
No 書名 請求記号 所蔵館 配架場所
1 琥珀の望遠鏡 / フィリップ・プルマン[著] ; 大久保寛訳 ; 上巻, 下巻.-- 新潮社; 2004.7.-- (新潮文庫 ; フ-47-5, フ-47-6). /新潮文庫//S 多摩 2F文庫新書
2 琥珀の望遠鏡 / フィリップ・プルマン[著] ; 大久保寛訳 ; 上巻, 下巻.-- 新潮社; 2004.7.-- (新潮文庫 ; フ-47-5, フ-47-6). /新潮文庫//S 多摩 2F文庫新書
3 佐藤可士和の超整理術 / 佐藤可士和著.-- 日本経済新聞出版社; 2011.4.-- (日経ビジネス人文庫). 002/SA//S 多摩 2F文庫新書
4 訳者解説 : 新教養主義宣言リターンズ / 山形浩生著.-- バジリコ; 2009.11.-- (木星叢書). 002/YA 多摩 2F
5 Content's future (コンテンツ・フューチャー) / 小寺信良, 津田大介著.-- 翔泳社; 2007.8.-- (NT2X). 007.3/KO 多摩 2F
6 Photoshopデザインメソッド / 井上のきあ著.-- 初版第1刷.--  エムディエヌコーポレーション. 007.6/PH 多摩 2F
7 facebook(フェイスブック)基本&便利技 / 横田真俊著.-- 技術評論社; 2011.1.-- (今すぐ使えるかんたんmini). 007.6/SNS 多摩 2F
8 iPhoneアプリ開発熟達テクニック : iPhoneやiPadで動くアプリ開発の上級技の手引き書 / 林晃著.-- シーアンドアール研究 007.6/TPC 多摩 2F
9 売れるiPhoneアプリの法則 / 藤永真至著.-- 秀和システム; 2011.3. 007.6/TPC 多摩 2F

10 誰でもできるTwitter Botの作り方 : 人気キャラにつぶやかせる! / 鏑家経済研究所編.-- イーグルパブリシング; 2010.8. 007.6/TW 多摩 2F
11 図書館で調べる / 高田高史著.-- 筑摩書房; 2011.6.-- (ちくまプリマー新書 ; 160). 015/TA//S 多摩 2F文庫新書
12 編集者の教室 / 元木昌彦編 ; 粕谷一希 [ほか述].-- 徳間書店; 2010.9. 021/MO 多摩 2F
13 よくわかる電子書籍の作り方、売り方 : iPad/Kindle/PDF対応版 / 加藤雅士著.--  エムディエヌコーポレーション. 023/KA 多摩 2F
14 いやげ物 / みうらじゅん著.-- 筑摩書房; 2005.7.-- (ちくま文庫 ; [み-23-1]). 049/MI//S 多摩 2F文庫新書
15 ショッピング/パターン : 特集 / 東浩紀編集長.-- コンテクチュアズ; 2011.1.-- (思想地図β  ; Vol.1). 104/SH/1 多摩 2F
16 心理学がイッキにわかる本 : 心のギモン、すっきり解決! / 渋谷昌三監修.-- 西東社; 2011.6. 140/SH 多摩 2F
17 弱い自分を好きになる本 / 香山リカ著.-- 朝日新聞出版; 2011.6.-- (朝日文庫 ; [か40-2]). 146/KA//S 多摩 2F文庫新書
18 人を動かす / D・カーネギー著 ; 山口博訳 ; : 新装版.-- 創元社; 1999.10. 159/CA 多摩 2F
19 道は開ける / D・カーネギー [著] ; 香山晶訳 ; : 新装版.-- 創元社; 1999.10. 159/CA 多摩 2F
20 タレント力 : 相手の心をワシづかみにする“自分演出"のテクニック / 眞邊明人著.-- ダイヤモンド社; 2005.4. 159/MA 多摩 2F
21 それでも僕の人生は「希望」でいっぱい / ニック・ブイチチ著 ; 渡邉美樹監訳.-- 三笠書房; 2011.6. 159/VU 多摩 2F
22 レンズが撮らえた幕末の日本 / 岩下哲典, 塚越俊志著.-- 山川出版社; 2011.4. 215/IW 多摩 2F
23 世界を動かした21の演説 : あなたにとって「正しいこと」とは何か / クリス・アボット著 ; 清川幸美訳.-- 英治出版; 2011.2. 304/AB 多摩 2F
24 マインドコントロール : 日本人を騙し続ける支配者の真実 / 池田整治著.-- ビジネス社; 2009.12. 304/IK 多摩 2F

