, 誠 / 片岡, 真実 / 佐々木, 瞳 /
阿部, 謙一 / 森美術館

青幻舎 2013.1 9784861523694 10900951 平成26年度

706.9/N 73/2 虹のかなたに : 靉嘔AY-O回顧
靉嘔 / 福井県立美術館 / 宮崎県立
美術館

美術出版社 2006.10 9784568103595 10900950 平成26年度

709/Ko12/5 世界遺産ベスト100 : 最新版 (王様文庫:C17-5) 小林, 克己(1946-) 三笠書房 [2012.4] 9784837966357 10900787 平成26年度

718/B 97/11 仏像の基本 : 開運!知っておきたい 枻出版社 2011.12 9784777922000 10920186 平成28年度

718/Y 11/1
日本の仏像 : 写真・図解 : この一冊ですべてがわか
る! 第2版

薬師寺, 君子(1971-) 西東社 2016.7 9784791623204 10920188 平成28年度

720/Sa93/1 ワケありな名画 : 名画31点の裏鑑賞会 沢辺, 有司 彩図社 2012.5 9784883928521 10881145 平成24年度

721.8/U 58/13 浮世絵でみる!お化け図鑑 中右, 瑛 / ピエ・ブックス パイインターナショナル 2016.7 9784756248107 10920274 平成28年度

721.9/B 41/4 美人画づくし 池永, 康晟(1965-) 芸術新聞社 2016.9 9784875864981 10926269 平成29年度第2回

721.9/U 14/1 内田あぐり : ドローイング 内田, あぐり(1949-) / 神崎, 絢子 青幻舎 2011.9 9784861523137 10900952 平成26年度

723.1/G 34/1
現代画家が描く美と幻想の世界 : 妖しく美しい女性た
ち (綜合ムック)

綜合図書 2016.9 9784862981745 10926270 平成29年度第2回
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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723.1/I 43/1 偶然を生きるものたち : 今井龍満作品集 今井, 龍満(1976-) 求龍堂 2014.3 9784763014160 10900949 平成26年度

723.1/Ky 6/1
京都・大阪・滋賀水彩さんぽ : 京阪沿線を旅する水彩
画

黒岩, 多貴子 せせらぎ出版 2015.10 9784884162467 10920187 平成28年度

723.1/Mi71/1 宮芳平画文集 : 野の花として生くる。
宮, 芳平(1893-1971) / 東京都練馬区
立美術館 / 前田, 忠史

求龍堂 2013.8 9784763013279 10900953 平成26年度

723.1/N 94/5 目に見えるもの : 野見山暁治画文集 野見山, 暁治(1921-) 求竜堂 2011.12 9784763011480 10900954 平成26年度

723.1/O 14/1 痕跡 : 小尾修画集 小尾, 修 芸術新聞社 2014.4 9784875864004 10926258 平成29年度第2回

723.1/Sh39/1 島村信之画集 島村, 信之(1965-) / 茂木, 光治 求竜堂 2011.11 9784763011350 10926260 平成29年度第2回

723.1/Sh67/1 Sanctuary : 篠原愛画集 篠原, 愛(1984-) 復刊ドットコム 2017.3 9784835454764 10926263 平成29年度第2回

723.1/Sh77/1 塩谷亮画集/ 塩谷亮著 塩谷, 亮(1975-) 求龍堂 2017.6 9784763017062 10926259 平成29年度第2回

723.1/Su87/1 どうせなにもみえない : 諏訪敦絵画作品集 諏訪, 敦(1967-) 求龍堂 2011.8 9784763011305 10900835 平成26年度

723.3/I 68/1 一生に一度は見たい西洋絵画Best100 愛蔵版 大友, 義博(1965-) 宝島社 2014.7 9784800227577 10899085 平成26年度

723.33/B 31/1 オーブリー・ビアズリー : 世紀末の光と闇の魔術師
Beardsley, Aubrey, 1872-1898 / 海野, 弘
(1939-) / ピエ・ブックス

パイインターナショナル 2013.12 9784756244178 10909029 平成27年度

723.348/Mu13/4 ミュシャ作品集 : パリから祖国モラヴィアへ
Mucha, Alphonse Marie, 1860-1939 /
千足, 伸行(1940-)

東京美術 2012.3 9784808709464 10899083 平成26年度

724.16/Ma81/1 風景を描く (日本画技法講座) 松本, 哲男(1943-) / 今野, 忠一 日本放送出版協会 1996.8 9784140320358 10926266 平成29年度第2回

724.17/Ta67/1 動物を描く (日本画技法講座) 竹内, 浩一 / 加山, 又造(1927-2004) 日本放送出版協会 1995.1 9784140320327 10926267 平成29年度第2回

724.4/N 37/1 きちんと描ける花スケッチ : 5つのステップでカンタン水彩 中村, 愛(1980-) グラフィック社 2014.4 9784766126501 10899081 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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724.9/E 73/1 絵師で彩る世界の名画 えんぴつ倶楽部 サイドランチ 2016.6 9784990256685 10917676 平成28年度

725/Ko11/1 動物デッサン : 「いのちを描く」の意義 黄, 欣 彩流社 2011.7 9784779116407 10926268 平成29年度第2回

726.1/A 11/1 アダムス・ファミリー全集
Addams, Charles, 1912- / Miserocchi,
H. Kevin / 安原, 和見(1960-)

河出書房新社 2011.10 9784309205793 10900753 平成26年度

726.1/B 73/1 風が吹くとき
Briggs, Raymond / さくま, ゆみこ
(1947-)

あすなろ書房 1998.9 9784751519714 10898866 平成26年度

726.1/I 57/14-1 中国工場の琴音ちゃん 1 井上, 純一 一迅社 2015.7 9784758014618 10912423 平成27年度

726.1/I 57/9-5 中国嫁日記 5 井上, 純一 / エンターブレイン
エンターブレイン/角川グルー
プパブリッシング (発売)

2011.8-2016.1 9784047308275 10920272 平成28年度

726.1/Ku92/1-1 孤独のグルメ 新装版 [1] 久住, 昌之(1958-) / 谷口, ジロー 扶桑社 2008.4 9784594056445 10926186 平成29年度第2回

726.1/Ku92/2-2 孤独のグルメ 2 谷口, ジロー / 久住, 昌之(1958-) 扶桑社 2015.9 9784594073374 10926187 平成29年度第2回

726.1/Ma66/2 ふつうな私のゆるゆる作家生活 (文春文庫:[ま-23-2]) 益田, ミリ(1969-) 文藝春秋 2014.4 9784167900786 10899040 平成26年度

726.1/N 61/1-1 まめねこ [1] ねこまき(ミューズワーク) さくら舎 2013.7-2015.1 9784906732470 10909139 平成27年度

726.1/N 61/1-4 まめねこ 4 ねこまき(ミューズワーク) さくら舎 2013.7-2015.1 9784906732982 10909140 平成27年度

726.1/O 51/3
こりずに毎日やらかしてます。 : 発達障害漫画家の日
常

沖田, ×華(1979-) ぶんか社 2016.5 9784821144365 10917792 平成28年度

726.1/Ta84/3 サラリーマン山崎シゲル : The sword of galaxy 田中, 光 ポニーキャニオン 2015.5 9784865291353 10909141 平成27年度

726.1/U 96/1 母さんがどんなに僕を嫌いでも 歌川, たいじ(1966-)
エンターブレイン/角川グルー
プパブリッシング (発売)

2013.3 9784047285286 10917793 平成28年度

726.101/Su71/1 メタクソ編集王 : 「少年ジャンプ」と名づけた男 角南, 攻(1944-) 竹書房 2014.5 9784812498729 10899033 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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726.101/Ta62/1
赤塚不二夫のことを書いたのだ!! (文春文庫:[た-66-
1])

武居, 俊樹(1941-) 文藝春秋 2007.5 9784167717315 10900943 平成26年度

726.101/Y 79/3 「のび太」という生きかた ポケット版 横山, 泰行(1942-) アスコム 2014.11 9784776208501 10902881 平成26年度

726.107/D 54/1 デジタル漫画のテクニック : comicoスタイルを学ぼう comico編集部
エムディエヌコーポレーション
/インプレス (発売)

2015.11 9784844365426 10912366 平成27年度

726.107/Ki24/1
Photoshopで描く漫画、イラストのための背景画の教
科書

菊池, 杏子
エムディエヌコーポレーション/イン
プレスコミュニケーションズ (発売) 2014.5 9784844364214 10899005 平成26年度

726.107/O 17/3 3D・背景・トーン収録即席マンガ素材集 小高, みちる ソーテック社 2013.12 9784800710291 10909018 平成27年度

726.107/O 17/4 漫画&同人誌即席トーン素材集 小高, みちる / コレサワ, シゲユキ ソーテック社 2012.4 9784881669389 10909021 平成27年度

726.107/So48/1 そのまま使える手の表情700 (KOSAIDOマンガ工房) 人体パーツ素材集制作部 廣済堂出版 2012.3 9784331516140 10892006 平成25年度

726.5/E 73/1 絵師100人 generation2 ピー・エヌ・エヌ新社編集部 ビー・エヌ・エヌ新社 2013.8 9784861008887 10898999 平成26年度

726.5/F 92/1
フランスのファッション・イラスト : 夢みる挿絵の黄金時
代

海野, 弘(1939-) パイインターナショナル 2012.1 9784756241665 10899076 平成26年度

726.5/H 11/2 H・R・ギーガー (タッシェン・アイコンシリーズ)
Ohara, Miho / Giger, H. R.
(Hansruedi), 1940-

Taschen c2003 9784887831841 10900752 平成26年度

726.5/H 56/1 ヒグチユウコ作品集 ヒグチ, ユウコ グラフィック社 2013.12 9784766125917 10899058 平成26年度

726.5/I 63/6- イラストレーション 2014 ソーテック社 / SE編集部 / 翔泳社 ソーテック社 2013.5- 9784798136035 10899111 平成26年度

726.5/N 37/3 きららちゃん 中村, 佑介(1978-) 小学館 2014.6 9784093883696 10899079 平成26年度

726.5/Su54/1 スケッチトラベル : 日本語版
risu / 原, 正人(1974-) / Wolfson,
Julia

飛鳥新社 2012.10 9784864101585 10911233 平成27年度

726.5/Ta83/3 鳥の王さま
Tan, Shaun, 1974- / 岸本, 佐知子
(1960-)

河出書房新社 2012.8 9784309273426 10911229 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

726.507/A 87/1 プロの絵師に学ぶ背景イラスト上達テクニック 浅野 / neyagi / 六七質 / 祐壱
エムディエヌコーポレーション/イン
プレスコミュニケーションズ (発売) 2013.12 9784844363910 10899006 平成26年度

726.507/B 65/2
ボールペンでHELLO KITTYとみんななかよくイラスト帖 : 誰
でもすぐにかんたん&かわいい

サンリオ
学研教育出版/学研マーケ
ティング (発売)

2014.5 9784058002599 10898959 平成26年度

726.507/C 11/1-6 CGイラストテクニック : Let's make character vol. 6
水上, カオリ / しめ子 / redjuice / Mitha
/ TNSK / 藤ちょこ / ぶーた

ビー・エヌ・エヌ新社 2009.9- 9784861008986 10899000 平成26年度

726.507/C 11/1-7 CGイラストテクニック : Let's make character vol. 7
水上, カオリ / しめ子 / redjuice / Mitha
/ TNSK / 藤ちょこ / ぶーた

ビー・エヌ・エヌ新社 2009.9- 9784861009075 10898996 平成26年度

726.507/C 11/1-8 CGイラストテクニック : Let's make character vol. 8
水上, カオリ / しめ子 / redjuice / Mitha
/ TNSK / 藤ちょこ / ぶーた

ビー・エヌ・エヌ新社 2009.9- 9784861009426 10909020 平成27年度

726.507/D 54/2 デジ絵の便利帖 (100%ムックシリーズ) 晋遊舎 2015.5 9784801801806 10912367 平成27年度

726.507/H 27/1
デジタルイラスト色塗りメイキング講座 : Digital Illust
Creators'

はねこと / kyuri / 泉彩 / 鈴ノ / シ
プッ

翔泳社 2013.8 9784798132112 10899003 平成26年度

726.507/I 99/1
デジタルイラストの「背景」描き方事典 : Photoshopで
描く!シーンを彩る風景・アイテム46

出雲寺, ぜんすけ SBクリエイティブ 2015.2 9784797372298 10909017 平成27年度

726.507/Ka52/1 萌えミニキャラクターの描き方 顔・からだ編 カネダ工房 / 角丸, つぶら ホビージャパン 2013.1 9784798604510 10899002 平成26年度

726.507/Ku82/1 背景イラストメイキング講座 : Digital illust creators' 草壁 翔泳社 2012.11 9784798125671 10899004 平成26年度

726.507/Ky 1/2
キャラクターのためのブラシ&テクスチャ : コミックイラ
スト素材集

ビー・エヌ・エヌ新社 2013.4 9784861008702 10886296 平成25年度

726.507/Mo75/1
コスチューム・マトリックス : キャラクター衣装デザイ
ン・完全攻略本

両角, 潤香 / みずな, ともみ マール社 2014.3 9784837305460 10898997 平成26年度

726.507/N 11/1 有名作家の構図テクニック : イラスト上達の秘訣
鍋島, テツヒロ / 片桐, 雛太 / 唐辛子, ひでゆ
/ 藤真, 拓哉 / 桐野, 霞 / 水溜, 鳥 / パルプ
ライド

ソシム 2015.3 9784883379590 10908986 平成27年度

726.507/N 58/1
デジタルで描く!「刀剣+ポーズ」イラスト真剣講座 : キャ
ラクターに命を吹き込む、動き・表情・シーンの秘伝技

夏生 SBクリエイティブ 2015.9 9784797384413 10912365 平成27年度

726.507/O 42/1 ボールペンでイラスト&飾り文字 : かんたん!かわいい!
おかもと, みほこ / くぼい, ともこ /
ms-work/ねこまき / mogerin

ナツメ社 2012.11 9784816353338 10912285 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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726.507/R 42/1 アニメーターが教える線画デザインの教科書 リクノ フィルムアート社 2015.6 9784845915576 10908985 平成27年度

726.507/R 63/1
新・萌え絵の教科書 : CGイラストステップアップガイド
(三才ムック:vol. 692)

6U☆ 三才ブックス 2014.3 9784861996740 10912363 平成27年度

726.507/S 11/1-1(1) コピック vol.01 (SSイラストメイキングブック:[1])
復刊ドットコム / りーりん / ばびりぃ
/ 昭野, スズカ / 香琳 / ななみりお

復刊ドットコム 2015.5 9784835452159 10909019 平成27年度

726.507/Sh11/1-1
写真を背景に使う簡単フォト加工・合成テクニック : イ
ラストや漫画をプロの仕上げに!! 水のある風景編 (玄
光社MOOK)

玄光社 2014.7 9784768305218 10899098 平成26年度

726.507/To67/1 プロの絵師に学ぶ水彩塗り上達テクニック
とりのあくあ / おにねこ / 今野, 隼史
/ 水溜鳥

エムディエヌコーポレーション
/インプレス (発売)

2014.9 9784844364511 10912364 平成27年度

726.507/To72/1-2
キャラに生命 (いのち) を吹き込むイラスト上達テク
ニック 2 表現力アップ編

toshi
エムディエヌコーポレーション/イン
プレスコミュニケーションズ (発売)

2012.7-2014.3 9784844363378 10899001 平成26年度

726.507/To72/1-3
キャラに生命 (いのち) を吹き込むイラスト上達テク
ニック 3 妄想力アップ編

toshi
エムディエヌコーポレーション/イン
プレスコミュニケーションズ (発売)

2012.7-2014.3 9784844364078 10898998 平成26年度

726.6/B 33/1 悪いことをして罰があたった子どもたちの話
Belloc, Hilaire, 1870-1953 / Gorey, Edward,
1925-2000 / 柴田, 元幸(1954-) 河出書房新社 2010.12 9784309272245 10899030 平成26年度

726.6/B 61/2 おうさまのおひっこし (日本傑作絵本シリーズ) 牡丹, 靖佳 福音館書店 2012.5 9784834027259 10911235 平成27年度

726.6/H 48/1 こんとあき (日本傑作絵本シリーズ) 林, 明子(1945-) 福音館書店 1989.6 9784834008302 10920273 平成28年度

726.6/Mu48/1 おかあさんとあたし。1&2 ムラマツ, エリコ / なかがわ, みどり 大和書房 2014.4 9784479670810 10909137 平成27年度

726.6/Mu48/2 おかあさんとあたし。と、おとうさん ムラマツ, エリコ / なかがわ, みどり 大和書房 2008.4 9784479670759 10911306 平成27年度

726.6/N 85/1 えんとつ町のプペル にしの, あきひろ(1980-) 幻冬舎 2016.10 9784344030169 10926239 平成29年度第2回

726.6/N 91/1 ママのスマホになりたい のぶみ WAVE出版 2016.8 9784872909463 10920222 平成28年度

726.6/Ta28/1 まってるまってる 高畠, 那生(1978-) 絵本館 2012.3 9784871100748 10911232 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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726.6/Y 72/2 よるです ザキャビンカンパニー 偕成社 2014.12 9784033324005 10911234 平成27年度

726.8/F 66/5 藤城清治光と影の世界 藤城, 清治(1924-) 平凡社 2012.4 9784582620535 10920191 平成28年度

727.05/D 51/1-23
特集紙を綴じる=製本加工をもっと知る! (デザインのひきだし : プ
ロなら知っておきたいデザイン・印刷・紙・加工の実践情報紙:23) グラフィック社 2014.10 9784766126778 10902524 平成26年度

727.05/D 51/1-26
特集紙の選び方、紙の使い方 (デザインのひきだし : プロなら
知っておきたいデザイン・印刷・紙・加工の実践情報紙:26) グラフィック社編集部 グラフィック社 2015.10 9784766128413 10912372 平成27年度

727.087/G 54/1 5秒でわかる!!!よのなか小事典 H-57 / 野崎, 武夫 辰巳出版 2014.11 9784777813643 10902882 平成26年度

727.8/J 46/1
自由に使える素材集フリーフォント900 (Ascii Design
materials)

下田, 和政
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2008.12 9784048675321 10902529 平成26年度

727.8/Ka11/1 たのしいロゴづくり : 文字の形からの着想と展開 甲谷, 一 ビー・エヌ・エヌ新社 2012.9 9784861008399 10899080 平成26年度

727.8/Mi52/1
魅せる日本語タイトル : 漢字・ひらがな・カタカナのデ
ザインアイデア

甲谷, 一 / フレア / グラフィック社編
集部

グラフィック社 2014.10 9784766126570 10902805 平成26年度

727.8/Mo14/1 萌えロゴデザインぱーふぇくとまにゅある 萌えロゴ制作委員会
エムディエヌコーポレーション
/インプレス (発売)

2015.4 9784844364962 10917716 平成28年度

727.8/R 62/1
ロゴデザインのアイデア! : 実例で学ぶ!!プロのデザイ
ンルール&テクニック

オブスキュアインク ワークスコーポレーション 2010.1 9784862670786 10889668 平成25年度

727.8/Su83/1
すてきな字&デコ文字が書ける本 : ぷちイラストをもっ
とかわいく!

やました, なしえ / くろかわ, きよこ /
フィグインク

メイツ出版 2012.8 9784780411874 10898960 平成26年度

727/I 28/1 世界のかわいいきのこデザイン : 紙ものきのこ図案帖 飯沢, 耕太郎(1954-) / 北川, 公子
DU BOOKS/ディスクユニオ
ン (発売)

2016.2 9784907583613 10920189 平成28年度

727/I 29/1-
パリと雑貨とクラシカル : 大人可愛い素材集 (ijデジタ
ルbook. デザイン)

ingectar-e
インプレスジャパン/インプレスコ
ミュニケーションズ (発売)

2012.7 9784844332411 10899077 平成26年度

727/I 29/1-
味紙とヴィンテージな雑貨たち : 大人可愛い素材集 (ij
デジタルbook:デザイン)

ingectar-e
インプレスジャパン/インプレスコ
ミュニケーションズ(発売)

2011.4 9784844330110 10899082 平成26年度

727/J 78/1 女子タイポ。 : 流行型女子文字素材集 MdN Design
エムディエヌコーポレーション/イ
ンプレスコミュニケーションズ (発
売)

2013.11 9784844363798 10899059 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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727/Ka93/1
かわいい日本のデザイン素材集 : ジャパニーズ
ニューデザインブック

ingectar‐e ソシム 2014.10 9784883379378 10911243 平成27年度

727/Ko79/1
これ1冊でなんでもそろうオールインワン素材集 : キュートもクー
ルもベーシックもこれ1冊で思いどおりのデザインに (Impress
mook)

エムディエヌコーポレーション/イン
プレスコミュニケーションズ (発売) 2014.2 9784844364009 10900836 平成26年度

727/Mi96/1 花と雑貨の素材集 : Girly & Antique 水野, 久美 ソフトバンククリエイティブ 2011.6 9784797364484 10899078 平成26年度

727/O 36/1 お菓子と花の素材集 : Sweets&Flowers Atelier*Spoon 翔泳社 2011.1 9784798122946 10902519 平成26年度

727/P 88/1
美しく、しかけのあるデザイン事務所の名刺 from
overseas

Praquin, Marc ビー・エヌ・エヌ新社 2010.1 9784861006920 10899074 平成26年度

727/Ta87/2 パリの蚤の市で見つけたアンティーク雑貨の素材集 谷, 奈穂 主婦と生活社 2012.11 9784391142662 10899084 平成26年度

728.5/N 39/1 くずし字で「百人一首」を楽しむ (古文書入門) 中野, 三敏(1935-)
角川学芸出版/角川グループパ
ブリッシング (発売)

2010.11 9784046214416 10900856 平成26年度

730.087/Su15/1 幻想版画 : ゴヤからルドンまでの奇怪コレクション
Sueur-Hermel, Valérie / 冨田, 章
(1958-) / Da Costa Yoshimura,
Hanako

グラフィック社 2017.8 9784766130188 10926262 平成29年度第2回

742.5/D 54/14
デジタル一眼Q&A大事典! 最新版 (Gakken camera
mook. CAPA & デジキャパ! 特別編集)

学研プラス [2016.6] 9784056110746 10917712 平成28年度

742.5/Ko76/1
写真のある生活を始めよう大人のためのデジタル一
眼入門 : 写真図解でわかりやすい

河野, 鉄平(1976-) インプレス 2015.5 9784844338062 10911277 平成27年度

742.5/Mi93/1
ニコンD7200基本&応用撮影ガイド (今すぐ使えるかん
たんmini)

ミゾタ, ユキ / ナイスク 技術評論社 2015.9 9784774175591 10917704 平成28年度

742.5/N 71/8 ニコンD3400で写真をはじめよう (日本カメラMOOK) 日本カメラ社 / ニコン [日本カメラ社] [2017.4] 9784817944009 10924394 平成29年度第1回

742.5/U 32/1 写真が上手くなるデジタル一眼基本&撮影ワザ 上田, 晃司(1982-)
インプレスジャパン/インプレスコ
ミュニケーションズ (発売)

2011.3 9784844329909 10917705 平成28年度

743/H 57/2
ヒコーキ写真バイブル : 旅客機から軍用機、ヘリコプターまでカ
バーした撮り方ガイド! (玄光社MOOK) (A☆50/Akira Igarashi) (大
村, 基嘉) (板倉, 秀典) (花井, 健朗)

玄光社 2015.5 9784768306161 10911180 平成27年度

743/H 57/3 ヒコーキ写真テクニック 最新版 (イカロスMOOK) イカロス出版 2015.12 9784802200974 10917711 平成28年度
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743/I 72/1
デジカメ写真の光の扱いが上手くなる見本帳 : 露出補正、
ライティング、色の基本とシーン別のコツ100

石田, 徳幸 / 須田, 卓馬 / 野木, 和行
/ 野村, 奈緒子 / 福田, 昌裕

翔泳社 2012.10 9784798128153 10899123 平成26年度

743/Ku48/1 あなたの写真はもっと個性的に変わる! 久野, 鎮(1942-) 日本写真企画 2016.7 9784865620351 10920195 平成28年度

743/Ma74/3
女の子がかわいく見えちゃう55の撮り方 : デジタル一眼で“奇跡
の一枚"を撮ろう! (玄光社MOOK:フォトテクニックデジタル別冊)

松田, 忠雄 / 根本, 好伸 / 樂満, 直城 / 藤本,
和典 / 中場, 敏博 / NAOKI 玄光社 2015.10 9784768306574 10911282 平成27年度

743/O 97/1
ルーク・オザワのヒコーキ写真の撮り方 : 光、空、風
景で魅せる!

Ozawa, Luke H. 誠文堂新光社 2014.8 9784416714263 10911179 平成27年度

743/Sh11/5 写真がうまくなるデジタル一眼レフ構図プロの見本帳
デジタルカメラマガジン編集部 / イン
プレスジャパン

インプレスジャパン/インプレスコミュ
ニケーションズ (発売) 2012.10 9784844332879 10899122 平成26年度

743/Sh11/6
写真上達コーチングブック : プロ写真家がこう撮った理由 : 5人の
写真家が教えるレベルアップのコツ (玄光社MOOK) 玄光社 2014.12 9784768305775 10902598 平成26年度

743/Sh11/7 写真をもっと魅力的に撮るための構図のお手本帖
種清, 豊 / まるや, ゆういち / 橘田, 龍馬 / 公
文, 健太郎(1981-) / 山口, 規子(1966-)

エムディエヌコーポレーション/イン
プレスコミュニケーションズ (発売) 2012.9 9784844362838 10911281 平成27年度

743/Su96/2 写真が絶対にうまくなる構図力養成講座 鈴木, 知子 ソフトバンククリエイティブ 2013.8 9784797374117 10899060 平成26年度

743/Te86/1 鉄道写真トライアル (トラベルmook) 交通新聞社 2014.2 9784330434131 10917821 平成28年度

743/U 32/1
デジタル一眼構図の教科書 : プロが教える150のテク
ニック : かんたんフォトlife

上田, 晃司(1982-) / 河野, 鉄平(1976-)
他

技術評論社 2013.10 9784774159744 10899112 平成26年度

744.4/Ki51/1 デジタル写真の色を極める! : 「写真の学校」
桐生, 彩希 / 写真の学校/東京写真
学園

雷鳥社 2013.10 9784844136392 10899124 平成26年度

746.7/A 11/2
アドビ公式トレーニングブック : Adobe Premiere Pro
CC

Adobe Creative Team / Bスプラウト
/ 古田, 正剛 / 小池, 拓

ボーンデジタル 2014.1 9784862462237 10899121 平成26年度

746.7/F 92/1
映画のようなデジタルムービー表現術 : デジイチ撮影の技と心得
: 映像界の黒船来航にどう対処する!? (玄光社MOOK) ふるいち, やすし 玄光社 2013.8 9784768304471 10899125 平成26年度

748/A 32/12 風を食べる 赤鹿, 麻耶(1985-) / 百々, 俊二
東京ビジュアルアーツ/赤々
舎 (発売)

2012.11 9784903545868 10899132 平成26年度

748/A 61/9 アルパカ 東京書籍編集部 東京書籍 2009.7 9784487804108 10924477 平成29年度第1回
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

748/B 11/2 Babies (ベイビーズ) PANA通信社 / 内山, 晟(1941-) 東京書籍 2009.8 9784487803590 10909129 平成27年度

748/B 57/2 Blink : contemporary photography magazine 42 Prášilová, Bára / Torkilsheyggi, Beinta á 他 [s. n.] [2015] 9788997540426 10909028 平成27年度

748/F 26/1 Reflection : Kyoko Fukada filluminator 集英社 2016.11 9784087808032 10920331 平成28年度

748/F 66/3 普段着 藤代, 冥砂(1967-) 幻冬舎 2015.2 9784344027091 10919213 平成28年度

748/H 11/7 Hope 311 : 陽、また昇る ハービー山口 講談社 2012.3 9784062176460 10899133 平成26年度

748/H 37/10 ハシビロコウ 千葉市動物公園 東京書籍 2010.9 9784487804993 10924475 平成29年度第1回

748/H 85/2 行きと帰り 本城, 直季(1978-) / 谷, 郁雄 パイインターナショナル 2013.3 9784756243386 10899128 平成26年度

748/H 92/8 幽幻廃墟 三才ブックス 2017.9 9784861999857 10926261 平成29年度第2回

748/H 94/1 ずっと、そばにいたい
細居, 幸次郎 / 深川, 麻衣 / 秋元, 康
(1956-)

幻冬舎 2016.6 9784344029514 10920329 平成28年度

748/I 13/5 1時間遅れのI love you 主婦と生活社 2016.8 9784391149302 10919211 平成28年度

748/I 92/19 ねこ科 岩合, 光昭(1950-) クレヴィス 2017.5 9784904845806 10924473 平成29年度第1回

748/Ka16/3 ゆかいなお魚 鍵井, 靖章(1971-) パイインターナショナル 2014.4 9784756244802 10899088 平成26年度

748/Ka97/5 風を着替えて : 西野七瀬写真集
川島, 小鳥(1980-) / 西野, 七瀬 / 秋
元, 康(1956-)

集英社 2016.10 9784344027091 10920328 平成28年度

748/Ko24/1 浅草善哉 古賀, 絵里子(1980-) 青幻舎 2011.12 9784861523366 10899134 平成26年度

748/Me57/1 美麗廃墟 : 美しく幻想的な廃墟たち Meow, Jordy / MdN編集部
エムディエヌコーポレーション/イ
ンプレス (発売)

2014.12 9784844364610 10919199 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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748/Mi35/2 Miniature life : conceptual art of miniature calendar Miniature Calendar / 田中, 達也
Miniature Calendar/水曜社
(発売)

2013.11 9784880653280 10911279 平成27年度

748/Mi37/7 サーバルパーク (Sun magazine mook) 南幅, 俊輔 マガジン・マガジン 2017.5 9784896443196 10924478 平成29年度第1回

748/O 28/6 Piece 大橋, 愛(1974-) フォイル 2013.3 9784902943818 10899135 平成26年度

748/R 51/3
路地裏のある街、坂道の見える村 : 世界の写真家た
ちが写したゆるやかな時間

エムディエヌコーポレーション/イン
プレスコミュニケーションズ(発売) 2014.6 9784844364269 10899031 平成26年度

748/Sa85/13 恋かもしれない : 高山一実写真集 佐藤, 裕之 学研プラス 2016.9 9784054064744 10919214 平成28年度

748/Se22/8
世界でいちばん美しい街、愛らしい村 : 世界の写真家
たちによる美の風景

エムディエヌコーポレーション/イン
プレスコミュニケーションズ (発売) 2013.8 9784844363569 10899032 平成26年度

748/Se22/9
世界でいちばん美しい城、荘厳なる教会 : 世界の写
真家たちによる美の記録

エムディエヌコーポレーション/イン
プレスコミュニケーションズ (発売) 2013.12 9784844363927 10899091 平成26年度

748/Sh11/8-1
荒木経惟×佐内正史 (玄光社MOOK. 写真画報:2013
Spring)

荒木, 経惟(1940-) / 佐内, 正史
(1968-)

玄光社 2013.2 9784768304174 10899137 平成26年度

748/Sh11/8-2
森山大道×松江泰治 (玄光社MOOK. 写真画報:2013
Autumn vol.2)

森山, 大道(1938-) / 松江, 泰治
(1963-)

玄光社 2013.10 9784768304686 10899138 平成26年度

748/Sh11/8-3
梅佳代/森栄喜/ティム・バーバー (玄光社MOOK. 写
真画報:2014 Summer vol.3)

梅, 佳代(1981-) / 森, 栄喜(1976-) /
Barber, Tim, 1979-

玄光社 2014.7 9784768305195 10899129 平成26年度

748/U 64/6 じいちゃんさま 梅, 佳代(1981-) リトルモア 2008.8 9784898152393 10899130 平成26年度

748/U 98/1 Uyuni is you Tabipro いろは出版 2014.12 9784902097788 10908925 平成27年度

748/Y 11/2 北の国のシマリス
矢部, 志朗(1946-) / 川道, 美枝子
(1947-) / ピエ・ブックス

パイインターナショナル 2015.4 9784756246462 10909138 平成27年度

749.7/To43/2
特殊印刷・加工の本 : キラキラ感、凹凸感、手触り感
も思いのまま!

フレア
エムディエヌコーポレーション/イン
プレスコミュニケーションズ (発売) 2013.8 9784844363552 10899113 平成26年度

751.1/U 96/1 器の教科書 完全版 (TJ mook) 森, 孝一(1951-) 宝島社 2017.3 9784800267900 10924482 平成29年度第1回
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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751.3/Z  8/1
図説英国ティーカップの歴史 : 紅茶でよみとくイギリス
史 (ふくろうの本)

Cha Tea紅茶教室 河出書房新社 2012.5 9784309761893 10900798 平成26年度

751.4/J 98/1
樹脂粘土で作るあの有名お菓子のレシピ : 1/6サイズ
のミニチュアが大集合! (レディブティックシリー
ズ:4014)

ブティック社 2015.8 9784834740141 10912400 平成27年度

751.4/Ki55/1
氣仙えりかのフェイクスイーツテクニック&アイデア
Book

気仙, えりか 河出書房新社 2011.9 9784309272764 10912401 平成27年度

751.4/Se27/1 樹脂粘土でつくるかわいいミニチュアパン 関口, 真優 河出書房新社 2014.8 9784309284569 10902530 平成26年度

751.4/Y 19/1 ロマンチックなスイーツデコ&小物たち 山田, けい 日本文芸社 [2009.11] 9784537207828 10912402 平成27年度

751.9/H 99/1
100円パーツで作る大人おしゃれなプラバンアクセサ
リー (ザ・ハレーションズ)

東京書店 2014.9 9784885746819 10902828 平成26年度

753.8/I 51/1
インドの更紗手帖 : 世界で愛される美しいテキスタイ
ルデザイン

田中, 敦子(1961-) / 渞, 忠之(1960-) 誠文堂新光社 2014.8 9784416614761 10902589 平成26年度

754.9/F 27/1
ポップアップ・デザイナー入門 : ペーパー・エンジニア
リングのテクニック

Finch, Keith, 1966- / 五十嵐, 友子 大日本絵画 2014 9784499285667 10912370 平成27年度

756/Su12/1-1 スチームパンク東方研究所 [1] スチームパンク東方研究所 グラフィック社 2012.8 9784766123807 10911269 平成27年度

757.0238/R 71/2
ロシア・アヴァンギャルドのデザイン : 未来を夢見る
アート

海野, 弘(1939-) パイインターナショナル 2015.4 9784756246127 10912422 平成27年度

757.3/E 37/2 色彩センス Eiseman, Leatrice / 武川, カオリ パイインターナショナル 2014.1 9784756241924 10899073 平成26年度

757.3/J 56/5 フランスの配色 城, 一夫(1937-) パイインターナショナル 2011.4 9784756240804 10902591 平成26年度

757.3/N 77/33 日本の伝統色を愉しむ : 季節の彩りを暮らしに 長澤, 陽子 / Everson, Tomoko 東邦出版 2014.6 9784809412325 10900844 平成26年度

757/Mo78/3
ウィリアム・モリス : クラシカルで美しいパターンとデザ
イン

Morris, William, 1834-1896 / 海野, 弘
(1939-) / ピエ・ブックス

パイインターナショナル 2013.3 9784756243362 10900838 平成26年度

757/U 77/1
腕のいいデザイナーが必ずやっている仕事のルール
125

宇野, 昇平 エクスナレッジ 2014.4 9784767815176 10899068 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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760.8/Sa97/3 さわりで覚えるクラシックの名曲100選 : 完全保存版 名曲を伝える会 KADOKAWA 2013.12 9784046001276 10926233 平成29年度第2回

763.73/D 93/1
デュオでも!トリオでも!楽しくアンサンブルベスト・セレク
ション : クラリネット

島津, 秀雄 / ヤマハミュージックメディア / 角田, 晃
/ 松本, 健司 / 小林, 俊司 / 久石, 譲(1950-) 　他 ヤマハミュージックメディア 2016.6 9784636932089 10919236 平成28年度

763.73/Ku51/1
クラリネットアンサンブル曲集 : デュオからクインテット
まで : コンサート・コンテストにも使える

山口, 景子(1974-) / Handel, George
Frideric, 1685-1759 他

ドレミ楽譜 2016.2 9784285144789 10919235 平成28年度

763/W 73/1 50の名器とアイテムで知る図説楽器の歴史 Wilkinson, Philip, 1955- / 大江, 聡子 原書房 2015.2 9784562051236 10926226 平成29年度第2回

764.7/B 58/1 リッチー・ブラックモア伝 : ブラック・ナイト Bloom, Jerry / 上西園, 誠
シンコーミュージック・エンタテ
イメント

2007.12 9784401631599 10900911 平成26年度

764.7/B 72/1 スティーリー・ダン : Aja作曲術と作詞法 Breithaupt, Don / 奥田, 祐士(1958-)
DU BOOKS/ディスクユニオ
ン (発売)

2012.9 9784925064521 10900776 平成26年度

764.7/D 51/1
デイヴ・グロール (シンコー・ミュージック・ムック. クロ
スビート・スペシャル・エディション)

シンコーミュージック・エンタテ
イメント

2014.12 9784401640751 10902550 平成26年度

764.7/I 21/1 イエス・ファイル (Artist file:14) 片山, 伸
シンコーミュージック・エンタテ
イメント

2005.9 9784401619535 10900778 平成26年度

764.7/Ku92/1 ロックの美術館 楠見, 清(1963-)
シンコーミュージック・エンタテ
イメント

2013.7 9784401637195 10902555 平成26年度

764.7/L 46/2
レッド・ツェッペリン1971-1973 (シンコー・ミュージック・
ムック. クロスビート・スペシャル・エディション)

シンコーミュージック・エンタテ
イメント

2014.12 9784401640850 10902554 平成26年度

764.7/Mu11/1 ミュージシャンの履歴書 : Crossbeat presents クロスビート編集部
シンコーミュージック・エンタテ
イメント

2011.4 9784401635559 10900906 平成26年度

764.7/N 48/1 Paint it Rock : マンガで読むロックの歴史 南, 武成 / 南, 武成 / 岡崎, 暢子
DU BOOKS/ディスクユニオ
ン (発売)

