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NO. 書名 著者名 出版者 出版年

1 〈文化〉を捉え直す （岩波新書１５７３）  著 岩波書店     
2 「私」をつくる （岩波新書１５７２）  著 岩波書店     
3 「昭和天皇実録」を読む （岩波新書１５６１）  著 岩波書店     
4 「法の支配」とは何か （岩波新書１５８９）  著 岩波書店     
5 １８歳からの民主主義 （岩波新書１５９９）  著 岩波書店     
6 ６年１組黒魔女さんが通る！！１ 使い魔は黒ネコ！？石崎洋司 作 講談社     
7 ＮＥＷ鞠子医･歯･薬･獣生物講義の実況中継（3） 鞠子英雄 著 語学春秋社     
8 アホウドリを追った日本人 （岩波新書１５３７）  著 岩波書店     
9 イスラーム圏で働く （岩波新書１５６２）  著 岩波書店     

10 ヴェネツィア （岩波新書１６０８）  著 岩波書店     
11 エリュトラー海案内記 ２ （東洋文庫８７４） 蔀勇造 訳注 平凡社     
12 ガリレオ裁判 （岩波新書１５６９）  著 岩波書店     
13 ガルブレイス （岩波新書１５９３）  著 岩波書店     
14 キーツ詩集 （岩波文庫３２－２６５－４） キーツ 作 岩波書店     
15 スポーツアナウンサー （岩波新書１５７０）  著 岩波書店     
16 ドッグトレーナー・犬の訓練士になるには （なるにはＢｏｏｋｓ９１）井上こみち 著 ぺりかん社     
17 ナグネ （岩波新書１５３９）  著 岩波書店     
18 ハッブル 宇宙を広げた男 （岩波ジュニア新書８３８） 家正則 著 岩波書店     
19 ヒョウタン文化誌 （岩波新書１５６４）  著 岩波書店     
20 プーチンとＧ８の終焉 （岩波新書１５９４）  著 岩波書店     
21 フォト・ストーリー 沖縄の７０年 （岩波新書１５４２）  著 岩波書店     
22 ブラックバイト （岩波新書１６０２）  著 岩波書店     
23 プラトンとの哲学 （岩波新書１５５６）  著 岩波書店     
24 ポスト資本主義 （岩波新書１５５０）  著 岩波書店     
25 ホッブズ （岩波新書１５９０）  著 岩波書店     
26 ポレポレ日記 運命のいたずら （青い鳥文庫 １８０－６６）倉橋燿子 作 講談社     
27 もしきみが泣いたら 泣いちゃいそうだよ 小林深雪 作 講談社     
28 やさしい日本語 （岩波新書１６１７）  著 岩波書店     
29 ユーロ危機とギリシャ反乱 （岩波新書１５８６）  著 岩波書店     
30 ルポ にっぽんのごみ （岩波新書１５５５）  著 岩波書店     
31 ルポ 看護の質 （岩波新書１６１４）  著 岩波書店     
32 ルポ 保育崩壊 （岩波新書１５４２）  著 岩波書店     
33 ルポ 母子避難 （岩波新書１５９１）  著 岩波書店     
34 暗い谷間の労働運動 大正・昭和（戦前） 大河内一男 著 岩波書店 1970
35 異常気象と地球温暖化 （岩波新書１５３８）  著 岩波書店     
36 遺骨 （岩波新書１５４５）  著 岩波書店     
37 右傾化する日本政治 （岩波新書１５５３）  著 岩波書店     
38 英語学習は早いほど良いのか （岩波新書１５５９）  著 岩波書店     
39 会社法入門 新版 （岩波新書 １５５４） 神田秀樹 著 岩波書店     
40 学びとは何か （岩波新書１５９６）  著 岩波書店     
41 学校の戦後史 （岩波新書１５３６）  著 岩波書店     
42 鎌倉幕府と朝廷 （岩波新書１５８０）  著 岩波書店     
43 丸刈りにされた女たち （岩波現代全書０９３）  著 岩波書店     
44 岩波新書で「戦後」をよむ （岩波新書別冊１１）  著 岩波書店     
45 京都の歴史を歩く （岩波新書１５８４）  著 岩波書店     
46 健康長寿のための医学 （岩波新書１５８８）  著 岩波書店     
47 憲法と政治 （岩波新書１６０６）  著 岩波書店     
48 憲法の無意識 （岩波新書１６００）  著 岩波書店     
49 検証 安倍イズム （岩波新書１５６６）  著 岩波書店     
50 原爆詩集 （岩波文庫 ３１－２０６－１） 峠三吉 作 岩波書店     
51 原発プロパガンダ （岩波新書１６０１）  著 岩波書店     
52 古代出雲を歩く （岩波新書１６１２）  著 岩波書店     
53 古代東アジアの女帝 （岩波新書１５９５）  著 岩波書店     
54 雇用身分社会 （岩波新書１５６８）  著 岩波書店     
55 考え方の教室 （岩波新書１５７１）  著 岩波書店     
56 香港 （岩波新書１５７７）  著 岩波書店     
57 在宅介護 （岩波新書１５５７）  著 岩波書店     
58 山口眞理子詩集 （現代詩文庫２２８） 山口眞理子 著 思潮社     
59 山之口獏詩集 （岩波文庫 ３１－２０５－1） 山之口獏 作 岩波書店     



60 自選 大岡信詩集 （岩波文庫 ３１－２０２－１） 大岡信 作 岩波書店     
