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PythonによるAI・機械学習・深層学習アプリのつくり方
/ クジラ飛行机, 杉山陽一, 遠藤俊輔著. -- ソシム, 2018.7.

情報科学 ４階固定一般 007.13||KUJ 2677521

ITパスポートのよくわかる教科書
/ 福嶋宏訓著 ; 原山麻美子編著 ; 平成23年度 - 平成30年度. -- 技
術評論社, 2011.1-.

情報科学 ３階資格資料架
007.6||FUK||
2018

2676109

うかる!応用情報技術者テキスト&問題集 : 対応試験AP
/ 日高哲郎著 ; 2019年版. -- 翔泳社, 2018.11. -- (情報処理教科
書).

情報科学 ３階資格資料架
007.6||HID||
2019

2675986

ITパスポート試験問題集
/ ITパスポート試験教育研究会編 ; [平成21年度版] - [平成30年度
版]. -- 実教出版, 2009.3-.

情報科学 ３階資格資料架 007.6||ITP 2676761

ITパスポート試験によくでる問題集
/ 岩代正晴, 新妻拓巳著 ; 平成22-23年度 - 平成30-01年度. -- 技
術評論社, 2010.4-.

情報科学 ３階資格資料架
007.6||IWA||
´18-´19

2676133

基本情報技術者試験によくでる問題集【午後】
/ 角谷一成, イエローテールコンピュータ著 ; 平成24-25年度 - 平成
30-01年度. -- 技術評論社, 2012.2-.

情報科学 ３階資格資料架
007.6||KAD||
'18-'19

2676851

応用情報技術者午後問題の重点対策
/ 小口達夫著 ; アイテックIT人材教育研究部編著 ; 2019. -- アイ
テック, 2018.11. -- (情報処理技術者試験対策書).

情報科学 ３階資格資料架
007.6||KOG|
|2019

2676249

応用情報技術者試験によくでる問題集 : 午後
/ 大滝みや子著 ; 平成26-27年度, 平成30-01年度. -- 技術評論社,
2013.10-.

情報科学 ３階資格資料架
007.6||OOT|
|'18-'19

2676125

応用情報技術者試験によくでる問題集 : 午前
/ 大滝みや子著 ; 平成26-27年度, 平成28-29年度, 平成30-01年度.
-- 技術評論社, 2010.4-.

情報科学 ３階資格資料架
007.6||OOT|
|'18-'19

2676842

基本情報技術者標準教科書
/ 中根雅夫監修 ; 2007年版 - 2019年版. -- オーム社, 2006-.

情報科学 ３階資格資料架
007.6||OTA||
2019

2676702

ニュースペックテキスト基本情報技術者
/ TAC株式会社(情報処理講座) 編著 ; 平成27年度版, 平成28年度
版, 平成30年度版. -- TAC出版, 2015.1-. -- (TAC情報処理講座).

情報科学 ３階資格資料架
007.6||TAC||
2018

2675978

新着図書のご案内
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出るとこだけ!基本情報技術者 : 対応科目FE
/ 矢沢久雄著 ; 2017年版, 2018年版. -- 翔泳社, 2016.11-. -- (情報
処理教科書)(Exam press . 情報処理技術者試験学習書).

情報科学 ３階資格資料架
007.6||YAZ||
2018

2675961

いちばんやさしいITパスポート絶対合格の教科書+出る順問題集
/ 高橋京介著 ; 平成30年度. -- SBクリエイティブ, 2018.4.

情報科学 ３階資格資料架
007.6079||T
AK||2018

2676559

Pythonによるデータ解析入門
/ 山内長承著. -- オーム社, 2018.11.

情報科学 ４階固定一般
007.609||YA
M

2676788

いちいち気にしない心が手に入る本
/ 内藤誼人著. -- 三笠書房, [2018.3]. -- (王様文庫 ; 6850, [B62-
9]).

