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タイトル 編著者名 出版年月 請求記号

千年の読書
人生を変える本との出会い

三砂慶明著 誠文堂新光社 019/Mi 51

絶景本棚 [1] 本の雑誌編集部編 本の雑誌社 024.9/H 85/1

使える哲学
暮らしに役立つ基礎知識 (マンガで実用)

平原卓監修
柚木原なりマンガ

朝日新聞出版 130/Ts 52

脱!しあわせ迷子
世界の幸福国を旅して集めた幸せのヒント

堂原有美著 いろは出版 151.6/D 82

いい女は「ひとり時間」で磨かれる (だいわ文庫:[135-15D]) 中谷彰宏著 大和書房 159.6/N 43

20代を無難に生きるな 永松茂久著 きずな出版 159.7/N 15

大好きなことをやって生きよう!
才能の見つけ方、育て方 ポケット版

本田健著 フォレスト出版 159/H 84

1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 藤尾秀昭監修 致知出版社 159/I 16

君は誰と生きるか 永松茂久著 フォレスト出版 159/N 15

きっと明日はいい日になる 田口久人著 PHP研究所 159/Ta 19

何もない空間が価値を生む
AI時代の哲学

オードリー・タン語り
アイリス・チュウ著

文藝春秋 159/Ta 86

世界の神様解剖図鑑 平藤喜久子著 エクスナレッジ 164/H 63

「神様」のいる家で育ちました
宗教2世な私たち

菊池真理子著 文藝春秋 169.1/Ki 24

もういちど読む山川世界史plus ヨーロッパ・アメリカ編 木村靖二, 岸本美緒, 小松久男編 山川出版社 209/Mo 18/1

もういちど読む山川世界史plus アジア編 木村靖二, 岸本美緒, 小松久男編 山川出版社 209/Mo 18/2

縄文文明
世界中の教科書から消された歴史の真実

小名木善行著 ビオ・マガジン 210.2/O 65

Woman's style 100
世界の女性偉人たち

ヤマザキマリ監修 昭文社 280.4/W 85

ジョジョの奇妙な冒険 1987- (地球の歩き方:JOJO) 地球の歩き方編集室著作編集
地球の歩き方/
学研プラス (発

売)
290.9/C 44

世界の絶景
超完全版

JTBパブリッシン
グ

290.9/Se 22

地図で見るヨーロッパハンドブック

フランク・テタール, ピエール=アレクサ
ンドル・ムニエ著
蔵持不三也訳
オーレリー・ボワシエール地図製作

原書房 302.3/Te 85
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EU政治論
国境を越えた統治のゆくえ (有斐閣ストゥディア)

池本大輔 [ほか] 著 有斐閣 312.3/E 86

よくわかるEU政治 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 坂井一成, 八十田博人編著 ミネルヴァ書房 312.3/Sa 29

世界変動と脱EU/超EU
ポスト・コロナ、米中覇権競争下の国際関係

岡部みどり編著 日本経済評論社 319.3/O 37

資格取り方選び方全ガイド 2024年版 高橋書店編集部編 高橋書店 366.29/Sh 33/2024

先生、どうか皆の前でほめないで下さい
いい子症候群の若者たち

金間大介著 東洋経済新報社 371.47/Ka 45

就活のやり方
いつ・何を・どう?ぜんぶ! 2024年度版

就職情報研究会編 実務教育出版 377.9/Sh 99/2024

就活の教科書これさえあれば。
効率よく「内定」獲得 2024年度版

竹内健登著
TAC株式会社出

版事業部
377.9/Ta 67/2024

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 404/C 22

液体クロマトグラフィー (分析化学実技シリーズ:機器分析編:8)
梅村知也 [ほか] 著
日本分析化学会編

共立出版 433.4/E 42

面白くて眠れなくなる宇宙 高水裕一著
PHPエディターズ・グ
ループ/PHP研究所

(発売)
440.4/Ta 43

マンガでわかる分子生物学
武村政春著
咲良作画

オーム社 464.1/Ta 63

マンガでわかる生化学
武村政春著
菊野郎作画

オーム社 464/Ta 63

寝ても覚めてもアザラシ救助隊 岡崎雅子著 実業之日本社 489.59/O 48

すばらしい人体
あなたの体をめぐる知的冒険

山本健人著 ダイヤモンド社 490.4/Y 31

マンガでわかる薬物動態学
大谷壽一著
カネダ工房作画
ビーコムプラス制作

オーム社 491.5/O 84

タンパク質で免疫力を上げる
今こそ知りたいインターフェロンの効用 (祥伝社黄金文庫:[Gみ10-7])

