
日本大学鶴ヶ丘高等学校図書館
新着図書案内 2020年冬号

0類 総記・コンピュータ・読書
なんのために学ぶのか 池上彰 S-002-イ

実践自分で調べる技術 宮内泰介 S-002.7-ミ

シンギュラリティ 神崎洋治 007.13-コ

はじめてのAI                                                    土屋誠司 007.13-ツ

SNS暴力 なぜ人は匿名の刃をふるうのか 毎日新聞取材 007.3-エ

AIは人類を駆逐するのか? 自律世界の到来 太裕朗 S-007.3-オ

やばいデジタル “現実”が飲み込まれる日

NHKスペシャル取材班S-007.3-ヤ

忖度しません 斎藤美奈子 019.9-サ

世界で最も美しい12の写本『ケルズの書』から『カルミナ・ブラーナ』まで

K・デ・ハーメル 022.23-ド

現代用語の基礎知識2021                        自由国民社 031-ゲ-2021

脳から見るミュージアム アートは人を耕す 中野信子S-069-ナ

1類 哲学・宗教・自己啓発
「待つ」ということ 鷲田清一 104-ワ

はじめてのスピノザ 自由へのエチカ 國分功一郎 S-135.2-ス

図鑑心理学 歴史を変えた100の話 トム・ジャクソン 140.2-ジ

こころと身体の心理学 山口真 S-141.2-ヤ

1は赤い。そして世界は緑と青でできている。

「文字に色が見える」共感覚の話 望月菜南 141.26-モ

認知バイアス心に潜むふしぎな働き 鈴木宏昭 S-141.51-ス

「いいね!」の魔力認められたい心理のヒミツ ゆうきゆう141.93-ユ

はじめての催眠術 漆原正貴 S-145.4-ウ

「繊細さん」の本「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる

武田友紀 146.8-タ

友だちってなんだろう? ひとりになる勇気、人とつながる力

齋藤孝158-サ

部長って何だ!                                              丹羽宇一郎 S-159.4-ニ

10代の「めんどい」が楽になる本 内田和俊 159.7-ウ

若い読者のための宗教史 リチャード・ホロウェイ 162-ホ

世界風土神話 篠田知和基 164-シ

ギリシャ神話キャラクター事典 オード・ゴエミンヌ 164.31-コ

道教思想10講 神塚淑子 S-166-カ

日本の神様100選カラー版 日本の神社研究会 S-172-ニ

聖書の50人語り継がれる神と人間の物語

ジャン・ピエール・イスブ193-イ

2類 歴史・地理
偽書が揺るがせた日本史 原田実 210.04-ハ

日本史サイエンス 蒙古襲来、秀吉の大返し、戦艦大和の謎に迫る

播田安弘 S-210.04-ハ

天皇の国史 竹田恒泰 210.1-タ

絶対に挫折しない日本史 古市憲寿 S-210.1-フ

平安貴族嫉妬と寵愛の作法 繁田信 210.36-ヘ

戦国戦の作法 小和田哲男 210.47-セ

戦国忠義と裏切りの作法 小和田哲男 210.47-セ

「関ケ原」の決算書 山本博文 S-210.48-ヤ

イラストでよくわかる江戸時代の本 ミニマル 210.5-イ

大江戸武士の作法 小和田哲男 210.5-オ

幕末志士の作法 小田部雄次 210.58-バ

1945←2015 若者から若者への手紙 室田元美 210.75-セ

ローマ帝国の崩壊 文明が終わるということ

ブライアン・ウォード=パーキンズ 232.8-ウ

ドイツ統一 アンドレアス・レダー S-234.07-レ

世界は女性が変えてきた夢をつないだ84人の勇者たち

ケイト・ホッジス280.4-ホ

心揺るがす講演を読むその生き方、その教え。講演から学ぶ

水谷もりひと 281.04-コ

天皇家のふところ事情 収入はいかほど? 支出の内訳は?