2014.8 9784907583033 10900904 平成26年度

764.7/N 48/2 Jazz it up! : マンガまるごとジャズ100年史
南, 武成 / 南, 武成 / 鈴木, 眞由美 /
加藤, 祐子

講談社 2008.8 9784062139762 10902548 平成26年度

764.7/P 66/1 ピンク・フロイド (地球音楽ライブラリー) TOKYO FM出版 2002.4 9784887450684 10900905 平成26年度

764.7/R 11/2
ラテン・ロックfeaturingサンタナ (シンコー・ミュージッ
ク・ムック. The DIG presents)

シンコーミュージック・エンタテ
イメント

2014.3 9784401638543 10900773 平成26年度



所在：1階　第１閲覧室 選定図書コーナー

請求記号 書名 著者 出版者 出版日付 ISBN 資料ID 選書ツアー年度
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学生選定図書一覧

764.7/R 63/5
ロックの50年、究極の500枚 : 1960's‐2000's ROCK : 最強
版 (Crossbeat presents : a new vision into your rock life)

シンコーミュージック・エンタテ
イメント

2012.7 9784401637126 10900779 平成26年度

764.7/Sa21/1
サイケデリック・ロック (シンコー・ミュージック・ムック.
The DIG presents)

シンコーミュージック・エンタテ
イメント

2014.6 9784401639915 10902549 平成26年度

764.7/Sh11/1 ドラッグinロック (ウェイティング・フォー・ザ・マン:2)
Shapiro, Harry Lionel, 1902- / 室伏,
洋子(1942-) / 越智, 道雄(1936-)

第三書館 1995.6 9784807495177 10900902 平成26年度

764.7/V 46/1 イーグルスコンプリート・ワークス Vaughan, Andrew / 大田黒, 奉之 TOブックス 2014.3 9784864722339 10900910 平成26年度

767.8/B 61/2
ボブ・ディラン&ザ・バンド : ザ・ベースメント・テープス
(シンコー・ミュージック・ムック. The Dig special edition)

シンコーミュージック・エンタテ
イメント

2014.12 9784401640836 10902552 平成26年度

767.8/B 75/1 デヴィッド・ボウイ・イズ
Broackes, Victoria / Marsh, Geoffrey
/ 野中, モモ

スペースシャワーブックス/ス
ペースシャワーネットワーク (発
売)

2013.7 9784906700875 10902551 平成26年度

767.8/D 32/1 ボブ・ディランという男 Dalton, David, 1945- / 菅野, ヘッケル
シンコーミュージック・エンタテ
イメント

2013.10 9784401637218 10900912 平成26年度

767.8/H 51/2 デヴィッド・ボウイ : コンプリート・ワークス Hewitt, Paolo / 大田黒, 奉之 TOブックス 2013.12 9784864722124 10900903 平成26年度

767.8/I 21/1 家入レオ「レオのこと」 エムオン・エンタテインメント 2013.9 9784789735780 10920211 平成28年度

767.8/I 61/1 アイアン・マン : トニー・アイオミ
Iommi, Tony(1948-) / 前, むつみ / 三谷,
佳之 / 森, 幸子 / 久保田, 祐子

ヤマハミュージックメディア 2012.9 9784636882933 10900907 平成26年度

767.8/Ko24/1 自伝わが心の歌 新装増補 古賀, 政男(1904-1978) 展望社 2001.4 9784885460586 10926209 平成29年度第2回

767.8/Ko66/2 甲本ヒロト論 : 自分らしく生きる! (Twj books) ヒロト論研究会 トランスワールドジャパン 2013.3 9784862561213 10900775 平成26年度

767.8/N 45/1
マイルス・デイヴィスとジミ・ヘンドリックス : 風に消え
たメアリー

中山, 康樹(1952-) イースト・プレス 2014.7 9784781611662 10902553 平成26年度

767.8/N 45/2 新マイルスを聴け! : アコースティック1945-1967 中山, 康樹(1952-) 双葉社 2011.7 9784575713800 10902571 平成26年度

767.8/N 93/1 乃木坂46盛り上がれ! new stage アイドル研究会 鹿砦社 2016.12 9784846311476 10920330 平成28年度
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767.8/N 96/1 コーヒーソング20 乗金, 健郎 いなほ書房/星雲社(発売) 2004.4 9784434044229 10900751 平成26年度

767.8/O 72/2 アイ・アム・オジー : オジー・オズボーン自伝
Osbourne, Ozzy, 1948- / Ayres,
Chris / 迫田, はつみ

シンコーミュージック・エンタテ
イメント

2010.8 9784401634194 10900909 平成26年度

767.8/R 51/1
ロバート・プラント (シンコー・ミュージック・ムック. The
DIG presents)

Plant, Robert
シンコーミュージック・エンタテ
イメント

2014.8 9784401640041 10900777 平成26年度

767.8/Sa17/1 サイモン&ガーファンクル詩集
Simon, Paul, 1941- / Garfunkel, Art,
1941- / 山本, 安見(1949-)

シンコー・ミュージック 1986.6 9784401611911 10900908 平成26年度

767.8/Sa71/1
逆転力 : ピンチを待て (講談社mook. 講談社AKB48新
書:001)

指原, 莉乃(1992-) 講談社 2014.8 9784063898507 10902863 平成26年度

767.8/Sh65/1 乃木坂46物語 篠本, 634 集英社 2015.12 9784087807745 10919216 平成28年度

767.8/St 2/1 ポール・スタンレー自伝 : モンスター仮面の告白
Stanley, Paul(1952-) / Mohr, Tim /
迫田, はつみ / 増田, 勇一(1961-)

シンコーミュージック・エンタテ
イメント

2014.9 9784401640072 10900771 平成26年度

767.8/Ts25/1
乃木坂46という「希望」 : 彼女たちの表現世界が語る"
もうひとつの声"

土坂, 義樹
幻冬舎メディアコンサルティン
グ/幻冬舎 (発売)

2016.3 9784344974531 10919215 平成28年度

767.8/W 36/1 アクセル・ローズ : ガンズ・アンド・ローゼズ外伝 Wall, Mick / 田村, 亜紀
シンコーミュージック・エンタテ
イメント

2009.6 9784401632961 10900772 平成26年度

770/H 68/1 演劇入門 (講談社現代新書:1422) 平田, オリザ(1962-) 講談社 1998.10 9784061494220 10902782 平成26年度

771.7/H 65/1
売れる声優になるためにあなたが今しなければならな
い30のこと : 現場が欲しいのはこんな人

平光, 琢也
幻冬舎コミックス/幻冬舎 (発
売)

2014.3 9784344830868 10900924 平成26年度

772.1/H 92/1 働く男 星野, 源(1981-) マガジンハウス 2013.1 9784838725199 10899105 平成26年度

778.2/E 37/4-9
滝汗!サスペンス映画100 (洋泉社mook. 映画秘宝ex/
映画の必修科目:09)

洋泉社 2014.6 9784800304025 10899110 平成26年度

778.21/E 37/4- 映像作家100人 2014 古屋, 蔵人 / 庄野, 祐輔 / 藤田, 夏海 ビー・エヌ・エヌ新社 (発売) 2010.4- 9784861009174 10902797 平成26年度

778.21/So44/1 非道に生きる (ideaink:04) 園, 子温 朝日出版社 2012.10 9784255006772 10899116 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

778.21/Ta43/1 まいまいつぶろ (河出文庫:[た35-1]) 高峰, 秀子 河出書房新社 2015.4 9784309413617 10909107 平成27年度

778.21/Y 62/1
痴女の誕生 : アダルトメディアは女性をどう描いてき
たのか

安田, 理央(1967-) 太田出版 2016.4 9784778315139 10917729 平成28年度

778.22/A 27/3 アジア映画の森 : 新世紀の映画地図 夏目, 深雪 / 佐野, 亨(1982-) 他 作品社 2012.6 9784861823770 10900894 平成26年度

778.2349/I 21/1
イエジー・スコリモフスキ読本 : 「亡命」作家43年の軌
跡

遠山, 純生 boid 2014.8 9784990493882 10909089 平成27年度

778.2349/W 16/1 映画と祖国と人生と…
Wajda, Andrzej, 1926- / 久山, 宏一(1958-) /
西野, 常夫(1958-) / 渡辺, 克義(1960-) 凱風社 2009.12 9784773634020 10912419 平成27年度

778.236/A 41/1
ペドロ・アルモドバル : 愛と欲望のマタドール (映画作
家が自身を語る)

Almodóvar, Pedro / Strauss, Frédéric /
石原, 陽一郎(1962-)

フィルムアート社 2007.11 9784845907120 10912421 平成27年度

778.253/H 31/1
アート・オブ・マーベル・シネマティック・ユニバース
(Sho-pro books)

Harrold, Jess / Johnston, Jacob / 光
岡, 三ツ子

小学館集英社プロダクション 2015.10 9784796875653 10912329 平成27年度

778.253/N 57/1 Alien : エイリアン・コンプリートブック
Nathan, Ian / 富永, 和子 / 富永, 晶
子 / 岡本, 仲子

竹書房 2012.8 9784812449363 10900755 平成26年度

778.253/R 21/1 ハリー・ポッター魔法生物大図鑑
Revenson, Jody / 宮川, 未葉 / 松岡,
佑子

静山社 2015.6 9784863892989 10911227 平成27年度

778.77/A 46/14-1 羽川翼 (アニメ〈物語〉シリーズヒロイン本:其ノ1) 講談社 講談社 2013.9 9784062186582 10902572 平成26年度

778.77/A 46/14-2 八九寺真宵 (アニメ〈物語〉シリーズヒロイン本:其ノ2) 講談社 講談社 2013.10 9784062187022 10902573 平成26年度

778.77/A 46/14-3 忍野忍 (アニメ〈物語〉シリーズヒロイン本:其ノ3) 講談社 講談社 2013.12 9784062187640 10902574 平成26年度

778.77/A 46/14-4 千石撫子 (アニメ〈物語〉シリーズヒロイン本:其ノ4) 講談社 講談社 2014.1 9784062187947 10902575 平成26年度

778.77/A 46/14-5
戦場ケ原ひたぎ (アニメ〈物語〉シリーズヒロイン本:其
ノ5)

講談社 講談社 2014.4 9784062189347 10902576 平成26年度

778.77/A 46/14-6 神原駿河 (アニメ〈物語〉シリーズヒロイン本:其ノ6) 講談社 講談社 2014.9 9784062191081 10902577 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

778.77/C 52/1- 超解読「物語シリーズ」 化物語編 (三才ムック:vol.709) 三才ブックス 2014.5 9784861996931 10902583 平成26年度

778.77/I 86/1
結局、日本のアニメ、マンガは儲かっているのか?
(ディスカヴァー携書:099)

板越, ジョージ(1968-)
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2013.4 9784799313183 10899192 平成26年度

778.77/Ka58/2 『アナと雪の女王』の光と影 叶, 精二 七つ森書館 2014.11 9784822814175 10902791 平成26年度

778.77/Ka95/1 河森正治 : ビジョンクリエイターの視点 河森, 正治(1960-) / キネマ旬報社 キネマ旬報社 2013.1 9784873763903 10900926 平成26年度

778.77/Se22/2 『世界名作劇場』が教えてくれた人生で大切なこと
産業編集センター / 日本アニメーショ
ン

産業編集センター 2014.8 9784863110991 10902594 平成26年度

778.77/Ts37/5 日本アニメーションの力 : 85年の歴史を貫く2つの軸 津堅, 信之(1968-) NTT出版 2004.3 9784757101234 10900769 平成26年度

778.77/U 11/2
宇宙戦艦ヤマト画報 : ロマン宇宙戦記二十五年の歩
み (B media books special)

スタジオ・ハードMX 竹書房 2001.3 9784812407004 10900928 平成26年度

778.77/Y 45/1 ヤマトことば : 宇宙戦艦ヤマト愛と勇気の金言集 ヤマトことば研究会 祥伝社 2010.10 9784396460280 10900927 平成26年度

778/E 37/5
映画検定公式テキストブック 最新版 (キネマ旬報ムッ
ク)

キネマ旬報社 キネマ旬報社 2014.9 9784873767970 10900891 平成26年度

778/Ke61/1 傑作絶望シネマ88 (観ずに死ねるか!) 鉄人社 2015.6 9784865370355 10909088 平成27年度

778/Ma26/1 前田敦子の映画手帖 前田, 敦子(1991-) 朝日新聞出版 2015.4 9784023314061 10909105 平成27年度

778/Ta98/1 映画小事典 田山, 力哉(1930-) ダヴィッド社 1987.9 9784804801865 10900895 平成26年度

779.13/Ta94/5 談志名跡問答
立川, 談志(5世 1936-) / 福田, 和也(1960-) /
石原, 慎太郎(1932-) / 立川, 談春(1966-) 扶桑社 2012.4 9784594065898 10899046 平成26年度

779.13/Y 52/1 落語こてんコテン 柳家, 喬太郎 筑摩書房 2013.8 9784480816733 10899049 平成26年度

779.14/A 78/1 現代用語のクソ知識 有吉, 弘行(1974-) 双葉社 2013.10 9784575305791 10902885 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

779.14/Su96/1 クズころがし 鈴木, 拓(1975-) 主婦と生活社 2015.6 9784391146806 10909147 平成27年度

780.7/Ka62/1 からだのしくみと動きがすぐわかる!筋肉地図 酒井, 均(1955-) / 岡田, 隆(1980-) 宝島社 2015.12 9784800247964 10912332 平成27年度

780.7/M 11/1 SAS・特殊部隊式図解最強トレーニングマニュアル McNab, Chris / 坂崎, 竜 原書房 2014.11 9784562051076 10902706 平成26年度

783.47/A 11/1 アギーレでニッポンは変わるのか? サッカーマガジン ベースボール・マガジン社 2014.8 9784583107646 10900965 平成26年度

783.47/C 94/1 ヨハン・クライフサッカー論
Cruĳff, Johan / 木崎, 伸也(1975-) /
若水, 大樹

二見書房 [2014.6] 9784576140551 10908942 平成27年度

783.47/C 95/1 伸ばす力 : 世界で輝く「日本人選手」育成レシピ Culpi, Levir(1953-) カンゼン 2014.6 9784862552556 10900961 平成26年度

783.47/F 79/1
こう観ればサッカーは0-0でも面白い : 「戦術」と「個の
力」を知的に読み解く (PHP新書:924)

福西, 崇史(1976-) PHP研究所 2014.5 9784569818351 10898940 平成26年度

783.47/J 11/1- J2白書 : 51節の熱き戦い 2013 J's goal J2ライター班 東邦出版 2010.2- 9784809411878 10900962 平成26年度

783.47/Ka81/2
監督ザッケローニの本質 : 20人の証言で探る知将の
戦略 増補完全版

片野, 道郎 / Finco, Antonio(1958-) 光文社 2014.5 9784334977832 10898931 平成26年度

783.47/Ki93/1 明日への足音 清武, 弘嗣(1989-) 小学館 2014.5 9784093883610 10900966 平成26年度

783.47/Ku42/1
「サッカー代表監督」本当の名将は誰か : いかに選手
をまとめ、勝利をつかむのか (詩想社新書:6)

国吉, 好弘 詩想社/星雲社 (発売) 2015.5 9784434202551 10908949 平成27年度

783.47/Ma26/1
本格ドリブラー養成講座 : プロでも間違う「ドリブル」の
基本

前園, 真聖(1973-) 東邦出版 2015.5 9784809413049 10908944 平成27年度

783.47/Ma81/1
人の心に火をつける : どんな環境でも「人」を伸ばし、
結果を出すチームマネジメント

松本, 育夫(1941-) カンゼン 2012.6 9784862551313 10900964 平成26年度

783.47/Ma83/1 最後の黄金世代遠藤保仁 : 79年組それぞれの15年
松永, 多佳倫(1968-) / メディアファク
トリー

KADOKAWA 2014.5 9784040667447 10898924 平成26年度

783.47/Mu46/1
ワールドカップがもっと楽しめるサッカー中継の舞台
裏 (角川SSC新書:210)

村社, 淳 / 角川マガジンズ KADOKAWA 2014.1 9784047316331 10898938 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

783.47/O 38/2 勝負哲学 岡田, 武史 / 羽生, 善治(1970-) サンマーク出版 2011.10 9784763131683 10902697 平成26年度

783.47/O 48/1
鈍足バンザイ! : 僕は足が遅かったからこそ、今があ
る。

岡崎, 慎司 幻冬舎 2014.4 9784344025608 10900963 平成26年度

783.47/O 54/1 情熱を貫く : 亡き父との、不屈のサッカー人生 大久保, 嘉人
フロムワン/朝日新聞出版
(発売)

2014.3 9784021902406 10898930 平成26年度

783.47/Sh49/1
戦術の常識 : サッカー好きほど知らない : なぜあなた
はいつまでも素人の見方をするのか

清水, 英斗(1979-) カンゼン 2013.11 9784862552013 10908943 平成27年度

783.47/Si 4/1 ネイマール : 父の教え、僕の生きかた
Silva Santos, Neymar da, 1965- / Silva
Santos Júnior, Neymar da, 1992- 他 徳間書店 2014.3 9784198637781 10898928 平成26年度

783.47/Su11/1 理由 : ルイス・スアレス自伝 Suárez, Luis / 山中, 忍(1966-) ソル・メディア 2015.3 9784905349235 10908947 平成27年度

783.47/To23/1
ザッケローニの言葉 : ザッケローニ日本代表は、「武
士道」で2014年W杯の頂点を獲る!

遠越, 段 総合法令出版 2011.5 9784862802514 10900959 平成26年度

783.47/To41/1
一生つかえる!サッカーのみかた : 読むだけでみかた
が変わる!

徳永, 尊信 / 北, 健一郎(1982-) 成美堂出版 [2014.5] 9784415318479 10908946 平成27年度

783.47/To49/1 オシム : ゲームという名の人生
Tomaš, Marko, 1978- / 千田, 善
(1958-)

筑摩書房 2015.3 9784480837189 10908945 平成27年度

783.47/Ts15/1 サッカーの新しい教科書
坪井, 健太郎(1982-) / 小澤, 一郎
(1977-)

カンゼン 2014.5 9784862552464 10908948 平成27年度

784.65/Y 86/1 浅田真央さらなる高みへ 吉田, 順(1970-)
学研教育出版/学研マーケ
ティング(発売)

2011.2 9784052032929 10898961 平成26年度

784.65/Y 86/2 浅田真央そして、その瞬間へ 吉田, 順(1970-)
学研教育出版/学研マーケ
ティング (発売)

2013.10 9784052037283 10898951 平成26年度

786/Ko64/1
いちばんやさしいサバゲー (サバイバルゲーム) 入門
: 最強の個人技上達術

小峯, 隆生 / CAT11 飛鳥新社 2015.7 9784864104166 10911178 平成27年度

786/Sa11/1
サバイバルゲームを楽しむための必読書 (Hobby
Japan mook:615. Arms magazine:special issue/サバイ
バルゲーマーズ:サバゲ祭頂上決戦編)

ホビージャパン 2014.11 9784798609232 10911182 平成27年度

789/D 89/1 SAS・特殊部隊式図解徒手格闘術マニュアル Dougherty, Martin J. / 坂崎, 竜 原書房 2011.12 9784562047390 10902707 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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795/H 66/1-7 切りと分断 (平野正明の碁スクール:7) 平野, 正明 JDC出版 2006.5 9784890083831 10902715 平成26年度

795/So11/1 中盤の一手 : 初段へのレッスン (碁楽選書)
曺, 薫鉉(1953-) / 曺, 薫鉉 / 成, 起
昌 / 洪, 敏和

東京創元社 2014.5 9784488000547 10902718 平成26年度

796.04/H 11/1 共鳴する頭脳 : 羽生善治対談集
羽生, 善治(1970-) / 海堂, 尊 / 川淵, 三郎
(1936-) / 伊東, 勤 / 乙武, 洋匡(1976-) 日本将棋連盟 2013.11 9784839948931 10900818 平成26年度

796.9/So35/1 The wisest things ever said about chess : pbk. Soltis, Andy, 1947- Batsford 2008 9781906388003 10900824 平成26年度

796.9/W 15/1 ボビー・フィッシャーを探して Waitzkin, Fred / 若島, 正(1952-) みすず書房 2014.9 9784622078524 10900814 平成26年度

796/H 11/7 羽生マジック (将棋連盟文庫) 羽生, 善治(1970-)
日本将棋連盟/マイナビ (発
売)

2014.3 9784839950767 10902696 平成26年度

796/Ki21/1
棋界に伝わる二つの秘法雁木・右玉伝説 (マイナビ将
棋文庫)

週刊将棋編集部 マイナビ出版 2016.4 9784839959128 10920253 平成28年度

796/Ko91/1
コンピュータ将棋の頭脳 : 人間に追いつく日はいつ?
(臨時別冊・数理科学. SGCライブラリ:59)

小谷, 善行(1949-) サイエンス社 2007.11 10911197 平成27年度

796/O 73/1 聖の青春 (角川文庫:19165, [お49-9]) 大崎, 善生(1957-) KADOKAWA 2015.6 9784041030080 10920333 平成28年度

796/Su96/1 将棋好プレー珍プレー集 (マイナビ将棋文庫) 鈴木, 宏彦(1956-) マイナビ 2014.9 9784839953249 10902698 平成26年度

796/Ta84/1 閃け!棋士に挑むコンピュータ 田中, 徹 / 難波, 美帆 梧桐書院 2011.2 9784340140039 10902700 平成26年度

796/Ta87/3- 光速の寄せ 矢倉編 (将棋連盟文庫) 谷川, 浩司(1962-)
日本将棋連盟/毎日コミュニ
ケーションズ (発売)

2010.11 9784839937461 10920252 平成28年度

798.5/G 31/2
ゲームシナリオ創作のためのファンタジー用語大事典 : クリ
エイターが知っておきたい空想世界の歴史・約束事・知識

ゲームシナリオ研究会 コスミック出版 [2012.7] 9784774790831 10880102 平成24年度

798.5/G 31/3
ゲームシナリオのためのミリタリー事典 : 知っておきたい軍
隊・兵器・お約束110 (Next creator)

坂本, 雅之 ソフトバンククリエイティブ 2012.8 9784797369762 10880104 平成24年度

798.5/G 31/4
ゲームシナリオのためのミステリ事典 : 知っておきたいト
リック・セオリー・お約束110 (Next creator)

ミステリ事典編集委員会 / 森瀬, 繚 ソフトバンククリエイティブ 2012.3 9784797364569 10880105 平成24年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

798.5/G 61/1 マインクラフト : 革命的ゲームの真実
Goldberg, Daniel / Larsson, Linus / 羽根,
由 / 角川学芸出版

KADOKAWA 2014.2 9784046532954 10908924 平成27年度

798.5/Ma91/1
熱狂する現場の作り方 : サイバーコネクトツー流ゲー
ムクリエイター超十則 (星海社新書:73)

松山, 洋 (1970-) 星海社/講談社 (発売) 2015.10 9784061385788 10912325 平成27年度

798.5/O 31/1-1
できそこないの転生伝承(ウロボロス) 1 (富士見dragon
book:630, 642, [29-161], [29-162]. ソード・ワールド2.0リプ
レイ)

大井, 雄紀 / グループSNE / 富士見書房
/ 蔓木, 鋼音

KADOKAWA 2014.9-2015.1 9784040703237 10908905 平成27年度

798.5/O 31/1-2
できそこないの転生伝承(ウロボロス) 2 (富士見dragon
book:630, 642, [29-161], [29-162]. ソード・ワールド2.0リプ
レイ)

大井, 雄紀 / グループSNE / 富士見書房
/ 蔓木, 鋼音

KADOKAWA 2014.9-2015.1 9784040703244 10908906 平成27年度

798.5/Sa46/1
「艦これ」、その知られざる悲劇 : 艦娘たちはこうして
沈んでいった

桜山, 時 サイゾー 2015.4 9784904209592 10909146 平成27年度

798.5/Z  6/1 東方求聞史紀 Zun 一迅社 2007.1 9784758010634 10900822 平成26年度

798.5/Z  6/2 東方求聞口授 Zun 一迅社 2012.5 9784758012317 10900823 平成26年度

798/E 63/1
ライトノベル・ゲームで使えるオリジナリティあふれるス
トーリー作りのためのシナリオ事典100

榎本, 秋(1977-) 秀和システム 2012.3 9784798032474 10880103 平成24年度

798/R 32/1 リアル脱出ゲーム公式過去問題集 SCRAP スモール出版 2013.9 9784905158134 10902596 平成26年度

798/Y 96/1
勇者と魔人 : 武器と防具は文房具 (謎解きアドベン
チャーBook)

東京ボウズ / もっちだ スモール出版 2014.11 9784905158233 10902610 平成26年度

801.03/C 13/1 言語学と植民地主義 : ことば喰い小論
Calvet, Louis Jean, 1942- / 砂野, 幸
稔(1954-)

三元社 2006.7 9784883031825 10899175 平成26年度

801.78/O 27/1
フランス : フランス語 第2版 (ここ以外のどこかへ!. 旅
の指さし会話帳:17:ヨーロッパ 2)

大峡, 晶子 情報センター出版局 2006.2 9784795831438 10899070 平成26年度

801/G 34/10 言語学基本問題集 佐久間, 淳一 研究社 2008.8 9784327401504 10902823 平成26年度

801/Ku72/2 外国語をはじめる前に (ちくまプリマー新書:182) 黒田, 龍之助(1964-) 筑摩書房 2012.7 9784480688835 10911218 平成27年度

804/Ku72/2 寄り道ふらふら外国語 黒田, 龍之助(1964-) 白水社 2014.12 9784560086834 10909096 平成27年度
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807/L 77/1 わたしの外国語学習法 (ちくま学芸文庫) Lomb, Kató / 米原, 万里 筑摩書房 2000.3 9784480085436 10902812 平成26年度

809.2/Ko99/1
「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 2016.5 9784534053824 10917728 平成28年度

809.4/A 32/1 世界のエリートは人前で話す力をどう身につけるか? 赤阪, 清隆(1948-) 河出書房新社 2015.8 9784309247205 10912259 平成27年度

809.4/E 37/1 英語で聴く世界を変えた感動の名スピーチ 改訂版
平野, 次郎(1940-) / 鈴木, 健士
(1975-)

KADOKAWA 2014.12 9784046006936 10919085 平成28年度

809.4/Sa75/1
思いが伝わる、心が動くスピーチの教科書 : 感動をつ
くる7つのプロセス

佐々木, 繁範(1963-) ダイヤモンド社 2012.2 9784478006641 10912263 平成27年度

809.4/Ta14/1 チャンスを生かせる人の話し方 たちき, めい 自由国民社 2015.11 9784426120252 10912262 平成27年度

810.4/Ka49/1 勘違いことばの辞典 西谷, 裕子 東京堂出版 2006.11 9784490107012 10900842 平成26年度

810.4/Ts21/1 日本語雑学で「脳の体操」 (Wide shinsho:168) 坪内, 忠太(1946-) 新講社 2012.5 9784860814359 10902790 平成26年度

810.7/A 85/1 合格できる日本語能力試験N2 浅倉, 美波 / 瀬戸口, 彩 / 山本, 京子 アルク 2010.6 9784757418820 10917647 平成28年度

810.7/B 26/1
Basic Japanese-English dictionary 第2版 : Bonjinsha
ed.

国際交流基金
凡人社/Oxford University
Press

2004.8 9784893585547 10917654 平成28年度

810.7/D 51/2-
出会い : 日本で学ぶ留学生のための中級日本語教
科書 本冊

東京外国語大学留学生日本語教育
センター

ひつじ書房 2015.5 9784894767584 10911116 平成27年度

810.7/E 59/2
日本語能力試験対策N1漢字・語彙 : 45日間で確かな
実力!

遠藤, 由美子 / 遠藤, ゆう子 三修社 2013.10 9784384057621 10919120 平成28年度

810.7/H 92/3- ドリル&ドリル日本語能力試験 N1聴解読解 星野, 恵子 / 辻, 和子 ユニコム 2011.9 9784896894806 10912267 平成27年度

810.7/I 62/1
一発合格!日本語能力試験N1「完全攻略」テキスト&実
践問題集 : CD付き

インターカルト日本語学校 ナツメ社 2011.3 9784816350313 10911119 平成27年度

810.7/J 67/2-
上級へのとびら : コンテンツとマルチメディアで学ぶ日
本語

岡, まゆみ / 筒井, 通雄 / 近藤, 純子 /
江森, 祥子 / 花井, 善朗 / 石川, 智

くろしお出版 2009.7 9784874244470 10919105 平成28年度
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810.7/Ka43/5 漢字マスターN2 : 日本語能力試験N2レベル アークアカデミー 三修社 2010.10 9784384056327 10917646 平成28年度

810.7/Ka86/2 BJTビジネス日本語能力テスト公式ガイド 改訂版 加藤, 清方 日本漢字能力検定協会 2009.4 9784890961856 10920179 平成28年度

810.7/Ku55/2
日本語能力試験N2に出る日本語単語スピードマス
ター : Intermediate2500 : 英・中・韓訳付き

倉品, さやか Jリサーチ出版 2012.5 9784863921047 10917650 平成28年度

810.7/Ky 1/2- レベルアップ日本語文法 中級 許, 明子(1968-) / 宮崎, 恵子 くろしお出版 2013.10 9784874245972 10919107 平成28年度

810.7/Ma81/5- 新にほんご500問 : 文字・語い・文法まとめドリル N1
松本, 紀子(1955-) / 佐々木, 仁子
(1956-)

アスク出版 2015.4- 9784872179439 10911114 平成27年度

810.7/Ma81/5- 新にほんご500問 : 文字・語い・文法まとめドリル N2
松本, 紀子(1955-) / 佐々木, 仁子
(1956-)

アスク出版 2015.4- 9784872179422 10919129 平成28年度

810.7/Mi35/2- みんなの日本語 第2版 初級2: 本冊 スリーエーネットワーク スリーエーネットワーク 2006.9- 9784883196463 10909108 平成27年度

810.7/Mi35/2- 導入・練習イラスト集 第2版 初級2 (みんなの日本語)
飯島, ひとみ / 芝, 薫 / 高本, 佳代子
/ 村上, まさみ

スリーエーネットワーク 2012.8-2013.9 9784883196685 10909109 平成27年度

810.7/Mo66/1 日本人の心がわかる日本語 森田, 六朗(1944-) アスク出版 2011.5 9784872177862 10911115 平成27年度

810.7/N 77/36-2
日本語パワードリル : 日本語能力試験対策 N2文字・
語彙

アスク出版事業部 / 松浦, 真理子 /
鈴木, 健司

アスク/アスク出版 (発売) 2010.10- 9784872177688 10917648 平成28年度

810.7/N 77/52-
日本語教育能力検定試験合格するための本 平成27
年度

アルク 2015.1 9784757424708 10911143 平成27年度

810.7/N 77/54 日本語能力試験直前対策N1文字・語彙・文法 日本語能力試験問題研究会 国書刊行会 2010.9 9784336052841 10912266 平成27年度

810.7/N 77/55-1 日本語能力試験ターゲット2000 改訂版 N1 単語 旺文社 旺文社 [2015.3] 9784010924235 10917652 平成28年度

810.7/R 98/4 留学生のための時代を読み解く上級日本語 第2版 宮原, 彬(1940-) スリーエーネットワーク 2012.11 9784883196258 10911142 平成27年度

810.7/Sa85/2 暮らしの日本語単語14,000 日中版 佐藤, 正透 語研 2011.12 9784876152476 10912281 平成27年度
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810.7/Sh95/2- 初級日本語げんき 第2版 [テキスト] 2
坂野, 永理 / 池田, 庸子 / 大野, 裕
(1961-) / 品川, 恭子 / 渡嘉敷, 恭子

The Japan Times 2011.3- 9784789014434 10919108 平成28年度

810.7/Tr 9/2-1
Try (トライ) !日本語能力試験 : 文法から伸ばす日本
語 中国語版 N1 (CD Book)

アジア学生文化協会 / 牛, 小可 / ALA中
国語教室 / 胡, 玉菲

アスク出版 2014 9784872179163 10917655 平成28年度

810.7/Tr 9/2-2
Try (トライ) !日本語能力試験 : 文法から伸ばす日本
語 中国語版 N2 (CD Book)

アジア学生文化協会 / 牛, 小可 / ALA中
国語教室 / 胡, 玉菲

アスク出版 2014 9784872179170 10917649 平成28年度

810.7/Ts93/3
日本語能力試験N1・N2試験に出る聴解 : 28日完成
新版

筒井, 由美子 / 大村, 礼子 / 喜多, 民
子

桐原書店 2010.7 9784342881794 10917653 平成28年度

810.7/U 57/1
日本語能力試験N1聴解必修パターン : パターンを押さえ
て、解き方まるわかり (日本語能力試験必修パターンシリー
ズ)

氏原, 庸子 / 岡本, 牧子 Jリサーチ出版 2015.4 9784863922280 10911122 平成27年度

810.7/U 57/2
日本語能力試験N1文法必修パターン : パターンを押さえ
て、解き方まるわかり (日本語能力試験必修パターンシリー
ズ)

氏原, 庸子 / 岡本, 牧子 Jリサーチ出版 2015.6 9784863922334 10912304 平成27年度

810.7/U 57/3
日本語能力試験N1読解必修パターン : パターンを押さえ
て、解き方まるわかり (日本語能力試験必修パターンシリー
ズ)

氏原, 庸子 / 岡本, 牧子 / 清島, 千春
/ 佐伯, 玲子 / 福嶌, 香理

Jリサーチ出版 2015.11 9784863922495 10912305 平成27年度

810.7/U 57/4
日本語能力試験N1語彙必修パターン : パターンを押さえ
て、解き方まるわかり (日本語能力試験必修パターンシリー
ズ)

氏原, 庸子 / 岡本, 牧子 Jリサーチ出版 2015.9 9784863922426 10912306 平成27年度

810/N 37/4 美しい日本語 中村, 明(1935-) 青土社 2014.10 9784791768165 10911133 平成27年度

810/So15/1-3
コレモ日本語アルカ? : 異人のことばが生まれるとき
(そうだったんだ!日本語:[3])

金水, 敏(1956-) 岩波書店 2014.9 9784000286305 10900932 平成26年度

811.1/N 32/1 初級文型でできるにほんご発音アクティビティ 中川, 千恵子 / 中村, 則子 アスク/アスク出版 (発売) 2010.3 9784872177411 10917681 平成28年度

812/Ta63/1
語源に隠された日本史 : この国の仕組みや日本人の
暮らしが浮かび上がる!

武光, 誠(1950-) 河出書房新社 2014.3 9784309022642 10900845 平成26年度

813.19/N 77/2 日本語学習のためのよく使う順漢字2200 徳弘, 康代 三省堂 2014.9 9784385140742 10911130 平成27年度

814.4/To11/1
トムとジェリーの慣用句がわかるまんが辞典 : トムと
ジェリーの勉強カンペキ! (だいすき!トム&ジェリーわ
かったシリーズ)

大熊, 徹(1948-) 河出書房新社 2015.11 9784309690421 10912394 平成27年度

815.8/Ke23/3 敬語サクッとノート : すぐに使えて、きちんと伝わる 山岸, 弘子 永岡書店 [2013.3] 9784522431603 10902799 平成26年度
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815/To61/2 中級日本語文法要点整理ポイント20 友松, 悦子 / 和栗, 雅子 スリーエーネットワーク 2007.12 9784883194575 10917678 平成28年度

816.5/Sa75/2 大学院入試小論文の書き方 佐々木, 昭則 法学書院 2011.5 9784587615956 10919101 平成28年度

816.5/W 46/1 大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 渡邊, 淳子 研究社 2015.8 9784327384708 10911123 平成27年度

816/I 72/1
一瞬で心をつかむ文章術 (Asuka business &
language books)

石田, 章洋(1963-) 明日香出版社 2016.6 9784756918420 10919121 平成28年度

816/I 84/1 あなたの文章が「みるみる」わかりやすくなる本 石崎, 秀穂(1974-) 日本実業出版社 2012.5 9784534049506 10900858 平成26年度

816/Ko73/3
必ず書ける「3つが基本」の文章術 (幻冬舎新書:397,
[こ-8-3])

近藤, 勝重(1945-) 幻冬舎 2015.11 9784344983984 10912328 平成27年度

816/Mo65/1 「私」を伝える文章作法 (ちくまプリマー新書:232) 森下, 育彦(1955-) 筑摩書房 2015.3 9784480689368 10911220 平成27年度

817.8/I 16/1 1日10分のシャドーイング! 就活・仕事のにほんご会話 国際日本語普及協会 アスク出版 2015.5 9784872179538 10911118 平成27年度

817.8/Ko12/1
にほんご会話トレーニング : 初級から始めよう (CD
Book)

小林, ひとみ アスク出版 2008.3 9784872176704 10917680 平成28年度

817.8/Ma81/1
ビジネス日本語drills : 外国人のための「ビジネス敬
語」から「会社訪問」まで

松本, 節子(1941-) / 長友, 恵美子 /
佐久間, 良子

ユニコム 2007.9 9784896894615 10911113 平成27年度

820/A 22/9 必ず話せる中国語入門 決定版 相原, 茂(1948-) 主婦の友社 [2016.5] 9784074143740 10917674 平成28年度

828.4/C 46/1 ゼロから話せる広東語 : 会話中心 陳, 敏儀 / 陳, 敏儀 [三修社] [2004.12] 9784384007251 10917679 平成28年度

828/Sh99/1 方言と中国文化
周, 振鶴(1941-) / 游, 汝杰(1941-)
他

光生館 2015.10 9784332830115 10917639 平成28年度

829.1/D 51/1-1 できる韓国語 新装版 初級 1
新大久保語学院 / 李, 志暎 / 金, 鎮
姫

DEKIRU出版/アスク出版 (発
売)

2010.1 9784872177237 10911117 平成27年度

829.1/Ki81/3-1 基礎から学ぶ韓国語講座 改訂版 初級 木内, 明(1967-) 国書刊行会 2013.9 9784336057501 10912274 平成27年度
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829.14/Ki23/1-2
キクタン韓国語 : 聞いて覚える韓国語単語帳 改訂版
初級編

HANA韓国語教育研究会 アルク 2012.6 9784757420960 10909094 平成27年度

829.14/Ki23/1-3
キクタン韓国語 : 聞いて覚える韓国語単語帳 改訂版
初中級編

HANA韓国語教育研究会 アルク 2012.6 9784757420977 10909093 平成27年度

829.14/Ki23/1-4
キクタン韓国語 : 聞いて覚える韓国語単語帳 改訂版
中級編

HANA韓国語教育研究会 アルク 2012.6 9784757420984 10909095 平成27年度

829.14/Ts51/1
使える・話せる・韓国語単語 : 日本語ですばやく引け
る

金裕鴻韓国語勉強会 語研 2001.9 9784876150571 10917682 平成28年度

829.178/O 81/1
韓国 : 韓国語+日本語英語 改訂3版 (絵を見て話せる
タビトモ会話:アジア:1)

大田垣, 晴子(1969-) / 小野寺, 光子
/ 霧生, さなえ

JTBパブリッシング 2011.10 9784533074189 10919079 平成28年度

829.83/Sa15/1
はじめてのヒンディー語 (Asuka business & language
books) (CD BOOK)

佐川, 年秀(1954-) 明日香出版社 2009.10 9784756913357 10926255 平成29年度第2回

829.85/H 13/1 ウルドゥー語 (ニューエクスプレス) 萩田, 博 / 萬宮, 健策 白水社 2012.12 9784560086087 10926256 平成29年度第2回

830.1/Ka12/1
世界の英語と社会言語学 : 多様な英語でコミュニケー
ションする

Kachru, Yamuna / Smith, Larry E. / 井
上, 逸兵(1961-) 　他

慶應義塾大学出版会 2013.9 9784766420562 10902826 平成26年度

830.4/U 81/2 英語で夢を見る楽しみ 浦出, 善文(1961-) 財界研究所 2014.6 9784879321008 10902822 平成26年度

830.7/Sa25/8 世界の非ネイティブエリートがやっている英語勉強法 齋藤, 淳(1969-) KADOKAWA 2014.2 9784046002655 10899023 平成26年度

830.79/G 31/1-
Reading : pbk. (Get ready for IELTS) (Collins English
for exams)

Geyte, Els van HarperCollins 2012 9780007460649 10912313 平成27年度

830.79/G 31/1-
Writing : pbk. (Get ready for IELTS) (Collins English
for exams)

Aish, Fiona / Tomlinson, Jo, 1976- HarperCollins 2012 9780007460656 10912314 平成27年度

830.79/G 31/1-
Listening : pbk. (Get ready for IELTS) (Collins English
for exams)

Short, Jane HarperCollins 2012 9780007460625 10912315 平成27年度

830.79/G 31/1-
Speaking : pbk. (Get ready for IELTS) (Collins English
for exams)

Snelling, Rhona HarperCollins 2012 9780007460632 10912316 平成27年度

830.79/H 26/1
新TOEICテスト990点攻略 (新TOEICテストスコア別攻
略シリーズ:5)

浜崎, 潤之輔 [旺文社] [2013.7] 9784010940419 10917667 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

830.79/H 58/5 はじめての新TOEICテスト全パート教本 改訂版
Hilke, Robert / Wadden, Paul / 松谷,
偉弘

[旺文社] [2014.6] 9784010941737 10917677 平成28年度

830.79/I 21/1 IELTSブリティッシュ・カウンシル公認問題集 British Council / 旺文社 旺文社 [2015.9] 9784010940808 10912311 平成27年度

830.79/Ki23/1 キクタンTOEIC Test Score 990 改訂版 一杉, 武史 アルク 2016.6 9784757428188 10919122 平成28年度

830.79/Ma26/2
TOEIC L&Rテスト至高の模試600問 : 新形式問題対
応

前田, ヒロ / 寺倉, テッド / Tulloch,
Ross

アルク 2017.7 9784757428997 10926116 平成29年度第2回

830.79/N 52/6 はじめて受けるTOEIC test総合スピードマスター
成重, 寿(1958-) / 柴山, かつの /
Glass, Vicki.

