
2016年10月に受入れた資料は367点です。
NO. 書名 著者名 出版者 出版年

1 １０代のための座右の銘 今を変える 未来を変える 大泉書店編集部 編 大泉書店 2015
2 １８歳選挙権ガイドブック 川上和久 著 講談社 2016
3 １８歳からの政治入門 日本経済新聞政治部 編日本経済新聞出版社 2016
4 ２時間でわかるマクニールの『世界史』 関真興 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
5 ８歳から８０歳までの世界文学入門 対話で学ぶ〈世界文学〉連続講義 ４沼野充義 編著 光文社 2016
6 Ｒｅｎｅ Ｍａｇｒｉｔｔｅ マグリット展 国立新美術館 編集 読売新聞東京本社 2015
7 ＡＥＲＡ’１６．１０．１０ 29 朝日新聞出版 2016
8 ＡＥＲＡ’１６．１０．１７ 29 朝日新聞出版 2016
9 ＡＥＲＡ’１６．１０．２４ 29 朝日新聞出版 2016

10 ＡＥＲＡ’１６．１０．３１ 29 朝日新聞出版 2016
11 あきない世傳金と銀 二（早瀬篇） （ハルキ文庫） 高田郁 著 角川春樹事務所 2016
12 あきない世傳金と銀―源流篇 （ハルキ文庫） 高田郁 著 角川春樹事務所 2016
13 悪癖の科学 その隠れた効用をめぐる実験 リチャード・スティーブンズ 著紀伊國屋書店 2016
14 朝日新聞縮刷版 ２０１６年８月 ＮＯ．１１４２ 朝日新聞社 編 朝日新聞出版 2016
15 圧殺の海 沖縄・辺野古 藤本幸久 共同監督 森の映画社 2015
16 アドラー流「自分から勉強する子」の親の言葉 和田秀樹 著 大和書房 2016
17 アマゾンと物流大戦争 （ＮＨＫ出版新書） 角井亮一 著 ＮＨＫ出版 2016
18 雨の底 慶次郎縁側日記 北原亞以子 著 新潮社 2016
19 アメリカ先住民を知るための６２章 （エリア・スタディーズ １４９） 阿部珠理 編著 明石書店 2016
20 アメリカ大統領制の現在 権限の弱さをどう乗り越えるか 待鳥聡史 著 ＮＨＫ出版 2016
21 アメリカは日本の原子力政策をどうみているか （岩波ブックレット９５８）鈴木達治郎 編 岩波書店 2016
22 あやしい探検隊 済州島乱入 （角川文庫） 椎名誠 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
23 アリアドネの弾丸 新装版 （宝島社文庫） 海堂尊 著 宝島社 2016
24 ありふれた愛じゃない （文春文庫） 村山由佳 著 文藝春秋 2016
25 有馬敲詩集 （現代詩文庫 ２２５） 有馬敲 著 思潮社 2016
26 あるくのだいすき！ 1歳 赤ちゃんの発達のふしぎ ３ 江頭恵子 文 大月書店 2014
27 池上彰・増田ユリヤの今だからこそ世界を知ろう！ １ 常識はひとつじゃない？池上彰 著 汐文社 2016
28 池上彰・増田ユリヤの今だからこそ世界を知ろう！ ２ イスラム教・中東問題ってなに？池上彰 著 汐文社 2016
29 池波正太郎指南 食道楽の作法 （新潮文庫） 佐藤隆介 著 新潮社 2013
30 医療と安全管理  総集版’１６．１１ 28 ニホン・ミック 2016
31 インフェルノ 上 （角川文庫） ダン・ブラウン 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
32 インフェルノ 中 （角川文庫） ダン・ブラウン 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
33 インフェルノ 下 （角川文庫） ダン・ブラウン 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
34 「産む」と「働く」の教科書 齊藤英和 著 講談社 2014
35 うれしい悲鳴をあげてくれ （ちくま文庫） いしわたり淳治 著 筑摩書房 2014
36 英検１級１００時間台特訓―ＭＰ３ ＣＤ－ＲＯＭ付 改訂新版 植田一三 著 ベレ出版 2016
37 英国ファンタジーをめぐるロンドン散歩 山内史子 文 小学館 2016
38 英語でよみとく百人一首大図鑑 ピーター・ジェイ・マクミラン 監修ほるぷ出版 2015
39 栄養と料理’１６．１１ 82 女子栄養大学出版部 2016
40 駅伝ランナー （角川文庫） 佐藤いつ子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015
41 駅伝ランナー ２ （角川文庫） 佐藤いつ子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
42 駅伝ランナー３ （角川文庫） 佐藤いつ子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
43 絵はがきで楽しむ歴史散歩―日本の１００年をたどる 富田昭次 著 青弓社 2016
