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1 出会いなおし 森絵都 文藝春秋 1F 0538121 913.6/Mo45 出会い

2 長いお別れ
レイモンド・チャンドラ—著/
清水俊二訳

早川書房 ブラウジング 0471188
ハヤカワ・ミステリ文庫 ;
HM7-1

別れ

3 「分ける」こと「わかる」こと 坂本賢三 講談社 文庫・新書（2F) 0344154 講談社学術文庫 ; 1767 分ける

4 枕草子　（上・中・下）
清少納言著/上坂信男[ほ
か]全訳注

講談社 文庫・新書（2F) 0331383-5 講談社学術文庫 ; 1402-4 春

5 花の民俗学 桜井満 講談社 文庫・新書（2F) 0354586 講談社学術文庫 ; 1857 花

6 美しき免疫の力 : 人体の動的ネットワークを解き明かす
ダニエル・M.デイヴィス著/
久保尚子訳

NHK出版 リハ2 0538894 491.8/D46 花粉症、免疫力

7 ひとり暮らし 谷川俊太郎 新潮社 文庫・新書（2F) 0420354 新潮文庫 ; た-60-3 一人暮らし

8
写真でわかる世界の防犯 : 驚きのアイデアで犯罪を「あきらめさせる」 :
遺跡・デザイン・まちづくり

小宮信夫 小学館 1F 0535314 518.8/Ko65 防犯

9 ルポ児童相談所 大久保真紀 朝日新聞出版 2F 0539928 369.43/O54 守る

10 桜ほうさら 宮部みゆき PHP研究所 1F 0501220 913.6/Mi71 桜

11 「特集」酒と日本文化 （Human : 知の森へのいざない） 人間文化研究機構監修 平凡社 1F 0516302 002/H98 酒

12 ドガ ダンス デッサン
ポール・ヴァレリー著/清水
徹訳

筑摩書房 1F 0348210 723.35/V23 舞う

13 何者 朝井リョウ 新潮社 1F 0499196 913.6/A83 社会

14 この世でいちばん大事な「カネ」の話 西原理恵子著・装画・挿画 理論社 1F 0359133 159.7/Sa17 お金

15 日日是好日 : 「お茶」が教えてくれた15のしあわせ 森下 典子 新潮社 文庫・新書（2F) 0539856 新潮文庫 ; も-34-1 自由

16 Learn Better : 頭の使い方が変わり、学びが深まる6つのステップ
アーリック・ボーザー著/月
谷真紀訳

英治出版 2F 0538659 371.41/B66 勉強

17 サイコパス 中野信子 文藝春秋 文庫・新書（2F) 0533857 文春新書 ; 1094 脳

18 レッドマーケット : 人体部品産業の真実
スコット・カーニー著/二宮
千寿子訳

講談社 リハ2 0487782 490.15/C19 臓器

19 家守綺譚 梨木香歩 新潮社 文庫・新書（2F) 0347838 新潮文庫 ; な-37-7 引っ越し
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20 捨てる女 内澤旬子 本の雑誌社 1F 0517763 914.6/U25 ゴミ

21 平安京のニオイ 安田政彦 吉川弘文館 1F 0348422 210.08/R25/224 匂い

22 神戸在住　（1～5巻） 木村紺 講談社 ブラウジング 0323807 726.1/Ki39/1 一人暮らし

23 レシピを見ないで作れるようになりましょう。 有元葉子 SBクリエイティブ 1F 0538920 596/A73 自炊

24
自分の時間を取り戻そう : ゆとりも成功も手に入れられるたった1つの考
え方

ちきりん ダイヤモンド社 1F 0534594 336.2/C44 時間

25 辺境・近境 村上春樹 新潮社 文庫・新書（2F) 0420753 新潮文庫 ; む-5-18 旅行

26 写真で見る看板・標識・ラベル・パッケージの英語表現 ランサムはな
クロスメディア・ランゲージ,
インプレス (発売)

