
書名 請求記号 資料ID 著者名 出版社

1 僕たちはもう働かなくていい (小学館新書:[340]) 007.1/S19 3000397861 堀江貴文著 小学館
2 のめりこませる技術 : 誰が物語を操るのか 007.3/230 3000397633 フランク・ローズ著/島内哲朗訳 フィルムアート社
3 10倍ラクして成果を上げる完全自動のExcel術 007.6/S19 3000397794 奥谷隆一著 インプレス
4 死ぬまでに行きたい世界の図書館 : 本に囲まれた幸せな場所がきっと見つかる!! (サクラムック:50)010/S19 3000397805 伊勢出版 (世界の図書館再発見委員会)編集笠倉出版社
5 世界の夢の本屋さんに聞いた素敵な話 024/76 3000397561 ボブ・エクスタイン著/藤村奈緒美訳 エクスナレッジ
6 魔法 : その歴史と正体 147/34 3000397654 K・セリグマン著/平田寛訳 人文書院
7 自分で「始めた」女たち : 「好き」を仕事にするための最良のアドバイス&インスピレーション159/244 3000397554 グレース・ボニー著/月谷真紀訳 海と月社
8 ブランド : 元スターバックスCEOが教える「自分ブランド」を築く48の心得159/249 3000397619 岩田松雄著 アスコム
9 無礼な人にNOと言う44のレッスン 159/250 3000397647 チョン・ムンジョン著/幡野泉訳 白水社

10 「移民」で読み解く世界史 209/361 3000397545 神野正史著 イースト・プレス
11 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 : 公立高校教師YouTuberが書いた209/362 3000397559 山﨑圭一著 SBクリエイティブ
12 知られざる弥生ライフ : え?弥生土器なのに縄文がついたものがあるって本当ですか!?210.2/97 3000397636 譽田亜紀子著/大阪府立弥生文化博物館監修/スソアキコイラスト誠文堂新光社
13 ヴェルサイユ宮殿 影の主役たち : 世界一華麗な王宮を支えた人々235/182 3000397708 ジャック・ルヴロン著/ダコスタ吉村花子訳河出書房新社
14 ザ・古墳群 : 百舌鳥と古市全89基 291/S19 3000397863 「ザ・古墳群」制作委員会編 140B
15 東海ひとめぼれスイーツ : 写真映えバツグン!東海のイマドキスイーツ大全集 (ぴあMOOK中部)291/S19 3000397822 ぴあ株式会社中部支社
16 みんなの「わがまま」入門 309/860 3000397603 富永京子著 左右社
17 経済学ゼミナール上級編 331/1290 3000397610 西村和雄, 友田康信著 実務教育出版
18 松下幸之助の生き方 : 人生と経営77の原点 335.1/1017 3000397710 佐藤悌二郎著 PHP研究所
19 ミッション : 元スターバックスCEOが教える働く理由 335.1/1018 3000397620 岩田松雄著 アスコム
20 「好き」を仕事にする働き方 : 東京下町のクリエイティブな起業335.2/S19 3000397826 イッサイガッサイ東東京モノづくりHUB編Book&Design
21 折れないリーダーの仕事 : 自衛隊メンタル教官が教える336.3/338 3000397618 下園壮太著 日本能率協会マネジメントセンター