44 ＭｄＮ’１６．１１ 絶対フォント感を身につける。２ ｴﾑﾃﾞｨｴﾇｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 2016
45 ELLE’１６．１１ 32 Hearst Communications Inc.2016
46 王子二人―アルスラーン戦記２ （光文社文庫） 田中芳樹 著 光文社 2012
47 王都炎上―アルスラーン戦記 １ （光文社文庫） 田中芳樹 著 光文社 2012
48 王都奪還―アルスラーン戦記７ （光文社文庫） 田中芳樹 著 光文社 2014
49 大阪学院大学 ２０１７年度版 （大学入試シリーズ 私立４６２） 教学社編集部 編 教学社 2016
50 大阪工業大学 ２０１７年版 （大学入試シリーズ 私立４６５） 教学社編集部 編 教学社 2016
51 おすわりからはいはいへ ６～１２か月まで 赤ちゃんの発達のふしぎ２江頭恵子 文 大月書店 2014
52 夫に死んでほしい妻たち （朝日新書） 小林美希 著 朝日新聞出版 2016
53 男が働かない、いいじゃないか！ （講談社+α新書） 田中俊之 著 講談社 2016
54 お願いの女王 人はなぜ彼女の頼みを聞き入れたくなるのか アマンダ・パーマー 著 早川書房 2016
55 オバマへの手紙 ヒロシマ訪問秘録 三山秀昭 著 文藝春秋 2016
56 オビから読むブックガイド 竹内勝巳 著 勉誠出版 2016
57 Casa BRUTUS’１６．１１ 17 マガジンハウス 2016
58 ガール （講談社文庫） 奥田英朗 著 講談社 2009
59 海外ドラマの間取りとインテリア 小野まどか 著 エクスナレッジ 2016
60 科学と環境版’１６．１１ 28 ニホン・ミック 2016



61 下級武士の食日記 増補版 幕末単身赴任 青木直己 著 筑摩書房 2016
62 学校でしなやかに生きるということ 石川晋 著 フェミックス 2016
63 仮面兵団―アルスラーン戦記８ （光文社文庫） 田中芳樹 著 光文社 2016
64 汗血公路―アルスラーン戦記４ （光文社文庫） 田中芳樹 著 光文社 2013
65 関西の私鉄・ＪＲで行くお得きっぷの旅 （ＬＭＡＧＡ ＭＯＯＫ） 京阪神エルマガジン社 著京阪神エルマガジン社2016
66 漢字の使い分けときあかし辞典 円満字二郎 著 研究社 2016
67 感情類語辞典 アンジェラ・アッカーマン 著フィルムアート社 2015
68 女性が管理職になったら読む本 「キャリア」と「自分らしさ」を両立させる方法ギンカ・トーゲル 著 日本経済新聞出版社 2016
69 企画展がなくても楽しめるすごい美術館 （ベスト新書） 藤田令伊 著 KKベストセラーズ 2016
70 傷だらけのカミーユ （文春文庫） ピエール・ルメートル 著文藝春秋 2016
71 期待はずれのドラフト１位 逆境からのそれぞれのリベンジ 元永知宏 編著 岩波書店 2016
72 キッドのもと （ちくま文庫） 浅草キッド 著 筑摩書房 2016
73 キネマ旬報’１６．１０ 下旬号 本木雅弘、西川美和 共に映画に向かう「永い言い訳」 キネマ旬報社 2016
74 キネマ旬報’１６．１１ 上旬号 いい映画にはおいしいごはんとうまい酒 キネマ旬報社 2016
75 君たちが知っておくべきこと 未来のエリートとの対話 佐藤優 著 新潮社 2016
76 君にさよならを言わない２ （宝島社文庫） 七月隆文 著 宝島社 2016
77 きもの自在 （ちくま文庫） 鶴見和子 著 筑摩書房 2016
78 ＱＥＤ ｆｌｕｍｅｎ ホームズの真実 （講談社文庫） 高田崇史 著 講談社 2016
79 Ｑｒｏｓの女 （講談社文庫） 誉田哲也 著 講談社 2016
80 教育版’１６．１２ 28 ニホン・ミック 2017
81 教師のための力量形成の深層 多賀一郎 著 黎明書房 2016
82 京都橘大学 ２０１７年版 （大学入試シリーズ 私立４９３） 教学社編集部 編 教学社 2016
83 キリストはエボリで止まった （岩波文庫３７－Ｎ７０１－１） カルロ・レーヴィ 作 岩波書店 2016
84 緊急出版 特別報道写真集 平成２８年熊本地震 発生から２週間の記録 熊本日日新聞社 2016
85 近現代詩歌 （日本文学全集２９） 池澤夏樹 個人編集 河出書房新社 2016
86 金田一先生のことば学入門 （中公文庫） 金田一秀穂 著 中央公論新社 2016
87 空海曼陀羅 （文春文庫） 夢枕獏 編著 文藝春秋 2016
88 グーグルマップの社会学 ググられる地図の正体 松岡慧祐 著 光文社 2016
89 クモの糸でバイオリン （岩波科学ライブラリー ２５４） 大﨑茂芳 著 岩波書店 2016
90 暮らしの中のカウンセリング入門―心の問題を理解するための最初歩神戸松蔭女子学院大学人間科学部心理学科 編北大路書房 2016
91 倉敷芸術科学大学 ２０１７年版 （大学入試シリーズ 私立５３７） 教学社編集部 編 教学社 2016
