
書　　　　　　籍 著　　者 出　版　社 請求記号

みんなのGo言語ー現場で使える実績テクニック（改訂2版） 松木雅幸　他 技術評論社 007.64||ﾏﾂｷ

ドレミファソラシは虹の音色?(光文社新書) 伊藤浩介 光文社 141.26||ｲﾄｳ

そもそも「論理的に考える」ってどうすればできるの？(知的生きかた文庫) 深沢真太郎 三笠書房 141.5||ﾌｶｻ

日本人はなぜ自虐的になったのか(新潮新書) 有馬哲夫 新潮社 210.76||ｱﾘﾏ

じゃ、また世界のどこかで。 近藤大真 KADOKAWA 290.9||ｺﾝﾄ

アメリカのシャーロック・ホームズ ケイト・ウィンクラー・ドーソン 東京創元社 317.953||ｹｲﾄ

図解大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる 井堀利宏 KADOKAWA 331||ｲﾎﾘ

［図解］大学4年間の経営学が10時間でざっと学べる 高橋伸夫 KADOKAWA 335.1||ﾀｶﾊ

なぜ7割のエントリーシートは、読まずに捨てられるのか？ 海老原嗣生 東洋経済新報社 336.42||ｴﾋﾞ

人は話し方が９割 永松茂久 すばる舎 361.45||ﾅｶﾞ

元女子高生、パパになる 杉山文野 文藝春秋 367.9||ｽｷﾞ

凶悪(新潮文庫) 「新潮45」編集部 新潮社 368.6||ｼﾝﾁ

ケーキの切れない非行少年たち(新潮新書) 宮口幸治 新潮社 368.7||ﾐﾔｸ

「1日30分」を続けなさい！(だいわ文庫) 古市幸雄 大和書房 379.7||ﾌﾙｲ

もののけの日本史(中公新書) 小山聡子 中央公論新社 387||ｺﾔﾏ

眠れなくなるほど面白い 図解 微分積分 大上丈彦 日本文芸社 413.3||ｵｵｶ

R言語ではじめるプログラミングとデータ分析 馬場真哉 ソシム 417||ﾊﾞﾊ

ハリス分析化学〈上〉ー原著9版 ダニエル・C・ハリス 化学同人 433||Har

ハリス分析化学〈下〉ー原著9版 ダニエル・C・ハリス 化学同人 433||Har

世界史を変えた薬(講談社現代新書) 佐藤健太郎 講談社 449.02||ｻﾄｳ

面白くて眠れなくなる人体 坂井建雄 PHPｴﾃﾞｨﾀｰｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 491.3||ｻｶｲ

スタンフォード式最高の睡眠 西野精治 サンマーク出版 498.36||ﾆｼﾉ

最高の入浴法 早坂信哉 大和書房 498.37||ﾊﾔｻ

誰も知らない紅茶の秘密(幻冬舎ルネッサンス新書) 沼田治 幻冬舎ﾒﾃﾞｨｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 498.53||ﾇﾏﾀ

建築家、走る(新潮文庫) 隈研吾 新潮文庫 520.4||ｸﾏ・

図説日本建築の歴史 - カラー版 矢ヶ崎善太郎 学芸出版社 521||ﾔｶﾞ

建築のデザイン・コンセプト 今井公太郎 彰国社 525.1||ｲﾏｲ

わかりやすいフィルタ回路入門　(第2版) 相良岩男 日刊工業新聞社 547.1||ｻｶﾞ

USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか？(角川文庫) 森岡毅 KADOKAWA 689.3||ﾓﾘｵ