人生訓.教
訓

３階文庫架 159||NAI 2677202

ニュースがわかる高校世界史
/ 池上彰, 増田ユリヤ著. -- ポプラ社, 2018.9. -- (ポプラ新書 ; 158).

論文集.評
論集.講演
集

３階固定一般 204||IKE 2677351

秘蔵カラー写真で味わう60年前の東京・日本
/ J・ウォーリー・ヒギンズ著. -- 光文社, 2018.10. -- (光文社新書 ;
969).

日本史 ３階固定一般 210.76||HIG 2677342

転んでもただでは起きるな! : 定本・安藤百福
/ 安藤百福発明記念館編. -- 中央公論新社, 2013.11. -- (中公文庫
; [あ-76-1]).

個人伝記 ３階文庫架 289.1||AND 2677199

由利公正 : 万機公論に決し、私に論ずるなかれ
/ 角鹿尚計著. -- ミネルヴァ書房, 2018.10. -- (ミネルヴァ日本評伝
選).

個人伝記 ３階固定一般 289.1||TSU 2676222

日本で楽しむ「世界の絶景」
/ 日本絶景研究会著. -- PHP研究所, 2018.5. -- (PHP文庫).

日本 ３階文庫架
291.093||NI
H

2677041

京阪神発半日旅
/ 吉田友和著. -- ワニブックス, 2018.9. -- (ワニブックス「Plus」新書
; 236).

日本 ３階固定一般 291.6||YOS 2677318

ポートランド地図帖 : 地域の「らしさ」の描きかた
/ デービッド・バニス, ハンター・ショービー [著] ; 埴淵知哉 [ほか]
訳. -- 鹿島出版会, 2018.11.

北アメリカ ３階固定一般
295.392||BA
N

2676893
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ビジネスを揺るがす100のリスク : 日経BP総研2030展望
/ 日経BP総研編著. -- 日経BP社.

理論．方
法論

３階固定一般 301||NIK 2677581

就職試験これだけ覚えるSPI高得点のコツ
/ 阪東恭一著 ; 2005年版 - '20年版. -- 成美堂出版, 2003.10-.

研究法.指
導法.社会
科学教育

３階就職資料架
307.8||BAN||
2020

2677407

警察官「大卒程度」採用試験総合問題集 : 絶対決める!
/ 受験研究会編 ; [2005年度版] - [2020年度版]. -- 新星出版社,
[2004.3]-.

行政 ３階就職資料架
317.7||SHI||
2020

2676231

消防官I類・A過去問題集 : 大卒レベル
/ 成美堂出版編集部編著 ; '14年版 - '20年版. -- 成美堂出版,
2012.11-.

行政 ３階資格資料架 317.79||SEI 2676001

いま、「平和」を本気で語るには : 命・自由・歴史
/ ノーマ・フィールド著. -- 岩波書店, 2018.12. -- (岩波ブックレット ;
No.990).

外交.国際
問題

３階固定一般 319.8||FIE 2676923

人工知能の経済学 : 暮らし・働き方・社会はどう変わるのか
/ 馬奈木俊介編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.10.

経済学.経
済思想

３階固定一般 331||MAN 2676885

格差で読み解くグローバル経済 : 不寛容の拡がりに共生を問う
/ 溝口由己編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.10.

経済政策.
国際経済

３階固定一般 333.6||MIZ 2676206

イスラエルがすごい : マネーを呼ぶイノベーション大国
/ 熊谷徹著. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮新書 ; 791).

企業.経営 ３階固定一般
335.227||KU
M

2677377

超ど素人がはじめる資産運用
/ 風呂内亜矢著. -- 翔泳社, 2018.3.

金融.銀行.
信託

３階固定一般 338.18||FUR 2676011

仮想通貨のすべてがわかる本
/ 高橋諒哲著. -- ソーテック社, 2018.4.

金融.銀行.
信託

３階固定一般 338||TAK 2677571

図説日本のメディア : 伝統メディアはネットでどう変わるか
/ 藤竹暁, 竹下俊郎編著. -- 新版. -- NHK出版, 2018.11. -- (NHK
ブックス ; 1253).