92 経済学のすすめ 人文知と批判精神の復権 佐和隆光 著 岩波書店 2016
93 月刊Ｐｉａｎｏ’１６．１１ ジャズピアノを弾いてみたい！ ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ 2016
94 月神祭 （徳間文庫） 夢枕獏 著 徳間書店 2016
95 研究するって面白い 科学者になった１１人の物語 伊藤由佳理 編著 岩波書店 2016
96 研究不正―科学者の捏造、改竄、盗用 （中公新書） 黒木登志夫 著 中央公論新社 2016
97 健康りてらしぃ’１６．１１ 28 ニホン・ミック 2016
98 語彙力を鍛える 量と質を高めるトレーニング 石黒圭 著 光文社 2016
99 校閲ガール （角川文庫） 宮木あや子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016

100 皇后美智子さまのうた （朝日文庫） 安野光雅 著 朝日新聞出版 2016
101 神戸学院大学 入学試験問題集 ２０１６年度版 神戸学院大学     
102 神戸松蔭女子学院大学 入試問題集 ２０１５ ＫＯＢＥ ＳＨＯＩＮ ２０１５     
103 弘法大師空海と出会う （岩波新書１６２５） 川﨑一洋 著 岩波書店 2016
104 氷の上のプリンセス エアメールの約束 風野潮 作 講談社 2016
105 後三条天皇 中世の基礎を築いた君主 美川圭 著 山川出版社 2016
106 Ｇｏｓｉｃｋ Ｒｅｄ （角川文庫） 桜庭一樹 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
107 ゴジラとエヴァンゲリオン （新潮新書） 長山靖生 著 新潮社 2016
108 湖底の城 ５ 呉越春秋 （講談社文庫） 宮城谷昌光 著 講談社 2016
109 ことばあそびの歴史―日本語の迷宮への招待 （河出ブックス） 今野真二 著 河出書房新社 2016
110 こどもオリンピック新聞―どこから読んでも面白い 世界文化社 著 世界文化社 2016
111 こども電車 岡田潤 作・画 金の星社 2010
112 ゴヤ「戦争と平和」 （とんぼの本） 大髙保二郎 著 新潮社 2016
113 昆虫たちの世渡り術 （１４歳の世渡り術） 海野和男 著 河出書房新社 2016
114 最強英語脳を作る （ベスト新書） 茂木健一郎 著 ＫＫベストセラーズ 2016
115 魚と日本人 食と職の経済学 濱田武士 著 岩波書店 2016
116 サザエさんからいじわるばあさんへ 女・子どもの生活史 樋口恵子 著 朝日新聞出版 2016
117 雑学の冒険―国会図書館にない１００冊の本 礫川全次 著 批評社 2016
118 作家の口福 おかわり 朝井リョウ 著 朝日新聞出版 2016
119 さらば、荒野 ブラディ・ドール １ 北方謙三 著 角川春樹事務所 2016
120 さらばスペインの日日 上 （講談社文庫） 逢坂剛 著 講談社 2016
121 さらばスペインの日日 下 （講談社文庫） 逢坂剛 著 講談社 2016
122 燦８ 鷹の刃 （文春文庫） あさのあつこ 著 文藝春秋 2016



123 残穢 （新潮文庫） 小野不由美 著 新潮社 2015
124 三国志 外伝 （文春文庫） 宮城谷昌光 著 文藝春秋 2016
125 三国志 第１１巻 （文春文庫） 宮城谷昌光 著 文藝春秋 2014
126 三国志 第１２巻 （文春文庫） 宮城谷昌光 著 文藝春秋 2015
127 三国志 第２巻 （文春文庫） 宮城谷昌光 著 文藝春秋 2008
128 三国志 第３巻 （文春文庫） 宮城谷昌光 著 文藝春秋 2009
129 三国志 第６巻 （文春文庫） 宮城谷昌光 著 文藝春秋 2010
130 三国志 第８巻 （文春文庫） 宮城谷昌光 著 文藝春秋 2012
131 三国志 第９巻 （文春文庫） 宮城谷昌光 著 文藝春秋 2013
132 三国志 第１０巻 （文春文庫） 宮城谷昌光 著 文藝春秋 2014
133 三国志 第１巻 （文春文庫） 宮城谷昌光 著 文藝春秋 2008
134 三国志 第４巻 （文春文庫） 宮城谷昌光 著 文藝春秋 2009
135 三国志 第５巻 （文春文庫） 宮城谷昌光 著 文藝春秋 2010
136 三国志 第７巻 （文春文庫） 宮城谷昌光 著 文藝春秋 2011
137 サンゴレンジャー 中前勇児 監督 東映ビデオ株式会社 2013
138 三人の大叔母と幽霊屋敷 （文春文庫） 堀川アサコ 著 文藝春秋 2016
139 幸せの値段 （小学館文庫） 梅田みか 著 小学館 2016
140 CNN ENGLISH EXPRESS’１６．１１ 30 朝日出版社 2016
141 思考のレッスン 発想の原点はどこにあるのか 竹内薫 著 講談社 2016
142 地獄堂霊界通信 ５ （講談社文庫） 香月日輪 著 講談社 2016
