
分類番号 主書名 著　者

210.76 岩波新書で「戦後」をよむ 小森／陽一　ほか

304 ポスト資本主義　科学・人間・社会の未来 広井／良典∥著

312.1 右傾化する日本政治 中野／晃一∥著

325.2 会社法入門 神田／秀樹∥著

410.79 数に強くなろう　ピーター流数学あそび ピーター・フランクル∥著

070.12 戦争と検閲　石川達三を読み直す 河原／理子∥著

007.3 鈴木さんにも分かるネットの未来 川上／量生∥著

131.3 プラトンとの哲学　対話篇を読む 納富／信留∥著

367.4 大学で大人気の先生が語る〈恋愛〉と〈結婚〉の人間学 佐藤／剛史∥著

289.1 生きて帰ってきた男　ある日本兵の戦争と戦後 小熊／英二∥著

440 新・天文学入門　カラー版 嶺重／慎∥編著　鈴木／文二∥編著

629.3 上野公園へ行こう　歴史＆アート探検 浦井／正明∥著

518.52 ルポ にっぽんのごみ 杉本／裕明∥著

491.32 ＡＢＯ血液型がわかる科学 山本／文一郎∥著

900 はじめての文学講義　読む・書く・味わう 中村／邦生∥著

501.6 「エネルギー自治」で地域再生！　飯田モデルに学ぶ 諸富／徹∥著

369.36 原発避難者の声を聞く　復興政策の何が問題か 山本／薫子ほか

175.1 いま、「靖国」を問う意味 田中／伸尚∥著

302.27 パレスチナ　戦火の中の子どもたち 古居／みずえ∥著

361.4 「説得力」を強くする　必ず相手を納得させる１４の作戦 藤沢／晃治∥著

410 数学ロングトレイル「大学への数学」に挑戦　じっくり着実に理解を深める 山下／光雄∥著

431.35 分子レベルで見た触媒の働き　反応はなぜ速く進むのか 松本／吉泰∥著

104 じぶん・この不思議な存在 鷲田／清一∥著

407 理系のための研究ルールガイド　上手に付き合い、戦略的に使いこなす 坪田／一男∥著

493.7 コミュ障　動物性を失った人類　正しく理解し能力を引き出す 正高／信男∥著

その他の新書

404 文系の壁　理系の対話で人間社会をとらえ直す 養老／孟司∥著

361.45 わかりあえないことから　コミュニケーション能力とは何か 平田／オリザ∥著

24.8 本屋になりたい　この島の本を売る 宇田／智子∥著　高野／文子∥絵

002 何のために「学ぶ」のか 外山／滋比古∥ほか著

104 しんがりの思想　反リーダーシップ論 鷲田／清一∥〔著〕

816 盗作の言語学　表現のオリジナリティーを考える 今野／真二∥著

041 生き抜く力を身につける 大澤／真幸∥ほか著　

910.2 古典を読んでみましょう 橋本／治∥著

159 うまくいっている人の考え方 ジェリー・ミンチントン∥〔著〕　

707.9 アート鑑賞、超入門！　７つの視点 藤田／令伊∥著

その他

22.57 装丁・装画の流儀　装丁・装画家１６３人の仕事 日本図書設計家協会∥編

28.09 今、この本を子どもの手に 東京子ども図書館∥編

049 おかんメール　４ 『おかんメール』制作委員会∥編

290.93 行ってはいけない世界遺産 花霞／和彦∥著

361.45 賢く「言い返す」技術　攻撃的な人・迷惑な人・「あの人」に　人に強くなるコミュニケーション 片田／珠美∥著

361.45 たったひとつの「真実」なんてない　メディアは何を伝えているのか？ 森／達也∥著

366 働くということ　グローバル化と労働の新しい意味 ロナルド・ドーア∥著　石塚／雅彦∥訳

367.3 母が重い！　しんどい「母と娘の関係」を楽にするヒント 下園／壮太∥著

376.48 十代の選択　新しい学校のかたち プロジェクトｉ∥編

376.8 ９割とれる最強のセンター試験勉強法　科目別・カリスマ講師が教える センター試験対策研究会∥編

379.7 東大首席弁護士が教える超速「７回読み」勉強法 山口／真由∥著

386 日本の七十二候を楽しむ　旧暦のある暮らし 白井／明大∥文　有賀／一広∥絵

457.8 生命大躍進 ＮＨＫスペシャル「生命大躍進」制作班∥編

486.6 きらめく甲虫 丸山／宗利∥著

491.7 腸内フローラ　医者いらずの驚異の力 藤田／紘一郎∥著

493.74 帰還兵はなぜ自殺するのか デイヴィッド・フィンケル∥著

499.9 江戸の動植物図譜 狩野／博幸∥監修

589.2 普段着の自由研究　実際に試して見つけた、おしゃれに見えるヒミツ 香菜子∥〔著〕

596 缶たん料理１００　安い！早い！だけどとてつもなく旨い！ 黒川／勇人∥著

596 捨てずにおいしく食べるための食材食べ切り見切り時手帖　全２０７レシピ付き！ 魚柄／仁之助∥監修

596 レシピブログの大人気レシピＢＥＳＴ１００　丸ごと！人気ブロガーのおすすめレシピ

602.1 ニッポン産業遺産の旅 二村／悟∥監修

629.75 庭師の知恵袋　ビジュアル版 日本造園組合連合会∥編

岩波新書（新赤版・ジュニア）
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674 はじめてでもできる！手づくりＰＯＰかわいい文字＆イラストの描き方