25
池上彰の学べるニュース / 池上彰, 「そうだったのか!池上彰の学べるニュース」スタッフ [著] ; 1 - 4: 社会人の基礎知識&
一般常識編.-- 海竜社; 2010.5-.

304/IK/5 多摩 2F

26 この国を出よ / 大前研一, 柳井正著.-- 小学館; 2010.10. 304/OM 多摩 2F
27 歴史の「はじまり」 / 大澤真幸, 北田暁大著.-- 左右社; 2008.11. 304/OS 多摩 2F
28 マルクスのかじり方 / 石川康宏著.-- 新日本出版社; 2011.3. 309.3/MA 多摩 2F
29 娘たちと話す左翼ってなに? / アンリ・ウェベール著 ; 石川布美訳.-- 現代企画室; 2004.11. 309/WE 多摩 2F
30 公共哲学 : 政治における道徳を考える / マイケル・サンデル著 ; 鬼沢忍訳.-- 筑摩書房; 2011.6.-- (ちくま学芸文庫 ; サ 311.1/SA//S 多摩 2F文庫新書
31 素顔の首相と大物政治家 : 戦後篇 / 清宮龍著.-- 善本社; 2010.8. 312.1/KI 多摩 2F
32 永田町トリビア : 明日、誰かにしゃべりたくなる! / 三反園訓著.-- ベストセラーズ; 2011.4. 312.1/MI 多摩 2F
33 歴代首相 : 知れば知るほど / 小林弘忠著.-- 実業之日本社; 2008.2. 312.8/KO 多摩 2F
34 へんな国会 : 国会議員の迷言議事録99 / のり・たまみ著.-- ポプラ社; 2010.5. 314/NO 多摩 2F
35 黒い都知事石原慎太郎 / 一ノ宮美成, グループ・K21著.-- 宝島社; 2011.1. 318.2/IS 多摩 2F
36 Code / ローレンス・レッシグ著 ; 山形浩生訳.-- 翔泳社; 2007.12. 320/LE 多摩 2F
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37 秋元康の仕事学 / NHK「仕事学のすすめ」制作班編.-- NHK出版; 2011.5. 336.1/AK 多摩 2F
38 ウォールストリート・ジャーナル式図解表現のルール / ドナ・M・ウォン著 ; 村井瑞枝訳.-- かんき出版; 2011.4. 336.1/WO 多摩 2F
39 あなたのお金と投資脳の秘密 : 神経経済学入門 / ジェイソン・ツヴァイク著 ; 堀内久仁子訳.-- 日本経済新聞出版社; 338.1/ZW 多摩 2F
40 大恐慌を駆け抜けた男 : 高橋是清 / 松元崇著.-- 中央公論新社; 2009.1. 342/TA 多摩 2F
41 「ワンピース世代」の反乱、「ガンダム世代」の憂鬱 / 鈴木貴博著.-- 朝日新聞出版; 2011.6. 361.6/SU 多摩 2F

42
福祉、教育、労働の連携による知的障害者の就業・生活支援 : 連続性のあるチーム支援モデルの提案 : 知的障害者就労
支援研究報告書 / 東京都社会福祉協議会, 東京都知的障害特別支援学校就業促進研究協議会編集.-- 東京都社会福

366.2/TO 多摩 2F

43 戦争における「人殺し」の心理学 / デーヴ・グロスマン著 ; 安原和見訳.-- 筑摩書房; 2004.5.-- (ちくま学芸文庫 ; [ク-8-1]). 368/GR//S 多摩 2F文庫新書

44
重度知的障害のある人と知的援助機器 : 自立の原点を探る / グンネル・ヴィンルンド著 ; 尾添和子訳.--  大揚社.-- (シ
リーズスウェーデンにおける自立支援 ; 1).

