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019/Da 知識を操る超読書術 メンタリストDaigo かんき出版
020/A わたしの名前は「本」 ジョン・アガード フィルムアート社

159/Tsu スゴい早起き 塚本亮 すばる舎
159/I 「後回し」にしない技術(すぐやる人になる20の方法) イ・ミンギュ 文響社

209/Ya 一度読んだら絶対に忘れない　世界史の教科書　経済編 山崎圭一 SBクリエイティブ
209/Ya 一度読んだら絶対に忘れない　世界史の教科書 山崎圭一 SBクリエイティブ
210/Ｙａ 一度読んだら絶対に忘れない　日本史教科書 山崎圭一 SBクリエイティブ
209/Ta 16世紀「世界史」のはじまり 玉木俊明 文藝春秋
280/Ｙａ 一度読んだら絶対に忘れない　世界史人物事典 山崎圭一 SBクリエイティブ

304/Na 未来をつくるあなたへ 中満泉 岩波書店
309/Ｉ 真説　日本左翼史 池上彰 講談社
319/Ya 中国VS.世界 安田峰俊 PHP研究所
366/Su ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか ピアーズ・スティール 株式会社CCCメディアハウス
367/I ダイエット幻想 磯野真穂 筑摩書房
367/Ka 平安女子の楽しい！生活 川村裕子 岩波書店
375/Ha 自宅学習の強化書 葉一 フォレスト出版
376/Sa なるにはBooks 大学学部調べ　農学部 佐藤成美 ペリカン社
388/To 異国のことわざ111 時田昌瑞 イースト・プレス

401/Ｍｏ 科学的とはどういう意味か 森　博嗣 幻冬舎
430/Sa 世界史は化学でできている 左巻健男 ダイヤモンド社
430/Ya 身のまわりのありとあらゆるものを化学式で書いてみた 山口悟 ベレ出版
451/Ａ すごすぎる天気の図鑑 荒木健太郎 角川書店
460/Ko 生物はなぜ死ぬのか 小林武彦 講談社
475/Fu 日本全国もふもふコケめぐり 藤井久子 家の光協会
489/Ta 海獣学者、クジラを解剖する。 田島木綿子 山と渓谷社
498/Mi 医者が考案した記憶力をぐんぐん鍛えるパズル 宮口幸治 SBクリエイティブ

596/Te 魔法のてぬきおやつ てぬキッチン ワニブックス
596/I 私でもスパイスカレー作れました！ こいしゆうか サンクチュアリ出版

出版社名
　□□□総記000

　□□□歴史200

　□□□社会科学300

　□□□哲学・宗教100

　□□□自然科学400

　□□□技術・工学500
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596/I ヤセる欲望系おやつ 石原彩乃 主婦の友社 NO.2

645/Fu 最新世界の犬種大図鑑 藤田りか子 誠文堂新光社
645/A 黒猫ろんと暮らしたら AKR 角川書店

702/I 社会を変えた50人の女性アーティストたち レイチェル・イグノトフスキー創元社
709/Hi 国宝の地図帳 廣瀬和二 辰巳出版社
778/Na アニメの社会学 永田大輔 ナカニシヤ出版
723/Ｙａ 別冊太陽　山下清 山下清 平凡社
726/Ｋａ 秋 かこさとし 講談社
780/Ya 「世界一キツい」から筋肉がデカくなる！山本式3/7法 山本義徳
783/Mi 子どもがバスケを始めたら読む本 三上太 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙマガジン

801/Ka ふだん使いの言語学「ことばの基礎力」を鍛えるヒント 川添愛 新潮社
810/Wa 国語をめぐる冒険 渡部泰明 岩波書店
834/Shi 英単語の語源図鑑 清水健二 かんき出版
834/Ta 丸暗記なしで身につく　見る英単語 刀祢雅彦 明日香出版社
837/Ki 英語の読み方 北村一真 中央公論新社

910/Mo 文豪の死に様 門賀美央子 誠文堂新光社
911/Ko 俳句部、はじめました 神野紗希 岩波書店
913/Ha 本を読む女 林真理子 集英社
913/I 願いながら祈りながら 乾ルカ 徳間書店
913/I 動物たちのまーまー 一條次郎 新潮社
913/O 失はれる物語 乙一 角川書店
913/A 合唱組曲・吸血鬼のうた 赤川次郎 集英社
913/Ki 優しいおとな 桐野夏生 中央公論新社
913/Mi 今夜は眠れない 宮部みゆき 角川書店
913/Ki 十三番目の人格　ISOLA 貴志祐介 角川書店
913/Ka バニラな毎日 賀十つばさ 幻冬舎
913/I 原因において自由な物語 五十嵐律人 講談社
913/I 貝に続く場所にて 石沢麻依 講談社
913/Tsu 青空と逃げる 辻村深月 中央公論新社
913/Hi スガリさんの感想文は絶え間ない嵐の中<銀河鉄道の夜編> 平田駒 河出書房新社
913/Ma ヒトコブラクダ層ぜっと　上 万城目学 幻冬舎
913/Ma ヒトコブラクダ層ぜっと　下 万城目学 幻冬舎
913/Mi 未来 湊かなえ 双葉社
913/Mo 夏美のホタル 森沢明夫 角川書店

　□□□文学900

　□□□産業600

　□□□言語800

　□□□芸術700



913/Wa 受験のシンデレラ 和田秀樹 小学館 NO.3
913/Yu 眠れないほど面白い「古事記」 由良弥生 三笠書房
913/Mo ５分後に意外な結末ベスト・セレクション　心震える赤の巻 桃戸ハル 講談社
913/A ずるいよ先輩甘すぎます 雨 スターツ出版
913/E 5分後に大冒険なラスト エブリスタ 河出書房新社
913/E 5分後に最悪のラスト エブリスタ 河出書房新社
913/O あなたの後ろにいるだれか 恩田陸　他 新潮社
913/Ka 百花 川村元気 文藝春秋
913/Ku ボギー 黒史郎 二見書房
913/Ko 霧が晴れた時 小松左京 角川書店
913/Ko 本好きの下克上　第五部　女神の化身Ⅵ 香月美夜 Toブックス
913/Sa テスカトリポカ 佐藤究 角川書店
913/Sa 大きな文字でもう一度読みたい文豪の名作短編集 彩図社　文芸部編纂 彩図社
913/Chi 硝子の塔の殺人 知念実希人 実業之日本社
913/Chi 神のダイスを見上げて 知念実希人 光文社
913/Ma 「超」怖い話　辛 松村進吉 竹書房
913/Mi 風が強く吹いている 三浦しをん 新潮社
913/Mi 万葉恋ばな みずのまい 学研プラス
913/Mu りぼんちゃん 村上雅郁 フレーベル館
914/A 時をかけるゆとり 朝井リョウ 文藝春秋
914/A いつまでも好奇心、向学心を 安部佳子 文芸社
933/E 分解系女子マリー クリス・エディソン 小学館
933/A 顔のない花嫁 K.R.アレクサンダー 小学館

※新着図書は1階エントランスの柱にあります


