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書誌事項（タイトル・巻号・著者・出版社・出版年） 配置場所 請求記号

1 #KuToo (クートゥー) : 靴から考える本気のフェミニズム / 石川優実著. -- 現代書館, 2019.11. 後援会 367.2/I76/後援会
2 「A」 : マスコミが報道しなかったオウムの素顔 / 森達也[著]. -- 角川書店, 2002.1. -- (角川文庫 ; 12313). 後援会 169.1/MO45/後援会
3 「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を。 / 小川たまか著. -- タバブックス, 2018.7. 後援会 367.21/O24/後援会
4 「やさしい日本語」で観光客を迎えよう : インバウンドの新しい風 / 加藤好崇編著. -- 大修館書店, 2019.8. 後援会 817.8/KA86/後援会

5
「一緒に働きたい」と思われる心くばりの魔法 : ディズニーの元人材トレーナー50の教え / 櫻井恵里子著. -- サンクチュア
リ出版, 2016.5.

後援会 689.5/KO61/後援会

6 「楽しむ力」が心の免疫力を高める / 和田秀樹著. -- 新講社, 2019.12. -- (Wide shinsho ; 259). 後援会 498.39/W12/後援会

7
「叱る人」より「ほめる人」 : 「自分をほめる」「人をほめる」と、なぜいいか? / 渋谷昌三著. -- 新講社, 2019.8. --
(WIDE SHINSHO ; 255).

後援会 361.45/SH23/後援会

8 「先生が忙しすぎる」をあきらめない / 妹尾昌俊著. -- 教育開発研究所, 2017.9. 後援会 374/SE72/後援会
9 「大家さんと僕」と僕 / 矢部太郎ほか著. -- 新潮社, 2019.6. 後援会 914.6/Y11/後援会

10 「美少女」の記号論 : アンリアルな存在のリアリティ / 日本記号学会編. -- 新曜社, 2017.8. -- (叢書セミオトポス ; 12). 後援会 361.5/N77/後援会
11 「面白い」のつくりかた / 佐々木健一著. -- 新潮社, 2019.9. -- (新潮新書 ; 830). 後援会 699.9/SA75/後援会

12
0ベース思考 : どんな難問もシンプルに解決できる / スティーヴン・レヴィット, スティーヴン・ダブナー著 ; 櫻井祐子訳. -
- ダイヤモンド社, 2015.2.

後援会 141.5/L57/後援会

13 13歳からの世界征服 / 中田考著. -- 百万年書房, 2019.10. 後援会 159.7/N43/後援会
14 13坪の本屋の奇跡 : 「闘い、そしてつながる」隆祥館書店の70年 / 木村元彦著. -- ころから, 2019.11. 後援会 024.63/KI39/後援会
15 150年前の科学誌『NATURE』には何が書かれていたのか / 瀧澤美奈子著. -- ベレ出版, 2019.7. 後援会 405/TA73/後援会
16 1秒で刺さる書き方 : 伝わらない文章を劇的に変える68の方法 / 中谷彰宏著. -- ユサブル, 2018.7. 後援会 816/N43/後援会
17 2030年の世界地図帳 : あたらしい経済とSDGs、未来への展望 / 落合陽一著. -- SBクリエイティブ, 2019.11. 後援会 304/O15/後援会

18
21 lessons (トゥエンティワン・レッスンズ) : 21世紀の人類のための21の思考 / ユヴァル・ノア・ハラリ著 ; 柴田裕之訳. -
- 河出書房新社, 2019.11.

後援会 304/H32/後援会

19
About time / written by Richard Curtis ; produced by Tim Bevan ... [et al.]. -- NBCユニバーサル・エンターテイメント
[distributor], c2015. -- (Cinema collection). v.

ＡＶ //AV

20 BOOKMARK : 翻訳者による海外文学ブックガイド / 金原瑞人, 三辺律子編. -- CCCメディアハウス, 2019.10. 後援会 902.3/KA52/後援会

21
Branding Japanese food : from meibutsu to washoku / Katarzyna J. Cwiertka with Yasuhara Miho. -- University of Hawaiʻi
Press, c2020. -- (Food in Asia and the Pacific).

後援会 383.81/C98/後援会

22 Dr.インクの星空キネマ / にしのあきひろ絵と文. -- 幻冬舎, 2009.1. 後援会 KP/N85/後援会

23
Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣 / ハンス・ロスリング, オーラ・ロスリング, ア
ンナ・ロスリング・ロンランド著 ; 上杉周作, 関美和訳. -- 日経BP社.

後援会 002.7/R72/後援会

24 Give&take : 「与える人」こそ成功する時代 / アダム・グラント著. -- 三笠書房, [2014.1]. 後援会 336.49/G77/後援会

25
Greg Heffley's journal / by Jeff Kinney ; : pbk. -- [International ed.]. -- Amulet Books, 2009. -- (Diary of a wimpy kid / by Jeff
Kinney).

後援会 938.2/KI44/後援会

26
I am Malala : the girl who stood up for education and was shot by the Taliban / Malala Yousafzai ; with Christina Lamb ; : pbk. --
Weidenfeld & Nicolson, 2014. -- (A W & N paperback).

後援会 289.2/Y99/後援会

27
IB (インターナショナル バカロレア) 教育がやってくる! : 「国際バカロレア」が変える教育と日本の未来 / 江里口歡人著. -
- 松柏社, 2014.11.

後援会 371.5/E67/後援会

28 IELTSブリティッシュ・カウンシル公認問題集 / ブリティッシュ・カウンシル著 ; 旺文社編. -- 旺文社, [2015.9]. 開架室 830.7/B92
29 Iの悲劇 / 米澤穂信著. -- 文藝春秋, 2019.9. 後援会 913.6/Y84/後援会
30 medium : 霊媒探偵城塚翡翠 / 相沢沙呼著. -- 講談社, 2019.9. 後援会 913.6/A26/後援会
31 O JUN : 1996-2007. -- 赤々舎, 2007.2. 開架室 723.1/O11
32 O Jun : 描く児 : kakuco : 1982-2013 / O Jun著, 府中市美術館編. -- 青幻舎, 2013.12. 開架室 723.1/O11
33 Origami Sewing : ミシンをつかわないあたらしい洋裁 / 浜井弘治著. -- 木楽舎, 2019.10. 後援会 594.7/H23/後援会
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34
Rodrick rules / by Jeff Kinney ; : pbk. -- [international ed.]. -- Amulet Books, 2009. -- (Diary of a wimpy kid / by Jeff Kinney ;
2).

: pbk後援会 938.2/KI44/後援会

35 Rのつく月には気をつけよう / 石持浅海著. -- 祥伝社, 2010.9. -- (祥伝社文庫). 後援会 913.6/I78/後援会
36 Rのつく月には気をつけよう賢者のグラス / 石持浅海著. -- 祥伝社, 2019.8. 後援会 913.6/I78/後援会

37
The last girl : イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語 / ナディア・ムラド, ジェナ・クラジェスキ著 ; 吉井智津訳. --
東洋館出版社, 2018.11. -- (Toyokan books).

後援会 316.4/MU38/後援会

38
The last straw / by Jeff Kinney ; : pbk. -- [International ed.]. -- Amulet Books, 2009. -- (Diary of a wimpy kid / by Jeff Kinney
; 3).

: pbk後援会 938.2/KI44/後援会

39 WINTER JEWELS : 大自然が創り出す冬の奇跡 / 高橋真澄著. -- 青菁社, 2019.12. 後援会 748/TA33/後援会
40 アウシュヴィッツのタトゥー係 / ヘザー・モリス著 ; 金原瑞人, 笹山裕子訳. -- 双葉社, 2019.9. 後援会 938/MO78/後援会
41 あたしたち、海へ / 井上荒野著. -- 新潮社, 2019.11. 後援会 913.6/I55/後援会
42 あとは切手を、一枚貼るだけ / 小川洋子, 堀江敏幸著. -- 中央公論新社, 2019.6. 後援会 913.6/O24/後援会

43
あなたのスマホがとにかく危ない : 元捜査一課が教えるSNS、デジタル犯罪から身を守る方法 / 佐々木成三著. -- 祥伝社,
2020.2.

後援会 368.66/SA75/後援会

44 アフガニスタンの診療所から / 中村哲著. -- 筑摩書房, 2005.2. -- (ちくま文庫 ; [な-33-1]). 後援会 498.02/N37/後援会

45
アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した : 潜入・最低賃金労働の現場 / ジェームズ・ブラッドワース著 ; 濱野大
道訳. -- 光文社, 2019.3.

後援会 366.44/B58/後援会

46
アラジン : Aladdin / ジョン・オーガスト, ガイ・リッチー脚本 ; ガイ・リッチー監督 ; メナ・マスード [ほか出演]. -- ウォ
ルト・ディズニー・ジャパン, 2019. v.

ＡＶ //AV

47
アリー : スター誕生 / ブラッドリー・クーパー監督・脚本・製作. -- ワーナー・ブラザーズ・ホームエンターテイメント
(発売), 2019. v.

ＡＶ //AV

48 アルキメデスの大戦 / 三田紀房原作 ; 山崎貴監督,脚本 ; 菅田将暉 [ほか出演]. -- 東宝, 2020.1. v. ＡＶ //AV
49 アンジュと頭獅王 / 吉田修一著. -- 小学館, 2019.10. 後援会 913.6/Y86/後援会
50 アンゼルム・キーファー = Anselm Kiefer / フジテレビギャラリー編集. -- フジテレビギャラリー, c1992. 開架室 723.34/KI14

51
いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨したか : 変容する中世騎士道物語 / 岡本広毅, 小宮真樹子
編 ; : ガウェイン版. -- みずき書林, 2019.3.

後援会 930.2/O42/後援会

52 いけない = do not / 道尾秀介著. -- 文藝春秋, 2019.7. 後援会 913.6/MI13/後援会
53 イチロー・インタビューズ激闘の軌跡 : 2000-2019 / 石田雄太著. -- 文藝春秋, 2019.8. 後援会 783.7/I72/後援会
54 いつの間に?!ココまで変わった学校の教科書 / コンデックス情報研究所編著. -- 成美堂出版, 2019.8. 後援会 375.9/KO72/後援会
55 いまさら聞けないITの常識 / 岡嶋裕史著. -- 日本経済新聞出版社, 2019.7. -- (日経文庫 ; 1409 ; B133). 後援会 007/O39/後援会
56 イマジン? / 有川ひろ著. -- 幻冬舎, 2020.1. 後援会 913.6/A71/後援会
57 イラストで読む旧約聖書の物語と絵画 / 杉全美帆子著. -- 河出書房新社, 2019.2. 後援会 193.1/SU37/後援会
58 うたかた姫 / 原宏一著. -- 祥伝社, 2019.11. 後援会 913.6/H31/後援会
59 うちの子が結婚しないので / 垣谷美雨著. -- 新潮社, 2019.4. -- (新潮文庫 ; 11103, か-72-3). 後援会 913.6/KA26/後援会
60 うちの父が運転をやめません / 垣谷美雨著. -- KADOKAWA, 2020.2. 後援会 913.6/KA26/後援会
61 ウチら棺桶まで永遠のランウェイ / kemio著. -- KADOKAWA, 2019.4. 後援会 914.6/KE35/後援会
62 うつくしが丘の不幸の家 / 町田そのこ著. -- 東京創元社, 2019.11. 後援会 913.6/MA16/後援会
63 ウラからのぞけばオモテが見える / 佐藤オオキ, 川上典李子共著 ; 日経デザイン編. -- 日経BP社. 後援会 501.83/SA85/後援会

64
エクスカリバー最後の閃光 / バーナード・コーンウェル著 ; 木原悦子訳 ; 上 : 新装版. -- 原書房, 2019.3. -- (小説アーサー
王物語 / バーナード・コーンウェル著 ; 木原悦子訳).

