
2017年第1回

書名 責任表示 出版社 請求記号

スタ－バックス成功物語 ハワード・シュルツ【著】：ドリー・ジョーンズ・ヤング【著】
日経ＢＰ社(発売：日経Ｂ
Ｐマ－ケティン)

673.98/S

アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・Ｇ．イトゥルベ：小原京子 集英社 963/It

教養としての「世界史」の読み方 本村凌二
ＰＨＰエディタ－ズ・グル
－プ(発売：ＰＨＰ研究所)

204/M

サピエンス全史：文明の構造と人類の幸福．上 ユヴァル・ノア・ハラリ：柴田裕之 河出書房新社 209/H/1

サピエンス全史：文明の構造と人類の幸福．下 ユヴァル・ノア・ハラリ：柴田裕之 河出書房新社 209/H/2

京都の洋館 石川祐一：神崎順一 光村推古書院 523.162/I

シェイクスピアの時代のイギリス生活百科 イアン・モ－ティマ－：市川恵里 河出書房新社 233.051/M

孤独なバッタが群れるとき：サバクトビバッタの相変異と大発生 前野ウルド浩太郎 東海大学出版部 486.4/M

鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上和人 新潮社 488/K

油絵入門ビギナ－ズ・ノ－ト 小木曽誠 グラフィック社 724.3/A

痛覚のふしぎ　脳で感知する痛みのメカニズム 伊藤　誠二　著
講談社（総合受注セン
ター）

491.37/I

スタンフォードでいちばん人気の授業 佐藤　智恵　著 幻冬舎 335/S

くらべる時代　昭和と平成 おかべ　たかし　文 東京書籍 217.6/O

「慰安婦」問題を／から考える－軍事性暴力 歴史学研究会　編 岩波書店受注センター 217/I

歴史を読み替えるジェンダーから見た世界史 三成　美保　他編 大月書店 367.2/Z

サイード自身が語るサイード Ｅ．Ｗ．サイード　著 紀伊國屋書店出版部 289.53/Sa

世界一うつくしい生物図鑑 Ｃ．マーレー　著 世界文化社 460/M

おひさまパン Ｅ．クレヴェン　作絵 金の星社 E376.159/オ

アルフォンス・ミュシャの世界　２つのおと Ａ．ミュシャ パイインターナショナル 702.07/M

ジョン・エヴァレット・ミレイ－ヴィクトリ 荒川　裕子　著 東京美術（出版局） 723.33/M

場面設定類語辞典 Ａ．アッカーマン　著 フイルムアート社 901.307/Ac

美しい元素　新版 大嶋　建一　監修 学研プラス 431.11/U

ときめく花図鑑 中村　文　文 山と溪谷社 627/N

ハロウィーンの文化誌 Ｌ．モートン　著 原書房 386/M

人形の文化史　ヨーロッパの諸相から 香川　檀　編 水声社 759/N

世界の絶景　お城＆宮殿  学研プラス 523/S

たべてあげる ふくべ　あきひろ 教育画劇 E376.159/タ

チルドレン 伊坂幸太郎 講談社 913.6/Is

遊ぶ脳みそ：パズルで鍛える！記憶、知覚、認知 リチャ－ド・Ｍ．レスタック：スコット・キム 日本経済新聞出版社 498.39/R

歴史教科書とナショナリズム　日本とドイツ 原口健治 春風社 375.32/H

ぶたのたね 佐々木　マキ 絵本館 E376.159/フ

世界でいちばん幸せな国フィジーの世界でいちばん非常識な幸福
論

永崎裕麻 いろは出版 302.734/N

もりのとしょかん ふくざわ　ゆみこ 学研プラス E376.159/モ

６時２７分発の電車に乗って、僕は本を読む ジャン・ポ－ル・ディディエロ－ラン：夏目大
ハ－パ－コリンズ・ジャパ
ン

953.7/Di

おやすみ、リリ－ スティ－ヴン・ロ－リ－：越前敏弥
ハ－パ－コリンズ・ジャパ
ン

939.37/St

金魚姫 荻原浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6/Og

サ－カスの夜に 小川糸 新潮社 913.6/Og



夜空はいつでも最高密度の青色だ 最果タヒ リトル・モア 911.56/Sa

私の名前はル－シ－・バ－トン エリザベス・ストラウト：小川高義 早川書房 939.37/St

完璧な母親 まさきとしか 幻冬舎 文庫/マ

神様のコドモ 山田悠介 幻冬舎 913.6/Ya

小鳥を愛した容疑者 大倉崇裕 講談社 文庫/オ

蜂に魅かれた容疑者：警視庁いきもの係 大倉崇裕 講談社 文庫/オ

貴族探偵 麻耶雄嵩【著】 集英社 文庫/マ

さむけ：ホラ－・アンソロジ－ 井上雅彦 祥伝社 文庫/イ

部下がついてくる、動いてくれるリ－ダ－の教科書 室井俊男 明日香出版社 336.3/M

はじめてリ－ダ－になる君へ 浅井浩一 ダイヤモンド社 336.3/A

大人のための会話の全技術 齋藤孝（教育学） ＫＡＤＯＫＡＷＡ 361.454/S

複雑な仕事をシンプルに解決するための「洞察力」の磨き方：「見
えないものを見抜く」仕事術

鳥原隆志 ＷＡＶＥ出版 336/T

がん消滅の罠：完全寛解の謎 岩木一麻 宝島社 913.6/Iw

カタストロフ・マニア 島田雅彦 新潮社 913.6/Si

この嘘がばれないうちに 川口俊和 サンマ－ク出版 913.6/Ka

長いお別れ レイモンド・チャンドラー【著】：清水俊二【訳】 早川書房 文庫/チ

セシルのもくろみ 唯川恵 光文社 文庫/ユ

プラットホ－ムの彼女 水沢秋生 光文社 文庫/ミ

恋愛寫眞：もうひとつの物語 市川拓司【著】 小学館 文庫/イ

八月の終わりは、きっと世界の終わりに似ている。 天沢夏月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 文庫/ア