歴史の謎を探る会B-288.4-テ

信長公記 地図と読む 現代語訳 太田牛一 289.1-オ

ペルソナ 脳に潜む闇 中野信子 S-289.1-ナ

マインドトーク あなたと私の心の話 みたらし加奈 289.1-ミ

アレクサンドロス大王 澤田典子 S-289.3-サ

ある奴隷少女に起こった出来事

ハリエット・アン・ジェイコブズB-289.3-ジ

江戸時代に刊行された世界地図 図説総覧 海田俊一 290.38-カ

世界のダンジョン 冒険をめぐる情景

パイインターナショナル290.87-セ

世界から消えゆく場所
万里の長城からグレート・バリア・リーフまで

トラビス・エルボラフ 290.93-エ

地形で解ける!東京の街の秘密50                      内田宗治 291.36-ウ

ほんとはかわいくないフィンランド 芹澤桂 B-293.89-セ

沖縄本コーナー展示中!
沖縄 [2018]                                  JTBパブリッシング 291.99-オ

沖縄の歩き方 2019-20                                                  291.99-オ

沖縄 '21                                                                         291.99-オ

るるぶ沖縄 '21                                                              291.99-ル

冬休み長期貸出

貸出 12月1日～12月19日

返却 1月12日まで

1人5冊までです

たくさん利用してください



3類 社会科学
日本と世界を知るためのファクト図鑑
偏見や思い込みを排して世界を正しく解釈する! 佐藤優 302-ニ
池上彰の世界の見方 インド 池上彰 302.25-イ
池上彰の世界の見方 イギリスとEU                 池上彰 302.33-イ
サル化する世界 内田樹 304-ウ
私たちはどんな世界を生きているか 西谷修 S-304-ニ
21 Lessons 21世紀の人類のための21の思考

ユヴァル・ノア・ハラリ 304-ハ
文藝春秋オピニオン2020年の論点100                                304-ブ
アフター・リベラル 怒りと憎悪の政治 吉田徹 S-311.1-ヨ
民主主義とは何か 宇野重規 S-311.7-ウ
16歳のデモクラシー 受験勉強で身につけるリベラルアーツ

佐藤優311.7-サ
地政学世界地図 超約国際問題33の論点

バティスト・コルナバス 312.9-コ
地政学 奥山真司 312.9-チ
アメリカ大統領選 久保文明 S-314.89-ク

おとめ六法 上谷さくら 320-カ
自衛隊と憲法 これからの改憲論議のために 木村草太 323.14-キ
刑務所しか居場所がない人たち
学校では教えてくれない、障害と犯罪の話 山本譲司 326.52-ヤ
「意思決定」の科学なぜ,それを選ぶのか川越敏司 S-331.19-カ
16歳からのはじめてのゲーム理論
“世の中の意思決定”を解き明かす6.5個の物語鎌田雄一郎 331.19-カ
経済学の堕落を撃つ 「自由」vs「正義」の経済思想史

中山智香子S-331.2-ナ
戦国経済の作法 小和田哲男 332.10-オ
Q&A日本経済のニュースがわかる! 2021年版

日本経済新聞社332.10-キ
左翼の逆襲 社会破壊に屈しないための

経済学松尾匡 S-332.10-マ
ハポンを取り戻す フィリピン残留日本人の戦争と国籍回復

河合弘之334.42-カ
とっさに使える敬語手帳 山田敏世 336.49-ト
フィンテック 大平公一郎 338-オ
すみません、金利ってなんですか?                      小林義崇 338-コ
2049年「お金」消滅貨幣なき世界の歩き方 斉藤賢爾 S-338-サ
証券会社がなくなる日 IFAが「株式投資」を変える

浪川攻 S-338.17-ナ
捨てられる銀行 4 消えた銀行員 地域金融変革運動体

橋本卓典 S-338.21-ハ
数字でみる日本の100年 日本国勢図会長期統計版

矢野恒太記念会351-ス
歪んだ正義「普通の人」がなぜ過激化するのか大治朋子361.4-オ
偏見や差別はなぜ起こる? 心理メカニズムの解明と現象の分析

北村英哉 361.4-へ
あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 10代から知っておきたい

森山至貴 361.45-モ
にほん的 それは、ジミでハデなこと 松田行正 361.5-マ
他者を感じる社会学 差別から考える 好井裕明 S-361.8-ヨ
なぜ僕らは働くのか 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと

池上彰 366-ナ
「AIで仕事がなくなる」論のウソ この先15年の現実的な雇用シフト

海老原嗣生 366.2-エ
障害者とともに働く 藤井克徳 S-366.28-フ
21世紀の新しい職業図鑑 未来の職業ガイド 武井一巳 366.29-タ
過労死しない働き方 働くリアルを考える 川人博 S-366.99-カ

