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哲学(ヒューマニティーズ) 中島隆博著 岩波書店 104281357 101:ナ

ソクラテスの弁明/クリトン 第92刷改版(岩波文庫:33-601-1, 青601-1) プラトン著/久保勉訳 岩波書店 104281365 131.3:プ

犬を殺すのは誰か : ペット流通の闇(朝日文庫:お68-1) 太田匡彦著 朝日新聞出版 104281373 645.6:オ

チャイナ・ギャップ : 噛み合わない日中の歯車 遠藤誉著 朝日新聞出版 104281381 319.22:エ

ふたりの距離の概算(角川文庫:17446) 米沢穂信 [著] 角川書店 104281399 913.6:ヨ

南の子供が夜いくところ(角川ホラー文庫:Hつ1-4) 恒川光太郎 [著] 角川書店 104281407 913.6:ツ

風立ちぬ/美しい村/麦藁帽子/ 堀辰雄 [著] 改版44版(角川文庫:23) 角川書店 104281415 913.6:ホ

星やどりの声 朝井リョウ著 角川書店 104281423 913.6:ア

百年法 上 山田宗樹著 角川書店 104281431 913.6:ヤ:1

百年法 下 山田宗樹著 角川書店 104281449 913.6:ヤ:2

撲撲尐年 仁木英之著 角川書店 104281456 913.6:ニ

高校入試 湊かなえ著 角川書店 104281464 913.6:ミ

声の網 改版(角川文庫:14095) 星新一 [著] 角川書店 104281472 913.6:ホ

ちぐはぐな部品 改版(角川文庫:14286) 星新一 [著] 角川書店 104281480 913.6:ホ
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ごたごた気流 改版(角川文庫:14842) 星新一 [著] 角川書店 104281498 913.6:ホ

おかしな先祖 改版(角川文庫:14994) 星新一 [著] 角川書店 104281506 913.6:ホ

城のなかの人 改版(角川文庫:15427) 星新一 [著] 角川書店 104281514 913.6:ホ

覘き小平次(角川文庫:15185) 京極夏彦 [著] 角川書店 104281522 913.6:キ

氷菓(角川文庫:12196) 米澤穂信 [著] 角川書店 104281530 913.6:ヨ

クドリャフカの順番(角川文庫:15152) 米沢穂信 [著] 角川書店 104281548 913.6:ヨ

遠まわりする雛(角川文庫:16368) 米澤穂信 [著] 角川書店 104281555 913.6:ヨ

砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない(角川文庫:15565) 桜庭一樹 [著] 角川書店 104281563 913.6:サ

遠野物語remix 京極夏彦, 柳田國男著 角川書店 104281571 913.6:キ

エヌ氏の遊園地(講談社文庫) 星新一著 講談社 104281589 913.6:ホ

方言クイズ : 日本のことばはおもしろい! 井上史雄総監修 講談社 104281597 818.04:ホ

お菓子の本の旅 小手鞠るい著 講談社 104281605 913.6:コ

陰摩羅鬼 (おんもらき) の瑕 (きず) 文庫版(講談社文庫:[き-39-11]) 京極夏彦[著] 講談社 104281613 913.6:キ

マンガで気づく日本人でも知らない日本語
: えっ?これって方言なの!?

为婦の友インフォス情報社
編

为婦の友インフォス情報社/为
婦の友社 (発売)

104281621 818.04:マ
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コンビニへ「健康」を買いに行こう! 小林弘幸著 为婦の友社 104281639 498.5:コ

ことば薬(ゆうゆうBOOKS) 为婦の友社編 为婦の友社 104281647 159:コ

水玉の履歴書(集英社新書:0692F) 草間彌生著 集英社 104281654 702.16:ク

ZOO 1(集英社文庫) 乙一著 集英社 104281662 913.6:オ:1

1ポンドの悲しみ(集英社文庫:い47-4) 石田衣良著 集英社 104281670 913.6:イ

最低で最高の本屋(集英社文庫:[ま-17-3]) 松浦弥太郎著 集英社 104281688 024.8:マ

宵山万華鏡(集英社文庫:[も29-1]) 森見登美彦著 集英社 104281696 913.6:モ

思い出のとき修理します(集英社文庫) 谷瑞恵著 集英社 104281704 913.6:タ

天帝妖狐(集英社文庫) 乙一著 集英社 104281712 913.6:オ

平面いぬ。(集英社文庫) 乙一著 集英社 104281720 913.6:オ

スローグッドバイ(集英社文庫) 石田衣良著 集英社 104281738 913.6:イ

家族ゲーム(集英社文庫) 本間洋平著 集英社 104281746 913.6:ホ

世界地図の下書き 朝井リョウ著 集英社 104281753 913.6:ア

僕のつくった怪物(Arknoah:1) 乙一著/toi8イラスト 集英社 104281761 913.6:オ
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くちびるに歌を 中田永一著 小学館 104281779 913.6:ナ