後援会 938/C88/後援会

65
エクスカリバー最後の閃光 / バーナード・コーンウェル著 ; 木原悦子訳 ; 下 : 新装版. -- 原書房, 2019.3. -- (小説アーサー
王物語 / バーナード・コーンウェル著 ; 木原悦子訳).

後援会 938/C88/後援会

66 おちび / エドワード・ケアリー著 ; 古屋美登里訳. -- 東京創元社, 2019.11. 後援会 938/C17/後援会
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67 おやつが好き / 坂木司著. -- 文藝春秋, 2019.4. 後援会 914.6/SA31/後援会
68 お願いおむらいす / 中澤日菜子著. -- 小学館, 2019.7. 後援会 913.6/N46/後援会
69 お砂糖とスパイスと爆発的な何か : 不真面目な批評家によるフェミニスト批評入門 / 北村紗衣著. -- 書肆侃侃房, 2019.6. 後援会 902.09/KI68/後援会
70 お寺の掲示板 / 江田智昭著. -- 新潮社, 2019.9. 後援会 180.49/E21/後援会
71 お茶の時間 : 楽しむ工夫×世界のお茶100×基礎知識 / 暮らしの図鑑編集部編. -- 翔泳社, 2019.7. -- (暮らしの図鑑). 後援会 596.7/KU55/後援会
72 カインは言わなかった / 芦沢央著. -- 文藝春秋, 2019.8. 後援会 913.6/A92/後援会
73 かか / 宇佐見りん著. -- 河出書房新社, 2019.11. 後援会 913.6/U92/後援会
74 かがやき荘アラサー探偵局 / 東川篤哉著. -- 新潮社, 2016.10. 後援会 913.6/H55/後援会
75 かげろう日記 / 吉村達也著. -- 双葉社, 2019.5. -- (双葉文庫 ; よ-10-08). 後援会 913.6/Y91/後援会
76 カザアナ / 森絵都著. -- 朝日新聞出版, 2019.7. 後援会 913.6/MO45/後援会
77 キタリス : 生態写真集 / 竹田津実著. -- 新潮社, 2019.9. 後援会 489.47/TA66/後援会
78 きのう何食べた? : シロさんの簡単レシピ : 公式ガイド&レシピ / 講談社編. -- 講談社, 2019.4. 後援会 596/KO19/後援会
79 きょうのぼくはどこまでだってはしれるよ / 荒井良二著. -- NHK出版, 2019.9. こども図書室 KP/A62/こども
80 ギリシア神話と多神教文明の衝突. -- 小学館, 2019.10. -- (逆説の世界史 / 井沢元彦著 ; 3). 後援会 209/I98/後援会

81
キングダム = Kingdom / 原泰久原作 ; 黒岩勉, 佐藤信介,原泰久脚本 ; 佐藤信介監督. -- ソニーピクチャーズ エンタテインメ
ント(発売), 2019. v.

ＡＶ //AV

82 クジラアタマの王様 / 伊坂幸太郎著. -- NHK出版, 2019.7. 後援会 913.6/I68/後援会
83 クジラは歌をうたう / 持地佑季子著. -- 集英社, 2018.8. -- (集英社文庫 ; も35-1). 後援会 913.6/MO12/後援会
84 くたばれインターネット / ジャレット・コベック著 ; 浅倉卓弥訳. -- Pヴァイン. -- (Ele-king books). 後援会 938.2/KO13/後援会

85
クックパッド防災レシピbook : 在宅避難で役立つ食まわりの知恵から日ごろの備えまで / クックパッド株式会社監修. -- 扶
桑社, 2019.9. -- (扶桑社ムック).

後援会 369.3/KU28/後援会

86 クリーンミート : 培養肉が世界を変える / ポール・シャピロ著 ; 鈴木素子訳. -- 日経BP. 後援会 698.2/SH12/後援会
87 グレタたったひとりのストライキ / マレーナ・エルンマン [ほか] 著 ; 羽根由, 寺尾まち子訳. -- 海と月社, 2019.10. 後援会 451.85/G95/後援会
88 ケーキの切れない非行少年たち / 宮口幸治著. -- 新潮社, 2019.7. -- (新潮新書 ; 820). 後援会 368.71/MI73/後援会
89 ケーキの歴史物語 / ニコラ・ハンブル著 ; 堤理華訳. -- 原書房, 2012.3. -- (お菓子の図書館). 後援会 596.65/H98/後援会

90
コーヒーカップいっぱいの愛 / 岡崎琢磨著. -- 宝島社, 2019.11. -- (宝島社文庫 ; [Cお-2-6] . 珈琲店タレーランの事件簿 /
岡崎琢磨著 ; 6).

後援会 913.6/O48/後援会

91
この英語、訳せない! : headは頭?顔?首? / 越前敏弥著 = How to translate untranslatable English expressions. -- ジャパンタイ
ムズ出版, 2019.12.

後援会 837.5/E18/後援会

92 これって個人情報なの? : 意外と知らない実務の疑問 / 稲葉一人, 阿部晋也共著. -- 税務研究会出版局, 2019.4. 後援会 316.1/I51/後援会
93 これでもいいのだ / ジェーン・スー著. -- 中央公論新社, 2020.1. 後援会 914.6/J48/後援会

94
これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん / 青木祐子著 ; [1]. -- 集英社, 2016.5-. -- (集英社オレンジ文庫 ; [あ3-2],
[あ3-3], [あ3-4], [あ3-5], [あ3-7]).

後援会 913.6/A53/後援会

95
これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん / 青木祐子著 ; 2. -- 集英社, 2016.5-. -- (集英社オレンジ文庫 ; [あ3-2], [あ
3-3], [あ3-4], [あ3-5], [あ3-7]).

後援会 913.6/A53/後援会

96
これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん / 青木祐子著 ; 3. -- 集英社, 2016.5-. -- (集英社オレンジ文庫 ; [あ3-2], [あ
3-3], [あ3-4], [あ3-5], [あ3-7]).

後援会 913.6/A53/後援会

97
これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん / 青木祐子著 ; 4. -- 集英社, 2016.5-. -- (集英社オレンジ文庫 ; [あ3-2], [あ
3-3], [あ3-4], [あ3-5], [あ3-7]).

後援会 913.6/A53/後援会

98
これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん / 青木祐子著 ; 6. -- 集英社, 2016.5-. -- (集英社オレンジ文庫 ; [あ3-2], [あ
3-3], [あ3-4], [あ3-5], [あ3-7]).

後援会 913.6/A53/後援会

99 ころべばいいのに / ヨシタケシンスケ作. -- ブロンズ新社, 2019.6. こども図書室 KP/Y92/こども
100 ザ・ソウル・オブくず屋 : SDGsを実現する仕事 / 東龍夫著. -- コモンズ, 2019.10. 後援会 518.52/H55/後援会
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101 サバティカル / 中村航著. -- 朝日新聞出版, 2019.4. 後援会 913.6/N37/後援会
102 さよならの儀式 / 宮部みゆき著. -- 河出書房新社, 2019.7. 後援会 913.6/MI71/後援会
103 さんかく / 千早茜著. -- 祥伝社, 2019.11. 後援会 913.6/C43/後援会
104 ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ / 下間文恵, 徳永明子, かわむらふゆみ絵 ; 続. -- 高橋書店, [2016.5]-. 後援会 480/Z1/後援会

105
ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ / 下間文恵, 徳永明子, かわむらふゆみ絵 ; 続々. -- 高橋書店, [2016.5]-
.

後援会 480/Z1/後援会

106
ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ / 下間文恵, 徳永明子, かわむらふゆみ絵 ; もっと. -- 高橋書店,
[2016.5]-.

後援会 480/Z1/後援会

107 ざんねんな努力 / 川下和彦, たむらようこ著. -- アスコム, 2018.12. 後援会 913.6/KA97/後援会
108 シーソーモンスター / 伊坂幸太郎著. -- 中央公論新社, 2019.4. 後援会 913.6/I68/後援会
109 しねるくすり / 平沼正樹著. -- 産業編集センター, 2019.10. 後援会 913.6/H66/後援会
110 シャガクに訊け! / 大石大著. -- 光文社, 2019.10. 後援会 913.6/O33/後援会
111 しゃもぬまの島 / 上畠奈緒著. -- 集英社, 2020.2. 後援会 913.6/U36/後援会

112
ジョーカー / トッド・フィリップス監督・共同脚本・製作. -- ワーナー・ブラザーズ・ホームエンターテイメント (発売),
2020. v.

ＡＶ //AV

113 ショートカットキー時短ワザ大全 : 早く帰るコツは"手元"にあった! / 辻村司著. -- SBクリエイティブ, 2019.9. 後援会 007.63/TS44/後援会

114
ジョニー・イングリッシュ : アナログの逆襲 / デヴィッド・カー監督. -- NBCユニバーサル・エンターテイメント (発売),
c2019. v.

