
2016年11月に受入れた資料は368点です。
NO. 書名 著者名 出版者 出版年

1 １９４５年のクリスマス －日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝 （朝日文庫）ベアテ・シロタ・ゴードン 著朝日新聞社 2016
2 ３．１１ 震災は日本を変えたのか リチャード・Ｊ・サミュエルズ 著英治出版 2016
3 TIME’１６．１１．０７ 188 TIME社 2016
4 TIME’１６．１１．１４ 188 TIME社 2016
5 TIME’１６．１１．２１ 188 TIME社 2016
6 Ａ Ｃｈｉｌｄ ｉｓ Ｂｏｒｎ 赤ちゃんの誕生 レナルト・ニルソン 写真あすなろ書房 2016
7 ＡＥＲＡ’１６．１１．０７ 29 朝日新聞出版 2016
8 ＡＥＲＡ’１６．１１．１４ 29 朝日新聞出版 2016
9 ＡＥＲＡ’１６．１１．２１ 29 朝日新聞出版 2016

10 ＡＥＲＡ’１６．１１．２８ 29 朝日新聞出版 2016
11 ＡＥＲＡ’１６．１２．０５ 29 朝日新聞出版 2016
12 アガサ・クリスティーと１４の毒薬 キャサリン・ハーカップ 著岩波書店 2016
13 アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習１ 調べ学習の基礎を身につけよう中村昌子 監修 河出書房新社 2016
14 アコギなのかリッパなのか 佐倉聖の事件簿 畠中恵 著 新潮社 2012
15 朝日新聞縮刷版 ２０１６年１０月 ＮＯ．１１４４ 朝日新聞社 編 朝日新聞出版 2016
16 朝日新聞縮刷版 ２０１６年９月 ＮＯ．１１４３ 朝日新聞社 編 朝日新聞出版 2016
17 新しい学力 （岩波新書１６２８） 齋藤孝 著 岩波書店 2016
18 あたらしい名前 ノヴァイオレット・ブラワヨ 著早川書房 2016
19 atプラス’１６．１１ 松本卓也編集協力 臨床と人文知 太田出版 2016
20 Ａｎｏｔｈｅｒ エピソードＳ 綾辻行人 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
21 スナックさいばら おしごと篇 西原理恵子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
22 あやかしとおばんざい ふたごの京都妖怪ごはん日記 仲町六絵 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
23 アルファ・ラルファ大通り―人類補完機構全短篇２ （ハヤカワ文庫）コードウェイナー・スミス 著早川書房 2016
24 暗号技術入門―秘密の国のアリス 第３版 結城浩 著 ＳＢクリエイティブ 2015
25 飯田蛇笏全句集 （角川ソフィア文庫） 飯田蛇笏 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
26 池上彰・増田ユリヤの今だからこそ世界を知ろう！３ 日本食なのに海外産？池上彰 著 汐文社 2016
27 いとみち 三の糸 （新潮文庫） 越谷オサム 著 新潮社 2016
28 稲垣足穂 飛行機の黄昏 稲垣足穂 著 平凡社 2016
29 イヌの看取りガイド イヌのきもちと病気と介護がマルわかり 小林豊和 監修 エクスナレッジ 2016
30 医薬品とノーベル賞 がん治療薬は受賞できるのか？ 佐藤健太郎 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
31 晩年様式集 （講談社文庫） 大江健三郎 著 講談社 2016
32 ウイスキー・ボーイ （ＰＨＰ文芸文庫） 吉村喜彦 著 ＰＨＰ研究所 2014
33 ＶＯＧＵＥ’１６．１０ 16 2016
34 うたかたエマノン （徳間文庫） 梶尾真治 著 徳間書店 2016
35 宇宙を仕事にしよう （１４歳の世渡り術） 村沢譲 著 河出書房新社 2016
36 生まれてくるってどんなこと？ あなたと考えたい生と性のこと 川松泰美 著 平凡社 2013
37 海色のＡＮＧＥＬ ５ 最後の日 池田美代子 作 講談社 2016
38 栄養と料理’１６．１２ 82 女子栄養大学出版部2016
39 エトワール １ くるみ割り人形の夢 梅田みか 作 講談社 2016
40 ＭｄＮ’１６．１２ ＣＤジャケット９０年代狂騒史 ｴﾑﾃﾞｨｴﾇｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ2016
41 ＥＬＬＥ ＤＥＣＯＲ エル・デコ’１６．１２ 25 ハースト婦人画報社2016
42 ELLE’１６．１２ 32 Hearst Communications Inc.2016
43 えんぶ’１６．１２ 1 演劇ぶっく社 えんぶ 2016
44 大江戸ヒーローズ！！―宮本武蔵・大石内蔵助…信じる道を走りぬいた７人！ 伝記シリーズ奥山景布子 著 集英社 2016
