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ソクラテスはネットの「無料」に抗議する ルディー和子著
日本経済新聞出

版社
007.3/R82

読書の腕前 岡崎武志著 光文社 019.12/O48

ノンフィクションはこれを読め! : HONZが選んだ150冊

2014
成毛眞編著 中央公論新社 019/N53/2014

他人を攻撃せずにはいられない人 片田珠美著 PHP研究所 141.6/Ka81

9つの神秘 : The Enneagram Oracle Book :

messages from ancient wisdom
中嶋真澄著

主婦の友インフォ

ス情報社
141.93/N34

キティが選んだ輝く言葉たち
アミューズメント出版部

編
講談社 159.6/A45

ディズニー・プリンセス・レッスン = Disney Princess

Lesson
PHP研究所編 PHP研究所 159.6/P56

幕末維新志士たちの名言 齋藤孝著
日本経済新聞出

版社
159.8/Sa25

リンカーン 上 大統領選
ドリス・カーンズ・グッドウィ

ン著
中央公論新社 289.3/G65/1

リンカーン 中 南北戦争
ドリス・カーンズ・グッドウィ

ン著
中央公論新社 289.3/G65/2

リンカーン 下 奴隷解放
ドリス・カーンズ・グッドウィ

ン著
中央公論新社 289.3/G65/3

ユーロ・リスク 白井さゆり著
日本経済新聞出

版社
338.97/Sh81

境界を生きる : 性と生のはざまで
毎日新聞「境界を生き

る」取材班著
毎日新聞社 367.9/Ma31

ふたりのママから、きみたちへ 東小雪, 増原裕子著 イースト・プレス 367.97/H55

絶対貧困 : 世界最貧民の目線 石井光太著 光文社 368.2/I75

スリー・カップス・オブ・ティー : 1杯目はよそ者、2杯目はお

客、3杯目は家族

グレッグ・モーテンソン, デイ

ヴィッド・オリヴァー・レーリン著
サンクチュアリ出版 372.257/Mo79

野生動物王国 ジェームズ・パリー著 ネコ・パブリッシング 482/P25

精子戦争 : 性行動の謎を解く R.ベイカー著 河出書房新社 491.35/B15

母という病 岡田尊司著 ポプラ社 493.76/O38

いよいよローカルの時代 : ヘレナさんの「幸せの経済学」
ヘレナ・ノーバーグ=ホッ

ジ, 辻信一著
大月書店 519.04/N96

人を育てるトヨタの口ぐせ OJTソリューションズ編著 中経出版 537.067/O35

2014年度第2回学生選書ツアー 図書リスト

０．総記　（図書館学、書誌学など）

１．哲学　（宗教、心理学関係、自己啓発関係など）

２．歴史　（地理、地誌、紀行など）

３．社会科学　（政治、法律、経済、社会、教育、風俗、民族など）

４．自然科学　（数学、化学、理学、天文学、生物科学、医学など）

５．技術・工学　（建築、公害、広告、生活科学など）
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ROLA'S CLOSET ROLA著 宝島社 593.36/R64

乳液があなたを、ブスにする。 岡江美希著 総合法令出版 595.5/O38

残るは食欲 阿川佐和子著 新潮社 596.04/A19

魔女のスープ 阿川佐和子著 新潮社 596.04/A19

ヘルシー&超時短!シーチキンレシピ : 缶詰シェア日本一 はごろもフーズ監修 ワニブックス 596.3/H14

ごちそう鍋レシピ74 : 絶対食べたい! 夏梅美智子監修 朝日新聞出版 596/N58

消費税アップを逆手にとる販促テクニック 竹内謙礼著 双葉社 673.3/Ta67

訪日観光の教科書
高井典子, 赤堀浩一

郎著
創成社 689.21/Ta34

草間彌生、たたかう ACCESS 702.16/Ku83

透明水彩 永山裕子著 グラフィック社 723.1/N25/1

透明水彩 2 アンフィニテ = Infinité 永山裕子著 グラフィック社 723.1/N25/2

美しきヌード絵画の世界 : 19～20世紀を彩った裸の女

性たち
綜合図書 723.3/U96

ベクシンスキ作品集成 = Beksinski, the collected

works

ズジスワフ・ベクシンスキ

著

エディシオン・トレ

ヴィル
723.349/B32/1

僕はウォーホル
キャサリン・イングラム文 ;

