
分類番号 主書名 著者名 出版社
岩波新書新赤版　岩波書店

318.95 縮小都市の挑戦 矢作／弘∥著

319.1 外交ドキュメント歴史認識 服部／龍二∥著

188.55 高野山 松長／有慶∥著

019.5 子どもと本 松岡／享子∥著

210.5 天下泰平の時代 高埜／利彦∥著

210.5 戦国乱世から太平の世へ 藤井／讓治∥著

210.5 村　百姓たちの近世 水本／邦彦∥著

289.2 袁世凱　現代中国の出発 岡本／隆司∥著

316.81 在日朝鮮人　歴史と現在 水野／直樹∥著　

070.21 安倍政権とジャーナリズムの覚悟 原／寿雄∥著

332.06 グローバル経済史入門 杉山／伸也∥著

334.42 ナグネ　中国朝鮮族の友と日本 最相／葉月∥著

334.47 アホウドリを追った日本人　一攫千金の夢と南洋進出 平岡／昭利∥著

335.4 コーポレート・ガバナンス 花崎／正晴∥著

342.1 タックス・イーター　消えていく税金 志賀／櫻∥著

366.5 「働くこと」を問い直す 山崎／憲∥著

369.31 被災弱者 岡田／広行∥著

369.31 復興〈災害〉　阪神・淡路大震災と東日本大震災 塩崎／賢明∥著

372.1 学校の戦後史 木村／元∥著

376.1 保育とは何か 近藤／幹生∥著

382.1 里の時間 芥川／仁∥著

451.85 異常気象と地球温暖化　未来に何が待っているか 鬼頭／昭雄∥著

479.75 桜 勝木／俊雄∥著

490.2 医学探偵の歴史事件簿　ファイル２ 小長谷／正明∥著

490.4 医と人間 井村／裕夫∥編

539.09 原発と大津波　警告を葬った人々 添田／孝史∥著

611.91 農山村は消滅しない 小田切／徳美∥著

699.21 ＮＨＫ　危機に立つ公共放送 松田／浩∥著

911.16 現代秀歌 永田／和宏∥著

911.52 朝鮮と日本に生きる　済州島から猪飼野へ 金／時鐘∥著

914.6 閉じる幸せ 残間／里江子∥著

760.4 学校で教えてくれない音楽 大友／良英∥著

岩波ジュニア新書　岩波書店

648.1 人とミルクの１万年 平田／昌弘∥著

921.43 漢詩のレッスン 川合／康三∥著

591 シアワセなお金の使い方 南野／忠晴∥著

596.21 おいしい和食のキホン　高校生レストランまごの店 村林／新吾∥著　

369.27 〈できること〉の見つけ方　全盲女子大生が手に入れた大切なもの 石田／由香理∥著

493.9 いのちはどう生まれ、育つのか　医療、福祉、文化と子ども 道信／良子∥編著

323.14 １０代の憲法な毎日 伊藤／真∥著

326.52 〈刑務所〉で盲導犬を育てる 大塚／敦子∥著

289.1 「育ち」をふりかえる　「生きてていい」、そう思える日はきっとくる 渡井／さゆり∥著

134.2 自分で考える勇気　カント哲学入門 御子柴／善之∥著

377.9 大学生活の迷い方　女子寮ドタバタ日記 蒔田／直子∥編著

816 伝えるための教科書 川井／龍介∥著

501.6 ご当地電力はじめました！ 高橋／真樹∥著

371.5 スギナの島留学日記 渡邊／杉菜∥著

190 キリスト教入門 山我／哲雄∥著

岩波ブックレット　　岩波書店

369.31 ３．１１を心に刻んで　２０１５ 岩波書店編集部∥

375.89 小学校からの英語教育をどうするか 柳瀬／陽介∥著　

326.81 秘密保護法対策マニュアル 海渡／雄一∥著

453.82 火山と原発　最悪のシナリオを考える 古儀／君男∥著

323.14 憲法九条は私たちの安全保障です。 梅原／猛∥著　他
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493.19 ルポチェルノブイリ２８年目の子どもたち　ウクライナの取り組みに学ぶ 白石／草∥著

