
3月の新着図書

タイトル 編著者名 出版者 請求記号

文庫・新書

1 ベトナム戦争と私 : カメラマンの記録した戦場 (朝日選書) 石川文洋著 朝日新聞出版 080/A82/993

2 アフリカからアジアへ : 現生人類はどう拡散したか (朝日選書) 西秋良宏編 朝日新聞出版 080/A82/994

3 ハウルの動く城 (文春ジブリ文庫:[G-2-13]. シネマ・コミック:13)
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
原作/宮崎駿脚本・監督

文藝春秋 080/B89/G-2-13

4 崖の上のポニョ (文春ジブリ文庫:[G-2-15]. シネマ・コミック:15) 宮崎駿原作・脚本・監督 文藝春秋 080/B89/G-2-15

5 風立ちぬ (文春ジブリ文庫:[G-2-18]. シネマ・コミック:18) 宮崎駿原作・脚本・監督 文藝春秋 080/B89/G-2-18

6 かぐや姫の物語 (文春ジブリ文庫:[G-2-19]. シネマ・コミック:19)
高畑勲原案・脚本・監督/坂
口理子脚本

文藝春秋 080/B89/G-2-19

7
ルパン三世カリオストロの城 (文春ジブリ文庫:[G-2-21]. シネマ・コミック
EX)

モンキー・パンチ原作/宮崎
駿監督/宮崎駿, 山崎晴哉
脚本/トムス・エンタテインメ

文藝春秋 080/B89/G-2-21

8
太陽の王子ホルスの大冒険 (文春ジブリ文庫:[G-2-22]. シネマ・コミック
EX)

深沢一夫脚本/高畑勲演出 文藝春秋 080/B89/G-2-22

9 帳簿の世界史 (文春文庫:[S-22-1])
ジェイコブ・ソール著/村井章
子訳

文藝春秋 080/B89/S22-1



10 幽霊愛好会 : 新装版 (文春文庫:[あ-1-43]. 赤川次郎クラシックス) 赤川次郎著 文藝春秋 080/B89/あ1-43

11 幽霊湖畔 : 新装版 (文春文庫:[あ-1-45]. 赤川次郎クラシックス) 赤川次郎著 文藝春秋 080/B89/あ1-45

12 ローマへ行こう (文春文庫:[あ-2-27]) 阿刀田高著 文藝春秋 080/B89/あ2-27

13 姫神 (文春文庫:[あ-32-6]) 安部龍太郎著 文藝春秋 080/B89/あ32-6

14 始皇帝 : 中華帝国の開祖 : 新装版 (文春文庫:[あ-33-4]) 安能務著 文藝春秋 080/B89/あ33-4

15 降霊会の夜 (文春文庫:[あ-39-18]) 浅田次郎著 文藝春秋 080/B89/あ39-18

16 獅子吼 (文春文庫:[あ-39-19]) 浅田次郎著 文藝春秋 080/B89/あ39-19

17 I love letter (文春文庫:[あ-43-21]) あさのあつこ著 文藝春秋 080/B89/あ43-21

18 裁く眼 (文春文庫:[あ-46-4]) 我孫子武丸著 文藝春秋 080/B89/あ46-4

19 つまをめとらば (文春文庫:[あ-64-3]) 青山文平著 文藝春秋 080/B89/あ64-3

20 生命の星の条件を探る (文春文庫:[あ-76-1]) 阿部豊著 文藝春秋 080/B89/あ76-1

21 どうかこの声が、あなたに届きますように (文春文庫:[あ-77-1]) 浅葉なつ著 文藝春秋 080/B89/あ77-1

22 希望が死んだ夜に (文春文庫:[あ-78-1]) 天祢涼著 文藝春秋 080/B89/あ78-1



23 科学オタがマイナスイオンの部署に異動しました (文春文庫:[あ-79-1]) 朱野帰子著 文藝春秋 080/B89/あ79-1

24 サイレンス (文春文庫:[あ-80-1]) 秋吉理香子著 文藝春秋 080/B89/あ80-1

25 天下人の茶 (文春文庫:[い-100-2]) 伊東潤著 文藝春秋 080/B89/い100-2

26 横浜1963 (文春文庫:[い-100-3]) 伊東潤著 文藝春秋 080/B89/い100-3

27 リップヴァンウィンクルの花嫁 (文春文庫:[い-103-1]) 岩井俊二著 文藝春秋 080/B89/い103-1

28 ラストレター (文春文庫:[い-103-2]) 岩井俊二著 文藝春秋 080/B89/い103-2

29 番犬は庭を守る (文春文庫:[い-103-3]) 岩井俊二著 文藝春秋 080/B89/い103-3

30 姉・米原万里 (文春文庫:[い-104-1]) 井上ユリ著 文藝春秋 080/B89/い104-1

31 車夫 (文春文庫:[い-105-1]) いとうみく著 文藝春秋 080/B89/い105-1

32 女と男の品格。 (文春文庫:[い-26-25]. 悩むが花) 伊集院静著 文藝春秋 080/B89/い26-25

33 ママがやった (文春文庫:[い-67-5]) 井上荒野著 文藝春秋 080/B89/い67-5

34 カレーなる逆襲! : ポンコツ部員のスパイス戦記 (文春文庫:[い-78-4]) 乾ルカ著 文藝春秋 080/B89/い78-4

35 速すぎるニュースをゆっくり解説します (文春文庫:[い-81-8]) 池上彰著 文藝春秋 080/B89/い81-8



36 日本史の探偵手帳 (文春文庫:[い-87-5]) 磯田道史著 文藝春秋 080/B89/い87-5

37
奇跡のチーム : ラグビー日本代表、南アフリカに勝つ (文春文庫:[い98-
2])

生島淳著 文藝春秋 080/B89/い98-2

38 上野博士の法医学ノート (文春文庫:[う-12-2]. 死体は語る:2) 上野正彦著 文藝春秋 080/B89/う12-2

39 氷雪の殺人 : 新装版 (文春文庫:[う-14-24]) 内田康夫著 文藝春秋 080/B89/う14-24

40 繭と絆 : 富岡製糸場ものがたり (文春文庫:[う-26-2]) 植松三十里著 文藝春秋 080/B89/う26-2

41 ロベルトからの手紙 (文春文庫:[う-30-2]) 内田洋子著 文藝春秋 080/B89/う30-2

42 ブラバン甲子園大研究 : 高校野球を100倍楽しむ (文春文庫:[う-32-2]) 梅津有希子著 文藝春秋 080/B89/う32-2

43 薫香のカナピウム (文春文庫:[う-35-1]) 上田早夕里著 文藝春秋 080/B89/う35-1

44 ファザーファッカー : 新装版 (文春文庫:[う-6-16]) 内田春菊著 文藝春秋 080/B89/う6-16

45
督促OL指導日記 : ストレスフルな職場を生き抜く術 (文春文庫:[え-14-
3])

榎本まみ著 文藝春秋 080/B89/え14-3

46 闇の平蔵 (文春文庫:[お-13-18]) 逢坂剛著 文藝春秋 080/B89/お13-18

47 死仮面 (文春文庫:[お-26-19]) 折原一著 文藝春秋 080/B89/お26-19

48 魔女の封印 上 (文春文庫:[お-32-10], [お-32-11]) 大沢在昌著 文藝春秋 080/B89/お32-10



49 魔女の封印 下 (文春文庫:[お-32-10], [お-32-11]) 大沢在昌著 文藝春秋 080/B89/お32-11

50 極悪専用 (文春文庫:[お-32-9]) 大沢在昌著 文藝春秋 080/B89/お32-9

51 終りなき夜に生れつく (文春文庫:[お-42-6]) 恩田陸著 文藝春秋 080/B89/お42-6

52 ギブ・ミー・ア・チャンス (文春文庫:[お-56-4]) 荻原浩著 文藝春秋 080/B89/お56-4

53 スクープのたまご (文春文庫:[お-58-3]) 大崎梢著 文藝春秋 080/B89/お58-3

54 葵の残葉 (文春文庫:[お-63-2]) 奥山景布子著 文藝春秋 080/B89/お63-2

55 銀河の森、オーロラの合唱 (文春文庫:[お-69-2]) 太田紫織著 文藝春秋 080/B89/お69-2

56 連続殺人犯 (文春文庫:[お-71-2]) 小野一光著 文藝春秋 080/B89/お71-2

57 現場者 (げんばもん) : 300の顔をもつ男 (文春文庫:[お-75-1]) 大杉漣著 文藝春秋 080/B89/お75-1

58 祐介・字慰 (文春文庫:[お-76-1]) 尾崎世界観著 文藝春秋 080/B89/お76-1

59 斜め下からカープ論 (文春文庫:[お-77-1]) オギリマサホ著 文藝春秋 080/B89/お77-1

60 明智光秀をめぐる武将列伝 (文春文庫:[か-2-62]) 海音寺潮五郎著 文藝春秋 080/B89/か2-62

61 声のお仕事 (文春文庫:[か-28-4]) 川端裕人著 文藝春秋 080/B89/か28-4



62 拳の先 (文春文庫:[か-32-15]) 角田光代著 文藝春秋 080/B89/か32-15

63 なんでわざわざ中年体育 (文春文庫:[か-32-16]) 角田光代著 文藝春秋 080/B89/か32-16

64 卜伝飄々 (文春文庫:[か-46-37]) 風野真知雄著 文藝春秋 080/B89/か46-37

65 キッドナッパーズ (文春文庫:[か-48-6]) 門井慶喜著 文藝春秋 080/B89/か48-6

66 ゆけ、おりょう (文春文庫:[か-48-7]) 門井慶喜著 文藝春秋 080/B89/か48-7

67 探検家の事情 (文春文庫:[か-67-2]) 角幡唯介著 文藝春秋 080/B89/か67-2

68 仕事。 (文春文庫:[か-75-2]) 川村元気著 文藝春秋 080/B89/か75-2

69 四月になれば彼女は (文春文庫:[か-75-3]) 川村元気著 文藝春秋 080/B89/か75-3

70 アンバランス (文春文庫:[か-78-1]) 加藤千恵著 文藝春秋 080/B89/か78-1

71
勝間式汚部屋脱出プログラム : 2週間で人生を取り戻す! (文春文庫:[か
-79-1])

勝間和代著 文藝春秋 080/B89/か79-1

72 水に眠る : 新装版 (文春文庫:[き-17-11]) 北村薫著 文芸春秋 080/B89/き17-11

73 半分、青い。 上 (文春文庫:[き-42-2]-[き-42-3]) 北川悦吏子著 文藝春秋 080/B89/き42-2

74 半分、青い。 下 (文春文庫:[き-42-2]-[き-42-3]) 北川悦吏子著 文藝春秋 080/B89/き42-3



75 人魚ノ肉 (文春文庫:[き-44-2]) 木下昌輝著 文藝春秋 080/B89/き44-2

76 東京ワイン会ピープル (文春文庫:[き-47-1]) 樹林伸著 文藝春秋 080/B89/き47-1

77 夫・車谷長吉 (文春文庫:[く-19-50]) 高橋順子著 文藝春秋 080/B89/く19-50

78 さよなら、ニルヴァーナ (文春文庫:[く-39-1]) 窪美澄著 文藝春秋 080/B89/く39-1

79 片桐大三郎とXYZの悲劇 (文春文庫:[く-40-1]) 倉知淳著 文藝春秋 080/B89/く40-1

80 ナナフシ (文春文庫:[こ-25-6]) 幸田真音著 文藝春秋 080/B89/こ25-6

81 映画狂乱日記 (文春文庫:[こ-6-38]. 本音を申せば:12) 小林信彦著 文藝春秋 080/B89/こ6-38

82 私を通りすぎたマドンナたち (文春文庫:[さ-22-20]) 佐々淳行著 文藝春秋 080/B89/さ22-20

83 亡国スパイ秘録 (文春文庫:[さ-22-21]) 佐々淳行著 文藝春秋 080/B89/さ22-21

84 大岩壁 (文春文庫:[さ-41-6]) 笹本稜平著 文藝春秋 080/B89/さ41-6

85 明智光秀 : 新装版 (文春文庫:[さ-5-25]) 早乙女貢著 文藝春秋 080/B89/さ5-25

86 傷痕 (文春文庫:[さ-50-10]) 桜庭一樹著 文藝春秋 080/B89/さ50-10

87 新・学問のすすめ : 脳を鍛える神学1000本ノック (文春文庫:[さ-52-8]) 佐藤優著 文藝春秋 080/B89/さ52-8



88 17歳のうた (文春文庫:[さ-59-2]) 坂井希久子著 文藝春秋 080/B89/さ59-2

89 Mr.トルネード : 藤田哲也航空事故を激減させた男 (文春文庫:[さ-69-2]) 佐々木健一著 文藝春秋 080/B89/さ69-2

90 十代に共感する奴はみんな嘘つき (文春文庫:[さ-72-1]) 最果タヒ著 文藝春秋 080/B89/さ72-1

91 洗えば使える泥名言 (文春文庫:[さ-73-1]) 西原理恵子著 文藝春秋 080/B89/さ73-1

92 会津執権の栄誉 (文春文庫:[さ-74-1]) 佐藤巖太郎著 文藝春秋 080/B89/さ74-1

93 緊急重役会 : 新装版 (文春文庫:[し-2-33]) 城山三郎著 文藝春秋 080/B89/し2-33

94 冬の光 (文春文庫:[し-32-12]) 篠田節子著 文藝春秋 080/B89/し32-12

95
風のベーコンサンド : 高原カフェ日誌 (ダイアリー) (文春文庫:[し-34-
19])