Jリサーチ出版 2013.2 9784863921283 10917644 平成28年度

830.79/N 52/7 TOEIC test全パートまるごとスピードマスター 成重, 寿(1958-) / 松本, 恵美子 Jリサーチ出版 2016.3 9784863922662 10917643 平成28年度

830.79/Se24/1
世界一わかりやすいTOEICテストの英単語 : 関先生
が教える

関, 正生(1975-) / Rosvold, Karl / 中
経出版

KADOKAWA 2015.5 9784046011084 10912286 平成27年度

830.79/Se24/2-2
世界一わかりやすいTOEICテストの授業 : 関先生が
教える Part5&6文法

関, 正生(1975-) KADOKAWA 2014.4 9784046002860 10912287 平成27年度

830.79/Te49/1
TOEICテストやたらと出る英単語クイックマスター
(TTTスーパー講師シリーズ)

寺倉, テッド / 上原, ちとせ / アルク
(1969年)

アルク 2013.10 9784757424043 10917660 平成28年度

830.79/To19/32-6 TOEICテスト新公式問題集 vol. 6
Educational Testing Service / 国際ビジネスコ
ミュニケーション協会TOEIC運営委員会

国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC運営委員
会/国際コミュニケーションズ・スクール (発売) 2005.12- 9784906033461 10912312 平成27年度

830.79/To19/41 TOEICテスト公式問題集 : 新形式問題対応編
Educational Testing Service / 国際ビ
ジネスコミュニケーション協会

国際ビジネスコミュニケーショ
ン協会

2016.2 9784906033485 10917675 平成28年度

830.79/Y 46/1 TOEICテスト : エッセンシャル英単語 : storyで覚える! 山内, 勇樹 かんき出版 2016.3 9784761271565 10917673 平成28年度

830/E 37/10 映画で学ぶ英語学 倉田, 誠(1957-) くろしお出版 2011.1 9784874245095 10902821 平成26年度

831.1/C 11/1-
CNNニュース・リスニング : CD&電子書籍版付き 2017
春夏

CNN English Express編集部 朝日出版社 2017.4 9784255009872 10924409 平成29年度第1回

831.1/O 24/4
もっとイギリス英語でしゃべりたい! : UKイントネーショ
ン・パーフェクトガイド (CD book)

小川, 直樹(1961- 英語学) /
McKechnie, Nadia

研究社 2015.7 9784327441050 10912417 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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833.3/Ku34/1 くまモン!これ英語でなんていうと?英和・和英じてん 学研辞典編集部
学研教育出版/学研マーケ
ティング (発売)

2015.9 9784053042293 10919227 平成28年度

834/E 37/3 英単語ターゲット1900 : 大学入試出る順 5訂版 宮川, 幸久 / ターゲット編集部 [旺文社] [2017.2] 9784010344163 10924398 平成29年度第1回

834/H 31/2 仕事で使える受験英単語1200 晴山, 陽一(1950-) 秀和システム 2017.5 9784798051222 10926130 平成29年度第2回

834/Sh49/2
イメージと語源でよくわかる似ている英単語使い分け
Book (Beret books)

清水, 建二(1955-) / すずき, ひろし ベレ出版 2016.7 9784860644826 10919089 平成28年度

835/I 84/2
ゼロから始める!大人のための中学英語 : junior high
english

石崎, 秀穂(1974-) 高橋書店 [2013.10] 9784471274344 10917668 平成28年度

835/Mu78/4
English grammar in use : a self-study reference and practice
book for intermediate learners of English 4th ed : with answers
and interactive eBook

Murphy, Raymond Cambridge University Press 2015 9781107539334 10926158 平成29年度第2回

835/N 22/1
中学3年分の英文法が10日間で身につく<コツと法則> (Asuka
business & language books) 長沢, 寿夫(1956-) 明日香出版社 2009.8 9784756913203 10917671 平成28年度

835/N 22/2
中学3年分の英語を3週間でマスターできる本 : 長沢
式英語ミルミル上達法

長沢, 寿夫(1956-) 明日香出版 1987.12 9784870301801 10917672 平成28年度

835/Ta56/1
実践英語文法詳解 : 英語力を身につけるための文法
入門

高谷, 伴江 朝日出版社 2010.3 9784255005195 10926157 平成29年度第2回

837.5/N 35/1
激動のニュースから学ぶトップリーダーの英語 (米国
発Newshourリスニング:国際政治編)

中丸, 友一郎(1956-) / 中丸, 友世 DHC 2017.3 9784887245853 10924400 平成29年度第1回

837.5/Sh18/2
翻訳力錬成テキストブック : 英文を一点の曇りなく読
み解く 決定版

柴田, 耕太郎 日外アソシエーツ/紀伊國屋書店 (発売)2017.6 9784816926679 10926146 平成29年度第2回

837.7/E 37/1
映画英語のリスニング : ボトムアップ式 : 恋するブ
ルックリン (CD book)

森田, 勝之(1953-) / 汐宮, ゆき DHC 2015.2 9784887245617 10911121 平成27年度

837.7/H 52/2 老人と海 (Ruby books:2) Hemingway, Ernest, 1899-1961 講談社インターナショナル 1998.12 9784770023735 10911129 平成27年度

837.7/R 66/1
ローマの休日 (Screenplay:159:classic. 名作映画完全
セリフ音声集)

曽根田, 憲三(1947-) / Trumbo, Dalton,
1905-1976 他

フォーインスクリーンプレイ事
業部 (発売)

2012.1 9784894074675 10911128 平成27年度

837.7/Th 1/3-
ジャパンFAQ 文化編 (IBCオーディオブックス : やさし
い英語を聴いて読む)

Thayne, David A., 1959- / 松澤, 喜好
(1950-)

IBCパブリッシング 2007.11-2008.1 9784896846485 10911302 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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837.7/Th 1/3-
ジャパンFAQ 社会編 (IBCオーディオブックス : やさし
い英語を聴いて読む)

Thayne, David A., 1959- / 松澤, 喜好
(1950-)

IBCパブリッシング 2007.11-2008.1 9784896846478 10912384 平成27年度

837.7/W 73/7 大きな森の小さな家
Wilder, Laura Ingalls, 1867-1957 / 安
野, 光雅(1926-)

朝日出版社 2015.9 9784255008745 10911126 平成27年度

837.8/E 37/6
英語のプロ300人に聞いた日本人のための絶妙な言い回しフレー
ズブック (CD BOOK) (Asuka business & language books) DMM英会話 明日香出版社 2017.4 9784756918970 10924406 平成29年度第1回

837.8/I 23/3 1から出直し書き込み式英会話book 井口, 紀子 成美堂出版 [2014.3] 9784415302423 10917666 平成28年度

837.8/N 17/1 英語で話す力。 : 141のサンプル・スピーチで鍛える!
長尾, 和夫(1963-) / Boerger, Andy,
1962-

三修社 2016.4 9784384058352 10919081 平成28年度

837.8/N 95/1 日常英会話best表現1100 : 短い・カンタン・覚えやすい!すぐに使える、便
利なミニフレーズ。 (CD BOOK) (Asuka business & language books) 野村, 真美(1960-) 明日香出版社 2004.4 9784756907547 10924405 平成29年度第1回

837.8/N 99/1
日本人が知らない、はずむ英会話術 : ネイティブ500
人に聞いた!

沼越, 康則
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2010.2 9784048684156 10899067 平成26年度

837.8/P 17/1 一番やさしい基本の日常英会話 Palen, Betty / 松岡, 美代子 西東社 [2015.8] 9784791620548 10917651 平成28年度

837.8/Th 1/12
ネイティブならそうは言わない日本人が習わない英語
(ディスカヴァー携書:65)

Thayne, David A., 1959- / 小池, 信孝
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

2011.6 9784799310250 10900811 平成26年度

837.8/Tr 1/1 ネイティブ日常英会話リアルフレーズ3100
Trambley, Jeffrey / 堀田, 秀吾(1968-
)

新星出版社 2016.4 9784405011373 10926152 平成29年度第2回

840.7/D 81/6- 独検過去問題集 2016年版: 5級・4級・3級 ドイツ語学文学振興会 郁文堂 2004.5- 9784261073270 10919095 平成28年度

840/N 39/2 ドイツ語が面白いほど身につく本 : カラー版 中野, 久夫(1929-) / 中経出版 KADOKAWA 2011.5 9784046026491 10919090 平成28年度

845/Mo45/1
しっかり身につくドイツ語トレーニングブック : 文法と頻出単語を同時に学
べる (Beret books) (CD book. Basic language learning series) 森, 泉 ベレ出版 2006.4 9784860641207 10899182 平成26年度

845/W 43/1
NHK出版これならわかるドイツ語文法 : 入門から上級
まで

鷲巣, 由美子 NHK出版 2016.2 9784140351390 10919098 平成28年度

847.7/D 83/1 ドイツ語で楽しむ日本昔ばなし 小山田, 裕子 IBCパブリッシング 2016.7 9784794604194 10919102 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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847.7/G 86/2
ドイツ語で読むグリム童話名作集 (IBC対訳ライブラ
リー)

Grimm, Jacob, 1785-1863 / Grimm, Wilhelm,
1786-1859 / 池田, 信雄(1947-) IBCパブリッシング 2014.10 9784794603036 10902808 平成26年度

847.7/Ka31/1
日本人が知りたいドイツ人の当たり前 : ドイツ語リー
ディング

鎌田, タベア / 柳原, 伸洋 三修社 2016.9 9784384058512 10919097 平成28年度

847.7/Su87/1
ドイツ語で読む珠玉の短編  : 対訳目に見えないコレ
クション・広間にて・パン

諏訪, 功(1936-) / Borchert,
Wolfgang, 1921-1947 　他

NHK出版 2012.6 9784140351079 10912293 平成27年度

847.8/H 58/1 3パターンで決める日常ドイツ語会話ネイティブ表現 Hillesheim, Jan / 金子, みゆき 語研 2013.12 9784876152773 10919093 平成28年度

847.8/Su38/1 コミュニケーションのための中級へのドイツ語 杉本, モニカ / 本河, 裕子 三修社 2015.5 9784384033731 10919139 平成28年度

847/H 58/1 ビールを楽しむドイツ語 Hillesheim, Jan / 金子, みゆき 三修社 2009.9 9784384059595 10919096 平成28年度

849.8/H 47/1 スウェーデン語 (ニューエクスプレス) 速水, 望 白水社 2007.10 9784560067857 10902818 平成26年度

855/I 52/1 だいたいで楽しいフランス語入門 : 使える文法 稲垣, 正久 三修社 2014.3 9784384045925 10926156 平成29年度第2回

875/H 27/1 だいたいで楽しいイタリア語入門 : 使える文法 花本, 知子(1978-) 三修社 2014.7 9784384045963 10926155 平成29年度第2回

880/Ku72/1 ロシア語 (ニューエクスプレス) 黒田, 龍之助(1964-) 白水社 2007.4 9784560006276 10902811 平成26年度

880/Sa85/4 NHK新ロシア語入門 (CD BOOK) 佐藤, 純一(1931-) 日本放送出版協会 2001.3 9784140393536 10902807 平成26年度

887.5/A 12/1 名スピーチで学ぶロシア語 阿部, 昇吉(1956-) 東洋書店 2013.2 9784864591157 10899178 平成26年度

889.5/Ka48/1
チェコ語の基本 : 入門から中級の入り口まで : CD付
き

金指, 久美子 三修社 2012.8 9784384056945 10899177 平成26年度

889.8/I 75/2 ポーランド語 (ニューエクスプレス) 石井, 哲士朗 / 三井, レナータ(1959-) 白水社 2008.12 9784560067949 10902810 平成26年度

889.83/Ka43/1 簡明日本語-ポーランド語ポーランド語-日本語辞典 渡辺, 克義(1960-) 国際語学社 2008.12 9784877314491 10902814 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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889.86/W 46/1 ポーランド語作文教本 初版 渡辺, 克義(1960-) 東洋書店 2012.4 9784864590471 10899180 平成26年度

889/Ku72/1 チェコ語の隙間 : 東欧のいろんなことばの話 黒田, 龍之助(1964-) 現代書館 2015.2 9784768457542 10909087 平成27年度

891.9/Ki13/1 現代ギリシア語 (ニューエクスプレス) 木戸, 雅子 白水社 2012.2 9784560085837 10902820 平成26年度

901.307/E 63/1
ライトノベル・ゲームで使える印象に残るストーリー作
りのためのアイテム事典100

榎本, 秋(1977-) / 諸星, 崇 / 榎本事
務所

秀和システム 2012.11 9784798035529 10881081 平成24年度

901.307/E 63/2
目指せ!ライトノベル作家超 (スーパー) ガイド (Twj
books:vol.2. CREATORS BIBLE)

榎本, 秋(1977-) トランスワールドジャパン 2012.10 9784862561114 10881322 平成24年度

901.307/E 63/3
ライトノベル創作Q&A100 (ライトノベル作家になるシ
リーズ)

榎本, 秋(1977-) 新紀元社 2012.6 9784775310243 10912321 平成27年度

901.307/Ma98/1
ライトノベル表現論 : 会話・創造・遊びのディスコース
の考察

Maynard, Senko Kumiya 明治書院 2012.4 9784625434488 10912319 平成27年度

901.307/N 95/1 ストーリーの作り方 (創作トレーニング) 野村, カイリ 新紀元社 2013.3 9784775311073 10900857 平成26年度

901.307/N 95/2 ストーリー世界の作り方 (創作トレーニング) 野村, カイリ 新紀元社 2014.9 9784775312698 10911226 平成27年度

901.307/Sh57/1 新ライトノベルを書きたい人の本 ライトノベル創作クラブ 成美堂出版 [2014.3] 9784415314457 10912320 平成27年度

902.3/To34/1 生き延びるための世界文学 : 21世紀の24冊 都甲, 幸治(1969-) 新潮社 2014.10 9784103323228 10902647 平成26年度

909.3/W 31/1 少女たちの19世紀 : 人魚姫からアリスまで 脇, 明子(1948-) 岩波書店 2013.12 9784000259422 10900849 平成26年度

909/Sa75/1 絵本の心理学 : 子どもの心を理解するために 佐々木, 宏子(1940-) 新曜社 2000.3 9784788507142 10912425 平成27年度

910.2/F 93/2 文学はなぜ必要か : 日本文学&ミステリー案内 古橋, 信孝(1943-) 笠間書院 2015.11 9784305707840 10924446 平成29年度第1回

910.2/H 48/1
日本古典の花園を歩く (日本語学習者のための日本
研究シリーズ:3. Japan studies for Japanese learners)

林, 四郎(1922-) くろしお出版 2016.4 9784874246948 10920173 平成28年度
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910.2/N 46/1 日本文学の大地 中沢, 新一(1950-) / 角川学芸出版 KADOKAWA 2015.2 9784046533319 10909079 平成27年度

910.2/O 88/1
本当はひどかった昔の日本 : 古典文学で知るしたた
かな日本人

大塚, ひかり(1961-) 新潮社 2014.1 9784103350910 10900938 平成26年度

910.2/Se71/1
千年の百冊 : あらすじと現代語訳でよむ日本の古典
100冊スーパーガイド

鈴木, 健一(1960-) / 中嶋, 真也
(1973-)

小学館 2013.4 9784093882767 10902788 平成26年度

910.2/Sh84/1
知らないと恥ずかしい「日本の名作」あらすじ200本
(宝島社文庫)

日本の名作委員会 宝島社 2008.12 9784796668477 10911244 平成27年度

910.26/A 46/1 マンガでわかる日本文学 あんの, 秀子 / フリーハンド 池田書店 [2014.7] 9784262154169 10902780 平成26年度

910.264/R 11/1 ライトノベル研究序説
一柳, 廣孝(1959-) / 久米, 依子
(1958-)

青弓社 2009.4 9784787291882 10920289 平成28年度

910.264/R 11/2 ライトノベル・スタディーズ
一柳, 廣孝(1959-) / 久米, 依子
(1958-)

青弓社 2013.10 9784787292162 10920288 平成28年度

910.264/Y 34/1
ライトノベルよ、どこへいく : 一九八〇年代からゼロ年
代まで

山中, 智省(1985-) 青弓社 2010.9 9784787291974 10920287 平成28年度

910.268/Ki39/8 折口信夫 : いきどほる心 (再発見日本の哲学) 木村, 純二(1970-) 講談社 2008.5 9784062787567 10920220 平成28年度

910.268/Mu43/8
私説昭和文学 : 太宰治 梶井基次郎 永井荷風 坂口
安吾

村上, もとか アーカイブス出版 2008.3 9784903870441 10926188 平成29年度第2回

910.268/N 46/1
古代から来た未来人折口信夫 (ちくまプリマー新
書:082)

中沢, 新一(1950-) 筑摩書房 2008.5 9784480687845 10920212 平成28年度

910.268/Ta33/14 折口信夫と近世文学 高橋, 俊夫(1931-) 清文堂出版 2008.4 9784792414054 10924444 平成29年度第1回

910.268/To56/2 折口信夫の青春
富岡, 多恵子(1935-) / 安藤, 礼二
(1967-)

ぷねうま舎 2013.6 9784906791163 10920215 平成28年度

910.268/U 45/2
折口信夫魂の古代学 (角川文庫:18784. 角川ソフィア
文庫:[I-122-1])

上野, 誠(1960-) KADOKAWA 2014.9 9784044092146 10920213 平成28年度

910.268/Y 44/3 マンガで読み解く宮沢賢治の童話事典 山下, 聖美(1972-) / 中村, 美公 東京堂出版 2015.11 9784490108712 10912434 平成27年度



所在：1階　第１閲覧室 選定図書コーナー

請求記号 書名 著者 出版者 出版日付 ISBN 資料ID 選書ツアー年度

002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

911.107/A 34/1 大人の短歌入門 : すぐ作る、必ず作る、完璧に創る 秋葉, 四郎(1937-)
角川文化振興財団
/KADOKAWA (発売)

2017.4 9784048763943 10924442 平成29年度第1回

911.107/Ko71/1 歌ことば100 今野, 寿美(1952-) 本阿弥書店 2017.1 9784776812906 10924447 平成29年度第1回

911.12/Ma43/57 万葉集 (まんがで読破:MD119) バラエティ・アートワークス イースト・プレス 2013.1 9784781608525 10926247 平成29年度第2回

911.147/A 46/4 マンガでわかる百人一首 あんの, 秀子 池田書店 2012.10 9784262154039 10900940 平成26年度

911.147/H 99/6 百人一首 (マンガで楽しむ古典) 吉海, 直人(1953-) ナツメ社 2014.12 9784816357077 10926185 平成29年度第2回

911.147/I 86/1
眠れないほどおもしろい百人一首 (王様文庫:[D59-
2])

板野, 博行 三笠書房 2013.11 9784837966975 10892170 平成25年度

911.16/Ki19/1 大正歌壇史私稿 来嶋, 靖生(1931-) ゆまに書房 2008.4 9784843328316 10924445 平成29年度第1回

911.16/O 87/1 近代短歌の範型 大辻, 隆弘(1960-) 六花書林/開発社 (発売) 2015.11 9784907891152 10924443 平成29年度第1回

911.162/A 34/1 茂吉入門 : 歌人茂吉人間茂吉 秋葉, 四郎(1937-) 飯塚書店 2016.12 9784752210405 10924441 平成29年度第1回

911.168/O 71/1
釈迢空全歌集 (角川文庫:19833. 角川ソフィア文
庫:[D-133-1])

折口, 信夫(1887-1953) / 岡野, 弘彦
(1924-)

KADOKAWA 2016.6 9784044000387 10920214 平成28年度

911.367/H 55/1 東日本大震災を詠む
国際俳句交流協会 / 日本伝統俳句
協会 / 俳人協会 / 現代俳句協会

朝日新聞出版 2015.3 9784022512703 10920197 平成28年度

911.367/J 95/1- 17音の青春 : 五七五で綴る高校生のメッセージ 2016 神奈川大学広報委員会 日本放送出版協会 2015.3- 9784048763622 10920198 平成28年度

911.367/J 95/1- 17音の青春 : 五七五で綴る高校生のメッセージ 2015 神奈川大学広報委員会 日本放送出版協会 2015.3- 9784046529466 10920200 平成28年度

911.368/G 94/1 ひとつ水 : 句集 郡司, 正勝(1913-1998) 三月書房 1990.7 4782601271 10920202 平成28年度

911.368/N 58/2 龍 : 伊月集 : 句集 夏井, いつき 朝日出版社 2015.7 9784255008455 10920199 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

911.467/Ki32/1-1 きみまろ「夫婦川柳」傑作選 [1] 綾小路, きみまろ(1950-) 小学館 2014.6 9784093798594 10919194 平成28年度

911.467/Ki32/1-2
奥様が笑う家には福来たる (きみまろ「夫婦川柳」傑
作選:2)

綾小路, きみまろ(1950-) 小学館 2016.3 9784093798778 10919195 平成28年度

911.467/Sh81/1-5 確かめるむかし愛情いま寝息 (シルバー川柳:5) 全国有料老人ホーム協会 / ポプラ社 ポプラ社 2015.9 9784591146576 10911187 平成27年度

911.56/A 52/1 君を読む 蒼井, ブルー 河出書房新社 2016.9 9784309025025 10919226 平成28年度

911.56/H 92/5 いのちより大切なもの 星野, 富弘(1946-)
いのちのことば社フォレスト
ブックス

2012.12 9784264030539 10919234 平成28年度

911.56/I 72/1 廃墟の砂 石田, 忠之 文芸社 2013.10 9784286141213 10902785 平成26年度

911.56/Te67/2 寺山修司少女詩集 改版 (角川文庫:13685, [て1-12]) 寺山, 修司(1935-1983) 角川書店 2005.2 9784041315279 10920291 平成28年度

911.56/Y 18/1 じゃんつる 山端, 直生 浪速社 2014.11 9784888544818 10902795 平成26年度

911.568/G 34/2 現代若者方言詩集 : けっぱれ、ちゅら日本語 浜本, 純逸(1937-) 大修館書店 2005.12 9784469221756 10899141 平成26年度

911.58/Ka53/2-1 わたしと小鳥とすずと (金子みすゞ童謡集:[1])
金子, みすゞ(1903-1930) / 矢崎, 節
夫(1947-)

JULA出版局 1984.8 10911236 平成27年度

911.58/Ka53/2-2 明るいほうへ (金子みすゞ童謡集:[2])
金子, みすゞ(1903-1930) / 矢崎, 節
夫(1947-)

JULA出版局 1995.3 10911237 平成27年度

911.58/Ka53/2-3 このみちをゆこうよ (金子みすゞ童謡集:[3])
金子, みすゞ(1903-1930) / 矢崎, 節
夫(1947-)

JULA出版局 1998.2 10911238 平成27年度

911.66/Y 52/1 人生に役立つ都々逸読本 : 七・七・七・五の法則 柳家, 紫文 海竜社 2015.7 9784759314373 10912424 平成27年度

911/O 71/3 釈迢空歌集 (岩波文庫:緑(31)-186-3)
折口, 信夫(1887-1953) / 富岡, 多恵
子(1935-)

岩波書店 2010.7 9784003118634 10924440 平成29年度第1回

912.7/N 86/2-1
副物語 : アニメ偽物語&猫物語 (黒) 副音声副読本 上
(講談社Box)

西尾, 維新(1981-) 講談社 2015.8-2015.9 9784062196970 10917752 平成28年度



所在：1階　第１閲覧室 選定図書コーナー
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

912.7/N 86/2-2
副物語 : アニメ偽物語&猫物語 (黒) 副音声副読本 下
(講談社Box)

西尾, 維新(1981-) 講談社 2015.8-2015.9 9784062197441 10917753 平成28年度

913.2/Ko39/7 古事記 (まんがで読破:MD050) バラエティ・アートワークス イースト・プレス 2010.1 9784781602769 10926242 平成29年度第2回

913.36/Mu56/22 源氏物語 (まんがで読破:MD052)
紫式部(978-1015) / バラエティ・アー
トワークス

イースト・プレス 2010.2 9784781603131 10926241 平成29年度第2回

913.57/E 24/3-1 芋地獄 (江戸マンガ:1) Kabat, Adam / 北尾, 政美(1764-1824) 　他 小学館 2014.6 9784093882972 10902781 平成26年度

913.57/E 24/3-2 人魚なめ (江戸マンガ:2)
棚橋, 正博(1947-) / 山東, 京傳(1761-1816) / 北
尾, 重政(1739-1820) / 鳥居, 清長(1752-1815) 小学館 2014.6 9784093882989 10902787 平成26年度

913.6/A 12/23 烏に単は似合わない 阿部, 智里(1991-) 文藝春秋 2012.6 9784163816104 10900889 平成26年度

913.6/A 12/24 烏は主を選ばない 阿部, 智里(1991-) 文藝春秋 2013.7 9784163822808 10900897 平成26年度

913.6/A 29/34 三毛猫ホームズの秋 (Book with you) 赤川, 次郎(1948-) 光文社 2014.10 9784334929756 10902899 平成26年度

913.6/A 31/1-1 緋弾のアリアAA [1] (MF文庫J:[あ-05-24])
赤松, 中学 / チームアミカ / メディア
ファクトリー

KADOKAWA 2015.1 9784040673547 10909068 平成27年度

913.6/A 34/3-1 居酒屋ぼったくり [1] 秋川, 滝美 / しわすだ
アルファポリス/星雲社 (発
売)

2014.5- 9784434192487 10899193 平成26年度

913.6/A 34/3-2 居酒屋ぼったくり 2 秋川, 滝美 / しわすだ
アルファポリス/星雲社 (発
売)

2014.5- 9784434197772 10920301 平成28年度

913.6/A 34/3-3 居酒屋ぼったくり 3 秋川, 滝美 / しわすだ
アルファポリス/星雲社 (発
売)

2014.5- 9784434203503 10920302 平成28年度

913.6/A 34/3-4 居酒屋ぼったくり 4 秋川, 滝美 / しわすだ
アルファポリス/星雲社 (発
売)

2014.5- 9784434210907 10920303 平成28年度

913.6/A 34/3-5 居酒屋ぼったくり 5 秋川, 滝美 / しわすだ
アルファポリス/星雲社 (発
売)

2014.5- 9784434217036 10920304 平成28年度

913.6/A 34/3-6 居酒屋ぼったくり 6 秋川, 滝美 / しわすだ
アルファポリス/星雲社 (発
売)

2014.5- 9784434224508 10920305 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

913.6/A 34/4-1
ささみさん@がんばらない [1] (ガガガ文庫:ガあ6-1～
ガあ6-6)

日日日 / 左 小学館 2009.12-2013.6 9784094511765 10900997 平成26年度

913.6/A 34/4-2
ささみさん@がんばらない 2 (ガガガ文庫:ガあ6-1～ガ
あ6-6)

日日日 / 左 小学館 2009.12-2013.6 9784094512021 10900998 平成26年度

913.6/A 34/4-3
ささみさん@がんばらない 3 (ガガガ文庫:ガあ6-1～ガ
あ6-6)

日日日 / 左 小学館 2009.12-2013.6 9784094512236 10900999 平成26年度

913.6/A 34/4-4
ささみさん@がんばらない 4 (ガガガ文庫:ガあ6-1～ガ
あ6-6)

日日日 / 左 小学館 2009.12-2013.6 9784094512441 10901000 平成26年度

913.6/A 34/4-5
ささみさん@がんばらない 5 (ガガガ文庫:ガあ6-1～ガ
あ6-6)

日日日 / 左 小学館 2009.12-2013.6 9784094512656 10901001 平成26年度

913.6/A 34/4-6
ささみさん@がんばらない 6 (ガガガ文庫:ガあ6-1～ガ
あ6-6)

日日日 / 左 小学館 2009.12-2013.6 9784094512892 10901002 平成26年度

913.6/A 34/5 のばらセックス (講談社Box:[アF-02]) 日日日 / 千葉, サドル 講談社 2011.11 9784062837842 10920268 平成28年度

913.6/A 34/6 図書館パラセクト (講談社Box:[アF-03]) 日日日 / 千葉, サドル 講談社 2013.7 9784062838467 10920266 平成28年度

913.6/A 34/7
ビスケット・フランケンシュタイン 完全版 (講談社
Box:[アF-04])

日日日 / toi8 講談社 2013.9 9784062838474 10920267 平成28年度

913.6/A 34/8 はこぶねエトランゼ (講談社Box:[アF-05]) 日日日 / 千葉, サドル 講談社 2014.8 9784062838757 10920265 平成28年度

913.6/A 42/4-1 ナイツ&マジック 1 (ヒーロー文庫) 天酒之, 瓢 / 黒銀 主婦の友社 2013.2-2015.4 9784072881590 10909050 平成27年度

913.6/A 42/4-2 ナイツ&マジック 2 (ヒーロー文庫) 天酒之, 瓢 / 黒銀 主婦の友社 2013.2-2015.4 9784072896679 10909051 平成27年度

913.6/A 42/4-3 ナイツ&マジック 3 (ヒーロー文庫) 天酒之, 瓢 / 黒銀 主婦の友社 2013.2-2015.4 9784072927298 10909052 平成27年度

913.6/A 42/4-4 ナイツ&マジック 4 (ヒーロー文庫) 天酒之, 瓢 / 黒銀 主婦の友社 2013.2-2015.4 9784072963487 10909053 平成27年度

913.6/A 42/4-5 ナイツ&マジック 5 (ヒーロー文庫) 天酒之, 瓢 / 黒銀 主婦の友社 2013.2-2015.4 9784074124121 10909054 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

913.6/A 43/7 モグリ 安萬, 純一 幻冬舎 2013.2 9784344023338 10902753 平成26年度

913.6/A 43/8 青銅ドラゴンの密室 (本格M.W.S.) 安萬, 純一 南雲堂 2014.12 9784523265269 10909071 平成27年度

913.6/A 52/2-1 百魔の主 [1] 葵, 大和 / まろ KADOKAWA 2015.5 9784040705743 10908916 平成27年度

913.6/A 57/3
ブタカン! : 池谷美咲の演劇部日誌 (新潮文庫:10089,
あ-80-1)

青柳, 碧人(1980-) 新潮社 2014.11 9784101800141 10919159 平成28年度

913.6/A 63/1
小説仮面ライダークウガ (講談社キャラクター文
庫:001)

荒川, 稔久 / 石ノ森, 章太郎(1938-
1998)

講談社 2013.6 9784063148510 10902599 平成26年度

913.6/A 64/5 オケ老人! (小学館文庫:[あ19-3]) 荒木, 源(1964-) 小学館 2010.12 9784094085686 10920347 平成28年度

913.6/A 71/34 アンマーとぼくら 有川, 浩(1972-) 講談社 2016.7 9784062201544 10920332 平成28年度

913.6/A 76/16 怪しい店 有栖川, 有栖(1959-) KADOKAWA 2014.10 9784041021415 10902580 平成26年度

913.6/A 81/42-1
ライオットグラスパー : 異世界でスキル盗ってます 1
(MFブックス)

飛鳥, けい KADOKAWA 2013.8- 9784040664545 10902655 平成26年度

913.6/A 81/43-1 神様の御用人 [1] (メディアワークス文庫:0247, 0271)
浅葉, なつ / アスキー・メディアワーク
ス

KADOKAWA 2013.12-2015.12 9784048662703 10902683 平成26年度

913.6/A 81/43-2 神様の御用人 2 (メディアワークス文庫:0247, 0271)
浅葉, なつ / アスキー・メディアワーク
ス

KADOKAWA 2013.12-2015.12 9784048666503 10902684 平成26年度

913.6/A 81/43-3 神様の御用人 3 (メディアワークス文庫:0247, 0271)
浅葉, なつ / アスキー・メディアワーク
ス

KADOKAWA 2013.12-2015.12 9784048691185 10917692 平成28年度

913.6/A 81/43-4 神様の御用人 4 (メディアワークス文庫:0247, 0271)
浅葉, なつ / アスキー・メディアワーク
ス

KADOKAWA 2013.12-2015.12 9784048652544 10917693 平成28年度

913.6/A 81/43-5 神様の御用人 5 (メディアワークス文庫:0247, 0271)
浅葉, なつ / アスキー・メディアワーク
ス

KADOKAWA 2013.12-2015.12 9784048656825 10917694 平成28年度

913.6/A 81/45 ブラックオアホワイト 浅田, 次郎(1951-) 新潮社 2015.2 9784104394050 10909080 平成27年度



所在：1階　第１閲覧室 選定図書コーナー

請求記号 書名 著者 出版者 出版日付 ISBN 資料ID 選書ツアー年度

002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

913.6/A 83/6 世界地図の下書き 朝井, リョウ(1989-) 集英社 2013.7 9784087715200 10900795 平成26年度

913.6/A 83/8 武道館 朝井, リョウ(1989-) 文藝春秋 2015.4 9784163902470 10909110 平成27年度

913.6/A 87/19 ゆらやみ あさの, あつこ 新潮社 2015.6 9784103063339 10909077 平成27年度

913.6/A 87/20-2 スパイクス (幻冬舎文庫:あ-28-3. ランナー:2) あさの, あつこ 幻冬舎 2013.4 9784344419971 10919222 平成28年度

913.6/A 87/20-3 レーン (幻冬舎文庫:あ-28-5. ランナー:3) あさの, あつこ 幻冬舎 2016.8 9784344425002 10919230 平成28年度

913.6/A 92/14-1
明日町こんぺいとう商店街 : 招きうさぎと七軒の物語
(ポプラ文庫:[ん1-4])

大島, 真寿美(1962-) / 大山, 淳子 他 ポプラ社 2013.12 9784591137109 10902856 平成26年度

913.6/A 92/14-2
明日町こんぺいとう商店街2 : 招きうさぎと六軒の物
語 (ポプラ文庫:[ん1-5])

藤谷, 治(1963-) / 浅野, 真澄 他 ポプラ社 2014.4 9784591139738 10902857 平成26年度

913.6/A 94/7-1 遅咲き冒険者 (エクスプローラー) 1 安登, 恵一 / bob KADOKAWA 2014.10 9784040704036 10908913 平成27年度

913.6/A 94/7-2 遅咲き冒険者 (エクスプローラー) 2 安登, 恵一 / bob KADOKAWA 2014.10 9784040705460 10908914 平成27年度

913.6/A 94/7-3 遅咲き冒険者 (エクスプローラー) 3 安登, 恵一 / bob KADOKAWA 2014.10 9784040704036 10908915 平成27年度

913.6/A 97/4-1 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 1 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797371956 10900980 平成26年度

913.6/A 97/4-2 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 2 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797373059 10900981 平成26年度

913.6/A 97/4-3 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 3 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797373639 10900982 平成26年度

913.6/A 97/4-4 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 4 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797374728 10900983 平成26年度