4類 自然科学
フィボナッチの兎 アダム・ハート=デイヴィス 410.2-ハ
多角的思考力を鍛える55の論理パズル 北村良子 410.79-キ
多角形と多面体図形が織りなす不思議世界 日比孝 S-411.8-ヒ
ベイズ統計学 松原望 417-マ
アインシュタインの影ブラックホール撮影成功までの記録

セス・フレッチャー443.5-フ
見えない宇宙の正体ダークマターの謎に迫る

鈴木洋一郎 S-443.9-ス
絵で楽しむ日本人として知っておきたい二十四節気と七十二候

水野久美 449.34-ミ
宮沢賢治の地学教室 柴山元彦 450-シ
雷 小林文明 451.77-コ
図説日本の温泉 170温泉のサイエンス 日本温泉科学会453.9-ズ
古生物食堂 土屋健 457.8-ツ
化石ドラマチック 土屋健 457.8-ツ
パンダの祖先はお肉が好き!?
動物園から広がる古生物の世界と進化人気動物のルーツを辿る!! 

土屋健 457.8-ツ
細胞とはなんだろう 「生命が宿る最小単位」のからくり

武村政春 S-463-タ
ウイルスは悪者か お侍先生のウイルス学講義 高田礼人 465.8-タ
面白くて眠れなくなる遺伝子 竹内薫 B-467.2-タ
残酷な進化論 なぜ私たちは「不完全」なのか 更科功 S-467.5-サ
外来種のウソ・ホントを科学する ケン・トムソン 468-ト
Jewels in the night sea 神秘のプランクトン 峯水亮 468.6-ミ

3類 社会科学
戦う姫、働く少女 河野真太郎 367.1-コ
これからの男の子たちへ
「男らしさ」から自由になるためのレッスン 太田啓子 367.5-オ
この世界を知るための大事な質問 写真とデータが語るものがたり

野澤亘伸 367.6-ノ
防災イツモマニュアル 防災イツモプロジェクト 369.3-ボ
故郷の味は海をこえて 「難民」として日本に生きる

安田菜津紀369.38-ヤ
子どもを守る仕事 佐藤優 S-369.4-コ
アニメに学ぶ心理学 『千と千尋の神隠し』を読む

愛甲修子 371.47-ア
大学教授が、「研究だけ」していると思ったら、大間違いだ!

「不人気学科教授」奮闘記 斎藤恭一 377.13-サ
今日から使えるワークショップのアイデア帳
会社でも学校でもアレンジ自在な30パターン

ワークショップ探検部 379.6-キ
「超」勉強力 中野信子 379.7-ナ
図説デザートの歴史 ジェリ・クィンジオ 383.8-ク
すぐに役立つ366日記念日事典上巻下巻 加瀬清志 386.9-カ
生命としての景観 彼はなぜここで妖怪を見たのか

佐々木高弘 388.1-サ
日本の伝説全9巻 藤沢衛彦 388.1-フ
アイヌと神々の物語 炉端で聞いたウウェペケレ 萱野茂 B-388.11-カ
沖縄昔ばなしの世界 石川きよ子 388.19-イ
はみだしの人類学ともに生きる方法 松村圭一郎 389-マ
近現代スパイの作法 落合浩太郎 391.6-キ



5類 技術・工業
ロボジョ! 杉本麻衣のパテント・ウォーズ 稲穂健市 507.2-イ
すごい!品質検査 レンズくんと行く工場ツアー

うえたに夫婦 509.66-ウ
地下鉄の駅はものすごい 渡部史絵 S-516.72-ワ
ひと目でわかる地球環境のしくみとはたらき図鑑

トニー・ジュニパー 519-シ
世界の夢のルネサンス建築 飛ケ谷潤一郎 523.05-ヒ
空飛ぶクルマのしくみ
技術×サービスのシステムデザインが導く移動革命 中野冠 538-ソ
初心者からちゃんとしたプロになるWebデザイン基礎入門

栗谷幸助 547.48-シ
ネットとSNSを安全に使いこなす方法

ルーイ・ストウェル547.48-ス
世界一やさしいブログ×YouTubeの教科書1年生
再入門にも最適! 染谷昌利 547.48-ソ
錆と人間 ビール缶から戦艦まで

ジョナサン・ウォルドマン 566.76-ウ
死を招くファッション 服飾とテクノロジーの危険な関係

アリソン・マシューズ・デーヴィッド 589.2-マ
ヤミーさんのおうちで世界一周レシピ
簡単3ステップで作れちゃう! ヤミー 596-ヤ
弦齋夫人の料理談 村井多嘉子 596.04-ム
パパは脳研究者 子どもを育てる脳科学 池谷裕二 S-599-イ