22 天才を殺す凡人 : 職場の人間関係に悩む、すべての人へ336.4/606 3000397553 北野唯我著 日本経済新聞出版社
23 最強の仮想通貨入門 : マンガでわかる : めざせ「億り人」!338/S19 3000397797 SC研究会著/吉村佳漫画 新星出版社
24 武器としての交渉思考 (星海社新書:19) 361.3/S19 3000397804 瀧本哲史著 星海社/講談社 (発売)
25 after 3.11世代 369.31/79 3000397599 鈴木真吾 [ほか述] 枻出版社
26 東大医学部在学中に司法試験も一発合格した僕のやっているシンプルな勉強法379.7/20 3000397626 河野玄斗著 KADOKAWA
27 東大合格者が実践している絶対飽きない勉強法 379.7/19 3000397622 鬼頭政人著 大和書房
28 復興から自立への「ものづくり」 : 福島のおかあさんが作ったくまのぬいぐるみはなぜパリで絶賛されたのか369.31/80 3000397579 飛田恵美子著 小学館
29 7袋のポテトチップス : 食べるを語る、胃袋の戦後史 383.8/199 3000397701 湯澤規子著 晶文社
30 スマホ勉強革命 : 脳科学と医学からの裏づけ! : 記憶力思考力集中力が劇的に変わる!379.7/S19 3000397900 吉田たかよし著 青春出版社
31 学校に頼らなければ学力は伸びる (SANNO BOOKS)379.7/S19 3000397843 山本崇雄著 産業能率大学出版部
32 奇跡の地形 : 驚きに満ちた日本を発見!! 454/82 3000397548 藤原治監修 洋泉社
33 ホーキング、最後に語る : 多宇宙をめぐる博士のメッセージ443/84 3000397655 スティーヴン・W・ホーキング [ほか] 著/松井信彦訳早川書房
34 戦略思考を磨くゲーム理論トレーニング 417/536 3000397552 逢沢明著 かんき出版
35 医療ビッグデータがもたらす社会変革 490/613 3000397586 21世紀医療フォーラム編 日経BP社/日経BPマーケティング (発売)
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36 留守の家から犬が降ってきた : 心の病にかかった動物たちが教えてくれたこと481/160 3000397607 ローレル・ブライトマン著/飯嶋貴子訳 青土社
37 ゲノム編集からはじまる新世界 : 超先端バイオ技術がヒトとビジネスを変える467/183 3000397698 小林雅一著 朝日新聞出版
38 3時間の睡眠で8時間分のリフレッシュができるハイパフォーマンス睡眠498.3/125 3000397555 山口真由子著 マネジメント社
39 ねむり学入門 : よく眠り、よく生きるための16章 498.3/126 3000397556 神山潤著 新曜社
40 超入門!ニッポンのまちのしくみ : 「なぜ?どうして?」がわかる本518/244 3000397567 福川裕一監修/青山邦彦イラスト 淡交社
41 丸の内仲通り : “憧れの街"を支えるストリートの秘密518/245 3000397572 大丸有エリアマネジメント協会丸の内仲通り本編集室著幻冬舎メディアコンサルティング/幻冬舎 (発売)

42 都市をたたむ : 人口減少時代をデザインする都市計画518/246 3000397576 饗庭伸著 花伝社/共栄書房 (発売)
43 路面電車レ・シ・ピ : 住みやすいまちとLRT 518/247 3000397582 塚本直幸編著/ペリー史子 [ほか] 著 技報堂出版
44 プラスチックスープの海 : 北太平洋巨大ごみベルトは警告する519.4/5 3000397606 チャールズ・モア, カッサンドラ・フィリップス著/海輪由香子訳NHK出版
45 神戸・大阪・京都レトロ建築さんぽ 523/49 3000397696 倉方俊輔著/下村しのぶ写真 エクスナレッジ
46 故人サイト : 亡くなった人が残していったホームページ達547/S19 3000397796 古田雄介著 社会評論社
47 段ボールはたからもの : 偶然のアップサイクル 585/30 3000397700 島津冬樹文と絵 柏書房
48 整筋・顔体大全 : 一生劣化せず今すぐ若返る : ほうれい線が消える!595/S19 3000397842 村木宏衣著 日経BP社/日経BPマーケティング (発売)

49 おいしい紅茶の図鑑 : 茶葉89種類の味わい、香り、淹れ方を紹介 新版596/151 3000397697 山田栄監修 主婦の友社
50 自分らしく暮らす部屋作りのアイデア帳 : 一人暮らしだからこそ好きなインテリアを楽しみたい597/S19 3000397827 MdN編集部編 エムディエヌコーポレーション/インプレス (発売)