社会学 ４階文庫架
361.453||FU
J

2676028
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大学生が知っておきたい消費生活と法律
/ 細川幸一著. -- 慶應義塾大学出版会, 2018.10.

生活・消費
者問題

３階固定一般 365||HOS 2676907

キャリアカウンセリング : 積極的関わりによる新たな展開
/ ノーマン・アムンドソン著 ; 石津和子訳. -- 誠信書房, 2018.10.

労働経済.
労働問題

３階固定一般
366.29||AM
U

2676869

福祉住環境コーディネーター1級過去&模擬問題集
/ 渡辺光子著. -- 改訂5版. -- 日本能率協会マネジメントセンター,
2016.8.

社会福祉 ３階資格資料架
369.17||WA
T

2676184

福祉住環境コーディネーター2級過去&模擬問題集
/ 渡辺光子著 ; 2018年版. -- 日本能率協会マネジメントセンター,
2018.3.

社会福祉 ３階資格資料架
369.17||WA
T||2018

2676192

0才から100才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と
育てる人のための教科書
/ 落合陽一著. -- 小学館, 2018.12.

教育 ３階固定一般 370.4||OCH 2677563

奨学金が日本を滅ぼす
/ 大内裕和著. -- 朝日新聞出版, 2017.2. -- (朝日新書 ; 604).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階固定一般 373.4||OUC 2677301

教員採用試験教職教養よく出る過去問224
/ 資格試験研究会編 ; 2015年度版 - 2019年度版. -- 実務教育出
版, 2014.3-.

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階就職資料架
373.7||SHI||
2019

2676508

はじめてのボランティア手話 : DVDつき
/ 谷千春監修. -- 主婦の友社, 2017.10.

障害児教
育

３階固定一般 378.28||TAN 2677482

早引き手話ハンドブック : 知りたいことがよくわかる
/ 米内山明宏監修. -- ナツメ社, 2007.4.

障害児教
育

３階固定参考
378.28||YO
N

2677393

とんでもなく役に立つ数学
/ 西成活裕 [著]. -- KADOKAWA, 2014.12. -- (角川文庫 ; 18936).

数学 ３階文庫架 410||NIS 2677261

非線形の力学系とカオス
/ S. ウィギンス著 ; 今井桂子 [ほか] 訳 ; シュプリンガー・ジャパン編
集 ; : 新装版. -- 丸善出版, 2013.2.

解析学 ４階固定一般 413.6||WIG 2676672
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常微分方程式とロトカ・ヴォルテラ方程式 = Ordinary differential
equations and Lotka-Volterra equations
/ 今隆助, 竹内康博著. -- 共立出版, 2018.10.

解析学 ４階固定一般
413.62||KO
N

2676877

アルケンの合成 : どのように立体制御するか
/ 安藤香織著 ; 日本化学会編. -- 共立出版, 2018.10. -- (化学の要
点シリーズ ; 27).

化学 ４階固定一般 430.8||AND 2676699

天体画像の誤差と統計解析
/ 市川隆, 田中幹人著 ; 照井伸彦 [ほか] 編. -- 共立出版, 2018.10.
-- (クロスセクショナル統計シリーズ / 照井伸彦 [ほか] 編 ; 7).

実地天文
学.天体観
測法

４階固定一般 442||YOS 2676494

原子核から読み解く超新星爆発の世界
/ 住吉光介著. -- 共立出版, 2018.10. -- (基本法則から読み解く物
理学最前線 ; 21).

恒星.恒星
天文学

４階固定一般 443.5||SUM 2676478

雲を愛する技術
/ 荒木健太郎著. -- 光文社, 2017.12. -- (光文社新書 ; 923).

気象学 ４階固定一般 451.61||ARA 2677369

擬人化鉱物図鑑.
-- イカロス出版, 2018.1. -- (イカロスMOOK).