45 大阪・神戸 伝統と革新の地場産業 自然総研 産業調査グループ 編自然総研 2016
46 岡潔 数学を志す人に 岡潔 著 平凡社 2015
47 岡山理科大学 ２０１７年版 （大学入試シリーズ 私立５３４） 教学社編集部 編 教学社 2016
48 沖縄珊瑚海道 新装版 （アスペクト ライトボックス・シリーズ） 中村征夫 著 アスペクト 2008
49 お嬢様探偵ありすの冒険 （青い鳥文庫 ２４５－１１） 藤野恵美 作 講談社 2016
50 おちゃっぴい 大江戸八百八 （講談社文庫） 堀川アサコ 著 講談社 2016
51 大人に贈る子どもの文学 猪熊葉子 著 岩波書店 2016
52 大人の女性はどう働くか？ 絶対に知っておくべき考え方、ふるまい方、装い方ロイス・P・フランケル 著海と月社 2014
53 おねがい！カンノーリ パティシエ☆すばる つくもようこ 作 講談社 2016
54 おもしろい！進化のふしぎ ざんねんないきもの事典 今泉忠明 監修 高橋書店 2016
55 阿蘭陀西鶴 （講談社文庫） 朝井まかて 著 講談社 2016
56 オリンピック （角川文庫） 千野帽子 編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
57 オレ様化する人たち―あなたの隣の傲慢症候群 片田珠美 著 朝日新聞出版 2016
58 陰陽師 蒼猴ノ巻 夢枕獏 著 文藝春秋 2016
59 『陰陽師』のすべて （文春文庫） 夢枕獏 著 文藝春秋 2016
60 Casa BRUTUS’１６．１２ 17 マガジンハウス 2016



61 介護するからだ （シリーズ ケアをひらく） 細馬宏通 著 医学書院 2016
62 介護福祉士まるごとガイド 資格のとり方・しごとのすべて 日本介護福祉士会 監修ミネルヴァ書房 2016
63 外来種は本当に悪者か？ 新しい野生 ＴＨＥ ＮＥＷ ＷＩＬＤ フレッド・ピアス 著草思社 2016
64 華栄の丘 新装版 （文春文庫） 宮城谷昌光 著 文藝春秋 2016
65 カカオ８０％の夏 （ポプラ文庫ピュアフル） 永井するみ 著 ポプラ社 2016
66 科学と環境版’１６．１２ 28 ニホン・ミック 2016
67 岳飛伝 １ 三霊の章 北方謙三 著 集英社 2016
68 上方落語『東の旅』通し口演 伊勢参宮神賑 桂文我 著 青蛙房 2014
69 神去なあなあ夜話 （徳間文庫） 三浦しをん 著 徳間書店 2016
70 カラー版 世界の本屋さん図鑑 ４５カ国・５０書店の横顔見て歩き能勢仁 著 出版メディアパル 2016
71 烏は主を選ばない （文春文庫） 阿部智里 著 文藝春秋 2015
72 「環境を守る」とはどういうことか 環境思想入門 尾関周二 著 岩波書店 2016
73 乾浄筆譚１ 朝鮮燕行使の北京筆談録 洪大容 著 平凡社 2016
74 感染症の近代史 （日本史リブレット９６） 内海孝 著 山川出版社 2016
75 奇想天外だから史実―天神伝承を読み解く （阪大リーブル） 高島幸次 著 大阪大学出版会 2016
76 キネマ旬報’１６．１１ 下旬号 １００％監督主義！ キネマ旬報社 2016
77 キネマ旬報’１６．１２ 上旬号 溝口健二＆増村保造映画祭 変貌する女たち キネマ旬報社 2016
78 奇妙な孤島の物語 私が行ったことのない、生涯行くこともないだろう５０の島ユーディット・シャランスキー 著河出書房新社 2016
79 客席から見染めたひと 関容子 著 講談社 2016
80 九州保健福祉大学 ２０１７ （大学入試シリーズ 私立５４８） 教学社編集部 編 教学社 2016
81 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子 著 小学館 2016
82 恐怖政治を生き抜く―女傑コロンタイと文人ルナチャルスキー （ＫＥＩＧＡＤＯ ＢＯＯＫＳ）鈴木肇 著 恵雅堂出版 2016
83 教養としてよむ世界の教典 中村圭志 著 三省堂 2016
84 近代日本学校制服図録 難波知子 著 創元社 2016
85 近代日本を創った７人の女性 （ＰＨＰ文庫） 長尾剛 著 ＰＨＰ研究所 2016
86 黄金の烏 （文春文庫） 阿部智里 著 文藝春秋 2016
87 串田孫一 緑の色鉛筆 串田孫一 著 平凡社 2016
88 櫛挽道守 （集英社文庫） 木内昇 著 集英社 2016
89 国を救った数学少女 ヨナス・ヨナソン 著西村書店 2015
90 国ってなんだろう？ あなたと考えたい「私と国」の関係 早尾貴紀 著 平凡社 2016
91 首折り男のための協奏曲 （新潮文庫） 伊坂幸太郎 著 新潮社 2016
92 熊と踊れ 上 （ハヤカワ・ミステリ文庫） アンデシュ・ルースルンド 著早川書房 2016
93 熊と踊れ 下 （ハヤカワミステリ文庫） アンデシュ・ルースルンド 著早川書房 2016