柴田よしき著 文藝春秋 080/B89/し34-19

96 わたしの宝石 (文春文庫:[し-43-7]) 朱川湊人著 文藝春秋 080/B89/し43-7

97 僕のなかの壊れていない部分 (文春文庫:[し-48-4]) 白石一文著 文藝春秋 080/B89/し48-4

98 踊り子と探偵とパリを (文春文庫:[し-52-5]) 小路幸也著 文藝春秋 080/B89/し52-5

99 メンチカツの丸かじり (文春文庫:[し-6-91]) 東海林さだお著 文藝春秋 080/B89/し6-91

100 シウマイの丸かじり (文春文庫:[し-6-92]) 東海林さだお著 文藝春秋 080/B89/し6-92



101 カトク : 過重労働撲滅特別対策班 (文春文庫:[し-65-1]) 新庄耕著 文藝春秋 080/B89/し65-1

102 女の甲冑、着たり脱いだり毎日が戦なり。 (文春文庫:[し-66-1]) ジェーン・スー著 文藝春秋 080/B89/し66-1

103 黄昏旅団 (文春文庫:[し-67-1]) 真藤順丈著 文藝春秋 080/B89/し67-1

104 清原和博への告白 : 甲子園13本塁打の真実 (文春文庫:[す-25-1]) 鈴木忠平著 文藝春秋 080/B89/す25-1

105 源氏物語の女君たち (文春文庫:[せ-1-22]) 瀬戸内寂聴著 文藝春秋 080/B89/せ1-22

106 日本国憲法 : 大阪おばちゃん語訳 (文春文庫:[た-102-1]) 谷口真由美著 文藝春秋 080/B89/た102-1

107 明治乙女物語 (文春文庫:[た-103-1]) 滝沢志郎著 文藝春秋 080/B89/た103-1

108 おいしいものと恋のはなし (文春文庫:[た-3-56]) 田辺聖子著 文藝春秋 080/B89/た3-56

109 人間、やっぱり情でんなぁ (文春文庫:[た-70-2])
竹本住大夫著/[樋渡優子聞
き書き]

文藝春秋 080/B89/た70-2

110 懲戒解雇 (文春文庫:[た-72-6]) 高杉良著 文藝春秋 080/B89/た72-6

111 管理職降格 (文春文庫:[た-72-7]) 高杉良著 文藝春秋 080/B89/た72-7

112 落日の轍 : 小説日産自動車 (文春文庫:[た-72-8]) 高杉良著 文藝春秋 080/B89/た72-8

113 世襲人事 (文春文庫:[た-72-9]) 高杉良著 文藝春秋 080/B89/た72-9



114 ダブルマリッジ (文春文庫:[た-77-3]) 橘玲著 文藝春秋 080/B89/た77-3

115 西洋菓子店プティ・フール (文春文庫:[ち-8-2]) 千早茜著 文藝春秋 080/B89/ち8-2

116 そしてだれも信じなくなった (文春文庫:[つ-11-25]) 土屋賢二著 文藝春秋 080/B89/つ11-25

117 日々是口実 (文春文庫:[つ-11-26]) 土屋賢二著 文藝春秋 080/B89/つ11-26

118 浮遊霊ブラジル (文春文庫:[つ-21-3]) 津村記久子著 文藝春秋 080/B89/つ21-3

119 ガンルージュ (文春文庫:[つ-22-2]) 月村了衛著 文藝春秋 080/B89/つ22-2

120 笑いのカイブツ (文春文庫:[つ-25-1]) ツチヤタカユキ著 文藝春秋 080/B89/つ25-1

121 お騒がせロボット営業部! (文春文庫:[つ-26-1]) 辻堂ゆめ著 文藝春秋 080/B89/つ26-1

122 剣豪夜話 (文春文庫:[つ-4-72]) 津本陽著 文藝春秋 080/B89/つ4-72

123 世界史の10人 (文春文庫:[て-11-1]) 出口治明著 文藝春秋 080/B89/て11-1

124 皇后雅子さま物語 (文春文庫:[と-22-2]) 友納尚子著 文藝春秋 080/B89/と22-2

125 黄金の時 (文春文庫:[と-24-13]) 堂場瞬一著 文藝春秋 080/B89/と24-13

126 特攻 : 最後のインタビュー (文春文庫:[と-27-2])
「特攻最後のインタビュー」
制作委員会著

文藝春秋 080/B89/と27-2



127 フランダースの帽子 (文春文庫:[な-44-6]) 長野まゆみ著 文藝春秋 080/B89/な44-6

128 運命の絵 (文春文庫:[な-58-8]) 中野京子著 文藝春秋 080/B89/な58-8

129 ネメシスの使者 (文春文庫:[な-71-3]) 中山七里著 文藝春秋 080/B89/な71-3

130 プロ野球死亡遊戯 (文春文庫:[な-78-1]) 中溝康隆著 文藝春秋 080/B89/な78-1

131 小林カツ代伝 : 私が死んでもレシピは残る (文春文庫:[な-81-1]) 中原一歩著 文藝春秋 080/B89/な81-1

132 飛鳥IIの身代金 (文春文庫:[に-3-54]. 十津川警部シリーズ) 西村京太郎著 文藝春秋 080/B89/に3-54

133 能登・キリコの唄 (文春文庫:[に-3-56]. 十津川警部シリーズ) 西村京太郎著 文藝春秋 080/B89/に3-56

134 現美新幹線殺人事件 (文春文庫:[に-3-57]. 十津川警部シリーズ) 西村京太郎著 文藝春秋 080/B89/に3-57

135 壁の男 (文春文庫:[ぬ-1-8]) 貫井徳郎著 文藝春秋 080/B89/ぬ1-8

136 さよならクリームソーダ (文春文庫:[ぬ-2-2]) 額賀澪著 文藝春秋 080/B89/ぬ2-2

137 文字通り激震が走りました (文春文庫:[の-16-8]) 能町みね子著 文藝春秋 080/B89/の16-8

138 フェルメール最後の真実 (文春文庫:[は-15-2]) 秦新二, 成田睦子著 文藝春秋 080/B89/は15-2

139 わたし、結婚できますか? (文春文庫:[は-3-53]) 林真理子著 文藝春秋 080/B89/は3-53



140 下衆の極み (文春文庫:[は-3-54]) 林真理子著 文藝春秋 080/B89/は3-54

141 ペット・ショップ・ストーリー (文春文庫:[は-3-55]) 林真理子著 文藝春秋 080/B89/は3-55

142 モダン (文春文庫:[は-40-3]) 原田マハ著 文藝春秋 080/B89/は40-3

143 待ってよ (文春文庫:[は-54-1]) 蜂須賀敬明著 文藝春秋 080/B89/は54-1

144 横浜大戦争 (文春文庫:[は-54-2]) 蜂須賀敬明著 文藝春秋 080/B89/は54-2

145 バブル・バブル・バブル (文春文庫:[ひ-16-5]) ヒキタクニオ著 文藝春秋 080/B89/ひ16-5

146 かきバターを神田で (文春文庫:[ひ-20-10]) 平松洋子著/下田昌克画 文藝春秋 080/B89/ひ20-10

147 肉まんを新大阪で (文春文庫:[ひ-20-8]) 平松洋子著/下田昌克画 文藝春秋 080/B89/ひ20-8

148 食べる私 (文春文庫:[ひ-20-9]) 平松洋子著 文藝春秋 080/B89/ひ20-9

149 ありきたりの痛み (文春文庫:[ひ-27-1]) 東山彰良著 文藝春秋 080/B89/ひ27-1

150
110番のホームズ119番のワトソン : 夕暮市火災事件簿 (文春文庫:[ひ-
28-1])

平田駒著 文藝春秋 080/B89/ひ28-1

151 デブを捨てに (文春文庫:[ひ-29-1]) 平山夢明著 文藝春秋 080/B89/ひ29-1

152 闇の歯車 (文春文庫:[ふ-1-70]) 藤沢周平著 文藝春秋 080/B89/ふ1-70



153 藤沢周平のこころ (文春文庫:[ふ-1-96]) 文藝春秋編 文藝春秋 080/B89/ふ1-96

154 怒鳴り癖 (文春文庫:[ふ-14-12]) 藤田宜永著 文藝春秋 080/B89/ふ14-12

155 界 (文春文庫:[ふ-19-4]) 藤沢周著 文藝春秋 080/B89/ふ19-4

156 つながらない勇気 : ネット断食3日間のススメ (文春文庫:[ふ-29-2]) 藤原智美著 文藝春秋 080/B89/ふ29-2

157 藤原家のたからもの (文春文庫:[ふ-34-2]) 藤原美子著 文藝春秋 080/B89/ふ34-2

158 福井モデル : 未来は地方から始まる (文春文庫:[ふ-44-1]) 藤吉雅春著 文藝春秋 080/B89/ふ44-1

159 バベル (文春文庫:[ふ-45-1]) 福田和代著 文藝春秋 080/B89/ふ45-1

160 にょにょにょっ記 (文春文庫:[ほ-13-3]) 穂村弘, フジモトマサル著 文藝春秋 080/B89/ほ13-3

161 武士道ジェネレーション (文春文庫:[ほ-15-8]) 誉田哲也著 文藝春秋 080/B89/ほ15-8

162 よみがえる変態 (文春文庫:[ほ-17-3]) 星野源著 文藝春秋 080/B89/ほ17-3

163 トリダシ (文春文庫:[ほ-18-4]) 本城雅人著 文藝春秋 080/B89/ほ18-4

164 なぜ武士は生まれたのか (文春文庫:[ほ-25-1]. さかのぼり日本史) 本郷和人著 文藝春秋 080/B89/ほ25-1

165 漂う子 (文春文庫:[ま-34-2]) 丸山正樹著 文藝春秋 080/B89/ま34-2



166 孟夏の太陽 : 新装版 (文春文庫:[み-19-44]) 宮城谷昌光著 文藝春秋 080/B89/み19-44

167 ラブノーマル白書 (文春文庫:[み-23-7]) みうらじゅん著 文藝春秋 080/B89/み23-7

168 古事記神話入門 (文春文庫:[み-32-5]) 三浦佑之著 文藝春秋 080/B89/み32-5

169 あしたのこころだ : 小沢昭一的風景を巡る (文春文庫:[み-37-3]) 三田完著 文藝春秋 080/B89/み37-3

170 スタフ (文春文庫:[み-38-4]) 道尾秀介著 文藝春秋 080/B89/み38-4

171 静かな雨 (文春文庫:[み-43-3]) 宮下奈都著 文藝春秋 080/B89/み43-3

172 リヴィジョンA (文春文庫:[み-53-2]) 未須本有生著 文藝春秋 080/B89/み53-2

173 宿命習近平闘争秘史 (文春文庫:[み-57-1]) 峯村健司著 文藝春秋 080/B89/み57-1

174 くせものの譜 (文春文庫:[み-59-1]) 簑輪諒著 文藝春秋 080/B89/み59-1

175 カブールの園 (文春文庫:[み-60-1]) 宮内悠介著 文藝春秋 080/B89/み60-1

176 生涯投資家 (文春文庫:[む-17-1]) 村上世彰著 文藝春秋 080/B89/む17-1

177 北の富士流 (文春文庫:[む-3-5]) 村松友視著 文藝春秋 080/B89/む3-5

178 ネコの住所録 : 新装版 (文春文庫:[む-4-16]) 群ようこ著 文藝春秋 080/B89/む4-16



179 ネコと海蛸 : 新装版 (文春文庫:[む-4-17]) 群ようこ著 文藝春秋 080/B89/む4-17

180 肉体百科 : 新装版 (文春文庫:[む-4-18]) 群ようこ著 文藝春秋 080/B89/む4-18

181
ラオスにいったい何があるというんですか? : 紀行文集 (文春文庫:[む-
5-15])