913.6/A 97/4-5 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 5 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797375237 10900984 平成26年度



所在：1階　第１閲覧室 選定図書コーナー

請求記号 書名 著者 出版者 出版日付 ISBN 資料ID 選書ツアー年度

002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

913.6/A 97/4-6 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 6 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797375565 10900985 平成26年度

913.6/A 97/4-7 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 7 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797377415 10900986 平成26年度

913.6/A 97/4-8 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 8 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797380163 10900987 平成26年度

913.6/A 97/4-9 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 9 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797381672 10920359 平成28年度

913.6/A 97/4-10 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 10 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797382488 10920360 平成28年度

913.6/A 97/4-11 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 11 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797382341 10920361 平成28年度

913.6/A 97/4-12 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 12 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797383324 10920362 平成28年度

913.6/A 97/4-13 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 13 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797384819 10920363 平成28年度

913.6/A 97/4-14 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 14 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797385236 10920364 平成28年度

913.6/A 97/4-15 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 15 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797386196 10920365 平成28年度

913.6/A 97/4-16 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 16 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797387377 10920366 平成28年度

913.6/A 97/4-17 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 17 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797388862 10920367 平成28年度

913.6/A 97/4-18 聖剣使いの禁呪詠唱 (ワールドブレイク) 18 あわむら, 赤光 / refeia SBクリエイティブ 2012.11-2016.10 9784797389449 10920368 平成28年度

913.6/A 98/19
ノーブルチルドレンの残酷 (メディアワークス文
庫:0089, [あ3-5])

綾崎, 隼(1981-)
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング(発売) 2011.6 9784048706834 10900973 平成26年度

913.6/A 98/20
ノーブルチルドレンの告別 (メディアワークス文
庫:0098, [あ3-6])

綾崎, 隼(1981-)
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング(発売) 2011.8 9784048706995 10900974 平成26年度



所在：1階　第１閲覧室 選定図書コーナー

請求記号 書名 著者 出版者 出版日付 ISBN 資料ID 選書ツアー年度

002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

913.6/A 98/21
ノーブルチルドレンの断罪 (メディアワークス文
庫:0132, [あ3-8])

綾崎, 隼(1981-)
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング(発売) 2012.4 9784048863698 10900975 平成26年度

913.6/A 98/22
ノーブルチルドレンの愛情 (メディアワークス文
庫:0151, [あ3-9])

綾崎, 隼(1981-)
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング(発売) 2012.8 9784048868075 10900976 平成26年度

913.6/A 98/23
ノーブルチルドレンの追想 (メディアワークス文
庫:0228, [あ3-11])

綾崎, 隼(1981-) KADOKAWA 2013.10 9784048660761 10900977 平成26年度

913.6/A 98/24 レッドスワンの絶命
綾崎, 隼(1981-) / ワカマツ, カオリ /
アスキー・メディアワークス

KADOKAWA 2015.3 9784048692212 10908993 平成27年度

913.6/A 99/10 探偵法間ごますり事件簿 東, 直己 光文社 2012.7 9784334928346 10902761 平成26年度

913.6/C 46/10 翻訳ガール (宝島社文庫:[Cち-2-3]) 千梨, らく 宝島社 2014.9 9784800227904 10900899 平成26年度

913.6/C 46/11 天久鷹央の推理カルテ (新潮文庫:10064, ち-7-1) 知念, 実希人 新潮社 2014.10 9784101800103 10902848 平成26年度

913.6/C 46/12 優しい死神の飼い方 (光文社文庫:[ち5-1]) 知念, 実希人 光文社 2016.5 9784334772895 10917701 平成28年度

913.6/D 49/13 女生徒 改版 (角川文庫:15707) 太宰, 治(1909-1948) 角川書店/角川グループパブリッシング (発売)2009.5 9784041099155 10926206 平成29年度第2回

913.6/D 81/6 Fake of the dead (メディアワークス文庫:と-1-9) 土橋, 真二郎 KADOKAWA 2014.9 9784048669405 10902673 平成26年度

913.6/D 81/8-1 生贄のジレンマ 上 (メディアワークス文庫:0052, [と-1-3]) 土橋, 真二郎
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2010.9 9784048689328 10912354 平成27年度

913.6/E 21/4
ここで死神から残念なお知らせです。 (新潮文
庫:10138, え-25-1)

榎田, 尤利 新潮社 2015.1 9784101800226 10908963 平成27年度

913.6/E 62/4 これはペンです 円城, 塔(1972-) 新潮社 2011.9 9784103311614 10902794 平成26年度

913.6/E 62/5 エピローグ 円城, 塔(1972-) 早川書房 2015.9 9784152095619 10911186 平成27年度

913.6/F 59/2-7
天使と悪魔のゲーム (角川ホラー文庫:17741, Hふ4-
7. バチカン奇跡調査官:[7])

藤木, 稟(1961-)
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2012.12 9784041006290 10900875 平成26年度



所在：1階　第１閲覧室 選定図書コーナー

請求記号 書名 著者 出版者 出版日付 ISBN 資料ID 選書ツアー年度

002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

913.6/F 59/2-8
終末の聖母 (デイー・ゲニトリクス) (角川ホラー文
庫:18213, Hふ4-8. バチカン奇跡調査官:[8])

藤木, 稟(1961-) KADOKAWA 2013.10 9784041010501 10900876 平成26年度

913.6/F 67/6 福福荘の福ちゃん (ポプラ文庫:ふ3-1) 藤田, 容介(1963-) ポプラ社 2014.10 9784591141670 10902890 平成26年度

913.6/F 67/7-1
告白予行練習 [1] (角川ビーンズ文庫:18387, BB501-
2)

藤谷, 燈子 / HoneyWorks / ヤマコ KADOKAWA 2014.2 9784041012031 10911192 平成27年度

913.6/F 67/7-2
ヤキモチの答え (角川ビーンズ文庫:18592, BB501-3.
告白予行練習)

藤谷, 燈子 / HoneyWorks / ヤマコ KADOKAWA 2014.6 9784041015773 10911193 平成27年度

913.6/F 67/7-3
初恋の絵本 (角川ビーンズ文庫:18850, BB501-4. 告
白予行練習)

藤谷, 燈子 / HoneyWorks / ヤマコ /
角川書店

KADOKAWA 2014.11 9784041015780 10911194 平成27年度

913.6/F 67/7-4
今好きになる。 (角川ビーンズ文庫:19263, BB501-5.
告白予行練習)

藤谷, 灯子 / HoneyWorks / ヤマコ KADOKAWA 2015.7 9784041025116 10911195 平成27年度

913.6/F 67/8 花や今宵の 藤谷, 治(1963-) 講談社 2016.9 9784062202695 10919166 平成28年度

913.6/F 72/11 最後のトリック (河出文庫) 深水, 黎一郎(1963-) 河出書房新社 2014.10 9784309413181 10902681 平成26年度

913.6/F 72/13
ヴェンデッタ (角川ホラー文庫:20358, Hん56-24. バイ
オハザード)

深見, 真(1977-) KADOKAWA 2017.5 9784041056189 10924518 平成29年度第1回

913.6/F 74/6 広域警察極秘捜査班BUG 福田, 和代(1967-) 新潮社 2016.11 9784103294627 10920300 平成28年度

913.6/F 92/47-1
烏野強化合宿 (ジャンプジェイブックス. ハイキュー!!
ショーセツバン!!:1)

古舘, 春一 / 星, 希代子(1976-) 集英社 2013.6 9784087032918 10899052 平成26年度

913.6/F 92/47-2
IH (インターハイ) 前"壮行式" (ジャンプジェイブックス.
ハイキュー!!ショーセツバン!!:2)

古舘, 春一 / 星, 希代子(1976-) 集英社 2013.12 9784087033014 10899053 平成26年度

913.6/F 92/47-3
トーキョー遠征!! (ジャンプジェイブックス. ハイキュー!!
ショーセツバン!!:3)

古舘, 春一 / 星, 希代子(1976-) 集英社 2014.6 9784087033168 10899054 平成26年度

913.6/H 23/1 22年目の告白 : 私が殺人犯です 浜口, 倫太郎 講談社 2017.4 9784062205320 10924529 平成29年度第1回

913.6/H 27/13-1
フェアリーテイル・クロニクル : 空気読まない異世界ラ
イフ 1 (MFブックス)

埴輪星人 KADOKAWA 2013.9- 9784040664897 10899205 平成26年度



所在：1階　第１閲覧室 選定図書コーナー
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

913.6/H 27/13-2
フェアリーテイル・クロニクル : 空気読まない異世界ラ
イフ 2 (MFブックス)

埴輪星人 KADOKAWA 2013.9- 9784040660943 10899206 平成26年度

913.6/H 27/13-3
フェアリーテイル・クロニクル : 空気読まない異世界ラ
イフ 3 (MFブックス)

埴輪星人 KADOKAWA 2013.9- 9784040663227 10899200 平成26年度

913.6/H 27/13-4
フェアリーテイル・クロニクル : 空気読まない異世界ラ
イフ 4 (MFブックス)

埴輪星人 KADOKAWA 2013.9- 9784040667560 10899196 平成26年度

913.6/H 27/13-5
フェアリーテイル・クロニクル : 空気読まない異世界ラ
イフ 5 (MFブックス)

埴輪星人 KADOKAWA 2013.9- 9784040669236 10902654 平成26年度

913.6/H 27/13-6
フェアリーテイル・クロニクル : 空気読まない異世界ラ
イフ 6 (MFブックス)

埴輪星人 KADOKAWA 2013.9- 9784040673202 10911263 平成27年度

913.6/H 27/13-7
フェアリーテイル・クロニクル : 空気読まない異世界ラ
イフ 7 (MFブックス)

埴輪星人 KADOKAWA 2013.9- 9784040676166 10911264 平成27年度

913.6/H 35/10-1
狼と香辛料 [1] (電撃文庫:1215, 1278, 1334, 1390,
1468, 1519, [は-8-1]-[は-8-6])

支倉, 凍砂 / 文倉, 十(1981-) / アス
キー・メディアワークス

KADOKAWA 2006.2-2007.12 9784048669313 10909115 平成27年度

913.6/H 35/10-2
狼と香辛料 2 (電撃文庫:1215, 1278, 1334, 1390,
1468, 1519, [は-8-1]-[は-8-6])

支倉, 凍砂 / 文倉, 十(1981-) / アス
キー・メディアワークス

KADOKAWA 2006.2-2007.12 9784048669320 10909116 平成27年度

913.6/H 35/10-3
狼と香辛料 3 (電撃文庫:1215, 1278, 1334, 1390,
1468, 1519, [は-8-1]-[は-8-6])

支倉, 凍砂 / 文倉, 十(1981-) / アス
キー・メディアワークス

KADOKAWA 2006.2-2007.12 9784840235884 10909117 平成27年度

913.6/H 35/10-5
狼と香辛料 5 (電撃文庫:1215, 1278, 1334, 1390,
1468, 1519, [は-8-1]-[は-8-6])

支倉, 凍砂 / 文倉, 十(1981-) / アス
キー・メディアワークス

KADOKAWA 2006.2-2007.12 9784840239332 10909118 平成27年度

913.6/H 35/10-6
狼と香辛料 6 (電撃文庫:1215, 1278, 1334, 1390,
1468, 1519, [は-8-1]-[は-8-6])

支倉, 凍砂 / 文倉, 十(1981-) / アス
キー・メディアワークス

KADOKAWA 2006.2-2007.12 9784840241144 10909119 平成27年度

913.6/H 35/11 My humanity (ハヤカワ文庫:JA1140) 長谷, 敏司 早川書房 2014.2 9784150311407 10919189 平成28年度

913.6/H 36/7 サイコさんの噂 長谷川, 馨
アルファポリス/星雲社 (発
売)

2017.3 9784434231506 10924528 平成29年度第1回

913.6/H 41/33 えどさがし (新潮文庫:10105, は-37-12) 畠中, 恵(1959-) 新潮社 2014.12 9784101461328 10909075 平成27年度

913.6/H 41/34 なりたい 畠中, 恵(1959-) 新潮社 2015.7 9784104507207 10911284 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

913.6/H 44/6 この闇と光 改版 (角川文庫:18854, [は10-4]) 服部, まゆみ(1948-) KADOKAWA 2014.11 9784041023815 10920292 平成28年度

913.6/H 47/8 イノセント・デイズ 早見, 和真(1977-) 新潮社 2014.8 9784103361510 10909142 平成27年度

913.6/H 48/32 白蓮れんれん (集英社文庫) 林, 真理子(1954-) 集英社 2005.9 9784087478600 10899056 平成26年度

913.6/H 54/5
そして、アリスはいなくなった (集英社オレンジ文
庫:[ひ2-4])

ひずき, 優 集英社 2017.5 9784086801331 10924502 平成29年度第1回

913.6/H 55/105
謎解きはディナーのあとで : 風祭警部の事件簿 (小学
館文庫:[く10-1])

黒岩, 勉 / 東川, 篤哉(1968-) 小学館 2014.11 9784094061031 10902849 平成26年度

913.6/H 55/108 ラプラスの魔女 東野, 圭吾(1958-) / 角川書店 KADOKAWA 2015.5 9784041029893 10908926 平成27年度

913.6/H 55/115 ブラックライダー 東山, 彰良(1968-) 新潮社 2013.9 9784103346517 10919198 平成28年度

913.6/H 56/7 蒼き鋼のアルペジオ : ARS NOVA : それぞれの航路 日暮, 茶坊 KKベストセラーズ 2014.11 9784584135976 10902626 平成26年度

913.6/H 59/3 ツ、イ、ラ、ク (角川文庫:14581) 姫野, カオルコ(1958-) 角川書店/角川グループパブリッシング (発売)2007.2 9784041835142 10926207 平成29年度第2回

913.6/H 69/3 或るろくでなしの死 平山, 夢明(1961-)
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2011.12 9784048739870 10912410 平成27年度

913.6/H 69/4
独白するユニバーサル横メルカトル (光文社文庫:[ひ
14-1])

平山, 夢明(1961-) 光文社 2009.1 9784334745264 10926208 平成29年度第2回

913.6/H 76/4-1 詰みかけ転生領主の改革 1 (MFブックス) 氷純 KADOKAWA 2013.8- 9784040664538 10902656 平成26年度

913.6/H 76/4-2 詰みかけ転生領主の改革 2 (MFブックス) 氷純 KADOKAWA 2013.8- 9784040661674 10902657 平成26年度

913.6/H 76/4-3 詰みかけ転生領主の改革 3 (MFブックス) 氷純 KADOKAWA 2013.8- 9784040667911 10902658 平成26年度

913.6/H 76/5-1 真田三代 上 (文春文庫:[ひ-15-11]-[ひ-15-12]) 火坂, 雅志(1956-) 文藝春秋 2014.11 9784167902278 10917745 平成28年度



所在：1階　第１閲覧室 選定図書コーナー

請求記号 書名 著者 出版者 出版日付 ISBN 資料ID 選書ツアー年度

002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

913.6/H 76/5-2 真田三代 下 (文春文庫:[ひ-15-11]-[ひ-15-12]) 火坂, 雅志(1956-) 文藝春秋 2014.11 9784167902285 10917746 平成28年度

913.6/H 77/1-1
ロクでなし魔術講師と禁忌教典 (アカシックレコード) [1] (富
士見ファンタジア文庫:[ひ-5-1-1]-[ひ-5-1-8])

羊, 太郎 / 三嶋, くろね KADOKAWA 2014.7-2017.3 9784040702315 10902838 平成26年度

913.6/H 77/1-2
ロクでなし魔術講師と禁忌教典 (アカシックレコード) 2 (富
士見ファンタジア文庫:[ひ-5-1-1]-[ひ-5-1-8])

羊, 太郎 / 三嶋, くろね KADOKAWA 2014.7-2017.3 9784040702322 10902839 平成26年度

913.6/H 77/1-3
ロクでなし魔術講師と禁忌教典 (アカシックレコード) 3 (富
士見ファンタジア文庫:[ひ-5-1-1]-[ひ-5-1-8])

羊, 太郎 / 三嶋, くろね KADOKAWA 2014.7-2017.3 9784040705156 10917768 平成28年度

913.6/H 77/1-4
ロクでなし魔術講師と禁忌教典 (アカシックレコード) 4 (富
士見ファンタジア文庫:[ひ-5-1-1]-[ひ-5-1-8])

羊, 太郎 / 三嶋, くろね KADOKAWA 2014.7-2017.3 9784040705163 10917769 平成28年度

913.6/H 77/1-5
ロクでなし魔術講師と禁忌教典 (アカシックレコード) 5 (富
士見ファンタジア文庫:[ひ-5-1-1]-[ひ-5-1-8])

羊, 太郎 / 三嶋, くろね KADOKAWA 2014.7-2017.3 9784040705170 10917770 平成28年度

913.6/H 77/1-6
ロクでなし魔術講師と禁忌教典 (アカシックレコード) 6 (富
士見ファンタジア文庫:[ひ-5-1-1]-[ひ-5-1-8])

羊, 太郎 / 三嶋, くろね KADOKAWA 2014.7-2017.3 9784040709741 10920344 平成28年度

913.6/H 77/1-7
ロクでなし魔術講師と禁忌教典 (アカシックレコード) 7 (富
士見ファンタジア文庫:[ひ-5-1-1]-[ひ-5-1-8])

羊, 太郎 / 三嶋, くろね KADOKAWA 2014.7-2017.3 9784040709758 10920345 平成28年度

913.6/H 77/1-8
ロクでなし魔術講師と禁忌教典 (アカシックレコード) 8 (富
士見ファンタジア文庫:[ひ-5-1-1]-[ひ-5-1-8])

羊, 太郎 / 三嶋, くろね KADOKAWA 2014.7-2017.3 9784040709765 10924489 平成29年度第1回

913.6/H 77/2-1
異世界魔法は遅れてる! 1 (オーバーラップ文庫:[ひ-
02-01]-[ひ-02-04])

樋辻, 臥命 / himesuz オーバーラップ 2014.4-2015.3 9784906866755 10902840 平成26年度

913.6/H 77/2-2
異世界魔法は遅れてる! 2 (オーバーラップ文庫:[ひ-
02-01]-[ひ-02-04])

樋辻, 臥命 / himesuz オーバーラップ 2014.4-2015.3 9784906866908 10902841 平成26年度

913.6/H 77/2-3
異世界魔法は遅れてる! 3 (オーバーラップ文庫:[ひ-
02-01]-[ひ-02-04])

樋辻, 臥命 / himesuz オーバーラップ 2014.4-2015.3 9784865540130 10911257 平成27年度

913.6/H 77/2-4
異世界魔法は遅れてる! 4 (オーバーラップ文庫:[ひ-
02-01]-[ひ-02-04])

樋辻, 臥命 / himesuz オーバーラップ 2014.4-2015.3 9784865540390 10911258 平成27年度

913.6/H 77/3-1
ロクでなし魔術講師と追想日誌 (メモリーレコード) [1]
(富士見ファンタジア文庫:[ひ-5-2-1], [ひ-5-2-2])

羊, 太郎 / 三嶋, くろね KADOKAWA 2016.3-2017.4 9784040708676 10917771 平成28年度

913.6/H 77/3-2
ロクでなし魔術講師と追想日誌 (メモリーレコード) 2
(富士見ファンタジア文庫:[ひ-5-2-1], [ひ-5-2-2])

羊, 太郎 / 三嶋, くろね KADOKAWA 2016.3-2017.4 9784040722269 10924492 平成29年度第1回
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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913.6/H 81/1 リライト (ハヤカワ文庫:JA1119, [JAホ11]) 法条, 遥(1982-) 早川書房 2013.7 9784150311193 10919184 平成28年度

913.6/H 81/2 リビジョン (ハヤカワ文庫JA:JA1120, [JAホ12]) 法条, 遥 早川書房 2013.7 9784150311209 10919185 平成28年度

913.6/H 81/3 リアクト (ハヤカワ文庫JA:JA1154, [JAホ13]) 法条, 遥 早川書房 2014.4 9784150311544 10919186 平成28年度

913.6/H 81/4 リライブ (ハヤカワ文庫JA:JA1189, [JAホ14]) 法条, 遥 早川書房 2015.3 9784150311896 10919187 平成28年度

913.6/H 84/20 魔術師の視線 本多, 孝好(1971-) 新潮社 2014.9 9784104716036 10902687 平成26年度

913.6/H 84/21 インデックス 誉田, 哲也(1969-) 光文社 2014.11 9784334929770 10902746 平成26年度

913.6/H 84/23 あなたが愛した記憶 (集英社文庫:[ほ24-1]) 誉田, 哲也(1969-) 集英社 2015.11 9784087453782 10912391 平成27年度

913.6/H 87/8 いるか句会へようこそ! : 恋の句を捧げる杏の物語 堀本, 裕樹(1974-) 駿河台出版社 2014.6 9784411040282 10912426 平成27年度

913.6/H 92/18
活版印刷三日月堂 : 星たちの栞 (ポプラ文庫:[ほ4-
1])

ほしお, さなえ ポプラ社 2016.6 9784591150412 10919158 平成28年度

913.6/H 99/10 モンスター (幻冬舎文庫:ひ-16-1) 百田, 尚樹(1956-) 幻冬舎 2012.4 9784344418509 10899176 平成26年度

913.6/H 99/12 影法師 (講談社文庫:[ひ-43-4]) 百田, 尚樹(1956-) 講談社 2012.6 9784062772839 10908950 平成27年度

913.6/H 99/13 輝く夜 (講談社文庫:[ひ-43-2]) 百田, 尚樹(1956-) 講談社 2010.11 9784062767781 10908951 平成27年度

913.6/H 99/14 夢を売る男 (幻冬舎文庫:ひ-16-3) 百田, 尚樹(1956-) 幻冬舎 2015.5 9784344423190 10908953 平成27年度

913.6/H 99/15 幸福な生活 (祥伝社文庫:[ひ13-1]) 百田, 尚樹(1956-) 祥伝社 2013.12 9784396338916 10908958 平成27年度

913.6/H 99/19-1 幻庵 上 百田, 尚樹(1956-) 文藝春秋 2016.12 9784163905693 10926224 平成29年度第2回
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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913.6/H 99/19-2 幻庵 下 百田, 尚樹(1956-) 文藝春秋 2016.12 9784163905709 10926225 平成29年度第2回

913.6/I 14/8 ねえ、委員長 市川, 拓司(1962-) 幻冬舎 2012.3 9784344021495 10886368 平成25年度

913.6/I 14/9 吸涙鬼 : Lovers of tears 市川, 拓司(1962-) 講談社 2010.7 9784062152617 10900890 平成26年度

913.6/I 23/5 リカ (幻冬舎文庫:い-18-1) 五十嵐, 貴久 幻冬舎 2003.10 9784344404397 10924522 平成29年度第1回

913.6/I 31/34 ようこそ、わが家へ (小学館文庫:[い39-2]) 池井戸, 潤(1963-) 小学館 2013.7 9784094088434 10899038 平成26年度

913.6/I 31/40 七つの会議 (集英社文庫:[い73-1]) 池井戸, 潤(1963-) 集英社 2016.2 9784087454123 10917747 平成28年度

913.6/I 31/41-1 あいいろの夏、うそつきの秋 (静かの海:[1]) 筏田, かつら 宝島社 2016.9 9784800261571 10919169 平成28年度

913.6/I 31/43
君に恋をするなんて、ありえないはずだった (宝島社
文庫:Cい-14-1)

筏田, かつら 宝島社 2017.4 9784800270290 10924501 平成29年度第1回

913.6/I 57/36-10(2) バカとテストと召喚獣 10.5
井上, 堅二 / 葉賀, ユイ / ファミ通文
庫編集部

エンターブレイン/角川グルー
プパブリッシング (発売)

2007.2- 9784047283510 10909153 平成27年度

913.6/I 57/36-12(2) バカとテストと召喚獣 12.5
井上, 堅二 / 葉賀, ユイ / ファミ通文
庫編集部

エンターブレイン/角川グルー
プパブリッシング (発売)

2007.2- 9784047302983 10909154 平成27年度

913.6/I 57/37
小説仮面ライダーファイズ (講談社キャラクター文
庫:004)

井上, 敏樹(1959-) / 石ノ森, 章太郎
(1938-1998)

講談社 2013.1 9784063148541 10902601 平成26年度

913.6/I 58/3-1 異世界食堂 1 (ヒーロー文庫) 犬塚, 惇平 / エナミ, カツミ 主婦の友社 2015.3-2015.8 9784074113293 10908960 平成27年度

913.6/I 58/3-2 異世界食堂 2 (ヒーロー文庫) 犬塚, 惇平 / エナミ, カツミ 主婦の友社 2015.3-2015.8 9784074021581 10911260 平成27年度

913.6/I 59/10 セブン 乾, くるみ(1963-) 角川春樹事務所 2014.6 9784758412384 10898929 平成26年度

913.6/I 59/13 ミツハの一族 乾, ルカ(1970-) 東京創元社 2015.4 9784488027469 10909083 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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913.6/I 59/14 11月のジュリエット 乾, ルカ(1970-) / 角川書店 KADOKAWA 2014.9 9784041014608 10908990 平成27年度

913.6/I 59/8 リピート (文春文庫:[い-66-2]) 乾, くるみ(1963-) 文藝春秋 2007.11 9784167732028 10898934 平成26年度

913.6/I 59/9 スリープ (ハルキ文庫:い15-1) 乾, くるみ(1963-) 角川春樹事務所 2012.5 9784758436588 10898933 平成26年度

913.6/I 63/3 六百六十円の事情 (メディアワークス文庫:0031) 入間, 人間
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2010.5 9784048685832 10902650 平成26年度

913.6/I 63/4
バカが全裸でやってくる (メディアワークス文庫:0043,
[い-1-4])

入間, 人間
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング(発売) 2010.8 9784048688192 10909120 平成27年度

913.6/I 63/5
彼女を好きになる12の方法 (メディアワークス文
庫:0150, [い-1-10])

入間, 人間 / 宇木, 敦哉
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2012.8 9784048868068 10909121 平成27年度

913.6/I 72/30 カンタ (文春文庫:[い-47-31]) 石田, 衣良(1960-) 文藝春秋 2014.5 9784167900885 10898932 平成26年度

913.6/I 74/8 天才 石原, 慎太郎(1932-) 幻冬舎 2016.1 9784344028777 10917764 平成28年度

913.6/I 89/26
虐殺器官 新版 (ハヤカワ文庫:7411. ハヤカワ文庫
JA:JA1165)

伊藤, 計劃(1974-2009) 早川書房 2014.8 9784150311650 10900785 平成26年度

913.6/I 89/27
ハーモニー 新版 (ハヤカワ文庫:7412. ハヤカワ文庫
JA:JA1166)

伊藤, 計劃(1974-2009) 早川書房 2014.8 9784150311667 10900786 平成26年度

913.6/I 96/6
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『イノ
ベーションと企業家精神』を読んだら

岩崎, 夏海(1968-) ダイヤモンド社 2015.12 9784478066492 10917766 平成28年度

913.6/I 98/1
怪盗はショールームでお待ちかね (実業之日本社文
庫:い8-1)

伊園, 旬(1965-) 実業之日本社 2014.6 9784408551722 10899139 平成26年度

913.6/I 99/6 草迷宮 (Pan-exotica) 泉, 鏡花(1873-1939) / 山本, タカト
エディシオン・トレヴィル/河出
書房新社 (発売)

2014.11 9784309920306 10902789 平成26年度

913.6/J 52/2-5 the deceiving (KCG文庫:し-1-1-5. カゲロウデイズ:5) じん(自然の敵P) KADOKAWA 2014.4 9784047295308 10900972 平成26年度

913.6/J 52/2-6
over the dimension (KCG文庫:し-1-1-6. カゲロウデイ
ズ:6)

じん(自然の敵P) / エンターブレイン
/ KCG文庫編集部

KADOKAWA 2015.4 9784047303263 10911262 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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913.6/J 53/1
坂東蛍子、日常に飽き飽き (新潮文庫:10050, し-78-
1)

神西, 亜樹 新潮社 2014.9 9784101800066 10900766 平成26年度

913.6/Ka11/11-1
2.43 : 清陰高校男子バレー部 1 (集英社文庫:[か71-
1]-[か71-2])

壁井, ユカコ 集英社 2015.3-2015.4 9784087452921 10909007 平成27年度

913.6/Ka11/11-2
2.43 : 清陰高校男子バレー部 2 (集英社文庫:[か71-
1]-[か71-2])

壁井, ユカコ 集英社 2015.3-2015.4 9784087453065 10909008 平成27年度

913.6/Ka11/13 空への助走 : 福蜂工業高校運動部 壁井, ユカコ 集英社 2016.10 9784087710137 10920207 平成28年度

913.6/Ka11/6-2 2.43 : 清陰高校男子バレー部 2nd season 壁井, ユカコ 集英社 2013.7-2015.6 9784087716146 10908994 平成27年度

913.6/Ka11/8-1
トゥルークの海賊 1 (C・novels fantasia:か1-60, か1-
63, か1-66, か1-68)

茅田, 砂胡 中央公論社 2012.7-2014.11 9784125012087 10899190 平成26年度

913.6/Ka11/8-2
トゥルークの海賊 2 (C・novels fantasia:か1-60, か1-
63, か1-66, か1-68)

茅田, 砂胡 中央公論社 2012.7-2014.11 9784125012551 10899199 平成26年度

913.6/Ka11/8-3
トゥルークの海賊 3 (C・novels fantasia:か1-60, か1-
63, か1-66, か1-68)

茅田, 砂胡 中央公論社 2012.7-2014.11 9784125012735 10899204 平成26年度

913.6/Ka11/9-1 天使たちの課外活動 (C・novels fantasia:か1-57) 茅田, 砂胡 中央公論新社 2011.7 9784125011608 10899203 平成26年度

913.6/Ka11/9-2
ライジャの靴下 (C・novels fantasia:か1-59. 天使たち
の課外活動:2)

茅田, 砂胡 中央公論新社 2012.3 9784125011929 10899195 平成26年度

913.6/Ka11/9-3
テオの日替り料理店 (C・novels fantasia:か1-62. 天使
たちの課外活動:3)

茅田, 砂胡 中央公論新社 2013.3 9784125012421 10899197 平成26年度

913.6/Ka16/5-1
黙示録アリス [1] (富士見ファンタジア文庫:か-4-7-1,
か-4-7-2, か-4-7-3)

鏡, 貴也 KADOKAWA 2013.11- 9784047129481 10900969 平成26年度

913.6/Ka16/5-2
黙示録アリス 2 (富士見ファンタジア文庫:か-4-7-1,
か-4-7-2, か-4-7-3)

鏡, 貴也 KADOKAWA 2013.11- 9784040700618 10900970 平成26年度

913.6/Ka16/5-3
黙示録アリス 3 (富士見ファンタジア文庫:か-4-7-1,
か-4-7-2, か-4-7-3)

鏡, 貴也 KADOKAWA 2013.11- 9784040702926 10900971 平成26年度

913.6/Ka21/26 アクアマリンの神殿 (角川文庫:19797) 海堂, 尊 KADOKAWA 2016.6 9784041040225 10924523 平成29年度第1回
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

913.6/Ka28/23 紙の月 (ハルキ文庫:か8-2) 角田, 光代(1967-) / 門坂, 流(1948-) 角川春樹事務所 2014.9 9784758438452 10902581 平成26年度

913.6/Ka28/24 笹の舟で海をわたる 角田, 光代(1967-) 毎日新聞社 2014.9 9784620108070 10902754 平成26年度

913.6/Ka31/2-9 新約とある魔術の禁書目録 (インデックス) 9
鎌池, 和馬 / はいむら, きよたか / アス
キー・メディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2011.3-2016.11 9784048662222 10917782 平成28年度

913.6/Ka31/2-10 新約とある魔術の禁書目録 (インデックス) 10
鎌池, 和馬 / はいむら, きよたか / アス
キー・メディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2011.3-2016.11 9784048665322 10917783 平成28年度

913.6/Ka31/2-11 新約とある魔術の禁書目録 (インデックス) 11
鎌池, 和馬 / はいむら, きよたか / アス
キー・メディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2011.3-2016.11 9784048669382 10917784 平成28年度

913.6/Ka31/2-12 新約とある魔術の禁書目録 (インデックス) 12
鎌池, 和馬 / はいむら, きよたか / アス
キー・メディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2011.3-2016.11 9784048693332 10917785 平成28年度

913.6/Ka31/2-13 新約とある魔術の禁書目録 (インデックス) 13
鎌池, 和馬 / はいむら, きよたか / アス
キー・メディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2011.3-2016.11 9784048652445 10917786 平成28年度

913.6/Ka31/2-14 新約とある魔術の禁書目録 (インデックス) 14
鎌池, 和馬 / はいむら, きよたか / アス
キー・メディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2011.3-2016.11 9784048655071 10917787 平成28年度

913.6/Ka31/2-15 新約とある魔術の禁書目録 (インデックス) 15
鎌池, 和馬 / はいむら, きよたか / アス
キー・メディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2011.3-2016.11 9784048658843 10917788 平成28年度

913.6/Ka31/2-16 新約とある魔術の禁書目録 (インデックス) 16
鎌池, 和馬 / はいむら, きよたか / アス
キー・メディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2011.3-2016.11 9784048922517 10920343 平成28年度

913.6/Ka31/2-17 新約とある魔術の禁書目録 (インデックス) 17
鎌池, 和馬 / はいむら, きよたか / アス
キー・メディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2011.3-2016.11 9784048924863 10924494 平成29年度第1回

913.6/Ka31/3-1 未踏召喚://ブラッドサイン 1
鎌池, 和馬 / 依河, 和希 / アスキー・
メディアワークス

KADOKAWA 2014.9-2017.6 9784048668613 10900784 平成26年度

913.6/Ka31/3-2 未踏召喚://ブラッドサイン 2
鎌池, 和馬 / 依河, 和希 / アスキー・
メディアワークス

KADOKAWA 2014.9-2017.6 9784048691642 10911248 平成27年度

913.6/Ka31/3-3 未踏召喚://ブラッドサイン 3
鎌池, 和馬 / 依河, 和希 / アスキー・
メディアワークス

KADOKAWA 2014.9-2017.6 9784048653107 10911144 平成27年度

913.6/Ka31/3-4 未踏召喚://ブラッドサイン 4
鎌池, 和馬 / 依河, 和希 / アスキー・
メディアワークス

KADOKAWA 2014.9-2017.6 9784048656603 10917772 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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913.6/Ka31/3-5 未踏召喚://ブラッドサイン 5
鎌池, 和馬 / 依河, 和希 / アスキー・
メディアワークス

KADOKAWA 2014.9-2017.6 9784048921169 10917773 平成28年度

913.6/Ka31/3-6 未踏召喚://ブラッドサイン 6
鎌池, 和馬 / 依河, 和希 / アスキー・
メディアワークス

KADOKAWA 2014.9-2017.6 9784048925501 10924490 平成29年度第1回

913.6/Ka31/3-7 未踏召喚://ブラッドサイン 7
鎌池, 和馬 / 依河, 和希 / アスキー・
メディアワークス

KADOKAWA 2014.9-2017.6 9784048929516 10924491 平成29年度第1回

913.6/Ka37/13 ゲームマスター (確率捜査官御子柴岳人) 神永, 学(1974-) KADOKAWA 2015.8 9784041014264 10911285 平成27年度

913.6/Ka37/14
Another files 裁きの塔 (角川文庫:19368, [か51-14].
心霊探偵八雲)

神永, 学(1974-) KADOKAWA 2015.9 9784041033654 10917744 平成28年度

913.6/Ka39/3-
プラクティカルウォーゲーム (MF文庫:[か-12-10] J.
ノーゲーム・ノーライフ)

榎宮, 祐 KADOKAWA 2016.12 9784040687674 10924495 平成29年度第1回

913.6/Ka39/3-1
ゲーマー兄妹がファンタジー世界を征服するそうです
(MF文庫:[か-12-01] J. ノーゲーム・ノーライフ:1)

榎宮, 祐 / メディアファクトリー KADOKAWA 2012.4 9784040664323 10898907 平成26年度

913.6/Ka39/3-2
ゲーマー兄妹が獣耳っ子の国に目をつけたようです
(MF文庫:[か-12-02] J. ノーゲーム・ノーライフ:2)

榎宮, 祐 / メディアファクトリー KADOKAWA 2012.9 9784040664330 10898908 平成26年度

913.6/Ka39/3-3
ゲーマー兄妹の片割れが消えたようですが……? (MF
文庫:[か-12-03] J. ノーゲーム・ノーライフ:3)

榎宮, 祐 / メディアファクトリー KADOKAWA 2013.1 9784040664347 10898909 平成26年度

913.6/Ka39/3-4
ゲーマー兄妹はリアル恋愛ゲームから逃げ出しました
(MF文庫:[か-12-04] J. ノーゲーム・ノーライフ:4)

榎宮, 祐 / メディアファクトリー KADOKAWA 2013.6 9784040664699 10898910 平成26年度

913.6/Ka39/3-5
ゲーマー兄妹は強くてニューゲームがお嫌いなようで
す (MF文庫:[か-12-05] J. ノーゲーム・ノーライフ:5)

榎宮, 祐 / メディアファクトリー KADOKAWA 2013.11 9784040660806 10898911 平成26年度

913.6/Ka39/3-6
ゲーマー夫婦は世界に挑んだそうです (MF文庫:[か-
12-06] J. ノーゲーム・ノーライフ:6)

榎宮, 祐 / メディアファクトリー KADOKAWA 2014.4 9784040663821 10898912 平成26年度

913.6/Ka39/3-7
ゲーマー兄妹たちは定石 (せかい) を覆すそうです
(MF文庫:[か-12-07] J. ノーゲーム・ノーライフ:7)

榎宮, 祐 KADOKAWA 2015.7 9784040674940 10911247 平成27年度

913.6/Ka39/3-8
ゲーマーたちは布石 (しんわ) を継いでいくそうです
(MF文庫:[か-12-08] J. ノーゲーム・ノーライフ:8)

榎宮, 祐 KADOKAWA 2015.12 9784040679525 10917684 平成28年度

913.6/Ka39/3-9
ゲーマー兄妹は一ターン休むそうです (MF文庫:[か-
12-09] J. ノーゲーム・ノーライフ:9)