鉱物学 ４階固定一般 459||IKA 2677423

生老死の進化 : 生物の「寿命」はなぜ生まれたか
/ 高木由臣著. -- 京都大学学術出版会, 2018.11. -- (学術選書 ;
085).

理論生物
学.生命論

４階固定一般 461.1||TAK 2676516

工業力学
/ 入江敏博共著 ; 山田元共著. -- 第2版. -- オーム社, 2018.11. --
(機械工学基礎講座).

工業基礎
学

４階固定一般 501.3||IRI 2676796

技術士第一次試験基礎・適性科目完全解答
/ オーム社編 ; 2013年版 - 2018年版. -- オーム社, 2013.2-.

研究法.指
導法.技術
教育

３階資格資料架
507.3||OOM|
|2018

2676117

エネルギー管理士<熱分野>過去問題集
 ; 2019年版. -- オーム社, 2018.11.

工業.工業
経済

３階資格資料架
509.68||OH
M||2019

2676745

2級土木施工管理技士即戦問題集
/ 高瀬幸紀著 ; 平成30年度版. -- 市ケ谷出版社, 2018.3.

土木設計・
施工法

３階資格資料架
513.07||TAK
||2018

2676524
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日本都市史・建築史事典
/ 都市史学会編. -- 丸善出版, 2018.11.

衛生工学.
都市工学

４階固定参考 518.8||TOS 2676648

公害防止管理者等国家試験正解とヒント
; 平成21年度～平成23年度大気関係第1種～第4種/特定粉じん関
係/一般粉じん関係/公害防止主任管理者 - 2013～2017年度ダイ
オキシン類関係. -- 産業環境管理協会.

公害.環境
工学

３階資格資料架
519.15||SAN
||'13-'17

2676257

まぼろしの奇想建築
/ フィリップ・ウィルキンソン著 ; 関谷冬華訳. -- 日経ナショナルジオ
グラフィック社. -- (ナショナルジオグラフィック).

建築学 ４階固定一般 520.2||WIL 2677415

2級建築士試験学科過去問スーパー7
/ 総合資格学院編 ; 2018. -- 総合資格, 2017.11.

建築学 ３階資格資料架
520.79||SO
U||2019

2676532

建築基準法令集
/ オーム社編集 ; '97年 (平成9年) - 2019年版. -- オーム社,
1996.11-.

建築学 ４階固定参考
520.91||OH
M||2019

2676711

世界がうらやむニッポンのモダニズム建築
/ 伊藤隆之写真・著. -- 地球丸, 2018.10.

西洋の建
築.その他
の様式の
建築

４階固定一般 523.1||ITO 2677539

詳解1級建築施工管理技術検定過去5年問題集
/ コンデックス情報研究所編著 ; '18年版. -- 成美堂出版, 2017.12.

建築計画
施工

３階資格資料架
525.07||KO
N||2018

2676541

建築デザイン製図
/ 松本正富編著 ; 政木哲也, 半海宏一, 鯵坂誠之著. -- 学芸出版
社, 2018.11.

建築計画
施工

４階固定一般 525.1||MAT 2676681

建築家の自邸に学ぶ設計製図
/ 水谷俊博, 水谷玲子著. -- 彰国社, 2018.11.

建築計画
施工

４階固定一般 525.18||MIZ 2677555

新しい住宅デザイン図鑑 : new illustrated book to design the
beautiful houses
/ 石井秀樹 [ほか] 著. -- 改訂版. -- エクスナレッジ, 2017.11.

住宅建築 ４階固定一般 527.1||ISH 2677474

機械材料入門
/ 佐々木雅人著. -- 第3版. -- オーム社, 2018.10. -- (機械工学入
門シリーズ).

機械力学・
材料・設計

４階固定一般 531.2||SAS 2676214
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流体機械 : 基礎理論から応用まで
/ 山本誠 [ほか] 著. -- 共立出版, 2018.10.