村上春樹著 文藝春秋 080/B89/む5-15

182 波止場浪漫 上 (文春文庫:[も-18-15], [も-18-16]) 諸田玲子著 文藝春秋 080/B89/も18-15

183 波止場浪漫 下 (文春文庫:[も-18-15], [も-18-16]) 諸田玲子著 文藝春秋 080/B89/も18-16

184
悪だくみ : 「加計学園」の悲願を叶えた総理の欺瞞 (文春文庫:[も-26-
2])

森功著 文藝春秋 080/B89/も26-2

185
「つなみ」の子どもたち : 作文に書かれなかった物語 (文春文庫:[も-30-
1])

森健著 文藝春秋 080/B89/も30-1

186 ディック・ブルーナ : ミッフィーと歩いた60年 (文春文庫:[も-31-1]) 森本俊司著 文藝春秋 080/B89/も31-1

187 私の「紅白歌合戦」物語 (文春文庫:[や-13-6]) 山川静夫著 文藝春秋 080/B89/や13-6

188 山崎豊子先生の素顔 (文春文庫:[や-22-10]) 野上孝子著 文藝春秋 080/B89/や22-10

189 桑港 (そうこう) 特急 (文春文庫:[や-29-25]) 山本一力著 文藝春秋 080/B89/や29-25

190 美しい距離 (文春文庫:[や-51-2]) 山崎ナオコーラ著 文藝春秋 080/B89/や51-2

191 象は忘れない (文春文庫:[や-54-5]) 柳広司著 文藝春秋 080/B89/や54-5



192 あしたの君へ (文春文庫:[ゆ-13-1]) 柚月裕子著 文藝春秋 080/B89/ゆ13-1

193 橋を渡る (文春文庫:[よ-19-7]) 吉田修一著 文藝春秋 080/B89/よ19-7

194 花ひいらぎの街角 (文春文庫:[よ-31-8]. 紅雲町珈琲屋こよみ) 吉永南央著 文藝春秋 080/B89/よ31-8

195 逆転の大中国史 : ユーラシアの視点から (文春文庫:[よ-39-1]) 楊海英著 文藝春秋 080/B89/よ39-1

196 錆びた滑車 (文春文庫:[わ-10-5]) 若竹七海著 文藝春秋 080/B89/わ10-5

197 不穏な眠り (文春文庫:[わ-10-6]) 若竹七海著 文藝春秋 080/B89/わ10-6

198 三国志博奕伝 (文春文庫:[わ-21-1]) 渡辺仙州著 文藝春秋 080/B89/わ21-1

199 強く、しなやかに : 回想・渡辺和子 (文春文庫:[わ-22-1]) 渡辺和子著/山陽新聞社編 文藝春秋 080/B89/わ22-1

200 上皇后陛下美智子さま心のかけ橋 (文春文庫:[わ-23-1]) 渡邊満子著 文藝春秋 080/B89/わ23-1

201 悲しみの秘義 (文春文庫:[わ-24-1]) 若松英輔著 文藝春秋 080/B89/わ24-1

202 ミスト : 短編傑作選 (文春文庫:[キ-2-54])
スティーヴン・キング著/矢野
浩三郎ほか訳

文藝春秋 080/B89/キ2-54

203 ひとり旅立つ少年よ (文春文庫:[テ-12-6])
ボストン・テラン著/田口俊樹
訳

文藝春秋 080/B89/テ12-6

204 サイロ・エフェクト : 高度専門化社会の罠 (文春文庫:[テ-18-1])
ジリアン・テット著/土方奈美
訳

文藝春秋 080/B89/テ18-1



205 米中もし戦わば : 戦争の地政学 (文春文庫:[ナ-4-1])
ピーター・ナヴァロ著/赤根
洋子訳

文藝春秋 080/B89/ナ4-1

206 風柳荘 (ウィンディ・ウィローズ) のアン (文春文庫:[モ-4-4])
L・M・モンゴメリ著/松本侑子
訳

文藝春秋 080/B89/モ4-4

207 フラッシュ・ボーイズ : 10億分の1秒の男たち (文春文庫:[ル-5-3])
マイケル・ルイス著/渡会圭
子, 東江一紀訳

文藝春秋 080/B89/ル5-3

208 世界史一気読み : 宗教改革から現代まで (文春文庫:[編-6-22]) 文藝春秋編 文藝春秋 080/B89/編6-22

209 日本史でたどるニッポン (ちくまプリマー新書:344) 本郷和人著 筑摩書房 080/C44/344

210
カラヴァッジョ《聖マタイの召命》 : 一枚の絵で学ぶ美術史 (ちくまプリ
マー新書:345)

宮下規久朗著 筑摩書房 080/C44/345

211 独居老人スタイル (ちくま文庫:[つ-9-9]) 都築響一著 筑摩書房 080/C44/つ-9-9

212 戦争とは何か : 国際政治学の挑戦 (中公新書:2574) 多湖淳著 中央公論新社 080/C64/2574

213
移民の経済学 : 雇用、経済成長から治安まで、日本は変わるか (中公
新書:2575)

友原章典著 中央公論新社 080/C64/2575

214 内戦と和平 : 現代戦争をどう終わらせるか (中公新書:2576) 東大作著 中央公論新社 080/C64/2576

215
定年後のお金 : 貯めるだけの人、上手に使って楽しめる人 (中公新
書:2577)

楠木新著 中央公論新社 080/C64/2577

216 エリザベス女王 : 史上最長・最強のイギリス君主 (中公新書:2578) 君塚直隆著 中央公論新社 080/C64/2578

217 米の日本史 : 稲作伝来、軍事物資から和食文化まで (中公新書:2579) 佐藤洋一郎著 中央公論新社 080/C64/2579



218 移民と日本社会 : データで読み解く実態と将来像 (中公新書:2580) 永吉希久子著 中央公論新社 080/C64/2580

219
台湾の歴史と文化 : 六つの時代が織りなす「美麗島」/ 大東和重著 (中
公新書:2581)

中央公論新社 080/C64/2581

220 日本語の個性 改版 (中公新書:433) 外山滋比古著 中央公論新社 080/C64/433

221 無気力の心理学 : やりがいの条件 改版 (中公新書:599)
波多野誼余夫, 稲垣佳世子
著

中央公論新社 080/C64/599

222 江南の発展 : 南宋まで (岩波新書:新赤版 1805. シリーズ中国の歴史:2) 丸橋充拓著 岩波書店 080/I95/1805

223 短歌 1 (岩波新書:新赤版 1813. 大岡信『折々のうた』選) 水原紫苑編 岩波書店 080/I95/1813

224 日本思想史 (岩波新書:新赤版 1821) 末木文美士著 岩波書店 080/I95/1821

225 新実存主義 (岩波新書:1822)
マルクス・ガブリエル著/広
瀬覚訳

岩波書店 080/I95/1822

226 アクティブ・ラーニングとは何か (岩波新書:新赤版 1823) 渡部淳著 岩波書店 080/I95/1823

227 アメリカの制裁外交 (岩波新書:新赤版 1824) 杉田弘毅著 岩波書店 080/I95/1824

228
客室乗務員の誕生 : 「おもてなし」化する日本社会 (岩波新書:新赤版
1825)

山口誠著 岩波書店 080/I95/1825

229 小学校英語のジレンマ (岩波新書:新赤版 1826) 寺沢拓敬著 岩波書店 080/I95/1826

230 律令国家と隋唐文明 (岩波新書:新赤版 1827) 大津透著 岩波書店 080/I95/1827



231 人生の1冊の絵本 (岩波新書:新赤版 1828) 柳田邦男著 岩波書店 080/I95/1828

232 オリンピック・パラリンピックを学ぶ (岩波ジュニア新書:911) 後藤光将編著 岩波書店 080/I95/911

233 新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新書:912) 上田紀行編著 岩波書店 080/I95/912

234 統計学をめぐる散歩道 : ツキは続く?続かない? (岩波ジュニア新書:913) 石黒真木夫著 岩波書店 080/I95/913

235 日月両世界旅行記 (岩波文庫:赤(32)-506-1)
シラノ・ド・ベルジュラック作/
赤木昭三訳

岩波書店 080/I95/R506-1

236 自閉症の僕の七転び八起き (角川文庫:21853) 東田直樹 [著] KADOKAWA 080/Ka14/ひ25-7

237 特攻隊員の現実 (リアル) (講談社現代新書:2557) 一ノ瀬俊也著 光文社 080/Ko19/2557

238 次のテクノロジーで世界はどう変わるのか (講談社現代新書:2558) 山本康正著 講談社 080/Ko19/2558

239 総理通訳の外国語勉強法 (講談社現代新書:2559) 中川浩一著 講談社 080/Ko19/2559

240 物語パリの歴史 (講談社現代新書:2560) 高遠弘美著 講談社 080/Ko19/2560

241 人生は苦である、でも死んではいけない (講談社現代新書:2561) 岸見一郎著 講談社 080/Ko19/2561

242 直観を磨く : 深く考える七つの技法 (講談社現代新書:2562) 田坂広志著 講談社 080/Ko19/2562

243 日本人のための漢字入門 (講談社現代新書:2563) 阿辻哲次著 講談社 080/Ko19/2563



244 近代日本と軍部 : 1868-1945 (講談社現代新書:2564) 小林道彦著 講談社 080/Ko19/2564

245
伊勢神宮と出雲大社 : 「日本」と「天皇」の誕生 (講談社学術文
庫:[2602])

新谷尚紀 [著] 講談社 080/Ko19/2602

246 ドゥルーズ流動の哲学 増補改訂 (講談社学術文庫:[2603]) 宇野邦一 [著] 講談社 080/Ko19/2603

247 南朝全史 : 大覚寺統から後南朝へ (講談社学術文庫:[2604]) 森茂暁 [著] 講談社 080/Ko19/2604

248 暦と占い : 秘められた数学的思考 (講談社学術文庫:[2605]) 永田久 [著] 講談社 080/Ko19/2605

249 今昔物語集 : 全現代語訳 震旦篇 (講談社学術文庫:[2590, 2606]) 国東文麿訳 講談社 080/Ko19/2606

250 社会的ひきこもり 改訂版 (PHP新書) 斎藤環著 PHP研究所 080/P56/1214

251 ドラえもんを本気でつくる (PHP新書) 大澤正彦著 PHP研究所 080/P56/1216

252 国家・企業・通貨 : グローバリズムの不都合な未来 (新潮選書) 岩村充著 新潮社 080/Sh61/540

253 日本文学を読む・日本の面影 (新潮選書) ドナルド・キーン著 新潮社 080/Sh61/541

254 漢字のいい話 (新潮文庫:11237, あ-100-1) 阿辻哲次著 新潮社 080/Sh61/あ100-1

255 7番街の殺人 (新潮文庫:11248, あ-13-46) 赤川次郎著 新潮社 080/Sh61/あ13-46

256 芭蕉という修羅 (新潮文庫:11190, あ-18-12) 嵐山光三郎著 新潮社 080/Sh61/あ18-12



257 方舟さくら丸 (新潮文庫:あ-4-22) 安部公房著 新潮社 080/Sh61/あ4-22

258
探偵一家、ハワイ謎解きリゾート (新潮文庫:11143, あ-80-5. 猫河原家
の人びと)

青柳碧人著 新潮社 080/Sh61/あ50-5

259 消えた警官 (新潮文庫:11250, あ-55-7) 安東能明著 新潮社 080/Sh61/あ55-7

260 繭 (新潮文庫:10880, あ-71-2) 青山七恵著 新潮社 080/Sh61/あ71-2

261 一家全員、名探偵 (新潮文庫:10958, あ-80-4. 猫河原家の人びと) 青柳碧人著 新潮社 080/Sh61/あ80-4

262
暗い夜、星を数えて : 3・11被災鉄道からの脱出 (新潮文庫:10881, あ-
83-2)