そして、君のいない九月がくる 天沢夏月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 文庫/ア

水沢文具店：あなただけの物語つづります 安澄加奈 ポプラ社 文庫/ア

書ける！遊べる！古代文字ヒエログリフ 未智研 国際語学社 894.2/M

誰でも書ける！手書きヒエログリフ練習帳 未智研 国際語学社 894.2/M

孫社長のむちゃぶりをすべて解決してきたすごいＰＤＣＡ：終わらな
い仕事がすっきり片づく超スピ－ド仕事術

三木雄信 ダイヤモンド社 336/M

ＮＹの人気セラピストが教える自分で心を手当てする方法 ガイ・ウィンチ：高橋璃子 かんき出版 498.39/W

多動力：全産業の“タテの壁”が溶けたこの時代の必須スキル 堀江貴文 幻冬舎 159.4/H

勉強の哲学：来たるべきバカのために 千葉雅也 文藝春秋 002/T

一気にわかる！池上彰の世界情勢．２０１７（トランプ政権誕生編） 池上彰 毎日新聞出版 319/I

米中もし戦わば：戦争の地政学 ピ－タ－・ナヴァロ：赤根洋子 文藝春秋 319.53022/N

スピ－チ・ツリ－：どんな場面でも人前でブレずに「話せる」技術 眞山徳人 洋泉社 809.4/M

ショ－トショ－ト・ＢＡＲ 田丸雅智 光文社 913.6/Ta

本屋大賞：全国書店員が選んだいちばん！売りたい本．２０１７ 本の雑誌編集部 本の雑誌社 019.9/H

あるかしら書店 ヨシタケシンスケ ポプラ社 914.6/Yo

暗号学：鍵を守れ！ 稲葉茂勝 今人舎 809.7/I

花の切り絵２００：１年中使えて楽しめる切り絵図案 大橋忍 日本ヴォ－グ社 726.9/O

リバ－ス 湊かなえ 講談社 文庫/ミ

か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 新潮社 913.6/Su

かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社 913.6/Tu



あなたの隣にいる孤独 樋口有介 文藝春秋 913.6/Hi

毒々生物の奇妙な進化 クリスティ－・ウィルコックス：垂水雄二 文藝春秋 481.9/W

私が失敗した理由は 真梨幸子 講談社 913.6/Ma

終末のフ－ル 伊坂幸太郎【著】 集英社 文庫/イ

２年生のクラスをまとめる５１のコツ 安次嶺隆幸 東洋館出版社 374.12/A

私の消滅 中村文則 文藝春秋 913.6/Na

図書館は逃走中 デイヴィッド・ホワイトハウス：堀川志野舞 早川書房 933.7/Wh

美脚思考：誰でも美脚になれる「考え方」がある 吉永桃子 ミライカナイ 595.6/Y

辛くならない絵の描き方：描くのを楽しくする９０の方法 松村上久郎 秀和システム 724/M

ゼンタングル１０１パタ－ン集：プロセス解説ではじめてでも楽しく描
ける

ビ－ト・ウィンクラ－：佐々木曜 ブティック社 725.6/W

Ｓｈｉｎｙ素材集：Ｓｔｙｌｅ　ｏｆ　ｇｉｒｌ アレフ・ゼロ 技術評論社 727/A

人工知能の核心 羽生善治：ＮＨＫスペシャル取材班 ＮＨＫ出版 007.13/H

アキラとあきら 池井戸潤 徳間書店 文庫/ア

僕はまだ、君の名前を呼んでいない：ｌｏｓｔ　ｙｏｕｒ　ｎａｍｅ 小野崎まち：カスヤナガト マイナビ出版 文庫/オ

ブランケット・キャッツ 重松清 朝日新聞出版 文庫/シ

まだ東京で消耗してるの? : 環境を変えるだけで人生はうまくいく イケダ　ハヤト　著 幻冬舎 365/I

はじめての人のための３０００円投資生活 横山　光昭　著 アスコム 338.8/Y

まことの華姫 畠中　恵　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6/Ha

小さなてまりとかわいい雑貨 寺島　綾子　著 日本文芸社 594.5/T