686.21 「青春１８きっぷ」ポスター紀行 込山／富秀∥著

723 名画の謎　対決篇　中野京子と読み解く 中野／京子∥著

726 たべもんどう 鈴木／のりたけ∥作

726.5 萌えキャラクターの描き方　顔・からだ編 伊原／達矢∥著　角丸／つぶら∥著

726.5 ヒロマサのお絵描き講座　顔の描き方編　マンガ うえだ／ヒロマサ∥著

726.5 ヒロマサのお絵描き講座　体の描き方編　マンガ うえだ／ヒロマサ∥著

726.5 マーカーは楽しい　プロに聞く実践テクニック くらもち／ふさこ∥〔ほか著〕

726.5 ｍｉｚｕｔａｍａさんのコースター絵日記　イラストでつづるスマイルな毎日 ｍｉｚｕｔａｍａ∥著

754.9 イラストでアレンジ！マスキングテープの使い方　ちぎって・貼って・描いて・デコる しまだ／ひろみ∥著

816.5 イエス・ノーで答える樋口式合格小論文 樋口／裕一∥著

816.5 大学受験小論文・面接の時事ネタ本　看護・医療・介護系編 森／崇子∥著

834 似ている英語 おかべ／たかし∥文　やまで／たかし∥写真

835 猫しゃべる英語なぜならシミケン教えた英文法　アメリカに行きたい猫のコロンブスのための２５レッスン 清水／建二∥著　内田／かずひろ∥絵

835 ４つのタイプ分けで英文法がわかる 清水／建二∥著

911.1 ３１音青春のこゝろ　２０１５　「ＳＥＩＴＯ百人一首」の世界 同志社女子大学∥編

911.56 第二楽章　ヒロシマの風　長崎から 吉永／小百合∥編　男鹿／和雄∥画　

914.6 ヒヨコノアルキカタ あさの／ますみ∥文　あずま／きよひこ∥絵

914.6 文集 ミムラ∥著

915.6 まんがで身につく孫子の兵法 長尾／一洋∥著　久米／礼華∥まんが

915.6 浅見光彦の日本不思議舞台地（ミステリースポット）の旅 内田／康夫∥著

919.07 漢詩をつくろう 新田／大作∥著　小嶋／明紀子∥編集協力

小説

933 忘れられた巨人 カズオ・イシグロ∥著　土屋／政雄∥訳

913.6 幽霊塔 江戸川／乱歩∥著　宮崎／駿∥カラー口絵

913.6 若冲 澤田／瞳子∥著

913.6 君の膵臓をたべたい 住野／よる∥著

913.6 兄と弟、あるいは書物と燃える石 長野／まゆみ∥著

913.6 人類最強の初恋　《最強》シリーズ　１ 西尾　維新 【著】

913.6 永い言い訳 西川／美和∥著

913.6 ヒトリコ 額賀／澪∥著

913.6 モダン 原田／マハ∥著

913.6 流 東山／彰良∥著

913.6 院内カフェ 中島／たい子∥著

＊文庫本＊

913.6 バケモノの子 細田／守∥作　ＹＵＭＥ∥挿絵

913.6 母性 湊／かなえ∥著

913.6 百年法　上・下　巻 山田／宗樹∥〔著〕

913.6 ナイルパーチの女子会 柚木／麻子∥著

933 チャイルド４４　上・下　巻 トム・ロブ・スミス∥〔著〕　田口／俊樹∥訳

933 グラーグ５７　上・下　巻 トム・ロブ・スミス∥〔著〕　田口／俊樹∥訳

933 エージェント６　上・下　巻 トム・ロブ・スミス∥〔著〕　田口／俊樹∥訳

913.6 うつくしい人 西／加奈子∥〔著〕

913.6 新約とある魔術の禁書目録（インデックス）　１３ 鎌池／和馬∥〔著〕

913.6 ソードアート・オンライン　１６　 川原／礫∥〔著〕

913.6 シフォン・リボン・シフォン 近藤／史恵∥著

913.6 ＤＯＵＢＬＥＳ！！－ダブルス－ 天沢／夏月∥〔著〕

913.6 林修の「今読みたい」日本文学講座 林／修∥〔編〕著

914.6 嘘みたいな本当の話 内田／樹∥選　高橋／源一郎∥選

914.6 最終講義　生き延びるための七講 内田／樹∥著

913.6 京極荘と百匹のうた猫　下京区花屋梅小路上ル 由似文∥〔著〕