94 暮しの手帖’１６．１２－１７．０１ 有元葉子×高橋みどり クイックレイシピ 暮しの手帖社 2016
95 ＣＬｉＣＫ’１６．Ｎｏｖｅｍｂｅｒ/Ｄｅｃｅｍｂｅｒ Ｗｈｏ ｉｓ Ｎｅｗｔ Ｓｃａｍａｎｄｅｒ？ Mary Glasgow Magazines2015
96 ぐるぐるの図書室 （講談社・文学の扉） 工藤純子 著 講談社 2016
97 クレージー・マンガ クリ・ヨウジ 著 ユジク阿佐ヶ谷 2016
98 警視庁幽霊係 連作ミステリー 天野頌子 著 祥伝社 2008
99 芸術新潮’１６．１１ 67 新潮社 2016

100 芸術新潮’１６．１２ 67 新潮社 2016
101 月刊Ｐｉａｎｏ’１６．１２ ２０１６年の音楽ニュースを振り返ろう！ ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ 2016
102 煙が目にしみる 火葬場が教えてくれたこと ケイトリン・ドーティ 著国書刊行会 2016
103 健康りてらしぃ’１６．１２ 28 ニホン・ミック 2016
104 現代用語の基礎知識２０１７ 69 自由国民社 2017
105 原爆にも部落差別にも負けなかった人びと 広島・小さな町の戦後史大塚茂樹 著 かもがわ出版 2016
106 憲法と君たち （復刻新装版） 佐藤功 著 時事通信出版局 2016
107 五感でわかる名画鑑賞術 （ちくま文庫） 西岡文彦 著 筑摩書房 2012
108 ここはボツコニアン ３ 二軍三国志 宮部みゆき 著 集英社 2016
109 ここはボツコニアン ４ ほらホラＨｏｒｒｏｒの村 宮部みゆき 著 集英社 2016
110 ここはボツコニアン ５ ＦＩＮＡＬ ためらいの迷宮 宮部みゆき 著 集英社 2016
111 ここまで変わった日本史教科書 高橋秀樹 著 吉川弘文館 2016
112 誤植読本（増補版） （ちくま文庫） 高橋輝次 編著 筑摩書房 2013
113 「こつ」と「スランプ」の研究―身体知の認知科学 （講談社選書メチエ）諏訪正樹 著 講談社 2016
114 こども菜根譚―逆境に負けない力をつける！ 齋藤孝 監修 日本図書センター 2016
115 こどもノーベル賞新聞―どこから読んでも面白い 若林文高 監修 世界文化社 2016
116 これから戦場に向かいます 山本美香 写真・文ポプラ社 2016
117 これでカンペキ！マンガでおぼえる百人一首 齋藤孝 著 岩崎書店 2015
118 怖いくらい通じるカタカナ英語の法則 ネット対応版 ネイティブも認めた画期的発音術池谷裕二 著 講談社 2016
119 コンビニ店長の残酷日記 （小学館新書） 三宮貞雄 著 小学館 2016
120 さあ、気ちがいになりなさい （ハヤカワ文庫ＳＦ） フレドリック・ブラウン 著早川書房 2016
121 最新図鑑 熱帯魚アトラス 山崎浩二 写真・解説平凡社 2007
122 裁判所ってどんなところ？ 司法の仕組みがわかる本 森炎 著 筑摩書房 2016



123 サイボーグ化する動物たち ペットのクローンから昆虫のドローンまでエミリー・アンテス 著白揚社 2016
124 採用学 （新潮選書） 服部泰宏 著 新潮社 2016
125 相模原事件とヘイトクライム （岩波ブックレット９５９） 保坂展人 著 岩波書店 2016
126 さくら聖・咲く 佐倉聖の事件簿 畠中恵 著 新潮社 2016
127 サッカーボーイズ 卒業 ラストゲーム はらだみずき 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
128 作家のお菓子 （コロナ・ブックス２０５） コロナブックス編集部 編平凡社 2016
129 さようなら、私の本よ！ （講談社文庫） 大江健三郎 著 講談社 2009
130 珊瑚の海から 舘石昭 著 水中造形センター 2003
131 CNN ENGLISH EXPRESS’１６．１２ 30 朝日出版社 2016
132 椎名誠 超常小説ベストセレクション （角川文庫） 椎名誠 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
133 シェイクスピアはわれらの同時代人 新装版 ＳＨＡＫＥＳＰＥＡＲＥ ＯＵＲ ＣＯＮＴＥＭＰＯＲＡＲＹヤン・コット 著 白水社 2009
134 自画像の思想史 （五柳叢書） 木下長宏 著 五柳書院 2016
135 色弱の子を持つすべての人へ―２０人にひとりの遺伝子（増補改訂版）栗田正樹 著 北海道新聞社 2016
136 子規と漱石―友情が育んだ写実の近代 （集英社新書） 小森陽一 著 集英社 2016
137 時限病棟 （実業之日本社文庫） 知念実希人 著 実業之日本社 2016
138 死後の恋 夢野久作傑作選 夢野久作 著 新潮社 2016
139 自然ツーリズム学 （よくわかる観光学２） 菊地俊夫 編著 朝倉書店 2015
140 失踪.Com 東京ロンダリング 原田ひ香 著 集英社 2016