流体機械.
流体工学

４階固定一般 534||YAM 2676737

電験三種なるほど数学 : 基礎から学んで実力アップ
/ 深澤一幸著. -- オーム社, 2018.11.

電気工学 ４階固定一般 540.79||FUK 2676826

電験三種実戦10年問題集
/ 新電気編集部編 ; 2019年版. -- オーム社, 2018.11.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||OH
M||2019

2676753

第2種電気工事士筆記試験すい～っと合格 : ぜんぶ絵で見て覚える
/ 藤瀧和弘著 ; 2019年版. -- ツールボックス, 2018.11.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.07||FUJ
||2019

2676281

第二種電気工事士筆記完全マスター. -- 第2版.
-- オーム社, 2018.11.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.07||OH
M

2676729

第二種電気工事士筆記試験標準解答集 ; 2019年版.
 -- オーム社, 2018.11.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.07||OH
M||2019

2676771

1級電気工事施工管理技士出題順問題集
/ 電気工事施工管理技士受験テキスト編修委員会編 ; 2019度版. -
- 市ケ谷出版社, 2018.10.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.079||DE
N||2019

2676656

1級電気工事施工管理技士試験によく出る重要問題集 ; 平成30年
度版.
-- 市ケ谷出版社, 2018.1. -- (エクセレントドリル).

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.079||KA
T||2018

2676834

Advancedコンピュータネットワーク
/ 原山美知子著. -- 共立出版, 2018.10.

通信工学.
電気通信

４階固定一般 547.48||HAR 2676801

ゲームクリエイターの仕事 : イマドキのゲーム制作現場を大解剖!
/ 蛭田健司著. -- 翔泳社, 2016.4.

その他の
雑工業

４階固定一般 589.77||HIR 2677547

はじめてでも上手に作れる!ハーバリウムづくりの教科書
/ 平山りえ著. -- 世界文化社, 2018.5.

手芸 ４階固定一般 594.85||HIR 2677441
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ひとりメシの極意
/ 東海林さだお著. -- 朝日新聞出版, 2018.10. -- (朝日新書 ; 688).

食品.料理 ４階固定一般 596.04||SYO 2677334

英語でつくる和食 : 日本の味と心を伝える
/ 中嶋貞治著. -- ナツメ社, 2018.7.

食品.料理
ラーニングコモン
ズ

596.21||NAK 2677512

かわいいねりきり
/ 桔梗有香子著. -- 日東書院本社, 2018.12.

食品.料理 ４階固定一般 596.65||KIK 2677458

何度も作りたくなるお菓子の基本 : 決定版!
/ 荻田尚子著. -- 講談社, 2017.7. -- (講談社のお料理BOOK).

食品.料理 ４階固定一般 596.65||OGI 2677466

自炊力 : 料理 (レシピ) 以前の食生活改善スキル
/ 白央篤司著. -- 光文社, 2018.11. -- (光文社新書 ; 975).

食品.料理 ４階固定一般 596||HAK 2677385

一汁一飯があればいい : からだに効く不調をととのえる
/ 梅崎和子著. -- 家の光協会, 2018.10.

食品.料理 ４階固定一般 596||UME 2676486

ボヘミアンスタイルのインテリア : 心がときめく、自分らしい部屋のつ
くり方
/ ジャスティナ・ブレイクニー著 ; 和田美樹訳 ; デイヴィット写真. --
エクスナレッジ, 2018.2.

住居.家具
調度

４階固定一般 597||BLA 2677431

JA自己改革から切り拓く新たな協同 : 「上からの統治」に挑む「下か
らの自治」
/ 石田正昭著. -- 家の光協会, 2018.10.

農業経済 ４階固定一般 611.61||ISH 2676461

事例から学ぶ組合員と進めるJA自己改革
/ 西井賢悟編著. -- 家の光協会, 2018.10.

農業経済 ４階固定一般 611.61||NIS 2676451

公園のグッドプラクティス : 新しい公園経営に向けて
/ 公園のユニバーサルデザイン研究チーム著. -- 鹿島出版会,
2018.11.