61 自由民権運動 （岩波新書１６０９）  著 岩波書店     
62 室町幕府と地方の社会 （岩波新書１５８１）  著 岩波書店     
63 首都直下地震 （岩波新書１５９２）  著 岩波書店     
64 昭和史のかたち （岩波新書１５６５）  著 岩波書店     
65 植物たちの静かな戦い （DOJIN選書 ０７１） 藤井義晴 著 化学同人     
66 新・韓国現代史 （岩波新書１５７７） 文京洙 著 岩波書店     
67 新しい幸福論 （岩波新書１６０５）  著 岩波書店     
68 人間・始皇帝 （岩波新書１５６３）  著 岩波書店     
69 人間と実存 （岩波文庫３３－１４６－５） 九鬼周造 著 岩波書店     
70 人物で語る数学入門 （岩波新書１５４８）  著 岩波書店     
71 水の未来 （岩波新書１５９７）  著 岩波書店     
72 世界の名前 （岩波新書１５９８）  著 岩波書店     
73 世論調査とは何だろうか （岩波新書１５４６）  著 岩波書店     
74 星くずたちの記憶 （岩波科学ライブラリー ２５２） 橘省吾 著 岩波書店     
75 生きて帰ってきた男 （岩波新書１５４９）  著 岩波書店     
76 生活向上委員会！１ ぼっちですが、なにか？ 伊藤クミコ 作 講談社     
77 生命保険とのつき合い方 （岩波新書１５６７）  著 岩波書店     
78 石垣りん詩集 （岩波文庫 ３１－２００－1） 石垣りん 作 岩波書店     
79 戦争と検閲 （岩波新書１５５２）  著 岩波書店     
80 蘇我氏の古代 （岩波新書１５７６）  著 岩波書店     
81 孫文 （岩波新書１６１３）  著 岩波書店     
82 村上春樹は、むずかしい （岩波新書１５７５）  著 岩波書店     
83 多数決を疑う （岩波新書１５４1）  著 岩波書店     
84 台湾を知るための６０章 （エリア・スタディーズ１４７） 赤松美和子 編著 明石書店     
85 丹下健三 （岩波新書１６０３）  著 岩波書店     
86 地域に希望あり （岩波新書１５４７）  著 岩波書店     
87 中国近代の思想文化史 （岩波新書１６０７）  著 岩波書店     
88 中世社会のはじまり （岩波新書１５７９）  著 岩波書店     
89 中南海 （岩波新書１５４０）  著 岩波書店     
90 朝鮮と日本に生きる （岩波新書１５３２）  著 岩波書店     
91 朝日新聞縮刷版 ２０１６年７月 ＮＯ．１１４１ 朝日新聞社 編 朝日新聞出版     
92 鳥獣害 （岩波新書１６１８）  著 岩波書店     
93 天下と天朝の中国史 （岩波新書１６１５）  著 岩波書店     
94 天智天皇 （人物叢書 ２８７） 森公章 著 吉川弘文館     
95 南海トラフ地震 （岩波新書１５８７）  著 岩波書店     
96 日本にとって沖縄とは何か （岩波新書１５８５）  著 岩波書店     
97 日本の納税者 （岩波新書１５４４）  著 岩波書店     
98 日本近代随筆選 １ （岩波文庫 ３１－２０３－１） 千葉俊二 編 岩波書店     
99 日本近代随筆選 ３ （岩波文庫 ３１－２０３－３） 千葉俊二 編 岩波書店     

100 日本語のために （日本文学全集３０） 池澤夏樹 個人編集 河出書房新社     
101 日本病 （岩波新書１５８３）  著 岩波書店     
102 不可能を可能に （岩波新書１５６０）  著 岩波書店     
103 不眠とうつ病 （岩波新書１５５８）  著 岩波書店     
104 風土記の世界 （岩波新書１６０４）  著 岩波書店     
105 分裂から天下統一へ （岩波新書１５８１）  著 岩波書店     
106 墓地展望亭・ハムレット 他六篇 （岩波文庫 ３１－１８４－２）久生十蘭 作 岩波書店     
107 民族学  季刊 １５７ 信州の山 国立民族学博物館 監修千里文化財団 2016
108 椋鳥通信 下 （岩波文庫 ３１－００６－１１） 森鴎外 著 岩波書店     
109 龍神王子！ ７ （青い鳥文庫  ３０３－７） 宮下恵茉 作 講談社     
110 旅愁 上 （岩波文庫 ３１－０７５－４） 横光利一 著 岩波書店     
111 鈴木さんにも分かるネットの未来 （岩波新書１５５１）  著 岩波書店     
112 和漢診療学 （岩波新書１５７４）  著 岩波書店     
113 漱石追想 （岩波文庫 ３１－２０１－1） 十川信介 編 岩波書店     
114 科学者と戦争 （岩波新書１６１１）  著 岩波書店     
115 学校では教えてくれない ゆかいな日本語 （１４歳の世渡り術）今野真二 著 河出書房新社     
116 日本近代随筆選 ２ （岩波文庫 ３１－２０３－２） 千葉俊二 編 岩波書店     
117 子どもと本 （岩波新書１５３３）  著 岩波書店     
118 尾崎士郎短篇集 （岩波文庫 ３１－２０４－１） 尾崎士郎 作 岩波書店     
119 言語起源論 （岩波文庫３３－６２３－７） ルソー 著 岩波書店     