141 死なないつもり （ポプラ新書） 横尾忠則 著 ポプラ社 2016
142 詩のなぐさめ 池澤夏樹 著 岩波書店 2015
143 ジブリの仲間たち （新潮新書） 鈴木敏夫 著 新潮社 2016
144 自分では気づかない、ココロの盲点 完全版 本当の自分を知る練習問題８０池谷裕二 著 講談社 2016
145 宗教を物語でほどく―アンデルセンから遠藤周作へ （NHK出版新書）島薗進 著 ＮＨＫ出版 2016
146 集成材 〈木を超えた木〉開発の建築史 小松幸平 著 京都大学学術出版会2016
147 ジュニアエラ junior AERA `16.1２ ノーベル賞を知り尽くす！ 2016
148 ジュリエット （新潮クレスト・ブックス） アリス・マンロー 著新潮社 2016
149 受験のキモは３日で身につく （角川文庫） 齋藤孝 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
150 上手な脳の使いかた （岩波ジュニア新書８４４） 岩田誠 編著 岩波書店 2016
151 正倉院宝物 １８１点鑑賞ガイド 杉本一樹 著 新潮社 2016
152 娼婦たちから見た戦場―イラク、ネパール、タイ、中国、韓国 八木澤高明 著 KADOKAWA 2016
153 情報社会の”哲学” グーグル・ビッグデータ・人工知能 大黒岳彦 著 勁草書房 2016
154 上流階級 富久丸百貨店外商部 Ⅱ 高殿円 著 光文社 2016
155 食と生活版’１６．１２ 28 ニホン・ミック 2016
156 食堂つばめ （ハルキ文庫） 矢崎存美 著 角川春樹事務所 2013
157 食堂つばめ ２ 明日へのピクニック 矢崎存美 著 角川春樹事務所 2013
158 食堂つばめ ３ 駄菓子屋の味 矢崎存美 著 角川春樹事務所 2014
159 食堂つばめ ４ 冷めない味噌汁 矢崎存美 著 角川春樹事務所 2014
160 食堂つばめ ５ 食べ放題の街 矢崎存美 著 角川春樹事務所 2015
161 食堂つばめ ６ 忘れていた味 矢崎存美 著 角川春樹事務所 2015
162 食堂つばめ ７ 記憶の水 矢崎存美 著 角川春樹事務所 2016
163 食堂つばめ ８ 思い出のたまご 矢崎存美 著 角川春樹事務所 2016
164 食魔 谷崎潤一郎 （新潮新書） 坂本葵 著 新潮社 2016
165 新 怖い絵 中野京子 著 KADOKAWA 2016
166 新釈 にっぽん昔話 （文春文庫） 乃南アサ 著 文藝春秋 2016
167 心中しぐれ吉原 （ハルキ文庫） 山本兼一 著 角川春樹事務所 2016
168 人生はいつもちぐはぐ （角川ソフィア文庫） 鷲田清一 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
169 身体巡礼 ドイツ・オーストリア・チェコ編 養老孟司 著 新潮社 2016
170 新訂 日本語を学ぶ人の辞典 英語・中国語訳つき 阪田雪子 監修 新潮社 2011
171 信徒の友’１６．１２ クリスマスの暦を生きる 日本キリスト教団出版局2016
172 『新約聖書』の誕生 （講談社学術文庫） 加藤隆 著 講談社 2016
173 水族館ガール２ （実業之日本社文庫） 木宮条太郎 著 実業之日本社 2015
174 水族館ガール ３ （実業之日本社文庫） 木宮条太郎 著 実業之日本社 2016
175 Ｓｗｉｔｃｈ’１６．１２ 34 スイッチ・パブリッシング2016
176 数学ガールの秘密ノート やさしい統計 結城浩 著 ＳＢクリエイティブ 2016
177 数学ガールの秘密ノート 場合の数 結城浩 著 ＳＢクリエイティブ 2016
178 数学者たちの楽園―「ザ・シンプソンズ」を作った天才たち サイモン・シン 著 新潮社 2016
179 スーツケース起業家 それは、自由に旅して十分に稼ぐ、新しい生き方ナタリー・シッソン 著三五館 2016
180 すえずえ （新潮文庫） 畠中恵 著 新潮社 2016
181 「図解」池上彰の政治と選挙のニュースが面白いほどわかる本 （中経の文庫）池上彰 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
182 SCREEN’１７．０１ 創刊７０周年記念特大号 72 近代映画社 2016
183 ズッコケ中年三人組―４１歳のマル秘大作戦 （ポプラ文庫） 那須正幹 著 ポプラ社 2016
184 ズッコケ中年三人組―それいけズッコケ４０歳 （ポプラ文庫） 那須正幹 著 ポプラ社 2015



185 素手のふるまい アートがさぐる”未知の社会性” 鷲田清一 著 朝日新聞出版 2016
186 スナックさいばら 落ち武者篇 西原理恵子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
187 スペインの歴史を知るための５０章 ヒストリー 立石博高 編著 明石書店 2016