369.2/WI 多摩 2F

45
「習慣病」になったニッポンの大学 : 18歳主義・卒業主義・親負担主義からの解放 / 矢野真和著.-- 日本図書センター;
2011.5.-- (どう考える?ニッポンの教育問題).

377.2/YA 多摩 2F

46 特別支援教育×キャリア教育 : インターンシップ・就労支援はここまで変わる / 石塚謙二編著.-- 東洋館出版社; 2009.10. 378/IS 多摩 2F
47 一人一人の教育的ニーズに応じた特色ある実践 : 知的障害 / 大南英明, 石塚謙二編.-- 教育出版; 2011.6.-- (特別支援 378/OM 多摩 2F

48
クラウドどこでも勉強術 : スマートフォンがあれば、いつでもどこでも勉強できる! : 超情報化時代のスキマ時間活用勉強法
/ 村上崇著.-- 日本能率協会マネジメントセンター; 2011.5.

379/MU 多摩 2F

49 もういちど読む数研の高校数学 / 岡部恒治, 数研出版編集部共著 ; 第1巻.-- 数研出版; 2011-. 410/OK/1 多摩 2F
50 眠れなくなる宇宙のはなし / 佐藤勝彦著.-- 宝島社; 2008.7. 440/SA 多摩 2F
51 リアルM (マグニチュード) 9.0 : 次の地震の前に知っておきたいこと / 今村遼平著.-- 徳間書店; 2011.6.-- (徳間文庫 ; い 453/IM//S 多摩 2F文庫新書
52 人間関係が「しんどい!」と思ったら読む本 / 心屋仁之助著.-- 中経出版; 2009.10. 498/KO 多摩 2F
53 Drugs-note / 医薬情報研究所編 ; 2008 - 2011.-- じほう; 2007.10-. 499/IY/2011 多摩 2F
54 場のデザイン / 槙文彦, 三谷徹編著.-- 彰国社; 2011.3. 518/MA 多摩 2F
55 天災と国防 / 寺田寅彦 [著].-- 講談社; 2011.6.-- (講談社学術文庫 ; [2057]). 519/TE//S 多摩 2F文庫新書
56 東京建築散歩 / 矢部智子著.-- アスペクト; 2010.9. 523/YA//S 多摩 2F文庫新書

57
団地をリファイニングしよう。 : リファインからリファイニングへ / 青木茂著 ; 首都大学東京リーディングプロジェクトプロジェ
クトIIリファイニング建築開発プロジェクト研究チーム編集.-- 建築資料研究社; 2011.6.

527/AO 多摩 2F

58
小惑星探査機「はやぶさ」の超技術 : プロジェクト立ち上げから帰還までの全記録 / 「はやぶさ」プロジェクトチーム編.-- 講
談社; 2011.3.-- (ブルーバックス ; B-1722).