震える牛 相場英雄著 小学館 104281787 913.6:ア

金の言いまつがい(新潮文庫:9168, い-36-4) ほぼ日刊イトイ新聞編 新潮社 104281795 810.4:キ

銀の言いまつがい(新潮文庫:9169, い-36-5) ほぼ日刊イトイ新聞編 新潮社 104281803 810.4:ギ

「死の医学」への日記(新潮文庫:や-8-15) 柳田邦男著 新潮社 104281811 916:ヤ

西の魔女が死んだ(新潮文庫:な-37-2) 梨木香歩著 新潮社 104281829 913.6:ナ

草祭(新潮文庫:9179, つ-27-1) 恒川光太郎著 新潮社 104281837 913.6:ツ

どこから行っても遠い町 川上弘美著 新潮社 104281845 913.6:カ

新選組血風録 新装改版 司馬遼太郎著 中央公論新社 104281852 913.6:シ

ユーモアのレッスン(中公新書:1702) 外山滋比古著 中央公論新社 104281860 901.7:ト

北朝鮮は何を考えているのか : 金体制の論理を読み解く 平岩俊司著 NHK出版 104281878 319.21:ヒ

川上弘美(はじめての文学) 川上弘美著 文藝春秋 104281886 913.6:カ

はなちゃんのみそ汁
安武信吾, 安武千恵, 安武は
な著

文藝春秋 104281894 916:ヤ

オレたちバブル入行組(文春文庫:[い-64-2]) 池井戸潤著 文藝春秋 104281902 913.6:イ
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いまなんつった?(文春文庫:[く-34-2]) 宮藤官九郎著 文藝春秋 104281910 914.6:ク

農業がわかると、社会のしくみが見えてくる
 : 高校生からの食と農の経済学入門

生源寺眞一著 家の光協会 104281928 611:シ

根拠と事故防止からみた小児看護技術 浅野みどり編集 医学書院 104281936 N440:コ

パルスオキシメータを10倍活用する血液ガス“超"入門 第1版
(看護ワンテーマBOOK)

堀川由夫編著 医学書院 104281944 492.17:ホ

発達段階からみた小児看護過程+病態関連図 第2版 石黒彩子, 浅野みどり編集 医学書院 104281951 N440:ハ

プログラミングRuby1.9 言語編
Dave Thomas, Chad

Fowler, Andy Hunt著/田和
勝訳

オーム社 104281969 007.64:ト

スタッキング可能 松田青子著 河出書房新社 104281977 913.6:ア

想像ラジオ いとうせいこう著 河出書房新社 104281985 913.6:イ

掏摸(河出文庫:[な29-2]) 中村文則著 河出書房新社 104281993 913.6:ナ

ももクロの美学
: 「わけのわからなさ」の秘密(廣済堂新書:029)

安西信一著 廣済堂出版 104282009 767.8:ア

星の王子さまの天文ノート 縣秀彦監修 河出書房新社 104282017 440:ホ

失礼な敬語 : 誤用例から学ぶ、正しい使い方(光文社新書:649) 野口恵子著 光文社 104282025 080:コ:649

猫刑事 (ネコデカ) 一条明著 光文社 104282033 913.6:イ

学生諸君! : さっそうたる明日へのメッセージ 漱石 [ほか] 著 光文社 104282041 159.7:ガ
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「甘え」の構造 増補普及版 土居健郎著 弘文堂 104282058 146.1:ド