51 クッキーと型なしタルトの本 : バターで作る/オイルで作る (生活シリーズ)596/152 3000397720 若山曜子著 主婦と生活社
52 最高の暮らしを楽しむ住まいのレシピ : Everyday enjoy coffee at home597/S19 3000397828 cafenoma著 エクスナレッジ
53 しなやかな日本列島のつくりかた : 藻谷浩介対話集 601.1/211 3000397566 藻谷浩介著 新潮社
54 マンガでわかるゲストの心を離さないライザップ式接客術673.3/S19 3000397800 幕田純原作/NICOMICHIHIRO作画 講談社
55 台湾ラーメン味仙の秘密 673.9/215 3000397608 国方学著 ブックショップマイタウン
56 まちを変えるホームシェアリング : 東大教授と日本の未来を考える673.9/S19 3000397806 Airbnb Japan監修 カルチュア・コンビニエンス・クラブ/ネコ・パブリッシング (発売)

57 由布院モデル : 地域特性を活かしたイノベーションによる観光戦略689.2/53 3000397575 大澤健, 米田誠司著 学芸出版社
58 教養としてのアート投資としてのアート : ビジネスパーソンが身につけたい基礎教養706/41 3000397613 徳光健治 [著] クロスメディア・パブリッシング/インプレス (発売)

59 古典に学ぶ人物デッサン : 存在感ある肉体を描く 725/7 3000397634 ジョン・デマーティン著/森屋利夫訳 マール社
60 日本のマンガ・アニメにおける「戦い」の表象 726/112 3000397549 足立加勇著 現代書館
61 Our blue : FOR EVERGREEN : Rei Kato Illustration BOOK726/113 3000397616 かとうれい著 河出書房新社
62 うろんな客 726.6/532 3000397691 エドワード・ゴーリー著/柴田元幸訳 河出書房新社
63 副業するならカメラマン : カメラ歴0日でも稼ぐカメラマンになれる全ノウハウ740/S19 3000397825 小椋翔著 フォレスト出版
64 ダイヤモンドの語られざる歴史 : 輝きときらめきの魅惑755/7 3000397702 ラシェル・ベルグスタイン著/下隆全訳 国書刊行会
65 Red : ヒトラーのデザイン 757/79 3000397598 松田行正著 左右社
66 アイドル、やめました。 : AKB48のセカンドキャリア 767/S19 3000397819 大木亜希子著 宝島社
67 樹木希林120の遺言 : 死ぬときぐらい好きにさせてよ 778/304 3000397699 樹木希林著 宝島社
68 現代アニメ「超」講義 778/306 3000397628 石岡良治著 Planets : 第二次惑星開発委員会

69 みんなの恋愛映画100選 778/305 3000397617 長場雄絵/山瀬まゆみ, 小川知子, 中村志保文オークラ出版
70 映画が教えてくれること。 : &Movie (Magazine House mook)778/S19 3000397841 マガジンハウス
71 怪獣学 : Kaiju analyze book : 怪獣の歴史と生態 778/S19 3000397818 レッカ社編著 カンゼン
72 ウチら棺桶まで永遠のランウェイ 779/S19 3000397844 kemio著 KADOKAWA
73 いまどきの子のやる気に火をつけるメンタルトレーニング780.7/184 3000397623 飯山晄朗著 秀和システム
74 大人の語彙力が身につく本 : 使える順で : きちんと : ひと言で知性があふれ出す814/71 3000397591 吉田裕子著 かんき出版