1F 0539531 834/R16 語学（英語）

27 ゴッホの耳 : 天才画家最大の謎
バーナデット・マーフィー著/
山田美明訳

早川書房 1F 0536547 723.359/Mu78 聞く

28 二十歳の原点 高野悦子 新潮社 1F 0439123 915.6/Ta47 学生生活

29 論文の教室 : レポートから卒論まで 戸田山和久 NHK出版 文庫・新書（2F) 0493901 NHKブックス ; 1194 レポート

30
僕らが毎日やっている最強の読み方 : 新聞・雑誌・ネット・書籍から「知
識と教養」を身につける70の極意

池上彰, 佐藤優 東洋経済新報社 1F 0535362 002.7/I33 ネット

31 紫苑物語 石川淳 講談社 文庫・新書（2F) 0301477 講談社文芸文庫 ; い-A-2 花（植物）

32 牧水の恋 俵万智 文藝春秋 1F 0539132 911.162/Ta97 和歌・短歌

33 ブラバン 津原泰水 新潮社 文庫・新書（2F) 0410356 新潮文庫 ; つ-24-1 歌・音楽

34 「いい人」をやめる脳の習慣 茂木健一郎 学研プラス 2F 0539528 361.4/Mo16 疲れ

35 白河夜船 吉本ばなな 角川書店 文庫・新書（2F) 0453351 角川文庫 ; よ11-7 睡眠

36 暗黒ディズニー入門 高橋ヨシキ コアマガジン 1F 0535124 778.77/Ta33 夢

37 My room : 天井から覗く世界のリアル : 55ヵ国1200人のベッドルーム ジョン・サックレー ライツ社 1F 0537787 748/Th1 写真

38 天国でまた会おう　（上・下）
ピエール・ルメートル著/平
岡敦訳

早川書房 ブラウジング 0532346,7
ハヤカワ・ミステリ文庫 ;
HM 425-1,2

嘘・虚構
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39 フェルマーの最終定理 : ピュタゴラスに始まり、ワイルズが証明するまで サイモン・シン著/青木薫訳 新潮社 1F 0325177 412/Si8 証明（謎解き）

40 アルケミスト : 夢を旅した少年
パウロ・コエーリョ著 山川紘
矢,山川亜希子訳

角川書店 文庫・新書（2F) 0453751 角川文庫 ; 10305 旅立ち

41 大学で大人気の先生が語る〈失敗〉〈挑戦〉〈成長〉の自立学 佐藤剛史 岩波書店 文庫・新書（2F) 0505861 岩波ジュニア新書 ; 747 成長

42 信長軍の司令官 : 部将たちの出世競争 谷口克広 中央公論新社 文庫・新書（2F) 0335146 中公新書 ; 1782 出世

43 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365
デイヴィッド・S.キダー, ノア・
D.オッペンハイム著/小林朋
則訳

文響社 1F 0537800 033/Ki12 知識・教養

44 文人暴食 嵐山光三郎 新潮社 文庫・新書（2F) 0341211 新潮文庫 ; あ-18-8 取り込む

45 芥川症 久坂部羊 新潮社 1F 0526926 913.6/Ku82 表現（オマージュ）

46 夜のピクニック 恩田陸 新潮社 文庫・新書（2F) 0347815 新潮文庫 ; お-48-6 友達・仲間

47 脱!SNSのトラブル : LINEフェイスブックツイッターやって良いこと悪いこと 佐藤佳弘編著 武蔵野大学出版会 1F 0536767 547.48/D44 SNS

48 村に火をつけ、白痴になれ : 伊藤野枝伝 栗原康 岩波書店 1F 0532383 289.1/I89 炎上

49 1分間でやる気が出る146のヒント ドン・エシッグ著/弓場隆訳
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

1F 0312699 159/E74 意欲

50 ロケットボーイズ （上・下）
ホーマー・ヒッカム・ジュニア
著/武者圭子訳

草思社 1F 0306812 933.7/H54/1,2 上昇

51 鳥類学者無謀にも恐竜を語る 川上和人 技術評論社 1F 0535325 457.87/Ka94 飛行

52 きほんを学ぶ世界遺産100 : 世界遺産検定3級公式テキスト 世界遺産検定事務局
世界遺産アカデミー, 世界
遺産検定事務局, マイナ
ビ出版 (発売)

1F 0538378 709/Se22 資格・検定

53 ディス・イズ・ザ・デイ 津村記久子 朝日新聞出版 1F 0538563 913.6/Ts74 趣味

54 スノーピーク「好きなことだけ!」を仕事にする経営
山井太著/日経トップリー
ダー編

日経BP社, 日経BPマーケ
ティング (発売)

1F 0530608 589.7/Y25 モチベーション

55 初めての文章表現道場 佐藤二雄編著 日本放送出版協会 文庫・新書（2F) 0329436 生活人新書 ; 104 はじめて

56 幻の女
ウイリアム・アイリッシュ著
稲葉明雄訳

早川書房 ブラウジング 0470892
ハヤカワ・ミステリ文庫 ;
HM9-1

緊張

57 キャラクター・パワー : ゆるキャラから国家ブランディングまで 青木貞茂 NHK出版 1F 0521909 674.3/A53 弛緩
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58 11/22/63　（上・下）
スティーヴン・キング著/白
石朗訳

文藝春秋 1F 0514978,9 933.7/Ki43/1,2 移動

59 ガソリン生活 伊坂幸太郎 朝日新聞出版 1F 0501219 913.6/I68 車

60 渋滞学 西成活裕 新潮社 文庫・新書（2F) 0346436 新潮選書 ; 259 道


