
タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号 

東大卒プロゲーマー : 論理は結局、情熱にかなわない ときど PHP研究所 2014 ///S 
PHP新書938 

道徳形而上学原論 カント 岩波書店  1976 ///S 
岩波文庫 青(33)-625-1 

提婆達多 中勘助 岩波書店  1985 ///S 
岩波文庫 緑(31)-051-5 

出家とその弟子: 極限状況における人間 倉田百三 岩波書店  2003 ///S 
岩波文庫 緑(31)-067-1 

人生の価値を考える 武田修志 講談社 1998 ///S 
講談社現代新書1391 

荒天の武学 内田樹, 光岡英稔 集英社 2012 ///S 
集英社新書0671C 

クリスマス12のミステリー   I.アシモフほか[編] 新潮社 1985 ///S 
新潮文庫ア-6-3 

スタイルズ荘の怪事件 クリスティ[著] 
真野明裕[訳] 新潮社 1995 ///S 

新潮文庫ク-3-18 
人間の土地 サン=テグジュペリ[著]  

 堀口大学[訳] 新潮社 1955 ///S 
新潮文庫サ-1-2 

岩合光昭のネコ   岩合光昭 新潮社 2014 ///S 
新潮文庫い-38-14 

食い意地クン  久住昌之 新潮社 2013 ///S 
新潮文庫く-48-1 

雪の練習生 多和田葉子 新潮社 2013 ///S 
新潮文庫た-106-1 

不思議な羅針盤 梨木香歩 新潮社 2015 ///S 
新潮文庫な-37-11 

TDLレストランぜんぶ食べたガイド : 全土産店紹介付 堀井憲一郎 新潮社 2015 ///S 
新潮文庫ほ-20-3 

TDSレストランぜんぶ食べたガイド : 全土産店紹介付 堀井憲一郎 新潮社 2015 ///S 
新潮文庫ほ-20-4 
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本格小説 水村美苗 新潮社 2005 ///S 
新潮文庫み-28-3・4 

人生のこつあれこれ  2012・2013 よしもとばなな 新潮社 2013 ///S 
新潮文庫よ-18-30・32 

大学の思い出は就活です(苦笑) : 大学生活50のお約束 石渡嶺司 筑摩書房 2012 ///S 
ちくま新書949 

クリスマス・キャロル ディケンズ[著] 
村岡花子[訳] 河出書房新社 1994 ///S 

世界文学の玉手箱18 
タモリと戦後ニッポン 近藤正高 講談社 2015 ///S 

講談社現代新書2328 
近江山河抄 白洲正子 講談社 1994 ///S 

講談社文芸文庫し-C-5  
愚者が訊く 倉本聰,林原博光 双葉社 2014 002/KU 

パソコンマナーの掟 : 今さら人には聞けない「べからず!」集  きたみりゅうじ 翔泳社 2004 007.6/KI 

大人のための読書の全技術 齋藤孝 KADOKAWA 2014 019/SA 

死にカタログ 寄藤文平 大和書房 2005 114/YO 

菜根譚 大野出[編・著] 
松井光彦, 三浦雅彦[著]  ナツメ社 2010 159/ON 

仏教の教科書   洋泉社 2015 180/BU 

驚きの江戸時代: 目付は直角に曲がった  高尾善希 柏書房 2014 215/TA 

日高敏隆の口説き文句 小長谷有紀, 山極寿一[編] 岩波書店 2010 289.1/HI 

東京スーベニイル手帖 : ぼくの伯父さんのお買い物散歩ブック 沼田元気 白夜書房 2003 291.3/NU 

タモリのTokyo坂道美学入門 タモリ[著・写真] 講談社 2011 291.3/TA 
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東京歴史さんぽ : 時代をめぐり、町を歩こう。   ぴあ 2011 291.3/TO 

街場の戦争論 内田樹 ミシマ社 2014 304/UC 

永続敗戦論 : 戦後日本の核心 白井聡 太田出版 2013 319.1/SH 

アリババ帝国 : ネットで世界を制するジャック・マーの挑戦 張剛[著]永井麻生子, 
王蓉美, 王彩麗[訳] 東洋経済新報社 2010 335.1/BA 

ネットで学ぶ世界の大学MOOC入門 重田勝介 実業之日本社 2014 379/SH 
ファッションフード、あります。 

 : はやりの食べ物クロニクル1970-2010  畑中三応子 紀伊国屋書店 2013 383/HA 

江戸の暮らし図鑑 : 女性たちの日常 菊地ひと美[著・画] 東京堂出版 2015 384/KI 

ドミトリーともきんす 高野文子 中央公論新社 2014 402/TA 

先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます!  小林朋道 築地書館 2007 481/KO 

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

フード・ルール: 人と地球にやさしいシンプルな食習慣64  マイケル・ポーラン[著]  
ラッセル秀子[訳] 東洋経済新報社 2010 498/PO 

オリンピック・シティ東京 : 1940・1964  片木篤 河出書房新社 2010 518/KA 
テレビスポーツ50年 :  

オリンピックとテレビの発展 : 力道山から松井秀喜まで  杉山 茂 角川インタラクティ
ブ・メディア 2003 699/SU 

額縁と名画 : 絵画ファンのための額縁鑑賞入門 ニコラス・ペニー[著] 
古賀敬子[訳] 八坂書房 2014 724/PE 

ボブ・マーリーとともに  
リタ・マーリー, ヘッ
ティ・ジョーンズ[著]  
山川真理, 越膳こずえ, 

島田陽子[訳] 
 河出書房新社 2005 767/MA 
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モードの体系 : その言語表現による記号学的分析 ロラン・バルト[著]  
佐藤信夫[訳] みすず書房 1972 801/BA 

銀河鉄道の夜 宮沢賢治  星の手帖社 1986 909.3/MI 

トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス[著] 
高杉一郎[訳] 岩波書店 1967 909.3/PE 

新世界より 貴志祐介 講談社 2008 913.6/KI/1・2 

小暮写眞館 宮部みゆき 講談社 2010 913.6/MI 

天平グレート・ジャーニー : 遣唐使・平群広成の数奇な冒険 上野誠 講談社 2012 913.6/UE 

哀しい予感 吉本ばなな 角川書店 1988 913.6/YO 

幸田文どうぶつ帖 幸田文[著] 青木玉[編] 平凡社 2010 914.6/KO 

脳あるヒト心ある人 養老 孟司,角田光代 扶桑社新書 2008 914.6/YO 

街道をついてゆく 村井重俊 朝日新聞出版 2008 915.6/SH 

アメリカミステリ傑作選2001 
スー・グラフトン、  

オットー・ペンズラー[編]   
愛甲悦子ほか[訳] 

DHC 2001 933/AM/2001 

チョコレート・アンダーグラウンド アレックス・シアラー[著] 
金原瑞人[訳] 求竜堂 2004 933/SH 

誰が星の王子さまを殺したのか : モラル・ハラスメントの罠 安冨歩 明石書店 2014 950/SA 
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