143 地獄堂霊界通信 ６ （講談社文庫） 香月日輪 著 講談社 2016
144 仕事に能力は関係ない。―２７歳無職からの大逆転仕事術 中川淳一郎 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
145 司書になるには （なるにはＢｏｏｋｓ１９） 森智彦 著 ぺりかん社 2016
146 地震と独身 （新潮文庫） 酒井順子 著 新潮社 2016
147 自然保護レンジャ－になるには （なるにはＢｏｏｋｓ７３） 須藤ナオミ 著 ぺりかん社 2016
148 時代の正体 Ｖｏｌ．２ 語ることをあきらめない 偏っていますが、何か？神奈川新聞「時代の正体」取材班 編現代思潮新社 2016
149 時代の正体 権力はかくも暴走する 神奈川新聞「時代の正体」取材班 編現代思潮新社 2015
150 死ぬまでに後悔しない読書術 適菜収 著 ベストセラーズ 2016
151 〆切本 左右社編集部 編 左右社 2016
152 ジャングル・ブック （文春文庫） ラドヤード・キプリング 著文藝春秋 2016
153 自由であり続けるために―２０代で捨てるべき５０のこと （Sａｎｃｔｕａｒｙ ｂｏｏｋｓ）四角大輔 著 サンクチュアリ出版 2012
154 週末介護 岸本葉子 著 晶文社 2016
155 ジュニアエラ junior AERA `16.11 自分の体を科学する！うんち大研究 2016
156 正倉院展  第６５回 Ｔｈｅ ６５ｔｈ Ａｎｎｕａｌ Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ ｏｆ Ｓｈｏｓｏ－ｉｎ Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ奈良国立博物館 編 仏教美術協会 2013
157 商店街で働く人たち しごとの現場としくみがわかる！ 山下久猛 著 ぺりかん社 2016
158 食と生活版’１６．１１ 28 ニホン・ミック 2016
159 職業としての小説家 （新潮文庫） 村上春樹 著 新潮社 2016
160 女性官僚という生き方 村木厚子 編 岩波書店 2015
161 書店員の恋 （ハルキ文庫） 梅田みか 著 角川春樹事務所 2016
162 書店と民主主義 言語のアリーナのために 福嶋聡 著 人文書院 2016
163 震災を生きぬく 阪神・淡路大震災から２０年 原田隆司 著 世界思想社 2016
164 身体が語る人間の歴史 人類学の冒険 片山一道 著 筑摩書房 2016
165 信徒の友’１６．１１ 障害を持つ人と歩む教会 日本キリスト教団出版局2016
166 新聞力 できる人はこう読んでいる 齋藤孝 著 筑摩書房 2016
167 水軍遥かなり 上 （文春文庫） 加藤廣 著 文藝春秋 2016
168 水軍遥かなり 下 （文春文庫） 加藤廣 著 文藝春秋 2016
169 Ｓｗｉｔｃｈ’１６．１１ 34 スイッチ・パブリッシング2016
170 水力発電が日本を救う―今あるダムで年間２兆円超の電力を増やせる竹村公太郎 著 東洋経済新報社 2016
171 スエデンボルグ （講談社文芸文庫） 鈴木大拙 著 講談社 2016
172 SCREEN’１６．１２ 71 近代映画社 2016
173 図説 世界文化史大系 １ 生活技術の発生 八幡一郎 編 角川書店 1960
174 図説 世界文化史大系 １９ 朝鮮・東南アジア 三上次男 編 角川書店 1959
175 図説 世界文化史大系 ２ 世界の民族 岡正雄 編 角川書店 1960
176 図説 世界文化史大系 ２０ 日本 Ⅰ 水野清一 編 角川書店 1960
177 図説 世界文化史大系 ２１ 日本 Ⅱ 西岡虎之助 編 角川書店 1959
178 図説 世界文化史大系 ２２ 日本 Ⅲ 遠藤元男 編 角川書店 1959
179 図説 世界文化史大系 ２３ 日本 Ⅳ 北島正元 編 角川書店 1959
180 図説 世界文化史大系 ２４ 日本 Ⅴ 大久保利謙 編 角川書店 1959
181 図説 世界文化史大系 ２５ 現代 笠信太郎 編 角川書店 1960
182 図説 世界文化史大系 ２６ 東西文化の交流 江上波夫 編 角川書店 1960
183 図説 世界文化史大系 3 オリエント Ⅰ 杉勇 編 角川書店 1960
184 図説 世界文化史大系 ４ オリエント Ⅱ 前嶋信次 編 角川書店 1958



185 図説 世界文化史大系 ５ ギリシア 村上堅太郎 編 角川書店 1960
186 図説 世界文化史大系 ６ ローマ 村上堅太郎 編 角川書店 1960
187 図説 世界文化史大系 ７ ヨーロッパ中世 増田四郎 編 角川書店 1959
188 図説 世界文化史大系 ８ ルネッサンス 松田智雄 編 角川書店 1959
189 図説 世界文化史大系 ９ ヨーロッパ近世 富永惣一 編 角川書店 1959