造園 ４階固定一般 629.9||KOE 2676818

ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 59 No. 1. -- 宣伝会議, 2019.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||BRA||
'19-1

2676291
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1時間でわかる西洋美術史 : カラー版
/ 宮下規久朗著. -- 宝島社, 2018.11. -- (宝島社新書 ; 508).

芸術史. 美
術史

３階固定一般 702.3||MIY 2677326

デッドプール:モンキー・ビジネス
/ ダニエル・ウェイ作 ; カルロ・バルベリー他画 ; 高木亮訳. -- 小学
館集英社プロダクション, 2015.9. -- (ShoPro Books).

漫画.挿絵.
童画

３階固定一般 726.1||BAR 2676176

バットマン : 梟の法廷
/ スコット・スナイダー作 ; グレッグ・カプロ画 ; 高木亮訳. -- 小学館
集英社プロダクション, 2013.2. -- (Sho-pro books . DC . The new 52!
(ニュー・フィフティツー)).

漫画.挿絵.
童画

ラーニングコモン
ズ

726.1||CAP 2676168

スパイダーマン:ブランニュー・デイ
/ ダン・スロット, マーク・グッゲンハイム, ボブ・ゲイル, ゼブ・ウェルズ
作 ; フィル・ヒメネス, スティーブ・マクニーブン, グレッグ・ランド, フィ
ル・ウィンスレード, マイク・デオダート, サルバドール・ラロッカ画 ; 高
木亮訳 ; 1. -- 小学館集英社プロダクション, 2012.12. -- (ShoPro
Books).

漫画.挿絵.
童画

ラーニングコモン
ズ

726.1||JIM 2676151

フラッシュポイント : EVERYTHING YOU KNOW WILL CHANGE IN A
FLASH
/ ジェフ・ジョーンズ, アンディ・キューバート著 ; 秋友克也訳. -- ヴィ
レッジブックス, 2012.5.

漫画.挿絵.
童画

ラーニングコモン
ズ

726.1||KUB 2675994

The amazing Spider-Man
/ writer, Dan Slott ... [et al.] ; penciler, inkers, colorist, letters, Phil
Jimenez ... [et al.] ; v. 1 : cased - v. 3 : pbk.. -- Marvel, 2008.

漫画.挿絵.
童画

ラーニングコモン
ズ

726.1||SLO 2676044

インフィニティ・ガントレット
/ ジム・スターリン作 ; ジョージ・ペレス [ほか] 画 ; 堺三保訳. -- 小
学館集英社プロダクション, 2017.12. -- (ShoPro Books).

漫画.挿絵.
童画

ラーニングコモン
ズ

726.1||STA 2676141

認定講師が教えるカラーコーディネーター3級テキスト&問題集
/ 桜井輝子著. -- 成美堂出版, 2012.5.

デザイン.
装飾美術

３階資格資料架 757.3||SAK 2676371

天才はあきらめた
/ 山里亮太著. -- 朝日新聞出版, 2018.7. -- (朝日文庫 ; [や43-1]).

大衆演芸 ３階文庫架
779.14||YA
M

2677296

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. -- 新潮社, 2008.11. -- (新潮文庫 ; 8562, も-34-1).

茶道 ３階文庫架
791.04||MO
R

2676941
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炭手前 : 風炉・炉
/ 千宗室著. -- 淡交社, 2011.3. -- (裏千家茶道点前教則 / 千宗室
著 ; 4).

茶道 ３階固定一般 791.7||SEN 2677491

濃茶点前 : 風炉・炉.
-- 淡交社, 2010.12. -- (裏千家茶道点前教則 / 千宗室著 ; 3).

茶道 ３階固定一般 791.7||SEN 2677504

コロケーションが身につく日本語表現練習帳 : 日本語能力試験N1・
N2対策に役立つ!
/ 姫野昌子監修 ; 山口久代, 竹沢美樹, 崔美貴著. -- 第2版. -- 研
究社, 2018.10.