913.6 なきむし姫 重松／清∥著

159 頭のいい人の「軽々と生きる」思考術 樋口／裕一∥著

789.3 天狗芸術論・猫の妙術　全訳注 佚斎樗山∥〔著〕　石井／邦夫∥訳注

910.2 猫の古典文学誌　鈴の音が聞こえる 田中／貴子∥〔著〕

596.21 すし物語 宮尾／しげを∥〔著〕

451.64 雨のことば辞典 倉嶋／厚∥編著　原田／稔∥編著

281.04 名将言行録　現代語訳 岡谷／繁実∥原著　北小路／健∥訳　中澤／惠子∥訳

188.61 往生要集を読む 中村／元∥〔著〕

講談社学術文庫



出版社 場所

新書
新書
新書
新書
新書
新書
新書
新書
新書
新書
新書
新書
新書
新書
新書
新書

ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ
ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ
ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ
ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ

新書
新書
新書
新書
新書
新書

ＰＨＰ研究所 新書
講談社 新書
筑摩書房 新書
筑摩書房 新書
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 新書
集英社 新書
筑摩書房 新書
筑摩書房 新書
ディスカヴァー・トゥエンティワン 新書
集英社 新書

玄光社（発売）

東京子ども図書館

扶桑社

ＣＣＣメディアハウス

三笠書房

筑摩書房

中央公論新社

家の光協会

学研教育出版

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ＰＨＰ研究所

東邦出版

ＮＨＫ出版

幻冬舎

宝島社

亜紀書房

河出書房新社

主婦と生活社

講談社

池田書店

宝島社

平凡社

講談社



ナツメ社

講談社

文藝春秋

ブロンズ新社

ホビージャパン

廣済堂出版

廣済堂出版

玄光社

玄光社

玄光社

学研教育出版

学研教育出版

東京書籍

テン・ブックス

クロスメディア・ランゲージ

ＮＨＫ出版

スタジオジブリ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ＳＤＰ

あさ出版

ベストセラーズ

明治書院

早川書房

岩波書店

文藝春秋

双葉社

大和書房

講談社

文藝春秋

小学館

文藝春秋

講談社

朝日新聞出版

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 文庫本
新潮社 文庫本
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 文庫本
文藝春秋 文庫本
新潮社 文庫本
新潮社 文庫本
新潮社 文庫本
幻冬舎 文庫本
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 文庫本
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 文庫本
朝日新聞出版 文庫本
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 文庫本
宝島社 文庫本
文藝春秋 文庫本
文藝春秋 文庫本
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 文庫本
新潮社 文庫本
大和書房 文庫本

文庫本
文庫本
文庫本
文庫本
文庫本
文庫本