アンドリュー・レイ絵

パイインターナショ

ナル
723/G32/1

僕はダリ
キャサリン・イングラム文 ;

アンドリュー・レイ絵

パイインターナショ

ナル
723/G32/2

僕はポロック
キャサリン・イングラム文 ;

ピーター・アークル絵

パイインターナショ

ナル
723/G32/3

僕はベーコン
キティ・ハウザー文 ; クリ

スティナ・クリストフォロウ

パイインターナショ

ナル
723/G32/4

透明水彩の作品と技法 : 知っておきたいテクニック・モチー

フ別の描き方
グラフィック社編 グラフィック社 724.4/G95

ファルマコンの蠱惑 : 山本タカト画集 改訂第2版 山本タカト著
エディシオン・トレ

ヴィル
726.5/Y31

ビアトリクス・ポターを訪ねるイギリス湖水地方の旅 : ピー

ターラビットの故郷をめぐって
北野佐久子著 大修館書店 726.601/Ki69

しあわせを贈るクリスマスカード1000
カラーフィールド・パブリ

ケーションズ編
グラフィック社 727/Ka62

おもひで校舎
D.HIRO, 都筑宏幸撮

影
メディアボーイ 748/D11

ハムケツ : かわいさに悶絶 世界文化社 748/H26

元祖ハムケツ 久井めぐみ, 村田らむ著 有峰書店新社 748/H76

廃墟ディスカバリー 2 小林哲朗著 アスペクト 748/Ko12/2

ハムケツ : どうしてそんなにカワイイの! manic編著 バジリコ 748/Ma44

７．芸術・美術・音楽　（絵画、写真、映画、スポーツなど）

６．産業　（農業、商業、運輸、通信事業など）
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廃墟サンクチュアリ 三五繭夢著 二見書房 748/Sa63

棒を振る人生 : 指揮者は時間を彫刻する 佐渡裕著 PHP研究所 762.1/Sa13

オリンピックボランティアになるための本 市居愛著 インプレスジャパン 780.69/I13

オリンピックと女子高生 門脇正法, 須賀和著 マイナビ 780.69/Ka14

わくわく大相撲ガイド : ハッキヨイ!せきトリくん 日本相撲協会監修 河出書房新社 788.1/N71

The marvelous village veiled in mist : 霧のむこう

のふしぎな町
柏葉幸子著

日本文学出版交

流センター
837.7/Ka77

英語で楽しむピーターラビットの世界 Book1
Beatrix Potter英文・

絵
ジャパンタイムズ 837.7/P85/1

英語で楽しむピーターラビットの世界 Book2
Beatrix Potter英文・

絵
ジャパンタイムズ 837.7/P85/2

マンガでわかる日本文学 あんの秀子著 池田書店 910.26/A49

作家のごちそう帖 : 悪食・鯨飲・甘食・粗食 大本泉著 平凡社 910.26/O63

キャロリング 有川浩著 幻冬舎 913.6/A71

地図とスイッチ 朝倉かすみ著 実業之日本社 913.6/A85

翔ぶ少女 : Νίκη της Σαμοθράκης 原田マハ著 ポプラ社 913.6/H32

リライト 法条遥著 早川書房 913.6/H81/1

リビジョン 法条遥著 早川書房 913.6/H81/2

リアクト 法条遥著 早川書房 913.6/H81/3

海の底のピアノ 井上敏樹著 朝日新聞出版 913.6/I57

セカンド・ラブ 乾くるみ著 文藝春秋 913.6/I59

(ST警視庁科学特捜班) ST化合エピソード0 今野敏 [著] 講談社 913.6/Ko75/0

(ST警視庁科学特捜班) ST警視庁科学特捜班エピ

ソード1
今野敏 [著] 講談社 913.6/Ko75/1

(ST警視庁科学特捜班) 毒物殺人 今野敏 [著] 講談社 913.6/Ko75/2

(ST警視庁科学特捜班) 黒いモスクワ 今野敏 [著] 講談社 913.6/Ko75/3

(ST警視庁科学特捜班) 青の調査ファイル 今野敏 [著] 講談社 913.6/Ko75/1

(ST警視庁科学特捜班) 赤の調査ファイル 今野敏 [著] 講談社 913.6/Ko75/2

(ST警視庁科学特捜班) 黄の調査ファイル 今野敏 [著] 講談社 913.6/Ko75/3

(ST警視庁科学特捜班) 緑の調査ファイル 今野敏 [著] 講談社 913.6/Ko75/4

９．文学　（小説、エッセイ、ノンフィクションなど）

８．語学　（日本語、英語、その他の諸言語など）
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(ST警視庁科学特捜班) 黒の調査ファイル 今野敏 [著] 講談社 913.6/Ko75/5

