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学問のしくみ事典 : あらゆる「学」の歴史とつながりがわかる 日本実業出版社編 日本実業出版社 002/G

ゼロからはじめるデザイン 北村崇著 SBクリエイティブ 021.4/K

伝わるデザインの基本 : よい資料を作るためのレイアウトの
ルール : 学校や会社では教えてくれない!?

高橋佑磨, 片山なつ著 技術評論社 021.4/T

今とこれからを知る図解時事用語 : ２７８の最新キーワードでわ
かる! 2016→2017年版

スタンダーズ 039/I

哲学用語図鑑 田中正人著 プレジデント社 103/T

日本人は何を考えてきたのか : 日本の思想1300年を読みなお
す

齋藤孝著 祥伝社 121/S

西洋哲学史要 新版
波多野精一著/牧野紀
之再話

未知谷 130/H

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, 古賀史健著 ダイヤモンド社 146.1/A

斎藤一人しあわせを招くねこ : ココロが晴れる魔法の言葉 斎藤一人著 ロングセラーズ 159/S

「めんどくさい」がなくなる本 : 読んだらスッとラクになる 鶴田豊和著 フォレスト出版 159/T

第2次世界大戦作戦マップ

マイケル・スウィフト, マ
イケル・シャープ著/福
田希之, 荻野哲矢, 石
井克弥訳

河出書房新社 209.74/S

大人が知らない!最新日本史の教科書 小和田哲男監修 宝島社 210.4/O

近世ヨーロッパ軍事史 : ルネサンスからナポレオンまで
アレッサンドロ・バル
ベーロ著/石黒盛久訳

論創社 230.5/B

民主主義ってなんだ?
高橋源一郎, SEALDs
著

河出書房新社 309.021/T

コミュニティデザイン : 人がつながるしくみをつくる 山崎亮著 学芸出版社 318.8/Y

上手なプレゼンが面白いほどできる本 : 自分の考えを"見える化
"し、相手を納得させるコツ35 (知りたいことがすぐわかる)

長尾裕子著 中経出版 336.49/N

数字でみる日本の100年 : 日本国勢図会長期統計版 改訂第6
版

矢野恒太記念会編集 矢野恒太記念会 351/S

くらべる東西
おかべたかし文/山出
高士写真

東京書籍 361.42/O

勤めないという生き方 森健著 メディアファクトリー 366.29/M

小学校子どもがかがやくポジティブ言葉かけ辞典 : 言いがちな
NG表現をいろんなOK表現に変換 (教職研修総合特集)

会沢信彦編集 教育開発研究所 374.12/S

発達障害をもっと知る本 : 「生きにくさ」から「その人らしさ」に 宮尾益知著 教育出版 378.9/M

自閉症スペクトラムのある子を理解して育てる本 (学研のヒュー
マンケアブックス)

田中哲, 藤原里美監修 学研プラス 378.9/Z



数学嫌いの人のためのすべてを可能にする数学脳のつくり方 苫米地英人著 ビジネス社 410/T

ぼくらは「物理」のおかげで生きている (素晴らしきサイエン
ス:physics)

横川淳著 実務教育出版 420/Y

学んでみると量子論はおもしろい (Beret science) 牟田淳著 ベレ出版 421.3/M

宇宙が始まる前には何があったのか?
ローレンス・クラウス著
/青木薫訳

文藝春秋 443.9/K

ぼくらは「生物学」のおかげで生きている (素晴らしきサイエン
ス:biology)