ＡＶ //AV

115 しょぼい生活革命 / 内田樹, えらいてんちょう(矢内東紀)著 ; 中田考司会. -- 晶文社, 2020.1. 後援会 304/U14/後援会
116 スイート・マイホーム / 神津凛子著. -- 講談社, 2019.1. 後援会 913.6/KA39/後援会
117 スゴい!行動経済学 : 世界最前線の研究でわかる! / 橋本之克著. -- 総合法令出版, 2020.1. 後援会 331/H38/後援会
118 スタートダッシュ経済学 / 伊ヶ崎大理 [ほか] 著. -- 勁草書房, 2019.7. 後援会 331/SU83/後援会
119 ストーカーとの七〇〇日戦争 / 内澤旬子著. -- 文藝春秋, 2019.5. 後援会 916/U25/後援会
120 スマホを落としただけなのに / 志駕晃原作 ; 中田秀夫監督. v. ＡＶ //AV
121 スワン / 呉勝浩著. -- KADOKAWA, 2019.10. 後援会 913.6/G54/後援会
122 せき越えぬ / 西條奈加著. -- 新潮社, 2019.11. 後援会 913.6/SA19/後援会
123 センス・オブ・シェイム : 恥の感覚 / 酒井順子著. -- 文藝春秋, 2019.8. 後援会 914.6/SA29/後援会
124 それでも僕は夢を見る / 水野敬也作 ; 鉄拳画. -- 文響社, 2014.3. 後援会 913.6/MI96/後援会
125 タコの心身問題 : 頭足類から考える意識の起源 / ピーター・ゴドフリー=スミス [著] ; 夏目大訳. -- みすず書房, 2018.11. 後援会 484.7/G55/後援会
126 ダンボ / ティム・バートン監督. -- ウォルト・ディズニー・ジャパン (発売), 2019. v. ＡＶ //AV
127 チコちゃんに叱られる : don't sleep through life! / NHK「チコちゃんに叱られる!」制作班編. -- 小学館, 2019.3. 後援会 699.67/N69/後援会
128 チックタック～約束の時計台～ = Tick-Tock / にしのあきひろ著. -- 幻冬舎, 2019.4. 後援会 KP/N85/後援会
129 ちはやふる / 末次由紀原作 ; 小泉徳宏監督・脚本 ; 横山克音楽 ; 結び. -- 東宝 (発売), 2016.9-2018.10. v. ＡＶ //AV
130 ちび竜 / 工藤直子文 ; あべ弘士絵. -- 童心社, 2019.12. こども図書室 KP/KU17/こども
131 ツナグ : 想い人の心得 / 辻村深月著. -- 新潮社, 2019.10. 後援会 913.6/TS44/後援会
132 つみびと = Sinners / 山田詠美著. -- 中央公論新社, 2019.5. 後援会 913.6/Y19/後援会

133
データが読めると世界はこんなにおもしろい : データブック オブ・ザ・ワールド入門 / データブック入門編集委員会編. --
二宮書店, 2020.1.

後援会 350.9/D65/後援会

134 できる仕事がはかどるWindows効率化全部入り。 / リブロワークス著. -- インプレス, 2019.9. 後援会 007.63/R33/後援会

135
デザイナーのアイデア戦略 : 発想を生み出すデザインのスケッチ実例集 / MdN書籍編集部編. -- エムディエヌコーポレー
ション.

後援会 674.3/MA99/後援会

136 てしごと : おんな職人日乗 : 時代小説アンソロジー / あさのあつこ [ほか] 著. -- 徳間書店, 2020.1. 後援会 913.68/TE82/後援会
137 デジタル・ミニマリスト : 本当に大切なことに集中する / カル・ニューポート著 ; 池田真紀子訳. -- 早川書房, 2019.10. 後援会 007.3/N68/後援会

4
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138 デッドライン = Deadline / 千葉雅也著. -- 新潮社, 2019.11. 後援会 913.6/C42/後援会
139 てんげんつう / 畠中恵著. -- 新潮社, 2019.7. 後援会 913.6/H41/後援会
140 どうしても生きてる / 朝井リョウ著. -- 幻冬舎, 2019.10. 後援会 913.6/A83/後援会
141 どこにでもあるどこかになる前に。 : 富山見聞逡巡記 / 藤井聡子著. -- 里山社, 2019.10. 後援会 291.42/F57/後援会
142 ドミノin上海 / 恩田陸著. -- KADOKAWA, 2020.2. 後援会 913.6/O65/後援会
143 とめどなく囁く / 桐野夏生著. -- 幻冬舎, 2019.3. 後援会 913.6/KI54/後援会
144 ドラゴンの教科書 : 神話と伝説と物語 / ダグラス・ナイルズ著 ; 高尾菜つこ訳. -- 原書房, 2019.8. 後援会 388/N74/後援会
145 トリガー / 真山仁著 ; 上. -- KADOKAWA, 2019.8. 後援会 913.6/MA98/後援会
146 トリガー / 真山仁著 ; 下. -- KADOKAWA, 2019.8. 後援会 913.6/MA98/後援会

147
どんな男になんねん : 関西学院大アメリカンフットボール部鳥内流「人の育て方」 / 鳥内秀晃, 生島淳著. -- ベースボー
ル・マガジン社, 2019.12.

後援会 783.46/TO68/後援会

148
なかみグラフィックス : 断面図・分解図・透過図のめくるめく世界 / フアン・ベラスコ[編]著 ; サムエル・ベラスコ[編]著 ;
ゲシュタルテン編 ; 和田侑子訳. -- グラフィック社, 2019.7.

後援会 727/V56/後援会

149 ナナメの夕暮れ / 若林正恭著. -- 文藝春秋, 2018.8. 後援会 914.6/W17/後援会
150 なんだろうなんだろう / ヨシタケシンスケ著. -- 光村図書出版, 2019.12. 後援会 KP/Y92/後援会
151 なんてったって邦楽 : おもしろ日本音楽 / 釣谷真弓著. -- 東京堂出版, 2019.6. 後援会 768/TS83/後援会
152 ぬるくゆるやかに流れる黒い川 / 櫛木理宇著. -- 双葉社, 2019.6. 後援会 913.6/KU86/後援会
153 ねこだまり : <猫>時代小説傑作選 / 諸田玲子[ほか]著, 細谷正充編. -- PHP研究所, 2020.2. -- (PHP文芸文庫 ; み1-14). 後援会 913.68/H95/後援会
154 ネット右派の歴史社会学 : アンダーグラウンド平成史1990-2000年代 / 伊藤昌亮著. -- 青弓社, 2019.8. 後援会 361.65/I89/後援会
155 ノーサイド・ゲーム / 池井戸潤著. -- ダイヤモンド社, 2019.6. 後援会 913.6/I33/後援会
156 ノートを書くだけで脳がみるみる蘇る / 長谷川嘉哉著. -- 宝島社, 2019.10. 後援会 498.39/H36/後援会
157 ノッキンオン・ロックドドア = KNOCKIN'ON LOCKED DOOR / 青崎有吾著 ; 2. -- 徳間書店, 2016.4-2019.11. 後援会 913.6/A56/後援会
158 パーフェクトワールド = perfect world / 有賀リエ著 ; 9. -- 講談社, 2015.2-. -- (講談社コミックスキス ; 948). 後援会 726.1/A71/後援会
159 はたらく細胞BLACK / 原田重光原作 ; 初嘉屋一生漫画 ; 3. -- 講談社, 2018.7-. -- (モーニングKC). 後援会 726.1/H32/後援会
160 はたらく細胞BLACK / 原田重光原作 ; 初嘉屋一生漫画 ; 4. -- 講談社, 2018.7-. -- (モーニングKC). 後援会 726.1/H32/後援会
161 はたらく細胞BLACK / 原田重光原作 ; 初嘉屋一生漫画 ; 5. -- 講談社, 2018.7-. -- (モーニングKC). 後援会 726.1/H32/後援会
162 ハッピーアワーは終わらない : かがやき荘西荻探偵局 / 東川篤哉著. -- 新潮社, 2019.6. 後援会 913.6/H55/後援会

163
パリっ子の食卓 : フランスのふつうの家庭料理のレシピノート / 佐藤真著. -- 河出書房新社, 2019.8. -- (河出文庫 ; [さ43-
1]).

後援会 569.23/SA85/後援会

164 ビ / 大竹伸朗著. -- 新潮社, 2013.6. 後援会 704.9/O82/後援会
165 ひきこもりを家から出す方法 / 猫田佐文著. -- 集英社, 2020.1. -- (集英社オレンジ文庫 ; ね1-1). 後援会 913.6/N62/後援会
166 ビスケットとクッキーの歴史物語 / アナスタシア・エドワーズ著 ; 片桐恵理子訳. -- 原書房, 2019.12. -- (お菓子の図書館). 後援会 596.65/W25/後援会
167 ビットとバイナリー / 結城浩著. -- SBクリエイティブ, 2019.7. -- (数学ガールの秘密ノート / 結城浩著). 後援会 410/Y97/後援会
168 ひとり旅日和 / 秋川滝美著. -- KADOKAWA, 2019.10. 後援会 913.6/A34/後援会

169
ぴのらぼ絶対に見つからないいきものさん : 隠れているやつらを見つけだせ! / カルロ・ピノ著 ; 八重沢なとり絵. --
KADOKAWA, 2019.7.

こども図書室 481.78/KA69/こども

170 ヒョンナムオッパへ : 韓国フェミニズム小説集 / チョ・ナムジュ [ほか] 著 ; 斎藤真理子訳. -- 白水社, 2019.2. 後援会 929.13/H99/後援会
171 ファンタジーと英国文化 : 児童文学王国の名作をたどる / 安藤聡著. -- 彩流社, 2019.5. 後援会 909.3/A47/後援会

172
ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 / デイビッド・イェーツ監督 ; J・K・ローリング原作・脚本. -- ワー
ナー・ブラザーズ・ホームエンターテイメント (発売), 2019. v.

ＡＶ //AV

173 フィフティ・ピープル / チョン・セラン著 ; 斎藤真理子訳. -- 亜紀書房, 2018.10. -- (となりの国のものがたり ; 01). 後援会 929.13/C53/後援会
174 フィンランド公共図書館 : 躍進の秘密 / 吉田右子, 小泉公乃, 坂田ヘントネン亜希著. -- 新評論, 2019.11. 後援会 016.23/Y86/後援会
175 ふだんの洋食 : レシピを見ないで作れるようになりましょう。 / 有元葉子著. -- SBクリエイティブ, 2019.4. 後援会 569.23/A73/後援会

5
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176
プライスレスレシピ : 実は100g100円台の肉で。簡単・安い・カラダにいい。お値段以上の革命レシピ。 / 野口真紀著. --
主婦の友社, 2018.10.

後援会 596.33/N93/後援会

177 フライパンひとつで、麺 / 武蔵裕子著. -- 文化学園文化出版局, 2019.3. 後援会 596.38/MU82/後援会

178
プラスチック・フリー生活 : 今すぐできる小さな革命 / シャンタル・プラモンドン, ジェイ・シンハ著 ; 服部雄一郎訳. --
NHK出版, 2019.5.

後援会 519/P71/後援会

179 プラスチック惑星・地球 / 藤原幸一写真・文. -- ポプラ社, 2019.5. -- (シリーズ自然いのちひと ; 20). こども図書室 K51/F68/こども
180 ブラタモリ = Buratamori / NHK「ブラタモリ」制作班監修 ; 15. -- KADOKAWA, 2018.12-. 後援会 291.09/B91/後援会
181 ブラタモリ = Buratamori / NHK「ブラタモリ」制作班監修 ; 16. -- KADOKAWA, 2018.12-. 後援会 291.09/B91/後援会
182 ブラタモリ = Buratamori / NHK「ブラタモリ」制作班監修 ; 17. -- KADOKAWA, 2018.12-. 後援会 291.09/B91/後援会
183 ブラタモリ = Buratamori / NHK「ブラタモリ」制作班監修 ; 18. -- KADOKAWA, 2018.12-. 後援会 291.09/B91/後援会

184
プレゼンの語彙力 : おもしろいほど聞いてもらえる「言い回し」大全 / 下地寛也著 ; たかだべあイラスト. -- KADOKAWA,
2019.2.