538/HA//S 多摩 2F文庫新書

59 生かされなかった教訓 : 巨大地震が原発を襲った / 朝日新聞取材班著.-- 朝日新聞出版; 2011.6.-- (朝日文庫). 543/AS//S 多摩 2F文庫新書
60 何かのために : sengoku38の告白 / 一色正春著.-- 朝日新聞出版; 2011.2. 557/IS 多摩 2F
61 カルピス社員のとっておきレシピ / カルピス株式会社監修.-- 池田書店; c2011. 596/KA 多摩 2F
62 世界屠畜紀行 / 内澤旬子 [著].--  角川書店.-- (角川文庫 ; 16687). 640/UC//S 多摩 2F文庫新書
63 ミルク世紀 : ミルクによるミルクのためのミルクの本 / 寄藤文平, チーム・ミルクジャパン筆.-- 美術出版社; 2011.3. 640/YO 多摩 2F
64 テレビの笑いをすべて記憶にとどめたい : 笑TV爆笑シーン採録2006-2008 / 松田健次著.-- 白夜書房; 2008.9. 699/MA 多摩 2F
65 魔術的リアリズム : メランコリーの芸術 / 種村季弘著.-- 筑摩書房; 2010.2.-- (ちくま学芸文庫 ; [タ4-2]). 702.3/TA//S 多摩 2F文庫新書
66 ジパング : 31人の気鋭作家が切り拓く、現代日本のアートシーン。.-- 青幻舎; 2011.6. 708/JI 多摩 2F
67 レオナール・フジタ : 私のパリ、私のアトリエ / ポーラ美術館学芸部編.-- 東京美術; 2011.3. 723/FO 多摩 2F
68 へうげもの / 山田芳裕 [作] ; 1服.-- 講談社; 2011.4.-- (講談社文庫 ; [や67-1]). 726/YA/1/S 多摩 2F文庫新書

69
100%ソニーミュージック : アーティストの想いを伝えたい / ソニーミュージックオフィシャル編集チーム編・著.-- ナナ・コーポ
レート・コミュニケーション; 2006.3.-- (Nanaブックス ; 0038).

760/SO 多摩 2F

70 よくわかる作曲の教科書 / 秋山公良著.-- ヤマハミュージックメディア; 2010.1. 761/AK 多摩 2F
71 虹色の言魂 : ロック・ミュージシャン名言集.--  バーン・コーポレーション.-- (Burrn!books). 764/NI 多摩 2F



72 呼吸・発声 / 加瀬玲子著.--  Voicing.-- (声を仕事に使う人のための加瀬メソッド ; . 基礎編 ; 上). 767/KA/1 多摩 2F
73 滑舌・ストレッチ / 加瀬玲子著.--  Voicing.-- (声を仕事に使う人のための加瀬メソッド ; . 基礎編 ; 下). 767/KA/2 多摩 2F
74 70年代ノート : 時代と音楽、あの頃の僕ら / 田家秀樹著.-- 毎日新聞社; 2011.3. 767/TA 多摩 2F
75 徹子ザ・ベスト / 黒柳徹子著.-- 講談社; 2011.2. 772/KU 多摩 2F
76 映画を作りながら考えたこと / 高畑勲著 ; [1], 2.-- 徳間書店; 1991.8. 778/TA/2 多摩 2F
77 日本男児 / 長友佑都著.-- ポプラ社; 2011.5. 783/NA 多摩 2F
78 サッカーバルセロナ戦術アナライズ : 最強チームのセオリーを読み解く / 西部謙司著.-- カンゼン; 2011.6. 783/NI 多摩 2F
79 残念な人の英語勉強法 / 山崎将志, Dean R. Rogers著.-- 幻冬舎; 2011.2. 830.7/YA 多摩 2F
80 世界とつながるTwitter英語学習法 / 本間正人 [著].-- ディスカヴァー・トゥエンティワン; 2010.6. 830/HO 多摩 2F
81 シャドーイングと音読の科学 / 門田修平著.-- コスモピア; 2007.2. 831/KA 多摩 2F
82 ロックの英詞を読む / ピーター・バラカン著.--  集英社インターナショナル. 837/BA 多摩 2F
83 英語で言ってみたい 「この一言」 : ポケット版/ Charles Browne, ブラウンゆかり著.-- 語研; 2011.5. 837/BR 多摩 2F
84 30分で英語が話せる : 99%の人が英語が話せる方法 / クリス岡崎著.-- ダイヤモンド社; 2011.5. 837/CH 多摩 2F
85 とっておきの英会話表現辞典 : カラー版 / 巽一朗著.-- ナツメ社; 2007.5. 837/TA 多摩 2F

86
教科書、辞書のその英語、ネイティブはもう使いません = English from textbooks and dictionaries that natives don't use /
David A. Thayne, 小池信孝著.-- 主婦の友社; 2010.1.