75 聞く英語 (実戦力徹底トレーニング) 831.1/S19 3000397807 内田富男著 アルク
76 口訳万葉集 上 (岩波現代文庫:文芸:287-289) 911.1/S19 3000397829 折口信夫著 岩波書店
77 絵物語古事記 913.2/6 3000397637 富安陽子文/山村浩二絵 偕成社
78 零號琴 913.6/2296 3000397656 飛浩隆著 早川書房
79 本のエンドロール 913.6/2301 3000397560 安藤祐介著 講談社
80 平成くん、さようなら 913.6/2304 3000397627 古市憲寿著 文藝春秋
81 みさと町立図書館分館 913.6/2305 3000397629 高森美由紀著 産業編集センター
82 14歳、明日の時間割 913.6/2306 3000397630 鈴木るりか著 小学館
83 小説映画ドラえもんのび太の月面探査記 913.6/2308 3000397632 藤子・F・不二雄原作/辻村深月著 小学館
84 泣くな研修医 913.6/2307 3000397631 中山祐次郎著 幻冬舎
85 あとは切手を、一枚貼るだけ 913.6/2310 3000397638 小川洋子, 堀江敏幸著 中央公論新社
86 トリニティ 913.6/2312 3000397640 窪美澄著 新潮社
87 あなたの右手は蜂蜜の香り 913.6/2313 3000397641 片岡翔著 新潮社
88 彼女たちの場合は 913.6/2314 3000397642 江國香織著 集英社
89 蜜蜂と遠雷 下 (幻冬舎文庫:お-7-14-お-7-15) 913.6/S19 3000397837 恩田陸 [著] 幻冬舎
90 蜜蜂と遠雷 上 (幻冬舎文庫:お-7-14-お-7-15) 913.6/S19 3000397836 恩田陸 [著] 幻冬舎
91 彼女は一人で歩くのか? (講談社タイガ:[モA-01]) 913.6/S19 3000397848 森博嗣著 講談社
92 貧困旅行記 新版 (新潮文庫:つ-16-2) 081/S19/新Bつ3000397847 つげ義春著 新潮社
93 生きるぼくら (徳間文庫:[は36-2]) 913.6/S19 3000397814 原田マハ著 徳間書店
94 あなたが消えた夜に (毎日文庫:[な1-1]) 913.6/S19 3000397816 中村文則著 毎日新聞出版
95 禍家 (角川ホラー文庫:18264, Hみ2-11) 913.6/S19 3000397856 三津田信三 [著] KADOKAWA
96 かにみそ (角川ホラー文庫:Hく7-1, 19374) 913.6/S19 3000397855 倉狩聡 [著] KADOKAWA
97 霧が晴れた時 : 自選恐怖小説集 (角川ホラー文庫:9063)913.6/S19 3000397854 小松左京 角川書店
98 幕末まらそん侍 (ハルキ文庫. 時代小説文庫:と6-1) 913.6/S19 3000397857 土橋章宏著 角川春樹事務所
99 アルパカ探偵、街をゆく (幻冬舎文庫:き-29-2) 913.6/S19 3000397849 喜多喜久 [著] 幻冬舎

100 「紫式部の白いバラ」の謎 (PHP文芸文庫:[な6-1]. 京都西陣なごみ植物店:[1])913.6/S19 3000397850 仲町六絵著 PHP研究所
101 テーマパーク化する地球 (ゲンロン叢書:003) 914.6/316 3000397605 東浩紀著 ゲンロン
102 洋食小川 (幻冬舎文庫:お-34-14) 914.6/S19 3000397852 小川糸 [著] 幻冬舎
103 Mori Magazine 914.6/S19 3000397851 森博嗣編集長 大和書房
104 <レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。 : スペックゼロでお金と仕事と人間関係をめぐって考えたこと916/180 3000397601 レンタルなんもしない人著 河出書房新社
105 レンタルなんもしない人のなんもしなかった話 916/181 3000397602 レンタルなんもしない人著 晶文社
106 ルイス・キャロルハンドブック : アリスの不思議な世界930.2/393 3000397657 安井泉編著 七つ森書館
107 「不思議の国のアリス」の誕生 : ルイス・キャロルとその生涯 (「知の再発見」双書:73)930.2/394 3000397658 ステファニー・ラヴェット・ストッフル著/高橋宏訳創元社
108 キャッツ : ポッサムおじさんの実用猫百科 931.7/16 3000397693 T. S. エリオット著/エドワード・ゴーリー挿画/小山太一訳河出書房新社
109 夢と幽霊の書 933.6/18 3000397653 アンドルー・ラング著/ないとうふみこ訳 作品社
110 不思議の国のアリス・オリジナル : 新装版 933.6/19 3000397659 ルイス・キャロル著/ラッセル・アッシュ解説/高橋宏訳・注書籍情報社
111 図書館司書と不死の猫 933.7/225 3000397643 リン・トラス著/玉木亨訳 東京創元社
112 三つ編み 953.7/24 3000397663 レティシア・コロンバニ著/齋藤可津子訳早川書房
113 名古屋はヤバイ (ワニブックス「Plus」新書:190) 361.4/S19 3000397859 矢野新一著 ワニブックス
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