190 図説 世界文化史大系 別巻 世界文化史必携・付総索引 日比野丈夫 編 角川書店 1961
191 図説 世界文化史大系 １０ ヨーロッパ近代 村瀬興雄 編 角川書店 1959
192 図説 世界文化史大系 １１ アメリカ大陸 石田英一郎 編 角川書店 1959
193 図説 世界文化史大系 １２ 東欧・ロシア 梅田良忠 編 角川書店 1959
194 図説 世界文化史大系 １３ 北アジア・中央アジア 江上波夫 編 角川書店 1961
195 図説 世界文化史大系 １４ インド・東南アジア 中村元 編 角川書店 1960
196 図説 世界文化史大系 １５ 中国 Ⅰ 貝塚茂樹 編 角川書店 1958
197 図説 世界文化史大系 １６ 中国 Ⅱ 塚本善隆 編 角川書店 1959
198 図説 世界文化史大系 １７ 中国 Ⅲ 宮崎市定 編 角川書店 1959
199 図説 世界文化史大系 １８ 中国 Ⅳ 森鹿三 編 角川書店 1960
200 ステキな金縛り 三谷幸喜 脚本・監督 東宝 2011
201 スナックさいばら おひとりさま篇 西原理恵子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
202 スナックさいばら けものみち篇 西原理恵子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
203 Sports Graphic NUMBER’１６．１０．２０ 37 文藝春秋 2016
204 Sports Graphic NUMBER’１６．１１．０３ 37 文藝春秋 2016
205 須磨琴五十年のあゆみ 須磨琴保存会 編集 須磨琴保存会 2015
206 旌旗流転―アルスラーン戦記９ （光文社文庫） 田中芳樹 著 光文社 2015
207 聖なる怠け者の冒険 （朝日文庫） 森見登美彦 著 朝日新聞出版 2016
208 征馬孤影―アルスラーン戦記 ５ （光文社文庫） 田中芳樹 著 光文社 2013
209 世界中で迷子になって （小学館文庫） 角田光代 著 小学館 2016
210 世界の人びとに聞いた１００通りの平和 シリーズ１ 中東編 伊勢崎賢治 監修 かもがわ出版 2015
211 世界の人びとに聞いた１００通りの平和 シリーズ２ アメリカ・アフリカ編伊勢崎賢治 監修 かもがわ出版 2015
212 世界の人びとに聞いた１００通りの平和 シリーズ３ アジア編 伊勢崎賢治 監修 かもがわ出版 2016
213 世界の人びとに聞いた１００通りの平和 シリーズ４ ヨーロッパ編 伊勢崎賢治 監修 かもがわ出版 2016
214 世界は文学でできている 対話で学ぶ“世界文学”連続講義 １ 沼野充義 編著 光文社 2012
215 世界を７で数えたら （Ｓｕｐｅｒ！ＹＡ） ホリー・ゴールドバーグ・スローン 著小学館 2016
216 せなか町からずっと 斉藤倫 作 福音館書店 2016
217 戦火の子どもたちに学んだこと １３歳からのあなたへ 西谷文和 著 かもがわ出版 2012
218 戦国と宗教 （岩波新書１６１９） 神田千里 著 岩波書店 2016
219 戦国史をみる目 藤木久志 著 校倉書房 1995
220 戦争のリアルと安保法制のウソ 西谷文和 著 日本機関紙出版センター2015
221 続・高良留美子詩集 （現代詩文庫 ２２４） 高良留美子 著 思潮社 2016
222 そのオリーブオイルは偽物です 値段が高くても本物はごくわずか 多田俊哉 著 小学館 2016
223 それ、パワハラです 何がアウトで、何がセーフか 笹山尚人 著 光文社 2012
224 それで寿命は何秒縮む？―「損失余命」というリスクのものさし 半谷輝己 著 すばる舎 2016
225 それでも世界は文学でできている 対話で学ぶ“世界文学”連続講義 ３ 沼野充義 編著 光文社 2015
226 ダ・ヴィンチ’１６．１１ 23 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
227 ターミナルタウン （文春文庫） 三崎亜記 著 文藝春秋 2016
228 大学への数学’１６．１１ 60 東京出版 2016
229 太平記 ６ （岩波文庫３０－１４３－６） 兵藤裕己 校注 岩波書店 2016
230 TIME’１６．１０．０３ 188 TIME社 2016
231 TIME’１６．１０．１０ 188 TIME社 2016
232 TIME’１６．１０．１７ 188 TIME社 2016
233 TIME’１６．１０．２４  ＤＯＵＢＬＥ ＩＳＳＵＥ 188 TIME社 2016
234 たくさんのふしぎ’１６．１１ わたしたちのカメムシずかん やっかいものが宝ものになった話鈴木海花 文 福音館書店 2016
235 竹宮恵子 カレイドスコープ （とんぼの本） 竹宮恵子 著 新潮社 2016
236 「正しい」を分析する （岩波現代全書０９５） 八木沢敬 著 岩波書店 2016
237 短篇五芒星 （講談社文庫） 舞城王太郎 著 講談社 2016
