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タイトル 著者 出版社 出版年 請求記号 

中学受験 横田増生著 岩波書店 2013 
///S 
(岩波新書 ; 新赤版 1462) 

江戸川乱歩短篇集 千葉俊ニ編 岩波書店 2008 
///S 
(岩波文庫 ; 緑-181-1) 

栄養学を拓いた巨人たち : 「病原菌なき難病」征服のドラマ 杉晴夫著 講談社 2013 
///S 
(ブルーバックス ; B-1811) 

チャングム、イ・サンの監督が語る韓流時代劇の魅力 
イ・ビョンフン著 
白井美友紀訳 

集英社 2012 
///S 
(集英社新書 ; 0632) 

フェルメール全点踏破の旅 朽木ゆり子著 集英社 2006 
///S 
(集英社新書 
  ; ヴィジュアル版 ; 003V) 

日本人の9割が間違える英語表現100 
キャサリン・A・クラフト著 
里中哲彦編訳 

筑摩書房 2017 
///S 
(ちくま新書 ; 1230) 

ダ・ヴィンチ絵画の謎 : カラー版 斎藤泰弘著 中央公論新社 2017 
///S 
(中公新書 ; 2425) 

スコットランドの聖なる石 : ひとつの国が消えたとき  小林章夫著 日本放送出版協会 2001 
///S 
(NHKブックス ; 918) 

チャップリン自伝 : 若き日々 
チャールズ・チャップリン [著] 
中里京子訳 

新潮社 2017 
///S 
(新潮文庫 ; チ-2-1) 

英国諜報員アシェンデン  
サマセット・モーム [著] 
金原瑞人訳 

新潮社 2017 
///S 
(新潮文庫 ; モ-5-14) 

そよ風ときにはつむじ風  [正] [続] [続続] 池部良著 新潮社 
1995-
1998 

///S 
(新潮文庫 ; い-45-1,2,3) 

ターン 北村薫著 新潮社 2000 
///S 
(新潮文庫 ; き-17-2) 

下町不思議町物語 香月日輪著 新潮社 2012 
///S 
(新潮文庫 ; こ-54-1) 

世界最悪の鉄道旅行ユーラシア横断2万キロ 下川裕治著 新潮社 2011 
///S 
(新潮文庫 ; し-57-3) 

かたみ歌 朱川湊人著 新潮社 2008 
///S 
(新潮文庫 ; し-61-1) 

氷上の光と影 : 知られざるフィギュアスケート 田村明子著 新潮社 2011 
///S 
(新潮文庫 ; た-92-1) 

とにかくうちに帰ります  津村記久子著 新潮社 2015 
///S 
(新潮文庫 ; つ-34-1) 
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たましくる 堀川アサコ著 新潮社 2011 
///S 
(新潮文庫 ; ほ-21-1) 

これはこの世のことならず : たましくる 堀川アサコ著 新潮社 2013 
///S 
(新潮文庫 ; ほ-21-2) 

悟浄出立 万城目学著 新潮社 2017 
///S 
(新潮文庫 ; ま-48-1) 

住まいとほどよくつきあう 宮脇檀著 新潮社 1994 
///S 
(新潮文庫 ; み-23-1) 

螢川・泥の河 宮本輝著 新潮社 1994 
///S 
(新潮文庫 ; み-12-9) 

本格小説 [上] [下] 水村美苗著 新潮社 2005 
///Ｓ 
(新潮文庫 ; み-28-3, 4) 

生きてるだけで、愛。 本谷有希子著 新潮社 2009 
///S 
(新潮文庫 ; も-35-1) 

辞書はジョイスフル 柳瀬尚紀著 新潮社 1996 
///S 
(新潮文庫 ; や-41-1) 

もの食う話 文藝春秋編 文藝春秋 2015 
///S 
(文春文庫 ; [編-5-10]) 

ネコたちをめぐる世界 日高敏隆著 小学館 1993 
///S 
(小学館ライブラリー ; 43) 

あたらしい哲学入門 : なぜ人間は八本足か? 土屋賢二著 文藝春秋 2011 100/TS 

ブルーデイブック 
ブラッドリー・トレバー・グリーヴ著 
石田享訳 

竹書房 2000 159/GR 

アニメで読む世界史 藤川隆男編 山川出版社 2011 204/FU 

関東古墳散歩 : エリア別徹底ガイド 相原精次, 三橋浩著 彩流社 2004 212/AI 

クリエイティブ都市論 : 創造性は居心地のよい場所を求める 
リチャード・フロリダ著 
井口典夫訳 

ダイヤモンド社 2009 332.9/FL 

天気と気象についてわかっていることいないこと 
 : ようこそ、そらの研究室へ 

筆保弘徳, 芳村圭編著 
稲津將 [ほか] 著 

べレ出版 2013 451/FU 

クマムシ研究日誌 : 地上最強生物に恋して 堀川大樹著 東海大学出版部 2015 483/HO 

シロアリ : 女王様、その手がありましたか！ 松浦健二著 岩波書店 2013 486/MA 
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台湾 : 日本統治時代の歴史遺産を歩く 片倉佳史著 戎光祥出版 2004 523/KA 

