
第1回 2014年 11月

ブックハンティング選定図書一覧 

書　　　　名 責任表示 出版者 請求記号

魂にメスはいらない : ユング心理学講義 (講談社+アルファ文庫)
河合隼雄, 谷川俊太郎
[著]

講談社 146.15/K

チベットに舞う日本刀 : モンゴル騎兵の現代史 楊海英著 文藝春秋 222.6/Y

現代中国の父鄧小平 上
エズラ・F・ヴォーゲル著/
益尾知佐子, 杉本孝訳

日本経済新聞出版社 289.22/T/1

現代中国の父鄧小平 下
エズラ・F・ヴォーゲル著/
益尾知佐子, 杉本孝訳

日本経済新聞出版社 289.22/T/2

ウユニ塩湖世界一の「奇跡」と呼ばれた絶景 TABIPPO編集 いろは出版 296.087/U

繁栄からこぼれ落ちたもうひとつのアメリカ : 果てしない貧困と闘う「ふ
つう」の人たちの30年の記録

デール・マハリッジ著/マ
イケル・ウィリアムソン写
真/ラッセル秀子訳

ダイヤモンド社 302.53/M

小学4年生の世界平和
ジョン・ハンター著/伊藤
真訳

KADOKAWA 375.3/H

マンガでわかる有機化学 : 結合と反応のふしぎから環境にやさしい化
合物まで (サイエンス・アイ新書:SIS-136)

斎藤勝裕著 ソフトバンククリエイティブ 437/S

演習で学ぶ生化学 第3版
岡本洋, 木南英紀編/尾
島孝男 [ほか] 共著

三共出版 464/E

マンガでわかる生化学 武村政春著/菊野郎作画 オーム社 464/M

少女系きのこ図鑑 玉木えみ著
DU Books/ディスクユニ
オン

474.8/T

死ぬまでに見たい!絶景のペンギン : 青い氷の国からエメラルド色の南
の島まで

エクスナレッジ 488.66/S

マンガでわかるホルモンの働き : 性別までを左右する不思議な物質の
正体とは? (サイエンス・アイ新書:SIS-286)