彩瀬まる著 新潮社 080/Sh61/あ83-2

263 朝が来るまでそばにいる (新潮文庫:11164, あ-83-3) 彩瀬まる著 新潮社 080/Sh61/あ83-3

264 半席 (新潮文庫:10998, あ-84-3) 青山文平著 新潮社 080/Sh61/あ84-3

265 信長嫌い (新潮文庫:11178, あ-86-2) 天野純希著 新潮社 080/Sh61/あ86-2

266 荒仏師運慶 (新潮文庫:11034, あ-91-2) 梓澤要著 新潮社 080/Sh61/あ91-2

267 万葉恋づくし (新潮文庫:11229, あ-91-3) 梓澤要著 新潮社 080/Sh61/あ91-3

268 僕らの世界が終わる頃 (新潮文庫:10905, あ-93-1) 彩坂美月著 新潮社 080/Sh61/あ93-1

269 不発弾 (新潮文庫:10977, あ-94-1) 相場英雄著 新潮社 080/Sh61/あ94-1



270 許されようとは思いません (新潮文庫:11082, あ-97-1) 芦沢央著 新潮社 080/Sh61/あ97-1

271 ミーツ・ガール (新潮文庫:11151, あ-98-1) 朝香式著 新潮社 080/Sh61/あ98-1

272
機巧のイヴ 新世界覚醒篇 (新潮文庫:10717, 10931, 11271, い-130-1,
い-130-2, い-130-3)

乾緑郎著 新潮社 080/Sh61/い130-2

273
機巧のイヴ 帝都浪漫篇 (新潮文庫:10717, 10931, 11271, い-130-1, い-
130-2, い-130-3)

乾緑郎著 新潮社 080/Sh61/い130-3

274 レプリカたちの夜 (新潮文庫:11005, い-133-1) 一條次郎著 新潮社 080/Sh61/い133-1

275 夏をなくした少年たち (新潮文庫:11150, い-134-1) 生馬直樹著 新潮社 080/Sh61/い134-1

276 志に死す (新潮文庫:11193, い-17-89. 人情時代小説傑作選)
池波正太郎 [ほか] 著/縄田
一男選

新潮社 080/Sh61/い17-89

277 絆を紡ぐ (新潮文庫:11262, い-17-90. 人情時代小説傑作選)
池波正太郎 [ほか] 著/縄田
一男編

新潮社 080/Sh61/い17-90

278 砂浜に坐り込んだ船 (新潮文庫:10930, い-41-13) 池澤夏樹著 新潮社 080/Sh61/い41-13

279 忌野旅日記 新装版 (新潮文庫:5061, い-42-1) 忌野清志郎著 新潮社 080/Sh61/い42-1

280 海と山のピアノ (新潮文庫:11050, い-76-12) いしいしんじ著 新潮社 080/Sh61/い76-12

281 原節子の真実 (新潮文庫:11065, い-95-2) 石井妙子著 新潮社 080/Sh61/い95-2

282 ウドウロク (新潮文庫:う-25-1, 10774) 有働由美子著 新潮社 080/Sh61/う25-1



283 清算 (新潮文庫:11230, え-13-7. 特命金融捜査官) 江上剛著 新潮社 080/Sh61/え13-7

284 超常現象 : 科学者たちの挑戦 (新潮文庫:10936, え-20-10) NHKスペシャル取材班著 新潮社 080/Sh61/え20-10

285
未解決事件グリコ・森永事件 : 捜査員300人の証言 (新潮文庫:10953, え
-20-11)

NHKスペシャル取材班著 新潮社 080/Sh61/え20-11

286
少年ゲリラ兵の告白 : 陸軍中野学校が作った沖縄秘密部隊 (新潮文
庫:11162, え-20-12)

NHKスペシャル取材班著 新潮社 080/Sh61/え20-12

287 ところで死神は何処から来たのでしょう? (新潮文庫:10992, え-25-3) 榎田ユウリ著 新潮社 080/Sh61/え25-3

288 キッチン・ブルー (新潮文庫:10948, え-27-1) 遠藤彩見著 新潮社 080/Sh61/え27-1

289 ひりつく夜の音 (新潮文庫:11180, お-100-2) 小野寺史宜著 新潮社 080/Sh61/お100-2

290 ひみつの王国 : 評伝石井桃子 (新潮文庫:10893, お-102-1) 尾崎真理子著 新潮社 080/Sh61/お102-1

291 永遠とは違う一日 (新潮文庫:10983, お-103-1) 押切もえ著 新潮社 080/Sh61/お103-1

292 数学する人生 (新潮文庫:11099, お-105-1) 岡潔著/森田真生編 新潮社 080/Sh61/お105-1

293
魂でもいいから、そばにいて : 3・11後の霊体験を聞く (新潮文庫:お-
109-1)

奥野修司著 新潮社 080/Sh61/お109-1

294 R.S.ヴィラセニョール (新潮文庫:11188, お-61-9) 乙川優三郎著 新潮社 080/Sh61/お61-9

295 工場 (新潮文庫:10995, お-95-2) 小山田浩子著 新潮社 080/Sh61/お95-2



296 本当はエロかった昔の日本 (新潮文庫:10934, お-98-2) 大塚ひかり著 新潮社 080/Sh61/お98-2

297 杏奈は春待岬に (新潮文庫:11003, か-18-12) 梶尾真治著 新潮社 080/Sh61/か18-12

298 黄泉がえりagain (新潮文庫:11095, か-18-13) 梶尾真治著 新潮社 080/Sh61/か18-13

299 軽薄 (新潮文庫:10982, か-54-4) 金原ひとみ著 新潮社 080/Sh61/か54-4

300 あこがれ (新潮文庫:10943, か-64-3) 川上未映子著 新潮社 080/Sh61/か64-3

301 うちの子が結婚しないので (新潮文庫:11103, か-72-3) 垣谷美雨著 新潮社 080/Sh61/か72-3

302 五弁の秋花 (新潮文庫:11177, か-79-2. みとや・お瑛仕入帖) 梶よう子著 新潮社 080/Sh61/か79-2

303 ピラミッド : 最新科学で古代遺跡の謎を解く (新潮文庫:10898, か-81-1) 河江肖剰著 新潮社 080/Sh61/か81-1

304
一生に一度のこの恋にタネも仕掛けもございません。 (新潮文庫:か-83-
1, 10976)

神田茜著 新潮社 080/Sh61/か83-1

305
偽りの薬 : 降圧剤ディオバン臨床試験疑惑を追う (新潮文庫:10986, か-
85-1)

河内敏康, 八田浩輔著 新潮社 080/Sh61/か85-1

306 レシピ買います : 祇園白川小堀商店 (新潮文庫:11004, か-86-1) 柏井壽著 新潮社 080/Sh61/か86-1

307 絶滅危惧職、講談師を生きる (新潮文庫:11192, か-88-1)
神田松之丞著/杉江松恋聞
き手

新潮社 080/Sh61/か88-1

308 北村薫のうた合わせ百人一首 (新潮文庫:11097, き-17-14) 北村薫著 新潮社 080/Sh61/き17-14



309
思い出の作家たち : 谷崎・川端・三島・安部・司馬 (新潮文庫:11141, き-
30-5)

ドナルド・キーン著/松宮史
朗訳

新潮社 080/Sh61/き30-5

310
あの戦争から遠く離れて : 私につながる歴史をたどる旅 (新潮文
庫:10996, き-46-0)

城戸久枝著 新潮社 080/Sh61/き46-0

311 くるりのこと (新潮文庫:11118, く-54-1) くるり, 宇野維正著 新潮社 080/Sh61/く54-1

312
今日われ生きてあり : 知覧特別攻撃隊員たちの軌跡 第2版 (新潮文
庫:5099, こ-21-5)

神坂次郎著 新潮社 080/Sh61/こ21-5

313 モンローが死んだ日 (新潮文庫:10945, こ-25-17) 小池真理子著 新潮社 080/Sh61/こ25-17

314
幻の料亭「百川」ものがたり : 絢爛の江戸料理 (新潮文庫:11108, こ-37-
7)

小泉武夫著 新潮社 080/Sh61/こ37-7

315 去就 (新潮文庫:こ-42-58. 隠蔽捜査:6) 今野敏著 新潮社 080/Sh61/こ42-58

316 きみの世界に、青が鳴る (新潮文庫:こ-60-6) 河野裕著 新潮社 080/Sh61/こ60-6

317 負け逃げ (新潮文庫:10897, こ-65-1) こざわたまこ著 新潮社 080/Sh61/こ65-1

318 九十三歳の関ケ原 : 弓大将大島光義 (新潮文庫:11063, こ-66-1) 近衛龍春著 新潮社 080/Sh61/こ66-1

319 神獣の都 : 京都四神異譚録 (新潮文庫:11142, こ-68-1) 小林泰三著 新潮社 080/Sh61/こ68-1

320
創作する遺伝子 : 僕が愛したMEME (ミーム) たち (新潮文庫:11122, こ-
69-1)

小島秀夫著 新潮社 080/Sh61/こ69-1

321 やぶれかぶれ青春記・大阪万博奮闘記 (新潮文庫:11022, こ-8-12) 小松左京著 新潮社 080/Sh61/こ8-12



322 不良少年とキリスト (新潮文庫:11133, さ-2-4) 坂口安吾著 新潮社 080/Sh61/さ2-4

323 源氏姉妹 (しすたあず) (新潮文庫:11165, さ-23-13) 酒井順子著 新潮社 080/Sh61/さ23-13

324 警官の掟 (新潮文庫:10873, さ-24-18) 佐々木譲著 新潮社 080/Sh61/さ24-18

325 日本の未来 (新潮文庫:11037, さ-41-13) 櫻井よしこ著 新潮社 080/Sh61/さ41-13

326 一刀両断 (新潮文庫:11240, さ-41-14) 櫻井よしこ著 新潮社 080/Sh61/さ41-14

327 大川契り (新潮文庫:10947, さ-64-6. 善人長屋) 西條奈加著 新潮社 080/Sh61/さ64-6

328 昭和少女探偵團 (新潮文庫:11010, さ-89-2) 彩藤アザミ著 新潮社 080/Sh61/さ89-2

329
皇帝フリードリッヒ二世の生涯 上巻 (新潮文庫:11226-11227, し-12-
102, し-12-103)

塩野七生著 新潮社 080/Sh61/し12-102

330
皇帝フリードリッヒ二世の生涯 下巻 (新潮文庫:11226-11227, し-12-
102, し-12-103)

塩野七生著 新潮社 080/Sh61/し12-103

331 鍵のかかった部屋 : 5つの密室 (新潮文庫:10994, し-21-104) 似鳥鶏 [ほか] 著 新潮社 080/Sh61/し21-104

332 かぐや姫はいやな女 (新潮文庫:11152, し-25-41) 椎名誠著 新潮社 080/Sh61/し25-41

333
新しい十五匹のネズミのフライ : ジョン・H・ワトソンの冒険 (新潮文
庫:11249, し-28-5)

島田荘司著 新潮社 080/Sh61/し28-5

334 蒼猫のいる家 (新潮文庫:11014, し-38-10) 篠田節子著 新潮社 080/Sh61/し38-10



335 ケンブリッジ・サーカス (新潮文庫:10969, し-44-3) 柴田元幸著 新潮社 080/Sh61/し44-3

336 東京タワー・レストラン (新潮文庫:11059, し-78-4) 神西亜樹著 新潮社 080/Sh61/し78-4

337 雪山の檻 : ノアの方舟調査隊の殺人 (新潮文庫:10984, し-84-1) 周木律著 新潮社 080/Sh61/し84-1

338 田嶋春にはなりたくない (新潮文庫:11042, し-86-1) 白河三兎著 新潮社 080/Sh61/し86-1

339 世界のへんな肉 (新潮文庫:11109, し-87-1) 白石あづさ著 新潮社 080/Sh61/し87-1

340 兵士に聞け最終章 (新潮文庫:11154, す-10-6) 杉山隆男著 新潮社 080/Sh61/す10-6

341 紺碧の果てを見よ (新潮文庫:10963, す-27-4) 須賀しのぶ著 新潮社 080/Sh61/す27-4

342 満点レシピ : 新総高校食物調理科 (新潮文庫:す-28-1, 10913) 須藤靖貴著 新潮社 080/Sh61/す28-1

343
「始まりの国」淡路と「陰の王国」大阪 : 古代史謎解き紀行 (新潮文
庫:11021, せ-13-12)