音響工学基礎論 飯田一博著 コロナ社 104282066 501.24:イ

プリズム 百田尚樹著 幻冬舎 104282074 913.6:ヒ

彼女失格 : 恋してるだとか、ガンだとか 松さや香著 幻冬舎 104282082 916:マ

三つ子の魂百まで殺人事件(ドS刑事) 七尾与史著 幻冬舎 104282090 913.6:ナ

ツレがうつになりまして。(幻冬舎文庫:ほ-5-2) 細川貂々著 幻冬舎 104282108 916:ホ

その後のツレがうつになりまして。(幻冬舎文庫:ほ-5-3) 細川貂々著 幻冬舎 104282116 916:ホ

くまモンの秘密 : 地方公務員集団が起こしたサプライズ
(幻冬舎新書:297, [く-6-1])

熊本県庁チームくまモン著 幻冬舎 104282124 601.194:ク

使える魚介レシピ
丹下輝之, 日高良実, 菰田欣
也著

柴田書店 104282132 596.35:タ

ヘンな日本美術史 山口晃著 祥伝社 104282140 721.02:ヤ

吉祥寺の朝日奈くん 中田永一著 祥伝社 104282157 913.6:ナ

コラージュでつくるかわいい小物 : 紙と布を切って、組み合わせて 誠文堂新光社編 誠文堂新光社 104282165 754.9:コ

歳月がくれるもの : まいにち、ごきげんさん 田辺聖子著 世界文化社 104282173 914.6:タ

英語のおさらい(おとなの楽習:3)
稲葉剛著/現代用語の基礎
知識編集部編

自由国民社 104282181 830:イ
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日本史のおさらい(おとなの楽習:2)
山田淳一著/現代用語の基
礎知識編集部編

自由国民社 104282199 210.1:ヤ

数学のおさらい(おとなの楽習:1, 6)
土井里香著/現代用語の基
礎知識編集部編

自由国民社 104282207 410:ド

世界史のおさらい : 歴史の始まりから産業革命まで(おとなの楽習:4)
土屋彰久著/現代用語の基
礎知識編

自由国民社 104282215 209:ツ

読んで味わう古典落語の傑作101噺と見て愉しむ江戸の暮らし
河合昌次監修 : ユーキャン
古典落語研究会編

ユーキャン学び出版/自由国民
社

104282223 779.13:ヨ

!!(ビックリマーク) 2(アルファポリス文庫) 二宮敦人[著] アルファポリス/星雲社 104282231 913.6:ニ:2

!!!(ビックリマーク) 3(アルファポリス文庫) 二宮敦人 [著] アルファポリス/星雲社 104282249 913.6:ニ:3

暗黒学校 下(アルファポリス文庫) 二宮敦人 [著] アルファポリス/星雲社 104282256 913.6:ニ:2

最悪彼氏(アルファポリス文庫) 二宮敦人 [著] アルファポリス/星雲社 104282264 913.6:ニ

オレって老人? 南伸坊著 みやび出版/星雲社 (発売) 104282272 914.6:ミ

からだにおいしい野菜の便利帳 板木利隆監修 高橋書店 104282280 498.5:カ

傾聴力 : 1000人の患者を看取った医師が実践している 大津秀一著 大和書房 104282298 490.14:オ

最高の自分を引き出す法
 : スタンフォードの奇跡の教室 in JAPAN : DVDブック

ケリー・マクゴニガル著/

神崎朗子訳
大和書房 104282306 141.8:マ

雑談力が上がる話し方 : 30秒でうちとける会話のルール 齋藤孝著 ダイヤモンド社 104282314 809.2:サ

金哲彦のランニング・メソッド : 羽が生えたように動きが軽くなる! 金哲彦著 高橋書店 104282322 782:キ
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友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル(ちくま新書:710) 土井隆義著 筑摩書房 104282330 367.68:ド

ムーミン谷のひみつ(ちくま文庫:[と-19-1]) 冨原眞弓著 筑摩書房 104282348 949.8:ト

よいこの君为論(ちくま文庫:[か-54-1]) 架神恭介, 辰巳一世[著] 筑摩書房 104282355 311.237:カ

もしリアルパンクロッカーが仏門に入ったら(ちくま文庫:[か-54-2]) 架神恭介著 筑摩書房 104282363 180:カ

友だち幻想 : 人と人の「つながり」を考える
(ちくまプリマー新書:079)