金子康子, 日比野拓著 実務教育出版 460/K

発達障害がある人のナラティヴを聴く : 「あなた」の物語から学
ぶ私たちのあり方

山本智子著 ミネルヴァ書房 493.76/Y

スタンフォードのストレスを力に変える教科書
ケリー・マクゴニガル著
/神崎朗子訳

大和書房 498.39/M

気にしすぎ人間へ : クヨクヨすることが成長のもとになる 長沼睦雄著 青春出版社 498.39/N

We own the city : 世界に学ぶ「ボトムアップ型の都市」のつくり
方

フランチェスカ・ミアッ
ツォ, トリス・キー編/石
原薫訳

フィルムアート社 518.8/W

図説世界史を変えた50の武器
ジョエル・レヴィ著/伊
藤綺訳

原書房 559/L

おいしいパスタづくり12ケ月 本多哲也著 朝日出版社 596.38/H

毎日食べたいホームメイド・アイスクリーム 三宅郁美著 アスペクト 596.65/M

花屋さんの花事典 : 飾る・贈る・楽しむ
伊東学園テクノ・ホル
ティ園芸専門学校監修

ナツメ社 627/H

名画の謎 : 中野京子と読み解く 陰謀の歴史篇 中野京子著 文藝春秋 723/N/3

名画のすごさが見える西洋絵画の鑑賞事典 佐藤晃子著 永岡書店 723/S

はじめての手作り万華鏡 : 身近な材料で作る、きらきら楽しい不
思議な世界

山見浩司著 誠文堂新光社 759/Y

戦国武将と茶の湯 桑田忠親著 宮帯出版社 791.2/K

戦国茶の湯倶楽部 : 利休からたどる茶の湯の人々 中村修也著 大修館書店 791.2/N

幸せになる言葉幸せにする言葉 : 「やまと心」で凛々しく・優しく・
柔らかく生きる

出口光著 水王舎 814/D

システム英単語Premium 語源編 霜康司, 刀祢雅彦著 駿台文庫 834/S

僕は穴の空いた服を着て。 菅野彰著 河出書房新社 913.6/Su

ブラッド・アンド・チョコレート (ミステリ・フロンティア:89) 菅原和也著 東京創元社 913.6/Su

レモンケーキの独特なさびしさ
エイミー・ベンダー著/
管啓次郎訳

KADOKAWA 939.37/Be

書店主フィクリーのものがたり
ガブリエル・ゼヴィン著
/小尾芙佐訳

早川書房 939.37/Ze

ゴースト・ボーイ
マーティン・ピストリウ
ス, ミーガン・ロイド・デ
イヴィス著/長澤あか

PHP研究所 994.6/Pi



愛猫を長生きさせる50のコツ : 大好きな愛猫が元気で幸せにい
られる育て方

野矢雅彦監修 宝島社 645.7/A

すいーとり : おかしなとり [1] チャイイラスト 一迅社 726.5/T/1

すいーとり : おかしなとり [2] チャイイラスト 一迅社 726.5/T/2

顔・からだ・服の美バリエーション (萌えロリータファッションの描
き方)

(萌)表現探求サークル,
角丸つぶら著

ホビージャパン 726.507/K

ドレスの描き方 : 女性キャラの衣装の表現が広がる (玄光社
MOOK. 超描けるシリーズ)

kyachi著 玄光社 726.507/K

ゴシックアート素材カタログ : デザインの現場で役立つ エムオーケー著 インフォレスト 727/E

Quick design CD-ROM : 飾り罫・飾り曲線 マール社編集部編 マール社 727/K

大人セレブリティー : 装飾パーツ素材集 (ijデジタルbook. デザイ
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)

727/O

フクとマリモ 五十嵐健太著 KADOKAWA 748/I

色の事典 : 色彩の基礎・配色・使い方
色彩活用研究所サミュ
エル監修

西東社 757.3/I

はじめてのチェス : 完全カラー図解 渡井美代子著 成美堂出版 796.9/W

これだけ!教養試験要点まとめ&一問一答 [2018年度版] 上野法律セミナー著 高橋書店 W/公務員/2018

知られざる名将真田信之 (だいわ文庫:307-1H) MYST歴史部著 大和書房 文庫/サ

プラム・ティーは偽りの乾杯 (コージーブックス:チ1-7. お茶と探
偵:15)

ローラ・チャイルズ著/
東野さやか訳

原書房 文庫/チ

漆黒のエンジェル (ヴィレッジブックス. 不死人夜想曲:#1)
アリソン・ノエル著/堀
川志野舞訳

ヴィレッジブックス 文庫/ノ