120 １０分で読む日本の歴史 （岩波ジュニア新書８３２） ＮＨＫ「１０ｍｉｎ．ボックス」制作班 編岩波書店 2016



121 ２０１７年度入試 ピアノ実技課題曲 頌栄短期大学 頌栄短期大学 2016
122 ２０１５年度・２０１６年度 入試問題集 頌栄短期大学 頌栄短期大学 2016
123 ２０１５年度 龍谷大学 入学試験問題集 You, Unlimited龍谷大学 龍谷大学 2016
124 ２０１６入学試験問題集 活水女子大学 活水女子大学 活水女子大学     
125 ２０１７年度の入試がわかる本 入試ガイド２０１７ 関西外大 編 関西外大 2016
126 ３０代記者たちが出会った戦争 激戦地を歩く 共同通信社会部 編 岩波書店 2016
127 Ａ Ｃｏｌｏｒ ｏｆ Ｈｉｓ Ｏｗｎ Ｌｅｏ Ｌｉｏｎｎｉ 著 Ａｌｆｒｅｄ Ａ．Ｋｎｏｐｆ 2000
128 Ｆｌｙ ｔｏ ｔｏｍｏｒｒｏｗ：Ｔｈｏｓｅ ｄａｙｓ ｗｈｅｎ ｉｔ ｗａｓ ｗｒａｐｐｅｄ ｉｎ ｈｏｐｅｓ ａｎｄ ｄｒｅａｍｓ ｔｏ ｏｖｅｒｆｌｏｗ． SHOIN ６８ｔｈ松蔭高等学校  第６８回生 2016
129 ＪＮＳＥ保育と幼児教育版別冊’１４．０４．０３－’１５．１０．２４ 子どもの虐待記事 読み比べ ６切抜き速報 ニホン・ミック 2015
130 ＮＥＷ鞠子医･歯･薬･獣生物講義の実況中継（1） 高校生物鞠子英雄 著 語学春秋社 2006
131 ＮＥＷ鞠子医･歯･薬･獣生物講義の実況中継（2） 高校生物鞠子英雄 著 語学春秋社 2006
132 Ｓｈｉｎｉｎｇ Ｔｉｍｅ：Ｔｈｏｓｅ ｄａｙｓ ｗｈｅｎ ｉｔ ｗａｓ ｗｒａｐｐｅｄ ｉｎ ｈｏｐｅｓ ａｎｄ ｄｒｅａｍｓ ｔｏ ｏｖｅｒｆｌｏｗ． SHOIN ６７ｔｈ松蔭高等学校  第６７回生 2015
133 Ｓｈｉｎｉｎｇ Ｔｉｍｅ：Ｔｈｏｓｅ ｄａｙｓ ｗｈｅｎ ｉｔ ｗａｓ ｗｒａｐｐｅｄ ｉｎ ｈｏｐｅｓ ａｎｄ ｄｒｅａｍｓ ｔｏ ｏｖｅｒｆｌｏｗ． SHOIN ６７ｔｈ松蔭高等学校  第６７回生 2015
134 ＳＴＡＰ細胞 残された謎 （Ｐａｒｅｄｅ ｂｏｏｋｓ） 佐藤貴彦 著 パレード 2015
135 ＡＥＲＡ’１６．０７．１８ 29 朝日新聞出版 2016
136 ＡＥＲＡ’１６．０７．２５ 29 朝日新聞出版 2016
137 ＡＥＲＡ’１６．０８．０１ 29 朝日新聞出版 2016
138 ＡＥＲＡ’１６．０８．０８ 29 朝日新聞出版 2016
139 ＡＥＲＡ’１６．０８．１５ 29 朝日新聞出版 2016
140 ＡＥＲＡ’１６．０８．２２ 29 朝日新聞出版 2016
141 ＡＥＲＡ’１６．０８．２９ 29 朝日新聞出版 2016
142 ＡＥＲＡ’１６．０９．０５ 29 朝日新聞出版 2016
143 朝田式と証明/高次方程式/指数･対数/三角関数講義の実況中継 新課程数学Ⅱ朝田康文 著 語学春秋社 2005
144 朝田数列/ベクトル講義の実況中継 新課程数学B 朝田康文 著 語学春秋社 2005
145 朝日新聞縮刷版 ２０１６年６月 ＮＯ．１１４０ 朝日新聞社 編 朝日新聞出版 2016
146 アッシジの聖フランシスコ 藤城清治 影絵・文 女子パウロ会 2016
147 atプラス’１６．０８ 保育 太田出版 2016
148 雨の夜にカサもささずにトレンチコートのえりを立ててバラの花を抱えて青春の影を歌いながら「悪かった。やっぱり俺…。」って言ってむかえに来てほしい。イチハラヒロコ 著 アリアドネ企画 2007
149 綾瀬はるか「戦争」を聞く Ⅱ （岩波ジュニア新書８３５）ＴＢＳテレビ『ＮＥＷＳ２３』取材班 編岩波書店 2016
150 飯塚漢文入門講義の実況中継（上） 高校国語 飯塚敏夫 著 語学春秋社 2007
151 意匠の天才 小村雪岱 （とんぼの本） 原田治 著 新潮社 2016
152 医と人間 （岩波新書１５３５）  著 岩波書店     
153 医療と安全管理  総集版’１６．０９ 28 ニホン・ミック 2016
154 ヴィクトリア （岩波文庫３２－７４４－１） クヌート・ハムスン 作 岩波書店 2015
155 ＶＯＧＵＥ’１６．０６ 16 2016
156 ＶＯＧＵＥ’１６．０７ 16 2016
157 失われた時を求めて ９ ソドムとゴモラ ２ （岩波文庫３７－５１１－９）プルースト 作 岩波書店 2015
158 海色のＡＮＧＥＬ ４ 告白 （青い鳥文庫 ２６８－２７） 池田美代子 作 講談社 2016
159 栄養と料理’１６．０８ 82 女子栄養大学出版部 2016
160 栄養と料理’１６．０９ 82 女子栄養大学出版部 2016
161 ＭｄＮ’１６．０８ 表現者１００人のこの作品を語らせろ！ ｴﾑﾃﾞｨｴﾇｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 2016
162 ＭｄＮ’１６．０９ 名作デザインを再構築する キャラクターのリ・デザイン ｴﾑﾃﾞｨｴﾇｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 2016
163 ＥＬＬＥ ＤＥＣＯＲ エル・デコ’１６．０８ 25 ハースト婦人画報社 2016
164 ELLE’１６．０８ 31 Hearst Communications Inc. 2016
165 ELLE’１６．０９ 32 Hearst Communications Inc. 2016