菅野仁著 筑摩書房 104282371 361.4:カ

ファミレス 重松清著 日本経済新聞出版社 104282389 913.6:シ

僕の明日を照らして 瀬尾まいこ著 筑摩書房 104282397 913.6:セ

目でみることば
おかべたかし文/山出高士
写真

東京書籍 104282405 812:オ

神さまがやどるお掃除の本 : 汚い部屋がみるみる片づく!
きさいち登志子, 久保田裕
通監修

永岡書店 104282413 597.9:カ

英語教育村の真実 : 世界一の英語好き、
世界一の英語下手の日本人はこうして生まれる

佐藤誠司著 南雲堂 104282421 375.893:サ

絵とき機械設計基礎のきそ [正](Machine design series) 平田宏一著 日刊工業新聞社 104282439 531.9:ヒ

不自由な経済 松井彰彦著 日本経済新聞出版社 104282447 331.04:マ

カクテル・パーフェクトブック : 定番からオリジナルまで有名ホテル・バー
の味とレシピを楽しむ!(実用best books)

桑名伸佐監修 日本文芸社 104282454 596.7:カ

農の福祉力 : アグロ・メディコ・ポリスの挑戦
(シリーズ地域の再生:14)

池上甲一著 農山漁村文化協会 104282462 611.9:イ
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図説世界史を変えた50の植物
ビル・ローズ著/柴田譲治
訳

原書房 104282470 471.9:ロ

ミセス・ケネディ : 私だけが知る大統領夫人の素顔
クリント・ヒル, リサ・
マッカビン著/白須清美訳

原書房 104282488 289.3:ヒ

カウンセリング心理学 : 生き生きとした心を取り戻す
(心理学の世界:専門編3)

松原達哉, 松原由枝, 宮崎圭
子共著

培風館 104282496 146.8:マ

今日もていねいに。(PHP文庫:[ま47-1].

暮らしのなかの工夫と発見ノート)
松浦弥太郎著 PHP研究所 104282504 914.6:マ

死の淵を見た男 : 吉田昌郎と福島第一原発の五〇〇日 門田隆将 著 PHP研究所 104282512 543.5:カ

ブルー・ダイブ ゆうきりん著 双葉社 104282520 913.6:ユ

夜行観覧車(双葉文庫:み-21-04) 湊かなえ[著] 双葉社 104282538 594.9:ミ

カードは手作りが楽しい! 井上由季子著 文化出版局 104282546 594.9:イ

ナマズの幸運。(東京日記:3) 川上弘美著/門馬則雄絵 平凡社 104282553 914.6:カ

精神科医の禁煙教室(ベスト新書:410) 保坂隆編著 ベストセラーズ 104282561 498.32:ホ

アゲイン 浜口倫太郎著 ポプラ社 104282579 913.6:ハ

戦国武将と能 曽我孝司著 雄山閣 104282587 773.2:ソ

ぶらんこ乗り いしいしんじ作 理論社 104282595 913.6:イ

自分にふさわしい場所
谷郁雄言葉/ホンマタカシ
写真

理論社 104282603 911.56:ジ
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物語アメリカ黒人女性史(1619-2013) : 絶望から希望へ 岩本裕子著 明石書店 104282611 367.253:イ

夜空と星の物語 森山晋平編集・文 パイインターナショナル 104282629 443.8:ヨ

空中都市 小手鞠るい [著] 角川春樹事務所 104282637 913.6:コ

神様のパズル(ハルキ文庫:き5-1) 機本伸司著 角川春樹事務所 104282645 913.6:キ

よくわかる臨床心理学 改訂新版
(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)

下山晴彦編 ミネルヴァ書房 104282652 146:ヨ

また次の春へ 重松清著 扶桑社 104282660 913.6:シ

名誉と暴力 : アメリカ南部の文化と心理
R.E.ニスベット, D.コーエ
ン著/石井敬子, 結城雅樹編
訳

北大路書房 104282678 361.42:ニ

モダン・パリの装い : 19世紀から20世紀初頭の
ファッション・プレート(鹿島茂コレクション:3)

鹿島茂著/小野寛子編集 求竜堂 104282686 730.87:カ

他助論 清水克衛著 サンマーク出版 104282694 159:シ

世界の夢の本屋さん [1] エクスナレッジ 104282702 024:セ:1

世界の夢の本屋さん 2 エクスナレッジ 104282710 024:セ:2

世界で最も美しい書店 清水玲奈著 エクスナレッジ 104282728 024:シ

Tokyo book scene : 読書体験をシェアする。
新しい本の楽しみ方ガイド(玄光社MOOK)