8類 言語
あいまいな会話はなぜ成立するのか 時本真吾 801-ト
あいうえおさん 森絵都 807.9-モ
人前であがらずに話せる100の法則 新田祥子 809.2-ニ
日本人の9割が知らずに使っている日本語 岩田亮子 S-810.4-イ
世界でいちばん素敵な大和言葉の教室 吉田裕子 810.4-セ
人体語源と新音義説 江副水城 812-エ
言の葉連想辞典 あわい 814-コ
日本の美しい言葉辞典 梅内美華子 814-ニ
学校の先生も答えられない「英語のなぜ?」がわかる図鑑

伏木賢一S-830-ガ
車内アナウンスに革命を起こした「英語車掌」の英語勉強法
「英語ダメダメ」発「英語ペラペラ」行き 関大地 830.7-セ

スヌーピーで学ぶすぐに使える英語表現105     小池直己 837.8-コ

6類 産業
食品ロスの大研究 なぜ多い?どうすれば減らせる?

井出留美 611.32-シ
人に話したくなる土壌微生物の世界
食と健康から洞窟、温泉、宇宙まで 染谷孝 613.56-ソ
世界からコーヒーがなくなるまえに ペトリ・レッパネン 617.3-レ
みんなの園芸店 春夏秋冬を楽しむ庭づくり 大野八生 620-オ
動物の看護師さん
動物・飼い主・獣医師をつなぐ6つの物語 保田明恵 649-ヤ
思わず誰かに話したくなる鉄道なるほど雑学
マニアもびっくりのディープな世界 川島令三 B-686.04-カ
乗務員室からみたJR 英語車掌の本当にあった鉄道打ち明け話

関大地 686.36-セ
きっぷのルールハンドブック 土屋武之 686.51-ツ
JAL機長たちが教えるコックピット雑学
飛行機とパイロットの仕事がよくわかる 日本航空 687.04-ジ

7類 芸術・スポーツ
アートにみる身ぶりとしぐさの文化史デズモンド・モリス 702-モ
世界で一番美しいマンダラ図鑑 正木晃 702.09-マ
アール・ブリュット湧き上がる衝動の芸術 小林瑞恵 708.7-コ
ART GALLERYテーマで見る世界の名画全10巻

青柳正規723.00-ア
画文集日本の鉄道抒情 ふるさとの詩がきこえる 松本忠 723.1-マ
萩尾望都と竹宮惠子 中川右介 S-726.10-ハ
書物の幻影 北見隆装幀画集 北見隆 726.5-キ
ディック・ブルーナ“ミッフィー”を生んだ絵本作家

ブルース・イングマン 726.60-ブ
ロゴのつくりかたアイデア帖 “いい感じ”に仕上げる65の引き出し

遠島啓介 727.8-ト
おいしいかわいい料理写真の撮り方 佐藤朗 743.7-サ
天空への願い KAGAYA 748-カ
感動、 齋藤陽道 748-サ
それでも世界は美しい。THIS CRUEL YET BELOVEDWORLD

Tokyo Camera Club 2020 Online Exhibition東京カメラ部748-ソ
イベントおりがみおって楽しい!使ってもり上がる!!

主婦の友社 754.9-イ
楽典がすいすい学べる 土田京子 B-761.2-ツ
かんたん!よくわかる!楽譜の読み方 森真奈美 761.2-モ
世界のコンサートマスターは語る 音楽の友 764.3-セ
歌舞伎の101演目解剖図鑑 辻和子 774-ツ
落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ頭木弘樹 B-779.13-カ
アスリートのメンタルは強いのか?

スポーツ心理学の最先端から考える 荒井弘和 780.14-ア
コーチングこんなときどうする?
“困った状況”を解決する30の指導法 高畑好秀 780.7-タ
見るだけでうまくなる!ソフトテニスの基礎 高橋茂 783.5-タ
戦国忍びの作法 山田雄司 789.8-セ

eスポーツ選手はなぜ勉強ができるのか すいのこ S-798.5-ス

4類 自然科学
カメの甲羅はあばら骨 人体で表す動物図鑑 川崎悟司 S-481.1-カ
生き物の死にざま 稲垣栄洋 481.7-イ
カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、サメは狂暴、イルカは温
厚って本当か? 松原始 481.78-マ
消えゆく動物 絶滅から動物を守る撮影プロジェクト