三石巌著 祥伝社 491.8/Mi 64

図解眠れなくなるほど面白い体脂肪の話 土田隆監修 日本文芸社 493.12/Z 6

図解眠れなくなるほど面白い内臓脂肪の話 栗原毅監修 日本文芸社 493.12/Z 6

図解眠れなくなるほど面白い自律神経の話 小林弘幸著 日本文芸社 498.3/Ko 12

図解眠れなくなるほど面白い免疫力の話 石原新菜監修 日本文芸社 498.3/Z 6

図解眠れなくなるほど面白い睡眠の話 西野精治監修 日本文芸社 498.36/Z 6

図解眠れなくなるほど面白いストレスの話 ゆうきゆう監修 日本文芸社 498.39/Z 6
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図解眠れなくなるほど面白い栄養素の話 牧野直子監修 日本文芸社 498.55/Z 6

図解眠れなくなるほど面白い脂質の話 守口徹監修 日本文芸社 498.55/Z 6

1週間に1つずつ心がバテない食薬習慣 大久保愛著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

498.58/O 54

体がバテない食薬習慣
1週間に1つずつ

大久保愛 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

498.58/O 54

パリで学んだ"暮らしの質"を高める秘訣 (だいわ文庫:[351-1D]. フラ
ンス人は10着しか服を持たない||フランスジン ワ 10チャク シカ フク
オ モタナイ:[1])

ジェニファー・L・スコット著
神崎朗子訳

大和書房 590.4/Sc 9/1

20代のうちに身につけたいお金と生き方の話
お金に追われない自由な人生を送るために

Kentaro.著 KADOKAWA 591/Ke 51

西洋・日本美術史の基本
美術検定1・2・3級公式テキスト 改訂版

美術検定実行委員会編 美術出版社 707/B 42

366日の世界遺産
1日1ページでたどる地球と人類の奇跡

小林克己監修 三才ブックス 709/Sa 61

Contact art
原田マハの名画鑑賞術

原田マハ著 幻冬舎 720.79/H 32

世界一やばい西洋絵画の見方入門
山田五郎オトナの教養講座

山田五郎著 宝島社 723/Y 19

柚木沙弥郎の100年
創造の軌跡

女子美術大学柚木沙弥郎展実行委員
会編

青幻舎 753.8/Y 98

音楽とファッション
6つの現代的視点

青野賢一著
リットーミュー

ジック
764.7/A 55

マンガでわかるジャズ
歴史からミュージシャン、専門用語などを楽しく解説!

山本加奈子著 誠文堂新光社 764.7/Y 31

フランソワ・トリュフォーの映画誌 増補新版 山田宏一著 平凡社 778.235/Tr 8

はじめての囲碁の教科書 吉原由香里監修 永岡書店 795/H 16

解くたびに強くなる井山裕太の基本詰碁 (囲碁人ブックス) 井山裕太著 マイナビ出版 795/I 97

三冠編 上 (藤井聡太全局集:令和3年度版) 書籍編集部編集
日本将棋連盟/
マイナビ出版(販

売元)
796/F 57/2021-1

五冠編 下 (藤井聡太全局集:令和3年度版) 書籍編集部編集
日本将棋連盟/
マイナビ出版(販

売元)
796/F 57/2021-2

羽生善治のみるみる強くなる将棋入門
取る・攻める・成る・詰める 寄せる・囲う 改訂版

羽生善治監修 池田書店 796/H 11

全戦法対応将棋・基本定跡ガイド (マイナビ将棋文庫) 長岡裕也著 マイナビ出版 796/N 18

ノーリミットホールデムの戦略 (カジノブックシリーズ:1. フィル・ゴード
ンのポーカー攻略法:入門編)