野口哲典著 ソフトバンククリエイティブ 491.457/N

薬局が変われば地域医療が変わる : 医師と薬剤師の協働から始まる
在宅医療イノベーション

狭間研至著 じほう 499.09/H

ターシャ・テューダーのガーデン
トーヴァ・マーティン著/リ
チャード・W・ブラウン写真
/相原真理子訳

文藝春秋 620/M

はじめて学ぶ言語学 : ことばの世界をさぐる17章 大津由紀雄編著 ミネルヴァ書房 801/O

オノマトペラペラ : マンガで日本語の擬音語・擬態語 再版 水野良太郎編 東京堂出版 814/O

登場人物で読む源氏物語 : キャラクターを知れば源氏がわかる! 源氏物語研究会著 KADOKAWA 913.36/Ge

居酒屋ぼったくり [1] 秋川滝美 [著]
アルファポリス/星雲社
(発売) 913.6/Ak/1

金米糖の降るところ 江國香織著 小学館 913.6/Ek

純喫茶「一服堂」の四季 東川篤哉著 講談社 913.6/Hi

怪盗探偵山猫 : 虚像のウロボロス 神永学著
角川書店/角川グループ
パブリッシング (発売) 913.6/Ka

怪盗探偵山猫 : 鼠たちの宴 神永学著
角川書店/角川グループ
パブリッシング (発売) 913.6/Ka

トオリヌケキンシ 加納朋子著 文藝春秋 913.6/Ka



第2回 2015年 6月 

書　　　　名 責任表示 出版者 請求記号

仏教とアドラー心理学 : 自我から覚りへ 岡野守也著 佼成出版社 146.1/Ａ

一瞬で人生が変わる!1分間決断法 石井貴士著 SBクリエイティブ 159/I

死ぬまでに見たい!雪と氷の絶景 エクスナレッジ 290.9/S

「気の使い方」がうまい人 山崎武也著 三笠書房 361.4/Y

自殺の9割は他殺である 上野正彦著 カンゼン 368.3/U

四季の星座神話 : 美しい星座絵でたどる 沼澤茂美, 脇屋奈々代著 誠文堂新光社 443.8/N

ロボット工学の基礎 第2版 川崎晴久著 森北出版 548.3/K

ロボットの人類学 : 二〇世紀日本の機械と人間 久保明教著 世界思想社 548.3/K

絵でわかるロボットのしくみ (絵でわかるシリーズ) 瀬戸文美著 講談社 548.3/S

荒神 宮部みゆき著 朝日新聞出版 913.6/Mi

ランチ合コン探偵 水生大海著 実業之日本社 913.6/Mi

アルモニカ・ディアボリカ (ハヤカワ・ミステリワールド) 皆川博子著 早川書房 913.6/Mi

僕は小説が書けない 中村航, 中田永一著 KADOKAWA 913.6/Na

ほんとうの花を見せにきた 桜庭一樹著 文藝春秋 913.6/Sa

ギフテッド 山田宗樹著 幻冬舎 913.6/Ya

ちいさなかみさま
石井光太著/今日マチ子
絵

小学館 914.6/Is

殉愛 百田尚樹著 幻冬舎 916/Ya

紅玉(ルビー)は終わりにして始まり 3版 (時間旅行者(タイムトラベラー)
の系譜)

ケルスティン・ギア著/遠
山明子訳

東京創元社 943.7/Gi

希望名人ゲーテと絶望名人カフカの対話
ヨハン・ヴォルフガング・
フォン・ゲーテ, フランツ・
カフカ著/頭木弘樹編訳

飛鳥新社 947/Ge

最初の質問 (講談社の創作絵本) 長田弘詩/いせひでこ絵 講談社 E376.159/サ

チェロの木 いせひでこ [作] 偕成社 E376.159/チ

お洋服リフォーム支店 (おはなしガーデン:2. なんでも魔女商会:[1]) あんびるやすこ作・絵 岩崎書店 E908..9/ア

旅のはじまり (黒ねこサンゴロウ:1)
竹下文子作/鈴木まもる
絵

偕成社 E908.9/タ

魔王 (講談社文庫:[い-111-2]) 伊坂幸太郎 [著] 講談社 文庫/イ

夜の写本師 (創元推理文庫:Fい2-1) 乾石智子著 東京創元社 文庫/イ



人生がときめく片づけの魔法 [1] 近藤麻理恵著 サンマーク出版 597.5/K

イチバン親切な水彩画の教科書 : 描きながら覚える、他では教えない
マニュアル水彩画の基本から作品作りまで、プロが教える究極のテク
ニック

上田耕造著 新星出版社 724.4/U

とっておきの花イラスト素材集
四方彩子, deux arbres共
著

エムディエヌコーポレー
ション/インプレス (発売)

726.5/S

和風ロマン素材CD-ROM : EPSアウトライン・スウォッチ・JPEG・PNG
データ収録

夏木一美著 マール社 727/N

ヨーロピアン素材CD-ROM : EPSアウトライン・スウォッチ・JPEG・PNG
データ収録

夏木一美著 マール社 727/N

ねこ 岩合光昭著 クレヴィス 748/I

太陽の石 乾石智子著 東京創元社 913.6/In

ミツハの一族 乾ルカ著 東京創元社 913.6/In

サムライ・ポテト (NOVA collection) 片瀬二郎著 河出書房新社 913.6/Ka

オルゴーリェンヌ (ミステリ・フロンティア:82) 北山猛邦著 東京創元社 913.6/Ki

火花 又吉直樹著 文藝春秋 913.6/Ma

彼女を愛した遺伝子 松尾佑一著 新潮社 913.6/Ma

四季彩のサロメまたは背徳の省察 森晶麿著 早川書房 913.6/Mo

永い言い訳 西川美和著 文芸春秋 913.6/Ni

僕らのごはんは明日で待ってる 瀬尾まいこ著 幻冬舎 913.6/Se

君の膵臓をたべたい 住野よる著 双葉社 913.6/Su

悲しみの底で猫が教えてくれた大切なこと 瀧森古都著 SBクリエイティブ 913.6/Ta

翼を持つ少女 再版 (BISビブリオバトル部) 山本弘 [著] 東京創元社 913.6/Ya

幽霊なんて怖くない (BISビブリオバトル部) 山本弘 [著] 東京創元社 913.6/Ya

プロジェクトぴあの 山本弘[著] PHP研究所 913.6/Ya

本題 : 西尾維新対談集
西尾維新著/講談社BOX
編集

講談社 914.6/Ni

書店ガール (PHP文芸文庫:[あ3-1]) 碧野圭著 PHP研究所 文庫/ア

バナナ剥きには最適の日々 (ハヤカワ文庫:7338. ハヤカワ文庫
JA:JA1150)