ジョエル・サートレイ482-サ
クマムシ博士のクマムシへんてこ最強伝説 堀川大樹 483.99-ホ
アリ語で寝言を言いました 村上貴弘 S-486.7-ム
魚だって考える キンギョの好奇心、ハゼの空間認知

吉田将之487.51-ヨ
未来の医療年表 10年後の病気と健康のこと 奥真也 S-490.4-オ
科学の女性差別とたたかう 脳科学から人類の進化史まで

アンジェラ・サイニー 491.35-サ
免疫の守護者制御性T細胞とはなにか 坂口志文 S-491.8-サ
免疫力をあなどるな! 健康な身体は「ボス細胞」でつくられる

矢崎雄一郎 491.8-ヤ
みんなある!相談しづらい受診しづらい体のお悩み! 

奈良信雄 492-ミ
しくじらない 斉藤章佳 493.15-サ
イラスト図解感染症と世界史
人類はパンデミックとどう戦ってきたか 神野正史 493.8-イ
キャラでわかる!はじめての感染症図鑑 岡田晴恵 493.8-オ
辺境で診る辺境から見る 中村哲 498.02-ナ
医者井戸を掘る アフガン旱魃との闘い 中村哲 498.02-ナ
スキマ体操大全 肩こり、腰痛、楽になる〜 金森晃平 498.3-カ
新型コロナウイルス対策手作りマスクBOOK

この一冊で手作りマスクが作れる! 国際情勢研究 498.6-シ
太平洋戦争下の国立ハンセン病療養所 多磨全生園を中心に

清水寛 498.6-シ
新型コロナ7つの謎 最新免疫学からわかった病原体の正体

宮坂昌之 S-498.6-ミ



9類 文学
葛藤する刑事たち警察小説アンソロジー松本清張他 B-913.68-カ
喧騒の夜想曲(ノクターン)                日本推理作家協会 913.68-ケ
54字の百物語 意味がわかるとゾクゾクする超短編小説

氏田雄介 913.68-ゴ
5分でドキッとする!意外な恋の物語

『このミステリーがすごい!』編集部 B-913.68-ゴ
ショートショートの宝箱3         光文社文庫編集部 B-913.68-シ-3
ドクターM 医療ミステリーアンソロジー 海堂尊他 B-913.68-ド
徒然草をよみなおす 小川剛生 S-914.45-ヨ
旅ドロップ 江國香織 914.6-エ
明るい覚悟 こんな時代に 落合恵子 914.6-オ
ぼくが13人の人生を生きるには身体(からだ)がたりない。
解離性同一性障害の非日常な日常 haru 916-ハ
パパは女子高生だった
女の子だったパパが最高裁で逆転勝訴してつかんだ家族のカタチ

前田良 916-マ
悪魔の辞典 アンブローズ・ビアス 917-ナ
ロマンスの辞典 望月竜馬 917-モ

雪が白いとき、かつそのときに限り 陸秋槎 923.7-リ
三体 2上下 黒暗森林 上劉慈欣 923.7-リ
月の光 現代中国SFアンソロジー ケン・リュウ 923.78-ツ
新釈漢文大系 詩人編3 王維・孟浩然 二宮美那子 928-シ
わたしに無害なひと チェウニョン 929.13-チ
マザー・グースのうた 第1集 谷川俊太郎 931-マ-1 
暴君 シェイクスピアの政治学

スティーブン・グリーンブラット S-932.5-シ
女吸血鬼 カーミラレ・ファニュ 933.6-レ
タイム・マシン H・G・ウェルズ B-933.7-ウ
フロスト始末上下 R.D.ウィングフィ B-933.7-ウ
一九八四年 新訳版 ジョージ・オーウェル B-933.7-オ
地球幼年期の終わり アーサー・C.クラーク B-933.7-ク
円環宇宙の戦士少女 クローディア・グレイ B-933.7-グ
北朝鮮急襲 上下 トム・クランシー B-933.7-ク
宇宙(そら)へ 上下 メアリ・ロビネット・コワル B-933.7-コ
デューン砂の惑星 上中下 フランク・ハーバー B-933.7-ハ
アラバスターの手マンビー古書怪談集 A.N.L.マンビー 933.7-マ
歌う船 アン・マキャフリー B-933.7-マ
ナイトフライヤー ジョージ・R.R.マーティン B-933.7-マ
死んだら飛べる スティーヴン・キング B-933.78-シ
スタートボタンを押してください ゲームSF傑作選