芸術家たち〈1〉ー建築とデザインの巨匠篇(アカツキプレス) 河内タカ オークラ出版 702.8||ｶﾜﾁ

芸術家たち〈2〉ーミッドセンチュリーの偉人篇(アカツキプレス) 河内タカ オークラ出版 702.8||ｶﾜﾁ

絵本のようにめくる世界遺産の物語 村山秀太郎 昭文社 709||ﾑﾗﾔ

カラー版世界の一流が必ず身につけている西洋美術の見方 宮下規久朗 宝島社 723||ﾐﾔｼ

フジタ色彩への旅 藤田嗣治 求龍堂 723.1||ﾎﾟｰ

デザインの基本ノートー仕事で使えるセンスと技術が一冊で身につく本 尾沢早飛 SBクリエイティブ 727||ｵｻﾞ

Rの異常な愛情ー或る男の日本語ラップについての妄想 R-指定 白夜書房 767.8||R-ｼ

河原者ノススメ―死穢と修羅の記憶 （新版） 篠田正浩 幻戯書房 772.1||ｼﾉﾀ

ｎｏｒｍａｌ？―井手上漠フォトエッセイ 井手上漠 講談社 779.9||ｲﾃﾞ

好日絵巻 森下典子 パルコ出版 791.04||ﾓﾘｼ

百人一首　うたものがたり(講談社現代新書) 水原紫苑 講談社 911.147||ﾐｽﾞ

呪術廻戦　逝く夏と還る秋(JUMP j BOOKS) 芥見下々 集英社 913.6||ｱｸﾀ

半沢直樹　1(講談社文庫) 池井戸潤 講談社 913.6||ｲｹｲ

半沢直樹　2(講談社文庫) 池井戸潤 講談社 913.6||ｲｹｲ

半沢直樹　3(講談社文庫) 池井戸潤 講談社 913.6||ｲｹｲ

半沢直樹　4(講談社文庫) 池井戸潤 講談社 913.6||ｲｹｲ

Novel 東京喰種(JUMP j BOOKS) 石田スイ 集英社 913.6||ｲｼﾀ

Novel 東京喰種［空白］(JUMP j BOOKS) 石田スイ 集英社 913.6||ｲｼﾀ

Novel 東京喰種［昔日］(JUMP j BOOKS) 石田スイ 集英社 913.6||ｲｼﾀ

Novel 東京喰種:re Novel〈quest〉(JUMP j BOOKS) 石田スイ 集英社 913.6||ｲｼﾀ

今夜、世界からこの恋が消えても(メディアワークス文庫) 一条岬 KADOKAWA 913.6||ｲﾁｼ

精霊の木(新潮文庫) 上橋菜穂子 新潮社 913.6||ｳｴﾊ

すきまのおともだちたち(集英社文庫) 江國香織 集英社 913.6||ｴｸﾆ

D坂の殺人事件(創元推理文庫) 江戸川乱歩 東京創元社 913.6||ｴﾄﾞ

ゴーストハント　1(角川文庫) 小野不由美 KADOKAWA 913.6||ｵﾉ・

後宮の検屍女官(角川文庫) 小野はるか KADOKAWA 913.6||ｵﾉ・

明け方の若者たち カツセマサヒコ 幻冬舎 913.6||ｶﾂｾ
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夜行秘密 カツセマサヒコ 双葉社 913.6||ｶﾂｾ

猫と幽霊と日曜日の革命ーサクラダリセット〈1〉(角川文庫) 河野裕 KADOKAWA 913.6||ｺｳﾉ

魔女と思い出と赤い目をした女の子ーサクラダリセット〈2〉(角川文庫) 河野裕 KADOKAWA 913.6||ｺｳﾉ

機械仕掛けの選択ーサクラダリセット〈3〉(角川文庫) 河野裕 KADOKAWA 913.6||ｺｳﾉ

さよならがまだ喉につかえていたーサクラダリセット〈4〉(角川文庫) 河野裕 KADOKAWA 913.6||ｺｳﾉ

片手の楽園ーサクラダリセット〈5〉(角川文庫) 河野裕 KADOKAWA 913.6||ｺｳﾉ

少年と少女と、サクラダリセット<6>(角川文庫) 河野裕 KADOKAWA 913.6||ｺｳﾉ

少年と少女と正しさを巡る物語ーサクラダリセット〈7〉(角川文庫) 河野裕 KADOKAWA 913.6||ｺｳﾉ

黙過(徳間文庫) 下村敦史 徳間書店 913.6||ｼﾓﾑ

後宮の烏(集英社オレンジ文庫) 白川紺子 集英社 913.6||ｼﾗｶ

小説天気の子(角川文庫) 新海誠 KADOKAWA 913.6||ｼﾝｶ

おしまいのデート(集英社文庫) 瀬尾まいこ 集英社 913.6||ｾｵ・

黒猫の小夜曲 (光文社文庫) 知念実希人 光文社 913.6||ﾁﾈﾝ

にぎやかな未来(角川文庫) 筒井康隆 KADOKAWA 913.6||ﾂﾂｲ

君と、眠らないまま夢をみる 1(メディアワークス文庫) 遠野海人 KADOKAWA 913.6||ﾄｵﾉ

キャラクター(小学館文庫) 長崎尚志 小学館 913.6||ﾅｶﾞ

空の境界　上(講談社文庫) 奈須きのこ 講談社 913.6||ﾅｽ・

空の境界　中(講談社文庫) 奈須きのこ 講談社 913.6||ﾅｽ・

空の境界　下(講談社文庫) 奈須きのこ 講談社 913.6||ﾅｽ・

エレジーは流れない 三浦しをん 双葉社 913.6||ﾐｳﾗ

クラゲ・アイランドの夜明け 渡辺優 中央公論新社 913.6||ﾜﾀﾅ

終電間際オンライン小説集 七月隆文 KADOGAWA 913.68||Kad

倒れるときは前のめり(角川文庫) 有川ひろ KADOKAWA 914.6||ｱﾘｶ

そして誰もいなくなった(ハヤカワ文庫) アガサ・クリスティー 早川書房 933||ｱｶﾞ

リプレイ(新潮文庫) ケン・グリムウッド 新潮社 933||ｹﾝ・

ロング・グッドバイ(ハヤカワ・ミステリ文庫) レーモンド・チャンドラー 早川書房 933||ﾚｲﾓ

シルマリルの物語(新版) J.R.R. トールキン 評論社 933||Tol

ブルックリンの少女(集英社文庫) ギヨーム・ミュッソ 集英社 953.7||ｷﾞﾖ