関裕二著 新潮社 080/Sh61/せ13-12

344 「大乱の都」京都争奪 : 古代史謎解き紀行 (新潮文庫:11257, せ-13-13) 関裕二著 新潮社 080/Sh61/せ13-13

345 わかれ (新潮文庫:せ-2-44, 10908) 瀬戸内寂聴著 新潮社 080/Sh61/せ2-44

346 七夕の雨闇 (新潮文庫:10946, た-117-2. 毒草師) 高田崇史著 新潮社 080/Sh61/た117-2

347 卑弥呼の葬祭 : 天照暗殺 (新潮文庫:11135, た-117-4) 高田崇史著 新潮社 080/Sh61/た117-4



348 ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス (新潮文庫:10894, た-122-1) 滝口悠生著 新潮社 080/Sh61/た122-1

349 言ってはいけない中国の真実 (新潮文庫:10899, た-123-1) 橘玲著 新潮社 080/Sh61/た123-1

350
ご笑納下さい : 私だけが知っている金言・笑言・名言録 (新潮文
庫:11018, た-125-1)

高田文夫著 新潮社 080/Sh61/た125-1

351 駒姫 : 三条河原異聞 (新潮文庫:11176, た-127-1) 武内涼著 新潮社 080/Sh61/た127-1

352 愛という名の支配 (新潮文庫:11218, た-128-1) 田嶋陽子著 新潮社 080/Sh61/た128-1

353
あなたは、なぜ、つながれないのか : ラポールと身体知 (新潮文
庫:11241, た-129-1)

高石宏輔著 新潮社 080/Sh61/た129-1

354 冬の旅 改版 (新潮文庫:た-15-2) 立原正秋著 新潮社 080/Sh61/た15-2

355 天平の女帝孝謙称徳 : 皇王の遺し文 (新潮文庫:10928, た-51-13) 玉岡かおる著 新潮社 080/Sh61/た51-13

356 出世と左遷 (新潮文庫:10910, た-52-26) 高杉良著 新潮社 080/Sh61/た52-26

357 非写真 (新潮文庫:10850, た-55-5) 高橋克彦著 新潮社 080/Sh61/た55-5

358 不明解日本語辞典 (新潮文庫:10933, た-86-7) 高橋秀実著 新潮社 080/Sh61/た86-7

359
習近平と朝日、どちらが本当の反日か (新潮文庫:11168, た-93-10. 変
見自在)

高山正之著 新潮社 080/Sh61/た93-10

360 マッカーサーは慰安婦がお好き (新潮文庫:10987, た-93-8. 変見自在) 高山正之著 新潮社 080/Sh61/た93-8



361
ロシアとアメリカ、どちらが本当の悪 (ワル) か (新潮文庫:11084, た-93-
9. 変見自在)

高山正之著 新潮社 080/Sh61/た93-9

362 火焰の凶器 (新潮文庫:10991, ち-7-34. 天久鷹央の事件カルテ) 知念実希人著 新潮社 080/Sh61/ち7-34

363 時の名残り (新潮文庫:11236, つ-10-10) 津村節子著 新潮社 080/Sh61/つ10-10

364 食べる女 : 決定版 (新潮文庫:10974, つ-22-3) 筒井ともみ著 新潮社 080/Sh61/つ22-3

365 籠の鸚鵡 (新潮文庫:11093, つ-23-3) 辻原登著 新潮社 080/Sh61/つ23-3

366 首無館の殺人 (新潮文庫:11008, つ-37-2) 月原渉著 新潮社 080/Sh61/つ37-2

367 オスプレイ殺人事件 (新潮文庫:10932, つ-37-21) 月原渉著 新潮社 080/Sh61/つ37-21

368 「だから、生きる。」 (新潮文庫:10889, つ-39-1) つんく♂著 新潮社 080/Sh61/つ39-1

369 夢の検閲官・魚籃観音記 (新潮文庫:つ-4-54, 10891) 筒井康隆著 新潮社 080/Sh61/つ4-54

370 結婚奉行 (新潮文庫:10896, つ-40-1) 辻井南青紀著 新潮社 080/Sh61/つ40-1

371 話術 (新潮文庫:10902, と-31-1) 徳川夢声著 新潮社 080/Sh61/と31-1

372 咲見庵三姉妹の失恋 (新潮文庫:10949, な-100-1) 成田名璃子著 新潮社 080/Sh61/な100-1

373 バブル : 日本迷走の原点 (新潮文庫:11120, な-101-1) 永野健二著 新潮社 080/Sh61/な101-1



374 夢と魔法の国のリドル (新潮文庫:11128, な-102-1) 七河迦南著 新潮社 080/Sh61/な102-1

375
東京湾の向こうにある世界は、すべて造り物だと思う (新潮文庫:11127,
な-103-1)

中西鼎著 新潮社 080/Sh61/な103-1

376 決算!忠臣蔵 (新潮文庫:11202, な-104-1) 中村義洋著/山本博文原作 新潮社 080/Sh61/な104-1

377 ピアニストだって冒険する (新潮文庫:11136, な-76-2) 中村紘子著 新潮社 080/Sh61/な76-2

378 東京カジノパラダイス (新潮文庫:10981, に-20-7) 楡周平著 新潮社 080/Sh61/に20-7

379 恋せよ魂魄 (新潮文庫:10892, に-22-9. 僕僕先生:[9]) 仁木英之著 新潮社 080/Sh61/に22-9

380 十津川警部「吉備古代の呪い」 (新潮文庫:10980, に-5-36) 西村京太郎著 新潮社 080/Sh61/に5-36

381 琴電殺人事件 (新潮文庫:11079, に-5-37) 西村京太郎著 新潮社 080/Sh61/に5-37

382 十津川警部長良川心中 (新潮文庫:11166, に-5-38) 西村京太郎著 新潮社 080/Sh61/に5-38

383 広島電鉄殺人事件 (新潮文庫:11247, に-5-39) 西村京太郎著 新潮社 080/Sh61/に5-39

384 猫と狸と恋する歌舞伎町 (新潮文庫:11023, ぬ-3-1) 額賀澪著 新潮社 080/Sh61/ぬ3-1

385 新天皇若き日の肖像 (新潮文庫:11068, ね-2-1) 根岸豊明著 新潮社 080/Sh61/ね2-1

386 おもてなしの神 (新潮文庫:11124, の-13-4. サービスの達人たち) 野地秩嘉著 新潮社 080/Sh61/の13-4



387 新・しゃばけ読本 (新潮文庫:11030, は-37-0) 畠中恵作/柴田ゆう絵 新潮社 080/Sh61/は37-0

388 おおあたり (新潮文庫:11029, は-37-16) 畠中恵著 新潮社 080/Sh61/は37-16

389 とるとだす (新潮文庫:11208, は-37-17) 畠中恵著 新潮社 080/Sh61/は37-17

390 情けのゆくえ (新潮文庫:は-54-10, 10965. 大江戸人情見立て帖) 早見俊著 新潮社 080/Sh61/は54-10

391 忘れじの女 (新潮文庫:11144, は-54-11. 大江戸人情見立て帖) 早見俊著 新潮社 080/Sh61/は54-11

392 鬼神の如く : 黒田叛臣伝 (新潮文庫:11000, は-57-3) 葉室麟著 新潮社 080/Sh61/は57-3

393 デトロイト美術館の奇跡 (新潮文庫:11222, は-63-3) 原田マハ著 新潮社 080/Sh61/は63-3

394 パラダイス山元の飛行機の乗り方 (新潮文庫:10901, は-64-2) パラダイス山元著 新潮社 080/Sh61/は64-2

395 ここからはじまる : 父と息子のサッカーノート (新潮文庫:は-71-1, 10912) はらだみずき著 新潮社 080/Sh61/は71-1

396
探偵AI (たんていアイ) のリアル・ディープラーニング (新潮文庫:は-72-
1, 10940)

早坂吝著 新潮社 080/Sh61/は72-1

397 れもん、よむもん! (新潮文庫:10973, は-73-1) はるな檸檬著 新潮社 080/Sh61/は73-1

398 味なメニュー (新潮文庫:11019, ひ-24-7) 平松洋子著 新潮社 080/Sh61/ひ24-7

399 ドクダミと桜 (新潮文庫:10979, ひ-27-5) 平山瑞穂著 新潮社 080/Sh61/ひ27-5



400 デス・エンジェル (新潮文庫:ひ-30-6, 10911) 久間十義著 新潮社 080/Sh61/ひ30-6

401 禁じられたメス (新潮文庫:11092, ひ-30-7) 久間十義著 新潮社 080/Sh61/ひ30-7

402 かがやき荘西荻探偵局 (新潮文庫:11114, ひ-44-1) 東川篤哉著 新潮社 080/Sh61/ひ44-1

403 できすぎた話 (新潮文庫:10970, ふ-12-17. 管見妄語) 藤原正彦著 新潮社 080/Sh61/ふ12-17

404 知れば知るほど (新潮文庫:11155, ふ-12-18. 管見妄語) 藤原正彦著 新潮社 080/Sh61/ふ12-18

405 恋の櫛 (新潮文庫:11001, ふ-46-4. 人情江戸彩時記) 藤原緋沙子著 新潮社 080/Sh61/ふ46-4

406 BUG広域警察極秘捜査班 (新潮文庫:11112, ふ-47-51) 福田和代著 新潮社 080/Sh61/ふ47-51

407
R.E.D.警察庁特殊防犯対策官室 [1] (新潮文庫:10786, 10904, 10993, ふ
-52-3, ふ-52-4, ふ-52-5)

古野まほろ著 新潮社 080/Sh61/ふ52-3

408
R.E.D.警察庁特殊防犯対策官室 2 (新潮文庫:10786, 10904, 10993, ふ-
52-3, ふ-52-4, ふ-52-5)

古野まほろ著 新潮社 080/Sh61/ふ52-4

409
R.E.D.警察庁特殊防犯対策官室 3 (新潮文庫:10786, 10904, 10993, ふ-
52-3, ふ-52-4, ふ-52-5)

古野まほろ著 新潮社 080/Sh61/ふ52-5

410 時は止まったふりをして (新潮文庫:ふ-55-1, 10939) 藤石波矢著 新潮社 080/Sh61/ふ55-1

411 流星の下で、君は二度死ぬ (新潮文庫:11113, ふ-55-2) 藤石波矢著 新潮社 080/Sh61/ふ55-2

412 ワン・モア・ヌーク (新潮文庫:11252, ふ-58-1) 藤井太洋著 新潮社 080/Sh61/ふ58-1



413 その姿の消し方 (新潮文庫:10962, ほ-16-7) 堀江敏幸著 新潮社 080/Sh61/ほ16-7

414 天皇陛下「生前退位」への想い (新潮文庫:11036, ほ-19-4) 保阪正康著 新潮社 080/Sh61/ほ19-4

415
おもてなし時空ホテル (新潮文庫:10959, ほ-21-24. 桜井千鶴のお客様
相談ノート)

堀川アサコ著 新潮社 080/Sh61/ほ21-24

416 英雄の条件 (新潮文庫:11062, ほ-26-2) 本城雅人著 新潮社 080/Sh61/ほ26-2

417
決定版妊娠レッスン : 赤ちゃんが欲しいすべてのカップルへ (新潮文
庫:11043, ほ-27-1)

放生勲著 新潮社 080/Sh61/ほ27-1

418
心が安らぐ145種 : 旅先で出会う花ポケット図鑑 (新潮文庫:ま-25-6,
10721)

増村征夫著 新潮社 080/Sh61/ま25-6

419 北海タイムス物語 (新潮文庫:11189, ま-41-4) 増田俊也著 新潮社 080/Sh61/ま41-4

420 朝比奈うさぎの謎解き錬愛術 (新潮文庫:11058, ま-53-1) 柾木政宗著 新潮社 080/Sh61/ま53-1

421 ハーシュ (新潮文庫:11149, ま-56-1) 前川裕著 新潮社 080/Sh61/ま56-1

422 ほのぼのお徒歩日記 (新潮文庫:11207, み-22-11) 宮部みゆき著 新潮社 080/Sh61/み22-11

423 ビロウな話で恐縮です日記 (新潮文庫:10929, み-34-14) 三浦しをん著 新潮社 080/Sh61/み34-14

424 アメリカ最後の実験 (新潮文庫:10964, み-61-1) 宮内悠介著 新潮社 080/Sh61/み61-1

425 志ん生の食卓 (新潮文庫:11055, み-62-1) 美濃部美津子著 新潮社 080/Sh61/み62-1



426 ニセモノの妻 (新潮文庫:11024, み-63-1) 三崎亜記著 新潮社 080/Sh61/み63-1

427 ワンダフル・ワールド (新潮文庫:11013, む-20-1) 村山由佳著 新潮社 080/Sh61/む20-1

428 子規の音 (新潮文庫:11191, も-21-4) 森まゆみ著 新潮社 080/Sh61/も21-4

429 闇の峠 (新潮文庫:10999, も-25-21) 諸田玲子著 新潮社 080/Sh61/も25-21

430 私の裸 (新潮文庫:11052, も-41-2) 森美樹著 新潮社 080/Sh61/も41-2

431 数学する身体 (新潮文庫:も-42-1, 10914) 森田真生著 新潮社 080/Sh61/も42-1

432 闇市 (新潮文庫:10967, も-43-1) マイク・モラスキー編 新潮社 080/Sh61/も43-1

433
完本しなやかな日本列島のつくりかた : 藻谷浩介対話集 (新潮文
庫:10900, も-44-1)