166 演劇ぶっく’１６．０８ 31 演劇ぶっく社 えんぶ 2016
167 袁世凱 現代中国の出発 （岩波新書１５３１） 岡本隆司 著 岩波書店 2015
168 大岡昇平 （日本文学全集１８） 池澤夏樹 個人編集 河出書房新社 2016
169 大隈重信演説談話集 （岩波文庫３８－１１８－１） 早稲田大学 編 岩波書店 2016
170 大阪学院大学・短期大学部 ２０１７ 入試問題集 商学部 経営学部 経済学部 法学部 外国語学部 国際学部 情報学部 短期大学部大阪学院大学・短期大学部大阪学院大学・短期大学部 2016
171 Casa BRUTUS’１６．０８ 17 マガジンハウス 2016
172 Casa BRUTUS’１６．０９ 17 マガジンハウス 2016
173 懐疑主義 （学術選書） 松枝啓至 著 京都大学学術出版会 2016
174 顔は口ほどに嘘をつく ポール・エクマン 著 河出書房新社 2006
175 科学と環境版’１６．０８ 28 ニホン・ミック 2016
176 科学と環境版’１６．０９ 28 ニホン・ミック 2016
177 貸し込み 上 （日経文芸文庫） 黒木亮 著 日本経済新聞出版社 2015
178 貸し込み 下 （日経文芸文庫） 黒木亮 著 日本経済新聞出版社 2015
179 風と共に去りぬ ３ （岩波文庫３２－３４２－３） マーガレット・ミッチェル 作岩波書店 2015
180 風と共に去りぬ ４ （岩波文庫３２－３４２－4） マーガレット・ミッチェル 作岩波書店 2015
181 風と共に去りぬ ５ （岩波文庫３２－３４２－５） マーガレット・ミッチェル 作岩波書店 2016



182 風と共に去りぬ ６ （岩波文庫３２－３４２－６） マーガレット・ミッチェル 作岩波書店 2016
183 語られなかったアメリカ市民権運動史 アファーマティブ・アクションという切り札安井倫子 著 大阪大学出版会 2016
184 語り遺す戦場のリアル （岩波ブックレット９５４） 共同通信「戦争証言」取材班 編岩波書店 2016
185 学校が教えないほんとうの政治の話 （ちくまプリマー新書２５７）斎藤美奈子 著 筑摩書房 2016
186 歌舞伎一年生 チケットの買い方かた観劇心得まで 中川右介 著 筑摩書房 2016
187 関西大学 入学試験問題集 ２０１６年度 入学ガイド別冊 抜粋版関西大学 関西大学 入試センター 入試広報グループ2016
188 キツネ山の夏休み （ジョイ・ストリート） 富安陽子 著 あかね書房 1994
189 キネマ旬報’１６．０７ 下旬号 キネマ旬報が選ぶみんなが観たい、いい映画５５キネマ旬報社 2016
190 キネマ旬報’１６．０８ 下旬号 キネマ旬報が選ぶ スクリーンで逢いたい若手俳優 女優篇キネマ旬報社 2016
191 キネマ旬報’１６．０８ 上旬号 キネマ旬報が選ぶ スクリーンで逢いたい若手俳優 男優篇キネマ旬報社 2016
192 キネマ旬報’１６．０９ 上旬号 映画の冒険者ＧＡＧＡ★ ３０年の軌跡「キング・オブ・エジプト」キネマ旬報社 2016
193 希望名人ゲーテと絶望名人カフカの対話 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ 著飛鳥新社 2014
194 教育版’１６．０９ 28 ニホン・ミック 2016
195 教育版’１６．１０ 28 ニホン・ミック 2016
196 京都産業大学 公募推薦入試問題集 ２０１６ 京都産業大学 編 京都産業大学 2016
197 近畿大学 入試問題対策入門 近畿大学 近畿大学     
198 國井克彦 詩集 （現代詩文庫２２６） 國井克彦 著 思潮社 2016
199 暮しの手帖’１６．０８－１６．０９ 土井善晴 汁飯香のお話 暮しの手帖社 2016
200 クリニック・薬局で働く人たち しごとの現場としくみがわかる！橋口佐紀子 著 ぺりかん社 2016
201 暮尾淳 詩集 （現代詩文庫２２７） 暮尾淳 著 思潮社 2016
202 経済原論 （岩波文庫３４－１５１－２） 宇野弘蔵 著 岩波書店 2016
203 芸術新潮’１６．０８ 67 新潮社 2016
204 芸術新潮’１６．０９ 67 新潮社 2016
205 月刊Ｐｉａｎｏ’１６．０８ 今だからもっと知りたい ブラジル音楽 ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ 2016
206 月刊Ｐｉａｎｏ’１６．０９ 文化の秋・音楽の秋に浸る『仰げば尊し』『四月は君の嘘』音楽が聴こえるミステリーｅｔｃ．ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ 2016
207 健康りてらしぃ’１６．０８ 28 ニホン・ミック 2016
208 健康りてらしぃ’１６．０９ 28 ニホン・ミック 2016
209 幻想探偵社 （講談社文庫） 堀川アサコ 著 講談社 2015
210 原文 万葉集 上 （岩波文庫３０－００５－６） 佐竹昭広 校注 岩波書店 2015
211 原文 万葉集 下 （岩波文庫３０－００５－７） 佐竹昭広 校注 岩波書店 2016
212 高１からの望月古文講義の実況中継 望月光 著 語学春秋社 2000
213 呉越春秋 呉越興亡の歴史物語 趙嘩 著 平凡社 2016