日本語 ３階日本語学習 810.7||HIM 2676664

大人の語彙力大全
/ 齋藤孝著. -- KADOKAWA, 2018.1. -- (中経の文庫 ; [C61さ]).

語彙 ３階文庫架 814||SAI 2677253

ギリシア語の学び方
/ M.アモロス著 ; [本], 別冊. -- 南窓社, 1985.2.

ギリシア語 ３階固定一般 891||AMA||2 2676613

ギリシア語の学び方
/ M.アモロス著 ; [本], 別冊. -- 南窓社, 1985.2.

ギリシア語 ３階固定一般 891||AMO||1 2676605

世界推理短編傑作集
/ 江戸川乱歩編 ; エドガー・アラン・ポオ他著 ; 1. -- 新版. -- 東京
創元社, 2018.7. -- (創元推理文庫 ; [Mン1-1]).

叢書.全集.
選集

３階文庫架 908.3||EDO 2677113

中二病でも魔女がしたい!. -- KADOKAWA, 2013.12. --
(角川スニーカー文庫 ; あ-6-1-2 . この素晴らしい世界に祝福を! /
暁なつめ著 ; 2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||AKA 2677211

旅猫リポート
/ 有川浩[著]. -- 講談社, 2017.2. -- (講談社文庫 ; [あ127-4]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ARI 2677067

リアルフェイス
/ 知念実希人著. -- 実業之日本社, 2018.6. -- (実業之日本社文庫 ;
ち1-3).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||CHI 2677245
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アクロイド殺し
/ アガサ・クリスティー著 ; 羽田詩津子訳. -- 早川書房, 2003.12. --
(ハヤカワ文庫 ; 5293 . クリスティー文庫 ; 3).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||CHR 2677075

ダーク・リバー : 暴力犯係長葛城みずき
/ 二上剛 [著]. -- 講談社, 2018.8. -- (講談社文庫 ; ふ82-2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||FUT 2677288

おおあたり
/ 畠中恵著. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮文庫 ; 11029, は-37-16).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HAT 2676575

ここに死体を捨てないでください! : 長編推理小説
/ 東川篤哉著. -- 光文社, 2012.9. -- (光文社文庫 ; [ひ12-7]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HIG 2676958

交換殺人には向かない夜 : 長編推理小説
/ 東川篤哉著. -- 光文社, 2010.9. -- (光文社文庫 ; ひ12-5).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HIG 2676966

はやく名探偵になりたい
/ 東川篤哉著. -- 光文社, 2014.1. -- (光文社文庫 ; [ひ12-9]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HIG 2676974

私の嫌いな探偵
/ 東川篤哉著. -- 光文社, 2015.12. -- (光文社文庫 ; ひ12-10).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HIG 2676982

白馬山荘殺人事件 : 長編推理小説
/ 東野圭吾著. -- 光文社, 1990.4. -- (光文社文庫).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HIG 2676991

億男
/ 川村元気著. -- 文藝春秋, 2018.3. -- (文春文庫 ; [か-75-1]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAW 2676931

去就
/ 今野敏著. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮文庫 ; こ-42-58 . 隠蔽捜
査 ; 6).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KON 2676583

ヒトラーの試写室
/ 松岡圭祐 [著]. -- KADOKAWA, 2017.12. -- (角川文庫 ; 20729).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MAT 2677105

ボクたちはみんな大人になれなかった
/ 燃え殻著. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮文庫 ; 11068, も-45-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MOE 2676567
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アシガール : 小説
/ 森本梢子原作 ; せひらあやみ著. -- 集英社, 2017.9. -- (集英社オ
レンジ文庫 ; せ1-3).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MOR 2677032

コンビニ人間
/ 村田沙耶香著. -- 文藝春秋, 2018.9. -- (文春文庫 ; [む-16-1]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MUR 2677059