フィル・ゴードン著
佐藤友香, 松山宗彦訳

パンローリング 797.2/G 67/1

ノーリミットホールデムのレッスンとハンド分析 (カジノブックシリー
ズ:3. フィル・ゴードンのポーカー攻略法:実践編)

フィル・ゴードン著
若杉美奈子, 吉田正憲訳

パンローリング 797.2/G 67/2
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麻雀傑作「何切る」300選
G・ウザク著
福地誠編

三才ブックス 797.5/G 98

麻雀定石「何切る」301選
G・ウザク著
福地誠編

三才ブックス 797.5/G 98

ウザク式麻雀学習牌効率 G・ウザク著 三才ブックス 797.5/G 98

手牌が透ける!?麻雀鳴き読みの極意 (マイナビ麻雀BOOKS) マイナビ出版 797.5/H 67

麻雀1年目の教科書 (近代麻雀戦術シリーズ) 千羽黒乃著 竹書房 797.5/Se 57

魔術の麻雀
麻雀のネクストレベルの扉を開く

園田賢著 彩図社 797.5/So 45

新科学する麻雀
とつげき東北著
nisi共同研究
お知らせ, みーにん技術協力

ホビージャパン 797.5/To 73

読むだけで上級者!麻雀が強くなる即戦力講義 (マイナビ麻雀
BOOKS)

ゆうせー著 マイナビ出版 797.5/Y 99

語学の天才まで1億光年 高野秀行著
集英社インター
ナショナル/集英

社 (発売)
804/Ta 47

TOEICテスト公式問題集
新形式問題対応編

Educational Testing Service著
国際ビジネスコ
ミュニケーション

協会
830.7/E 24

公式TOEIC listening & reading問題集 9 ETS著
国際ビジネスコ
ミュニケーション

協会
830.7/E 24/9

語順でシンプル英語文法マップ (音声DL BOOK. NHKラジオ英会話) 大西泰斗, ポール・マクベイ著 NHK出版 835/O 66

オランダ語 (ニューエクスプレスプラス) 川村三喜男, 佐藤弘幸著 白水社 849.3/Ka 95

仏検公式基本語辞典3級・4級・5級 新訂版
フランス語教育振興協会編
北村卓編集責任

朝日出版社 853/F 92

NHK出版これならわかるスペイン語文法
入門から上級まで

廣康好美著 NHK出版 865/H 75

イタリア語 (ニューエクスプレスプラス) 入江たまよ著 白水社 870/I 64

初級ロシア語文法 黒田龍之助著 三修社 885/Ku 72

時事ロシア語 増補版
加藤栄一, 時事ロシア語改訂委員会
著

東洋書店新社/
垣内出版 (発売)

887/Ka 86

ラテン語 (ニューエクスプレスプラス) 岩崎務著 白水社 892/I 96

やりなおし世界文学 津村記久子著 新潮社 904/Ts 74

鎌倉うずまき案内所 (宝島社文庫:[Cあ-23-3]) 青山美智子著 宝島社 913.6/A 58

ただいま神様当番 (宝島社文庫:[Cあ-23-4]) 青山美智子著 宝島社 913.6/A 58
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マイ・プレゼント
青山美智子著
U‐ku絵

PHP研究所 913.6/A 58

此の世の果ての殺人 荒木あかね著 講談社 913.6/A 64

俺ではない炎上 浅倉秋成著 双葉社 913.6/A 85

硝子の塔の殺人 知念実希人著 実業之日本社 913.6/C 46

機械仕掛けの太陽 知念実希人著 文藝春秋 913.6/C 46

爆弾 呉勝浩著 講談社 913.6/G 54

三千円の使いかた (中公文庫:[は-74-1]) 原田ひ香著 中央公論新社 913.6/H 32

老人ホテル 原田ひ香著 光文社 913.6/H 32

彼女は頭が悪いから (文春文庫:[ひ-14-4]) 姫野カオルコ著 文藝春秋 913.6/H 59

光のとこにいてね 一穂ミチ著 文藝春秋 913.6/I 13

逆ソクラテス 伊坂幸太郎著 集英社 913.6/I 68

清く貧しく美しく (新潮文庫:11680, い-81-8) 石田衣良著 新潮社 913.6/I 72

恥知らずのパープルヘイズ
ジョジョの奇妙な冒険より (ジャンプジェイブックス)