188 Sports Graphic NUMBER’１６．１２．０１ 37 文藝春秋 2016
189 生活向上委員会！２ あなたの恋を応援し隊！ 伊藤クミコ 作 講談社 2016
190 聖書物語  新約編 （青い鳥文庫  ３２－７） 香山彬子 文 講談社 2016
191 世界をつくった６つの革命の物語―新・人類進化史 スティーブン・ジョンソン 著朝日新聞出版 2016
192 関ヶ原で名探偵！！ タイムスリップ探偵団は天下分け目を行ったり来たりの巻楠木誠一郎 作 講談社 2016
193 季刊 SEXUALITY  ｾｸｼｭｱﾘﾃｨ’１６．１０ セーフティーネットとしての性教育へ人間と性"教育研究協議会"エイデル研究所 2016
194 世間のカラクリ （新潮文庫） 池田清彦 著 新潮社 2016
195 ゼツメツ少年 （新潮文庫） 重松清 著 新潮社 2016
196 続々・体脂肪計タニタの社員食堂 減塩なのにおいしい５００ｋｃａｌまんぷく定食タニタ 著 大和書房 2016
197 「その日暮らし」の人類学―もう一つの資本主義経済 （光文社新書）小川さやか 著 光文社 2016
198 徂徠集序類 １ （東洋文庫 ８７７） 荻生徂徠 著 平凡社 2016
199 ダ・ヴィンチ’１６．１２ 23 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
200 大学への数学’１６．１２ 60 東京出版 2016
201 台南―「日本」に出会える街 （とんぼの本） 一青妙 著 新潮社 2006
202 TIME’１６．１１．２８－１６．１２．０５ 188 TIME社 2016
203 TIME’１６．１０．３１ 188 TIME社 2016
204 太陽の棘 （文春文庫） 原田マハ 著 文藝春秋 2016
205 だから荒野 （文春文庫） 桐野夏生 著 文藝春秋 2016
206 たくさんのふしぎ’１６．１２ カリブーの足音 ソリの旅 大竹英洋 文・写真福音館書店 2016
207 脱・限界集落株式会社 （小学館文庫） 黒野伸一 著 小学館 2016
208 獺祭書屋俳話・芭蕉雑談 （岩波文庫 ３１－０１３-１１） 正岡子規 著 岩波書店 2016
209 旅立ち ふたつぼし（零） （角川文庫） 中谷航太郎 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
210 食べても食べても太らない法 （知的生きかた文庫） 菊池真由子 著 三笠書房 2016
211 誰も知らない世界のことわざ エラ・フランシス・サンダース 著創元社 2016
212 ちいさな城下町 （文春文庫） 安西水丸 著 文藝春秋 2016
213 取り替え子 （講談社文庫） 大江健三郎 著 講談社 2004
214 地球と月 （３６０°BOOK） 大野友資 著 青幻舎 2016
215 美ら海きらめく 中村征夫 著 日経ナショナルジオグラフィック社2016
216 珍樹図鑑 （文春新書） 小山直彦 著 文藝春秋 2016
217 使ってみたい武士の日本語 （朝日文庫） 野火迅 著 朝日新聞出版 2016
218 つながる仏教 よりよく生きるブッダの教え、感じてみませんか？大竹稽 編 ポプラ社 2016
219 teen VOGUE’１６．１２ 16 Conde Nast International2016
220 帝国ホテルの考え方 本物のサービスとは何か 犬丸徹郎 著 講談社 2016
221 定本 和の色事典 増補特装版 内田広由紀 著 視覚デザイン研究所2008
222 ティラン・ロ・ブラン２ （岩波文庫３２－７３８－２） Ｊ・マルトゥレイ 作 岩波書店 2016
223 デモクラシーは、仁義である （角川新書） 岡田憲治 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
224 寺田寅彦 科学者とあたま 寺田寅彦 著 平凡社 2015
225 天国の扉をたたくとき 穏やかな最期のためにわたしたちができることケイティ・バトラー 著亜紀書房 2016
226 天使は奇跡を希う （文春文庫） 七月隆文 著 文藝春秋 2016
227 天文年鑑 ２０１７年版 天文年鑑編集委員会 編誠文堂新光社 2016
228 ドイツの歴史を知るための５０章 （エリア・スタディーズ ヒストリー）森井裕一 著 明石書店 2016
229 同時通訳はやめられない （平凡社新書） 袖川裕美 著 平凡社 2016
230 冬天の昴 （光文社文庫） あさのあつこ 著 光文社 2016
231 どうぶつのことば―根源的暴力をこえて 鴻池朋子 著 羽鳥書店 2016
232 どーしてこんなにうまいんだあ！ （集英社文庫） 椎名誠 著 集英社 2016
233 特別支援教育の実践情報’１６．１２/０１ 33 特別支援教育の実践研究会 編明治図書出版 2017
234 都市と地方をかきまぜる 「食べる通信」の奇跡 高橋博之 著 光文社 2016