最高の環境建築をつくる方法  
= How to design the ultimate ecological architecture  

山梨知彦, 伊香賀俊治[著] エクスナレッジ 2013 525/YA 

光の教会 : 安藤忠雄の現場 平松剛著 建築資料研究社 2000 526/AN 

香水のゴールデンルール 新間美也著 原書房 2010 570/SH 

ワインの基礎知識   枻出版社 2010 580/WA 

世界のお弁当 : 心をつなぐ味レシピ55  服部直美著 情報センター出版局 2008 590/HA 

着物でわくわく12カ月 きくちいま絵と文 リヨン社 2004 590/KI 

人生がときめく片づけの魔法 [1] [2] 近藤麻理恵著 サンマーク出版 2011 
[1] 590/KO 
[2] 590/KO/2 

日本の四季ごちそう暦 : 伝えたい旬菜と行事食 高橋敦子著 女子栄養大学出版部 2011 590/TA 

バナナの世界史 : 歴史を変えた果物の数奇な運命 
ダン・コッペル著 
黒川由美訳 

太田出版 2012 620/KO 

天野祐吉のCM天気図傑作選 : 経済大国から「別品」の国へ 天野祐吉著 朝日新聞出版 2013 674/AM 

ピーターラビットの世界へ : ビアトリクス・ポターのすべて 河野芳英著 河出書房新社 2016 726/PO 

Life on Instagram : 2017 Particular Books 2016 740/LI 

Capture your style : transform your Instagram images, showcase your 
life, and build the ultimate platform 

Aimee Song with Erin Weinger  [with 
foreword by Diane von Furstenberg] 

Abrams 2016 740/SO 

世界デザイン史 : カラー版 阿部公正 [ほか著] 美術出版社 1995 750/AB 

ディアギレフ・バレエ年代記1909-1929  
セルゲイ・グリゴリエフ著 
森瑠依子ほか訳 

平凡社 2014 769/GR 

かぶき手帖 [2017年版] 
伝統歌舞伎保存会, 松竹,  
日本俳優協会編集 

SSコミュニケーションズ 2017 774/DE/2017 

食べて勝つスポーツ栄養の基礎知識 : コンビニ・外食大活用 齊藤愼一編 講談社 2002 780/SA 
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字幕屋に「、 (てん) 」はない : 字幕はウラがおもしろい 太田直子著 イカロス出版 2013 801.7/OT 

ことば談義寐ても寤ても 山田俊雄, 柳瀬尚紀著 岩波書店 2003 810/YA 

うろんな客 
エドワード・ゴーリー著 
柴田元幸訳 

河出書房新社 2000 909.3/GO 

ジャラマイヤとミンおばさん 
シャロン・ジェニングス作 
ミレイユ・ルベール絵 

丸善メイツ 1990 909.3/SO/52 

澁澤龍彦ふたたび 河出書房新社 2017 910.7/SH 

暗黒女子  秋吉理香子著 双葉社 2013 913.6/AK 

偉大なる、しゅららぼん  万城目学著 集英社 2011 913.6/MA 

クビキリサイクル : 青色サヴァンと戯言遣い 西尾維新著 講談社 2002 913.6/NI 

はなとゆめ 冲方丁著 KADOKAWA 2013 913.6/UB 

サーカスナイト  よしもとばなな著 幻冬舎 2015 913.6/YO 

ツチヤの貧格 土屋賢二著 文藝春秋 2008 914.6/TS 

ホエール・トーク 
クリス・クラッチャー著 
金原瑞人, 西田登訳 

青山出版社 2004 933/CR 

ナイフ投げ師 
スティーヴン・ミルハウザー[著] 
柴田元幸訳 

白水社 2008 933/MI 

キッド : 僕と彼氏はいかにして赤ちゃんを授かったか 
ダン・サヴェージ [著] 
大沢章子訳 

みすず書房 2016 936/SA 

碁を打つ女 
シャン・サ著 
平岡敦訳 

早川書房 2004 953/ＳＨ 

時は老いをいそぐ 
アントニオ・タブッキ著 
和田忠彦訳 

河出書房新社 2012 970/TA 
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