円城塔著 早川書房 文庫/エ

この空のまもり (ハヤカワ文庫JA:1084) 芝村裕吏著 早川書房 文庫/シ

ぼくは明日、昨日のきみとデートする (宝島社文庫:[Cな-10-1]) 七月隆文著 宝島社 文庫/ナ

know (ハヤカワ文庫JA:JA1121) 野崎まど著 早川書房 文庫/ノ

南極点のピアピア動画 (ハヤカワ文庫:JA1058) 野尻抱介著 早川書房 文庫/ノ

赤い夢の迷宮 (講談社文庫:[は-78-9]) 勇嶺薫 [著] 講談社 文庫/ハ



第2回 2015年 11月 

書　　　　名 責任表示 出版者 請求記号

もう知らないではすまされない著作権
鈴木龍介, 富田太郎, 山
本浩司著

中央経済社 021.2/S

敏感すぎて困っている自分の対処法 : 人間関係の悩み、原因不明の
体調不良…

苑田純子著 きこ書房 141.2/S

引き寄せの法則
マイケル・J.ロオジエ著/
石井裕之監修

講談社 159/L

再検証長篠の戦い : 「合戦論争」の批判に答える 藤本正行著 洋泉社 214.8/H

悪いお姫様の物語 : おとぎ話のように甘くない24人の悪女の真実
リンダ・ロドリゲス・マクロ
ビー著/緒川久美子訳

原書房 280.4/M

シャルル・ドゴール : 民主主義の中のリーダーシップへの苦闘 渡邊啓貴著 慶應義塾大学出版会 312.35/G

安全保障学入門 新訂第4版
防衛大学校安全保障学
研究会編著/武田康裕,
神谷万丈責任編集

亜紀書房 319.8/B

スライドデザインの心理学 : 一発で決まるプレゼン資料の作り方 加藤智也著 翔泳社 336.4/K

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

アービンジャー・インス
ティチュート著

きずな出版 361.4/A

誰とでも15分以上会話がとぎれない!話し方66のルール 野口敏著 すばる舎 361.454/N

誰とでも15分以上会話がとぎれない!話し方そのまま話せる!お手本
ルール50

野口敏著 すばる舎 361.454/N

食べる (日常を拓く知:4) 景山佳代子編 世界思想社 383.8/T

日本の「人魚」像 : 『日本書紀』からヨーロッパの「人魚」像の受容まで
(福島大学叢書新シリーズ:9)

九頭見和夫著 和泉書院 388.1/K

英国の幽霊伝説 : ナショナル・トラストの建物と怪奇現象 : フォト・ス
トーリー

シャーン・エヴァンズ著/
田口未和訳

原書房 388.33/E

Q&Aで読む日本軍事入門 前田哲男, 飯島滋明編 吉川弘文館 392.107/Q

いまからでも楽しい数学。 : 先生と数学嫌いの生徒、35年後の補習授
業

川勝健二, 植松眞人著 三樹書房 410.4/K

鉱物・宝石大図鑑 松原聡監修 成美堂出版 459/K

深海 : 鯨が誘うもうひとつの世界
藤原義弘監修・写真・文/
なかのひろみ構成・文

山と溪谷社 481.74/H

スゴイカラダ : あなたの健康を保つ驚くべきしくみ 北村昌陽著
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

491.3/K

破綻する特許 : 裁判官、官僚、弁護士がどのようにイノベータを危機に
陥れているのか

ジェームズ・ベッセン, マイ
ケル・J・モイラー著/浜田
聖司訳

現代人文社/大学図書
(発売)

507.23/B

きちんと知りたい!バイクメカニズムの基礎知識 : 208点の図とイラストで
バイクのしくみの「なぜ?」がわかる!