366.89 外国人労働者受け入れを問う 宮島／喬∥著　

367.6 ルポ虐待の連鎖は止められるか 共同通信「虐待」取材班

331 「定常経済」は可能だ！ ハーマン・デイリー

366.32 いのちが危ない残業代ゼロ制度 森岡／孝二∥著　

講談社ブルーバックス

007.3 ９９．９９６％はスルー　進化と脳の情報学 竹内／薫∥著　丸

007.5 デジタル・アーカイブの最前線　知識・文化・感性を消滅させないために 時実／象一∥著

400 あっと驚く科学の数字　最新宇宙論から生命の不思議まで 数から科学を読む

400 科学検定公式問題集３・４級　科学の見方と考え方の再発見 桑子／研∥著　

402 サイエンス異人伝　科学が残した「夢の痕跡」 荒俣／宏∥著

412 素数が奏でる物語　２つの等差数列で語る数論の世界 西来路／文朗∥著

413.6 逆問題の考え方　結果から原因を探る数学 上村／豊∥著

417 ようこそ「多変量解析」クラブへ　何をどう計算するのか 小野田／博一∥著

419.1 算法勝負！「江戸の数学」に挑戦　どこまで解ける？「算額」28問 山根／誠司∥著

426.56 エントロピーをめぐる冒険　初心者のための統計熱力学 鈴木／炎∥著

410.4 直感を裏切る数学　「思い込み」にだまされない数学的思考法 神永／正博∥著

465.8 巨大ウイルスと第４のドメイン　生命進化論のパラダイムシフト 武村／政春∥著

489 哺乳類誕生　乳の獲得と進化の謎　驚異の器官がうまれるまで 酒井／仙吉∥著

491.371 社会脳からみた認知症　徴候を見抜き、重症化をくい止める 伊古田／俊夫∥著

491.8 新しい免疫入門　自然免疫から自然炎症まで 審良／静男∥著　

499.3 創薬が危ない　早く・安く・安全な薬を届けるドラッグ・リポジショニングのすすめ 水島／徹∥著

501.6 エネルギーとはなにか　そのエッセンスがゼロからわかる ロジャー・Ｇ．ニュートン

538.9 小惑星探査機「はやぶさ２」の大挑戦　太陽系と生命の起源を探る壮大なミッション 山根／一眞∥著

549 Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　Ｐｉで学ぶ電子工作　超小型コンピュータで電子回路を制御する 金丸／隆志∥著

626.9 「育つ土」を作る家庭菜園の科学　有機物や堆肥をどう活かすか 木嶋／利男∥著

116 ロジックの世界　論理学の哲人たちがあなたの思考を変える ダン・クライアン

701.5 「進撃の巨人」と解剖学　その筋肉はいかに描かれたか 布施／英利∥著

なるにはBOOKS　　　ぺりかん社

318.3 地方公務員になるには 井上／繁∥編著

376.14 保育士になるには 金子／恵美∥編著

498.14 作業療法士になるには 濱口／豊太∥編著

498.14 理学療法士になるには 丸山／仁司∥編著

673.93 葬祭業界で働く 薄井／秀夫∥著　

674.53 イベントの仕事で働く 岡星／竜美∥著

786 アウトドアで働く 須藤／ナオミ∥著

文庫本

049 Ｍｒ．都市伝説関暁夫の都市伝説　２　受け継がれし語られる者たちへ 関／暁夫∥〔著〕 幻冬舎

913.6 てのひら猫語り　書き下ろし時代小説集 あさの／あつこ 他 白泉社

913.6 あと少し、もう少し 瀬尾／まいこ∥著 新潮社

913.6 はかぼんさん　空蝉風土記 さだ／まさし∥著 新潮社

913.6 すずらん通りベルサイユ書房 七尾／与史∥著 光文社

913.6 未踏召喚：／／ブラッドサイン　1～２ 鎌池／和馬∥ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 新約とある魔術の禁書目録（インデックス）　１２ 鎌池／和馬∥ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