榎宮, 祐 KADOKAWA 2016.8 9784040684574 10920269 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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913.6/Ka41/1 祝山 : 長編ホラー小説 (光文社文庫:[か36-5]) 加門, 七海 光文社 2007.9 9784334743055 10924519 平成29年度第1回

913.6/Ka43/5
アンブロークンアロー : 戦闘妖精・雪風 (ハヤカワ文
庫JA:JA1024)

神林, 長平(1953-) 早川書房 2011.3 9784150310240 10902612 平成26年度

913.6/Ka43/6 いま集合的無意識を、 (ハヤカワ文庫JA:JA1061) 神林, 長平(1953-) 早川書房 2012.3 9784150310615 10920306 平成28年度

913.6/Ka62/2-1 土魔法に栄光を! [1]
烏丸, 鳥丸 / 富士見書房 / 蔓木, 鋼
音

KADOKAWA 2015.3-2015.5 9784040705385 10908911 平成27年度

913.6/Ka62/2-2 土魔法に栄光を! 2
烏丸, 鳥丸 / 富士見書房 / 蔓木, 鋼
音

KADOKAWA 2015.3-2015.5 9784040706191 10908912 平成27年度

913.6/Ka79/2- 織田信奈の野望外伝 : 邪気眼竜政宗 (GA文庫:498) 春日, みかげ ソフトバンククリエイティブ 2012.12 9784797372090 10902668 平成26年度

913.6/Ka79/2-1
織田信奈の野望 [1] (GA文庫:236, 278, 301, 323, 352,
374, 412, 439, 465, 522)

春日, みかげ ソフトバンククリエイティブ 2009.8-2013.3 9784797354508 10902659 平成26年度

913.6/Ka79/2-10
織田信奈の野望 10 (GA文庫:236, 278, 301, 323, 352,
374, 412, 439, 465, 522)

春日, みかげ ソフトバンククリエイティブ 2009.8-2013.3 9784797372342 10902669 平成26年度

913.6/Ka79/2-11
織田信奈の野望 : 全国版 11 (富士見ファンタジア文
庫:か-11-2-11, か-11-2-12, か-11-2-13)

春日, みかげ KADOKAWA 2014.4- 9784047129702 10902670 平成26年度

913.6/Ka79/2-12
織田信奈の野望 : 全国版 12 (富士見ファンタジア文
庫:か-11-2-11, か-11-2-12, か-11-2-13)

春日, みかげ KADOKAWA 2014.4- 9784040702902 10902671 平成26年度

913.6/Ka79/2-13
織田信奈の野望 : 全国版 13 (富士見ファンタジア文
庫:か-11-2-11, か-11-2-12, か-11-2-13)

春日, みかげ KADOKAWA 2014.4- 9784040702919 10909148 平成27年度

913.6/Ka79/2-2
織田信奈の野望 2 (GA文庫:236, 278, 301, 323, 352,
374, 412, 439, 465, 522)

春日, みかげ ソフトバンククリエイティブ 2009.8-2013.3 9784797357448 10902660 平成26年度

913.6/Ka79/2-3
織田信奈の野望 3 (GA文庫:236, 278, 301, 323, 352,
374, 412, 439, 465, 522)

春日, みかげ ソフトバンククリエイティブ 2009.8-2013.3 9784797358759 10902661 平成26年度

913.6/Ka79/2-4
織田信奈の野望 4 (GA文庫:236, 278, 301, 323, 352,
374, 412, 439, 465, 522)

春日, みかげ ソフトバンククリエイティブ 2009.8-2013.3 9784797361230 10902662 平成26年度

913.6/Ka79/2-5
織田信奈の野望 5 (GA文庫:236, 278, 301, 323, 352,
374, 412, 439, 465, 522)

春日, みかげ ソフトバンククリエイティブ 2009.8-2013.3 9784797362220 10902663 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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913.6/Ka79/2-6
織田信奈の野望 6 (GA文庫:236, 278, 301, 323, 352,
374, 412, 439, 465, 522)

春日, みかげ ソフトバンククリエイティブ 2009.8-2013.3 9784797364422 10902664 平成26年度

913.6/Ka79/2-7
織田信奈の野望 7 (GA文庫:236, 278, 301, 323, 352,
374, 412, 439, 465, 522)

春日, みかげ ソフトバンククリエイティブ 2009.8-2013.3 9784797367492 10902665 平成26年度

913.6/Ka79/2-8
織田信奈の野望 8 (GA文庫:236, 278, 301, 323, 352,
374, 412, 439, 465, 522)

春日, みかげ ソフトバンククリエイティブ 2009.8-2013.3 9784797368987 10902666 平成26年度

913.6/Ka79/2-9
織田信奈の野望 9 (GA文庫:236, 278, 301, 323, 352,
374, 412, 439, 465, 522)

春日, みかげ ソフトバンククリエイティブ 2009.8-2013.3 9784797370003 10902667 平成26年度

913.6/Ka91/23-16
白雪姫の微睡 (電撃文庫:2691, [か-16-31]. アクセ
ル・ワールド:16)

川原, 礫 / HIMA / ビィピィ KADOKAWA 2014.2 9784048663205 10899009 平成26年度

913.6/Ka91/23-17
星の揺りかご (電撃文庫:2819, [か-16-35]. アクセル・
ワールド:17)

川原, 礫 / HIMA / ビィピィ KADOKAWA 2014.10 9784048669368 10909023 平成27年度

913.6/Ka91/23-18
黒の双剣士 (電撃文庫:2939, [か-16-38]. アクセル・
ワールド:18)

川原, 礫 / HIMA / ビィピィ KADOKAWA 20115.6 9784048651899 10909024 平成27年度

913.6/Ka91/23-19
暗黒星雲の引力 (電撃文庫:2998, [か-16-40]. アクセ
ル・ワールド:19)

川原, 礫 / HIMA / ビィピィ KADOKAWA 2015.10 9784048654388 10917777 平成28年度

913.6/Ka91/23-20
白と黒の相剋 (電撃文庫:3113, [か-16-44]. アクセル・
ワールド:20)

川原, 礫 / HIMA / ビィピィ KADOKAWA 2015.10 9784048921152 10917778 平成28年度

913.6/Ka91/23-21
雪の妖精 (電撃文庫:3164, [か-16-46]. アクセル・
ワールド:21)

川原, 礫 / HIMA / ビィピィ KADOKAWA 2016.12 9784048923903 10924488 平成29年度第1回

913.6/Ka91/24-14
アリシゼーション・ユナイティング (電撃文庫:2116, [か
-16-32]. ソードアート・オンライン:14)

川原, 礫 / abec
アスキー・メディアワークス
/KADOKAWA (発売)

2014.4 9784048665056 10899010 平成26年度

913.6/Ka91/24-15
アリシゼーション・インベーディング (電撃文庫:2784,
[か-16-34]. ソードアート・オンライン:15)

川原, 礫 / abec KADOKAWA 2014.8 9784048667753 10909056 平成27年度

913.6/Ka91/24-16
アリシゼーション・エクスプローディング (電撃文
庫:2967, [か-16-39]. ソードアート・オンライン:16)

川原, 礫 / abec KADOKAWA 2015.8 9784048653077 10911256 平成27年度

913.6/Ka91/24-17
アリシゼーション・アウェイクニング (電撃文庫:3087,
[か-16-43]. ソードアート・オンライン:17)

川原, 礫 / abec KADOKAWA 2016.4 9784048658836 10917776 平成28年度

913.6/Ka91/24-18
アリシゼーション・ラスティング (電撃文庫:3137. ソード
アート・オンライン:18)

川原, 礫 / abec KADOKAWA 2016.8 9784048922500 10920350 平成28年度
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913.6/Ka91/24-5
ファントム・バレット [1] (電撃文庫:1985 2046, [か-16-
10, か-16-12]. ソードアート・オンライン:5-6)

川原, 礫 / abec
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2010.8-2010.12 9784048687638 10886537 平成25年度

913.6/Ka91/24-6
ファントム・バレット [2] (電撃文庫:1985 2046, [か-16-
10, か-16-12]. ソードアート・オンライン:5-6)

川原, 礫 / abec
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2010.8-2010.12 9784048701327 10886538 平成25年度

913.6/Ka91/25-2
ソードアート・オンラインプログレッシブ 2 (電撃文
庫:2417, 2654, 2848, [か-16-23], [か-16-30], [か-16-
36])

川原, 礫 / abec
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2012.10-2014.12 9784048661638 10899008 平成26年度

913.6/Ka91/25-3
ソードアート・オンラインプログレッシブ 3 (電撃文
庫:2417, 2654, 2848, [か-16-23], [か-16-30], [か-16-
36])

川原, 礫 / abec
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2012.10-2014.12 9784048690966 10909055 平成27年度

913.6/Ka91/31
ピカ☆ンチ : life is hardだけどhappy (竹書房文庫:J
storm movie)

河原, 雅彦(1969-) 竹書房 2004.3 9784812414651 10919232 平成28年度

913.6/Ka94/34-1
連射王 上 (電撃文庫:2492, 2510:[か-5-42], [か-5-
43]. Forthシリーズ)

川上, 稔
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2013.2-2013.3 9784048914123 10898897 平成26年度

913.6/Ka94/34-2
連射王 下 (電撃文庫:2492, 2510:[か-5-42], [か-5-
43]. Forthシリーズ)

川上, 稔
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2013.2-2013.3 9784048915069 10898898 平成26年度

913.6/Ka95/6 世界から猫が消えたなら 川村, 元気(1979-) マガジンハウス 2012.10 9784838725021 10881176 平成24年度

913.6/Ka95/7 億男 川村, 元気(1979-) マガジンハウス 2014.10 9784838727148 10909240 平成27年度

913.6/Ka97/5 法医昆虫学捜査官 (講談社文庫:[か-132-2]) 川瀬, 七緒 講談社 2014.8 9784062778909 10900868 平成26年度

913.6/Ka99/3-2(3)
神殿の巫女見習い 3 (本好きの下剋上 : 司書になる
ためには手段を選んでいられません:第2部)

香月, 美夜 / 椎名, 優 TOブックス 2015.10-2016.7 9784864724739 10917749 平成28年度

913.6/Ka99/3-2(4)
神殿の巫女見習い 4 (本好きの下剋上 : 司書になる
ためには手段を選んでいられません:第2部)

香月, 美夜 / 椎名, 優 TOブックス 2015.10-2016.7 9784864724920 10917750 平成28年度

913.6/Ka99/3-3(1)
領主の養女 1 (本好きの下剋上 : 司書になるために
は手段を選んでいられません:第3部)

香月, 美夜 / 椎名, 優 TOブックス 2016.10 9784864725217 10920256 平成28年度

913.6/Ki12/2
小説仮面ライダーウィザード (講談社キャラクター文
庫:016)

きだ, つよし / 石ノ森, 章太郎(1938-
1998)

講談社 2014.10 9784063148718 10902604 平成26年度

913.6/Ki37/3 ぼくらの映画のつくりかた 機本, 伸司 東京創元社 2014.7 9784488027339 10900898 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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913.6/Ki55/1-1
博多豚骨ラーメンズ [1] (メディアワークス文庫:[き4-
1]- [き4-3])

木崎, ちあき KADOKAWA 2014.2-2015.3 9784048663168 10902685 平成26年度

913.6/Ki55/1-2
博多豚骨ラーメンズ 2 (メディアワークス文庫:[き4-1]-
[き4-3])

木崎, ちあき KADOKAWA 2014.2-2015.3 9784048690096 10902686 平成26年度

913.6/Ki55/1-3
博多豚骨ラーメンズ 3 (メディアワークス文庫:[き4-1]-
[き4-3])

木崎, ちあき KADOKAWA 2014.2-2015.3 9784048650632 10909015 平成27年度

913.6/Ki55/2
藤島さんの深夜ごはん (メディアワークス文庫:0395,
[き6-2])

奇水 / アスキー・メディアワークス KADOKAWA 2015.11 9784048655897 10912368 平成27年度

913.6/Ki56/16 天使の囀り (角川ホラー文庫:11765, Hき2-4) 貴志, 祐介(1959-) 角川書店 2000.12 9784041979051 10900741 平成26年度

913.6/Ki61/33 化学探偵Mr.キュリー (中公文庫:[き-40-1]) 喜多, 喜久(1979-) 中央公論新社 2013.7 9784122058194 10899191 平成26年度

913.6/Ki61/34-
三国志読本 : 北方三国志別巻 (ハルキ文庫. 時代小
説文庫:き3-14)

北方, 謙三(1947-) 角川春樹事務所 2002.6 9784894569799 10902569 平成26年度

913.6/Ki61/34-1
天狼の星 (ハルキ文庫. 時代小説文庫:き 3-1/三国
志:1の巻)

北方, 謙三(1947-) 角川春樹事務所 2001.6 9784894568686 10902556 平成26年度

913.6/Ki61/34-10
帝座の星 (ハルキ文庫. 時代小説文庫:き 3-10/三国
志:10の巻)

北方, 謙三(1947-) 角川春樹事務所 2002.3 9784894569638 10902565 平成26年度

913.6/Ki61/34-11
鬼宿の星 (ハルキ文庫. 時代小説文庫:き 3-11/三国
志:11の巻)

北方, 謙三(1947-) 角川春樹事務所 2002.4 9784894569669 10902566 平成26年度

913.6/Ki61/34-12
霹靂の星 (ハルキ文庫. 時代小説文庫:き 3-12/三国
志:12の巻)

北方, 謙三(1947-) 角川春樹事務所 2002.5 9784894569706 10902567 平成26年度

913.6/Ki61/34-13
極北の星 (ハルキ文庫. 時代小説文庫:き 3-13/三国
志:13の巻)

北方, 謙三(1947-) 角川春樹事務所 2002.6 9784894569782 10902568 平成26年度

913.6/Ki61/34-2
参旗の星 (ハルキ文庫. 時代小説文庫:き 3-2/三国
志:2の巻)

北方, 謙三(1947-) 角川春樹事務所 2001.7 9784894568754 10902557 平成26年度

913.6/Ki61/34-3
玄戈の星 (ハルキ文庫. 時代小説文庫:き 3-3/三国
志:3の巻)

北方, 謙三(1947-) 角川春樹事務所 2001.8 9784894568815 10902558 平成26年度

913.6/Ki61/34-4
列肆の星 (ハルキ文庫. 時代小説文庫:き 3-4/三国
志:4の巻)

北方, 謙三(1947-) 角川春樹事務所 2001.9 9784894568877 10902559 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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913.6/Ki61/34-5
八魁の星 (ハルキ文庫. 時代小説文庫:き 3-5/三国
志:5の巻)

北方, 謙三(1947-) 角川春樹事務所 2001.10 9784894568969 10902560 平成26年度

913.6/Ki61/34-6
陣車の星 (ハルキ文庫. 時代小説文庫:き 3-6/三国
志:6の巻)

北方, 謙三(1947-) 角川春樹事務所 2001.11 9784894569461 10902561 平成26年度

913.6/Ki61/34-7
諸王の星 (ハルキ文庫. 時代小説文庫:き 3-7/三国
志:7の巻)

北方, 謙三(1947-) 角川春樹事務所 2001.12 9784894569492 10902562 平成26年度

913.6/Ki61/34-8
水府の星 (ハルキ文庫. 時代小説文庫:き 3-8/三国
志:8の巻)

北方, 謙三(1947-) 角川春樹事務所 2002.1 9784894569515 10902563 平成26年度

913.6/Ki61/34-9
軍市の星 (ハルキ文庫. 時代小説文庫:き 3-9/三国
志:9の巻)

北方, 謙三(1947-) 角川春樹事務所 2002.2 9784894569546 10902564 平成26年度

913.6/Ki61/35
三国志の英傑たち (ハルキ文庫. 時代小説文庫:き3-
15)

北方, 謙三(1947-) 角川春樹事務所 2006.4 9784758432245 10902570 平成26年度

913.6/Ki61/36 狐さんの恋活 北, 夏輝(1986-) 講談社 2015.4 9784062194433 10909082 平成27年度

913.6/Ki61/37 ぼくのおじさん 17刷改版 (新潮文庫:2726, き-4-23) 北, 杜夫(1927-2011) 新潮社 2015.9 9784101131238 10920349 平成28年度

913.6/Ki63/9
ちょっと今から仕事やめてくる (メディアワークス文
庫:[き5-1])

北川, 恵海 / アスキー・メディアワー
クス

KADOKAWA 2015.2 9784048692717 10911191 平成27年度

913.6/Ki74/5-1 偽りの王国 (HJ文庫:き03-01-01, 601. 精霊幻想記:1) 北山, 結莉 / Riv ホビージャパン 2015.10 9784798610986 10912351 平成27年度

913.6/Ki75/3 哄う合戦屋 (双葉文庫:き-23-01) 北沢, 秋 双葉社 2011.4 9784575664942 10926218 平成29年度第2回

913.6/Ki75/4-1 奔る合戦屋 上 (双葉文庫:き-23-02,  き-23-03) 北沢, 秋 双葉社 2012.3 9784575665482 10926219 平成29年度第2回

913.6/Ki75/4-2 奔る合戦屋 下 (双葉文庫:き-23-02,  き-23-03) 北沢, 秋 双葉社 2012.3 9784575665499 10926220 平成29年度第2回

913.6/Ki75/5 翔る合戦屋 (双葉文庫:き-23-04) 北沢, 秋 双葉社 2014.3 9784575666618 10926221 平成29年度第2回

913.6/Ko11/4-1
ゼロから始める魔法の書 [1] (電撃文庫:2686, 2757,
2890, [こ-12-1]-[こ-12-3])

虎走, かける / しずま, よしのり KADOKAWA 2014.2-2015.2 9784048663120 10902831 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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913.6/Ko11/4-2
ゼロから始める魔法の書 2 (電撃文庫:2686, 2757,
2890, [こ-12-1]-[こ-12-3])

虎走, かける / しずま, よしのり KADOKAWA 2014.2-2015.2 9784048666497 10902832 平成26年度

913.6/Ko11/4-3
ゼロから始める魔法の書 3 (電撃文庫:2686, 2757,
2890, [こ-12-1]-[こ-12-3])

虎走, かける / しずま, よしのり KADOKAWA 2014.2-2015.2 9784048692564 10908964 平成27年度

913.6/Ko12/11 玩具修理者 (角川ホラー文庫:11004, Hこ2-1) 小林, 泰三(1962-) 角川書店 1999.4 9784043470013 10900750 平成26年度

913.6/Ko12/13 アリス殺し (創元クライム・クラブ) 小林, 泰三(1962-) 東京創元社 2013.9 9784488025465 10902675 平成26年度

913.6/Ko12/14 クララ殺し (創元クライム・クラブ) 小林, 泰三(1962-) 東京創元社 2016.6 9784488025502 10919168 平成28年度

913.6/Ko21/3 君が笑えば 小手鞠, るい(1956-) 中央公論新社 2015.5 9784120047237 10909111 平成27年度

913.6/Ko21/4 望月青果店 小手鞠, るい(1956-) 中央公論新社 2011.8 9784120042676 10909112 平成27年度

913.6/Ko24/6 Mama (電撃文庫:1554, [こ-10-2]) 紅玉, いづき / カラス
メディアワークス/角川グループパブ
リッシング (発売) 2008.2 9784840241595 10909125 平成27年度

913.6/Ko39/16 シュレーダーの階段 小島, 達矢 双葉社 2014.1 9784575238471 10899095 平成26年度

913.6/Ko39/17 火星の話 小嶋, 陽太郎 / 角川書店 KADOKAWA 2015.4 9784041028346 10909114 平成27年度

913.6/Ko73/5 私の命はあなたの命より軽い 近藤, 史恵(1969-) 講談社 2014.11 9784062192057 10902682 平成26年度

913.6/Ko73/6 ホテル・ピーベリー 近藤, 史恵(1969-) 双葉社 2011.11 9784575237481 10902752 平成26年度

913.6/Ko76/9 その白さえ嘘だとしても (新潮文庫) 新潮社 2015.6 9784101800349 10908996 平成27年度

913.6/Ko81/1 リーガル・ハイ (扶桑社文庫:0593) 古沢, 良太(1973-) / 百瀬, しのぶ 扶桑社 2013.8 9784594069001 10899024 平成26年度

913.6/Ku11/5 すみなれたからだで 窪, 美澄(1965-) 河出書房新社 2016.10 9784309025070 10920209 平成28年度
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913.6/Ku15/1-1 霧雨が降る森 上 朽葉, つむぎ / 真田, まこと KADOKAWA 2014.10 9784047298668 10902586 平成26年度

913.6/Ku51/4 かにみそ (角川ホラー文庫:19374, Hく7-1) 倉狩, 聡(1982-) KADOKAWA 2015.9 9784041030134 10924520 平成29年度第1回

913.6/Ku71/3 Acute
黒うさP/WhiteFlame / 雨宮, ひとみ /
一葉, モカ

PHP研究所 2014.7 9784569819068 10911272 平成27年度

913.6/Ku71/4 ReAct
黒うさP/WhiteFlame / 雨宮, ひとみ /
一葉, モカ

PHP研究所 2014.12 9784569820576 10911273 平成27年度

913.6/Ku82/4-1
クズが聖剣拾った結果 [1] (電撃文庫:2774, 2837,
2917, [く-12-1]-[く-12-3])

くさかべ, かさく / Anmi / アスキー・メ
ディアワークス

KADOKAWA 2014.7-2015.4 9784048667098 10911249 平成27年度

913.6/Ku82/4-2
クズが聖剣拾った結果 2 (電撃文庫:2774, 2837, 2917,
[く-12-1]-[く-12-3])

くさかべ, かさく / Anmi / アスキー・メ
ディアワークス

KADOKAWA 2014.7-2015.4 9784048690683 10911250 平成27年度

913.6/Ku82/4-3
クズが聖剣拾った結果 3 (電撃文庫:2774, 2837, 2917,
[く-12-1]-[く-12-3])

くさかべ, かさく / Anmi / アスキー・メ
ディアワークス

KADOKAWA 2014.7-2015.4 9784048650533 10911251 平成27年度

913.6/Ku83/1 ニューヨーク物語 草間, 弥生(1929-) 而立書房 1993.6 4880591769 10900956 平成26年度

913.6/Ku86/1-4
死者の花嫁 (角川ホラー文庫:18212, Hく5-4. ホーン
テッド・キャンパス:[4])

櫛木, 理宇(1972-) / 角川書店 KADOKAWA 2013.10 9784041010518 10900869 平成26年度

913.6/Ku86/1-5
恋する終末論者 (角川ホラー文庫:18419, Hく5-5. ホー
ンテッド・キャンパス:[5])

櫛木, 理宇(1972-) / 角川書店 KADOKAWA 2014.2 9784041012376 10900870 平成26年度

913.6/Ku86/1-6
雨のち雪月夜 (角川ホラー文庫:18678, Hく5-6. ホーン
テッド・キャンパス:[6]/aa)

櫛木, 理宇(1972-) / 角川書店 KADOKAWA 2014.7 9784041013946 10900871 平成26年度

913.6/Ku86/1-7
なくせない鍵 (角川ホラー文庫:19039, Hく5-7. ホーン
テッド・キャンパス:[7]/aa)

櫛木, 理宇(1972-) KADOKAWA 2014.7 9784041027240 10917687 平成28年度

913.6/Ku86/1-9
春でおぼろで桜月 (角川ホラー文庫:19673, Hく5-9.
ホーンテッド・キャンパス)

櫛木, 理宇(1972-) KADOKAWA 2016.3 9784041027233 10917688 平成28年度

913.6/Ku86/2 寄居虫女 櫛木, 理宇 KADOKAWA 2014.8 9784041018347 10902898 平成26年度

913.6/Ku95/2-1
ほうらいの海翡翠 (角川文庫:18911, [く35-1]. 遺跡発
掘師は笑わない:[1])

桑原, 水菜 KADOKAWA 2014.12 9784041022979 10909069 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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913.6/Ku95/2-2
出雲王のみささぎ (角川文庫:19125, [く35-2]. 遺跡発
掘師は笑わない:[2])

桑原, 水菜 KADOKAWA 2015.4 9784041022986 10909070 平成27年度

913.6/Ku99/5
さとり世代探偵のゆるやかな日常 (新潮文庫:10240, く
-49-1)

九頭竜, 正志(1987-) 新潮社 2015.5 9784101800325 10909122 平成27年度

913.6/Ku99/6 星読島に星は流れた (ミステリ・フロンティア) 久住, 四季 東京創元社 2015.3 9784488017880 10912403 平成27年度

913.6/L 33/1-1
放課後ストライド (MF文庫J:ら-01-01. ミカグラ学園組
曲 / Last Note. 著||ミカグラ ガクエン クミキョク:1)

Last Note. / メディアファクトリー / 明
菜

KADOKAWA 2013.7 9784040664712 10908965 平成27年度

913.6/L 33/1-2
無気力クーデター (MF文庫J:ら-01-02. ミカグラ学園
組曲:2)

Last Note. / メディアファクトリー / 明
菜

KADOKAWA 2013.12 9784040660707 10908966 平成27年度

913.6/L 33/1-3
我楽多イノセンス (MF文庫J:ら-01-03. ミカグラ学園組
曲:3)

Last Note. / メディアファクトリー / 明
菜

KADOKAWA 2014.3 9784040663883 10908967 平成27年度

913.6/L 33/1-5
不条理ルーレット (MF文庫J:ら-01-05. ミカグラ学園組
曲:5)

Last Note. / メディアファクトリー / 明
菜

KADOKAWA 2014.12 9784040673066 10908968 平成27年度

913.6/L 33/1-6
絵空事スパイラル (MF文庫J:ら-01-06. ミカグラ学園
組曲:6)

Last Note. / メディアファクトリー / 明
菜

KADOKAWA 2015.3 9784040674797 10908969 平成27年度

913.6/Ma13/1 キャンディアディクトフルコォス マチゲリータ 朝日新聞出版 2013.7 9784022510921 10911270 平成27年度

913.6/Ma25/1-1
学園裁判と密室の謎 (新潮文庫:10164, ま-45-1.
シャーロック・ノート:[1])

円居, 挽(1983-) 新潮社 2015.4 9784101800301 10909076 平成27年度

913.6/Ma31/14-1 二度目の人生を異世界で 1 (HJ Novels:HJN01-01) まいん / かぼちゃ ホビージャパン 2014.11 9784798609225 10902850 平成26年度

913.6/Ma31/6 熊の場所 (講談社文庫:[ま-49-3]) 舞城, 王太郎 講談社 2006.2 9784062753319 10877701 平成24年度

913.6/Ma34/8 バベル九朔 万城目, 学(1976-) KADOKAWA 2016.3 9784041034644 10917730 平成28年度

913.6/Ma43/1 幽遊菓庵 : 春寿堂の怪奇帳 (富士見L文庫:ま-1-1-1) 真鍋, 卓 KADOKAWA 2014.9 9784040703176 10902762 平成26年度

913.6/Ma59/11-1
The undead king : 不死者の王 (オーバーロード:1.
OVERLORD)

丸山, くがね / so-bin / ホビー書籍編集
部 / エンターブレイン事業局

KADOKAWA 2012.8 9784047281523 10917754 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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913.6/Ma59/11-10
The ruler of conspiracy : 謀略の統治者 (オーバー
ロード:10. OVERLORD)

丸山, くがね / so-bin / エンターブレイン
事業局

KADOKAWA 2016.6 9784047340893 10920261 平成28年度

913.6/Ma59/11-11
The craftsman of dwarf : 山小人の工匠 (オーバー
ロード:11. OVERLORD)

丸山, くがね / so-bin / ホビー書籍編集部 KADOKAWA 2016.10 9784047342309 10920262 平成28年度

913.6/Ma59/11-2
The dark warrior : 漆黒の戦士 (オーバーロード:2.
OVERLORD)

丸山, くがね / so-bin / ホビー書籍編集部 /
エンターブレイン事業局 KADOKAWA 2012.12 9784047284517 10917755 平成28年度

913.6/Ma59/11-3
The bloody valkyrie : 鮮血の戦乙女 (オーバーロー
ド:3. OVERLORD)

丸山, くがね / so-bin / ホビー書籍編集部 /
エンターブレイン事業局 KADOKAWA 2013.4 9784047286894 10917756 平成28年度

913.6/Ma59/11-4
The lizard man heroes : 蜥蜴人 ( リザードマン) の勇
者たち (オーバーロード:4. OVERLORD)

丸山, くがね / so-bin / ホビー書籍編集部 /
エンターブレイン事業局 KADOKAWA 2013.8 9784047289536 10917757 平成28年度

913.6/Ma59/11-5
The men in the kingdom : 王国の漢たち 上 (オーバー
ロード:5-6. OVERLORD)

丸山, くがね / so-bin / ホビー書籍編集部 /
エンターブレイン事業局 KADOKAWA 2014.1 9784047292598 10917758 平成28年度

913.6/Ma59/11-6
The men in the kingdom : 王国の漢たち 下 (オーバー
ロード:5-6. OVERLORD)

丸山, くがね / so-bin / ホビー書籍編集部 /
エンターブレイン事業局 KADOKAWA 2014.1 9784047293564 10917759 平成28年度

913.6/Ma59/11-7
The invaders of the Large tomb : 大墳墓の侵入者
(オーバーロード:7. OVERLORD)

丸山, くがね / so-bin / ホビー書籍編集部 /
エンターブレイン事業局 KADOKAWA 2014.9 9784047298095 10920258 平成28年度

913.6/Ma59/11-8
The two leaders : 二人の指導者 (オーバーロード:8.
OVERLORD)

丸山, くがね / so-bin / ホビー書籍編集部 /
エンターブレイン事業局 KADOKAWA 2015.1 9784047300842 10920259 平成28年度

913.6/Ma59/11-9
The magic caster of destroy : 破軍の魔法詠唱者
(オーバーロード:9. OVERLORD)

丸山, くがね / so-bin / ホビー書籍編集部 /
エンターブレイン事業局 KADOKAWA 2015.7 9784047304734 10920260 平成28年度

913.6/Ma71/4 火花 又吉, 直樹 文藝春秋 2015.3 9784163902302 10908928 平成27年度

913.6/Ma86/14-3 万能鑑定士Qの推理劇 3 松岡, 圭祐(1968-) / 角川書店
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2011.12-2013.8 9784041003411 10908907 平成27年度

913.6/Ma86/14-4 万能鑑定士Qの推理劇 4 松岡, 圭祐(1968-) / 角川書店
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2011.12-2013.8 9784041006078 10908908 平成27年度

913.6/Ma86/15-3 特等添乗員αの難事件 3 松岡, 圭祐(1968-) / 角川書店
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2012.2-2014.2 9784041005293 10900760 平成26年度

913.6/Ma86/15-4 特等添乗員αの難事件 4 松岡, 圭祐(1968-) / 角川書店
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2012.2-2014.2 9784041008829 10900761 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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913.6/Ma86/15-5 特等添乗員αの難事件 5 松岡, 圭祐(1968-) / 角川書店
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2012.2-2014.2 9784041012390 10900762 平成26年度

913.6/Ma86/16-1
万能鑑定士Qの短編集 1 (角川文庫:17639, 17730, ま
26-402, ま26-403)

松岡, 圭祐(1968-)
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2012.10-12 9784041005620 10900758 平成26年度

913.6/Ma86/16-2
万能鑑定士Qの短編集 2 (角川文庫:17639, 17730, ま
26-402, ま26-403)

松岡, 圭祐(1968-)
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2012.10-12 9784041006481 10900759 平成26年度

913.6/Ma86/17 万能鑑定士Qの探偵譚 (角川文庫:18197, [ま26-326]) 松岡, 圭祐(1968-) / 角川書店 KADOKAWA 2013.11 9784041010556 10900756 平成26年度

913.6/Ma86/18 万能鑑定士Qの謎解き (角川文庫:18564, [ま26-327]) 松岡, 圭祐(1968-) / 角川書店 KADOKAWA 2014.5 9784041016251 10900757 平成26年度

913.6/Ma86/19 探偵の探偵 [特装限定版] 松岡, 圭祐(1968-) 講談社 2014.11 9784062193009 10902760 平成26年度

913.6/Ma89/9 しだれ桜恋心中 松浦, 千恵美(1965-) 早川書房 2014.10 9784152094902 10902750 平成26年度

913.6/Mi13/14-1 背の眼 上 (幻冬舎文庫:み-11-1, み11-2) 道尾, 秀介(1975-) 幻冬舎 2007.10 9784344410367 10924526 平成29年度第1回

913.6/Mi13/14-2 背の眼 下 (幻冬舎文庫:み-11-1, み11-2) 道尾, 秀介(1975-) 幻冬舎 2007.10 9784344410374 10924527 平成29年度第1回

913.6/Mi13/15 骸の爪 (幻冬舎文庫:み-11-3) 道尾, 秀介(1975-) 幻冬舎 2009.9 9784344413603 10924525 平成29年度第1回

913.6/Mi13/16 花と流れ星 (幻冬舎文庫:み-11-4) 道尾, 秀介(1975-) 幻冬舎 2012.4 9784344418530 10924524 平成29年度第1回

913.6/Mi17/3 神さまのいる書店 : まほろばの夏 三萩, せんや KADOKAWA 2015.7 9784040677033 10911190 平成27年度

913.6/Mi21/4-5
栞子さんと繋がりの時 (メディアワークス文庫:0240. ビ
ブリア古書堂の事件手帖:5)

三上, 延(1971-) KADOKAWA 2014.1 9784048662260 10898936 平成26年度

913.6/Mi24/5
マンガを読めるおれが世界最強 : 嫁達と過ごす気ま
まな生活 (GAノベル)

三木, なずな / わたあめ SBクリエイティブ 2016.5 9784797387339 10917699 平成28年度

913.6/Mi45/2-1
奪う者奪われる者 [1] (ファミ通文庫:1399, 1426, み4-
1-1～み4-1-2)

mino / 和武, はざの / ファミ通文庫
編集部

KADOKAWA 2015.3-2015.6 9784047302280 10909060 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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913.6/Mi45/2-2
奪う者奪われる者 2 (ファミ通文庫:1399, 1426, み4-1-
1～み4-1-2)

mino / 和武, はざの / ファミ通文庫
編集部

KADOKAWA 2015.3-2015.6 9784047305083 10909061 平成27年度

913.6/Mi53/15 しあわせのパン (ポプラ文庫:[み2-1]) 三島, 有紀子 / ふじしま, たえ ポプラ社 2011.12 9784591126998 10919233 平成28年度

913.6/Mi63/4-2
四隅の魔 (角川ホラー文庫:15639, Hみ2-2. 死相学探
偵:2/aa)

三津田, 信三
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2009.3 9784043902026 10900872 平成26年度

913.6/Mi63/4-3
六蠱の軀 (角川ホラー文庫:16202, Hみ2-3. 死相学探
偵:3)

三津田, 信三 / 角川書店
角川書店/角川グループホー
ルディングス (発売)

2010.3 9784043902033 10900873 平成26年度

913.6/Mi63/4-4
五骨の刃 (角川ホラー文庫:18476, Hみ2-4. 死相学探
偵:4/aa)

三津田, 信三 / 角川書店 KADOKAWA 2014.3 9784041012857 10900874 平成26年度

913.6/Mi63/5 どこの家にも怖いものはいる 三津田, 信三 中央公論新社 2014.8 9784120046377 10902676 平成26年度

913.6/Mi67/43 政と源 三浦, しをん(1976-) 集英社 2013.8 9784087806854 10899140 平成26年度

913.6/Mi71/47-4 ほらホラHorrorの村 (ここはボツコニアン:4) 宮部, みゆき(1960-) 集英社 2014.9 9784087715767 10909000 平成27年度

913.6/Mi71/62-1(1)
事件 上巻 (新潮文庫:10000-10001, み-22-25-26. ソ
ロモンの偽証:第1部)

宮部, みゆき(1960-) 新潮社 2014.9 9784101369358 10908931 平成27年度

913.6/Mi71/62-1(2)
事件 下巻 (新潮文庫:10000-10001, み-22-25-26. ソ
ロモンの偽証:第1部)

宮部, みゆき(1960-) 新潮社 2014.9 9784101369365 10908932 平成27年度

913.6/Mi71/62-2(1)
決意 上巻 (新潮文庫:10052-10053, み-22-27-28. ソ
ロモンの偽証:第2部)

宮部, みゆき(1960-) 新潮社 2014.10 9784101369372 10908933 平成27年度

913.6/Mi71/62-2(2)
決意 下巻 (新潮文庫:10052-10053, み-22-27-28. ソ
ロモンの偽証:第2部)

宮部, みゆき(1960-) 新潮社 2014.10 9784101369389 10908934 平成27年度

913.6/Mi71/62-3(1)
法廷 上巻 (新潮文庫:10075-10076, み-22-29-30. ソ
ロモンの偽証:第3部)

宮部, みゆき(1960-) 新潮社 2014.11 9784101369396 10908935 平成27年度

913.6/Mi71/62-3(2)
法廷 下巻 (新潮文庫:10075-10076, み-22-29-30. ソ
ロモンの偽証:第3部)

宮部, みゆき(1960-) 新潮社 2014.11 9784101369402 10908936 平成27年度

913.6/Mi71/65-1 ここはボツコニアン 1 (集英社文庫:[み27-3]) 宮部, みゆき(1960-) 集英社 2016.3 9784087454208 10917695 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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913.6/Mi71/65-2
魔王がいた街 (集英社文庫:[み27-4]. ここはボツコニ
アン:2)

宮部, みゆき(1960-) 集英社 2016.5 9784087454406 10917696 平成28年度

913.6/Mi96/10 あなたの物語 : 人生でするべきたった一つのこと 水野, 敬也(1976-) / 鉄拳 文響社 2015.3 9784905073130 10912413 平成27年度

913.6/Mi96/11 もしも悩みがなかったら 水野, 敬也(1976-) / 鉄拳 文響社 2015.11 9784905073222 10912412 平成27年度

913.6/Mo45/56 偽恋愛小説家 森, 晶麿(1979-) 朝日新聞出版 2014.6 9784022511881 10899100 平成26年度

913.6/Mo45/58 恋人たちの森 改版 (新潮文庫:も-2-1) 森, 茉莉(1903-1987) 新潮社 2004.2 9784101174013 10900900 平成26年度

913.6/Mo45/59 甘い蜜の部屋 (ちくま文庫:[も-9-4]) 森, 茉莉(1903-1987) 筑摩書房 1996.12 9784480032034 10902783 平成26年度

913.6/Mo45/66 四季彩のサロメまたは背徳の省察 森, 晶麿(1979-) 早川書房 2015.4 9784152095374 10908999 平成27年度