教団X
/ 中村文則著. -- 集英社, 2017.6. -- (集英社文庫 ; [な-54-2]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NAK 2677237

少女不十分
/ 西尾維新 [著]. -- 講談社, 2015.11. -- (講談社文庫 ; [に-32-10]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NIS 2677083

いざ帰りなん
/ 佐伯泰英著. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮文庫 ; 11031, さ-73-28
. 新・古着屋総兵衛 / 佐伯泰英著 ; 第17巻).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SAE 2676591

キノの旅 : the beautiful world
/ 時雨沢恵一 [著] ; [1] - 21. -- メディアワークス. -- (電撃文庫 ;
0461, 0487, 0515, 0440, 0627, 0695, 0796, 1000, 1153, 1326, 1493,
1659, 1832, 2015, 2205, 2420, 2618, 2820, 3005, 3165, 3315).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SHI 2677091

スマホを落としただけなのに囚われの殺人鬼
/ 志駕晃著. -- 宝島社, 2018.11. -- (宝島社文庫 ; Cし-7-3 . [このミ
ス大賞]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SHI 2677271

トランプ殺人事件
/ 竹本健治 [著]. -- 講談社, 2017.4. -- (講談社文庫 ; た27-7).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TAK 2677008

将棋殺人事件
/ 竹本健治 [著]. -- 講談社, 2017.3. -- (講談社文庫 ; た27-6).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TAK 2677016

囲碁殺人事件
/ 竹本健治 [著]. -- 講談社, 2017.2. -- (講談社文庫 ; た27-5).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TAK 2677024

王子二人
/ 田中芳樹著. -- 光文社, 2012.8. -- (光文社文庫 ; [た24-6] . アル
スラーン戦記 ; 2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TAK 2677131
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落日悲歌
/ 田中芳樹著. -- 光文社, 2012.12. -- (光文社文庫 ; [た24-7] . ア
ルスラーン戦記 ; 3).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TAK 2677148

王都炎上
/ 田中芳樹著. -- 光文社, 2012.4. -- (光文社文庫 . アルスラーン戦
記 ; 1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TAN 2677121

不思議の国の少女たち
/ ショーニン・マグワイア著 ; 原島文世訳. -- 東京創元社, 2018.10. -
- (創元推理文庫 ; Fマ13-1).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||MCG 2677229

The hobbit, or, There and back again
/ by J.R.R. Tolkien ; : pbk. -- HarperCollins, 2006.

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

933.7||TOL 2676338

Life debt
/ Chuck Wendig ; pbk.. -- Arrow Books, [2017]. -- (Star Wars.
Aftermath ; 2).

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

933.7||WEN 2676321

ジーヴズの事件簿
/ P.G.ウッドハウス著 ; 岩永正勝, 小山太一編訳 ; 才智縦横の巻, 大
胆不敵の巻. -- 文藝春秋, 2011.5-. -- (文春文庫 ; [ウ-22-1], [ウ-
22-2]).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||WOD 2677156

ジーヴズの事件簿
/ P.G.ウッドハウス著 ; 岩永正勝, 小山太一編訳 ; 才智縦横の巻, 大
胆不敵の巻. -- 文藝春秋, 2011.5-. -- (文春文庫 ; [ウ-22-1], [ウ-
22-2]).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||WOD 2677164

ドローンズ・クラブの英傑伝
/ P.G.ウッドハウス著 ; 岩永正勝, 小山太一編訳. -- 文藝春秋,
2011.8. -- (文春文庫 ; [ウ-22-3]).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||WOD 2677172

エムズワース卿の受難録
/ P.G.ウッドハウス著 ; 岩永正勝, 小山太一編訳. -- 文藝春秋,
2012.8. -- (文春文庫 ; [ウ-22-4]).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||WOD 2677181

Alliances
/ Timothy Zahn ; hbk.. -- Del Rey, 2018. -- (Star Wars. Thrawn).

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

933.7||ZAH 2676036