214 後妻業 （文春文庫） 黒川博行 著 文藝春秋 2016
215 こどものにほんご １ 外国人の子どものための日本語ひょうご日本語教師連絡会議 子どもの日本語研究会 著スリーエーネットワーク 2002
216 この人ゴミを押しわけて、はやく来やがれ、王子さま。イチハラヒロコ 著 アリアドネ企画 1999
217 コミック密売人 （ＳＴＡＭＰ ＢＯＯＫＳ） ピエルドメニコ・バッカラリオ 作岩波書店 2015
218 権田地理B講義の実況中継（上） 高校地理 権田雅幸 著 語学春秋社 2007
219 権田地理B講義の実況中継（下） 権田雅幸 著 語学春秋社 2007
220 コンビニたそがれ堂 （ポプラ文庫ピュアフル） 村山早紀 著 ポプラ社 2010
221 さがそ！ちくちくぬいぬい ひげうさちゃんのボールはどこ？神尾茉利 著 学研教育みらい 2016
222 桜 （岩波新書１５３４）  著 岩波書店     
223 寒い夜 （岩波文庫３２－０２８－３） 巴金 作 岩波書店 2016
224 三十歳 （岩波文庫３２－４７２－１） インゲボルク・バッハマン 作岩波書店 2016
225 CNN ENGLISH EXPRESS’１６．０８ 30 朝日出版社 2016
226 CNN ENGLISH EXPRESS’１６．０９ 30 朝日出版社 2016
227 史學雑誌’１６ 125 史學會 2016
228 時間論 他二篇 （岩波文庫３３－１４６－４） 九鬼周造 著 岩波書店 2016
229 ジャングル・ブック 新訳 （青い鳥文庫 ２２２－２） ラドヤード・キプリング 作講談社 2016
230 ジュニアエラ junior AERA’１６．０８ 開幕！！オリンピック パラリンピック 2016
231 ジュニアエラ junior AERA’１６．０９ 国際情勢がまるわかり！ テロはなぜ起こるの？ 2016
232 小説 君の名は。 （角川文庫） 新海誠 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
233 小説の技法 （岩波文庫３７－７７０－２） ミラン・クンデラ 著 岩波書店 2016
234 浄土系思想論 （岩波文庫３３－３２３－５） 鈴木大拙 著 岩波書店 2016
235 じょうぶな心のつくり方 ５０ ＷＡＹＳ ＴＯ ＩＮＣＲＥＡＳＥ ＹＯＵＲ ＰＥＲＳＯＮＡＬ ＰＯＷＥＲジェリー・ミンチントン 著ディスカヴァー・トゥエンティワン 2005
236 食と生活版’１６．０８ 28 ニホン・ミック 2016
237 食と生活版’１６．０９ 28 ニホン・ミック 2016
238 職業欄はエスパー （角川文庫） 森達也 著 角川書店 2002
239 シンガポールを知るための６５章 第４版 （エリア・スタディーズ 17）田村慶子 編著 明石書店 2016
240 信徒の友’１６．０８ あなたは平和を語れますか 日本キリスト教団出版局 2016
241 信徒の友’１６．０９ こども食堂―教会が地域と歩む可能性 日本キリスト教団出版局 2016
242 心理臨床の広場’１６．０８ 9 日本心理臨床学会 2016



243 人類の未来と地球科学 （岩波現代全書０９２） 井田喜明 著 岩波書店 2016
244 水車小屋攻撃 他七篇 （岩波文庫３２－５４５－７） エミール・ゾラ 作 岩波書店 2015
245 Ｓｗｉｔｃｈ’１６．０８ 34 スイッチ・パブリッシング 2016
246 Ｓｗｉｔｃｈ’１６．０９ 34 スイッチ・パブリッシング 2016
247 SCREEN’１６．０９ 盛夏特大号 71 近代映画社 2016
248 SCREEN’１６．１０ 初秋特大号 71 近代映画社 2016
249 speak Ｌａｕｒｉｅ Ｈａｌｓｅ Ａｎｄｅｒｓｏｎ 著ＦＡＲＲＡＲ ＳＴＲＡＵＳ ＧＩＲＯＵＸ 1999
250 Sports Graphic NUMBER’１６．０７．２８ 37 文藝春秋 2016
251 Sports Graphic NUMBER’１６．０８．１１ 37 文藝春秋 2016
252 Sports Graphic NUMBER’１６．０９．０９特別増刊号 37 文藝春秋 2016
253 Sports Graphic NUMBER’１６．０９．２２ 37 文藝春秋 2016
254 聖書物語  旧約編 （青い鳥文庫３２－６） 香山彬子 著 講談社 2016
255 生命の始まりを探して僕は生物学者になった （１４歳の世渡り術）長沼毅 著 河出書房新社 2016
256 世界しあわせ紀行 （ハヤカワ文庫） エリック・ワイナー 著 早川書房 2016
257 世界国勢図会  ２０１６／１７  第２７版 世界がわかるデータブック矢野恒太記念会 編 矢野恒太記念会     
258 季刊 SEXUALITY  ｾｸｼｭｱﾘﾃｨ’１６．０７ 「道徳」と性教育人間と性"教育研究協議会"エイデル研究所 2016
259 瀬下英語入門講義の実況中継 上 瀬下譲 著 語学春秋社 2004
260 摂南大学 ２０１５年度入学試験問題集 法学部 外国語学部 経済学部 経営学部 理工学部 薬学部 看護学部摂南大学 摂南大学 2015
261 大決戦！関が原 戦国武将物語 小沢章友 作 講談社     
262 戦争とは何だろうか （ちくまプリマー新書２５８） 西谷修 著 筑摩書房 2016