913.6/Mo45/67 そして、何も残らない 森, 晶麿(1979-) 幻冬舎 2015.9 9784344028173 10911189 平成27年度

913.6/Mo54/16 夜行 森見, 登美彦(1979-) 小学館 2016.10 9784093864565 10920264 平成28年度

913.6/Mo63/2 たまちゃんのおつかい便 森沢, 明夫 実業之日本社 2016.6 9784408536866 10919155 平成28年度

913.6/Mu27/6 きんぎょの夢 (文春文庫:[む-1-14]) 向田, 邦子(1929-1981) 文芸春秋 1997.8 9784167277147 10911245 平成27年度

913.6/Mu43/92-1
世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド [新装版]
上巻 (新潮文庫:む-5-4, む-5-5)

村上, 春樹(1949-) 新潮社 2010.4 9784101001579 10898899 平成26年度

913.6/Mu43/92-2
世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド [新装版]
下巻 (新潮文庫:む-5-4, む-5-5)

村上, 春樹(1949-) 新潮社 2010.4 9784101001586 10898900 平成26年度

913.6/Mu55/1 たんぽぽの目 : 村岡花子童話集
村岡, 花子(1893-) / 高畠, 那生
(1978-)

河出書房新社 2014.7 9784309275123 10900948 平成26年度

913.6/N 15/2-1 ねこタクシー 上 (竹書房文庫:な1-1～な1-2) 永森, 裕二 竹書房 2009.10 9784812439593 10919228 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

913.6/N 15/2-2 ねこタクシー 下 (竹書房文庫:な1-1～な1-2) 永森, 裕二 竹書房 2009.10 9784812439609 10919229 平成28年度

913.6/N 23/2-1(1)Re:ゼロから始める異世界生活 1 長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2014.1-2017.69784040662084 10926161 平成29年度第2回

913.6/N 23/2-1(2)Re:ゼロから始める異世界生活 2 長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2014.1-2017.69784040663098 10926162 平成29年度第2回

913.6/N 23/2-1(3)Re:ゼロから始める異世界生活 3 長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2014.1-2017.69784040663340 10926163 平成29年度第2回

913.6/N 23/2-1(4)Re:ゼロから始める異世界生活 4 長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2014.1-2017.69784040667805 10926164 平成29年度第2回

913.6/N 23/2-1(5)Re:ゼロから始める異世界生活 5 長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2014.1-2017.69784040671222 10926165 平成29年度第2回

913.6/N 23/2-1(6)Re:ゼロから始める異世界生活 6 長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2014.1-2017.69784040674681 10926166 平成29年度第2回

913.6/N 23/2-1(7)Re:ゼロから始める異世界生活 7 長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2014.1-2017.69784040677804 10926167 平成29年度第2回

913.6/N 23/2-1(8)Re:ゼロから始める異世界生活 8 長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2014.1-2017.69784040681771 10926168 平成29年度第2回

913.6/N 23/2-1(9)Re:ゼロから始める異世界生活 9 長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2014.1-2017.69784040686271 10926169 平成29年度第2回

913.6/N 23/2-1(10)Re:ゼロから始める異世界生活 10 長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2014.1-2017.69784040686769 10926170 平成29年度第2回

913.6/N 23/2-1(11)Re:ゼロから始める異世界生活 11 長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2014.1-2017.69784040687704 10926171 平成29年度第2回

913.6/N 23/2-1(12)Re:ゼロから始める異世界生活 12 長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2014.1-2017.69784040691435 10926172 平成29年度第2回

913.6/N 23/2-1(13)Re:ゼロから始める異世界生活 13 長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2014.1-2017.69784040692852 10926173 平成29年度第2回

913.6/N 23/2-2(1)Re:ゼロから始める異世界生活 短編集1 長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2014.1-2017.69784040671970 10926174 平成29年度第2回
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913.6/N 23/2-2(2)Re:ゼロから始める異世界生活 短編集2 長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2014.1-2017.69784040684147 10926175 平成29年度第2回

913.6/N 23/3-1
獅子王の見た夢 (MF文庫:J:[な-07-08]. Re:ゼロから
始める異世界生活:Ex [1])

長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2015.6 9784040676852 10926176 平成29年度第2回

913.6/N 23/3-2
剣鬼恋歌 (MF文庫:J:[な-07-10]. Re:ゼロから始める
異世界生活:Ex2)

長月, 達平(1987-) / 大塚, 真一郎 KADOKAWA 2015.12 9784040680095 10926177 平成29年度第2回

913.6/N 29/2-1 On (オン) : 猟奇犯罪捜査班・藤堂比奈子 内藤, 了 KADOKAWA 2014.10 9784041021637 10902674 平成26年度

913.6/N 31/14 パスティス : 大人のアリスと三月兎のお茶会 中島, 京子(1964-) 筑摩書房 2014.11 9784480804556 10902751 平成26年度

913.6/N 45/11 花伽藍 (角川文庫:16274) 中山, 可穂
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2010.5 9784043661039 10924420 平成29年度第1回

913.6/N 47/1-1
いづれ神話の放課後戦争 (ラグナロク) : 魔眼の王と
屈服女神 [1] (富士見ファンタジア文庫:2363, [な-4-
2-1])

なめこ印 / よう太 KADOKAWA 2015.8 9784040707211 10911261 平成27年度

913.6/N 48/11-1
俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた
件 1

七月, 隆文 / 閏, 月戈 一迅社 2011.12-2015.11 9784758042734 10912338 平成27年度

913.6/N 48/11-10
俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた
件 10

七月, 隆文 / 閏, 月戈 一迅社 2011.12-2015.11 9784758047616 10912348 平成27年度

913.6/N 48/11-2
俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた
件 2

七月, 隆文 / 閏, 月戈 一迅社 2011.12-2015.11 9784758043182 10912339 平成27年度

913.6/N 48/11-3
俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた
件 3

七月, 隆文 / 閏, 月戈 一迅社 2011.12-2015.11 9784758043557 10912340 平成27年度

913.6/N 48/11-4
俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた
件 4

七月, 隆文 / 閏, 月戈 一迅社 2011.12-2015.11 9784758043731 10912341 平成27年度

913.6/N 48/11-5
俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた
件 5

七月, 隆文 / 閏, 月戈 一迅社 2011.12-2015.11 9784758044042 10912342 平成27年度

913.6/N 48/11-6
俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた
件 6

七月, 隆文 / 閏, 月戈 一迅社 2011.12-2015.11 9784758044318 10912343 平成27年度

913.6/N 48/11-7(1)
俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた
件 7

七月, 隆文 / 閏, 月戈 一迅社 2011.12-2015.11 9784758044639 10912344 平成27年度
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913.6/N 48/11-7(2)
俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた
件 7.5

七月, 隆文 / 閏, 月戈 一迅社 2011.12-2015.11 9784758045186 10912345 平成27年度

913.6/N 48/11-8
俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた
件 8

七月, 隆文 / 閏, 月戈 一迅社 2011.12-2015.11 9784758045810 10912346 平成27年度

913.6/N 48/11-9
俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた
件 9

七月, 隆文 / 閏, 月戈 一迅社 2011.12-2015.11 9784758046688 10912347 平成27年度

913.6/N 48/9
心理学者こころ女史の分析 : 卒業論文と4つの事件
(富士見L文庫:な-2-1-1)

七菜, なな KADOKAWA 2014.11 9784040704012 10902758 平成26年度

913.6/N 58/26- 神様のカルテ 0 夏川, 草介(1978-) 小学館 2009.9-2015.3 9784093864046 10908982 平成27年度

913.6/N 58/36 チェイサー91 (祥伝社文庫:[な18-1]) 夏見, 正隆(1960-) 祥伝社 2014.9 9784396340612 10902613 平成26年度

913.6/N 61/2 いちろ少年忌譚 ねこふろしき / 黒, 史郎 / 二星, 天 朝日新聞出版 2014.6 9784022511874 10911271 平成27年度

913.6/N 76/5 少女キネマ : 或は暴想王と屋根裏姫の物語 一, 肇 KADOKAWA 2014.2 9784041106853 10899099 平成26年度

913.6/N 81/14 うつくしい人 (幻冬舎文庫:に-13-1) 西, 加奈子(1977-) 幻冬舎 2011.8 9784344417229 10908952 平成27年度

913.6/N 81/15 地下の鳩 (文春文庫:[に-22-2]) 西, 加奈子(1977-) 文藝春秋 2014.6 9784167901158 10908955 平成27年度

913.6/N 85/4
座敷童子の代理人 (メディアワークス文庫:0355, [に3-
2])

仁科, 裕貴 KADOKAWA 2015.5 9784048652087 10909022 平成27年度

913.6/N 86/39 悲報伝 (講談社ノベルス:[ニJ-32]) 西尾, 維新(1981-) 講談社 2013.11 9784061828889 10898882 平成26年度

913.6/N 86/40 ダブルダウン勘繰郎 (講談社ノベルス:[ニJ-06]) 西尾, 維新(1981-) 講談社 2003.3 9784061823051 10898901 平成26年度

913.6/N 86/41 トリプルプレイ助悪郎 (講談社ノベルス:[ニJ-19]) 西尾, 維新(1981-) 講談社 2007.8 9784061825383 10898905 平成26年度

913.6/N 86/42 りぽぐら! (講談社ノベルス:[ニJ-33]) 西尾, 維新(1981-) 講談社 2014.1 9784061828971 10898913 平成26年度
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913.6/N 86/43-1 終物語 上 (講談社Box:[ニA-32]-[ニA-35]) 西尾, 維新(1981-) / Vofan 講談社 2013.10-2014.9 9784062838573 10898925 平成26年度

913.6/N 86/43-2 終物語 中 (講談社Box:[ニA-32]-[ニA-35]) 西尾, 維新(1981-) / Vofan 講談社 2013.10-2014.9 9784062838610 10898926 平成26年度

913.6/N 86/43-3 終物語 下 (講談社Box:[ニA-32]-[ニA-35]) 西尾, 維新(1981-) / Vofan 講談社 2013.10-2014.9 9784062838689 10898927 平成26年度

913.6/N 86/43-4 終物語 続 (講談社Box:[ニA-32]-[ニA-35]) 西尾, 維新(1981-) / Vofan 講談社 2013.10-2014.9 9784062838788 10902582 平成26年度

913.6/N 86/44 悲業伝 (講談社ノベルス:[ニJ-34]) 西尾, 維新(1981-) 講談社 2014.7 9784062990172 10902672 平成26年度

913.6/N 86/45 掟上今日子の備忘録 西尾, 維新(1981-) / Vofan 講談社 2014.10 9784062192026 10902722 平成26年度

913.6/N 86/46 悲録伝 (講談社ノベルス:[ニJ-35]) 西尾, 維新(1981-) 講談社 2015.2 9784062990448 10908909 平成27年度

913.6/N 86/47 掟上今日子の推薦文 西尾, 維新(1981-) / Vofan 講談社 2015.4 9784062194501 10908927 平成27年度

913.6/N 86/48 人類最強の初恋 (講談社ノベルス:[ニJ-36]) 西尾, 維新(1981-) 講談社 2015.4 9784062990400 10908940 平成27年度

913.6/N 86/54 傷物語 [特装版] 西尾, 維新(1981-) 講談社 2015.12 9784062199483 10917751 平成28年度

913.6/N 86/55 掟上今日子の婚姻届 西尾, 維新(1981-) / Vofan 講談社 2016.5 9784062200714 10917760 平成28年度

913.6/N 86/56 悲亡伝 (講談社ノベルス:[ニJ-37]) 西尾, 維新(1981-) 講談社 2015.11 9784062990615 10917761 平成28年度

913.6/N 86/57 人類最強の純愛 (講談社ノベルス:[ニJ-38]) 西尾, 維新(1981-) 講談社 2016.5 9784062990745 10917762 平成28年度

913.6/N 86/59 掟上今日子の家計簿 西尾, 維新(1981-) / Vofan 講談社 2016.8 9784062202701 10920257 平成28年度

913.6/N 86/60 掟上今日子の旅行記 西尾, 維新(1981-) / Vofan 講談社 2016.11 9784062203760 10920327 平成28年度
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913.6/N 91/24 波止場にて 野中, 柊(1964-) 新潮社 2015.6 9784103999058 10909113 平成27年度

913.6/N 91/25 公園通りのクロエ 野中, 柊(1964-) 祥伝社 2013.11 9784396634254 10909127 平成27年度

913.6/N 95/4-10
藤壺 (ファミ通文庫:1324, の2-11-10. ヒカルが地球に
いたころ…:10)

野村, 美月 / エンターブレイン / ファミ通
文庫編集部

KADOKAWA 2014.5 9784047295995 10899007 平成26年度

913.6/N 95/5-1 吸血鬼になったキミは永遠の愛をはじめる 1
野村, 美月 / 竹岡, 美穂 / エンターブレイ
ン / ファミ通文庫編集部

KADOKAWA 2014.6-2015.5 9784047296626 10900978 平成26年度

913.6/N 95/5-2 吸血鬼になったキミは永遠の愛をはじめる 2
野村, 美月 / 竹岡, 美穂 / エンターブレイ
ン / ファミ通文庫編集部

KADOKAWA 2014.6-2015.5 9784047298606 10909057 平成27年度

913.6/N 95/5-3 吸血鬼になったキミは永遠の愛をはじめる 3
野村, 美月 / 竹岡, 美穂 / エンターブレイ
ン / ファミ通文庫編集部

KADOKAWA 2014.6-2015.5 9784047301184 10909058 平成27年度

913.6/N 95/5-4 吸血鬼になったキミは永遠の愛をはじめる 4
野村, 美月 / 竹岡, 美穂 / エンターブレイ
ン / ファミ通文庫編集部

KADOKAWA 2014.6-2015.5 9784047303836 10909059 平成27年度

913.6/N 98/2-1
ゆかりくん、白いうさぎと縁を見る (メディアワークス文
庫:0196. なにかのご縁:[1])

野崎, まど
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループホールディングス (発売) 2013.4 9784048916202 10902677 平成26年度

913.6/N 98/2-2
ゆかりくん、碧い瞳と縁を追う (メディアワークス文
庫:0299. なにかのご縁:2)

野崎, まど KADOKAWA 2014.9 9784048669962 10902678 平成26年度

913.6/N 99/9 乱反射 (朝日文庫:[ぬ1-1]) 貫井, 徳郎 朝日新聞出版 2011.11 9784022646385 10919212 平成28年度

913.6/O 11/3-1
迷宮都市のアンティークショップ [1] (ファミ通文
庫:1413, 1438, お12-1-1～お12-1-2)

大場, 鳩太郎 / ぎん太 / ファミ通文
庫編集部

KADOKAWA 2015.5-2015.8 9784047303812 10909062 平成27年度

913.6/O 11/3-2
迷宮都市のアンティークショップ 2 (ファミ通文庫:1413,
1438, お12-1-1～お12-1-2)

大場, 鳩太郎 / ぎん太 / ファミ通文
庫編集部

KADOKAWA 2015.5-2015.8 9784047306271 10911259 平成27年度

913.6/O 15/4 モンスターU子の嘘 (小学館文庫:[お32-3]) 越智, 月子 小学館 2014.3 9784094060300 10899037 平成26年度

913.6/O 24/28 人質の朗読会 (中公文庫:[お-51-6]) 小川, 洋子(1962-) 中央公論新社 2014.2 9784122059122 10900901 平成26年度

913.6/O 24/29 最果てアーケード (講談社文庫:[お-80-3]) 小川, 洋子(1962-) 講談社 2015.5 9784062931021 10909124 平成27年度
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913.6/O 26/2 黒死館殺人事件 (まんがで読破:MD071)
小栗, 虫太郎(1901-1946) / バラエ
ティ・アートワークス

イースト・プレス 2010.11 9784781604701 10926243 平成29年度第2回

913.6/O 33/7
呪怨 : 終わりの始まり (角川ホラー文庫:18624, Hお1-
57)

大石, 圭(1961-) / 角川書店 KADOKAWA 2014.6 9784041018002 10898886 平成26年度

913.6/O 42/5 彼女との上手な別れ方 (小学館文庫:お38-1) 岡本, 貴也 小学館 2013.9 9784094088557 10900763 平成26年度

913.6/O 43/1
小説仮面ライダーアギト (講談社キャラクター文
庫:002)

岡村, 直宏(1977-) / 石ノ森, 章太郎
(1938-1998) / 井上, 敏樹(1959-)

講談社 2013.1 9784063148527 10902600 平成26年度

913.6/O 48/1-3
心を乱すブレンドは (宝島社文庫:[Cお-2-3]. 珈琲店
タレーランの事件簿:3)

岡崎, 琢磨(1986-) 宝島社 2014.4 9784800224439 10898939 平成26年度

913.6/O 48/1-4
ブレイクは五種類のフレーバーで (宝島社文庫:[Cお-
2-4]. 珈琲店タレーランの事件簿:4)

岡崎, 琢磨(1986-) 宝島社 2015.2 9784800235527 10908954 平成27年度

913.6/O 54/22 イン・ザ・プール (文春文庫:[お-38-1]) 奥田, 英朗(1959-) 文藝春秋 2006.3 9784167711016 10902883 平成26年度

913.6/O 54/23 透明人間は204号室の夢を見る 奥田, 亜希子 集英社 2015.5 9784087754254 10909078 平成27年度

913.6/O 63/2-1
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろう
か 1

大森, 藤ノ / ヤスダ, スズヒト SBクリエイティブ 2013.1- 9784797372809 10908970 平成27年度

913.6/O 63/2-2
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろう
か 2

大森, 藤ノ / ヤスダ, スズヒト SBクリエイティブ 2013.1- 9784797373073 10908971 平成27年度

913.6/O 63/2-3
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろう
か 3

大森, 藤ノ / ヤスダ, スズヒト SBクリエイティブ 2013.1- 9784797373622 10908972 平成27年度

913.6/O 63/2-4
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろう
か 4

大森, 藤ノ / ヤスダ, スズヒト SBクリエイティブ 2013.1- 9784797375145 10908973 平成27年度

913.6/O 63/2-5
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろう
か 5

大森, 藤ノ / ヤスダ, スズヒト SBクリエイティブ 2013.1- 9784797377149 10908974 平成27年度

913.6/O 63/2-6
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろう
か 6

大森, 藤ノ / ヤスダ, スズヒト SBクリエイティブ 2013.1- 9784797380583 10908975 平成27年度

913.6/O 63/2-7
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろう
か 7

大森, 藤ノ / ヤスダ, スズヒト SBクリエイティブ 2013.1- 9784797383119 10908976 平成27年度
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913.6/O 63/2-8
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろう
か 8

大森, 藤ノ / ヤスダ, スズヒト SBクリエイティブ 2013.1- 9784797383140 10908977 平成27年度

913.6/O 63/2-10
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろう
か 10

大森, 藤ノ / ヤスダ, スズヒト SBクリエイティブ 2013.1- 9784797386776 10917691 平成28年度

913.6/O 71/3 侵入者 : 自称小説家 折原, 一(1951-) 文藝春秋 2014.9 9784163901213 10902757 平成26年度

913.6/O 71/4 初稿・死者の書
折口, 信夫(1887-1953) / 安藤, 礼二
(1967-)

国書刊行会 2004.6 9784336046338 10920219 平成28年度

913.6/O 76/5 Tokyo war : Mobile police Patlabor 押井, 守(1951-) エンターブレイン 2005.7 9784757723665 10900925 平成26年度

913.6/O 87/17 花とアリス殺人事件 乙一(1978-) / 岩井, 俊二(1963-) 小学館 2015.2 9784093864053 10909081 平成27年度

913.6/R 32/4-1 無職転生 : 異世界行ったら本気だす 1 (MFブックス) 理不尽な孫の手 KADOKAWA 2014.1- 9784040662206 10902851 平成26年度

913.6/R 32/4-2 無職転生 : 異世界行ったら本気だす 2 (MFブックス) 理不尽な孫の手 KADOKAWA 2014.1- 9784040663937 10902852 平成26年度

913.6/R 32/4-3 無職転生 : 異世界行ったら本気だす 3 (MFブックス) 理不尽な孫の手 KADOKAWA 2014.1- 9784040667553 10902853 平成26年度

913.6/R 32/4-4 無職転生 : 異世界行ったら本気だす 4 (MFブックス) 理不尽な孫の手 KADOKAWA 2014.1- 9784040669618 10902854 平成26年度

913.6/R 32/4-5 無職転生 : 異世界行ったら本気だす 5 (MFブックス) 理不尽な孫の手 KADOKAWA 2014.1- 9784040671307 10902855 平成26年度

913.6/Sa11/2-1
再来の騎士 (MF文庫J:さ-10-01. 世界の終わりの世
界録(アンコール):1)

細音, 啓 / メディアファクトリー / ふゆ
の, 春秋

KADOKAWA 2014.7 9784040669229 10909048 平成27年度

913.6/Sa11/2-2
極光の竜帝 (MF文庫J:さ-10-02. 世界の終わりの世
界録(アンコール):2)

細音, 啓 / メディアファクトリー / ふゆ
の, 春秋

KADOKAWA 2014.10 9784040671253 10909049 平成27年度

913.6/Sa46/16 道徳という名の少年 桜庭, 一樹(1971-)
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2010.5 9784048740586 10900834 平成26年度

913.6/Sa46/17 製鉄天使 桜庭, 一樹(1971-) 東京創元社 2009.10 9784488024505 10900841 平成26年度
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913.6/Sa64/1
小説仮面ライダーW : Zを継ぐ者 (講談社キャラクター
文庫:011)

三条, 陸 / 石ノ森, 章太郎(1938-
1998)

講談社 2012.11 9784063148619 10902602 平成26年度

913.6/Sa66/4
三瀬川さんの冥界カウンセリング (メディアワークス文
庫:[さ2-1])

佐野, しなの / アスキー・メディアワー
クス

KADOKAWA 2015.5 9784048652063 10908961 平成27年度

913.6/Sa69/1-10 犬とハサミは使いよう 10
更伊, 俊介 / 鍋島, テツヒロ / ファミ通文
庫編集部 / エンターブレイン

エンターブレイン, 2011.3-2014.10/角川
グループパブリッシング (発売) 9784047299146 10909067 平成27年度

913.6/Sa69/1-6 犬とハサミは使いよう 6
更伊, 俊介 / 鍋島, テツヒロ / ファミ通文
庫編集部 / エンターブレイン

エンターブレイン, 2011.3-2014.10/角川
グループパブリッシング (発売) 9784047286566 10909063 平成27年度

913.6/Sa69/1-7 犬とハサミは使いよう 7
更伊, 俊介 / 鍋島, テツヒロ / ファミ通文
庫編集部 / エンターブレイン

エンターブレイン, 2011.3-2014.10/角川
グループパブリッシング (発売) 9784047289727 10909064 平成27年度

913.6/Sa69/1-8 犬とハサミは使いよう 8
更伊, 俊介 / 鍋島, テツヒロ / ファミ通文
庫編集部 / エンターブレイン

エンターブレイン, 2011.3-2014.10/角川
グループパブリッシング (発売) 9784047293984 10909065 平成27年度

913.6/Sa69/1-9 犬とハサミは使いよう 9
更伊, 俊介 / 鍋島, テツヒロ / ファミ通文
庫編集部 / エンターブレイン

エンターブレイン, 2011.3-2014.10/角川
グループパブリッシング (発売) 9784047296640 10909066 平成27年度

913.6/Sa75/21 沈黙法廷 佐々木, 譲(1950-) 新潮社 2016.11 9784104555116 10920208 平成28年度

913.6/Sa85/30-1
ローブを纏って生まれた少女 (電撃文庫:2660:[さ-4-
29]. 魔女は月出づるところに眠る:上巻)

佐藤, ケイ / 文倉, 十 / アスキー・メ
ディアワークス

KADOKAWA 2013.12 9784048661942 10900781 平成26年度

913.6/Sa85/30-2
月を引き下ろす者たち (電撃文庫:2676:[さ-4-30]. 魔
女は月出づるところに眠る:中巻)

佐藤, ケイ / 文倉, 十 / アスキー・メ
ディアワークス

KADOKAWA 2014.1 9784048662789 10900782 平成26年度

913.6/Sa85/30-3
東からの夜明け (電撃文庫:2725:[さ-4-31]. 魔女は月
出づるところに眠る:下巻)

佐藤, ケイ / 文倉, 十 / アスキー・メ
ディアワークス

KADOKAWA 2014.4 9784048664745 10900783 平成26年度

913.6/Sa85/31
東北ずん子 : 「むちむち」じゃありません!「もちもち」で
す!

さとう, としお / 江戸村, ににこ PHP研究所 2013.11 9784569813455 10902584 平成26年度

913.6/Sa85/32 ベッドサイド・マーダーケース 佐藤, 友哉(1980-) 新潮社 2013.12 9784104525058 10902772 平成26年度

913.6/Sa85/34-1 魔法科高校の劣等生 1: 入学編 上
佐島, 勤 / 石田, 可奈 / アスキー・メ
ディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2011.7- 9784048705974 10911252 平成27年度

913.6/Sa85/34-2 魔法科高校の劣等生 2: 入学編 下
佐島, 勤 / 石田, 可奈 / アスキー・メ
ディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2011.7- 9784048705981 10911253 平成27年度
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913.6/Sa85/34-3 魔法科高校の劣等生 3: 九校戦編 上
佐島, 勤 / 石田, 可奈 / アスキー・メ
ディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2011.7- 9784048709989 10911254 平成27年度

913.6/Sa85/34-4 魔法科高校の劣等生 4: 九校戦編 下
佐島, 勤 / 石田, 可奈 / アスキー・メ
ディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2011.7- 9784048709996 10911255 平成27年度

913.6/Sa85/34-9 魔法科高校の劣等生 9: 来訪者編 上
佐島, 勤 / 石田, 可奈 / アスキー・メ
ディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2011.7- 9784048914239 10920351 平成28年度

913.6/Sa85/34-10 魔法科高校の劣等生 10: 来訪者編 中
佐島, 勤 / 石田, 可奈 / アスキー・メ
ディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2011.7- 9784048916097 10920352 平成28年度

913.6/Sa85/34-11 魔法科高校の劣等生 11: 来訪者編 下
佐島, 勤 / 石田, 可奈 / アスキー・メ
ディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2011.7- 9784048916103 10920353 平成28年度

913.6/Sa85/34-12 魔法科高校の劣等生 12: ダブルセブン編
佐島, 勤 / 石田, 可奈 / アスキー・メ
ディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2011.7- 9784048660037 10920354 平成28年度

913.6/Sa85/34-13 魔法科高校の劣等生 13: スティープルチェース編
佐島, 勤 / 石田, 可奈 / アスキー・メ
ディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2011.7- 9784048665070 10920355 平成28年度

913.6/Sa85/34-14 魔法科高校の劣等生 14: 古都内乱編 上
佐島, 勤 / 石田, 可奈 / アスキー・メ
ディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2011.7- 9784048668606 10920356 平成28年度

913.6/Sa85/34-15 魔法科高校の劣等生 15: 古都内乱編 下
佐島, 勤 / 石田, 可奈 / アスキー・メ
ディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2011.7- 9784048691673 10920357 平成28年度

913.6/Sa85/34-16 魔法科高校の劣等生 16: 四葉継承編
佐島, 勤 / 石田, 可奈 / アスキー・メ
ディアワークス

アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売) 2011.7- 9784048651165 10920358 平成28年度

913.6/Sa85/37 魔法科高校の劣等生SS (電撃文庫:3105, [さ-14-23])
佐島, 勤 / 石田, 可奈 / アスキー・メ
ディアワークス

KADOKAWA 2016.5 9784048659529 10917779 平成28年度

913.6/Sa95/4 キリカ : 恐怖小説 澤村, 伊智(1979-) 講談社 2017.1 9784062940528 10924530 平成29年度第1回

913.6/Se16/2
謎好き乙女と奪われた青春 (新潮文庫:10184, せ-17-
1)

瀬川, コウ 新潮社 2015.3 9784101800288 10919160 平成28年度

913.6/Se76/10 おしまいのデート (集英社文庫:[せ6-1]) 瀬尾, まいこ(1974-) 集英社 2014.5 9784087451887 10919231 平成28年度

913.6/Se76/9 あと少し、もう少し 瀬尾, まいこ(1974-) 新潮社 2012.10 9784104686025 10900958 平成26年度
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913.6/Se93/11 爛 瀬戸内, 寂聴(1922-) 新潮社 2013.12 9784103112242 10899127 平成26年度

913.6/Sh27/18-1
スクワッド・ジャム (電撃文庫:2853, [し-8-46]. ソードアート・
オンラインオルタナティブ : ガンゲイル・オンライン:1)

時雨沢, 恵一(1972-) / 川原, 礫 / 黒
星, 紅白

KADOKAWA 2014.12 9784048690942 10908937 平成27年度

913.6/Sh27/18-2 セカンド・スクワッド・ジャム 上 時雨沢, 恵一(1972-) / 川原, 礫 KADOKAWA 2015.3 9784048690959 10908938 平成27年度

913.6/Sh27/18-3 セカンド・スクワッド・ジャム 下 時雨沢, 恵一(1972-) / 川原, 礫 KADOKAWA 2015.3 9784048651905 10908939 平成27年度

913.6/Sh27/7-19 キノの旅 : the beautiful world 19 時雨沢, 恵一(1972-) / 黒星, 紅白
メディアワークス/角川書店
(発売)

2000.7-2016.10 9784048654401 10917748 平成28年度

913.6/Sh27/7-20 キノの旅 : the beautiful world 20 時雨沢, 恵一(1972-) / 黒星, 紅白
メディアワークス/角川書店
(発売)

2000.7-2016.10 9784048923965 10924487 平成29年度第1回

913.6/Sh28/21-1 希望ケ丘の人びと 上 (講談社文庫:[し61-21]) 重松, 清(1963-) 講談社 2015.11 9784062932585 10912353 平成27年度

913.6/Sh32/17-1 とあるおっさんのVRMMO活動記 [1] 椎名, ほわほわ
アルファポリス/星雲社 (発
売)

2014.2- 9784434188398 10899207 平成26年度

913.6/Sh32/17-2 とあるおっさんのVRMMO活動記 2 椎名, ほわほわ
アルファポリス/星雲社 (発
売)

2014.2- 9784434193095 10899208 平成26年度

913.6/Sh32/17-3 とあるおっさんのVRMMO活動記 3 椎名, ほわほわ
アルファポリス/星雲社 (発
売)

2014.2- 9784434196027 10902651 平成26年度

913.6/Sh36/13 カオスの娘 (集英社文庫:[し24-5]) 島田, 雅彦(1961-) 集英社 2012.9 9784087468861 10881248 平成24年度

913.6/Sh64/9 小説ほしのこえ (角川文庫:20045, [し57-4]) 新海, 誠(1973-) / 大場, 惑 KADOKAWA 2016.11 10920348 平成28年度

913.6/Sh77/1 女神のタクト (講談社文庫:[し-104-2]) 塩田, 武士(1979-) 講談社 2014.11 9784062779425 10902755 平成26年度

913.6/Sh94/8 優先席 紫月, 秀 TOブックス 2014.6 9784864722636 10899094 平成26年度

913.6/Sh99/7 無限のビィ 朱川, 湊人(1963-) 徳間書店 2015.3 9784198639211 10909084 平成27年度
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913.6/Su35/1 神曲プロデューサー 杉井, 光(1978-) 集英社 2013.7 9784087715194 10899126 平成26年度

913.6/Su38/4
幻双城事件 : 仮面の王子と移動密室 (角川文
庫:18817, [す18-4])

椙本, 孝思(1977-) KADOKAWA 2014.10 9784041016299 10902680 平成26年度

913.6/Su38/5 精姫様一条 : お狂言師歌吉うきよ暦 杉本, 章子(1953-) 講談社 2011.11 9784062173230 10902759 平成26年度

913.6/Su63/1 君の膵臓をたべたい 住野, よる 双葉社 2015.6 9784575239058 10911185 平成27年度

913.6/Su63/2 また、同じ夢を見ていた 住野, よる 双葉社 2016.2 9784575239454 10920210 平成28年度

913.6/Su72/1 一瞬の雲の切れ間に 砂田, 麻美 ポプラ社 2016.1 9784591147979 10919221 平成28年度

913.6/Su96/19 ループ (角川ホラー文庫:11637, Hす1-3) 鈴木, 光司(1957-) 角川書店 2000.9 9784041880067 10900749 平成26年度

913.6/Su96/20-1
放課後の魔法戦争 (アフタースクール・ブラックアーツ) [1]
(電撃文庫:2514, 2588, 2696, [す-5-28]-[す-5-30])

鈴木, 鈴(1982-) / さらち, よみ
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2013.3-2014.2 9784048914727 10909045 平成27年度

913.6/Su96/20-2
放課後の魔法戦争 (アフタースクール・ブラックアーツ) 2
(電撃文庫:2514, 2588, 2696, [す-5-28]-[す-5-30])

鈴木, 鈴(1982-) / さらち, よみ
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2013.3-2014.2 9784048918558 10909046 平成27年度

913.6/Su96/20-3
放課後の魔法戦争 (アフタースクール・ブラックアーツ) 3
(電撃文庫:2514, 2588, 2696, [す-5-28]-[す-5-30])

鈴木, 鈴(1982-) / さらち, よみ
アスキー・メディアワークス/角川グ
ループパブリッシング (発売)

2013.3-2014.2 9784048663083 10909047 平成27年度

913.6/Su97/2-1 終焉ノ栞 [1] (MF文庫J:す-07-01) スズム メディアファクトリー 2013.2 9784040664057 10901003 平成26年度

913.6/Su97/2-2 報復-Re:vival- (MF文庫J:す-07-02. 終焉ノ栞:2) スズム KADOKAWA 2013.10 9784040660325 10901004 平成26年度

913.6/Ta13/4-1(1)
十香デッドエンド (富士見ファンタジア文庫:1765, [た-
4-2-1]. デート・ア・ライブ:[1])

橘, 公司 / つなこ 富士見書房 2011.3 9784040710457 10909158 平成27年度

913.6/Ta13/4-1(10)
鳶一エンジェル (富士見ファンタジア文庫:2148, [た-4-
2-10]. デート・ア・ライブ:10)

橘, 公司 / 富士見書房 / つなこ KADOKAWA 2014.3 9784040700663 10909167 平成27年度

913.6/Ta13/4-1(11)
鳶一デビル (富士見ファンタジア文庫:2224, [た-4-2-
11]. デート・ア・ライブ:11)

橘, 公司 / 富士見書房 / つなこ KADOKAWA 2014.9 9784040701431 10909168 平成27年度
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913.6/Ta13/4-1(12)
五河ディザスター (富士見ファンタジア文庫:2334, [た-
4-2-12]. デート・ア・ライブ:12)

橘, 公司 / つなこ KADOKAWA 2015.6 9784040701516 10920346 平成28年度

913.6/Ta13/4-1(2)
四糸乃パペット (富士見ファンタジア文庫:1814, [た-4-
2-2]. デート・ア・ライブ:2)

橘, 公司 / 富士見書房 / つなこ 富士見書房 2011.8 9784040710464 10909159 平成27年度

913.6/Ta13/4-1(3)
狂三キラー (富士見ファンタジア文庫:1846, [た-4-2-
3]. デート・ア・ライブ:3)

橘, 公司 / つなこ 富士見書房 2011.11 9784040710501 10909160 平成27年度

913.6/Ta13/4-1(4)
五河シスター (富士見ファンタジア文庫:1886, [た-4-
2-4]. デート・ア・ライブ:4)

橘, 公司 / つなこ 富士見書房 2012.3 9784040710471 10909161 平成27年度

913.6/Ta13/4-1(5)
八舞テンペスト (富士見ファンタジア文庫:1936, [た-4-
2-5]. デート・ア・ライブ:5)

橘, 公司 / つなこ 富士見書房 2012.8 9784040710488 10909162 平成27年度

913.6/Ta13/4-1(6)
美九リリィ (富士見ファンタジア文庫:1976, [た-4-2-6].
デート・ア・ライブ:6)

橘, 公司 / 富士見書房 / つなこ 富士見書房 2012.12 9784040710495 10909163 平成27年度

913.6/Ta13/4-1(7)
美九トゥルース (富士見ファンタジア文庫:2005, [た-4-
2-7]. デート・ア・ライブ:7)

橘, 公司 / つなこ 富士見書房 2013.3 9784040710303 10909164 平成27年度

913.6/Ta13/4-1(8)
七罪サーチ (富士見ファンタジア文庫:2073, [た-4-2-
8]. デート・ア・ライブ:8)

橘, 公司 / つなこ 富士見書房 2013.9 9784040710440 10909165 平成27年度

913.6/Ta13/4-1(9)
七罪チェンジ (富士見ファンタジア文庫:2108, [た-4-
2-9]. デート・ア・ライブ:9)

橘, 公司 / 富士見書房 / つなこ KADOKAWA 2013.12 9784047129740 10909166 平成27年度

913.6/Ta13/4-2(1)
アンコール [1] (富士見ファンタジア文庫:2027, 2174,
[た-4-3-1], [た-4-3-2]. デート・ア・ライブ)

橘, 公司 / 富士見書房 / つなこ 富士見書房 2013.5- 9784040710075 10909169 平成27年度

913.6/Ta13/4-2(2)
アンコール 2 (富士見ファンタジア文庫:2027, 2174, [た
-4-3-1], [た-4-3-2]. デート・ア・ライブ)

橘, 公司 / 富士見書房 / つなこ 富士見書房 2013.5- 9784040701165 10909170 平成27年度

913.6/Ta13/4-3
マテリアル (富士見ファンタジア文庫:2303, [た-4-4-
1]. デート・ア・ライブ)

橘, 公司 / ファンタジア文庫編集部 /
富士見書房 / つなこ

KADOKAWA 2015.3 9784040705484 10909171 平成27年度

913.6/Ta15/3 ギフト (双葉文庫:た-35-05) 日明, 恩 双葉社 2011.12 9784575514735 10900979 平成26年度

913.6/Ta27/10-1
鎌倉の地龍 (講談社ノベルス:[タS-40]. 神の時空 (と
き):[1])

高田, 崇史(1958-) 講談社 2014.3 9784062990073 10900859 平成26年度

913.6/Ta27/10-2
倭の水霊 (講談社ノベルス:[タS-41]. 神の時空 (と
き):[2])