238 小さな出版社のつくり方 永江朗 著 猿江商會 2016
239 地図マニア空想の旅 （知のトレッキング叢書） 今尾恵介 著 集英社インターナショナル2016
240 地図趣味。 杉浦貴美子 著 洋泉社 2016
241 父帰る・藤十郎の恋 菊地寛戯曲集 石割透 編 岩波書店 2016
242 超高速！参勤交代 映画ノベライズ （青い鳥文庫２６２－１２） 時海結以 文 講談社 2016
243 超高速！参勤交代リターンズ （講談社文庫） 土橋章宏 著 講談社 2016
244 町長選挙 （文春文庫） 奥田英朗 著 文藝春秋 2009
245 陳独秀文集 ２ 政治論集 １９２０－１９２９ 陳独秀 著 平凡社 2016
246 追悼文大全 共同通信文化部 編 三省堂 2016



247 てぃだかんかん 海とサンゴと小さな奇跡 李闘士男 監督 よしもとクリエイティブ・エイジェンシー2010
248 定本 消されたマンガ 赤田祐一 著 彩図社 2016
249 ティラン・ロ・ブラン１ （岩波文庫３２－７３８－１） Ｊ・マルトゥレイ 作 岩波書店 2016
250 ＴＥＤ ＴＡＬＫＳ スーパープレゼンを学ぶＴＥＤ公式ガイド クリス・アンダーソン 著日経ＢＰ社 2016
251 徳川家が見た戦争 （岩波ジュニア新書８４０） 徳川宗英 著 岩波書店 2016
252 読書と日本人 （岩波新書１６２６） 津野梅太郎 著 岩波書店 2016
253 読書は格闘技 瀧本哲史 著 集英社 2016
254 とっぴんぱらりの風太郎 上 （文春文庫） 万城目学 著 文藝春秋 2016
255 とっぴんぱらりの風太郎 下 （文春文庫） 万城目学 著 文藝春秋 2016
256 となりのイスラム 世界の３人に１人がイスラム教徒になる時代 内藤正典 著 ミシマ社 2016
257 「とりあえず」は英語でなんと言う？ （だいわ文庫） ルーク・タニクリフ 著 大和書房 2016
258 永い言い訳 （文春文庫） 西川美和 著 文藝春秋 2016
259 National Geographic  日本版’１６．１０ 22 日経ナショナル ジオグラフィック社2016
260 「名前が出ない」がピタッとなくなる覚え方 宇都出雅巳 著 マガジンハウス 2016
261 悩まない心をつくる人生講義 タオイズムの教えを現代に活かす チーグアン・ジャオ 著 日本僑報社 2016
262 奈良大学 ２０１７年版 （大学入試シリーズ 私立５２０） 教学社編集部 編 教学社 2016
263 南総里見八犬伝 ３ 決戦のとき 時海結以 文 講談社 2016
264 何度でも行きたい世界のトイレ ロンリー・プラネット 編 河出書房新社 2016
265 偽文士日碌 （角川文庫） 筒井康隆 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
266 日経パソコン’１６．１０．１０ Ｃｈｒｏｍｅ Ｆｉｒｅｆｏｘ Ｅｄｇｅ ＩＥ Ｗｅｂブラウザ徹底攻略ガイド 日経BP社 2016
267 日経パソコン’１６．１０．２４ スマートフォン連携で使いこなす Ｗｉｎｄｏｗｓ１０最適メール術 日経BP社 2016
268 日本の一文 ３０選 （岩波新書１６２０） 中村明 著 岩波書店 2016
269 日本人はどこから来たのか？ 海部陽介 著 文藝春秋 2016
270 日本の女性議員 どうすれば増えるのか 三浦まり 編著 朝日新聞出版 2016
271 日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか 矢部宏治 著 集英社インターナショナル2016
272 入学試験問題集 ２０１５年度入試版 武庫川女子大学・短期大学部武庫川女子大学・短期大学部2014
273 入学試験問題集 ２０１６年度入試版 武庫川女子大学 編 武庫川女子大学 短期大学部2016
274 入試問題集 ２０１５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2015
275 入試問題集 ２０１５年度 模範解答付 清泉女子大学 清泉女子大学入試課 2015
276 Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１６．１０．０４ 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
277 Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１６．１０．１１ 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
278 Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１６．１０．１８ 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