後援会 336.49/SH52/後援会

185 ペコロスの母に会いに行く / 岡野雄一著 ; 続. -- 西日本新聞社, 2012.7-. 後援会 916/O45/後援会
186 ホームドアから離れてください / 北川樹著. -- 幻冬舎, 2020.2. 後援会 913.6/KI63/後援会
187 ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。 / 幡野広志著. -- ポプラ社, 2019.5. 後援会 916/H42/後援会

188
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー : The real British secondary school days / ブレイディみかこ著. -- 新潮社,
2019.6.

後援会 376.33/B71/後援会

189 ぼくはくるま、みんなもくるま / 高橋祐次作. -- あかね書房, 2019.11. こども図書室 KP/TA33/こども
190 ぼくは翻訳についてこう考えています : 柴田元幸の意見100 / 柴田元幸著. -- アルク, 2020.1. 後援会 801.7/SH18/後援会

191
ボヘミアン・ラプソディ / ブライアン・シンガー監督. -- 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン(発売),
c2018. v.

ＡＶ //AV

192 マイ・ストーリー / ミシェル・オバマ著 ; 長尾莉紗, 柴田さとみ訳. -- 集英社, 2019.8. 後援会 289.3/O11/後援会
193 マジカルグランマ / 柚木麻子著. -- 朝日新聞出版, 2019.4. 後援会 913.6/Y99/後援会
194 マスカレード・ホテル : Masquerade hotel / 東野圭吾原作 ; 岡田道尚脚本 ; 鈴木雅之監督. -- フジテレビジョン. v. ＡＶ //AV
195 まずはこれ食べて / 原田ひ香著. -- 双葉社, 2019.12. 後援会 913.6/H32/後援会
196 まち / 小野寺史宜著. -- 祥伝社, 2019.11. 後援会 913.6/O67/後援会
197 まとまる!決まる!動き出す!ホワイトボード仕事術 / 谷益美著. -- すばる舎, 2019.8. 後援会 809.6/TA87/後援会
198 まほり = Mahori / 高田大介著. -- KADOKAWA, 2019.10. 後援会 913.6/TA28/後援会
199 まるっと経済学 : 経済ニュースが簡単に理解できる / 澤昭人著. -- repicbook, 2019.11. 後援会 330.4/SA93/後援会

200
マレフィセント2 / ヨアヒム・ローニング監督. -- ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン (発売), 2020. -- (Disney
DVD). v.

ＡＶ //AV

201 マンガでわかるココロの不調回復食べてうつぬけ / 奥平智之著 ; いしいまきマンガ. -- 主婦の友社, 2017.12. 後援会 493.76/O54/後援会

202
マンガでわかるこんなに危ない!?消費増税 : 女子高生あさみちゃんが増税を凍結させる!? / 消費増税反対botちゃん著. -- ビ
ジネス社, 2019.7.

後援会 345.71/SH95/後援会

203
マンキュー経済学 / N・グレゴリー・マンキュー著 ; 足立英之 [ほか] 訳 ; 1: ミクロ編. -- 第4版. -- 東洋経済新報社,
2019.10-.

開架室 331/MA44/1

204
マンキュー経済学 / N・グレゴリー・マンキュー著 ; 足立英之 [ほか] 訳 ; 2: マクロ編. -- 第4版. -- 東洋経済新報社,
2019.10-.

開架室 331/MA44/2

205
まんぷく : 〈料理〉時代小説傑作選 / 畠中恵, 坂井希久子, 青木祐子, 中島久枝, 梶よう子, 宮部みゆき著 ; 細谷正充編. --
PHP研究所, 2020.1. -- (PHP文芸文庫 ; み1-13).

後援会 913.68/H95/後援会

206 みちづれの猫 / 唯川恵著. -- 集英社, 2019.11. 後援会 913.6/Y97/後援会

207
みらいの教育 : 学校現場をブラックからワクワクへ変える / 内田良, 苫野一徳著 ; みらいの教育プロジェクト編集・制作. --
武久出版, 2018.10.

後援会 372.1/U14/後援会
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208 みらいめがね : それでは息がつまるので / 荻上チキ, ヨシタケシンスケ著. -- 暮しの手帖社, 2019.5. 後援会 914.6/O25/後援会

209
みんなにお金を配ったら : ベーシックインカムは世界でどう議論されているか? / アニー・ローリー [著] ; 上原裕美子訳. -
- みすず書房, 2019.10.

後援会 364/L95/後援会

210 むかしむかしあるところに、死体がありました。 / 青柳碧人著. -- 双葉社, 2019.4. 後援会 913.6/A57/後援会
211 ムゲンのi (アイ) / 知念実希人著 ; 上. -- 双葉社, 2019.9. 後援会 913.6/C46/後援会
212 ムゲンのi (アイ) / 知念実希人著 ; 下. -- 双葉社, 2019.9. 後援会 913.6/C46/後援会
213 むらさきのスカートの女 / 今村夏子著. -- 朝日新聞出版, 2019.6. 後援会 913.6/I44/後援会
214 メモの魔力 = The magic of memos / 前田裕二著. -- 幻冬舎, 2018.12. -- (NewsPicks book). 後援会 002.7/MA26/後援会
215 メリー・ポピンズ : リターンズ / ロブ・マーシャル監督. -- ウォルト・ディズニー・ジャパン (発売), 2019. v. ＡＶ //AV
216 モアイの白目 : 目と心の気になる関係 / 小林洋美著. -- 東京大学出版会, 2019.8. 後援会 141.21/KO12/後援会
217 ものは言いよう / ヨシタケシンスケ著. -- 白泉社, 2019.12. -- (Moe books). 後援会 019.53/Y92/後援会
218 やさしい統計 / 結城浩著. -- SBクリエイティブ, 2016.11. -- (数学ガールの秘密ノート / 結城浩著). 後援会 410/Y97/後援会
219 ゆりかごに聞く / まさきとしか著. -- 幻冬舎, 2019.4. 後援会 913.6/MA61/後援会
220 よみがえる変態 / 星野源著. -- 文藝春秋, 2019.9. -- (文春文庫 ; [ほ-17-3]). 後援会 914.6/H92/後援会

221
ライオン・キング : The lion king / ジェフ・ナサンソン脚本 ; ジョン・ファヴロー製作・監督. -- ウォルト・ディズニー・
ジャパン, c2019. v.

ＡＶ //AV

222 ライオンのおやつ / 小川糸著. -- ポプラ社, 2019.10. 後援会 913.6/O24/後援会
223 ライフ / 小野寺史宜著. -- ポプラ社, 2019.5. 後援会 913.6/O67/後援会
224 レオナルド・ダ・ヴィンチ / ウォルター・アイザックソン著 ; 土方奈美訳 ; 上. -- 文藝春秋, 2019.3. 後援会 702.37/L55/後援会
225 レオナルド・ダ・ヴィンチ / ウォルター・アイザックソン著 ; 土方奈美訳 ; 下. -- 文藝春秋, 2019.3. 後援会 702.37/L55/後援会
226 レスキューナースが教えるプチプラ防災 / 辻直美著. -- 扶桑社, 2019.12. 後援会 369.3/TS41/後援会
227 ロヒンギャ難民100万人の衝撃 / 中坪央暁著. -- めこん, 2019.8. 後援会 369.38/N43/後援会
228 わが殿 / 畠中恵著 ; 上. -- 文藝春秋, 2019.11. 後援会 913.6/H41/後援会
229 わが殿 / 畠中恵著 ; 下. -- 文藝春秋, 2019.11. 後援会 913.6/H41/後援会

230
わたしが障害者じゃなくなる日 : 難病で動けなくてもふつうに生きられる世の中のつくりかた / 海老原宏美著. -- 旬報社,
2019.6.

後援会 369.27/E14/後援会

231 わたしのわごむはわたさない / ヨシタケシンスケ作・絵. -- PHP研究所, 2019.11. 後援会 KP/Y92/後援会
232 わたしの良い子 / 寺地はるな著. -- 中央公論新社, 2019.9. 後援会 913.6/TE42/後援会
233 逢う日、花咲く。 / 青海野灰 [著]. -- KADOKAWA, 2019.6. -- (メディアワークス文庫 ; 0683). 後援会 913.6/A54/後援会
234 異見交論 : 崖っぷちの大学を語る / 松本美奈著. -- 先端教育機構事業構想大学院大学出版部. 後援会 377.21/MA81/後援会
235 医者、用水路を拓く : アフガンの大地から世界の虚構に挑む / 中村哲著. -- 石風社, 2007.11. 後援会 333.82/N37/後援会
236 一神教のタブーと民族差別. -- 小学館, 2016.5. -- (逆説の世界史 / 井沢元彦著 ; 2). 後援会 209/I98/後援会
237 一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 : 公立高校教師YouTuberが書いた / 山﨑圭一著. -- SBクリエイティブ, 2019.9. 後援会 210.1/Y43/後援会
238 宇宙から帰ってきた日本人 : 日本人宇宙飛行士全12人の証言 / 稲泉連著. -- 文藝春秋, 2019.11. 後援会 538.9/I52/後援会
239 烏百花 : 八咫烏外伝 / 阿部智里著 ; 蛍の章. -- 文藝春秋, 2018.5. 後援会 913.6/A12/後援会
240 雨に消えた向日葵 / 吉川英梨著. -- 幻冬舎, 2019.9. 後援会 913.6/Y89/後援会
241 渦 : 妹背山婦女庭訓魂結び / 大島真寿美著. -- 文藝春秋, 2019.3. 後援会 913.6/O77/後援会
242 嘘と正典 / 小川哲著. -- 早川書房, 2019.9. 後援会 913.6/O24/後援会
243 雲 / エリック・マコーマック著 ; 柴田元幸訳. -- 東京創元社, 2019.12. -- (海外文学セレクション). 後援会 933/MA13/後援会
244 雲を紡ぐ / 伊吹有喜著. -- 文藝春秋, 2020.1. 後援会 913.6/I12/後援会
245 営繕かるかや怪異譚 / 小野不由美著 ; その弐. -- KADOKAWA, 2014.12-. 後援会 913.6/O67/後援会
246 影ノ火. -- ほるぷ出版, 2019.5. -- (火狩りの王 / 日向理恵子作 ; 山田章博絵 ; 2). 後援会 913.6/H61/後援会
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247 遠雷 / 北方謙三著. -- 集英社, 2019.3. -- (チンギス紀 / 北方謙三著 ; 4). 後援会 913.6/KI63/後援会
248 黄昏の岸暁の天 (そら) / 小野不由美著. -- 新潮社, 2014.4. -- (新潮文庫 ; 9919, お-37-61 . 十二国記 / 小野不由美著). 後援会 913.6/O67/後援会
249 屋根裏の仏さま / ジュリー・オオツカ著 ; 岩本正恵, 小竹由美子訳. -- 新潮社, 2016.3. -- (新潮クレスト・ブックス). 後援会 938.2/O88/後援会
250 音に聞く / 高尾長良著. -- 文藝春秋, 2019.11. 後援会 913.6/TA48/後援会
251 夏の騎士 / 百田尚樹著. -- 新潮社, 2019.7. 後援会 913.6/H99/後援会
252 夏物語 / 川上未映子著. -- 文藝春秋, 2019.7. 後援会 913.6/KA94/後援会

253
暇なんかないわ大切なことを考えるのに忙しくて : ル=グウィンのエッセイ / アーシュラ・K.ル=グウィン著 ; 谷垣暁美訳. -
- 河出書房新社, 2020.1.