高田, 崇史(1958-) 講談社 2014.7 9784062990219 10900888 平成26年度
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913.6/Ta27/2-19
白蛇の洗礼 : 毒草師 (講談社ノベルス:[タS-34].
[QED]:[19])

高田, 崇史(1958-) 講談社 2011.6 9784061827813 10900887 平成26年度

913.6/Ta27/8-1 飛鳥の光臨 (講談社文庫:[た-88-24]. カンナ:[1]) 高田, 崇史(1958-) 講談社 2012.1 9784062771443 10900860 平成26年度

913.6/Ta27/8-2 天草の神兵 (講談社文庫:[た-88-25]. カンナ:[2]) 高田, 崇史(1958-) 講談社 2012.4 9784062772358 10900861 平成26年度

913.6/Ta27/8-3 吉野の暗闘 (講談社文庫:[た-88-26]. カンナ:[3]) 高田, 崇史(1958-) 講談社 2012.7 9784062773096 10900862 平成26年度

913.6/Ta27/8-4 奥州の覇者 (講談社文庫:[た-88-27]. カンナ:[4]) 高田, 崇史(1958-) 講談社 2012.10 9784062773874 10900863 平成26年度

913.6/Ta27/8-5 戸隠の殺皆 (講談社文庫:[た-88-29]. カンナ:[5]) 高田, 崇史(1958-) 講談社 2013.5 9784062775441 10900864 平成26年度

913.6/Ta27/8-6 鎌倉の血陣 (講談社文庫:[た-88-30]. カンナ:[6]) 高田, 崇史(1958-) 講談社 2013.9 9784062776424 10900865 平成26年度

913.6/Ta27/8-7 天満の葬列 (講談社文庫:[た-88-32]. カンナ:[7]) 高田, 崇史(1958-) 講談社 2014.5 9784062778428 10900866 平成26年度

913.6/Ta27/8-8 出雲の顕在 (講談社文庫:[た-88-33]. カンナ:[8]) 高田, 崇史(1958-) 講談社 2014.9 9784062779081 10900867 平成26年度

913.6/Ta29/10 少女霊異記 高樹, のぶ子(1946-) 文芸春秋 2014.10 9784163901442 10902756 平成26年度

913.6/Ta33/22-1 天を衝く 1 (講談社文庫:[た-43-40]-[た-43-42]) 高橋, 克彦(1947-) 講談社 2004.11 9784062749152 10926215 平成29年度第2回

913.6/Ta33/22-2 天を衝く 2 (講談社文庫:[た-43-40]-[た-43-42]) 高橋, 克彦(1947-) 講談社 2004.11 9784062749169 10926216 平成29年度第2回

913.6/Ta33/22-3 天を衝く 3 (講談社文庫:[た-43-40]-[た-43-42]) 高橋, 克彦(1947-) 講談社 2004.11 9784062749176 10926217 平成29年度第2回

913.6/Ta43/2-1
艦隊これくしょん-艦これ- : 一航戦、出ます! [1] (角川ス
ニーカー文庫:18375, 18634, 18889)

鷹見, 一幸(1969-) / 「艦これ」運営鎮守
府 / GUNP / 角川書店

KADOKAWA 2014.2-2014.12 9784041011980 10909155 平成27年度

913.6/Ta43/2-2
艦隊これくしょん-艦これ- : 一航戦、出ます! 2 (角川スニー
カー文庫:18375, 18634, 18889)

鷹見, 一幸(1969-) / 「艦これ」運営鎮守
府 / GUNP / 角川書店

KADOKAWA 2014.2-2014.12 9784041015230 10909156 平成27年度
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913.6/Ta43/2-3
艦隊これくしょん-艦これ- : 一航戦、出ます! 3 (角川スニー
カー文庫:18375, 18634, 18889)

鷹見, 一幸(1969-) / 「艦これ」運営鎮守
府 / GUNP / 角川書店

KADOKAWA 2014.2-2014.12 9784041024416 10909157 平成27年度

913.6/Ta63/10
砕け散るところを見せてあげる (新潮文庫:10046, た-
111-2)

竹宮, ゆゆこ(1978-) 新潮社 2016.6 9784101800653 10917799 平成28年度

913.6/Ta63/11
おまえのすべてが燃え上がる (新潮文庫:10723, た-
111-3)

竹宮, ゆゆこ(1978-) 新潮社 2017.6 9784101800974 10924496 平成29年度第1回

913.6/Ta71/3 かごめかごめ 滝沢, 秀一(1976-) 双葉社 2014.3 9784575238518 10899093 平成26年度

913.6/Ta71/4 うさぎパン (幻冬舎文庫:た-45-1) 瀧羽, 麻子(1981-) 幻冬舎 2011.2 9784344416215 10909126 平成27年度

913.6/Ta78/3 酔ひもせず : 其角と一蝶 田牧, 大和(1966-) 光文社 2015.3 9784334910198 10908998 平成27年度

913.6/Ta78/4 八万遠 (やまと) 田牧, 大和(1966-) 新潮社 2015.5 9784103157359 10909004 平成27年度

913.6/Ta84/15 勇者のお仕事 (講談社Box. Box-Air) 田中, 彼方 講談社 2014.6 9784062838719 10899025 平成26年度

913.6/Ta84/16-1
人類は衰退しました 1 (ガガガ文庫:ガた1-9～ガた1-
13, ガた1-18)

田中, ロミオ / 戸部, 淑 小学館 2011.11-2014.12 9784094513080 10900992 平成26年度

913.6/Ta84/16-2
人類は衰退しました 2 (ガガガ文庫:ガた1-9～ガた1-
13, ガた1-18)

田中, ロミオ / 戸部, 淑 小学館 2011.11-2014.12 9784094513097 10900993 平成26年度

913.6/Ta84/16-3
人類は衰退しました 3 (ガガガ文庫:ガた1-9～ガた1-
13, ガた1-18)

田中, ロミオ / 戸部, 淑 小学館 2011.11-2014.12 9784094513202 10900994 平成26年度

913.6/Ta84/16-4
人類は衰退しました 4 (ガガガ文庫:ガた1-9～ガた1-
13, ガた1-18)

田中, ロミオ / 戸部, 淑 小学館 2011.11-2014.12 9784094513219 10900995 平成26年度

913.6/Ta84/16-5
人類は衰退しました 5 (ガガガ文庫:ガた1-9～ガた1-
13, ガた1-18)

田中, ロミオ / 戸部, 淑 小学館 2011.11-2014.12 9784094513295 10900996 平成26年度

913.6/Ta84/19-1
銀河英雄伝説 1 : 黎明篇 (創元SF文庫:[SFた1-1]-
[SFた1-10])

田中, 芳樹(1952-) 東京創元社 2007.2-2008.8 9784488725013 10924455 平成29年度第1回

913.6/Ta84/19-10
銀河英雄伝説 10 : 落日篇 (創元SF文庫:[SFた1-1]-
[SFた1-10])

田中, 芳樹(1952-) 東京創元社 2007.2-2008.8 9784488725105 10924464 平成29年度第1回
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913.6/Ta84/19-2
銀河英雄伝説 2 : 野望篇 (創元SF文庫:[SFた1-1]-
[SFた1-10])

田中, 芳樹(1952-) 東京創元社 2007.2-2008.8 9784488725020 10924456 平成29年度第1回

913.6/Ta84/19-3
銀河英雄伝説 3 : 雌伏篇 (創元SF文庫:[SFた1-1]-
[SFた1-10])

田中, 芳樹(1952-) 東京創元社 2007.2-2008.8 9784488725037 10924457 平成29年度第1回

913.6/Ta84/19-4
銀河英雄伝説 4 : 策謀篇 (創元SF文庫:[SFた1-1]-
[SFた1-10])

田中, 芳樹(1952-) 東京創元社 2007.2-2008.8 9784488725044 10924458 平成29年度第1回

913.6/Ta84/19-5
銀河英雄伝説 5 : 風雲篇 (創元SF文庫:[SFた1-1]-
[SFた1-10])

田中, 芳樹(1952-) 東京創元社 2007.2-2008.8 9784488725051 10924459 平成29年度第1回

913.6/Ta84/19-6
銀河英雄伝説 6 : 飛翔篇 (創元SF文庫:[SFた1-1]-
[SFた1-10])

田中, 芳樹(1952-) 東京創元社 2007.2-2008.8 9784488725068 10924460 平成29年度第1回

913.6/Ta84/19-7
銀河英雄伝説 7 : 怒濤篇 (創元SF文庫:[SFた1-1]-
[SFた1-10])

田中, 芳樹(1952-) 東京創元社 2007.2-2008.8 9784488725075 10924461 平成29年度第1回

913.6/Ta84/19-8
銀河英雄伝説 8 : 乱離篇 (創元SF文庫:[SFた1-1]-
[SFた1-10])

田中, 芳樹(1952-) 東京創元社 2007.2-2008.8 9784488725082 10924462 平成29年度第1回

913.6/Ta84/19-9
銀河英雄伝説 9 : 回天篇 (創元SF文庫:[SFた1-1]-
[SFた1-10])

田中, 芳樹(1952-) 東京創元社 2007.2-2008.8 9784488725099 10924463 平成29年度第1回

913.6/Ta84/20-1
星を砕く者 (創元SF文庫:[SFた1-11]. 銀河英雄伝説
外伝:1)

田中, 芳樹(1952-) 東京創元社 2008.10 9784488725112 10924465 平成29年度第1回

913.6/Ta84/20-2
ユリアンのイゼルローン日記 (創元SF文庫:[SFた1-
12]. 銀河英雄伝説外伝:2)

田中, 芳樹(1952-) 東京創元社 2008.12 9784488725129 10924466 平成29年度第1回

913.6/Ta84/20-3
千億の星、千億の光 (創元SF文庫:[SFた1-13]. 銀河
英雄伝説外伝:3)

田中, 芳樹(1952-) 東京創元社 2009.2 9784488725136 10924467 平成29年度第1回

913.6/Ta84/20-4
螺旋迷宮 (スパイラル・ラビリンス) (創元SF文庫:[SF
た1-14]. 銀河英雄伝説外伝:4)

田中, 芳樹(1952-) 東京創元社 2009.4 9784488725143 10924468 平成29年度第1回

913.6/Ta84/20-5
黄金の翼 (創元SF文庫:[SFた1-15]. 銀河英雄伝説外
伝:5)

田中, 芳樹(1952-) 東京創元社 2009.6 9784488725150 10924469 平成29年度第1回

913.6/Ta92/1 神殺しの救世主 多崎, 礼 KADOKAWA 2015.6 9784041032176 10912414 平成27年度

913.6/Ta94/6-1
YES!ウサギが呼びました! (角川文庫:16763, S232-1 [角川スニー
カー文庫||カドカワ スニーカー ブンコ]. 問題児たちが異世界から
来るそうですよ?:[1])

竜ノ湖, 太郎 / 天之, 有
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2011.4 9784044748395 10898887 平成26年度
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913.6/Ta94/6-10
そして、兎は煉獄へ (角川スニーカー文庫:18485, [た-3-1-10]. 問
題児たちが異世界から来るそうですよ?:[10]) 竜ノ湖, 太郎 / 角川書店 / 天之, 有 KADOKAWA 2014.4 9784041012956 10898896 平成26年度

913.6/Ta94/6-11
撃て、星の光より速く! (角川スニーカー文庫:18687, [た-3-1-11].
問題児たちが異世界から来るそうですよ?:[11]) 竜ノ湖, 太郎 / 天之, 有 KADOKAWA 2014.8 9784041020067 10900988 平成26年度

913.6/Ta94/6-12
軍神の進路相談です! (角川スニーカー文庫:19100, [た-3-1-12].
問題児たちが異世界から来るそうですよ?:[12]) 竜ノ湖, 太郎 / 天之, 有 KADOKAWA 2015.4 9784041020074 10908930 平成27年度

913.6/Ta94/6-2
あら、魔王襲来のお知らせ? (角川文庫:16908, S232-2 [角川ス
ニーカー文庫||カドカワ スニーカー ブンコ]. 問題児たちが異世界
から来るそうですよ?:[2])

竜ノ湖, 太郎 / 天之, 有
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2011.7 9784044748487 10898888 平成26年度

913.6/Ta94/6-3
そう・・・・・・巨龍召喚 (角川文庫:17095, S232-3 [角川スニーカー
文庫||カドカワ スニーカー ブンコ]. 問題児たちが異世界から来る
そうですよ?:[3])

竜ノ湖, 太郎 / 天之, 有
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2011.11 9784044748548 10898889 平成26年度

913.6/Ta94/6-4
十三番目の太陽を撃て (角川スニーカー文庫:17289, [た-3-1-4].
問題児たちが異世界から来るそうですよ?:[4]) 竜ノ湖, 太郎 / 天之, 有

角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2012.3 9784041001820 10898890 平成26年度

913.6/Ta94/6-5
降臨、蒼海の覇者 (角川スニーカー文庫:17468, [た-3-1-5]. 問題
児たちが異世界から来るそうですよ?:[5]) 竜ノ湖, 太郎 / 天之, 有

角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2012.7 9784041003572 10898891 平成26年度

913.6/Ta94/6-6
ウロボロスの連盟旗 (角川スニーカー文庫:17700, [た-3-1-6]. 問
題児たちが異世界から来るそうですよ?:[6]) 竜ノ湖, 太郎 / 天之, 有

角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2012.12 9784041005859 10898892 平成26年度

913.6/Ta94/6-7
落陽、そして墜月 (角川スニーカー文庫:17900, [た-3-1-7]. 問題
児たちが異世界から来るそうですよ?:[7]) 竜ノ湖, 太郎 / 天之, 有

角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2013.4 9784041007594 10898893 平成26年度

913.6/Ta94/6-8
暴虐の三頭龍 (角川スニーカー文庫:18078, [た-3-1-8]. 問題児
たちが異世界から来るそうですよ?:[8]) 竜ノ湖, 太郎 / 天之, 有 / 角川書店

角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2013.8 9784041009369 10898894 平成26年度

913.6/Ta94/6-9
YES!箱庭の日常ですっ! (角川スニーカー文庫:18222, [た-3-1-9].
問題児たちが異世界から来るそうですよ?:[9]) 竜ノ湖, 太郎 / 角川書店 / 天之, 有 KADOKAWA 2013.11 9784041010600 10898895 平成26年度

913.6/Ta94/7
奇跡の駆逐艦「雪風」 : 太平洋戦争を戦い抜いた不
沈の航跡 (PHP文庫:た37-6)

立石, 優(1935-) PHP研究所 2009.8 9784569673233 10902619 平成26年度

913.6/Ta94/8-1
問題児の帰還 (角川スニーカー文庫:19205, [た-3-2-
1]. ラストエンブリオ:1)

竜ノ湖, 太郎 / ももこ KADOKAWA 2015.6 9784041030615 10911246 平成27年度

913.6/Ta94/8-2
再臨のアヴァターラ (角川スニーカー文庫:19476, [た-
3-2-2]. ラストエンブリオ:2)

竜ノ湖, 太郎 / ももこ KADOKAWA 2015.12 9784041030936 10917774 平成28年度

913.6/Ta94/8-3
暴走、精霊列車! (角川スニーカー文庫:19810, [た-3-
2-3]. ラストエンブリオ:3)

竜ノ湖, 太郎 / ももこ KADOKAWA 2016.6 9784041039557 10917775 平成28年度
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913.6/Ta94/8-4
王の帰還 (角川スニーカー文庫:20225, [た-3-2-4]. ラ
ストエンブリオ:4)

竜ノ湖, 太郎 / ももこ KADOKAWA 2017.4 9784041047156 10924493 平成29年度第1回

913.6/Te36/1 女学生探偵と偏屈作家 : 古書屋敷殺人事件前夜
てにをは / なのり / アスキー・メディ
アワークス

KADOKAWA 2013.11 9784048660723 10911274 平成27年度

913.6/Te36/2 古書屋敷殺人事件 (女学生探偵シリーズ)
てにをは / なのり / アスキー・メディ
アワークス

KADOKAWA 2014.3 9784048663632 10911275 平成27年度

913.6/Te36/3 アルラウネの独白 (女学生探偵シリーズ)
てにをは / 笹原, 智映 / アスキー・メ
ディアワークス

KADOKAWA 2014.12 9784048690041 10911276 平成27年度

913.6/To23/2 忍者物語 東郷, 隆(1951-) 実業之日本社 2014.12 9784408536576 10926223 平成29年度第2回

913.6/To55/1
機動戦士ガンダム逆襲のシャア : ベルトーチカ・チルドレン
(角川文庫:7031. 角川スニーカー文庫:G-3-1)

富野, 由悠季(1941-) 角川書店 1988.2 9784044101091 10900915 平成26年度

913.6/To55/2-1
機動戦士ガンダム : 閃光のハサウェイ 上 (角川文庫:7440,
7844, 7871. 角川スニーカー文庫:G-4-1, G-4-2, G-4-3)

富野, 由悠季(1941-) 角川書店 1989.2-1990.5 9784044101312 10900916 平成26年度

913.6/To55/2-2
機動戦士ガンダム : 閃光のハサウェイ 中 (角川文庫:7440,
7844, 7871. 角川スニーカー文庫:G-4-1, G-4-2, G-4-3)

富野, 由悠季(1941-) 角川書店 1989.2-1990.5 9784044101329 10900917 平成26年度

913.6/To55/2-3
機動戦士ガンダム : 閃光のハサウェイ 下 (角川文庫:7440,
7844, 7871. 角川スニーカー文庫:G-4-1, G-4-2, G-4-3)

富野, 由悠季(1941-) 角川書店 1989.2-1990.5 9784044101336 10900918 平成26年度

913.6/To62/1
スープ屋しずくの謎解き朝ごはん (宝島社文庫:[Cと-
2-3])

友井, 羊(1981-) 宝島社 2014.11 9784800234131 10908962 平成27年度

913.6/To83/2
『雪風ハ沈マズ』 : 強運駆逐艦栄光の生涯 新装版
(光人社NF文庫:[とN-27])

豊田, 穣(1920-1994) 光人社 2004.11 9784769820277 10902625 平成26年度

913.6/Ts44/18 ハケンアニメ! 辻村, 深月(1980-) マガジンハウス 2014.8 9784838726905 10902679 平成26年度

913.6/Ts44/19 島はぼくらと 辻村, 深月(1980-) 講談社 2013.6 9784062183659 10909002 平成27年度

913.6/Ts44/20 朝が来る 辻村, 深月(1980-) 文藝春秋 2015.6 9784163902739 10909003 平成27年度

913.6/Ts44/21 サクラ咲く (光文社文庫:[つ16-1]) 辻村, 深月(1980-) 光文社 2014.3 9784334767044 10909010 平成27年度
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913.6/Ts44/22 V.T.R. (講談社文庫:[つ-28-15]) 辻村, 深月(1980-) 講談社 2013.2 9784062774789 10909012 平成27年度

913.6/Ts44/23 光待つ場所へ (講談社文庫:[つ28-16]) 辻村, 深月(1980-) 講談社 2013.9 9784062776493 10909013 平成27年度

913.6/Ts44/24 きのうの影踏み 辻村, 深月(1980-) KADOKAWA 2015.9 9784041032077 10911293 平成27年度

913.6/Ts52/1
小説仮面ライダーフォーゼ : 天・高・卒・業 (講談社
キャラクター文庫:014)

塚田, 英明 / 石ノ森, 章太郎(1938-
1998)

講談社 2014.2 9784063148695 10902603 平成26年度

913.6/Ts63/1-1
艦隊これくしょん-艦これ- : 陽炎、抜錨します! [1]
(ファミ通文庫:K6-1-1～K6-1-7)

築地, 俊彦 / エンターブレイン / ファ
ミ通文庫編集部

KADOKAWA 2013.12-2016.1 9784047292666 10902615 平成26年度

913.6/Ts63/1-2
艦隊これくしょん-艦これ- : 陽炎、抜錨します! 2 (ファ
ミ通文庫:K6-1-1～K6-1-7)

築地, 俊彦 / エンターブレイン / ファ
ミ通文庫編集部

KADOKAWA 2013.12-2016.1 9784047294615 10902616 平成26年度

913.6/Ts63/1-3
艦隊これくしょん-艦これ- : 陽炎、抜錨します! 3 (ファ
ミ通文庫:K6-1-1～K6-1-7)

築地, 俊彦 / エンターブレイン / ファ
ミ通文庫編集部

KADOKAWA 2013.12-2016.1 9784047297685 10902617 平成26年度

913.6/Ts93/27 繁栄の昭和 筒井, 康隆(1934-) 文藝春秋 2014.9 9784163901268 10902786 平成26年度

913.6/U 13/9 十二人の死にたい子どもたち 冲方, 丁(1977-) 文藝春秋 2016.10 9784163905419 10920224 平成28年度

913.6/U 14/49 竹人形殺人事件 (角川文庫:10429, [う1-38]) 内田, 康夫(1934-) / 角川書店 角川書店 1997.8 9784041607398 10900879 平成26年度

913.6/U 14/50-2
イタリア幻想曲 (角川文庫:14881, [う1-59]. 貴賓室の
怪人:2)

内田, 康夫(1934-)
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2007.10 9784041607695 10900880 平成26年度

913.6/U 14/51 皇女の霊柩 (角川文庫:13244, う1-60) 内田, 康夫(1934-) 角川書店 2004.2 9784041607602 10900881 平成26年度

913.6/U 14/52 崇徳伝説殺人事件 (角川文庫:13456, う1-61) 内田, 康夫(1934-) 角川書店 2004.8 9784041607619 10900882 平成26年度

913.6/U 14/53 天城峠殺人事件 (角川文庫:14194, う1-66) 内田, 康夫(1934-) 角川書店 2006.4 9784041607664 10900883 平成26年度

913.6/U 14/54 熊野古道殺人事件 (角川文庫:16226, う1-72) 内田, 康夫(1934-)
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2010.4 9784041607756 10900884 平成26年度
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913.6/U 14/55 「紫の女 (ひと) 」殺人事件 (角川文庫:16831, [う1-74]) 内田, 康夫(1934-)
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2011.5 9784041607770 10900885 平成26年度

913.6/U 14/56 鐘 (角川文庫:17355, う1-79) 内田, 康夫(1934-)
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2012.4 9784041002391 10900886 平成26年度

913.6/U 14/57 恐山殺人事件 : 長編推理小説 (光文社文庫:[う1-51]) 内田, 康夫(1934-) 光文社 2006.6 9784334740757 10900877 平成26年度

913.6/U 14/58
御堂筋殺人事件 : 長編推理小説 (光文社文庫:[う1-
60])

内田, 康夫(1934-) 光文社 2009.12 9784334747077 10900878 平成26年度

913.6/U 14/61-1
それからの三国志 上 : 烈風の巻 (文芸社文庫:[う1-
1]-[う1-2])

内田, 重久 文芸社 2011.10 9784286107066 10909149 平成27年度

913.6/U 14/61-2
それからの三国志 下 : 陽炎の巻 (文芸社文庫:[う1-
1]-[う1-2])

内田, 重久 文芸社 2011.10 9784286107073 10909150 平成27年度

913.6/U 14/62-3
艦隊これくしょん-艦これ- : 鶴翼の絆 3 (富士見ファンタジア文
庫:2130, 2184, 2235, 2282, 2342, 2403 [か-16-1-1]-[か-16-1-6])

内田, 弘樹(1980-) / 「艦これ」運営鎮守
府 / 富士見書房 / 魔太郎

KADOKAWA 2014.2-2016.3 9784040703602 10911174 平成27年度

913.6/U 14/62-4
艦隊これくしょん-艦これ- : 鶴翼の絆 4 (富士見ファンタジア文
庫:2130, 2184, 2235, 2282, 2342, 2403 [か-16-1-1]-[か-16-1-6])

内田, 弘樹(1980-) / 「艦これ」運営鎮守
府 / 富士見書房 / 魔太郎

KADOKAWA 2014.2-2016.3 9784040703589 10911175 平成27年度

913.6/U 14/62-5
艦隊これくしょん-艦これ- : 鶴翼の絆 5 (富士見ファンタジア文
庫:2130, 2184, 2235, 2282, 2342, 2403 [か-16-1-1]-[か-16-1-6])

内田, 弘樹(1980-) / 「艦これ」運営鎮守
府 / 富士見書房 / 魔太郎

KADOKAWA 2014.2-2016.3 9784040706412 10911176 平成27年度

913.6/U 35/1-9
炎路を行く者 : 守り人作品集 (偕成社ワンダーランド:38.
[守り人シリーズ:作品集)

上橋, 菜穂子(1962-) / 佐竹, 美保(1957-
) / 二木, 真希子

偕成社 2012.2 9784035403807 10900754 平成26年度

913.6/U 58/1-1 最新のゲームは凄すぎだろ 1 (ヒーロー文庫) 浮世, 草子 / 植田, 亮 主婦の友社 2013.10-2014.5 9784072927359 10908903 平成27年度

913.6/U 58/1-2 最新のゲームは凄すぎだろ 2 (ヒーロー文庫) 浮世, 草子 / 植田, 亮 主婦の友社 2013.10-2014.5 9784072963319 10908904 平成27年度

913.6/U 81/4-1 黒鋼 (くろ) の魔紋修復士 (ヒエラ・グラフィコス) 1
嬉野, 秋彦(1971-) / ミユキルリア / ファ
ミ通文庫編集部

エンターブレイン/角川グループ
パブリッシング (発売)

2012.4-2013.9 9784047279261 10909038 平成27年度

913.6/U 81/4-2 黒鋼 (くろ) の魔紋修復士 (ヒエラ・グラフィコス) 2
嬉野, 秋彦(1971-) / ミユキルリア / ファ
ミ通文庫編集部

エンターブレイン/角川グループ
パブリッシング (発売)

2012.4-2013.9 9784047280786 10909039 平成27年度

913.6/U 81/4-3 黒鋼 (くろ) の魔紋修復士 (ヒエラ・グラフィコス) 3
嬉野, 秋彦(1971-) / ミユキルリア / ファ
ミ通文庫編集部

エンターブレイン/角川グループ
パブリッシング (発売)

2012.4-2013.9 9784047283022 10909040 平成27年度
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913.6/U 81/4-4 黒鋼 (くろ) の魔紋修復士 (ヒエラ・グラフィコス) 4
嬉野, 秋彦(1971-) / ミユキルリア / ファ
ミ通文庫編集部

エンターブレイン/角川グループ
パブリッシング (発売)

2012.4-2013.9 9784047285101 10909041 平成27年度

913.6/U 81/4-5 黒鋼 (くろ) の魔紋修復士 (ヒエラ・グラフィコス) 5
嬉野, 秋彦(1971-) / ミユキルリア / ファ
ミ通文庫編集部

エンターブレイン/角川グループ
パブリッシング (発売)

2012.4-2013.9 9784047287310 10909042 平成27年度

913.6/U 81/4-6 黒鋼 (くろ) の魔紋修復士 (ヒエラ・グラフィコス) 6
嬉野, 秋彦(1971-) / ミユキルリア / ファ
ミ通文庫編集部

エンターブレイン/角川グループ
パブリッシング (発売)

2012.4-2013.9 9784047289178 10909043 平成27年度

913.6/U 81/4-7 黒鋼 (くろ) の魔紋修復士 (ヒエラ・グラフィコス) 7
嬉野, 秋彦(1971-) / ミユキルリア / ファ
ミ通文庫編集部

エンターブレイン/角川グループ
パブリッシング (発売)

2012.4-2013.9 9784047290891 10909044 平成27年度

913.6/W 15/1-1 ドラグーン : 竜騎士への道 1 (MFブックス) わい KADOKAWA 2013.9- 9784040670102 10902652 平成26年度

913.6/W 15/1-2 ドラグーン : 竜騎士への道 2 (MFブックス) わい KADOKAWA 2013.9- 9784040663234 10902653 平成26年度

913.6/W 45/10 大地のゲーム 綿矢, りさ(1984-) 新潮社 2013.7 9784103326229 10902776 平成26年度

913.6/W 45/11 憤死 綿矢, りさ(1984-) 河出書房新社 2013.3 9784309021690 10902778 平成26年度

913.6/W 45/9 しょうがの味は熱い 綿矢, りさ(1984-) 文藝春秋 2012.12 9784163878706 10902771 平成26年度

913.6/W 47/3-1 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 1 渡, 航(1987-) / ぽんかん 小学館 2011.3- 9784094512625 10898941 平成26年度

913.6/W 47/3-2 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 2 渡, 航(1987-) / ぽんかん 小学館 2011.3- 9784094512861 10898942 平成26年度

913.6/W 47/3-3 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 3 渡, 航(1987-) / ぽんかん 小学館 2011.3- 9784094513042 10898943 平成26年度

913.6/W 47/3-4 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 4 渡, 航(1987-) / ぽんかん 小学館 2011.3- 9784094513325 10898944 平成26年度

913.6/W 47/3-5 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 5 渡, 航(1987-) / ぽんかん 小学館 2011.3- 9784094513561 10898945 平成26年度

913.6/W 47/3-6(1) やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 6 渡, 航(1987-) / ぽんかん 小学館 2011.3- 9784094513806 10898946 平成26年度
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913.6/W 47/3-6(2) やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 6.5 渡, 航(1987-) / ぽんかん 小学館 2011.3- 9784094515015 10909151 平成27年度

913.6/W 47/3-7(1) やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 7 渡, 航(1987-) / ぽんかん 小学館 2011.3- 9784094514025 10898947 平成26年度

913.6/W 47/3-7(2) やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 7.5 渡, 航(1987-) / ぽんかん 小学館 2011.3- 9784094514346 10909152 平成27年度

913.6/W 47/3-8 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 8 渡, 航(1987-) / ぽんかん 小学館 2011.3- 9784094514513 10898948 平成26年度

913.6/W 47/3-9 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 9 渡, 航(1987-) / ぽんかん 小学館 2011.3- 9784094514827 10898949 平成26年度

913.6/W 47/3-10(1) やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 10 渡, 航(1987-) / ぽんかん 小学館 2011.3- 9784094515237 10908959 平成27年度

913.6/W 47/3-10(2) やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 10.5 渡, 航(1987-) / ぽんかん 小学館 2011.3- 9784094515428 10920290 平成28年度

913.6/W 47/3-11 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 11 渡, 航(1987-) / ぽんかん 小学館 2011.3- 9784094515589 10917763 平成28年度

913.6/Y 11/10
魔女の子供はやってこない (角川ホラー文庫:18319,
Hや3-3)

矢部, 嵩 / 角川書店 KADOKAWA 2013.12 9784041011478 10924521 平成29年度第1回

913.6/Y 11/8-1 八男って、それはないでしょう! 1 (MFブックス) Y.A KADOKAWA 2014.4 9784040667195 10899198 平成26年度

913.6/Y 19/56 ブラックスワン (ハルキ文庫:や2-9) 山田, 正紀(1950-) 角川春樹事務所 1999.3 9784894565067 10898904 平成26年度

913.6/Y 19/58 山田詠美 (はじめての文学) 山田, 詠美(1959-) 文藝春秋 2007.9 9784163599106 10900947 平成26年度

913.6/Y 41/1 夢の遠近法 : 山尾悠子初期作品選 山尾, 悠子(1955-) 国書刊行会 2010.10 9784336052834 10900896 平成26年度

913.6/Y 44/4-1(1) 獣と神と人 (徳間文庫:[や-33-2]. BLOODLINK:1) 山下, 卓(1967-) 徳間書店 2013.10 9784198937553 10902764 平成26年度

913.6/Y 44/4-1(2) ふたり (徳間文庫:[や-33-6]. BLOODLINK:1.5) 山下, 卓(1967-) 徳間書店 2014.2 9784198938000 10902768 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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913.6/Y 44/4-2 赤い誓約 (徳間文庫:[や-33-3]. BLOODLINK:2) 山下, 卓(1967-) 徳間書店 2013.11 9784198937676 10902765 平成26年度

913.6/Y 44/4-3(1) 夜光 (徳間文庫:[や-33-4]. BLOODLINK:3) 山下, 卓(1967-) 徳間書店 2013.12 9784198937775 10902766 平成26年度

913.6/Y 44/4-3(2) 刹那 (徳間文庫:[や-33-7]. BLOODLINK:3.5) 山下, 卓(1967-) 徳間書店 2014.3 9784198938123 10902769 平成26年度

913.6/Y 44/4-4 月下の一群 (徳間文庫:[や-33-5]. BLOODLINK:4) 山下, 卓(1967-) 徳間書店 2014.1 9784198937812 10902767 平成26年度

913.6/Y 52/10 ジョーカー・ゲーム (角川文庫:16890:や39-6) 柳, 広司(1967-)
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2011.6 9784043829064 10886419 平成25年度

913.6/Y 52/11 ナイト&シャドウ 柳, 広司(1967-) 講談社 2014.7 9784062190503 10902896 平成26年度

913.6/Y 54/3-1
信長との遭遇篇 (講談社Box:[ヤD-01]. 戦国スナイ
パー:1)

柳内, たくみ / 陸原, 一樹 講談社 2012.4 9784062837941 10898883 平成26年度

913.6/Y 54/3-2
謀略・本能寺篇 (講談社Box:[ヤD-02]. 戦国スナイ
パー:2)

柳内, たくみ / 陸原, 一樹 講談社 2012.7 9784062838078 10898884 平成26年度

913.6/Y 54/3-3
信玄暗殺指令篇 (講談社Box:[ヤD-03]. 戦国スナイ
パー:3)

柳内, たくみ / 陸原, 一樹 講談社 2013.4 9784062838351 10898885 平成26年度

913.6/Y 54/3-4
慶一郎絶体絶命篇 (講談社Box:[ヤD-04]. 戦国スナイ
パー:4)

柳内, たくみ / 陸原, 一樹 講談社 2014.8 9784062838634 10908910 平成27年度

913.6/Y 54/4-1(1)
ゲート : 自衛隊彼の地にて、斯く戦えり 外伝1 : 南海
漂流編 上 (アルファライト文庫)

柳内, たくみ
アルファポリス/星雲社 (発
売)

2014.12-2015.4 9784434199448 10911170 平成27年度

913.6/Y 54/4-1(2)
ゲート : 自衛隊彼の地にて、斯く戦えり 外伝1 : 南海
漂流編 下 (アルファライト文庫)

柳内, たくみ
アルファポリス/星雲社 (発
売)

2014.12-2015.4 9784434199455 10911171 平成27年度

913.6/Y 54/4-2(1)
ゲート : 自衛隊彼の地にて、斯く戦えり 外伝2 : 黒神
の大祭典編 上 (アルファライト文庫)

柳内, たくみ
アルファポリス/星雲社 (発
売)

2014.12-2015.4 9784434203008 10911172 平成27年度

913.6/Y 54/4-2(2)
ゲート : 自衛隊彼の地にて、斯く戦えり 外伝2 : 黒神
の大祭典編 下 (アルファライト文庫)

柳内, たくみ
アルファポリス/星雲社 (発
売)

2014.12-2015.4 9784434203015 10911173 平成27年度

913.6/Y 82/16 さよなら妖精 (創元推理文庫:[Mよ1-3]) 米澤, 穂信(1978-) 東京創元社 2006.6 9784488451035 10898935 平成26年度
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913.6/Y 85/6-1
常識破りの新入生 (ファミ通文庫:1436, よ2-1-1. 賢者
の孫:[1])

吉岡, 剛 / 菊池, 政治 / ファミ通文庫
編集部

KADOKAWA 2015.8 9784047305861 10912349 平成27年度

913.6/Y 85/6-2
破天荒な新英雄 (ファミ通文庫:1455, よ2-1-2. 賢者の
孫:2)

吉岡, 剛 / 菊池, 政治 / ファミ通文庫
編集部

KADOKAWA 2015.11 9784047307667 10912350 平成27年度

913.6/Y 85/6-3
史上最強の魔法師集団 (ファミ通文庫:1490, よ2-1-3.
賢者の孫:3)

吉岡, 剛 / 菊池, 政治 / ファミ通文庫
編集部

KADOKAWA 2016.3 9784047309777 10917683 平成28年度

913.6/Y 86/25 にじゅうよんのひとみ 吉田, 恵里香 キノブックス 2016.7 9784908059421 10919167 平成28年度

913.6/Y 89/2-1
宮本武蔵 1 (新潮文庫:9620, 9642, 9668, 9890, 9710,
9747, 9763 よ-3-11-18)

吉川, 英治(1892-1962) 新潮社 2013.2- 9784101154619 10902597 平成26年度

913.6/Y 91/63-1
自作ゲーム世界で俺が、神戦略で無双する [1] (富士見
ファンタジア文庫:2380, 2425, [よ-1-3-1]-[よ-1-3-2])

吉村, 夜(1972-) / 鉄豚 KADOKAWA 2015.10-2016.2 9784040707570 10917689 平成28年度

913.6/Y 91/63-2
自作ゲーム世界で俺が、神戦略で無双する 2 (富士見ファ
ンタジア文庫:2380, 2425, [よ-1-3-1]-[よ-1-3-2])

吉村, 夜(1972-) / 鉄豚 KADOKAWA 2015.10-2016.2 9784040707587 10917690 平成28年度

913.6/Y 92/4 青い翅 吉永, 南央 双葉社 2014.12 9784575238853 10909072 平成27年度

913.6/Y 96/24 あまからカルテット (文春文庫:[ゆ-9-2]) 柚木, 麻子 文藝春秋 2013.11 9784167832025 10899057 平成26年度

913.6/Y 96/28
神撃のバハムート : 朽ちた黒龍の鱗 (ファミ通文
庫:S23-1-1)

ゆうき, りん(1967-) KADOKAWA 2014.9 9784047298644 10900968 平成26年度

913.6/Y 96/29 ランチのアッコちゃん 柚木, 麻子 双葉社 2013.4 9784575238198 10902517 平成26年度

913.6/Y 96/30 3時のアッコちゃん 柚木, 麻子 双葉社 2014.10 9784575238778 10902518 平成26年度

913.6/Y 96/33-1
最強ゲーマー、異世界にて実況プレイ中 [1] (オー
バーラップ文庫:[ゆ-03-01]-[ゆ-03-02])

結城, 忍 / 加藤, いつわ オーバーラップ 2015.10-2016.2 9784865540697 10917685 平成28年度

913.6/Y 96/33-2
最強ゲーマー、異世界にて実況プレイ中 2 (オーバー
ラップ文庫:[ゆ-03-01]-[ゆ-03-02])