837/TH 多摩 2F

87 その「ひとこと」、ネイティブ英語でこう言いますpocket / David A.Thayne, 小池信孝著.-- 主婦の友社; 2009.5. 837/TH//S 多摩 2F文庫新書
88 その英語、ネイティブにはこう聞こえますSELECT / David A. Thayne, 小池信孝著 ; [1], 2.-- 主婦の友社; 2008.7-. 837/TH/1/S 多摩 2F文庫新書
89 その英語、ネイティブにはこう聞こえますSELECT / David A. Thayne, 小池信孝著 ; [1], 2.-- 主婦の友社; 2008.7-. 837/TH/2/S 多摩 2F文庫新書
90 脚本コクリコ坂から / 宮崎駿, 丹羽圭子著.--  角川書店. 912/MI 多摩 2F
91 浜村渚の計算ノート / 青柳碧人 [著].-- 講談社; 2011.6.-- (講談社文庫 ; [あ118-1]). 913.6/AO//S 多摩 2F文庫新書
92 ひぐらしふる / 彩坂美月著.-- 幻冬舎; 2011.6. 913.6/AY 多摩 2F
93 クォンタム・ファミリーズ / 東浩紀著.-- 新潮社; 2009.12. 913.6/AZ 多摩 2F
94 あなたのための物語 / 長谷敏司著.-- 早川書房; 2011.6.-- (ハヤカワ文庫 ; JA1036). 913.6/HA//S 多摩 2F文庫新書
95 ゆで卵 / 辺見庸[著].-- 角川書店; 1998.10.-- (角川文庫 ; 10830). 913.6/HE//S 多摩 2F文庫新書
96 カッコウの卵は誰のもの / 東野圭吾著.-- 光文社; 2010.1. 913.6/HI 多摩 2F
97 麒麟の翼 / 東野圭吾著.-- 講談社; 2011.3. 913.6/HI 多摩 2F
98 時生 / 東野圭吾[著].-- 講談社; 2005.8.-- (講談社文庫 ; [ひ-17-25]). 913.6/HI//S 多摩 2F文庫新書
99 どちらかが彼女を殺した / 東野圭吾 [著].-- 講談社; 1999.5.-- (講談社文庫). 913.6/HI//S 多摩 2F文庫新書