235 図書室の海 （新潮文庫） 恩田陸 著 新潮社 2005
236 朝永振一郎 見える光、見えない光 朝永振一郎 著 平凡社 2016
237 鳥の不思議な生活 ハチドリのジェットエンジン、ニワトリの三角関係、全米記憶力のチャンピオンｖｓホシガラスノア・ストリッカー 著築地書館 2016
238 中谷宇吉郎 雪を作る話 中谷宇吉郎 著 平凡社 2016
239 流れをつかむ日本の歴史 山本博文 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
240 泣き童子 三島屋変調百物語参之続 宮部みゆき 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
241 泣くなブタカン！ 池谷美咲の演劇部日誌３ 青柳碧人 著 新潮社 2016
242 National Geographic  日本版’１６．１２ 22 日経ナショナル ジオグラフィック社2016
243 夏目漱石 （岩波新書１６３１） 十川信介 著 岩波書店 2016
244 悩みどころと逃げどころ （小学館新書） ちきりん 著 小学館 2016
245 難病にいどむ遺伝子治療 （岩波科学ライブラリー ２５５） 小長谷正明 著 岩波書店 2016
246 にぎやかな未来 改版 （角川文庫） 筒井康隆 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016



247 日経パソコン’１６．１１．１４ ＰＣ＆周辺機器 製品グレード 高い、安いには理由がある 価格差の秘密を暴く日経BP社 2016
248 日経パソコン’１６．１１．２８ 「いいね！」と思わせるデジカメ＆スマホ撮影・保存テクニック日経BP社 2016
249 二百十日・野分 （岩波文庫 ３１－０１１－２１） 夏目漱石 著 岩波書店 2016
250 日本国憲法の真実 偽りの起草者ベアテ・シロタ・ゴードン 高尾栄司 著 幻冬舎 2016
251 日本史「近現代史」歴代内閣図解整理ハンドブック 福山浩麿 著 旺文社 2013
252 日本の聖域 ザ・タブー （新潮文庫） 「選択」編集部 編 新潮社 2016
253 日本の身体 （新潮文庫） 内田樹 著 新潮社 2016
254 日本の動物政策 打越綾子 著 ナカニシヤ出版 2016
255 入学試験問題集 ２０１５年度入試 追手門学院大学 追手門学院大学 編追手門学院大学 2015
256 Ｎｅｗｔｏｎ’１６．１２ 36 ニュートンプレス 2016
257 Ｎｅｗｔｏｎ’１７．０１ 37 ニュートンプレス 2017
258 Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１６．１１．０１ 31 ＣＣＣメディアハウス2016
259 Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１６．１１．０８ 31 ＣＣＣメディアハウス2016
260 Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１６．１１．１５ 31 ＣＣＣメディアハウス2016
261 Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１６．１１．２２ 31 ＣＣＣメディアハウス2016
262 Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１６．１１．２９ 31 ＣＣＣメディアハウス2016
263 猫とあほんだら （講談社文庫） 町田康 著 講談社 2014
264 猫と漱石と悪妻 （中公文庫） 植松三十里 著 中央公論新社 2016
265 猫のあしあと （講談社文庫） 町田康 著 講談社 2012
266 ネコの看取りガイド―ネコのきもちがマルわかり 服部幸 監修 エクスナレッジ 2015
267 猫のよびごえ （講談社文庫） 町田康 著 講談社 2016
268 寝るまえ５分の外国語―語学書書評集 黒田龍之助 著 白水社 2016
269 脳は、なぜあなたをだますのか―知覚心理学入門 （ちくま新書）妹尾武治 著 筑摩書房 2016
270 野尻抱影 星は周る 野尻抱影 著 平凡社 2015
271 歯 （ものと人間の文化史 １７７） 大野粛英 著 法政大学出版局 2016
272 バー・リバーサイド （ハルキ文庫） 吉村喜彦 著 角川春樹事務所 2016
273 ハイ・ライズ （創元ＳＦ文庫） Ｊ．Ｇ．バラード 著 東京創元社 2016
274 拝啓 市長さま、こんな図書館をつくりましょう アントネッラ・アンニョリ 著みすず書房 2016
275 バカボンのパパと読む「老子」 （角川文庫） ドリアン助川 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