利き蜜師物語　銀蜂の目覚め 小林　栗奈　著 産業編集センター 913.6/Ko

三月は深き紅の淵を 恩田　陸
講談社（総合受注セン
ター）

文庫/オ

銃とチョコレート 乙一
講談社（総合受注セン
ター）

文庫/オ

私を知らないで 白河　三兎　著 集英社 文庫/シ

折れた竜骨　上 米澤　穂信　著 東京創元社 文庫/ヨ

折れた竜骨　下 米澤　穂信　著 東京創元社 文庫/ヨ

製鉄天使 桜庭　一樹　著 東京創元社 文庫/サ

シャドウ 道尾　秀介　著 東京創元社 文庫/ミ

蜜姫村 乾　ルカ　著 角川春樹事務所 文庫/イ

セブン 乾　くるみ　著 角川春樹事務所 文庫/イ

能の本 村上　ナッツ　文 西日本出版社 773/M

脳はなにげに不公平　パテカトルの万脳薬 池谷　裕二　著 朝日新聞出版 491.371/I

卯ノ花さんちのおいしい食卓 瀬王　みかる　著 集英社 文庫/セ

人狼知能 : だます・見破る・説得する人工知能 鳥海　不二夫　他著 森北出版 007.13/T

なないろ金平糖　いろりの事件帖 伽古屋　圭市　著 宝島社 文庫/カ

美しい「日本語」の言いまわし 日本の「言葉」倶楽部 三笠書房 814/N

万国菓子舗　お気に召すまま～花冠のケーキと季節外れのサンタ
クロース

溝口　智子　著 マイナビ出版 文庫/ミ

夜葬 最東　対地 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 文庫/サ

里山奇談 ｃｏｃｏ　他著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6/Ko

水魑の如き沈むもの 三津田　信三　著
講談社（総合受注セン
ター）

文庫/ミ



生霊の如き重るもの 三津田　信三　著
講談社（総合受注セン
ター）

文庫/ミ

許されようとは思いません 芦沢　央　著 新潮社 913.6/Se

水底は京の朝 岩下　悠子　著 新潮社 913.6/Iw

子供にしがみつく心理 : 大人になれない親たち 加藤　諦三　著 毎日新聞出版 367.3/K

コミュニケーション断念のすすめ 信田　さよ子　著 亜紀書房 146.8/N

トラウマが９９％消える本 中島　輝　著 すばる舎 146.8/N

マスカレード・ホテル 東野　圭吾　著 集英社 913.6/Hi

さらば愛しき魔法使い 東川　篤哉　著 文藝春秋 913.6/Hi

探偵さえいなければ 東川　篤哉　著 光文社 913.6/Hi

ドＳ刑事　さわらぬ神に祟りなし殺人事件 七尾　与史　著 幻冬舎 913.6/Na

Ｆコース 山田　悠介 幻冬舎 文庫/ヤ

レンタル・チルドレン 山田　悠介 幻冬舎 文庫/ヤ

魔界の塔 山田　悠介 幻冬舎 文庫/ヤ

奥の奥の森の奥に、いる。 山田　悠介 幻冬舎 文庫/ヤ

’１８　警察官試験早わかりブック 資格試験研究会　編 実務教育出版 W/公務員/2018

デジタルイラスト　色塗りメイキング講座 はねこと　他著 翔泳社 726.507/H

手書き風フリーフォント集 = Hand written fonts collection フロッグデザイン　著 ソシム 007.642/H

政略結婚 高殿　円　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6/Ta

だれの息子でもない 神林　長平　著
講談社（総合受注セン
ター）

文庫/カ

モノクロの君に恋をする 坂上　秋成　著 新潮社 文庫/サ

暗黒女子 秋吉　理香子　著 双葉社 文庫/ア

三日間の幸福 三秋縋【著者】
ＫＡＤＯＫＡＷＡ ／ アス
キー・メディアワ

文庫/ミ

がんばるニャ～早くとりたい普通・大型二輪免許問題集 金園社企画編集部 金園社 537.98/H

振袖＆袴の大正ロマン着物帖　アンティーク 大野　らふ　著 河出書房新社 593.8/O