100 流星の絆 / 東野圭吾 [著].-- 講談社; 2011.4.-- (講談社文庫 ; [ひ-17-27]). 913.6/HI//S 多摩 2F文庫新書
101 同級生 / 東野圭吾 [著].-- 講談社; 1996.8.-- (講談社文庫 ; [ひ-17-13]). 913.6/HI//S 多摩 2F文庫新書
102 卒業 : 雪月花殺人ゲーム / 東野圭吾[著].-- 講談社; 1989.5.-- (講談社文庫 ; ひ-17-2). 913.6/HI//S 多摩 2F文庫新書
103 白銀ジャック / 東野圭吾著.-- 実業之日本社; 2010.10.-- (実業之日本社文庫 ; ひ1-1). 913.6/HI//S 多摩 2F文庫新書
104 警視庁特殊犯捜査係 / 誉田哲也著.-- 中央公論新社; 2008.12.-- (中公文庫 ; [ほ-17-1] . ジウ||ジウ ; 1). 913.6/HO/1/S 多摩 2F文庫新書
105 警視庁特殊急襲部隊 / 誉田哲也著.-- 中央公論新社; 2009.1.-- (中公文庫 ; [ほ-17-2] . ジウ||ジウ ; 2). 913.6/HO/2/S 多摩 2F文庫新書
106 新世界秩序 / 誉田哲也著.-- 中央公論新社; 2009.2.-- (中公文庫 ; [ほ-17-3] . ジウ||ジウ ; 3). 913.6/HO/3/S 多摩 2F文庫新書
107 バカが全裸でやってくる / 入間人間[著].--  アスキー・メディアワークス.-- (メディアワークス文庫 ; 0043). 913.6/IR//S 多摩 2F文庫新書
108 魔王 / 伊坂幸太郎 [著].-- 講談社; 2008.9.-- (講談社文庫 ; [い-111-2]). 913.6/IS//S 多摩 2F文庫新書
109 アヒルと鴨のコインロッカー / 伊坂幸太郎著.-- 東京創元社; 2006.12.-- (創元推理文庫). 913.6/IS//S 多摩 2F文庫新書
110 フライ,ダディ,フライ / 金城一紀著.-- 角川書店; 2005.5, c2003. 913.6/KA 多摩 2F
111 言壷 / 神林長平著.-- 早川書房; 2011.6.-- (ハヤカワ文庫 ; JA1037). 913.6/KA//S 多摩 2F文庫新書
112 かめ探偵K / 北野勇作 [著].--  アスキー・メディアワークス.-- (メディアワークス文庫 ; 0087). 913.6/KI//S 多摩 2F文庫新書