藻谷浩介著 新潮社 080/Sh61/も44-1

434 五瓣の椿 第2版 (新潮文庫:1648, や-3-10) 山本周五郎著 新潮社 080/Sh61/や3-10

435 柳橋物語/むかしも今も 第2版 (新潮文庫:1627, や-3-11) 山本周五郎著 新潮社 080/Sh61/や3-11

436 季節のない街 第2版 (新潮文庫:1924, や-3-12) 山本周五郎著 新潮社 080/Sh61/や3-12

437 寝ぼけ署長 第2版 (新潮文庫:2754, や-3-13) 山本周五郎著 新潮社 080/Sh61/や3-13

438 栄花物語 第2版 (新潮文庫:2084, や-3-14) 山本周五郎著 新潮社 080/Sh61/や3-14



439 赤ひげ診療譚 第2版 (新潮文庫:1649, や-3-5) 山本周五郎著 新潮社 080/Sh61/や3-5

440 日本婦道記 (新潮文庫:11022, や-3-6) 山本周五郎著 新潮社 080/Sh61/や3-6

441 ながい坂 第2版 上巻 (新潮文庫:1977-1978, や-3-7, や-3-8) 山本周五郎著 新潮社 080/Sh61/や3-7

442 ながい坂 第2版 下巻 (新潮文庫:1977-1978, や-3-7, や-3-8) 山本周五郎著 新潮社 080/Sh61/や3-8

443 青べか物語 第2版 (新潮文庫:1637, や-3-9) 山本周五郎著 新潮社 080/Sh61/や3-9

444
殺人仮装行列 : 探偵小説集 (新潮文庫:11026, や-3-92. 周五郎少年文
庫)

山本周五郎著/末國善己編 新潮社 080/Sh61/や3-92

445
木乃伊屋敷の秘密 : 怪奇小説集 (新潮文庫:11040, や-3-93. 周五郎少
年文庫)

山本周五郎著/末國善己編 新潮社 080/Sh61/や3-93

446
少年間諜X (スパイエックス) 13号 : 冒険小説集 (新潮文庫:11056, や-3-
94. 周五郎少年文庫)

山本周五郎著/末國善己編 新潮社 080/Sh61/や3-94

447 南方十字星 : 海洋小説集 (新潮文庫:11069, や-3-95. 周五郎少年文庫) 山本周五郎著/末國善己編 新潮社 080/Sh61/や3-95

448 臆病一番首 : 時代小説集 (新潮文庫:11179, や-3-96. 周五郎少年文庫) 山本周五郎著/末國善己編 新潮社 080/Sh61/や3-96

449 山崎豊子読本 (新潮文庫:10985, や-5-71) 新潮文庫編集部編 新潮社 080/Sh61/や5-71

450 カズサビーチ (新潮文庫:11070, や-54-8) 山本一力著 新潮社 080/Sh61/や54-8

451
身体感覚で『論語』を読みなおす。 : 古代中国の文字から (新潮文
庫:10831, や-78-1)

安田登著 新潮社 080/Sh61/や78-1



452 イヤシノウタ (新潮文庫:11012, よ-18-34) 吉本ばなな著 新潮社 080/Sh61/よ18-34

453 骸骨巡礼 : イタリア・ポルトガル・フランス編 (新潮文庫:11137, よ-24-13) 養老孟司著 新潮社 080/Sh61/よ24-13

454 忘霊トランクルーム (新潮文庫:よ-38-51, 10921) 吉野万理子著 新潮社 080/Sh61/よ38-51

455 天皇陛下の私生活 : 1945年の昭和天皇 (新潮文庫:10952, よ-41-1) 米窪明美著 新潮社 080/Sh61/よ41-1

456 人ノ町 (新潮文庫:11160, よ-42-1) 詠坂雄二著 新潮社 080/Sh61/よ42-1

457 評伝石牟礼道子 : 渚に立つひと (新潮文庫:11256, よ-43-1) 米本浩二著 新潮社 080/Sh61/よ43-1

458
顔のない天才 : 文豪とアルケミスト ノベライズ : case芥川龍之介 (新潮
文庫:11159, ん-2-4)

河端ジュン一著 新潮社 080/Sh61/ん2-4

459 嘘ばっかり (新潮文庫:10989, ア-5-47)
ジェフリー・アーチャー [著]/
戸田裕之訳

新潮社 080/Sh61/ア5-47

460 運命のコイン 上巻 (新潮文庫:11195-11196, ア-5-48, ア-5-49)
ジェフリー・アーチャー [著]/
戸田裕之訳

新潮社 080/Sh61/ア5-48

461 運命のコイン 下巻 (新潮文庫:11195-11196, ア-5-48, ア-5-49)
ジェフリー・アーチャー [著]/
戸田裕之訳

新潮社 080/Sh61/ア5-49

462 僕のワンダフル・ジャーニー (新潮文庫:11157, キ-14-2)
W・ブルース・キャメロン
[著]/青木多香子訳

新潮社 080/Sh61/キ14-2

463
欧州開戦 1 (新潮文庫:ク-28-67, ク-28-68, ク-28-69, ク-28-70, 10917-
10918, 10937-10938)

マーク・グリーニー著/田村
源二訳

新潮社 080/Sh61/ク28-67

464
欧州開戦 2 (新潮文庫:ク-28-67, ク-28-68, ク-28-69, ク-28-70, 10917-
10918, 10937-10938)

マーク・グリーニー著/田村
源二訳

新潮社 080/Sh61/ク28-68



465
欧州開戦 3 (新潮文庫:ク-28-67, ク-28-68, ク-28-69, ク-28-70, 10917-
10918, 10937-10938)

マーク・グリーニー著/田村
源二訳

新潮社 080/Sh61/ク28-69

466
欧州開戦 4 (新潮文庫:ク-28-67, ク-28-68, ク-28-69, ク-28-70, 10917-
10918, 10937-10938)

マーク・グリーニー著/田村
源二訳

新潮社 080/Sh61/ク28-70

467
イスラム最終戦争 1 (新潮文庫:11115-11116, 11125-11126, ク-28-71,
ク-28-72, ク-28-73, ク-28-74)

マーク・グリーニー [著]/田
村源二訳

新潮社 080/Sh61/ク28-71

468
イスラム最終戦争 2 (新潮文庫:11115-11116, 11125-11126, ク-28-71,
ク-28-72, ク-28-73, ク-28-74)

マーク・グリーニー [著]/田
村源二訳

新潮社 080/Sh61/ク28-72

469
イスラム最終戦争 3 (新潮文庫:11115-11116, 11125-11126, ク-28-71,
ク-28-72, ク-28-73, ク-28-74)

マーク・グリーニー [著]/田
村源二訳

新潮社 080/Sh61/ク28-73

470
イスラム最終戦争 4 (新潮文庫:11115-11116, 11125-11126, ク-28-71,
ク-28-72, ク-28-73, ク-28-74)

マーク・グリーニー [著]/田
村源二訳

新潮社 080/Sh61/ク28-74

471 快読シェイクスピア 決定版 (新潮文庫:10923, シ-1-51) 河合隼雄, 松岡和子著 新潮社 080/Sh61/シ1-51

472 狂気の科学者たち (新潮文庫:11086, シ-38-27)
アレックス・バーザ [著]/プレ
シ南日子訳

新潮社 080/Sh61/シ38-27

473
堕落刑事 : マンチェスター市警エイダン・ウェイツ (新潮文庫:11138, ノ-
1-1)

ジョセフ・ノックス [著]/池田
真紀子訳

新潮社 080/Sh61/ノ1-1

474 サンタクロース少年の冒険 (新潮文庫:11220, ホ-20-2)
ライマン・フランク・ボーム
[著]/畔柳和代訳

新潮社 080/Sh61/ホ20-2

475 北氷洋 (新潮文庫:10990, マ-32-1)
イアン・マグワイア[著]/高見
浩訳

新潮社 080/Sh61/マ32-1

476 家なき子 上巻 (新潮文庫:11169-11170, マ-33-1, マ-33-2)
エクトール・マロ [著]/村松
潔訳

新潮社 080/Sh61/マ33-1

477 家なき子 下巻 (新潮文庫:11169-11170, マ-33-1, マ-33-2)
エクトール・マロ [著]/村松
潔訳

新潮社 080/Sh61/マ33-2



478 インスマスの影 : クトゥルー神話傑作選 (新潮文庫:11158, ラ-19-1)
H・P・ラヴクラフト [著]/南條
竹則編訳

新潮社 080/Sh61/ラ19-1

479 ドリトル先生航海記 (新潮文庫:11139, ロ-18-1)
ヒュー・ロフティング [著]/福
岡伸一訳

新潮社 080/Sh61/ロ18-1

480 特別な友情 : フランスBL小説セレクション (新潮文庫:11197, ン-1-1)
ペールフィット [ほか著]/芳
川泰久 [ほか] 訳

新潮社 080/Sh61/ン1-1

481 滅びの鐘 (創元推理文庫:[Fい2-8]) 乾石智子著 東京創元社 080/So27/Fい2-8

482
夜光亭の一夜 : 宝引の辰捕者帳ミステリ傑作選 (創元推理文庫:Mあ1-
11)

泡坂妻夫著/末國善己編 東京創元社 080/So27/Mあ1-11

483 図書館の殺人 (創元推理文庫:[Mあ16-4]) 青崎有吾著 東京創元社 080/So27/Mあ16-4

484 お節介な放課後 : 御出学園帰宅部の献身 (創元推理文庫) 阿藤玲著 東京創元社 080/So27/Mあ19-2

485
気まぐれ食堂 : 神様がくれた休日 (なつやすみ) (創元推理文庫:[Mあ
20-1])

有間カオル著 東京創元社 080/So27/Mあ20-1

486 ジェリーフィッシュは凍らない (創元推理文庫:Mい11-1) 市川憂人著 東京創元社 080/So27/Mい11-1

487
予告状ブラック・オア・ホワイト : ご近所専門探偵物語 (創元推理文庫:[M
い9-3])

市井豊[著] 東京創元社 080/So27/Mい9-3

488 イメコン (創元推理文庫) 遠藤彩見著 東京創元社 080/So27/Mえ2-1

489 皇帝と拳銃と (創元推理文庫) 倉知淳著 東京創元社 080/So27/Mく2-11

490 とむらい自動車 : 猫丸先輩の空論 (創元推理文庫:[く-2-12]) 倉知淳著 東京創元社 080/So27/Mく2-12



491 文豪たちの怪しい宴 (創元推理文庫) 鯨統一郎著 東京創元社 080/So27/Mく3-5

492 アリス殺し (創元推理文庫:[Mこ-5-4]) 小林泰三著 東京創元社 080/So27/Mこ5-4

493 海賊島の殺人 (創元推理文庫) 沢村浩輔著 東京創元社 080/So27/Mさ7-2

494 翼をください (創元推理文庫) 田南透著 東京創元社 080/So27/Mた10-1

495 京都東山美術館と夜のアート (創元推理文庫) 高井忍著 東京創元社 080/So27/Mた8-5

496 恋牡丹 (創元推理文庫) 戸田義長著 東京創元社 080/So27/Mと7-1

497 一週間のしごと (創元推理文庫) 永嶋恵美著 東京創元社 080/So27/Mな4-1

498 櫛の文字 : 銭形平次ミステリ傑作選 (創元推理文庫) 野村胡堂著 ; 末國善己編 東京創元社 080/So27/Mの1-1

499 だれもがポオを愛していた (創元推理文庫:[Mひ2-1], [420-01]) 平石貴樹著 東京創元社 080/So27/Mひ2-1

500 海泡 (創元推理文庫) 樋口有介著 東京創元社 080/So27/Mひ3-16

501 少女の時間 (創元推理文庫:[Mひ3-17]) 樋口有介著 東京創元社 080/So27/Mひ3-17

502 火災調査官 (創元推理文庫) 福田和代著 東京創元社 080/So27/Mふ4-4

503 巴里マカロンの謎 (創元推理文庫:[Mよ1-11]) 米澤穂信著 東京創元社 080/So27/Mよ1-11



504 猫のまぼろし、猫のまどわし (創元推理文庫:[Fん3-2]) 東雅夫編 東京創元社 080/So27/Mん3-2

505
平成怪奇小説傑作集 3 (創元推理文庫:[Fん3-3], [564-06],[Fん3-5],
[564-08])