玄光社 104282736 024.136:ト

ゼロからわかるUML超入門 : はじめてのモデリング 河合昭男著 技術評論社 104282744 007.61:カ
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開発ツール徹底攻略(Web+DB Pressプラスシリーズ) 技術評論社 104282751 007.63:カ

C#によるマルチコアのための非同期/並列処理プログラミング
: 最新開発テクニックの基礎&実践知識

山本康彦著 技術評論社 104282769 007.64:ヤ

MATLAB画像処理入門(I/O books) 高井信勝著 工学社 104282777 007.642:タ

国語力 齋藤孝, やくみつる著 辰巳出版 104282785 810.4:サ

魚のさばき方(食の教科書) 枻出版社 104282793 596.35:サ

よく生き、よく死ぬ、ための生命倫理学 篠原駿一郎, 石橋孝明編 ナカニシヤ出版 104282801 490.15:ヨ

ドレーン&チューブ管理マニュアル : 臨床に活かせる 永井秀雄, 中村美鈴編 学研メディカル秀潤社 104282819 N951:ド

克服できるリストカット症候群 福田俊一, 増井昌美著 星和書店 104282827 493.72:フ

サイファーパンク : インターネットの自由と未来
ジュリアン・アサンジ他著
/松田和也訳

青土社 104282835 007.3:ア

いつやるか?今でしょ! : 今すぐできる45の自分改造術! 林修著 宝島社 104282843 159:ハ

数学ガール 結城浩著
ソフトバンク
クリエイティブ

104282850 410.4:ユ

猫でもわかるC言語プログラミング 第3版(Neko series) 粂井康孝著
ソフトバンク
クリエイティブ

104282868 007.64:ク

姿勢と動きの「なぜ」がわかる本 : スポーツ・健康づくりの指導に役立つ :

筋コンディションが「見てわかる」ようになる筋と骨の知識
土屋真人著 秀和システム 104282876 780.193:ツ

Windows Server 2012パーフェクトマスター
: Microsoft Windows Server 2012(Perfect master:144)

野田ユウキ, アンカー・プ
ロ著

秀和システム 104282884 007.634:ノ



書　　　名 著者名 出版社 資料ID 請求記号

平成25年度　選書ツアー　図書リスト

独習Ruby テクノロジックアート著 翔泳社 104282892 007.64:ド

トリセツ・ヤマイ : ヤマイ世界を俯瞰する
海堂尊著/ヨシタケシンス
ケ絵

宝島社 104282900 492:カ

彼女はカフェオレの夢を見る
(宝島社文庫:[Cお-2-2]. 珈琲店タレーランの事件簿:2)

岡崎琢磨著 宝島社 104282918 913.6:オ

今やる人になる40の習慣 林修著 宝島社 104282926 159:ハ

正しいブスのほめ方 : 「また会いたい」と思わせる35の社交辞令 トキオ・ナレッジ著 宝島社 104282934 361.454:ト

また会えたなら、あなたの淹れた珈琲を(宝島社文庫:[Cお-2-1]. 珈琲店タ
レーランの事件簿:[1])

岡崎琢磨著 宝島社 104282942 913.6:オ

結局、日本のアニメ、マンガは儲かっているのか?

(ディスカヴァー携書:099)
板越ジョージ著

ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

104282959 778.77:イ

99のなみだ : 涙がこころを癒す短篇小説集 雨(リンダブックス) リンダブックス編集部編著 泰文堂 104282967 913.68:キ

99のなみだ : 涙がこころを癒す短篇小説集 風(リンダブックス) リンダブックス編集部編著 泰文堂 104282975 913.68:キ

99のなみだ : 涙がこころを癒す短篇小説集 月(リンダブックス) リンダブックス編集部編著 泰文堂 104282983 913.68:キ

99のなみだ : 涙がこころを癒す短篇小説集 星(リンダブックス) リンダブックス編集部編著 泰文堂 104282991 913.68:キ

99のなみだ : 本当にあったこころを癒す10の物語 第2夜
(リンダブックス)

リンダブックス編集部編 泰文堂 104283007 913.68:キ

99のなみだ : 涙がこころを癒す短篇小説集 友(リンダブックス) リンダブックス編集部編著 泰文堂 104283015 913.68:キ

99のなみだ : 涙がこころを癒す短篇小説集 旅(リンダブックス) リンダブックス編集部編著 泰文堂 104283023 913.68:キ
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99のなみだ : 涙がこころを癒す短篇小説集 海(リンダブックス) リンダブックス編集部編著 泰文堂 104283031 913.68:キ

