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タイトル 著者・編者 出版者 出版年 請求記号

自省録 マルクス・アウレーリウス 岩波書店 2007 ///S（岩波文庫　青610-1）

茨木のり子詩集 茨木のり子[著] ; 谷川俊太郎[選] 岩波書店 2014 ///S（岩波文庫　緑195-1）

バラ色の雲；つれづれノート6 銀色夏生 角川書店 1997 ///S(角川文庫　き-9-30)

気分よく流れる：つれづれノート7 銀色夏生 角川書店 1998 ///S(角川文庫　き-9-33)

闇の底 薬丸岳 講談社 2009 ///S（講談社文庫　や-61-2）

15のわけあり小説 ジェフリー・アーチャー 新潮社 2011 ///S（新潮文庫 ア-5-32）

ある一日 いしいしんじ 新潮社 2014 ///S（新潮文庫　い-76-11）

李朝滅亡 片野次雄 新潮社 1997 ///S(新潮文庫 か-33-1)

100文字レシピ 川津幸子 新潮社 2003 ///S（新潮文庫　か-39-1）

徒然草REMIX 酒井順子 新潮社 2014 ///S（新潮文庫　さ-23-11）

あの街で二人は : seven love stories 村山由佳ほか 新潮社 2014 ///S（新潮文庫　し-21-6）

よろず一夜のミステリー : 水の記憶 篠原美季 新潮社 2012 ///S（新潮文庫　し-74-1）

泥流地帯 三浦綾子 新潮社 1982 ///S（新潮文庫　み-8-6）

風が強く吹いている 三浦しをん 新潮社 2009 ///S（新潮文庫　み-34-8）

パーフェクト・ブルー 宮部みゆき 東京創元社 2006 ///S（創元推理文庫　Mみ11）

コルシア書店の仲間たち 須賀敦子 白水社 2001
///S（白水Uブックス1053
エッセイの小径）

短歌パラダイス : 歌合二十四番勝負 小林恭二 岩波書店 1997 ///S（岩波新書 新赤版498）

仏教発見！ 西山厚 講談社 2004 ///S（講談社現代新書1755）

科学検定公式問題集 桑子研, 竹田淳一郎 講談社 2014 ///S(ブルーバックス B-1864)

伊勢神宮：式年遷宮と祈り 石川梵 集英社 2014
///S
(集英社新書 ヴィジュアル版033)

からだが変わる体幹ウォーキング 金哲彦 平凡社 2009 ///S(平凡社新書466)

ソーシャルメディア炎上事件簿 小林直樹 日経BP社 2011 007.3/KO



タイトル 著者・編者 出版者 出版年 請求記号

世界の夢の図書館 エクスナレッジ 2014 010/SE（学生選書）

いつもそばに本が 田辺聖子[ほか] ワイズ出版 2012 019/TA

カント 小牧治 清水書院 1993 134.2/KO

面倒くさがりやのあなたがうまくいく55の法則 本田直之 大和書房 2009 159/HO

キッパリ! : たった5分間で自分を変える方法 上大岡トメ 幻冬舎 2004 159/KA

教誨師 堀川恵子 講談社 2014 180/ＨＯ

名画で読み解くブルボン王朝12の物語 中野京子 光文社 2010 288/NA

今日もいち日、ぶじ日記 高山なおみ 新潮社 2012 289.1/TA

奇界遺産 佐藤健寿 エクスナレッジ 2010 290/SA//L

和英 : 日本の文化・観光・歴史辞典
山口百々男[編著] ; Steven Bates[英文校
閲]

三修社 2010 291/YA

東京の階段 : 都市の「異空間」階段の楽しみ方 松本泰生 日本文芸社 2007 291.3/MA

ゴジラ音楽と緊急地震速報
あの警報チャイムに込められた福祉工学のメッセージ

筒井信介 ヤマハミュージックメディア 2012 369.2/TS

まんが日本昔ばなし101 : 決定版 川内彩友美[編] 講談社 1997 388/KA

センス・オブ・ワンダー
レイチェル・カーソン [著]
上遠恵子[訳] ; 森本二太郎[写真]

新潮社 1996 404/CA

センス・オブ・ワンダーへのまなざし : レイチェル・カーソンの
感性

多田満 東京大学出版会 2014 404/TA

宇宙ロマン : 太陽系と生命の謎にせまる
NHK科学・環境番組部[編] ; 渡部潤一[監
修]

ナツメ社 2006 440/NH

超図解Web2.0グーグルアースで地球を遊ぼう! : 3D対応 澤村徹, エクスメディア[共著] エクスメディア 2007 440/SA

鉱物アソビ : 暮らしのなかで愛でる鉱物の愉しみ方 フジイキョウコ ブルース・インターアクションズ 2008 450/FU

図鑑大好き! : あなたの散歩を10倍楽しくする図鑑の話 千葉県立中央博物館[監修] 彩流社 2014 460/ZU

「日本の住宅」という実験 : 風土をデザインした藤井厚二 小泉和子 農山漁村文化協会 2008 527/FU

ひとり暮らしのインテリア実例207
全国のひとり暮らし達人の部屋テクが満載!

主婦と生活社 2011 590/HI//L

東京の喫茶店 : 琥珀色のしずく77滴 川口葉子 実業之日本社 2011 590/KA

勝てば官軍 : 成功の法則 藤田田 KKベストセラーズ 1996 673/FU

Neoteny Japan 宮村周子, 鈴木真子[編集] 美術出版社 2008 708/NA



タイトル 著者・編者 出版者 出版年 請求記号

サロメ図像学 井村君江 あんず堂 2003 723/IM

イラストで読む印象派の画家たち 杉全美帆子 河出書房新社 2013 723/SU

ユーリー・ノルシュテインの仕事 = The works of Yury
Norshtein

ユーリー・ノルシュテイン[画] ふゅーじょんぷろだくと 2003 778/NO//L

マラソン1年生 たかぎなおこ メディアファクトリー 2009 782/TA

字幕屋に「、 (てん) 」はない : 字幕はウラがおもしろい 太田直子 イカロス出版 2013 801.7/OT

言い間違いはどうして起こる? 寺尾康 岩波書店 2002 810/TE

タイム・マシン ; 宇宙戦争 ; 透明人間 ウエルズ 早川書房 1970 908/SE/2

レインツリーの国 有川浩 新潮社 2006 913.6/AR

かのこちゃんとマドレーヌ夫人 万城目学 筑摩書房 2010 913.6/MA

光圀伝 冲方丁 角川書店 2012 913.6/UB

カラーひよことコーヒー豆 小川洋子 小学館 2009 914.6/OG

谷川俊太郎質問箱 谷川俊太郎 東京糸井重里事務所 2007 914.6/TA

かもめのジョナサン　完成版 リチャード・バック[著]/五木寛之[創訳] 新潮社 2014 933/BA

心臓を貫かれて
マイケル・ギルモア[著]
村上春樹[訳]

文藝春秋 1996 936/GI

刑務所図書館の人びと : ハーバードを出て司書になった男
の日記

アヴィ・スタインバーグ[著]
金原瑞人, 野沢佳織[訳]

柏書房 2011 936/ST
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