263 センター・マーク 基礎問題集 英語 長文速読 代々木ゼミナール英語科 編代々木ライブラリー 1997
264 禅堂生活 （岩波文庫３３－３２３－３） 鈴木大拙 著 岩波書店 2016
265 漱石紀行文集 （岩波文庫 ３１－０１１－２０） 夏目漱石 著 岩波書店     
266 相対論の意味 （岩波文庫３３－９３４－２） アインシュタイン 著 岩波書店 2015
267 ダ・ヴィンチ’１６．０８ 23 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
268 ダ・ヴィンチ’１６．０９ 23 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
269 大学への数学’１６．０８ 60 東京出版 2016
270 大学への数学’１６．０９ 60 東京出版 2016
271 大乗仏教概論 （岩波文庫３３－３２３－４） 鈴木大拙 著 岩波書店 2016
272 第二次世界大戦外交史 上 （岩波文庫３４－０３１－１）芦田均 著 岩波書店 2015
273 第二次世界大戦外交史 下 （岩波文庫３４－０３１－２）芦田均 著 岩波書店 2015
274 太平記 ４ （岩波文庫３０－１４３－４） 兵藤裕己 校注 岩波書店 2015
275 太平記 ５ （岩波文庫３０－１４３－５） 兵藤裕己 校注 岩波書店 2016
276 TIME’１６．０７．１１－１６．０７．１８ 188 TIME社 2016
277 TIME’１６．０７．２５ 188 TIME社 2016
278 TIME’１６．０８．０１ 188 TIME社 2016
279 TIME’１６．０８．０８ 188 TIME社 2016
280 TIME’１６．０８．２２ 188 TIME社 2016
281 TIME’１６．０８．２９ 188 TIME社 2016
282 たくさんのふしぎ’１６．０９ 川は道 森は家 伊藤健治 文・写真 福音館書店 2016
283 田野倉康一 詩集 （現代詩文庫２２９） 田野倉康一 著 思潮社 2016
284 楽しく習得！英語多読法 （ちくまプリマー新書２５９） クリストファー・ベルトン 著筑摩書房 2016
285 誰もいないホテルで Ｓｅｅｒｕｃｋｅｎ ペーター・シュタム 著 新潮社 2016
286 地球温暖化は解決できるのか パリ協定から未来へ！小西雅子 著 岩波書店 2016
287 ディーゼル車に未来はあるか 排ガス偽装とＰＭ２．５の脅威杉本裕明 著 岩波書店 2016
288 teen VOGUE’１６．０８ 16 Conde Nast, Advance Magazine Publishers2016
289 teen VOGUE’１６．０９ 16 Conde Nast, Advance Magazine Publishers2016
290 出口小論文講義の実況中継 （1）論述対策編 出口汪 著 語学春秋社 2007
291 出口小論文講義の実況中継 （2）知識情報編 高校国語出口汪 著 語学春秋社 2009
292 テュルクを知るための６０章 （エリア・スタディーズ１４８）小松久男 編著 明石書店     
293 天下泰平の時代 シリーズ日本近世史３ 高埜利彦 著 岩波書店 2015
294 天才 石原慎太郎 著 幻冬舎 2016
295 天理大学 ２０１６年版 （大学入試シリーズ 私立５１４）教学社編集部 編 教学社 2015
296 ドゥームズデイ・ブック 上 （ハヤカワ文庫） コニー・ウィリス 著 早川書房 2003
297 ドゥームズデイ・ブック 下 （ハヤカワ文庫） コニー・ウィリス 著 早川書房 2003
298 同志社女子大学 ２０１７年度入試対策 入学試験問題集（前年度） Doshisha Women`s College of Liberal Arts同志社女子大学 同志社女子大学 2016
299 徳川制度 下 （岩波文庫３３－４９６－３） 加藤貴 校注 岩波書店 2015
300 特別支援教育の実践情報’１６．０８/０９ 32 特別支援教育の実践研究会 編明治図書出版 2016
301 都市 江戸に生きる シリーズ日本近世史４ 吉田伸之 著 岩波書店 2015
302 隣の隣は隣 神戸 わが街 安水稔和 著 編集工房ノア 2016
303 惑いのテクノロジー 科学技術社会をどう生きるか 小川正賢 著 東洋館出版社 1998



304 泣いちゃいそうだよ （青い鳥文庫） 小林深雪 作 講談社 2006
305 National Geographic  日本版’１６．０８ 22 日経ナショナル ジオグラフィック社 2016
306 National Geographic  日本版’１６．０９ 22 日経ナショナル ジオグラフィック社 2016
307 なぜ蚊は人を襲うのか （岩波科学ライブラリー ２５１）嘉糠洋陸 著 岩波書店 2016
308 南総里見八犬伝 ２ 呪いとの戦い 時海結以 文 講談社 2016
309 日経パソコン’１６．０７．２５ 大事なデータを多重に守る 鉄壁のバックアップ術日経BP社 2016
310 日経パソコン’１６．０８．０８ パソコンがもっと快適になる 最新ＵＳＢ便利ワザ大全日経BP社 2016
311 日経パソコン’１６．０８．２２ 消える前に残しておきたい！思い出のデジタル化日経BP社 2016