後援会 934/L52/後援会

254 花ばぁば / クォン・ユンドク絵/文 ; 桑畑優香訳. -- ころから, 2018.4. 後援会 KP/KU49/後援会
255 我らが少女A / 高村薫著. -- 毎日新聞出版, 2019.7. 後援会 913.6/TA45/後援会
256 牙ノ火. -- ほるぷ出版, 2019.. -- (火狩りの王 / 日向理恵子作 ; 山田章博絵 ; 3). 後援会 913.6/H61/後援会
257 絵本みたいにかわいいイラスト素材集 / よねこめ著. -- ソシム, 2019.7. 事務 727.8/Y83/後援会

258
街を変える小さな店 : 京都のはしっこ、個人店に学ぶこれからの商いのかたち。 / 堀部篤史著. -- 京阪神エルマガジン社,
2013.11.

後援会 369.14/I83/後援会

259 学ぶための対話 / 結城浩著. -- SBクリエイティブ, 2019.12. -- (数学ガールの秘密ノート / 結城浩著). 後援会 410/Y97/後援会

260
学校をブラックから解放する : 教員の長時間労働の解消とワーク・ライフ・バランスの実現 / 教職員の働き方改革推進プロ
ジェクト編. -- 学事出版, 2018.10.

後援会 374.37/KY5/後援会

261 葛野編 : 水泡の日々 / 中西モトオ著. -- 双葉社, 2019.6. -- (鬼人幻燈抄 / 中西モトオ著 ; [1]). 後援会 913.6/N38/後援会
262 瓦礫の死角 / 西村賢太著. -- 講談社, 2019.12. 後援会 913.6/N84/後援会
263 管理栄養士パパの親子の食育book : 乳幼児から高校生まで! / 成田崇信著 ; : 新装版. -- 内外出版社, 2018.3. 後援会 493.98/N52/後援会
264 韓国ぐらしは万華鏡 / 本橋良子著. -- 亜紀書房, 2016.12. 後援会 302.21/MO83/後援会
265 韓国人が書いた韓国で行われている「反日教育」の実態 / 崔碩栄著. -- 彩図社, 2019.12. 後援会 372.21/C37/後援会
266 奇妙な死刑囚 / アンソニー・レイ・ヒントン著 ; 栗木さつき訳. -- 海と月社, 2019.8. 後援会 936/H61/後援会
267 希望の糸 / 東野圭吾著. -- 講談社, 2019.7. 後援会 913.6/H55/後援会

268
貴族院の自称図書委員 ; 7. -- TOブックス, 2018.1-. -- (本好きの下剋上 : 司書になるためには手段を選んでいられません /
香月美夜著 ; 第4部).

後援会 913.6/KA99/後援会

269
貴族院の自称図書委員 ; 8. -- TOブックス, 2018.1-. -- (本好きの下剋上 : 司書になるためには手段を選んでいられません /
香月美夜著 ; 第4部).

後援会 913.6/KA99/後援会

270
貴族院の自称図書委員 ; 9. -- TOブックス, 2018.1-. -- (本好きの下剋上 : 司書になるためには手段を選んでいられません /
香月美夜著 ; 第4部).

後援会 913.6/KA99/後援会

271 欺す衆生 / 月村了衛著. -- 新潮社, 2019.8. 後援会 913.6/TS63/後援会
272 虐待された少年はなぜ、事件を起こしたのか / 石井光太著. -- 平凡社, 2019.5. -- (平凡社新書 ; 911). 後援会 368.71/I75/後援会

273
朽ちていった命 : 被曝治療83日間の記録 / NHK「東海村臨界事故」取材班著. -- 新潮社, 2006.10. -- (新潮文庫 ; 8047, え-
16-1).

後援会 493.19/N69/後援会

274
泣いたあとは、新しい靴をはこう。 : 10代のどうでもよくない悩みに作家が言葉で向き合ってみた / 日本ペンクラブ編. --
ポプラ社, 2019.12.

後援会 159.7/N71/後援会

275 教師のブラック残業 : 「定額働かせ放題」を強いる給特法とは?! / 内田良, 斉藤ひでみ編著. -- 学陽書房, 2018.6. 後援会 374.37/U14/後援会
276 教室が、ひとりになるまで / 浅倉秋成著. -- KADOKAWA, 2019.3. 後援会 913.6/A85/後援会
277 教場 / 長岡弘樹著 ; 2. -- 小学館, 2013.6-. 後援会 913.6/N18/後援会
278 教養としての世界の名言365 : learning from the world's greatest quotes / 佐藤優監修. -- 宝島社, 2019.10. 後援会 159.8/SA85/後援会
279 鏡のなかの鏡 : 迷宮 : ミヒャエル・エンデ生誕90年記念版 / ミヒャエル・エンデ著 ; 田村都志夫訳. -- 岩波書店, 2019.10. 後援会 948/E59/後援会
280 極寒のシベリアに生きる : トナカイと氷と先住民 / 高倉浩樹編. -- 新泉社, 2012.4. 後援会 382.29/TA38/後援会
281 極上ずぼら飯 / だれウマ著. -- ワニブックス, 2020.3. 後援会 596/D41/後援会
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282 極上の罠をあなたに / 深木章子著. -- KADOKAWA, 2019.9. 後援会 913.6/MI24/後援会

283
苦しかったときの話をしようか : ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」 / 森岡毅著. -- ダイヤ
モンド社, 2019.4.

後援会 159.4/MO62/後援会

284 苦手な化学を克服する魔法の本 : 予備校の先生がキミに贈る! / 大宮理著. -- PHP研究所, 2019.6. -- (心の友だち). 後援会 430.7/O62/後援会
285 空は逃げない / まはら三桃著. -- 小学館, 2019.9. 後援会 913.6/MA29/後援会
286 君がいないと小説は書けない / 白石一文著. -- 新潮社, 2020.1. 後援会 913.6/SH82/後援会
287 群れない。 : ケンブリッジで学んだ成功をつかむ世界共通の方法 / 塚本亮著. -- 秀和システム, 2017.11. 後援会 159/TS54/後援会
288 刑事指導官・風間公親 / 長岡弘樹著. -- 小学館, 2017.10. -- (教場 / 長岡弘樹著 ; 0(ZERO)). 後援会 913.6/N18/後援会
289 傑作はまだ / 瀬尾まいこ著. -- ソニー・ミュージックエンタテインメント. 後援会 913.6/SE76/後援会
290 健康で文化的な最低限度の生活 / 柏木ハルコ著 ;  8. -- 小学館, 2014.9-. -- (ビッグコミックス). 後援会 726.1/KA77/後援会
291 剣樹抄 / 冲方丁著. -- 文藝春秋, 2019.7. 後援会 913.6/U13/後援会
292 検事の信義 / 柚月裕子著. -- KADOKAWA, 2019.4. 後援会 913.6/Y99/後援会
293 言語化力 : 言葉にできれば人生は変わる / 三浦崇宏著. -- SBクリエイティブ, 2020.1. 後援会 809/MI67/後援会
294 言葉の色彩と魔法 / ラフィク・シャミ著 ; ロート・レープ絵 ; 松永美穂訳. -- 西村書店, 2019.5. 後援会 948.7/SC1/後援会
295 古代エジプトうんちく図鑑 / 芝崎みゆき画・文. -- バジリコ, 2004.6. 後援会 242.03/SH17/後援会
296 古代エジプトと中華帝国の興廃. -- 小学館, 2014.1. -- (逆説の世界史 / 井沢元彦著 ; 1). 後援会 209/I98/後援会
297 古代ギリシアがんちく図鑑 / 芝崎みゆき画・文. -- バジリコ, 2006.12. 後援会 231/SH17/後援会

298
古代ローマ旅行ガイド : 一日5デナリで行く / フィリップ・マティザック[著] ; 安原和見訳. -- 筑摩書房, 2018.6. -- (ちく
ま学芸文庫 ; [マ45-1]).