ともに生きる : たとえ産声をあげなくとも
流産・死産経験者で作るポ
コズママの会編集

中央法規出版 104283049 495.7:ト

図説よくわかる障害者総合支援法 坂本洋一著 中央法規出版 104283056 369.27:サ

私立時計ケ丘高校タイムトラベル部
小谷太郎著/[Taro Kotani

presents]
中経出版 104283064 420.4:コ

儲かる農業 : 「ど素人集団」の農業革命(竹書房新書:001) 嶋崎秀樹著 竹書房 104283072 611.6:シ

恋愛合格!太宰治のコトバ66 高野てるみ著 マガジンハウス 104283080 910.268:タ

アジアで花咲け!なでしこたち [1]
たかぎなおこ, NHK取材班
著

メディアファクトリー 104283098 334.42:タ:1

農業経営学 改訂版 磯辺秀俊著 養賢堂 104283106 611.7:イ

腕のいいデザイン事務所で修業しないとふつうは身につかない知識と技と
心得(エムディエヌ・ムック)(Impress mook)

MdN編集部編 エムディエヌコーポレーション 104283114 674.3:ウ

Amazon Kindleブック制作&出版完全マニュアル
 : 電子書籍を魅力的に作って確実に売る方法

藤田拓人, 清水豊著 エムディエヌコーポレーション 104283122 023:フ

知ってるようで知らない語源クイズ(Wide shinsho) 日本雑学能力協会編著 新講社 104283130 812:シ

どこでもできるながらヨガ 田辺直恵著
グランドライン/サンクチュア
リ出版 (発売)

104283148 498.34:タ

LOVE&FREE : WORDS&PHOTOS collected from the streets around the

world NEW YORK EDITION 改訂版
高橋歩文写真 : みっしぇ
る・どすたー訳

サンクチュアリ・パブリッシ
ング

104283155 290.9:ラ

せいぞろいへんないきもの : 世にも奇妙な生物グラフィティ★実在です! 早川いくを著/寺西晃絵 バジリコ 104283163 480.4:ハ
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体脂肪を効果的に燃焼+運動能力・体力UPのファンクショナルトレーニン
グ

岩切誠監修/森俊憲著 カンゼン 104283171 780.7:モ

笠原将弘俺の和メシ : パパっと激ウマ : 極上レシピ94(TWJ BOOKS) 笠原将弘著 トランスワールドジャパン 104283189 596.21:カ

世界で生きる力 : 自分を本当にグローバル化する4つのステップ
マーク・ガーゾン著/松本
裕訳

英治出版 104283197 361.5:ガ

ぽてんしゃる。(Hobonichi Books) 糸井重里著 東京糸井重里事務所 104283205 914.6:イ

カレーライス!! : アンソロジー 阿川佐和子 [ほか] 著
パルコエンタテインメント事
業部

104283213 914.68:カ

デバッグの理論と実践 : なぜプログラムはうまく動かないのか
Andreas Zeller著/今田昌宏
[ほか] 訳

オライリー・ジャパン/オーム
社 (発売)

104283221 007.64:ツ

アセンブラ画像処理プログラミング : SIMDによる処理の高速化 北山洋幸, 中田潤也共著 カットシステム 104283239 007.642:キ

やさしいPython入門 日向俊二著 カットシステム 104283247 007.64:ヒ

精神科は今日も、やりたい放題
: "やくざ医者"の、過激ながらも大切な話

内海聡著 三五館 104283254 493.7:ウ

ビジュアルノート 第4版
医療情報科学研究所編/茨
木保イラスト

メディックメディア 104283262 492:ビ

裁判官が日本を滅ぼす 新版(WAC BUNKO:B-179) 門田隆将著 ワック 104283270 327.124:カ

名刺サイズの魔法のパソコンRaspberry Piで遊ぼう! 林和孝著 ラトルズ 104283288 548.29:ハ

エコ*コモノ : お菓子のパッケージをリサイクル 平田美咲著 青山出版社 104283296 750:ヒ

働く人の夢 : 33人のしごと、夢、きっかけ
日本ドリームプロジェクト
編

いろは出版 104283304 366.29:ハ
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働きだして見つけた夢
日本ドリームプロジェクト
編