上遠野浩平著
荒木飛呂彦原作

集英社 913.6/Ka 14

ときどき旅に出るカフェ (双葉文庫:こ-25-02) 近藤史恵著 双葉社 913.6/Ko 73

夜に星を放つ 窪美澄著 文藝春秋 913.6/Ku 11

渚のリーチ! 黒沢咲著 河出書房新社 913.6/Ku 76

夜空に泳ぐチョコレートグラミー (新潮文庫:11435, ま-60-21) 町田そのこ著 新潮社 913.6/Ma 16

その本は 又吉直樹, ヨシタケシンスケ著 ポプラ社 913.6/Ma 71

汝、星のごとく 凪良ゆう著 講談社 913.6/N 26

レッドゾーン 夏川草介著 小学館 913.6/N 58/2

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE OVER HEAVEN
西尾維新著
荒木飛呂彦原作

集英社 913.6/N 86

掟上今日子の家計簿 西尾維新著 講談社 913.6/N 86/7
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君のクイズ 小川哲著 朝日新聞出版 913.6/O 24

リバー 奥田英朗著 集英社 913.6/O 54

The Book
jojo's bizarre adventure 4th another day (ジャンプジェイブックス)

乙一著
荒木飛呂彦原作

集英社 913.6/O 87

野良犬イギー
乙一著
荒木飛呂彦[原案]

集英社 913.6/O 87

ペーパー・リリイ 佐原ひかり著 河出書房新社 913.6/Sa 16

掬えば手には 瀬尾まいこ著 講談社 913.6/Se 76

2020年の恋人たち 島本理生著 中央公論新社 913.6/Sh 38

アルテミスの涙 下村敦史著 小学館 913.6/Sh 53

おいしいごはんが食べられますように 高瀬隼子著 講談社 913.6/Ta 53

あかずの扉の鍵貸します 谷瑞恵著 集英社 913.6/Ta 87

カレーの時間 寺地はるな著 実業之日本社 913.6/Te 42

嘘つきジェンガ 辻村深月著 文藝春秋 913.6/Ts 44

変な絵 雨穴著 双葉社 913.6/U 58

嫌いなら呼ぶなよ 綿矢りさ著 河出書房新社 913.6/W 47

CF 吉村萬壱著 徳間書店 913.6/Y 91

方舟 夕木春央著 講談社 913.6/Y 97

#真相をお話しします 結城真一郎著 新潮社 913.6/Y 97

岸辺露伴は叫ばない
短編小説集 (ジャンプジェイブックス)

維羽裕介 [ほか] 著 集英社 913.68/Ki 56

岸辺露伴は戯れない
短編小説集 (ジャンプジェイブックス)

北國ばらっど, 宮本深礼, 吉上亮著 集英社 913.68/Ki 56

3分で読める!コーヒーブレイクに読む喫茶店の物語 (宝島社文庫:[C
こ-7-17]. [このミス大賞])

『このミステリーがすごい!』編集部編 宝島社 913.68/Ko 78

常識のない喫茶店 僕のマリ著 柏書房 914.6/B 63

お弁当
ふたをあける楽しみ。
おいしいアンソロジー (だいわ文庫:[459-2D])

阿川佐和子[ほか]著 大和書房 914.6/O 13
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女たちのニューヨーク
エリザベス・ギルバート著
那波かおり訳

早川書房 933/G 44

自由研究には向かない殺人 (創元推理文庫:[Mシ17-1])
ホリー・ジャクソン著
服部京子訳

東京創元社 933/J 11

優等生は探偵に向かない (創元推理文庫:[Mシ17-2])
ホリー・ジャクソン著
服部京子訳

東京創元社 933/J 11

この道の先に、いつもの赤毛
アン・タイラー著
小川高義訳

早川書房 933/Ty 4
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