後援会 293.7/MA94/後援会

299 呼吸する町 / 黒木渚著. -- 光文社, 2019.7. 後援会 913.6/KU75/後援会
300 後宮の烏 / 白川紺子著 ; 3. -- 集英社, 2018.4-. -- (集英社オレンジ文庫 ; [し1-10], [し1-13], [し1-15]/). 後援会 913.6/SH83/後援会
301 後宮の花は偽りをまとう / 天城智尋著. -- 双葉社, 2019.2. -- (双葉文庫 ; あ-60-01). 後援会 913.6/A42/後援会
302 後宮の花は偽りを隠す / 天城智尋著. -- 双葉社, 2020.1. -- (双葉文庫 ; あ-60-03). 後援会 913.6/A42/後援会
303 後宮の花は偽りを散らす / 天城智尋著. -- 双葉社, 2019.7. -- (双葉文庫 ; あ-60-02 . 後宮の花シリーズ ; 2). 後援会 913.6/A42/後援会
304 御社のチャラ男 / 絲山秋子著. -- 講談社, 2020.1. 後援会 913.6/I91/後援会
305 誤読例に学ぶくずし字 : 古文書解読検定総復習 / 小林正博編著. -- 柏書房, 2019.3. 後援会 210.02/KO12/後援会
306 光源氏と女君たち : 十人十色の終活 / 石村きみ子著. -- 国書刊行会, 2019.10. 後援会 913.36/I78/後援会
307 江戸編 : 幸福の庭 / 中西モトオ著. -- 双葉社, 2019.10. -- (鬼人幻燈抄 / 中西モトオ著 ; [2]). 後援会 913.6/N38/後援会
308 江戸編 : 残雪酔夢 / 中西モトオ著. -- 双葉社, 2020.2. -- (鬼人幻燈抄 / 中西モトオ著 ; [3]). 後援会 913.6/N38/後援会
309 荒城に白百合ありて / 須賀しのぶ著. -- KADOKAWA, 2019.11. 後援会 913.6/SU21/後援会
310 行列が描くもの / 結城浩著. -- SBクリエイティブ, 2018.10. -- (数学ガールの秘密ノート / 結城浩著). 後援会 410/Y97/後援会
311 国語教師 / ユーディト・W・タシュラー著 ; 浅井晶子訳. -- 集英社, 2019.5. 後援会 948/TA92/後援会
312 黒武御神火御殿 : 三島屋変調百物語六之続 / 宮部みゆき著. -- 毎日新聞出版, 2019.12. 後援会 913.6/MI71/後援会
313 今日は天気がいいので上司を撲殺しようと思います / 夕鷺かのう著. -- 集英社, 2019.1. -- (集英社オレンジ文庫 ; [ゆ3-1]). 後援会 913.6/Y99/後援会
314 催眠ガール / 大嶋信頼著. -- 清流出版, 2019.8. 後援会 913.6/O77/後援会
315 最愛の子ども / 松浦理英子著. -- 文藝春秋, 2017.4. 後援会 913.6/MA86/後援会
316 最後のページをめくるまで / 水生大海著. -- 双葉社, 2019.7. 後援会 913.6/MI95/後援会
317 最高の任務 / 乗代雄介著. -- 講談社, 2020.1. 後援会 913.6/N96/後援会
318 最新版 : ママとパパのはじめての妊娠・出産事典 / 藤井知行, 鮫島浩二監修. -- 朝日新聞出版, 2019.12. 後援会 598.2/SA22/後援会
319 罪と祈り / 貫井徳郎著. -- 実業之日本社, 2019.9. 後援会 913.6/N99/後援会
320 坂の上の赤い屋根 / 真梨幸子著. -- 徳間書店, 2019.11. 後援会 913.6/MA51/後援会
321 殺し屋、やってます。 / 石持浅海著. -- 文藝春秋, 2017.1. 後援会 913.6/I78/後援会
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322 殺し屋、続けてます。 / 石持浅海著. -- 文藝春秋, 2019.10. 後援会 913.6/I78/後援会
323 雑学科学読本: 身のまわりのすごい「しくみ」大百科 / 涌井良幸著 ; 涌井貞美著. -- KADOKAWA, 2020.1. 後援会 404/W35/後援会
324 山の上のランチタイム / 高森美由紀著. -- 中央公論新社, 2019.11. 後援会 913.6/TA44/後援会
325 仕事も人間関係もうまくいく「気遣い」のキホン / 三上ナナエ著. -- すばる舎, 2014.2. 後援会 336.49/MI21/後援会
326 使える51の統計手法 / 志賀保夫, 姫野尚子共著. -- オーム社, 2019.9. 後援会 417/SH27/後援会
327 思わず考えちゃう / ヨシタケシンスケ著. -- 新潮社, 2019.3. 後援会 914.6/Y92/後援会
328 思考を鍛えるメモ力 / 齋藤孝著. -- 筑摩書房, 2018.7. -- (ちくま新書 ; 1340). 後援会 002.7/SA25/後援会
329 死にがいを求めて生きているの / 朝井リョウ著. -- 中央公論新社, 2019.3. 後援会 913.6/A83/後援会
330 死にゆく者の祈り / 中山七里著. -- 新潮社, 2019.9. 後援会 913.6/N45/後援会
331 死ぬんじゃねーぞ!! : いじめられている君はゼッタイ悪くない / 中川翔子著. -- 文藝春秋, 2019.8. 後援会 371.42/N32/後援会

332
私たちにはことばが必要だ : フェミニストは黙らない / イ・ミンギョン著 ; すんみ, 小山内園子訳. -- タバブックス,
2018.12.

後援会 367.1/L51/後援会

333 私は私のままで生きることにした / キムスヒョン著 ; 吉川南訳. -- ワニブックス, 2019.3. 後援会 159/KI38/後援会

334
時間と場所を選ばないパラレルキャリアを始めよう! : 「2枚目の名刺」があなたの可能性を広げる / 石山恒貴著. -- ダイヤ
モンド社, 2015.7.

後援会 672.16/H87/後援会

335 時空旅行者の砂時計 / 方丈貴恵著. -- 東京創元社, 2019.10. 後援会 913.6/H81/後援会

336
時代と作品で読み解く映画ポスターの歴史 : 映画の発明から2010年代まで世界の映画ポスターを芸術的、商業的な観点から
探る / イアン・ヘイドン・スミス著 ; プレシ南日子訳. -- 玄光社, 2019.8.

後援会 778.2/SM5/後援会

337 自衛隊式片づけ術 = CLEARING UP TO SURVIVE : 生き残りたければ片づけろ! / 畠山大樹著. -- 飛鳥新社, 2019.12. 後援会 597.5/H41/後援会
338 自炊のトリセツ : おいしいごはんの法則 / 小田真規子著. -- 池田書店, 2020.2. 後援会 596/O17/後援会

339
自分の中に毒を持て : あなたは"常識人間"を捨てられるか / 岡本太郎著 ; : 新装版. -- 青春出版社, 2017.12. -- (青春文庫 ;
お-50 ; SE・684).

後援会 159/O42/後援会

340
自閉症革命 : 「信じることを見る」から「見たことを信じる」へ / マーサ・ハーバート, カレン・ワイントローブ著. -- 星
和書店, 2019.6.

後援会 493.93/H53/後援会

341 自由であり続けるために20代で捨てるべき50のこと / 四角大輔著. -- サンクチュアリ出版, 2012.7. -- (Sanctuary books). 後援会 159.7/Y94/後援会

342
自由な彼女たちの必ずしも自由でない日常 / メイソン・カリー著 ; 金原瑞人, 石田文子訳. -- フィルムアート社, 2019.9. --
(天才たちの日課 ; 女性編).

後援会 702.8/C96/後援会

343
手ぶらで生きる。 : 見栄と財布を捨てて、自由になる50の方法 / ミニマリストしぶ著. -- サンクチュアリ出版, 2018.5. --
(Sanctuary books).

後援会 590.4/MI44/後援会

344 種の起源 / チョンユジョン著 ; カンバンファ訳. -- 早川書房, 2019.2. -- (Hayakawa pocket mystery books ; 1940). 後援会 929.1/C53/後援会
345 首 / 北野武著. -- KADOKAWA, 2019.12. 後援会 913.6/KI69/後援会
346 囚われの殺人鬼 / 志駕晃著. -- 宝島社, 2018.11. -- (宝島社文庫 ; [Cし-7-3] . { [このミス大賞] } ; [2]). 後援会 913.6/SH27/後援会
347 習慣化大全 : 理想の人生をつくる : let's get your switch. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2019.5. 後援会 159/F93/後援会
348 祝祭と予感 / 恩田陸著. -- 幻冬舎, 2019.10. 後援会 913.6/O65/後援会
349 純、文学 : 北野武第一短篇集 / 北野武著. -- 河出書房新社, 2019.10. 後援会 913.6/KI69/後援会
350 巡礼の家 / 天童荒太著. -- 文藝春秋, 2019.10. 後援会 913.6/TE35/後援会
351 書けば叶う / 羽賀ヒカル著. -- SBクリエイティブ, 2019.9. 後援会 147/H12/後援会
352 女たちのシベリア抑留 / 小柳ちひろ著. -- 文藝春秋, 2019.12. 後援会 210.75/KO97/後援会
353 女系図でみる日本争乱史 / 大塚ひかり著. -- 新潮社, 2019.9. -- (新潮新書 ; 831). 後援会 210.04/O88/後援会

354
女神の化身 ; 1. -- TOブックス, 2020.4. -- (本好きの下剋上 : 司書になるためには手段を選んでいられません / 香月美夜著
; 第5部[1]).

後援会 913.6/KA87/後援会

355 将軍家康の女影武者 / 近衛龍春著. -- 新潮社, 2019.6. 後援会 913.6/KO77/後援会
356 小説ブラック・ジャック = Black Jack / 手塚治虫原作 ; 瀬名秀明著. -- 誠文堂新光社, 2019.7. 後援会 913.6/SE57/後援会
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357 小説天気の子 / 新海誠 [著]. -- KADOKAWA, 2019.7. -- (角川文庫 ; 21702, [し57-7]). 後援会 913.6/SH64/後援会
358 小箱 / 小川洋子著. -- 朝日新聞出版, 2019.10. 後援会 913.6/O24/後援会
359 消滅遺産 : もう見られない世界の偉大な建造物 / ナショナルジオグラフィック編. -- 日経ナショナルジオグラフィック社. 後援会 520.87/N55/後援会
360 笑え、シャイロック / 中山七里著. -- KADOKAWA, 2019.5. 後援会 913.6/N45/後援会

361
詳注アリス : 完全決定版 / ルイス・キャロル著 ; マーティン・ガードナー[注]著 ; マーク・バースタイン補訂 ; 高山宏訳. --
亜紀書房, 2019.12.

後援会 938/C22/後援会

362 信長、天が誅する / 天野純希著. -- 幻冬舎, 2019.11. 後援会 913.6/A43/後援会
363 森があふれる / 彩瀬まる著. -- 河出書房新社, 2019.8. 後援会 913.6/A98/後援会
364 真面目にマリファナの話をしよう / 佐久間裕美子著. -- 文藝春秋, 2019.8. 後援会 368.83/SA45/後援会

365
神の敵アーサー / バーナード・コーンウェル著 ; 木原悦子訳 ; 上 : 新装版. -- 原書房, 2019.3. -- (小説アーサー王物語 /
バーナード・コーンウェル著 ; 木原悦子訳).

後援会 938/C88/後援会

366
神の敵アーサー / バーナード・コーンウェル著 ; 木原悦子訳 ; 下 : 新装版. -- 原書房, 2019.3. -- (小説アーサー王物語 /
バーナード・コーンウェル著 ; 木原悦子訳).

後援会 938/C88/後援会

367 神前酔狂宴 / 古谷田奈月著. -- 河出書房新社, 2019.7. 後援会 913.6/KO97/後援会
368 神様の暇つぶし / 千早茜著. -- 文藝春秋, 2019.7. 後援会 913.6/C43/後援会

369
身のまわりのありとあらゆるものを化学式で書いてみた : How do you enjoy chemical formulas? / 山口悟著. -- ベレ出版,
2020.1.

後援会 430/Y24/後援会

370 進化する人体 : 虫垂、体毛、親知らずはなぜあるのか / キャロル・アン・リンツラー著 ; 松浦俊輔訳. -- 柏書房, 2019.3. 後援会 491.3/R45/後援会
371 人は、なぜ他人を許せないのか? / 中野信子著. -- アスコム, 2020.1. 後援会 491.37/N39/後援会
372 人間 / 又吉直樹著. -- 毎日新聞出版, 2019.10. 後援会 913.6/MA71/後援会

373
人体、なんでそうなった? : 余分な骨、使えない遺伝子、あえて危険を冒す脳 / ネイサン・レンツ著 ; 久保美代子訳. -- 化
学同人, 2019.8.