312 ＮＥＷ青木世界史B講義の実況中継（2） [CD解説問題集] 高校世界史青木裕司 著 語学春秋社 2006
313 ＮＥＷ青木世界史B講義の実況中継（4） [CD解説問題集]青木裕司 著 語学春秋社 2006
314 ＮＥＷ青木世界史B講義の実況中継（1） [CD解説問題集]青木裕司 著 語学春秋社 2010
315 ＮＥＷ青木世界史B講義の実況中継（3） [CD解説問題集] 高校世界史青木裕司 著 語学春秋社 2006
316 ＮＥＷ青木世界史B講義の実況中継（5） 文化史 青木裕司 著 語学春秋社 2005
317 ＮＥＷ石川日本史Ｂ講義の実況中継(5)文化史 [ＣＤ解説問題集] 高校日本史：文化史石川晶康 著 語学春秋社 2009
318 ＮＥＷ 石川日本史B講義の実況中継（3） [CD解説問題集]石川晶康 著 語学春秋社 2006
319 ＮＥＷ石川日本史B講義の実況中継（4） [CD解説問題集]石川晶康 著 語学春秋社 2006
320 ＮＥＷ石川日本史B講義の実況中継（1） [CD解説問題集]石川晶康 著 語学春秋社 2006
321 ＮＥＷ 石川日本史B講義の実況中継（2） [CD解説問題集]石川晶康 著 語学春秋社 2006
322 入試問題集 ２０１４ 経済学部 経営学部 情報社会学部 人間科学部大阪経済大学 編 大阪経済大学 2015
323 入試問題集 ２０１５ 経済学部 経営学部 情報社会学部 人間科学部大阪経済大学 編 大阪経済大学 2016
324 入試問題集 ２０１６ 甲南女子大学 甲南女子大学 編集 甲南女子大学 2016
325 入試問題集 ２０１６年度 大谷大学/大谷大学短期大学大谷大学・大谷大学短期大学部入学センター2016
326 Ｎｅｗｔｏｎ’１６．０９ 36 ニュートンプレス 2016
327 Ｎｅｗｔｏｎ’１６．１０ 36 ニュートンプレス 2016
328 Newsweek  日本版’１６．０７．１２ 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
329 Newsweek  日本版’１６．０７．１９ 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
330 Newsweek  日本版’１６．０７．２６ 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
331 Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１６．０８．０２ 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
332 Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１６．０８．０９ 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
333 Newsweek  日本版’１６．０８．１６-１６．０８．２３ 夏季合併号 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
334 Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１６．０８．３０ 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
335 ノートル＝ダム・ド・パリ 上 （岩波文庫３２－５３２－３）ユゴー 作 岩波書店 2016
336 ノートル＝ダム・ド・パリ 下 （岩波文庫３２－５３２－４）ユゴー 作 岩波書店 2016
337 野竿数と式/2次関数/三角比/平面図形講義の実況中継野竿陽司 著 語学春秋社 2004
338 真田十勇士 呪いとの戦い 時海結以 文 講談社     
339 ハイブリッド ―新種― ネアンデルタール・パララックス３ロバート・Ｊ・ソウヤー 著早川書房 2005
340 幕末から維新へ シリーズ日本近世史５ 藤田覚 著 岩波書店 2015
341 幕末遣外使節物語 夷狄の国へ 尾佐竹猛 著 岩波書店 2016
342 発達障害 うちの子、人づきあいだいじょーぶ！？ （こころライブラリー）かなしろにゃんこ。 著 講談社 2016
343 パンセ 上 （岩波文庫３３－６１４－２） パスカル 著 岩波書店 2015
344 パンセ 中 （岩波文庫３３－６１４－３） パスカル 著 岩波書店 2015
345 パンセ 下 （岩波文庫３３－６１４－４） パスカル 著 岩波書店 2016
346 ピアノはともだち 奇跡のピアニスト辻井伸行の秘密 こうやまのりお 作 講談社 2016
347 ＢＥ－ＰＡＬ’１６．０８ 36 小学館 2016
348 ＢＥ－ＰＡＬ’１６．０９ 36 小学館 2016
349 引き出しの法則 クスド フトシ 著 ワニブックス 2016
350 PICT-UP’１６．１０ 102 ピクトアップ 2016
351 被災弱者 （岩波新書１５３０） 岡田広行 著 岩波書店 2015
352 美術手帖’１６．０８ 68 美術出版社 2016
353 美術手帖’１６．０９ 68 美術出版社 2016
354 ヒューマン ―人類― ネアンデルタール・パララックス２ロバート・Ｊ・ソウヤー 著早川書房 2005