113 ポリティコン / 桐野夏生著 ; 上, 下.-- 文藝春秋; 2011.2. 913.6/KI/1 多摩 2F
114 ポリティコン / 桐野夏生著 ; 上, 下.-- 文藝春秋; 2011.2. 913.6/KI/2 多摩 2F
115 ガーデン・ロスト / 紅玉いづき [著].--  アスキー・メディアワークス.-- (メディアワークス文庫 ; こ2-1). 913.6/KO//S 多摩 2F文庫新書
116 豆腐小僧双六道中ふりだし / 京極夏彦 [著].-- 文庫版.--  角川書店.-- (角川文庫 ; 16495). 913.6/KY//S 多摩 2F文庫新書
117 トリハダ : 恐怖は常にあなたの隣に。 / 三木康一郎脚本 ; 石田雅彦文.-- 扶桑社; 2009.7. 913.6/MI 多摩 2F
118 Nのために / 湊かなえ著.-- 東京創元社; 2010.1. 913.6/MI 多摩 2F
119 花の鎖 / 湊かなえ[著].-- 文藝春秋; 2011.3. 913.6/MI 多摩 2F
120 少女 / 湊かなえ著.-- 早川書房; 2009.1.-- (ハヤカワ・ミステリワールド). 913.6/MI 多摩 2F
121 この女 / 森絵都著.-- 筑摩書房; 2011.5. 913.6/MO 多摩 2F
122 いつかパラソルの下で / 森絵都 [著].--  角川書店.-- (角川文庫 ; 15106). 913.6/MO//S 多摩 2F文庫新書
123 宇宙のみなしご / 森絵都 [著].--  角川書店.-- (角川文庫 ; 16324). 913.6/MO//S 多摩 2F文庫新書
124 悪意の手記 / 中村文則 [著].-- 新潮社; 2005.8. 913.6/NA 多摩 2F
125 僕は、そして僕たちはどう生きるか / 梨木香歩著.-- 理論社; 2011.4. 913.6/NA 多摩 2F
126 霧こそ闇の / 仲町六絵 [著].--  アスキー・メディアワークス.-- (メディアワークス文庫). 913.6/NA//S 多摩 2F文庫新書
127 秋田新幹線 「こまち」 殺人事件 / 西村京太郎 [著].-- 講談社; 2011.6.-- (講談社文庫 ; [に1-103]). 913.6/NI//S 多摩 2F文庫新書
128 ダブルダウン勘繰郎 ; トリプルプレイ助悪郎 / 西尾維新 [著].-- 講談社; 2010.1.-- (講談社文庫 ; [に-32-10] . JDC 913.6/NI//S 多摩 2F文庫新書
129 短篇ベストコレクション : 現代の小説 / 日本文藝家協会編 ; 2001 - 2011.-- 徳間書店; 2001.5-.-- (徳間文庫). 913.6/NI/2011/ 多摩 2F文庫新書
130 ドミノ / 恩田陸 [著].-- 角川書店; 2004.1.-- (角川文庫 ; 13221). 913.6/ON//S 多摩 2F文庫新書
131 真夜中のパン屋さん : 午前0時のレシピ / 大沼紀子 [著].-- ポプラ社; 2011.6.-- (ポプラ文庫). 913.6/ON//S 多摩 2F文庫新書
132 キミは知らない / 大崎梢著.-- 幻冬舎; 2011.5. 913.6/OS 多摩 2F
133 暗黒旅人 / 大沢在昌 [著].-- 講談社; 2011.6.-- (講談社文庫 ; [お45-20]). 913.6/OS//S 多摩 2F文庫新書
134 マボロシの鳥 / 太田光著.-- 新潮社; 2010.10. 913.6/OT 多摩 2F
135 平面いぬ。 / 乙一著.-- 集英社; 2003.6.-- (集英社文庫 ; お-46-3). 913.6/OT//S 多摩 2F文庫新書
136 短劇 / 坂木司著.-- 光文社; 2011.2.-- (光文社文庫 ; さ24-2). 913.6/SA//S 多摩 2F文庫新書
137 シンデレラ・ティース / 坂木司著.-- 光文社; 2009.4.-- (光文社文庫). 913.6/SA//S 多摩 2F文庫新書
138 みぞれ / 重松清 [著].--  角川書店.-- (角川文庫 ; 15235). 913.6/SH//S 多摩 2F文庫新書
139 希望ケ丘の人びと / 重松清著 ; 上, 下.-- 小学館; 2011.5.-- (小学館文庫 ; [し5-9], [し5-10]). 913.6/SH/1/S 多摩 2F文庫新書
140 希望ケ丘の人びと / 重松清著 ; 上, 下.-- 小学館; 2011.5.-- (小学館文庫 ; [し5-9], [し5-10]). 913.6/SH/2/S 多摩 2F文庫新書
141 本日は大安なり / 辻村深月著.--  角川書店. 913.6/TS 多摩 2F
142 ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。 / 辻村深月著.-- 講談社; 2009.9. 913.6/TS 多摩 2F
143 ロードムービー / 辻村深月著.-- 講談社; 2010.9.-- (講談社ノベルス ; [ツI-11]). 913.6/TS 多摩 2F
144 V.T.R. / 辻村深月著.-- 講談社; 2010.2.-- (講談社ノベルス ; [ツI-10]). 913.6/TS 多摩 2F
145 ふちなしのかがみ / 辻村深月著.--  角川書店. 913.6/TS 多摩 2F
146 陰悩録 : リビドー短篇集 / 筒井康隆 [著].-- 角川書店; 2006.7.-- (角川文庫 ; 14315). 913.6/TS//S 多摩 2F文庫新書
147 佇むひと : リリカル短篇集 / 筒井康隆 [著].-- 角川書店; 2006.10.-- (角川文庫 ; 14431). 913.6/TS//S 多摩 2F文庫新書
148 ポトスライムの舟 / 津村記久子 [著].-- 講談社; 2011.4.-- (講談社文庫 ; [つ-31-1]). 913.6/TS//S 多摩 2F文庫新書
149 冷たい校舎の時は止まる / 辻村深月[著] ; 上, 下.-- 講談社; 2007.8.-- (講談社文庫 ; [つ-28-1]-[つ-28-2]). 913.6/TS/1/S 多摩 2F文庫新書
150 冷たい校舎の時は止まる / 辻村深月[著] ; 上, 下.-- 講談社; 2007.8.-- (講談社文庫 ; [つ-28-1]-[つ-28-2]). 913.6/TS/2/S 多摩 2F文庫新書
151 「紫の女 (ひと) 」殺人事件 / 内田康夫 [著].--  角川書店.-- (角川文庫 ; 16831). 913.6/UC//S 多摩 2F文庫新書
152 あの空の下で / 吉田修一著.-- 集英社; 2011.5.-- (集英社文庫 ; [よ23-2]). 913.6/YO//S 多摩 2F文庫新書
153 郵便的不安たちβ  / 東浩紀著.-- 河出書房新社; 2011.4.-- (河出文庫 ; . 東浩紀アーカイブス||アズマ ヒロキ アーカイブス 914.6/AZ//S 多摩 2F文庫新書
154 ぐうたら社会学 / 遠藤周作著.-- 集英社; 2011.5.-- (集英社文庫 ; え2-13). 914.6/EN//S 多摩 2F文庫新書