いろは出版 104283312 366.29:ハ

オヤジの教科書 : 仕事と家族に胸を張りたい男たちへ
日本ドリームプロジェクト
編

いろは出版 104283320 367.3:オ

働く女子の夢 : 26人の働き方、夢、なりたい自分
日本ドリームプロジェクト
編

いろは出版 104283338 366.38:ハ

人生で最高の1日 : 極上のハッピーに包まれる旅のストーリー88選 A-Works編集 A-Works 104283346 290.9:ジ

仙台ぐらし(叢書東北の声:20) 伊坂幸太郎 [著] 荒蝦夷 104283353 914.6:イ

月の名前 高橋順子文/佐藤秀明写真 デコ 104283361 446:ツ

アルフォンス・ミュシャ作品集 : アール・ヌーヴォーの華 : 新装版
アルフォンス・ミュシャ
[画]/ドイ文化事業室編

ドイ文化事業室/創英社 (発売) 104283379 723.348:ア

愚者のエンドロール(角川文庫:12557) 米澤穂信[著] 角川書店 104283387 913.6:ヨ

ZOO 2(集英社文庫) 乙一著 集英社 104283395 913.6:オ:2

おしまいのデート 瀬尾まいこ著 集英社 104283403 913.6:セ

ミッキーマウスの憂鬱(新潮文庫:8516, ま-34-1) 松岡圭祐著 新潮社 104283411 913.6:マ

法廷(ソロモンの偽証:第3部) 宮部みゆき著 新潮社 104283429 913.6:ミ

夏への扉(ハヤカワ文庫:SF1742)
ロバート・A・ハインライ
ン著/福島正実訳

早川書房 104283437 933:ハ

死神の浮力 伊坂幸太郎著 文藝春秋 104283445 913.6:イ
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セカンド・ラブ(文春文庫:[い-66-5]) 乾くるみ著 文藝春秋 104283452 913.6:イ

これならわかる!かんたんポイント心電図 第2版 奥出潤著 医学書院 104283460 492.123:オ

昨夜(ゆうべ)のカレー、明日のパン 木皿泉著 河出書房新社 104283478 492.123:キ

7年目のツレがうつになりまして。(幻冬舎文庫:ほ-5-6) 細川貂々著 幻冬舎 104283486 916:ホ

決定版!すっきり書ける文章のコツ80 高橋俊一著 成美堂出版 104283494 816:タ

現代史のおさらい(おとなの楽習:19)
土屋彰久, 山田淳一著/現代
用語の基礎知識編

自由国民社 104283502 209.7:ツ

暗黒学校 上(アルファポリス文庫) 二宮敦人 [著] アルファポリス/星雲社 (発売) 104283510 913.6:ニ:1

日本の「有名な神社」の起源がよくわかる本(だいわ文庫:[245-2E]) 戸部民夫著 大和書房 104283528 175.9:ト

「また、必ず会おう」と誰もが言った。 : 偶然出会った、たくさんの必然 喜多川泰著 サンマーク出版 104283536 913.6:キ

本当は怖いC言語 種田元樹著 秀和システム 104283544 007.64:タ

99のなみだ : 涙がこころを癒す短篇小説集 空(リンダブックス) リンダブックス編集部編著 泰文堂 104283551 913.68:キ

99のなみだ : 本当にあったこころを癒す10の物語 第1夜
(リンダブックス)

リンダブックス編集部編 泰文堂 104283569 913.68:キ

99のなみだ : 本当にあったこころを癒す10の物語 第3夜
(リンダブックス)

リンダブックス編集部編 泰文堂 104283577 913.68:キ

99のなみだ : 涙がこころを癒す短篇小説集 桜
(リンダブックス)

リンダブックス編集部編著 泰文堂 104283585 913.68:キ
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99のなみだ : 本当にあったこころを癒す10の物語 第4夜
(リンダブックス)

リンダブックス編集部編 泰文堂 104283593 913.68:キ

LinuxサーバHacks : プロが使うテクニック&ツール100選 [1]
Rob Flickenger著/イメージ
ズ・アンド・ワーズ訳

オライリー・ジャパン/オーム
社 (発売)

104283601 547.483:フ:1

うめめ : today's happening 梅佳代著・イラスト リトルモア 104283619 748:ウ