小川直紀著 日刊工業新聞社 537.98/O

自衛隊と防衛産業 桜林美佐著 並木書房 559.09/S

人気デパ地下"スイーツ"パッケージ図鑑
日経デザイン [編]/廣川
淳哉, 西山薫, 西村真理
子著

日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

675.18/H

てにをは連想表現辞典 小内一編 三省堂 813.5/T

似ていることば
おかべたかし文/やまで
たかし写真

東京書籍 814.5/O

甲骨文の誕生 : 原論 高島敏夫著 人文書院 821.2/T



絞首台の黙示録 神林長平著 早川書房 913.6/Ka

あの家に暮らす四人の女 三浦しをん著 中央公論新社 913.6/Mi

エクソダス症候群 (創元日本SF叢書:05) 宮内悠介 [著] 東京創元社 913.6/Mi

あまねく神竜住まう国 荻原規子作 徳間書店 913.6/Og

星々たち 桜木紫乃著 実業之日本社 913.6/Sa

小説図書館の主  : 塔の下のライブラリアン
真堂樹著/篠原ウミハル
原作・イラスト

朝日新聞出版 913.6/Si

図書室で暮らしたい 辻村深月著 講談社 914.6/Tu

明日は、いずこの空の下 上橋菜穂子著 講談社 914.6/Ue

忘れられた巨人
カズオ・イシグロ著/土屋
政雄訳

早川書房 933.7/Is

紙の動物園 (新☆ハヤカワ・SF・シリーズ:5020)
ケン・リュウ著/古沢嘉通
編・訳

早川書房 939.37/Li

誰が星の王子さまを殺したのか : モラル・ハラスメントの罠 安冨歩著 明石書店 953.7/Sa

もうぬげない ヨシタケシンスケ作 ブロンズ新社 E376.159/モ

りんごかもしれない ヨシタケシンスケ作 ブロンズ新社 E376.159/リ

就活のやり方 : いつ・何を・どう? ぜんぶ! : 先輩には聞きづらいシューカ
ツのキホンがわかる! 2017年度版

就職情報研究会編 実務教育出版 W/一般

超速マスター!SPI無敵の解法パターン [2017年度版] 伊藤誠彦著 高橋書店 W/検査

ユーキャンのオススメ資格ガイド : U-CAN通信講座から厳選!! (U-CAN
の「資格ガイド」シリーズ)

ユーキャン資格研究会編
ユーキャン学び出版/自
由国民社 (発売)

W/資格

女性の仕事全ガイド : 就職・転職・副収入 '16年版 成美堂出版編 成美堂出版 W/資格/2016

ハーモニー 新版 (ハヤカワ文庫JA:JA1166) 伊藤計劃著 早川書房 文庫/イ

虐殺器官 新版 (ハヤカワ文庫JA:JA1165) 伊藤計劃著 早川書房 文庫/イ

華竜の宮 上 (ハヤカワ文庫:JA1085) 上田早夕里著 早川書房 文庫/ウ

華竜の宮 下 (ハヤカワ文庫:JA1085) 上田早夕里著 早川書房 文庫/ウ

星を砕く者 (創元SF文庫. 銀河英雄伝説外伝:1) 田中芳樹著 東京創元社 文庫/タ

ユリアンのイゼルローン日記 (創元SF文庫. 銀河英雄伝説外伝:2) 田中芳樹著 東京創元社 文庫/タ

千億の星、千億の光 (創元SF文庫. 銀河英雄伝説外伝:3) 田中芳樹著 東京創元社 文庫/タ

螺旋迷宮(スパイラル・ラビリンス) (創元SF文庫. 銀河英雄伝説外伝:4) 田中芳樹著 東京創元社 文庫/タ

黄金の翼 (創元SF文庫. 銀河英雄伝説外伝:5) 田中芳樹著 東京創元社 文庫/タ

漁港の肉子ちゃん (幻冬舎文庫:に-13-2) 西加奈子 [著] 幻冬舎 文庫/ニ

ヨハネスブルグの天使たち (ハヤカワ文庫:JA1200) 宮内悠介著 早川書房 文庫/ミ

盤上の夜 (創元SF文庫:SFみ2-1) 宮内悠介 [著] 東京創元社 文庫/ミ