後援会 491.3/L54/後援会

374 人面瘡探偵 / 中山七里著. -- 小学館, 2019.11. 後援会 913.6/N45/後援会
375 図解マイナス思考からすぐに抜け出す9つの習慣 / 古川武士著. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2018.4. 後援会 159/F93/後援会
376 図説デザートの歴史 / ジェリ・クィンジオ著 ; 富原まさ江訳. -- 原書房, 2020.1. 後援会 383.8/Q7/後援会
377 図説北欧神話大全 / トム・バーケット著 ; 井上廣美訳. -- 原書房, 2019.11. 後援会 164.38/B46/後援会
378 水底の橋 / 上橋菜穂子著. -- KADOKAWA, 2019.3. -- (鹿の王 / 上橋菜穂子著). 後援会 913.6/U36/後援会
379 数の女王 / 川添愛著. -- 東京書籍, 2019.7. 後援会 412/KA98/後援会
380 世界が僕らを嫌っても / 片山恭一著 = EVEN IF THE WORLD HATES US. -- 河出書房新社, 2019.11. 後援会 913.6/KA84/後援会
381 世界でいちばん素敵な単位の教室 / ロム・インターナショナル編集・文. -- 三才ブックス, 2019.8. 後援会 420.75/R66/後援会
382 世界で一番やさしい資料作りの教科書 / 榊巻亮著. -- 日経BP. 後援会 336.5/SA32/後援会
383 世界の樹木をめぐる80の物語 / ジョナサン・ドローリ著 ; ルシール・クレール挿画 ; 三枝小夜子訳. -- 柏書房, 2019.12. 後援会 653.2/D92/後援会

384
世界の夢のショッピングモール&デパート = World's dreamy shopping malls & department stores / パイインターナショナル編
著. -- パイインターナショナル, 2019.7.

後援会 673.87/P15/後援会

385 世界一美味しい手抜きごはん : 最速!やる気のいらない100レシピ / はらぺこグリズリー著. -- KADOKAWA, 2019.3. 後援会 596/H32/後援会

386
世界幻想とファンタジーの情景 : まるで空想の世界のようなファンタジックな名景 / パイインターナショナル編著. -- パイ
インターナショナル, 2019.2.

後援会 290.87/P15/後援会

387 政治の絵本 : 現役東大生のお笑い芸人が偏差値44の高校の投票率を84%にした授業 / たかまつなな著. -- 弘文堂, 2017.3. 後援会 310.4/TA42/後援会
388 星宙 (ほしぞら) の飛行士 / 油井亀美也, 林公代, 宇宙航空研究開発機構著. -- 実務教育出版, 2019.11. 後援会 538.9/Y97/後援会
389 清く貧しく美しく / 石田衣良著. -- 新潮社, 2019.12. 後援会 913.6/I72/後援会
390 生きかたルールブック : ヤワな大人にならない! / 齋藤孝監修 ; 林ユミ絵. -- 日本図書センター, 2019.7. 後援会 K15/I36/後援会
391 生きてさえいれば / 小坂流加著. -- 文芸社, 2018.12. -- (文芸社文庫 ; [こ5-2]). 後援会 913.6/KO82/後援会
392 生き抜くチカラ : ボクがキミに伝えたい50のことば / 為末大著 ; まつおかたかこ絵. -- 日本図書センター, 2019.10. 後援会 K15/TA81/後援会
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393 生のみ生のままで / 綿矢りさ著 ; 上. -- 集英社, 2019.6. 後援会 913.6/W47/後援会
394 生のみ生のままで / 綿矢りさ著 ; 下. -- 集英社, 2019.6. 後援会 913.6/W47/後援会
395 生命式 / 村田沙耶香著. -- 河出書房新社, 2019.10. 後援会 913.6/MU59/後援会
396 積分を見つめて / 結城浩著. -- SBクリエイティブ, 2017.7. -- (数学ガールの秘密ノート / 結城浩著). 後援会 410/Y97/後援会
397 絶影 / 北方謙三著. -- 集英社, 2019.7. -- (チンギス紀 / 北方謙三著 ; 5). 後援会 913.6/KI63/後援会
398 戦争獣戦争 = The War of War Beasts / 山田正紀 [著]. -- 東京創元社, 2019.10. -- (創元日本SF叢書 ; 14). 後援会 913.6/Y19/後援会
399 線は、僕を描く / 砥上裕將著. -- 講談社, 2019.7. 後援会 913.6/TO21/後援会
400 全身芸人 / 田崎健太取材・文 ; 関根虎洸写真. -- 太田出版, 2018.12. 後援会 779.04/TA99/後援会
401 全米No.1バンカーが教える最強の気くばり / 酒井レオ著. -- サンマーク出版, 2018.3. 後援会 336.49/SA29/後援会
402 早わかり防災マニュアル : 話のネタ帳. -- 日本出版制作センター, 2019.8. 後援会 369.3/N77/後援会
403 痩せない豚は幻想を捨てろ / テキーラ村上著. -- KADOKAWA, 2019.11. 後援会 595.6/TE31/後援会
404 騒がしい楽園 / 中山七里著. -- 朝日新聞出版, 2020.1. 後援会 913.6/N45/後援会
405 息吹 / テッド・チャン著 ; 大森望訳. -- 早川書房, 2019.12. 後援会 938/C41/後援会
406 大家さんと僕 / 矢部太郎著 ; これから. -- 新潮社, 2017.10-. 後援会 914.6/Y11/後援会
407 大学改革の迷走 / 佐藤郁哉著. -- 筑摩書房, 2019.11. -- (ちくま新書 ; 1451). 後援会 377.1/SA85/後援会
408 大名倒産 / 浅田次郎著 ; 上. -- 文藝春秋, 2019.12. 後援会 913.6/A81/後援会
409 大名倒産 / 浅田次郎著 ; 下. -- 文藝春秋, 2019.12. 後援会 913.6/A81/後援会
410 谷中びんづめカフェ竹善 : 猫とジャムとあなたの話 / 竹岡葉月著. -- 集英社, 2019.5. -- (集英社オレンジ文庫 ; [た3-2]). 後援会 913.6/TA64/後援会
411 断金 / 北方謙三著. -- 集英社, 2019.11. -- (チンギス紀 / 北方謙三著 ; 6). 後援会 913.6/KI63/後援会
412 地獄の楽しみ方 / 京極夏彦著. -- 講談社, 2019.11. -- (17歳の特別教室). 後援会 914.6/KY3/後援会
413 地獄の歩き方 / 小野崎理香, 水野ぷりん絵. -- 金の星社, 2019.7. 後援会 181.4/O67/後援会
414 中学歴史 平成30年度文部科学省検定不合格教科書 / 国史教科書編纂委員会編. -- 令和書籍株式会社, 2019.4. 後援会 375.31/KO53/後援会
415 中国くいしんぼう辞典 / 崔岱遠 [著] ; 李楊樺画 ; 川浩二訳. -- みすず書房, 2019.10. 後援会 383.82/SA17/後援会
416 朝10分でできるスープ弁当 / 有賀薫著. -- マガジンハウス, 2019.10. 後援会 596.4/A71/後援会
417 通奏低音弾きの言葉では、 / 鈴木秀美著. -- アルテスパブリッシング, 2017.5. -- (Booksウト). 後援会 763.44/SU96/後援会
418 椿宿の辺りに / 梨木香歩著. -- 朝日新聞出版, 2019.5. 後援会 913.6/N55/後援会
419 帝都地下迷宮 / 中山七里著 = Metropolitan Dungeon. -- PHP研究所, 2020.3. 後援会 913.6/N45/後援会
420 天、共に在り : アフガニスタン三十年の闘い / 中村哲著. -- NHK出版, 2013.10. 後援会 333.82/N37/後援会
421 天才たちの人生図鑑 : 教養としての世界史 / 山﨑圭一監修. -- 宝島社, 2020.1. 後援会 280.4/TE37/後援会
422 天女銭湯 / ペクヒナ作 ; 長谷川義史訳. -- ブロンズ新社, 2016.8. こども図書室 KP/P36/こども
423 天象の檻 / 葉月十夏著. -- 早川書房, 2019.11. 後援会 913.6/H49/後援会
424 店長がバカすぎて / 早見和真 [著]. -- 角川春樹事務所, 2019.7. 後援会 913.6/H47/後援会

425
転生するモード : デジタルメディア時代のファッション / 日本記号学会編 ; 高馬京子特集編集. -- 新曜社, 2019.5. -- (叢書
セミオトポス ; 14).

後援会 383.1/N77/後援会

426 田舎暮らしの変な獣医が思うこと / 川村康浩著. -- 風詠社. 後援会 649.04/KA95/後援会
427 倒れるときは前のめり / 有川浩著 ; ふたたび. -- KADOKAWA, 2016.1-. 後援会 914.6/A71/後援会
428 冬の物語 / イサク・ディネセン著 ; 横山貞子訳. -- 新潮社, 2015.12. 後援会 938/D76/後援会
429 逃げ出せなかった君へ / 安藤祐介著. -- KADOKAWA, 2019.3. 後援会 913.6/A47/後援会
430 逃亡小説集 / 吉田修一著. -- KADOKAWA, 2019.10. 後援会 913.6/Y86/後援会
431 同僚は宇宙人 : 職場のモヤモヤ一掃マニュアル / 野澤幸司著. -- 小学館, 2020.1. 後援会 336.49/N98/後援会
432 徳川ごはん / 永山久夫著. -- mores出版, 2019.11. 後援会 383.81/N25/後援会
433 特別ではない一日 / 我妻俊樹 [ほか] 著. -- 柏書房, 2019.11. -- (Kaze no tanbun). 後援会 918.6/TO35/後援会
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434 独立記念日 / 原田マハ著. -- PHP研究所, 2012.11. -- (PHP文芸文庫 ; [は2-1]). 後援会 913.6/H32/後援会
435 読む本で、人生が変わる。 / 中谷彰宏著. -- 学研プラス, 2019.12. 後援会 019.12/N43/後援会
436 奈落 / 古市憲寿著. -- 新潮社, 2019.12. 後援会 913.6/F93/後援会
437 虹にすわる / 瀧羽麻子著. -- 幻冬舎, 2019.8. 後援会 913.6/TA73/後援会
438 日常の「? (ナゼ) 」をぜんぶ科学で解き明かす本 : イラスト図解 / 川村康文監修. -- 三才ブックス, 2019.7. 後援会 404/N71/後援会
439 日日是好日 : 「お茶」が教えてくれた15のしあわせ / 森下典子著. -- 飛鳥新社, 2002.1. 後援会 791.04/MO65/後援会
440 日本の異国 : 在日外国人の知られざる日常 / 室橋裕和著. -- 晶文社, 2019.5. 後援会 334.41/MU72/後援会

441
日本の笑い話らくご絵巻 = A RAKUGO PICTURE BOOK : 英語で読んでも面白い! / もりたはじめ編 ; はやかわひろただ絵. --
新泉社, 2020.1.

後援会 913.7/MO66/後援会

442 日本の庭京都 = Japanese gardens : Kyoto / 中田昭写真 ; [鮫島圭代英文翻訳]. -- パイインターナショナル, 2019.7. 後援会 629.21/N43/後援会

443
日本の美しい幻想風景 = The beautiful illusional scenery in Japan / 日本風景写真家協会写真. -- パイインターナショナル,
2019.10.

