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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

367.2//Mo45//紫式部 『青鞜』の冒険 : 女が集まって雑誌をつくるということ 森 まゆみ 平凡社 2013.6

369.31//Mo45//大宅壮一 「つなみ」の子どもたち : 作文に書かれなかった物語 森 健 文藝春秋 2011.12

911.56//Mo55//H氏 零余子回報 森本 孝徳 思潮社 2015.1

911.56//O11//現代詩人 晩鐘 尾花 仙朔 思潮社 2015.9

913.6//A32//毎日出版 東京プリズン 赤坂 真理 河出書房新社 2012.7

913.6//A83//直木 何者 朝井 リョウ 新潮社 2012.11

913.6//A94//直木 ナポレオン狂 阿刀田 高 講談社 1982.7

913.6//E62//芥川 道化師の蝶 円城 塔 講談社 2015.1

913.6//F93//読売文学 女たち三百人の裏切りの書 古川 日出男 新潮社 2015.4

913.6//H11//芥川 スクラップ・アンド・ビルド 羽田 圭介 文藝春秋 2015.8

913.6//H47//推理作家 イノセント・デイズ 早見 和真 新潮社 2014.8

913.6//I27//司馬遼太郎 狗賓童子の島 飯嶋 和一 小学館 2015.2

913.6//I29//司馬遼太郎 ノボさん : 小説正岡子規と夏目漱石 伊集院 静 講談社 2013.11

913.6//Ka94//芥川 乳と卵 川上 未映子 文藝春秋 2010.9

913.6//Ka94//泉鏡花 大きな鳥にさらわれないよう 川上 弘美 講談社 2016.4

913.6//Ku74//直木 破門 黒川 博行 KADOKAWA 2014.1

913.6//Ma71//芥川 火花 又吉 直樹 文藝春秋 2015.3

913.6//Mi13//直木 月と蟹 道尾 秀介 文藝春秋 2010.9
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913.6//Mi67//直木 まほろ駅前多田便利軒 三浦 しをん 文藝春秋 2006.3

913.6//Mo92//芥川 異類婚姻譚 本谷 有希子 講談社 2016.1

913.6//Mu59//読売文学 ゆうじょこう 村田 喜代子 新潮社 2013.4

913.6//N34//直木 小さいおうち 中島 京子 文藝春秋 2010.5

913.6//N81//直木 サラバ! 上, 下 西 加奈子 小学館 2014.11

913.6//Sh28//毎日出版 ゼツメツ少年 重松 清 新潮社 2013.9

913.6//Sh36//毎日出版 虚人の星 島田 雅彦 講談社 2015.9

913.6//Sh67//泉鏡花 骨風 篠原 勝之 文藝春秋 2015.7

913.6//Ta47//推理作家 ジェノサイド 高野 和明 角川書店 2011.3

913.6//Ta68//江戸川乱歩 襲名犯 竹吉 優輔 講談社 2015.8

913.6//To68//SF 皆勤の徒 酉島 伝法 東京創元社 2015.7

913.6//Ts74//芸術選奨 この世にたやすい仕事はない 津村 記久子 日本経済新聞出版社 2015.1

913.6//U36//医療小説 生き残った者(鹿の王 / 上) 上橋 菜穂子 KADOKAWA 2014.9

913.6//U36//医療小説 還って行く者(鹿の王 / 下) 上橋 菜穂子 KADOKAWA 2014.9

953.7//C32//日本翻訳 素晴らしきソリボ Chamoiseau Patrick 河出書房新社 2015.1

222.043//Ta54 三国志きらめく群像 高島 俊男 筑摩書房 2000.11

319.22//L97 中国4.0 : 暴発する中華帝国 Luttwak Edward 文藝春秋 2016.3

432.1//N77 これだけは知っておきたい化学実験セーフティガイド 日本化学会 化学同人 2006.3

494.5//I19 がん難民をふせぐために : 抗がん剤・放射線治療の基礎そして福島へ 井手 禎昭 本の泉社 2013.6

540.9//I99 日本の電機産業何が勝敗を分けるのか 泉田 良輔 日本経済新聞出版社 2013.4

648.2//N93 イベリコ豚を買いに 野地 秩嘉 小学館 2014.4

814//Sa25 語彙力こそが教養である 斉藤 孝 KADOKAWA 2015.12

教員おすすめ図書コーナー
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933.7//F29 グレート・ギャツビー Fitzgerald F. Scott 中央公論新社 2006.11

933.7//B77//1、2 インフェルノ　1、2 Brown Dan KADOKAWA 2013.11

933.7//Ki31 通訳/インタープリター Kim Suki. 集英社 2007.2

916//がん//31 未来のことは未来の私にまかせよう : 31歳で胃がんになったニュースキャスター 黒木 奈々 文芸春秋 2015.3

916//疾病//65 手のひらから広がる未来 : ヘレン・ケラーになった女子大生 荒 美有紀 朝日新聞出版 2015.3

916//障害//7 ぼくが発達障害だからできたこと 市川 拓司 朝日新聞出版 2016.6

916//精神//6 恋から始まったビョーキ : 私は強迫性障害です 松居 沙夜 新潮社 2016.6

916//脳//39 記憶障害の花嫁 北海道放送 小学館 2015.8

302.1//Ta62 Japanese culture 武井 直紀 ASK 2001

382.1//B65 Things Japanese : everyday objects of exceptional beauty and significance Bornoff Nicholas Tuttle Publishing [2014], c2013

817.8//I97 にほんご会話上手! : 聞き上手・話し上手になるコミュニケーションのコツ15 岩田 夏穂 アスク出版 2012.8

913.6//Mu43 Norwegian wood 村上 春樹 Vintage 2003, c2000

913.6//N58 我是猫 = Wagahaiwa nekodearu 夏目 漱石 ?江文?出版社 2008.6

022.31//N39 和本の海へ : 豊饒の江戸文化 中野 三敏 角川学芸出版 2009.2

104//I32 私とは何か 池田 晶子 講談社 2009.4

210.04//A45 歴史を考えるヒント 網野 善彦 新潮社 2001.1

338.97//St6 世界を不幸にしたグローバリズムの正体 Stiglitz Joseph E. 徳間書店 2002.5

290.93//C88 ソウルと周辺の小さな旅 : 京畿道・江原道 昭文社 2013.1

290.93//C88 カフェ&バールをめぐるヨーロッパ 昭文社 2013.7

闘病記文庫コーナー

留学生支援図書コーナー

学士力支援図書コーナー

ガイドブックコーナー
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291.093//C88 もっと東京さんぽ 昭文社 2011.3

291.093//C88 おみやげ帖 昭文社 2009.4

291.093//Ko44//関東 東京 JTBパブリッシング 2015.7

291.093//Ko44//中部 伊豆 JTBパブリッシング 2015.6

291.093//Ko44//中部 軽井沢 JTBパブリッシング 2015.8
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