279 Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１６．１０．２５ 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
280 ねないこはわたし せなけいこ 作・絵 文藝春秋 2016
281 能狂言 説教節 曽根崎心中 女殺油地獄 菅原伝授手習鑑 義経千本桜 仮名手本忠臣蔵 （日本文学全集１０）池澤夏樹 個人編集 河出書房新社 2016
282 脳を最高に活かせる人の朝時間 （河出文庫） 茂木健一郎 著 河出書房新社 2016
283 ノーベル賞でつかむ現代科学 （岩波ジュニア新書８３９） 小山慶太 著 岩波書店 2016
284 ハウルの動く城 ジブリの教科書１３ スタジオジブリ 編 文藝春秋 2016
285 箸はすごい エドワード・ワン 著 柏書房 2016
286 はじめての短歌 （河出文庫） 穂村弘 著 河出書房新社 2016
287 八月の光 上 （岩波文庫３２－３２３－８） フォークナー 作 岩波書店 2016
288 阪南大学 ２０１７年版 （大学入試シリーズ 私立５２１） 教学社編集部 編 教学社 2016
289 ＢＥ－ＰＡＬ’１６．１１ 36 小学館 2016
290 ひきこもる女性たち （ベスト新書） 池上正樹 著 ベストセラーズ 2016
291 PICT-UP’１６．１２ 103 ピクトアップ 2016
292 飛行士たちの話 新訳版 （ハヤカワミステリ文庫） ロアルド・ダール 著 早川書房 2016
293 被差別文学全集 （河出文庫） 塩見鮮一郎 編 河出書房新社 2016
294 美術手帖’１６．１１ 68 美術出版社 2016
295 人が集まる建築 環境×デザイン×こどもの研究 仙田満 著 講談社 2016
296 ヒトラーの娘たち―ホロコーストに加担したドイツ女性 ウェンディ・ロワー 著 明石書店 2016
297 兵庫医療大学 ２０１７年版 （大学入試シリーズ 私立５２４） 教学社編集部 編 教学社 2016
298 貧困 子供のＳＯＳ―記者が聞いた、小さな叫び 読売新聞社会部 著 中央公論新社 2016
299 びんぼう草 （ハルキ文庫） 群ようこ 著 角川春樹事務所 2016
300 ファストファッションはなぜ安い？ 伊藤和子 著 コモンズ 2016
301 風山房風呂焚き唄 （ちくま文庫） 山田風太郎 著 筑摩書房 2016
302 風塵乱舞―アルスラーン戦記６ （光文社文庫） 田中芳樹 著 光文社 2014
303 福祉ニュース  高齢福祉編’１６．１１ 28 ニホン・ミック 2016
304 福祉ニュース  障害福祉編’１６．１１ 28 ニホン・ミック 2016
305 福島第一原発廃炉図鑑 開沼博 編著 太田出版 2016
306 武家の躾 子どもの礼儀作法 （光文社新書） 小笠原継承斎 著 光文社 2016
307 ふしぎ古書店３ さらわれた天使 にかいどう青 作 講談社 2016
308 ブッダがせんせい―心を育てるこども仏教塾 宮下真 著 永岡書店 2016



309 ブラウン監獄の四季 （河出文庫） 井上ひさし 著 河出書房新社 2016
310 ブラタモリ１ 長崎 金沢 鎌倉 ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 監修ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
311 ブラタモリ２ 富士山 東京駅 真田丸スペシャル（上田・沼田） ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 監修ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
312 ブラックボックス （朝日文庫） 篠田節子 著 朝日新聞出版 2016
313 プリ・ドリ プリンセス・ドリーム 海の上の歌姫 たなかりり 作 講談社 2016
314 文藝春秋’１６．１１ 94 文藝春秋 2016
315 紛争・対立・暴力 世界の地域から考える 西崎文子 編著 岩波書店 2016
316 兵器と大学 なぜ軍事研究をしてはならないか 池内了 編 岩波書店 2016
317 『ベルサイユのばら』で読み解くフランス革命 （ベスト新書） 池田理代子 著 ＫＫベストセラーズ 2016
318 ベルばら力テスト 入門編 池田理代子 監修 パワーアンビシャス 2007
319 辺野古 圧殺の海 第２章 藤本幸久 共同監督 森の映画社 2016
320 冒険登山のすすめ 最低限の装備で自然を楽しむ 米山悟 著 筑摩書房 2016
321 ホーホケキョとなりの山田くん ジブリの教科書１１ スタジオジブリ 編 文藝春秋 2015
322 僕たちはガンダムのジムである （日経ビジネス人文庫） 常見陽平 著 日本経済新聞出版社 2015