********

019 れもん、よむもん！ はるな／檸檬∥著 新潮社

019.9 読まされ図書室 小林／聡美∥著 宝島社

049 ヘンな論文 サンキュータツオ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

140 つながる勇気　アドラー心理学がよくわかる動物たちのフォトブック 岩井／俊憲∥著 マキノ出版

141.6 感情的にならない本　不機嫌な人は幼稚に見える 和田／秀樹∥著 新講社

159.4 セルフモチベーション・マネジメント　一瞬で情熱を創り出す技術 野間／健司∥著 朝日新聞出版

159.7 たった一度の人生を変える勉強をしよう 藤原／和博∥著 朝日新聞出版

204 世界史の極意 佐藤／優∥著 ＮＨＫ出版

290.4 オフ・ザ・マップ　世界から隔絶された場所 アラステア・ボネ イースト・プレス

291.62 京都「トカイナカ」暮らし グレゴリ青山∥著 集英社

304 池上彰のこれが「世界のルール」だ！ 池上／彰∥著 文藝春秋

331.82 ２１世紀の資本 トマ・ピケティ∥ みすず書房

335.21 私の歩み、私の思い　埼玉県の企業経営者が語る 埼玉新聞社 埼玉新聞社

379.7 自分はバカかもしれないと思ったときに読む本 竹内／薫∥著 河出書房新社



404 空想科学「理科」読本　学校では教えてくれない！ 柳田／理科雄∥著 大和書房

410.9 証明の探究　高校編！　コミック 日比／孝之∥原作 大阪大学出版会

481.37 動物の見ている世界　仕掛絵本図鑑 ギヨーム・デュプラ 創元社

493.74 脱ネット・スマホ中毒　依存ケース別ＳＮＳ時代を生き抜く護身術！ 遠藤／美季∥著　 誠文堂新光社

596 青山有紀のおばんざい定食　季節を味わう８５レシピ 青山／有紀∥著 日東書院本社

596 深夜食堂の料理帖 飯島奈美　著　 小学館

596.4 今日も嫌がらせ弁当　反抗期ムスメに向けたキャラ弁ママの逆襲 ｔｔｋｋ∥著 三才ブックス

782.3 マラソンで絶対にしてはいけない３５のこと　 中野／ジェームズ 講談社

810.4 金田一家、日本語百年のひみつ 金田一／秀穂∥著 朝日新聞出版

810.4 広辞苑の中の掘り出し日本語 永江／朗∥著 新潮社

813.7 朝日キーワード　２０１６ 朝日新聞出版∥編 朝日新聞出版

816.5 受かる小論文の最速レッスン帳　こうすればスラスラ書ける！ 樋口／裕一∥著　 青春出版社

910.2 日本文学の大地 中沢／新一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

910.26 文豪と京の「庭」「桜」 海野／泰男∥著 集英社

913.6 太宰治の辞書 北村／薫∥著 新潮社

913.6 考えすぎた人　お笑い哲学者列伝 清水／義範∥著 新潮社

913.6 動物記 高橋／源一郎∥著 河出書房新社

913.6 教団Ｘ 中村／文則∥著 集英社

913.6 心臓異色 中島／たい子∥著 光文社

913.6 ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＵＪＩ　小説源氏物語 林／真理子∥著 小学館

913.6 でんでら国 平谷／美樹∥著 小学館

913.6 火花 又吉／直樹∥著 文藝春秋

913.6 田園発港行き自転車　上・下 宮本／輝∥著 集英社

913.6 ラスト・ワルツ 柳／広司∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 サーカスナイト よしもと／ばなな 幻冬舎

914.6 神さまたちの遊ぶ庭 宮下／奈都∥著 光文社

914.6 ゆるい生活 群／ようこ∥著 朝日新聞出版

917 新・四字熟語 又吉／直樹∥文　 幻冬舎

933 希望の海へ マイケル・モーパーゴ 評論社