ケン・リュウ他 B-933.78-リ
一杯のおいしい紅茶ジョージ・オーウェルのエッセイ B-934.7-オ
象にささやく男 ローレンス・アンソニー 936-ア
狼の群れと暮らした男 ショーン・エリス 936-エ
ミレニアム2上下火と戯れる女 スティーグ・ラーソンB-949.83-ミ
アルジェリア、シャラ通りの小さな書店

カウテル・アディミ 953.7-ア
ペスト アルベール・カミュ B-953.7-カ
凧 ロマン・ガリ 953.7-ガ

2020.9.18～2020.11.30

9類 文学
有島武郎 地人論の最果てへ 荒木優太 S-910.26-ア
芥川賞物語 Since 1935                           川口則弘 B-910.26-カ
三島由紀夫 悲劇への欲動 佐藤秀明 S-910.26-サ
快絶壮遊<天狗倶楽部>明治バンカラ交遊録 横田順彌 B-910.26-ヨ
藤原定家『明月記』の世界 村井康彦 S-911.14-フ

あめつちのうた 朝倉宏景 913.6-ア
怪談喫茶ニライカナイ 蒼月海里 B-913.6-ア
スター 朝井リョウ 913.6-ア
もうヒグラシの声は聞こえない 青谷真未 B-913.6-ア
読書嫌いのための図書室案内 青谷真未 B-913.6-ア
絶望スクール 石田衣良 913.6-イ
清く貧しく美しく 石田衣良 913.6-イ
言語小説集 井上ひさし B-913.6-イ
コンサバター大英博物館の天才修復士 一色さゆり B-913.6-イ
逆ソクラテス 伊坂幸太郎 913.6-イ
半沢直樹 4 銀翼のイカロス 池井戸潤 B-913.6-イ-4

去年の雪 江國香織 913.6-エ
焼け跡の高校教師 大城立裕 B-913.6-オ
暗約領域 大沢在昌 913.6-オ
透明人間は204号室の夢を見る 奥田亜希子 B-913.6-オ
スキマワラシ 恩田陸 913.6-オ
オイアウエ漂流記 荻原浩 B-913.6-オ
エピデミック 川端裕人 B-913.6-カ
100文字SF                                                   北野勇作 B-913.6-キ
5分間SF                                                            草上仁 B-913.6-ク
ハジメテヒラク こまつあやこ 913.6-コ
天使・雲雀 佐藤亜紀 B-913.6-サ
鳩の撃退法上下 佐藤正午 B-913.6-サ
ないものねだりの君に光の花束を 汐見夏衛 913.6-シ
オリンピックへ行こう!                                  真保裕一 B-913.6-シ
消える密室の殺人 猫探偵正太郎上京 柴田よしき B-913.6-シ
青光(ブルーライト)                                    柴田よしき B-913.6-シ
小説イタリア・ルネサンス1 ヴェネツィア 塩野七生 B-913.6-シ
十字架のカルテ THE PSYCHIATRIST          知念実希人 913.6-チ

たかが殺人じゃないか昭和24年の推理小説 辻真先 913.6-ツ
水を縫う 寺地はるな 913.6-テ
神様のカルテ 夏川草介 913.6-ナ
サムのこと 猿に会う 西加奈子 B-913.6-ニ
おまじない 西加奈子 913.6-ニ
楽園のカンヴァス 原田マハ B-913.6-ハ
少年と犬 馳星周 913.6-ハ
ピエタとトランジ 完全版 藤野可織 913.6-フ
オービタル・クラウド 上下 藤井太洋 B-913.6-フ
増山超能力師大戦争/増山超能力師事務所/

もう、聞こえない 誉田哲也 B-913.6-ホ
無限の中心で まはら三桃 913.6-マ
ニャン氏の事件簿 松尾由美 B-913.6-マ
月世界小説 牧野修 B-913.6-マ
CAボーイ 宮木あや子 913.6-ミ
できない相談 森絵都 913.6-モ
カクレカラクリ 森博嗣 B-913.6-モ
食堂のおばちゃん 山口恵以子 913.6-ヤ
プロジェクトぴあの上下 山本弘 B-913.6-ヤ
大江戸火龍改 夢枕獏 913.6-ユ

書名・著者名の後の番号は分類番号です。

本を探すときの参考にしてください。

番号の前の[S]は新書、[B]は文庫です。