ハロワ! 久保寺健彦著 集英社 913.6/Ku11

牢獄の超人 美達大和著 中央公論新社 913.6/Mi59

草原の風 上 宮城谷昌光著 中央公論新社 913.6/Mi73/1

草原の風 中 宮城谷昌光著 中央公論新社 913.6/Mi73/2

草原の風 下 宮城谷昌光著 中央公論新社 913.6/Mi73/3

デビクロくんの恋と魔法 中村航著 小学館 913.6/N37

日乃出が走る : 浜風屋菓子話 中島久枝 [著] ポプラ社 913.6/N42

西の魔女が死んだ 梨木香歩著 新潮社 913.6/N55

know 野崎まど著 早川書房 913.6/N98

転がる空に雨は降らない 小野寺史宜 [著] 新潮社 913.6/O67

自殺サークル : 完全版 園子温著 河出書房新社 913.6/So44

刹那 (獣の奏者 外伝) 上橋菜穂子 [著] 講談社 913.6/U36

今日もひとり、ディズニーランドで ワクサカソウヘイ著 イースト・プレス 913.6/W35

ファースト・クラス
渡辺千穂脚本 ; 木俣

冬ノベライズ
扶桑社 913.6/W46

ナイト&シャドウ = Knight & Shadow 柳広司著 講談社 913.6/Y52

みんなの少年探偵団 万城目学 [ほか] 著 ポプラ社 913.68/Ma34

日本SF短篇50 : 日本SF作家クラブ創立50周年記念

アンソロジー 1
日本SF作家クラブ編 早川書房 913.68/N71/1

日本SF短篇50 : 日本SF作家クラブ創立50周年記念

アンソロジー 2
日本SF作家クラブ編 早川書房 913.68/N71/2

日本SF短篇50 : 日本SF作家クラブ創立50周年記念

アンソロジー 3
日本SF作家クラブ編 早川書房 913.68/N71/3

日本SF短篇50 : 日本SF作家クラブ創立50周年記念

アンソロジー 4
日本SF作家クラブ編 早川書房 913.68/N71/4

日本SF短篇50 : 日本SF作家クラブ創立50周年記念

アンソロジー 5
日本SF作家クラブ編 早川書房 913.68/N71/5

いつか来た町 東直子著 PHP研究所 914.6/H55

記憶のつくり方 長田弘著 晶文社 914.6/O72

3時のおやつ
平松洋子, 大島真寿

美ほか[著]
ポプラ社 914.68/H65

イギリス・アイルランド : ダヤンの絵描き旅 池田あきこ著 出版ワークス 915.6/I32

ジョナサン・ストレンジとミスター・ノレル 1 スザンナ・クラーク著 ヴィレッジブックス 933.7/C76/1

ジョナサン・ストレンジとミスター・ノレル 2 スザンナ・クラーク著 ヴィレッジブックス 933.7/C76/2
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ジョナサン・ストレンジとミスター・ノレル 3 スザンナ・クラーク著 ヴィレッジブックス 933.7/C76/3

プリティ・モンスターズ ケリー・リンク著 早川書房 933.7/L64

Frozen : the junior novelization
Sarah Nathan and

Sela Roman

Random

House
933.7/N57

トーベ・ヤンソン短篇集 トーベ・ヤンソン著 筑摩書房 949.83/J23

幼女と煙草
ブノワ・デュトゥールトゥル

著
早川書房 953.7/D99

ネクロフィリア
ガブリエル・ヴィットコップ

著
国書刊行会 953.7/W79

深い川 (ラテンアメリカ文学選集 8) ホセ・マリア・アルゲダス著 現代企画室 963/A69

黄色い雨 フリオ・リャマサーレス著 ヴィレッジブックス 963/L76