結城, 忍 / 加藤, いつわ オーバーラップ 2015.10-2016.2 9784865541021 10917686 平成28年度

913.6/Y 96/34 少女地獄 (まんがで読破:MD107)
夢野, 久作(1889-1936) / バラエティ・
アートワークス

イースト・プレス 2012.5 9784781607696 10926246 平成29年度第2回
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913.68/G 54/1-2(1)
夏の記憶 東口編 (宝島社文庫:[Cこ-7-3]-[Cこ-7-4].
5分で読める!ひと駅ストーリー:[2])

『このミステリーがすごい!』編集部 /
柚月, 裕子(1968-) 他

宝島社 2013.7 9784800210425 10920307 平成28年度

913.68/G 54/1-2(2)
夏の記憶 西口編 (宝島社文庫:[Cこ-7-3]-[Cこ-7-4].
5分で読める!ひと駅ストーリー:[2])

『このミステリーがすごい!』編集部 /
柚月, 裕子(1968-)　他

宝島社 2013.7 9784800210449 10920308 平成28年度

913.68/G 54/1-3(1)
冬の記憶 東口編 (宝島社文庫:[Cこ-7-5]-[Cこ-7-6].
5分で読める!ひと駅ストーリー:[3])

『このミステリーがすごい!』編集部 /
佐藤, 青南 他

宝島社 2013.12 9784800218209 10920309 平成28年度

913.68/G 54/1-3(2)
冬の記憶 西口編 (宝島社文庫:[Cこ-7-5]-[Cこ-7-6].
5分で読める!ひと駅ストーリー:[3])

『このミステリーがすごい!』編集部 /
佐藤, 青南 他

宝島社 2013.12 9784800218223 10920299 平成28年度

913.68/G 54/1-4
猫の物語 (宝島社文庫:[Cこ7-8]. 5分で読める!ひと駅
ストーリー:[4])

『このミステリーがすごい!』編集部 /
柚月, 裕子(1968-)他

宝島社 2014.9 9784800229908 10920310 平成28年度

913.68/G 54/1-5
本の物語 (宝島社文庫:[Cこ-7-9]. 5分で読める!ひと
駅ストーリー:[5])

『このミステリーがすごい!』編集部 /
七尾, 与史(1969-) 他

宝島社 2014.12 9784800229922 10920311 平成28年度

913.68/G 54/1-6
食の話 (宝島社文庫:[Cこ-7-12]. 5分で読める!ひと駅
ストーリー:[6])

『このミステリーがすごい!』編集部 /
佐藤, 青南 他

宝島社 2015.10 9784800243874 10920314 平成28年度

913.68/G 54/1-7
旅の話 (宝島社文庫:[Cこ-7-13]. 5分で読める!ひと駅
ストーリー:[7])

『このミステリーがすごい!』編集部 /
柚月, 裕子(1968-) 他

宝島社 2015.12 9784800243928 10920315 平成28年度

913.68/G 54/2
5分で泣ける!胸がいっぱいになる物語 (宝島社文
庫:[Cこ-7-10])

『このミステリーがすごい!』編集部 /
柚月, 裕子(1968-) 他

宝島社 2015.4 9784800239204 10920312 平成28年度

913.68/G 54/3
5分で凍る!ぞっとする怖い話 (宝島社文庫:[Cこ-7-
11])

『このミステリーがすごい!』編集部 /
乾, 緑郎(1971-)　他

宝島社 2015.5 9784800240392 10920313 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

913.68/G 54/4
5分で笑える!おバカで愉快な物語 (宝島社文庫:[Cこ-
7-14])

『このミステリーがすごい!』編集部 /
柚月, 裕子(1968-) 他

宝島社 2016.3 9784800253439 10920316 平成28年度

913.68/G 54/5
5分で驚く!どんでん返しの物語 (宝島社文庫:[Cこ-7-
15])

『このミステリーがすごい!』編集部 /
安生, 正(1958-) / 他

宝島社 2016.6 9784800256294 10920317 平成28年度

913.68/G 59/1
誤解するカド : ファーストコンタクトSF傑作選 (ハヤカ
ワ文庫:JA1272)

野崎, まど / 大森, 望(1961-) / 筒井,
康隆(1934-)　他

早川書房 2017.4 9784150312725 10924486 平成29年度第1回

913.68/G 92/1
Guilty (ギルティー) 殺意の連鎖 (講談社文庫:[に-6-
78]. ミステリー傑作選)

日本推理作家協会 / 辻村, 深月
(1980-) / 　他

講談社 2014.4 9784062777797 10909006 平成27年度

913.68/H 22/1 決戦!大坂城 葉室, 麟(1951-) / 木下, 昌輝 他 講談社 2015.5 9784062195034 10912411 平成27年度

913.68/Ma34/1 みんなの少年探偵団 万城目, 学(1976-) / 湊, かなえ(1973-) / 小路, 幸
也(1961-) / 向井, 湘吾(1989-) / 藤谷, 治(1963-) ポプラ社 2014.11 9784591141717 10902897 平成26年度

913.68/Mo82/1
もっとすごい!10分間ミステリー (宝島社文庫:[Cこ-5-
2])

『このミステリーがすごい!』大賞編集
部 / 海堂, 尊　他

宝島社 2013.5 9784800208309 10886468 平成25年度

913.68/N 11/1-8 謎 : スペシャル・ブレンド・ミステリー 008
東野, 圭吾(1958-) / 宮部, みゆき
(1960-) / 他

講談社 2013.10 9784062776899 10909014 平成27年度

913.68/N 31/1
きっと、夢にみる (角川文庫:19130, [ゆ12-3]. 競作集
「怪談実話系」)

中島, 京子(1964-) / 幽編集部 / 東,
雅夫(1958-) 他

KADOKAWA 2015.4 9784041031056 10909011 平成27年度

913.68/N 43/1 十年交差点 (新潮文庫:10611, は-38-1)
中田, 永一(1978-) / 白河, 三兎 / 岡崎, 琢磨
(1986-) / 原田, ひ香(1970-) / 畠中, 恵
(1959-)

新潮社 2016.9 9784101800738 10919161 平成28年度

913.68/O 24/2 小川洋子の陶酔短篇箱 小川, 洋子(1962-) / 川上, 弘美(1958-) / 葛西, 善
蔵(1887-1928) 他 河出書房新社 2014.1 9784309022468 10900892 平成26年度

913.68/Ts44/1
そっと、抱きよせて : 競作集「怪談実話系」 (角川文
庫:18700, [ゆ12-2])

辻村, 深月(1980-) / 幽編集部 / 東, 雅夫(1958-)
他 KADOKAWA 2014.7 9784041026052 10909016 平成27年度

913.68/U 81/1 神林長平トリビュート (ハヤカワ文庫:7003, JA1063)
虚淵, 玄 / 円城, 塔(1972-) / 辻村, 深月(1980-) /
桜坂, 洋 他 早川書房 2012.4 9784150310639 10909009 平成27年度

914.6/A 42/2 東京を生きる 雨宮, まみ(1976-) 大和書房 2015.4 9784479392743 10911222 平成27年度

914.6/A 52/1 僕の隣で勝手に幸せになってください 蒼井, ブルー KADOKAWA 2015.3 9784046011381 10919224 平成28年度
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914.6/A 52/2 Nakuna 蒼井, ブルー KADOKAWA 2016.2 9784046014290 10919225 平成28年度

914.6/H 11/2
雲の上はいつも青空 : Hope is always in your hand
(玄光社MOOK. カメラ・ライフ:別冊)

ハービー山口 玄光社 2011.4 9784768303320 10899136 平成26年度

914.6/H 92/1 蘇える変態 星野, 源(1981-) マガジンハウス 2014.5 9784838726615 10899102 平成26年度

914.6/H 92/2 そして生活はつづく (文春文庫:[ほ-17-1]) 星野, 源(1981-) 文藝春秋 2013.1 9784167838386 10899103 平成26年度

914.6/I 52/3 稲垣足穂 : 飛行機の黄昏 (Standard books) 稲垣, 足穂(1900-1977) 平凡社 2016.8 9784582531572 10926252 平成29年度第2回

914.6/I 68/3
3652 : 伊坂幸太郎エッセイ集 (新潮文庫:10258, い-
69-9)

伊坂, 幸太郎(1971-) 新潮社 2015.6 9784101250298 10908957 平成27年度

914.6/Ka63/8B 近代文学の終り : 柄谷行人の現在 柄谷, 行人(1941-) インスクリプト 2005.11 9784900997127 10926133 平成29年度第2回

914.6/Ku86/4 串田孫一 : 緑の色鉛筆 (Standard books) 串田, 孫一(1915-2005) 平凡社 2016.6 9784582531565 10926251 平成29年度第2回

914.6/Mi94/2 日本語で書くということ 水村, 美苗 筑摩書房 2009.4 9784480815026 10899142 平成26年度

914.6/Mo16/5 ありったけの春 茂木, 健一郎(1962-) 夜間飛行 2017.6 9784906790265 10924484 平成29年度第1回

914.6/Mu67/11 ぬるい生活 (朝日文庫) 群, ようこ(1954-) 朝日新聞出版 2010.2 9784022616555 10899039 平成26年度

914.6/N 31/11 この子オレの子! 中場, 利一(1959-) 本の雑誌社 2014.8 9784860112592 10900941 平成26年度

914.6/O 38/3 ハジの多い人生 岡田, 育(1980-) 新書館 2014.5 9784403220777 10899035 平成26年度

914.6/Sa42/1 死にたいままで生きています。 咲, セリ ポプラ社 2015.5 9784591145203 10911310 平成27年度

914.6/Sa85/20 1000年後に生き残るための青春小説講座 佐藤, 友哉(1980-) 講談社 2013.1 9784062181105 10902763 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度

学生選定図書一覧

914.6/Te43/4 寺田寅彦 : 科学者とあたま (Standard books) 寺田, 寅彦(1878-1935) 平凡社 2015.12 9784582531510 10924432 平成29年度第1回

914.6/To61/2 朝永振一郎 : 見える光、見えない光 (Standard books) 朝永, 振一郎(1906-1979) 平凡社 2016.10 9784582531589 10924434 平成29年度第1回

914.6/Ts32/8-3
君は本当のミルクレープを見たことがあるか (ダ・ヴィ
ンチブックス. なんだ礼央化 : ダ・ヴィンチ版:3)

土屋, 礼央 メディアファクトリー 2009.6 9784840128131 10919148 平成28年度

914.6/Y 19/12 熱血ポンちゃんから騒ぎ 山田, 詠美(1959-) 新潮社 2013.4 9784103668152 10900955 平成26年度

914.68/N 47/1 涙がとまらないすてきな物語 : あのときは、ありがとう
「小さな親切」運動本部 / 夢の設計
者

河出書房新社 2015.7 9784309023885 10911188 平成27年度

914.68/Sh47/1 〆切本 左右社編集部 左右社 2016.9 9784865281538 10924448 平成29年度第1回

915.5/Ma85/3 おくのほそ道 (まんがで読破:MD084)
松尾, 芭蕉(1644-1694) / バラエティ・
アートワークス

イースト・プレス 2011.6 9784781606057 10926244 平成29年度第2回

916/H 22/2
こちら救命センター : 病棟こぼれ話 (集英社文庫:[は
13-1])

浜辺, 祐一(1957-) 集英社 1992.8 9784087498462 10924451 平成29年度第1回

916/H 22/3
救命センターからの手紙 : ドクター・ファイルから (集
英社文庫:[は13-2])

浜辺, 祐一(1957-) 集英社 2001.3 9784087473049 10924452 平成29年度第1回

916/H 22/4 救命センター当直日誌 (集英社文庫:[は13-3]) 浜辺, 祐一(1957-) 集英社 2004.9 9784087477429 10924453 平成29年度第1回

916/H 22/5 救命センター部長ファイル (集英社文庫:[は13-4]) 浜辺, 祐一(1957-) 集英社 2008.6 9784087463071 10924454 平成29年度第1回

916/H 22/6 救命センターカルテの向こう側 浜辺, 祐一(1957-) 集英社 2016.1 9784087716443 10924449 平成29年度第1回

916/I 76/4 蝶々の心臓 石川, 祐樹(1975-) 宝島社 2014.3 9784800223159 10899131 平成26年度

916/Ka86/5
どんぐり亭物語 : 子ども達への感謝と希望の日々 (バ
ウンダリー叢書)

加藤, 久雄(1961-) 海鳴社 2010.4 9784875252672 10919201 平成28年度

916/Ko12/6 性犯罪被害とたたかうということ 小林, 美佳(1975-) 朝日新聞出版 2010.10 9784022507754 10919154 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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916/Ko84/1 毒母育ちの私が家族のしがらみを棄てるまで 越田, 順子 彩図社 2017.9 9784801302501 10926118 平成29年度第2回

916/O 27/1 年収90万円で東京ハッピーライフ 大原, 扁理 太田出版 2016.7 9784778315306 10919094 平成28年度

916/Sa46/2
女子高生になれなかった少年 : ある性同一性障害者
の青春時代

佐倉, 智美(1964-) 青弓社 2003.12 9784787232250 10919176 平成28年度

916/U 13/2 冲方丁のこち留 : こちら渋谷警察署留置場 冲方, 丁(1977-)
集英社インターナショナル/集
英社 (発売)

2016.8 9784797673319 10919183 平成28年度

916/Z  2/1 勇気は、一瞬後悔は、一生 0号室 KKベストセラーズ 2016.11 9784584137536 10920206 平成28年度

929.763/Se56/1 千夜一夜物語 (まんがで読破:MD055) バラエティ・アートワークス イースト・プレス 2010.3 9784781603261 10926178 平成29年度第2回

931.5/Mi29/2 失楽園 (まんがで読破:MD096)
Milton, John, 1608-1674 / バラエ
ティ・アートワークス

イースト・プレス 2011.12 9784781606897 10926245 平成29年度第2回

932.7/R 77/1 ハリー・ポッターと呪いの子 第1部・第2部
Rowling, J. K., 1965- / Tiffany, John, 1971- /
Thorne, Jack, 1978- / 松岡, 佑子 静山社 2016.11 9784863893467 10920255 平成28年度

933.6/A 96/1 知性と感性
Austen, Jane, 1775-1817 / 工藤, 政
司(1931-)

近代文芸社 2007.11 9784773375336 10902802 平成26年度

933.6/C 22/3 不思議の国のアリス : with artwork by 草間弥生
Carroll, Lewis, 1832-1898 / 草間, 弥
生(1929-) / 楠本, 君恵

グラフィック社 2013.7 9784766124545 10899096 平成26年度

933.6/D 81/4
シャーロック・ホームズ最後の挨拶 改版 (新潮文
庫:777, ト-3-9)

Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930
/ 延原, 謙(1892-1977)

新潮社 2010.7 9784102134092 10899021 平成26年度

933.6/P 76/1 モルグ街の殺人 (まんがで読破:MD132)
Poe, Edgar Allan, 1809-1849 / Team
バンミカス

イースト・プレス 2014.10 9784781612577 10926248 平成29年度第2回

933.7/A 41/3 時の番人 Albom, Mitch, 1958- / 甲斐, 理恵子 静山社 2014.5 9784863892804 10899114 平成26年度

933.7/A 81/2
われはロボット : 決定版 (ハヤカワ文庫. ハヤカワ文
庫SF:SF1485)

Asimov, Isaac, 1920-1992 / 小尾, 芙
佐(1932-)

早川書房 2004.8 9784150114855 10900742 平成26年度

933.7/B 21/2-1
太陽の召喚者 (ハヤカワ文庫:7400. ハヤカワ文庫
FT:FT567/魔法師グリーシャの騎士団:1)

Bardugo, Leigh / 田辺, 千幸 早川書房 2014.7 9784150205676 10900792 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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933.7/B 21/2-2
魔獣の召喚者 (ハヤカワ文庫:7424. ハヤカワ文庫
FT:FT569/魔法師グリーシャの騎士団:2)

Bardugo, Leigh / 田辺, 千幸 早川書房 2014.9 9784150205690 10900791 平成26年度

933.7/B 35/1-1 メタルギアソリッド [1] (角川文庫:15153, [ン70-1])
Benson, Raymond, 1955- / 富永, 和
子

角川書店/角川グループパブリッシング (発売)2008.5 9784042767039 10926159 平成29年度第2回

933.7/B 35/1-2
サンズオブリバティ (角川文庫:16699, [ン70-2]. メタル
ギアソリッド:富永和子訳||メタル ギア ソリッド:2)

Benson, Raymond / 富永, 和子 角川書店/角川グループパブリッシング (発売)2011.2 9784042767046 10926160 平成29年度第2回

933.7/B 38/1
毒入りチョコレート事件 新版 (創元推理文庫:[Mハ3-
1], [123-05])

Berkeley, Anthony, 1893-1971 / 高
橋, 泰邦(1925-2015)

東京創元社 2009.11 9784488123055 10920298 平成28年度

933.7/B 39/1 虎よ、虎よ! 新装版 (ハヤカワ文庫:SF1634)
Bester, Alfred, 1913- / 中田, 耕治
(1928-)

早川書房 2008.2 9784150116347 10898859 平成26年度

933.7/B 83/1 元気で大きいアメリカの赤ちゃん Budnitz, Judy / 岸本, 佐知子(1960-) 文藝春秋 2015.2 9784163942100 10911290 平成27年度

933.7/C 16/4 ティファニーで朝食を (新潮文庫:8582, カ-3-8)
Capote, Truman, 1924-1984 / 村上,
春樹(1949-)

新潮社 2008.12 9784102095089 10877691 平成24年度

933.7/C 33/3
さよなら、愛しい人 (ハヤカワ・ミステリ文庫:6885,
HM7-12)

Chandler, Raymond, 1888-1959 / 村
上, 春樹(1949-)

早川書房 2011.6 9784150704629 10917731 平成28年度

933.7/C 37/3
ブラウン神父の童心 (創元推理文庫:[Mチ3-1], [110-
01])

Chesterton, G. K. (Gilbert Keith),
1874-1936 / 中村, 保男(1931-2008)

東京創元社 1982.2 9784488110017 10920297 平成28年度

933.7/C 58/7
オリエント急行の殺人 (ハヤカワ文庫:6856. クリス
ティー文庫:8/クリスティー ブンコ:8)

Christie, Agatha, 1890-1976 / 山本,
やよい(1949-)

早川書房 2011.4 9784151310089 10900805 平成26年度

933.7/C 58/8 ポアロ登場 (ハヤカワ文庫:5445. クリスティー文庫:51)
Christie, Agatha, 1890-1976 / 真崎,
義博

早川書房 2004.7 9784151300516 10900806 平成26年度

933.7/C 78/1-1 ゲームウォーズ 上 (SB文庫:[ク5-1], [ク5-2])
Cline, Ernest(1972-) / 池田, 真紀子
(1966-)

SBクリエイティブ 2014.5 9784797365252 10898902 平成26年度

933.7/C 78/1-2 ゲームウォーズ 下 (SB文庫:[ク5-1], [ク5-2])
Cline, Ernest(1972-) / 池田, 真紀子
(1966-)

SBクリエイティブ 2014.5 9784797373820 10898903 平成26年度

933.7/C 93/2 樽 (創元推理文庫:[Mク3-1], [106-33])
Crofts, Freeman Wills, 1879-1957 /
霜島, 義明(1958-)

東京創元社 2013.11 9784488106331 10920296 平成28年度

933.7/D 11/2-1 龍のすむ家 (竹書房文庫:だ1-1) D'Lacey, Chris / 三辺, 律子(1968-) 竹書房 2013.3 9784812493878 10900967 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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933.7/D 11/2-2 氷の伝説 (竹書房文庫:だ1-2. 龍のすむ家:第二章) D'Lacey, Chris / 三辺, 律子(1968-) 竹書房 2013.7 9784812495544 10900991 平成26年度

933.7/D 11/2-3(2) 炎の星 下 (竹書房文庫:だ1-4. 龍のすむ家:第三章) D'Lacey, Chris / 三辺, 律子(1968-) 竹書房 2013.12 9784812498064 10900989 平成26年度

933.7/D 11/2-4(1)
永遠の炎 上 (竹書房文庫:だ1-5. 龍のすむ家:第四
章)

D'Lacey, Chris / 三辺, 律子(1968-) 竹書房 2014.7 9784812489185 10900990 平成26年度

933.7/D 51/10 ゴースト・スナイパー
Deaver, Jeff, 1950- / 池田, 真紀子
(1966-)

文芸春秋 2014.10 9784163901565 10902749 平成26年度

933.7/D 72/1 ユービック (ハヤカワ文庫:SF314)
Dick, Philip K., 1928-1982 / 浅倉, 久
志(1930-)

早川書房 1978.10 9784150103149 10898864 平成26年度

933.7/D 72/2
アンドロイドは電気羊の夢を見るか? 58刷 (ハヤカワ
文庫:SF229)

Dick, Philip K., 1928-1982 / 浅倉, 久
志(1930-)

早川書房 2011.6 9784150102296 10898865 平成26年度

933.7/E 48/2
世界の中心で愛を叫んだけもの 14刷 (ハヤカワ文
庫:SF330)

Ellison, Harlan, 1934- / 浅倉, 久志
(1930-) / 伊藤, 典夫(1942-)

早川書房 2009.9 9784150103309 10898857 平成26年度

933.7/G 17/1-1 カッコウの呼び声 : 私立探偵コーモラン・ストライク 上
Galbraith, Robert / 池田, 真紀子
(1966-)

講談社 2014.6 9784062189149 10902747 平成26年度

933.7/G 17/1-2 カッコウの呼び声 : 私立探偵コーモラン・ストライク 下
Galbraith, Robert / 池田, 真紀子
(1966-)

講談社 2014.6 9784062189156 10902748 平成26年度

933.7/G 42/2-1
ディファレンス・エンジン 上 (ハヤカワ文庫:SF1677,
SF1678)

Gibson, William / Sterling, Bruce / 黒
丸, 尚(1951-1993)

早川書房 2008.9 9784150116774 10912404 平成27年度

933.7/G 42/2-2
ディファレンス・エンジン 下 (ハヤカワ文庫:SF1677,
SF1678)

Gibson, William / Sterling, Bruce / 黒
丸, 尚(1951-1993)

早川書房 2008.9 9784150116781 10912405 平成27年度

933.7/G 54/1-1 北斎と応為 上
Govier, Katherine, 1948- / モーゲン
スタン, 陽子

彩流社 2014.6 9784779120275 10911291 平成27年度

933.7/G 54/1-2 北斎と応為 下
Govier, Katherine, 1948- / モーゲン
スタン, 陽子

彩流社 2014.6 9784779120282 10911292 平成27年度

933.7/H 22/1 コウモリの見た夢 Hamid, Mohsin, 1971- / 川上, 純子 武田ランダムハウスジャパン 2011.6 9784270006542 10900893 平成26年度

933.7/H 51/5 宇宙の戦士 41刷 (ハヤカワ文庫:SF230)
Heinlein, Robert A. (Robert Anson),
1907-1988 / 矢野, 徹(1923-)

早川書房 2010.11 9784150102302 10898863 平成26年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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933.7/H 81/6
ガニメデの優しい巨人 (創元SF文庫:[SFホ-2], [663-
02])

Hogan, James P., 1941- / 池, 央耿
(1940-)

東京創元社 1981.7 9784488663025 10898858 平成26年度

933.7/H 81/7 巨人たちの星 (創元SF文庫:[SFホ-3], [663-03])
Hogan, James P., 1941- / 池, 央耿
(1940-)

東京創元社 1983.5 9784488663032 10898860 平成26年度

933.7/H 81/8 スウィッチ
Hocking, Amanda(1984-) / 裕木, 俊
一

楓書店/サンクチュアリ・パブリッシ
ング(サンクチュアリ出版) (発売) 2013.10 9784861138201 10900848 平成26年度

933.7/I 73/2 忘れられた巨人
Ishiguro, Kazuo, 1954- / 土屋, 政雄
(1944-)

早川書房 2015.4 9784152095367 10911289 平成27年度

933.7/Ki41/10-1
シャイニング 新装版 上 (文春文庫:[キ-2-31], [キ-2-
32])

King, Stephen, 1947- / 深町, 真理子
(1931-)

文藝春秋 2008.8 9784167705633 10900743 平成26年度

933.7/Ki41/10-2
シャイニング 新装版 下 (文春文庫:[キ-2-31], [キ-2-
32])

King, Stephen, 1947- / 深町, 真理子
(1931-)

文藝春秋 2008.8 9784167705640 10900744 平成26年度

933.7/Ki41/11-1 It 1 (文春文庫:[キ-2-8]-[キ-2-11])
King, Stephen, 1947- / 小尾, 芙佐
(1932-)

文芸春秋 1994.12 9784167148072 10900745 平成26年度

933.7/Ki41/11-2 It 2 (文春文庫:[キ-2-8]-[キ-2-11])
King, Stephen, 1947- / 小尾, 芙佐
(1932-)

文芸春秋 1994.12 9784167148089 10900746 平成26年度

933.7/Ki41/11-3 It 3 (文春文庫:[キ-2-8]-[キ-2-11])
King, Stephen, 1947- / 小尾, 芙佐
(1932-)

文芸春秋 1994.12 9784167148096 10900747 平成26年度

933.7/Ki41/11-4 It 4 (文春文庫:[キ-2-8]-[キ-2-11])
King, Stephen, 1947- / 小尾, 芙佐
(1932-)

文芸春秋 1994.12 9784167148102 10900748 平成26年度

933.7/Ki41/7
スタンド・バイ・ミー 48刷改版 (新潮文庫:キ-3-5. 恐怖
の四季:秋冬編)

King, Stephen, 1947- / 山田, 順子
(1948-)

新潮社 2010.9 9784102193051 10898856 平成26年度

933.7/Ki41/8 第四解剖室 (新潮文庫:キ-3-35)
King, Stephen, 1947- / 白石, 朗
(1959-)

新潮社 2004.6 9784102193358 10898861 平成26年度

933.7/Ki41/9 キャリー 34刷改版 (新潮文庫:3370:キ-3-4)
King, Stephen, 1947- / 永井, 淳
(1935-) / 風間, 賢二(1953-)

新潮社 2013.9 9784102193044 10898862 平成26年度

933.7/Ki51/1
メソッド15/33 (ハヤカワ文庫:7881. ハヤカワ文庫
NV:NV1396, [NVカ19-1])

Kirk, Shannon / 横山, 啓明(1956-) 早川書房 2016.11 9784150413965 10924421 平成29年度第1回

933.7/L 98/1 さよなら、シリアルキラー (創元推理文庫:[Mラ9-1]) Lyga, Barry / 満園, 真木 東京創元社 2015.5 9784488208035 10912409 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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933.7/L 98/2 殺人者たちの王 (創元推理文庫:[Mラ9-2]) Lyga, Barry / 満園, 真木 東京創元社 2015.11 9784488208042 10912408 平成27年度

933.7/L 98/3 ラスト・ウィンター・マーダー (創元推理文庫:[Mラ9-3]) Lyga, Barry / 満園, 真木 東京創元社 2016.5 9784488208059 10917727 平成28年度

933.7/M 11/4 列車と愛の物語
McCall Smith, Alexander, 1948- / パ
リジェン, 聖絵

近代文藝社 2014.2 9784773379143 10902806 平成26年度

933.7/M 11/5 ザ・ロード (ハヤカワepi文庫:60, [マ-1-4])
McCarthy, Cormac, 1933- / 黒原, 敏
行(1957-)

早川書房 2010.5 9784151200601 10919188 平成28年度

933.7/Mi26/1 赤い館の秘密 (創元推理文庫:[Mミ2-1], [116-01])
Milne, A. A. (Alan Alexander), 1882-
1956 / 大西, 尹明(1918-2001)

東京創元社 1959.5 9784488116019 10920286 平成28年度

933.7/Q  3/1 Yの悲劇 (創元推理文庫:[Mク1-2], [104-02])
Queen, Ellery / 鮎川, 信夫(1920-
1986)

東京創元社 1959.9 9784488104023 10920285 平成28年度

933.7/R 21/3
霊応ゲーム (ハヤカワ文庫. ハヤカワ文庫NV:NV1343,
[NVレ5-1])

Redmond, Patrick, 1966- / 広瀬, 順
弘(1932-)

早川書房 2015.5 9784150413439 10912406 平成27年度

933.7/R 54/1 思い出のマーニー Robinson, Joan G. / 松野, 正子 岩波書店 2014.5 9784000259736 10899104 平成26年度

933.7/Sh14/15 13ヵ月と13週と13日と満月の夜 Shearer, Alex / 金原, 瑞人(1954-) 求龍堂 2003.5 9784763003072 10926238 平成29年度第2回

933.7/Sl 1/1 ペナンブラ氏の24時間書店 Sloan, Robin / 島村, 浩子(1965-) 東京創元社 2014.4 9784488010188 10899034 平成26年度

933.7/Sp 1/3
バン、バン!はい死んだ : ミュリエル・スパーク傑作短
篇集

Spark, Muriel, 1918- / 木村, 政則
(1968-)

河出書房新社 2013.11 9784309206356 10899026 平成26年度

933.7/Ti 2/1-1
ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン 上 (ハヤカワ文
庫:7861-7862, SF2098-2099)

Tieryas, Peter / 中原, 尚哉(1964-) 早川書房 2016.10 9784150120986 10924470 平成29年度第1回

933.7/Ti 2/1-2
ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン 下 (ハヤカワ文
庫:7861-7862, SF2098-2099)

Tieryas, Peter / 中原, 尚哉(1964-) 早川書房 2016.10 9784150120993 10924471 平成29年度第1回

933.7/Tr 1/1
風にのってきたメアリー・ポピンズ 新版 (岩波少年文
庫:052)

Travers, P. L. (Pamela L.), 1899- / 林, 容
吉(1912-1969) / Shepard, Mary, 1909-

岩波書店 2000.7 9784001140521 10926203 平成29年度第2回

933.7/Tr 1/2
帰ってきたメアリー・ポピンズ 新版 (岩波少年文
庫:053)

Travers, P. L. (Pamela L.), 1899- / 林, 容
吉(1912-1969) / Shepard, Mary, 1909-

岩波書店 2001.6 9784001140538 10926204 平成29年度第2回
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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933.7/V 26/1
グリーン家殺人事件 (創元推理文庫:[Mウ1-3], [103-
03])

Van Dine, S. S., 1888-1939 / 井上,
勇(1901-1985)

東京創元社 1959.6 9784488103033 10920294 平成28年度

933.7/V 26/2 僧正殺人事件 (創元推理文庫:[Mウ1-4], [103-14])
Van Dine, S. S., 1888-1939 / 日暮,
雅通(1954-)

東京創元社 2010.4 9784488103149 10920295 平成28年度

933.7/W 57/3 宇宙戦争 (まんがで読破:MD058)
Wells, H. G. (Herbert George), 1866-
1946 / バラエティ・アートワークス

イースト・プレス 2010.5 9784781603636 10926183 平成29年度第2回

933.7/W 76/2
地上最後の刑事 (Hayakawa pocket mystery
books:1878)

Winters, Ben H. / 上野, 元美(1960-) 早川書房 2013.12 9784150018788 10919190 平成28年度

933.7/W 76/3
カウントダウン・シティ (Hayakawa pocket mystery
books:1889)

Winters, Ben H. / 上野, 元美(1960-) 早川書房 2014.11 9784150018894 10919191 平成28年度

933.7/W 76/4
世界の終わりの七日間 (Hayakawa pocket mystery
books:1902)

Winters, Ben H. / 上野, 元美(1960-) 早川書房 2015.12 9784150019020 10919192 平成28年度

936/C 11/1 脳に棲む魔物
Cahalan, Susannah / 渋谷, 正子
(1957-)

KADOKAWA 2014.6 9784047313972 10900850 平成26年度

936/W 36/1
プリズン・ブック・クラブ : コリンズ・ベイ刑務所読書会
の一年

Walmsley, Ann / 向井, 和美 紀伊國屋書店 2016.9 9784314011426 10920230 平成28年度

941/Ki18/1 聞いて読むドイツの詩 : ドイツ語朗読CD付 野村, 修(1930-1998) 白水社 2012.3 9784560085936 10899174 平成26年度

943.7/H 51/2 まさかの結末 (扶桑社ミステリー:1051, [ハ29-1]) Heine, E. W. (Ernst W.) / 松本, みどり 扶桑社 2006.8 9784594052119 10898919 平成26年度

943.7/H 51/3 まさかの顛末 (扶桑社ミステリー:1128, [ハ29-2]) Heine, E. W. (Ernst W.) / 松本, みどり 扶桑社 2008.4 9784594056537 10898918 平成26年度

943.7/I 68/1-1 沈黙の町 (パーラ:上)
Isau, Ralf, 1956- / 酒寄, 進一(1958-)
/ 佐竹, 美保(1957-)

あすなろ書房 2004.7 9784751521366 10911265 平成27年度

943.7/I 68/1-2 古城の秘密 (パーラ:下)
Isau, Ralf, 1956- / 酒寄, 進一(1958-)
/ 佐竹, 美保(1957-)

あすなろ書房 2004.7 9784751521373 10911266 平成27年度

943.7/I 68/2-1 盗まれた記憶の博物館 上 Isau, Ralf, 1956- / 酒寄, 進一(1958-) あすなろ書房 2002.10 9784751521267 10911267 平成27年度

943.7/I 68/2-2 盗まれた記憶の博物館 下 Isau, Ralf, 1956- / 酒寄, 進一(1958-) あすなろ書房 2002.10 9784751521274 10911268 平成27年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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943.7/Ko79/1 ゼバスチアンからの電話 新版
Korschunow, Irina, 1925- / 石川, 素
子(1962-) / 吉原, 高志(1953-)

白水社 2014.5 9784560083536 10899115 平成26年度

943.7/V 62/1-1 帰ってきたヒトラー 上 (河出文庫:[ウ7-1], [ウ7-2]) Vermes, Timur, 1967- / 森内, 薫 河出書房新社 2016.4 9784309464220 10926181 平成29年度第2回

943.7/V 62/1-2 帰ってきたヒトラー 下 (河出文庫:[ウ7-1], [ウ7-2]) Vermes, Timur, 1967- / 森内, 薫 河出書房新社 2016.4 9784309464237 10926182 平成29年度第2回

943/Ka11/4 変身 (同学社対訳シリーズ)
Kafka, Franz, 1883-1924 / 中井, 正
文(1913-)

同学社 1988.1 9784810201017 10917642 平成28年度

947/G 56/1 希望名人ゲーテと絶望名人カフカの対話
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-
1832 他

飛鳥新社 2014.5 9784864103138 10899119 平成26年度

949.83/J 22/1
たのしいムーミン一家 新装版 (講談社文庫:[や-16-
10])

Jansson, Tove, 1914-2001 / 山室, 静
(1906-2000)

講談社 2011.4 9784062769334 10902521 平成26年度

949.83/J 71/1 窓から逃げた100歳老人
Jonasson, Jonas, 1961- / 柳瀬, 尚紀
(1943-)

西村書店 2014.7 9784890137060 10900853 平成26年度

949.83/J 71/2 国を救った数学少女
Jonasson, Jonas, 1961- / 中村, 久里
子

西村書店 2015.7 9784890137244 10911287 平成27年度

953.6/H 98/2-1
レ・ミゼラブル 上 (角川文庫:17736-17737:ユ1-5, ユ1-
6)

Hugo, Victor, 1802-1885 / 永山, 篤
一

角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

2012.12 9784041005743 10886417 平成25年度

953.7/A 96/1-1(1) 若き魔術師たち 上 (タラ・ダンカン:[1])
Audouin-Mamikonian, sophie / 山本,
知子

メディアファクトリー 2004.7 4840111111 10899106 平成26年度

953.7/A 96/1-1(2) 若き魔術師たち 下 (タラ・ダンカン:[1])
Audouin-Mamikonian, sophie / 山本,
知子

メディアファクトリー 2004.7 9784840111126 10899107 平成26年度

953.7/A 96/1-2(1) 呪われた禁書 上 (タラ・ダンカン:2)
Audouin-Mamikonian, sophie / 山本,
知子

メディアファクトリー 2005.8 9784840112970 10899108 平成26年度

953.7/A 96/1-2(2) 呪われた禁書 下 (タラ・ダンカン:2)
Audouin-Mamikonian, sophie / 山本,
知子

メディアファクトリー 2005.8 9784840112987 10899109 平成26年度

953.7/Ku41/1 無意味の祝祭
Kundera, Milan, 1929- / 西永, 良成
(1944-)

河出書房新社 2015.4 9784309206721 10911288 平成27年度

953.7/L 56/2 オペラ座の怪人 (創元推理文庫:[Fル1-2], [530-2])
Leroux, Gaston, 1868-1927 / 三輪,
秀彦(1930-)

東京創元社 1987.1 9784488530020 10920293 平成28年度
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002.7/Ta33/1 頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか? 高橋, 政史(1967-) かんき出版 2014.5 9784761269982 10898922 平成26年度
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953.7/Mo13/3
あなたがこの辺りで迷わないように (フィクションの楽
しみ)

Modiano, Patrick, 1945- / 余田, 安広
(1950-)

水声社 2015.5 9784801000995 10911286 平成27年度

953.7/P 38/3 ムッシュ・マロセーヌ Pennac, Daniel / 平岡, 敦(1955-) 白水社 2008.8 9784560092132 10900851 平成26年度

953.7/P 38/4 散文売りの少女 Pennac, Daniel / 平岡, 敦(1955-) 白水社 2002.3 9784560047439 10900852 平成26年度

980.26/Ka91/1 ドストエフスキーとマルクス 河原, 宏(1928-) 彩流社 2012.6 9784779117930 10902809 平成26年度

982/P 23/1 七つの夢
Parajanov, Sergueï, 1924-1990 / 露
崎, 俊和(1955-)

ダゲレオ出版 1995.1 4924984167 10912416 平成27年度

983/St 8/2
ストーカー [10刷] (ハヤカワ文庫. ハヤカワ文庫
SF:SF504)

Strugat︠s︡kiĭ, Arkadiĭ Natanovich, 
1925-1991 他

早川書房 2014.9 9784150105044 10912407 平成27年度

983/To47/6 戦争と平和 (まんがで読破:MD008)
Tolstoy, Leo, graf, 1828-1910 / バラ
エティ・アートワークス

イースト・プレス 2007.12 9784872578676 10926180 平成29年度第2回