276 はじめてのサイエンス （ＮＨＫ出版新書） 池上彰 著 ＮＨＫ出版 2016
277 八月の光 下 （岩波文庫３２－３２３－９） フォークナー 作 岩波書店 2016
278 八月の六日間 （角川文庫） 北村薫 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
279 初しぐれ （文春文庫） 北原亞以子 著 文藝春秋 2016
280 パブリック・スクール イギリス的紳士・淑女のつくられかた 新井潤美 著 岩波書店 2016
281 原田勇男 詩集 （現代詩文庫２３４） 原田勇男 著 思潮社 2016
282 ハリー・ポッターと呪いの子 第一部・第二部 ＜特別リハーサル版＞J・Ｋ・ローリング 著静山社 2016
283 ハロウィーンのひみつ はやしちかげ 著 金の星社 2016
284 晩菊 女体についての八篇 安野モヨコ 選・画 中央公論新社 2016
285 犯罪は老人のたしなみ （創元推理文庫） カタリーナ・インゲルマン＝スンドベリ 著東京創元社 2016
286 ハンセン病療養所に生きた女たち 福西征子 著 昭和堂 2016
287 ビア・ボーイ （ＰＨＰ文芸文庫） 吉村喜彦 著 ＰＨＰ研究所 2011
288 ＢＥ－ＰＡＬ’１６．１２ 36 小学館 2016
289 美術手帖’１６．１２ 68 美術出版社 2016
290 ひつじのショーン おもいでの木 アードマン・アニメーションズ 原作金の星社 2016
291 人を見抜く「質問力」 あの政治家の心をつかんだ６６の極意 御厨貴 著 ポプラ社 2016
292 ひねくれ古典『列子』を読む （新潮選書） 円満字二郎 著 新潮社 2014
293 日の沈む国から 政治・社会論集 加藤典洋 著 岩波書店 2016
294 碑銘 ブラディ・ドール２ 北方謙三 著 角川春樹事務所 2016
295 平野謙のこと、革命と女たち 阿部浪子 著 社会評論社 2014
296 貧困の現場から社会を変える （ＰＯＳＳＥ叢書） 稲葉剛 著 堀之内出版 2016
297 貧困のハローワーク 増田明利 著 彩図社 2016
298 PHaT PHOTO’１６．１１－１2 14 シー・エム・エス 2016
299 ファミリア創業者 坂野惇子―「皇室御用達」をつくった主婦のソーレツ人生中野明 著 中央公論新社 2016
300 福祉ニュース  高齢福祉編’１６．１２ 28 ニホン・ミック 2016
301 福祉ニュース  障害福祉編’１６．１２ 28 ニホン・ミック 2016
302 ふしぎな部落問題 （ちくま新書） 角岡伸彦 著 筑摩書房 2016
303 ふたつぼし １ （角川文庫） 中谷航太郎 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015
304 ふたつぼし ２ （角川文庫） 中谷航太郎 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
305 仏教の声の技―悟りの身体性 大内典 著 法蔵館 2016
306 不平等との闘い―ルソーからピケティまで （文春新書） 稲葉振一郎 著 文藝春秋 2016
307 ブラタモリ ３ 函館 川越 奈良 仙台 ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 監修ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
308 ブラタモリ ４ 松江 出雲 軽井沢 博多・福岡 ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 監修ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016



309 ブラックバイトに騙されるな！ 大内裕和 著 集英社クリエイティブ2016
310 プリズン・ブック・クラブ コリンズ・ベイ刑務所読書会の一年 アン・ウォームズリー 著紀伊國屋書店 2016
311 古市くん、社会学を学び直しなさい！！ （光文社新書） 古市憲寿 著 光文社 2016
312 ふわとろ ＳＩＺＺＬＥ ＷＯＲＤ 「おいしい」言葉の使い方 Ｂ・Ｍ・ＦＴ ことばラボ 編Ｂ・Ｍ・ＦＴ出版部 2016
313 文化ツーリズム学 （よくわかる観光学３） 菊地俊夫 編著 朝倉書店 2016
314 文学ご馳走帖 （幻冬舎新書） 野瀬泰申 著 幻冬舎 2016
315 文藝春秋’１６．１２ 94 文藝春秋 2016
316 平和の申し子たちへ―泣きながら抵抗を始めよう なかにし礼 著 毎日新聞社 2014
317 ぼくが発達障害だからできたこと （朝日新書） 市川拓司 著 朝日新聞出版 2016
318 ぼくは君たちを憎まないことにした アントワーヌ・レリス 著ポプラ社 2016
319 補欠廃止論 （ポプラ新書） セルジオ越後 著 ポプラ社 2016