東雅夫編 東京創元社 080/So27/Mん3-5

506 黒いアリバイ (創元推理文庫) ウィリアム・アイリッシュ著 東京創元社 080/So27/Mア1-3

507 ホワイトコテージの殺人 (創元推理文庫)
マージェリー・アリンガム著 ;
猪俣美江子訳

東京創元社 080/So27/Mア12-5

508 ヴァイオリン職人と消えた北欧楽器 (創元推理文庫:[Mア14-3])
ポール・アダム著/青木悦子
訳

東京創元社 080/So27/Mア14-3

509 ビール職人の醸造と推理 (創元推理文庫)
エリー・アレグザンダー著 ;
越智睦訳

東京創元社 080/So27/Mア19-1

510 ネプチューンの影 (創元推理文庫:Mウ12-6)
フレッド・ヴァルガス著/田中
千春訳

東京創元社 080/So27/Mウ12-6

511 ローズ・アンダーファイア (創元推理文庫)
エリザベス・ウェイン著 ; 吉
澤康子訳

東京創元社 080/So27/Mウ24-2

512 銀の仮面 (創元推理文庫)
ヒュー・ウォルポール著 ; 倉
阪鬼一郎編訳

東京創元社 080/So27/Mウ9-1

513 白い僧院の殺人 (創元推理文庫:[Mカ1-28])
カーター・ディクスン著/高沢
治訳

東京創元社 080/So27/Mカ1-28

514 四つの凶器 (創元推理文庫)
ジョン・ディクスン・カー著 ;
和爾桃子訳

東京創元社 080/So27/Mカ1-44

515 空の幻像 (創元推理文庫)
アン・クリーヴス著 ; 玉木亨
訳

東京創元社 080/So27/Mク13-6

516 謀略空港 (創元推理文庫)
シェイン・クーン著 ; 見次郁
子訳

東京創元社 080/So27/Mク27-1



517 天国通り殺人事件 (創元推理文庫)
シュテファン・スルペツキ著 ;
北川和代訳

東京創元社 080/So27/Mス15-2

518
ごきげんいかが、ワトスン博士 上 (創元推理文庫:[Mタ3-4], [Mタ3-5]. ア
イリーン・アドラーの冒険)

キャロル・ネルソン・ダグラス
著/日暮雅通訳

東京創元社 080/So27/Mタ3-4

519
ごきげんいかが、ワトスン博士 下 (創元推理文庫:[Mタ3-4], [Mタ3-5]. ア
イリーン・アドラーの冒険)

キャロル・ネルソン・ダグラス
著/日暮雅通訳

東京創元社 080/So27/Mタ3-5

520 ミスコン女王が殺された (創元推理文庫)
ジャナ・デリオン著 ; 島村浩
子訳

東京創元社 080/So27/Mテ17-2

521 チャイルド・ファインダー雪の少女 (創元推理文庫)
レネ・デンフェルド著 ; 細美
遙子訳

東京創元社 080/So27/Mテ18-1

522 モリアーティ秘録 上 (創元推理文庫)
キム・ニューマン著 ; 北原尚
彦訳

東京創元社 080/So27/Mニ2-1

523 モリアーティ秘録 下 (創元推理文庫)
キム・ニューマン著 ; 北原尚
彦訳

東京創元社 080/So27/Mニ2-2

524 生者と死者に告ぐ (創元推理文庫)
ネレ・ノイハウス著 ; 酒寄進
一訳

東京創元社 080/So27/Mノ4-7

525 血の収穫 (創元推理文庫:Mハ1-1)
ダシール・ハメット著/田口俊
樹訳

東京創元社 080/So27/Mハ1-1

526 赤毛のレドメイン家 (創元推理文庫)
イーデン・フィルポッツ著 ; 武
藤崇恵訳

東京創元社 080/So27/Mフ2-1

527 ガイコツは眠らず捜査する (創元推理文庫) レイ・ペリー著 ; 木下淳子訳 東京創元社 080/So27/Mヘ18-2

528 見習い警官殺し 上 (創元推理文庫:Mヘ19-2)
レイフ・GW.ペーション著/久
山葉子訳

東京創元社 080/So27/Mヘ19-2

529 見習い警官殺し 下 (創元推理文庫:Mヘ19-3)
レイフ・GW.ペーション著/久
山葉子訳

東京創元社 080/So27/Mヘ19-3



530 悪意の夜 (創元推理文庫:[Mマ12-11])
ヘレン・マクロイ著/駒月雅
子訳

東京創元社
080/So27/Mマ12-
11

531 誰かが嘘をついている (創元推理文庫:[Mマ28-1])
カレン・M・マクマナス著/服
部京子訳

東京創元社 080/So27/Mマ28-1

532 不条理な殺人 (創元推理文庫)
パット・マガー著 ; 戸田早紀
訳

東京創元社 080/So27/Mマ5-6

533 赤い館の秘密 (創元推理文庫:[Mミ2-1]) A・A・ミルン著/山田順子訳 東京創元社 080/So27/Mミ2-1

534 死後開封のこと 上 (創元推理文庫)
リアーン・モリアーティ著 ; 和
爾桃子訳

東京創元社 080/So27/Mモ6-3

535 死後開封のこと 下 (創元推理文庫)
リアーン・モリアーティ著 ; 和
爾桃子訳

東京創元社 080/So27/Mモ6-4

536 時計は三時に止まる (創元推理文庫)
クレイグ・ライス著/小鷹信光
訳

東京創元社 080/So27/Mラ1-3

537 日曜の午後はミステリ作家とお茶を (創元推理文庫:Mロ10-1)
ロバート・ロプレスティ著/高
山真由美訳

東京創元社 080/So27/Mロ10-1

538 休日はコーヒーショップで謎解きを (創元推理文庫:[Mロ10-2])
ロバート・ロプレスティ著/高
山真由美編訳

東京創元社 080/So27/Mロ10-2

539 感身学正記 : 西大寺叡尊の自伝 2 (東洋文庫:664,901) 叡尊 [著]/細川涼一訳注 平凡社 080/To82/901

540 人とことば (人物叢書 / 日本歴史学会編集) 日本歴史学会編 吉川弘文館 289.1/J52

541 徳川家康 (人物叢書:[通巻300])
藤井讓治著/日本歴史学会
編集

吉川弘文館 289.1/J52/300

542 ルイス・フロイス (人物叢書:[通巻301])
五野井隆史著/日本歴史学
会編集

吉川弘文館 289.1/J52/301



543 二条良基 (人物叢書:[通巻302])
小川剛生著/日本歴史学会
編集

吉川弘文館 289.1/J52/302

544 徳川秀忠 (人物叢書:[通巻303])
山本博文著/日本歴史学会
編集

吉川弘文館 289.1/J52/303

545 EQトレーニング (日経文庫:1416) 高山直著 日本経済新聞出版社 330/N73/1416

546 サブスクリプション経営 (日経文庫:1418) 根岸弘光, 亀割一徳著 日本経済新聞出版社 330/N73/1418

547 プロが教えるアイデア練習帳 (日経文庫:1419) 岡田庄生著 日本経済新聞出版社 330/N73/1419

一般書

1
自由の地域差 : ネット社会の自由と束縛の地理学 (流通経済大学社会
学部創設30周年叢書)

福井一喜著 流通経済大学出版会 007.3/F76

2
ウォーキングの科学 : 10歳若返る、本当に効果的な歩き方 (ブルーバッ
クス:B-2113)

能勢博著 講談社 080/B94/2113

3
時間はどこから来て、なぜ流れるのか? : 最新物理学が解く時空・宇宙・
意識の「謎」 (ブルーバックス:B-2124)

吉田伸夫著 講談社 080/B94/2124

4 さよなら獣 (中公文庫:[あ-90-1]) 朝比奈あすか著 中央公論新社 080/C64/あ90-1

5 三の隣は五号室 (中公文庫:[な-74-1]) 長嶋有著 中央公論新社 080/C64/な74-1

6 極北 (中公文庫:[む-4-12])
マーセル・セロー著/村上春
樹訳

中央公論新社 080/C64/む4-12

7 瓦礫から本を生む (河出文庫) 土方正志著 河出書房新社 080/Ka92/ひ13-1



8 よろしく懐旧篇 (本人に訊く) (集英社文庫:し11-52) 集英社 080/Sh99/し11-52

9 おまたせ激突篇 (集英社文庫:し11-53) 集英社 080/Sh99/し11-53

10 ジヴェルニーの食卓 (集英社文庫:は44-2) 原田マハ著 集英社 080/Sh99/は44-2

11 意識のリボン (集英社文庫) 綿矢 りさ著 集英社 080/Sh99/わ17-1

12
イシスのヴェール : 自然概念の歴史をめぐるエッセー (叢書・ウニベルシ
タス:1109)

ピエール・アド著/小黒和子
訳

法政大学出版局 080/So84/1109

13 急に具合が悪くなる 宮野真生子, 磯野真穂著 晶文社 114.2/Mi79

14 一億三千万人のための「論語」教室 (河出新書:012) 高橋源一郎著 河出書房新社 123.83/Ta33

15 原子力時代における哲学 (犀の教室) 國分功一郎著 晶文社 134.96/Ko45

16 贖罪論と今日の協会 (神学:81号)
東京神学大学神学会/教
文館(発売)

191.2/Sh96

17 世界でいちばん素敵な聖書の教室
ロム・インターナショナル編
集・文

三才ブックス 193/Se22

18
大地の古代史 : 土地の生命力を信じた人びと (歴史文化ライブラ
リー:493)

三谷芳幸著 吉川弘文館 210.08/R25/493

19 鎌倉浄土教の先駆者法然 (歴史文化ライブラリー:494) 中井真孝著 吉川弘文館 210.08/R25/494

20 敗者たちの中世争乱 : 年号から読み解く (歴史文化ライブラリー) 関幸彦著 吉川弘文館 210.08/R25/495



21 松岡洋右と日米開戦 : 大衆政治家の功と罪 (歴史文化ライブラリー) 服部聡著 吉川弘文館 210.08/R25/496

22 歴史に向きあう : 未来につなぐ近現代の歴史 黒沢文貴著 東京大学出版会 210.6/Ku76

23 ベトナムの謎 片岡利昭著
日越貿易会/エヌ・エヌ・
エー

223.107/Ka83

24 日帰り温泉ひとり旅 : 信長と光秀の時代 第44巻3号 (旅の手帖) 交通新聞社 291/Ta12/2020

25 東南アジア文化事典
信田敏宏編集委員長/綾部
真雄 [ほか] 編集委員

丸善出版 302.23/To63

26 ロシア文化事典
沼野充義, 望月哲男, 池田
嘉郎編集代表/井上まどか
[ほか] 編集委員

丸善出版 302.38/R72

27
21 lessons (トゥエンティワン・レッスンズ) : 21世紀の人類のための21の
思考

ユヴァル・ノア・ハラリ著/柴
田裕之訳

河出書房新社 304/H32

28 しょぼい生活革命
内田樹, えらいてんちょう(矢
内東紀)著/中田考司会

晶文社 304/U14

29 16歳のデモクラシー : 受験勉強で身につけるリベラルアーツ 佐藤優著 晶文社 311.7/Sa85

30 #あなたを幸せにしたいんだ : 山本太郎とれいわ新選組
山本太郎[著]/木村元彦, 雨
宮処凛取材・構成

集英社 315.1/Y31

31
インドの女性と障害 : 女性学と障害学が支える変革に向けた展望 (世界
人権問題叢書:102)