355 ひろこさんのたのしいにほんご １ 根本牧 著 凡人社 2001
356 PHaT PHOTO’１６．０９－１０ 14 シー・エム・エス 2016
357 福祉ニュース  高齢福祉編’１６．０８ 28 ニホン・ミック 2016
358 福祉ニュース  高齢福祉編’１６．０９ 28 ニホン・ミック 2016
359 福祉ニュース  障害福祉編’１６．０８ 28 ニホン・ミック 2016
360 福祉ニュース  障害福祉編’１６．０９ 28 ニホン・ミック 2016
361 物質と記憶 （岩波文庫３３－６４５－８） ベルクソン 著 岩波書店 2015
362 ブッダが説いたこと （岩波文庫３３－３４３－１） ワールポラ・ラーフラ 著岩波書店 2016
363 ブラッククイーンは微笑まない 怪盗クイーン はやみねかおる 作 講談社 2016
364 文学部で読む日本国憲法 （ちくまプリマー新書２６０）長谷川櫂 著 筑摩書房 2016



365 文藝春秋’１６．０８ 94 文藝春秋 2016
366 文藝春秋’１６．０９ 94 文藝春秋 2016
367 文語訳 旧約聖書 Ⅱ 歴史 岩波書店 2015
368 文語訳 旧約聖書 Ⅳ 預言 岩波書店 2015
369 文語訳 旧約聖書 Ⅲ 諸書 岩波書店 2015
370 平時の指揮官有事の指揮官―あなたは部下に見られている 実戦「危機管理」佐々淳行 著 文藝春秋 1999
371 ヘーゲルからニーチェへ 上 十九世紀思想における革命的断絶レーヴィット 著 岩波書店 2015
372 ヘーゲルからニーチェへ 下 十九世紀思想における革命的断絶レーヴィット 著 岩波書店 2016
373 ペーパーボーイ （ＳＴＡＭＰ ＢＯＯＫＳ） ヴィンス・ヴォーター 作岩波書店 2016
374 法の原理 人間の本性と政治体 ホッブズ 著 岩波書店 2016
375 法服の王国 上 小説 裁判官 黒木亮 著 岩波書店 2016
376 法服の王国 下 小説 裁判官 黒木亮 著 岩波書店 2016
377 「僕のお父さんは東電の社員です」 小中学生たちの白熱議論！３・１１と働くことの意味森達也 著 現代書館 2011
378 母性 （新潮文庫） 湊かなえ 著 新潮社 2015
379 ホテルアジアの眠れない夜 （講談社文庫） 蔵前仁一 著 講談社 1994
380 ホミニッド ―原人― ネアンデルタール・パララックス１ロバート・Ｊ・ソウヤー 著早川書房 2005
381 本格ハロウィンは知っている 探偵チームＫＺ事件ノート藤本ひとみ 原作 講談社 2016
382 マンガでよくわかる教える技術 行動科学を使ってできる人が育つ！石田淳 著 かんき出版 2015
383 南シナ海でなにが起きているのか 米中対立とアジア・日本山本秀也 著 岩波書店 2016
384 村 百姓たちの近世 シリーズ日本近世史２ 水本邦彦 著 岩波書店 2015
385 村上海賊の娘 １ （新潮文庫） 和田竜 著 新潮社 2016
386 村上海賊の娘 ２ （新潮文庫） 和田竜 著 新潮社 2016
387 村上海賊の娘 ３ （新潮文庫） 和田竜 著 新潮社 2016
388 村上海賊の娘 ４ （新潮文庫） 和田竜 著 新潮社 2016
389 「めんどくさい」がなくなる本 読んだらスッとラクになる鶴田豊和 著 フォレスト出版 2015
390 ＭＯＥ’１６．０９ 38 白泉社 2016
391 本英語長文講義の実況中継 上級コース 下 本正弘 著 語学春秋社 2005
392 本英語長文講義の実況中継 上級コース 上 本正弘 著 語学春秋社 2007
393 本英語長文講義の実況中継 中級コース 上 本正弘 著 語学春秋社 2001
394 本英語長文講義の実況中継 中級コース 下 本正弘 著 語学春秋社 2008
395 物語ること、生きること （青い鳥文庫２７３－９） 上橋菜穂子 著 講談社 2016
396 森ノ宮医療大学 ２０１６年度 入学試験問題集 試験問題・解答森ノ宮医療大学 森ノ宮医療大学 2016
397 薬草まじない （岩波文庫３２－８０１－２） エイモス・チュツオーラ 作岩波書店 2015
398 山本古文読解講義の実況中継（上） 平安朝（中古）篇 大学入試山本康裕 著 語学春秋社 2005
399 山本古文読解講義の実況中継 下 中世・近世篇 大学入試山本康裕 著 語学春秋社 2001
400 ユリイカ’１６．０８ 48 青土社 2016
401 ユリイカ’１６．０８臨時増刊 48 青土社 2016
402 ユリイカ’１６．０９ 48 青土社 2016
403 ユリイカ’１６．０９臨時増刊 48 青土社 2016
404 理想の自分をつくる５０の方法 吉沢深雪 著 大和書房 2000
405 レヴォリュ美術館の地下 ある専門家の日記より ルーヴル美術館ＢＤプロジェクトマルク＝アントワーヌ・マチュー 著小学館集英社 2011
406 恋愛論 上 （岩波文庫３２－５２６－１） スタンダール 著 岩波書店 2015
407 恋愛論 下 （岩波文庫３２－５２６－２） スタンダール 著 岩波書店 2016
408 若きサムライたちへ 自分を生きる１０のメッセージ 中谷巌 著 PHP研究所 2001
409 私の中のあなた 下 （ハヤカワ文庫） ジョディ・ピコー 著 早川書房 2009