320 ポレポレ日記 わたしの居場所 （青い鳥文庫 １８０－６７） 倉橋燿子 作 講談社 2016
321 滅びゆく世界の言語小百科 Fragile Languages ジニー・ナイシュ 著柊風舎 2016
322 ほんもの―白州次郎のことなど （新潮文庫） 白州正子 著 新潮社 2016
323 本物の英語力 （講談社現代新書） 鳥飼玖美子 著 講談社 2016
324 牧野富太郎 なぜ花は匂うか 牧野富太郎 著 平凡社 2016
325 枕草子 方丈記 徒然草 （日本文学全集０７） 池澤夏樹 個人編集河出書房新社 2016
326 魔女学校物語 友だちのひみつ （青い鳥文庫 ２１７－３６） 石崎洋司 作 講談社 2016
327 まちあわせ （河出文庫） 柳美里 著 河出書房新社 2016
328 魔法の一瞬で好きになる 泣いちゃいそうだよ 小林深雪 作 講談社 2016
329 まぼろしのパン屋 （徳間文庫） 松宮宏 著 徳間書店 2015
330 マリン アクアリウム ニック・デイキン 著緑書房 1996
331 マンガ じんぐるじゃむっ 保育の世界がまるっとわかる笑 おおえだけいこ 作小学館 2016
332 未確認動物ＵＭＡを科学する―モンスターはなぜ目撃され続けるのかダニエル・ロクストン 著化学同人 2016
333 密着 最高裁のしごと 野暮で真摯な事件簿 川名壮志 著 岩波書店 2016
334 未闘病記―膠原病、「混合性結合組織病」の 笙野頼子 著 講談社 2014
335 未来への伝言 こやま峰子 著 未知谷 2016
336 ミライの授業 瀧本哲史 著 講談社 2016
337 みんなの道徳解体新書 （ちくまプリマー新書２６６） パオロ・マッツァリーノ 著筑摩書房 2016
338 名編集者パーキンズ 上 （草思社文庫） Ａ.スコット・バーグ 著草思社 2015
339 名編集者パーキンズ 下 （草思社文庫） Ａ．スコット・バーグ 著草思社 2015
340 ＭＯＥ’１６．１２ 38 白泉社 2016
341 モータリゼーションの世紀 Ｔ型フォードから電気自動車へ 鈴木直次 著 岩波書店 2016
342 森は怪しいワンダーランド 田中淳夫 著 新泉社 2016
343 「野党」論―何のためにあるのか （ちくま新書） 吉田徹 著 筑摩書房 2016
344 やり抜く力―人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につけるアンジェラ・ダックワース 著ダイヤモンド社 2016
345 夢違 （角川文庫） 恩田陸 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014
346 ユリイカ’１６．１１ 48 青土社 2016
347 ユリイカ’１６．１２ 48 青土社 2016
348 ユリイカ’１６．１２臨時増刊 48 青土社 2016
349 ユリシーズを燃やせ ケヴィン・バーミンガム 著柏書房 2016
350 余計な一言 （新潮新書） 齋藤孝 著 新潮社 2014
351 米屋猛 詩集 （現代詩文庫２３３） 米屋猛 著 思潮社 2016
352 読まされ図書室 （宝島社文庫） 小林聡美 著 宝島社 2016
353 よろず占い処 陰陽屋あらしの予感 （ポプラ文庫ピュアフル） 天野頌子 著 ポプラ社 2013
354 よろず占い処 陰陽屋アルバイト募集 （ポプラ文庫ピュアフル）天野頌子 著 ポプラ社 2012
355 よろず占い処 陰陽屋恋のサンセットビーチ （ポプラ文庫ピュアフル）天野頌子 著 ポプラ社 2016
356 よろず占い処 陰陽屋猫たたり （ポプラ文庫ピュアフル） 天野頌子 著 ポプラ社 2014
357 よろず占い処 陰陽屋の恋のろい （ポプラ文庫ピュアフル） 天野頌子 著 ポプラ社 2012
358 よろず占い処 陰陽屋は混線中 （ポプラ文庫ピュアフル） 天野頌子 著 ポプラ社 2013
359 落語に学ぶ大人の極意 （平凡社新書） 稲田和浩 著 平凡社 2016
360 ラストレシピ―麒麟の舌の記憶 （幻冬舎文庫） 田中経一 著 幻冬舎 2016
361 理科年表  平成２９年（２０１７） 机上版  第９０冊 国立天文台 編 丸善出版 2016
362 歴史問題の正解 （新潮新書） 有馬哲夫 著 新潮社 2016
363 レッド・マスカラの秋 （ポプラ文庫ピュアフル） 永井するみ 著 ポプラ社 2016
364 恋情の果て （光文社文庫） 北原亞以子 著 光文社 2016
365 わたしの”平和と戦争”―永遠平和のためのメッセージ 広岩近広 編 集英社 2016
366 私の家では何も起こらない （角川文庫） 恩田陸 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
367 わたしはイザベル （ＳＴＡＭＰ ＢＯＯＫＳ） エイミー・ウィッティング 著岩波書店 2016
368 渡辺玄英 詩集 （現代詩文庫２３２） 渡辺玄英 著 思潮社 2016