323 本当はひどかった昔の日本 古典文学で知るしたたかな日本人 大塚ひかり 著 新潮社 2016
324 マインド・コントロール 増補改訂版 （文春新書） 岡田尊司 著 文藝春秋 2016
325 魔軍襲来―アルスラーン戦記１１ （光文社文庫） 田中芳樹 著 光文社 2016
326 マスラオ礼賛 ヤマザキマリ 著 幻冬舎 2016
327 微睡みの海 （角川文庫） 熊谷達也 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
328 まるごとクリスマススペシャル コダシマアコ 著 かもがわ出版 2010
329 万華鏡―ブラッドベリ自選傑作集 （創元ＳＦ文庫） レイ・ブラッドベリ 著 東京創元社 2016
330 神酒クリニックで乾杯を （角川文庫） 知念実希人 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015
331 耳をすませば ジブリの教科書９ スタジオジブリ 編 文藝春秋 2015
332 ミヤマ物語 第二部 結界の森へ （角川文庫） あさのあつこ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
333 ミヤマ物語 第三部 偽りの支配者 （角川文庫） あさのあつこ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
334 武庫川女子大学・武庫川女子大学短期大学部 ２０１７年版 （大学入試シリーズ 私立５２６）教学社編集部 編 教学社 2016
335 紫匂う （講談社文庫） 葉室麟 著 講談社 2016
336 目の見えないアスリートの身体論―なぜ視覚なしでプレイできるのか （潮新書）伊藤亜紗 著 潮出版社 2016
337 ＭＯＥ’１６．１１ 38 白泉社 2016
338 もしも地球がひとつのリンゴだったら （絵本地球ライブラリー） デビッド・Ｊ・スミス 作 小峰書店 2016
339 文字を作る仕事 鳥海修 著 晶文社 2016
340 元検事が明かす「口の割らせ方」 （小学館新書） 大澤孝征 著 小学館 2016
341 物語を生きる―今は昔、昔は今 “物語と日本人の心”コレクション２ 河合隼雄 著 岩波書店 2016
342 もののけ姫 ジブリの教科書１０ スタジオジブリ 編 文藝春秋 2015
343 やってはいけない山歩き （青春新書プレイブックス） 野村仁 著 青春出版社 2016
344 やっぱり世界は文学でできている 対話で学ぶ〈世界文学〉連続講義 ２沼野充義 編著 光文社 2013
345 山あるきを楽しむ本 関西版 （ＬＭＡＧＡ ＭＯＯＫ） 京阪神エルマガジン社 著京阪神エルマガジン社2016
346 「病は気から」を科学する ジョー・マーチャント 著講談社 2016
347 幽霊とは何か―五百年の歴史から探るその正体 ロジャー・クラーク 著 国書刊行会 2016
348 ＵＳＪを劇的に変えた、たった１つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入門森岡毅 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
349 ユリイカ’１６．１１臨時増刊 48 青土社 2016
350 妖雲群行―アルスラーン戦記１０ （光文社文庫） 田中芳樹 著 光文社 2016
351 よくわかるリベンジポルノ防止法 平沢勝栄 編著 立花書房 2016
352 予言村の同窓会 （文春文庫） 堀川アサコ 著 文藝春秋 2015
353 吉本隆明という「共同幻想」 （ちくま文庫） 呉智英 著 筑摩書房 2016
354 四人の交差点 （新潮クレスト・ブックス） トンミ・キンヌネン 著 新潮社 2016
355 弱いつながり―検索ワードを探す旅 （幻冬舎文庫） 東浩紀 著 幻冬舎 2016
356 落日悲歌―アルスラーン戦記３ （光文社文庫） 田中芳樹 著 光文社 2012
357 爛 （新潮文庫） 瀬戸内寂聴 著 新潮社 2016
358 陸前高田 ２０１１－２０１４ 畠山直哉 著 河出書房新社 2015
359 ループ （角川ホラー文庫） 鈴木光司 著 角川書店 2000
360 ルポ 難民追跡 バルカンルートを行く 坂口裕彦 著 岩波書店 2016
361 ルポ 貧困女子 （岩波新書１６２１） 飯島裕子 著 岩波書店 2016
362 ルワンダの祈り 内戦を生きのびた家族の物語 後藤健二 著 汐文社 2008
363 レーン ランナー３ （幻冬舎文庫） あさのあつこ 著 幻冬舎 2016
364 論語 （ちくま文庫） 齋藤孝 訳 筑摩書房 2016
365 私の日本地図 ２ 上高地付近 宮本常一 著 未来社 2016
366 私の方丈記 （河出文庫） 三木卓 著 河出書房新社 2016
367 悪いヤツほど出世する ジェフリー・フェファー 著日本経済新聞出版社 2016