後援会 748/N77/後援会

444 忍びの滋賀 : いつも京都の日陰で / 姫野カオルコ著. -- 小学館, 2019.12. -- (小学館新書 ; [360]). 後援会 291.61/H59/後援会
445 猫君 / 畠中恵著. -- 集英社, 2020.1. 後援会 913.6/H41/後援会
446 熱源 / 川越宗一著. -- 文藝春秋, 2019.8. 後援会 913.6/KA92/後援会
447 背高泡立草 / 古川真人著. -- 集英社, 2020.1. 後援会 913.6/F93/後援会
448 背中の蜘蛛 / 誉田哲也著. -- 双葉社, 2019.10. 後援会 913.6/H84/後援会

449
白銀の墟 (おか) 玄 (くろ) の月 / 小野不由美著 ; 1. -- 新潮社, 2019.10-. -- (新潮文庫 ; 11212-11215, お-37-62, お-37-
63, お-37-64, お-37-65 . 十二国記 / 小野不由美著).

後援会 913.6/O67/後援会

450
白銀の墟 (おか) 玄 (くろ) の月 / 小野不由美著 ; 2. -- 新潮社, 2019.10-. -- (新潮文庫 ; 11212-11215, お-37-62, お-37-
63, お-37-64, お-37-65 . 十二国記 / 小野不由美著).

後援会 913.6/O67/後援会

451
白銀の墟 (おか) 玄 (くろ) の月 / 小野不由美著 ; 3. -- 新潮社, 2019.10-. -- (新潮文庫 ; 11212-11215, お-37-62, お-37-
63, お-37-64, お-37-65 . 十二国記 / 小野不由美著).

後援会 913.6/O67/後援会

452
白銀の墟 (おか) 玄 (くろ) の月 / 小野不由美著 ; 4. -- 新潮社, 2019.10-. -- (新潮文庫 ; 11212-11215, お-37-62, お-37-
63, お-37-64, お-37-65 . 十二国記 / 小野不由美著).

後援会 913.6/O67/後援会

453 麦本三歩の好きなもの / 住野よる著. -- 幻冬舎, 2019.3. 後援会 913.6/SU63/後援会
454 八月のひかり / 中島信子著. -- 汐文社, 2019.7. 後援会 913.6/N34/後援会
455 発達障害の私が夫と普通に暮らすために書いているノート / ななしのうい著. -- G.B., 2019.8. 後援会 493.76/N48/後援会
456 発注いただきました! / 朝井リョウ著. -- 集英社, 2020.3. 後援会 913.6/A83/後援会
457 反応しない練習 : あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」 / 草薙龍瞬著. -- KADOKAWA, 2015.7. 後援会 184/KU83/後援会
458 反日種族主義 : 日韓危機の根源 / 李栄薫編著. -- 文藝春秋, 2019.11. 後援会 319.21/R32/後援会
459 犯人は、あなたです / 新堂冬樹著. -- 河出書房新社, 2019.11. 後援会 913.6/SH62/後援会
460 彼女たちの場合は / 江國香織著. -- 集英社, 2019.5. 後援会 913.6/E44/後援会
461 美しい顔 / 北条裕子著. -- 講談社, 2019.4. 後援会 913.6/H81/後援会
462 美しく書くための21のポイント : 漢字の書き方がスッキリ分かる! / 赤松久美子著. -- 日本習字普及協会, 2019.8. 後援会 728.9/A31/後援会
463 美しく魅せるハーバリウム / 青山智美著. -- 日東書院本社, 2018.11. 後援会 594.8/A58/後援会
464 百花 / 川村元気著. -- 文藝春秋, 2019.5. 後援会 913.6/KA95/後援会
465 氷獄 / 海堂尊著. -- KADOKAWA, 2019.7. 後援会 913.6/KA21/後援会
466 瀕死飯! / 祭著. -- 幻冬舎, 2019.11. 後援会 596/MA86/後援会

467
普通の人びと : ホロコーストと第101警察予備大隊 / クリストファー・R・ブラウニング著 ; 谷喬夫訳. -- 増補. -- 筑摩書
房, 2019.5. -- (ちくま学芸文庫 ; [フ-42-1]).

後援会 234.07/B77/後援会

468
父さんはどうしてヒトラーに投票したの? / ディディエ・デニンクス文 ; PEF絵 ; 湯川順夫, 戦争ホーキの会訳. -- 解放出版
社, 2019.7. -- (エルくらぶ).

後援会 KP/D12/後援会
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469 武器になる数学アタマのつくり方 : 正しい「未来予測」のための / 高橋洋一著. -- マガジンハウス, 2019.5. 後援会 331.19/TA33/後援会
470 部屋も頭もスッキリする!片づけ脳 / 加藤俊徳著. -- 自由国民社, 2019.5. 後援会 597.5/KA86/後援会
471 風間教場 / 長岡弘樹著. -- 小学館, 2019.12. 後援会 913.6/N18/後援会
472 風神雷神 : Juppiter, Aeolus / 原田マハ著 ; 上. -- PHP研究所, 2019.11. 上後援会 913.6/H32/後援会
473 風神雷神 : Juppiter, Aeolus / 原田マハ著 ; 下. -- PHP研究所, 2019.11. 下後援会 913.6/H32/後援会
474 物語として読む全訳論語 : 決定版 / 山田史生著. -- トランスビュー, 2019.4. 後援会 123.83/Y19/後援会

475
文系AI人材になる : 統計・プログラム知識は不要 / 野口竜司著 = How AI & the Humanities Work Together. -- 東洋経済新報
社, 2020.1.

後援会 336.57/N93/後援会

476 文豪どうかしてる逸話集 / 進士素丸著. -- KADOKAWA, 2019.10. 後援会 910.26/SH63/後援会
477 平成家族 : 理想と現実の狭間で揺れる人たち / 朝日新聞取材班著. -- 朝日新聞出版, 2019.4. 後援会 367.3/A82/後援会
478 歩くパワースポットと呼ばれた僕の大切にしている小さな習慣 / SHOCK EYE著. -- 講談社, 2019.4. 後援会 914.6/SH95/後援会
479 歩道橋シネマ / 恩田陸著. -- 新潮社, 2019.11. 後援会 913.6/O65/後援会
480 某 / 川上弘美著. -- 幻冬舎, 2019.9. 後援会 913.6/KA94/後援会
481 本屋がアジアをつなぐ : 自由を支える者たち / 石橋毅史著. -- ころから, 2019.8. 後援会 024.2/I71/後援会
482 本好きの下剋上 : 司書になるためには手段を選んでいられません / 香月美夜著 ; 短編集1. -- TOブックス, 2015-. 短編集1後援会 913.6/KA99/後援会
483 本当に必要なことはすべて「ひとりの時間」が教えてくれる / 横田真由子著 . -- クロスメディア・パブリッシング. 後援会 159.6/Y78/後援会
484 魔眼の匣の殺人 / 今村昌弘著. -- 東京創元社, 2019.2. 後援会 913.6/I44/後援会
485 魔法使いの教科書 : 神話と伝説と物語 / オーブリー・シャーマン著 ; 龍和子訳. -- 原書房, 2019.10. 後援会 387/SH14/後援会
486 万引き家族 / 是枝裕和監督・脚本・編集. -- フジテレビジョン (発売). v. ＡＶ //AV
487 夢の本 / ホルヘ・ルイス・ボルヘス著 ; 堀内研二訳. -- 河出書房新社, 2019.2. -- (河出文庫 ; [ホ5-4]). 後援会 908/B65/後援会
488 夢も見ずに眠った。 / 絲山秋子著. -- 河出書房新社, 2019.1. 後援会 913.6/I91/後援会
489 娘について / キム・ヘジン著 ; 古川綾子訳. -- 亜紀書房, 2019.1. -- (となりの国のものがたり ; 02). 後援会 929.13/KI38/後援会
490 明日の僕に風が吹く / 乾ルカ著. -- KADOKAWA, 2019.9. 後援会 913.6/I59/後援会
491 明日は生きてないかもしれない……という自由 / 田中美津著. -- インパクト出版会, 2019.11. 後援会 914.6/TA84/後援会
492 妄想国語辞典 / 野澤幸司著. -- 扶桑社, 2019.6. 後援会 917/N98/後援会
493 目を見て話せない / 似鳥鶏著. -- KADOKAWA, 2019.10. 後援会 913.6/N88/後援会
494 目覚めの森の美女 : 森と水の14の物語 / ディアドラ・サリヴァン著 ; 田中亜希子訳. -- 東京創元社, 2019.10. 後援会 938/SU55/後援会
495 夜がどれほど暗くても / 中山七里[著]. -- 角川春樹事務所, 2020.3. 後援会 913.6/N45/後援会
496 夜が暗いとはかぎらない / 寺地はるな著. -- ポプラ社, 2019.4. 後援会 913.6/TE42/後援会
497 夜はおしまい / 島本理生著. -- 講談社, 2019.10. 後援会 913.6/SH38/後援会
498 夜ふけに読みたい奇妙なイギリスのおとぎ話 / 吉澤康子, 和爾桃子編訳 ; アーサー・ラッカム挿絵. -- 平凡社, 2019.11. 後援会 383.33/Y94/後援会
499 弥栄の烏 / 阿部智里著. -- 文藝春秋, 2017.7. 後援会 913.6/A12/後援会
500 約束された移動 / 小川洋子著. -- 河出書房新社, 2019.11. 後援会 913.6/O24/後援会
501 友達未遂 / 宮西真冬著. -- 講談社, 2019.4. 後援会 913.6/MI79/後援会
502 幽玄の絵師 : 百鬼遊行絵巻 / 三好昌子著. -- 新潮社, 2019.9. 後援会 913.6/MI71/後援会
503 幼な子の聖戦 / 木村友祐著. -- 集英社, 2020.1. 後援会 913.6/KI39/後援会
504 妖精の教科書 : 神話と伝説と物語 / スカイ・アレクサンダー著 ; 白須清美訳. -- 原書房, 2020.2. 後援会 388/A41/後援会
505 沃野の刑事 / 堂場瞬一著. -- 講談社, 2019.11. 後援会 913.6/D81/後援会

506
落としてください森若さん / 青木祐子著. -- 集英社, 2019.2. -- (集英社オレンジ文庫 ; [あ3-6] . これは経費で落ちません!
; 5).

後援会 913.6/A53/後援会

507 落日 / 湊かなえ [著]. -- 角川春樹事務所, 2019.9. 後援会 913.6/MI39/後援会
508 流転の貴妃 : 或いは塞外の女王 / 喜咲冬子著. -- 集英社, 2020.1. -- (集英社オレンジ文庫 ; き6-1). 後援会 913.6/KI55/後援会
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509
恋って何ですか? : 27人がすすめる恋と愛の本 / 河出書房新社編 ; 蒼井ブルー [ほか] 著. -- 河出書房新社, 2019.11. -- (14
歳の世渡り術).

後援会 902.09/KA92/後援会

510 連続殺人鬼カエル男 / 中山七里著. -- 宝島社, 2011.2. -- (宝島社文庫). 後援会 913.6/N45/後援会
511 檸檬の棘 / 黒木渚著. -- 講談社, 2019.11. 後援会 913.6/KU75/後援会
512 翔んで埼玉 / 魔夜峰央原作 ; 徳永友一脚本 ; 武内英樹監督. -- フジテレビジョン. v. ＡＶ //AV
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