アーシャ・ハンズ編/古田弘
子監訳

明石書店 316/Se22/102

32 子どものまちのつくり方 : 明石市の挑戦 泉房穂著 明石書店 318.264/I99

33 大学生のための日本国憲法入門 吉田成利著 慶應義塾大学出版会 323.14/Y86



34 総則・物権 第7版 (有斐閣アルマ:Basic. 民法) 山野目章夫著 有斐閣 324/Y38

35 現代刑法入門 第4版 (有斐閣アルマ) 浅田和茂 [ほか] 著 有斐閣 326/G34

36 資本主義の新しい形 (シリーズ現代経済の展望) 諸富徹著 岩波書店 330/G34/7

37 ミクロ経済学って大体こんな感じです 竹内健蔵著 有斐閣 331/Ta67

38 契約と法の経済分析 (中京大学総合政策研究叢書:第13号) 佐藤茂春著 勁草書房 331.19/Sa85

39 現代人口経済学 松浦司著 日本評論社 334.1/Ma89

40 必ず取れる経営管理ビザ!外国人会社設立ガイド 改訂版 小島健太郎著
セルバ出版/創英社/三
省堂書店 (発売)

335/Ko39

41 組織の経済学
伊藤秀史, 小林創, 宮原泰
之著

有斐閣 336.3/So63

42
財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法 第13版
(有斐閣アルマ)

桜井久勝, 須田一幸著 有斐閣 336.9/Sa47

43 教養としての簿記 : ゼロから学ぶ簿記理論
太田佑馬編著/小林里美,
濱田明著

大学教育出版 336.91/Ky7

44
経済的自由への道は、世界のお金の授業が教えてくれる : 人生の選択
肢が広がるパーソナルファイナンスの教科書

西村隆男[著]
クロスメディア・パブリッシ
ング/インプレス(発売)

338/N84

45 租税法 (有斐閣アルマ)
岡村忠生, 酒井貴子, 田中
晶国著

有斐閣 345.1/So95

46 「言葉」が暴走する時代の処世術 (集英社新書:1001B) 太田光, 山極寿一著 集英社 361.45/O81



47 足をどかしてくれませんか。 : メディアは女たちの声を届けているか
林香里編/小島慶子[ほか]
著

亜紀書房 361.453/A92

48
オタク経済圏創世記 : GAFAの次は2.5次元コミュニティが世界の主役に
なる件

中山淳雄著
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

361.5/N45

49 地域とゆるくつながろう! : サードプレイスと関係人口の時代
石山恒貴編著/北川佳寿美
[ほか] 執筆

静岡新聞社 361.7/C43

50 ヘイトの時代に対抗する (対抗言論 : 反ヘイトのための交差路:1号)
杉田俊介,櫻井信栄編/川村
湊編集協力

法政大学出版局 361.8/H51

51 新たなマイノリティの誕生 : 声を奪われた白人労働者たち
ジャスティン・ゲスト著/吉田
徹 [ほか] 訳

弘文堂 361.85/G38

52 ちょっと気になる「働き方」の話 権丈英子著 勁草書房 366/Ke44

53 働くコンパスを手に入れる : 〈仕事旅行社〉式・職業体験のススメ 田中翼著 晶文社 366.29/Ta84

54 男らしさの終焉
グレイソン・ペリー著/小磯洋
光訳

フィルムアート社 367.5/P42

55 ルポひきこもり未満 : レールから外れた人たち (集英社新書:0947B) 池上正樹著 集英社 367.7/I33

56 LGBTヒストリーブック : 絶対に諦めなかった人々の100年の闘い
ジェローム・ポーレン著/北
丸雄二訳

サウザンブックス社 367.9/P76

57 私にとっての介護 : 生きることの一部として 岩波書店編集部編 岩波書店 369.26/W47

58 レスキューナースが教えるプチプラ防災 辻直美著 扶桑社 369.3/Ts41

59 孤塁 : 双葉郡消防士たちの3・11 吉田千亜著 岩波書店 369.3/Y86



60 ボランティアってなんだっけ? (岩波ブックレット) 猪瀬浩平著 岩波書店 369.7/I56

61
思考を鍛える大学の学び入門 : 論理的な考え方・書き方からキャリアデ
ザインまで 第2版

井下千以子著 慶應義塾大学出版会 377.15/I56

62 ブッシュマンの民話 田中二郎採録・解説 京都大学学術出版会 388.484/B95

63
富士山はどうしてそこにあるのか : 地形から見る日本列島史 (NHK出版
新書:584)

山崎晴雄著 NHK出版 455.1/Y48

64 動物に「心」は必要か : 擬人主義に立ち向かう 渡辺茂著 東京大学出版会 481.78/W46

65 「人生百年」という不幸 (新潮新書:844) 里見清一著 新潮社 490.4/Sa86

66 PT・OTのための臨床運動学ワークブック : 基礎学習を臨床へつなげる 弓岡光徳, 廣瀬浩昭編著 医歯薬出版 491.36/P95

67 おしゃべりながんの図鑑 : 病理学から見たわかりやすいがんの話 小倉加奈子著 CCCメディアハウス 491.65/O26

68 脳波の行間を読むデジタル脳波判読術 飛松省三, 重藤寛史著 南山堂 492.16/To14

69 基礎医学 第2版 (PT・OT国家試験共通問題でるもん・でたもん)
「標準理学療法学・作業療
法学」編集室編

医学書院 492.5/P95

70 イラストと写真で学ぶむち打ち症の鍼灸治療 形井秀一編著 医歯薬出版 492.75/I63

71 図とイラストだからわかるサルコペニア・フレイル 遠藤直人編 クリニコ出版 493.185/Z8

72 かんテキ循環器 (患者がみえる新しい「病気の教科書 (テキスト)」) 宮川和也編集 メディカ出版 493.2/Ka59



73 カラー写真で学ぶ筋・骨格の機能評価 : 100の課題を通して体感! 竹内義享著 医歯薬出版 493.6/Ta67

74 かんテキ脳神経 (患者がみえる新しい「病気の教科書 (テキスト)」) 岡崎貴仁, 青木志郎編集 メディカ出版 493.73/Ka59

75 標準小児科学 第8版 (Standard textbook)
原寿郎, 高橋孝雄, 細井創
編集/武田英二 [ほか] 執筆

医学書院 493.9/H99

76 小児理学療法学テキスト 改訂第3版 (シンプル理学療法学シリーズ)
田原弘幸, 大城昌平, 小塚
直樹編集

南江堂 493.92/Sh96

77 発達障害の作業療法 第3版 基礎編
岩﨑清隆, 岸本光夫, 鴨下
賢一著

三輪書店 493.937/H43

78 発達障害の作業療法 第3版 実践編
岩﨑清隆, 岸本光夫, 鴨下
賢一著

三輪書店 493.937/H43

79 かんテキ整形外科 (患者がみえる新しい「病気の教科書 (テキスト)」) 渡部欣忍編集 メディカ出版 494.7/Ka59

80
受診時年齢別発育性股関節形成不全の診かた・治しかた : 子どもから
大人までこの1冊!

稲葉裕, 中島康晴編 メジカルビュー社 494.77/J98

81
リハで活用!わかりやすい運動器エコー : 運動療法に役立つ機能解剖と
評価のテクニック

中山昇平, 福元喜啓著 メジカルビュー社 494.78/N45

82 修了事例から学ぶ主体性をひきだす訪問理学・作業療法 中島鈴美 [ほか] 著 日本医事新報社 494.78/Sh99

83 やりすぎの経済学 : 中毒・不摂生と社会政策
ハロルド・ウィンター著/河越
正明訳

大阪大学出版会 498/W77

84
手術数でわかるいい病院 : 全国&地方別ランキング 2020 (週刊朝日
MOOK)

朝日新聞出版 498.16/Sh99

85 働く人のこころのケア・ガイドブック : 会社を休むときのQ&A 福田真也著 金剛出版 498.8/F74



86 今日の治療薬 : 解説と便覧 2020年版(第42版) 水島裕, 宮本昭正 [共] 編著 南江堂 499.1/Ko75

87 Civil engineering consultant 286 建設コンサルタンツ協会 510/C73

88 インフラ整備70年 : 戦後の代表的な100プロジェクト 1
戦後インフラ整備事業研究
会編

建設コンサルタンツ協会 510.9/I54

89 水と社会 : 水リテラシーを学ぶ8つの扉
林大樹, 西山昭彦, 大瀧友
里奈編

東京大学出版会 517/Mi97

90 科学的に見るSDGs時代のごみ問題 松藤敏彦著 丸善出版 518.52/Ma88

91 神戸と洋食 江弘毅編
神戸新聞総合出版セン
ター

596.23/Ko13

92 コンビニが日本から消えたなら 渡辺広明著 ベストセラーズ 673.86/W46

93 千客万来!地域・施設に人を集めるコピーとグラフィックス パイインターナショナル編著 パイインターナショナル 674.7/Se69

94 地域発展の観光戦略
安田信之助編著/渡辺正
[ほか] 著

創成社 689.4/C43

95 雪舟決定版 : 生誕六〇〇年 (別冊太陽. 日本のこころ:278) 島尾新, 山下裕二監修 平凡社 721.3/Se88

96 ロンドンナショナルギャラリー : 名画でひもとく西洋美術史 (別冊太陽) 平凡社 723/R66

97
明日はいい日だ : ノンフィクションコミック 上巻 (徳田虎雄:第1巻(立志青
雲編))

前田和男脚本/小川たけし
漫画

道出版 726.1/A92/1

98
明日はいい日だ : ノンフィクションコミック 下巻 (徳田虎雄:第2巻(立志青
雲編))

前田和男脚本/小川たけし
漫画

道出版 726.1/A92/2



99 スヌーピー1973〜1974 (完全版ピーナッツ全集:12)
チャールズ・M.シュルツ著/
谷川俊太郎訳

河出書房新社 726.1/Sc8/12

100 スヌーピー1975〜1976 (完全版ピーナッツ全集:13)
チャールズ・M.シュルツ著/
谷川俊太郎訳

河出書房新社 726.1/Sc8/13

101 スヌーピー1977〜1978 (完全版ピーナッツ全集:14)
チャールズ・M.シュルツ著/
谷川俊太郎訳

河出書房新社 726.1/Sc8/14

102 スヌーピー1989〜1990 (完全版ピーナッツ全集:20)
チャールズ・M.シュルツ著/
谷川俊太郎訳

河出書房新社 726.1/Sc8/20

103 芸人と影 (小学館新書:[359]) ビートたけし著 小学館 779.9/B48

104
スポーツの経済学 : スポーツはポストモダン産業の旗手となれる 新装
改訂版

小林至著
PHPエディターズ・グルー
プ/PHP研究所 (発売)

780/Ko12

105 白いスタジアムと「生活の論理」 : スポーツ化する社会への警鐘
松村和則, 前田和司, 石岡
丈昇編

東北大学出版会 780.13/Sh89

106 基礎から学ぶ!スポーツマッサージ 令和版
溝口秀雪編著/泉秀幸, 笹
木正悟共著

ベースボール・マガジン
社

780.19/Ki59

107 イラスト図解筋力トレーニング : 医・科学的根拠に基づくアプローチ 松本秀男, 今井覚志編集 文光堂 780.7/I63

108 ギリシア案内記 : ラコニア・メッセニア 2 (西洋古典叢書)
パウサニアス [著]/周藤芳
幸訳

京都大学学術出版会 908/Se19

109 太宰治 : 哲学的文学論
山崎正純, 中村三春, 山本
哲士 [著]

文化科学高等研究院
(EHESC)出版局

910.268/D49

110 medium : 霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼著 講談社 913.6/A26

111 デッドライン 千葉雅也著 新潮社 913.6/C42



112 背高泡立草 古川真人著 集英社 913.6/F93

113 御社のチャラ男 絲山秋子著 講談社 913.6/I91

114 首 北野武著 KADOKAWA 913.6/Ki69

115 箱とキツネと、パイナップル 村木美涼著 新潮社 913.6/Mu45

116 i (アイ) (ポプラ文庫:に2-1) 西加奈子著 ポプラ社 913.6/N81

117 ドミノin上海 恩田陸著 KADOKAWA 913.6/O65

118 笑ってる場合かヒゲ : 水曜どうでしょう的思考 1 藤村忠寿著 朝日新聞出版 914.6/F63

119 ごろごろ、神戸。 平民金子著 ぴあ株式会社関西支社 914.6/H51

120 これでもいいのだ ジェーン・スー著 中央公論新社 914.6/J36

121 黄犬交遊抄 ドナルド・キーン著 岩波書店 914.6/Ke18

122 ブスの自信の持ち方 山崎ナオコーラ著 誠文堂新光社 914.6/Y48

123 台湾男子簡阿淘 葉石涛著/西田勝訳 法政大学出版局 923.7/I21

124 となりのヨンヒさん チョンソヨン著/吉川凪訳 集英社 929.13/C53



125 友だち (新潮クレスト・ブックス)
シーグリッド・ヌーネス著/村
松潔訳

新潮社 933.7/N99