155 ぜったい好きになってやる! / みうらじゅん著.-- 筑摩書房; 2009.1.-- (ちくま文庫 ; [み-23-4]). 914.6/MI//S 多摩 2F文庫新書
156 さらば友よ / 三谷幸喜著.-- 朝日新聞出版; 2011.4.-- (三谷幸喜のありふれた生活 / 三谷幸喜著 ; 9). 914.6/MI/9 多摩 2F
157 もの食う人びと / 辺見庸 [著].-- 角川書店; 1997.6.-- (角川文庫 ; 10373). 916/HE//S 多摩 2F文庫新書
158 ねじまき少女 / パオロ・バチガルピ著 ; 田中一江, 金子浩訳 ; 上, 下.-- 早川書房; 2011.5-2011.6.-- (ハヤカワ文庫 ; 933/BA/1/S 多摩 2F文学賞
159 ねじまき少女 / パオロ・バチガルピ著 ; 田中一江, 金子浩訳 ; 上, 下.-- 早川書房; 2011.5-2011.6.-- (ハヤカワ文庫 ; 933/BA/2/S 多摩 2F文学賞
160 マイケル・K / J.M.クッツェー著 ; くぼたのぞみ訳.-- 筑摩書房; 2006.8.-- (ちくま文庫 ; [く-22-1]). 933/CO//S 多摩 2F文庫新書
161 夷狄を待ちながら / J.M.クッツェー [著] ; 土岐恒二訳.-- 集英社; 2003.12.-- (集英社文庫). 933/CO//S 多摩 2F文庫新書
162 127時間 / アーロン・ラルストン著 ; 中谷和男訳.-- 小学館; 2011.4.-- (小学館文庫 ; [ラ3-1]). 936/RA//S 多摩 2F文庫新書
163 コルテスの海 / ジョン・スタインベック著 ; 吉村則子, 西田美緒子訳.-- 工作舎; 1992.12.-- (Planetary Classics). 936/ST 多摩 2F
164 カッコウはコンピュータに卵を産む / クリフォード・ストール著 ; 池央耿訳 ; 上, 下.-- 草思社; 1991.9. 936/ST/1 多摩 2F
165 カッコウはコンピュータに卵を産む / クリフォード・ストール著 ; 池央耿訳 ; 上, 下.-- 草思社; 1991.9. 936/ST/2 多摩 2F
166 本のなかで恋をして / パオラ・カルヴェッティ著 ; 中村浩子訳.-- 小学館; 2011.6.-- (小学館文庫 ; [カ2-1]). 970/CA//S 多摩 2F文庫新書
167 ドストエフスキー人物事典 / 中村健之介 [著].-- 講談社; 2011.6.-- (講談社学術文庫 ; [2055]). 980/DO//S 多摩 2F文庫新書


