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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

019//W42 もし20代のときにこの本に出会っていたら : 後悔しないための読書 鷲田 小彌太 文芸社 2011.6

159.4//Y24 世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? : 経営における「アート」と「サイエンス」（光文社新
書） 山口 周 光文社 2017.7

159.7//Ku76 最悪から学ぶ世渡りの強化書 : ネガポジ先生仕事と人間関係が楽になる授業 黒沢 一樹 日本経済新聞出版社 2015.7

159//Ka53 悩みいろいろ : 人生に効く物語50（岩波新書） 金子 勝 岩波書店 2016.12

210.6//Ka84//司馬遼太
郎 未完のファシズム : 「持たざる国」日本の運命（新潮選書） 片山 杜秀 新潮社 2012.5

280//Ko97 本当に偉いのか : あまのじゃく偉人伝（新潮新書） 小谷野 敦 新潮社 2016.10

290.9//F36 世界「奇景」探索百科 Foer Joshua 原書房 2018.1

302.33//H48 林望のイギリス観察辞典 林 望 平凡社 1993.6

304//N32 バカざんまい（新潮新書） 中川 淳一郎 新潮社 2016.9

320.4//Ka51 その「つぶやき」は犯罪です : 知らないとマズいネットの法律知識（新潮新書） 神田 芳明 新潮社 2014.5

361.64//Y31 世代論のワナ（新潮新書） 山本 直人 新潮社 2012.1

361.8//Ka97 英国の幻影 : 日本人が憧れる「英国紳士」という蜃気楼 川崎 享 第三企画出版 2015.6

366.8//Ko75 ブラックバイト : 学生が危ない（岩波新書） 今野 晴貴 岩波書店 2016.4

367.68//N25 若者はなぜ「決めつける」のか : 壊れゆく社会を生き抜く思考（ちくま新書） 長山 靖生 筑摩書房 2015.2

377.233//Ka67 イギリスの大学・ニッポンの大学 : カレッジ、チュートリアル、エリート教育（中公新書ラクレ） 苅谷 剛彦 中央公論新社 2012.10

383.8339//Ma77 ケルトの国のごちそうめぐり 松井 ゆみ子 河出書房新社 2004.4

386.1//Ki58 江戸の人になってみる 岸本 葉子 晶文社 2014.7

2019年1～3月展示　 本の福袋＆仮面本ネタ ばら し

過去に実施したミニ展示「本の福袋(仮面本)」で、隠されていた本が何だったか気になりませんか？
今回の展示では、一部ですが中身の本をネタばらしします！

実施時のコメントと共に、ネタばらしされた本をお楽しみください。
2019/1/7
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408//B59//1742 タイムマシンの話（ブルーバックス） 都筑 卓司 講談社 2011.11

408//B59//1832 マンガはじめましてファインマン先生 : 超天才物理学者の頭の中（ブルーバックス） Ottaviani Jim 講談社 2013.9

408//B59//1866 暗号が通貨 (カネ) になる「ビットコイン」のからくり : 「良貨」になりうる3つの理由（ブルーバック
ス） 吉本 佳生 講談社 2014.5

408//B59//1901 99.996%はスルー : 進化と脳の情報学（ブルーバックス） 竹内 薫 講談社 2015.2

408//B59//2036 美しすぎる「数」の世界 : 「金子みすゞの詩」で語る数論（ブルーバックス） 清水 健一 講談社 2017.10

410.2//Ki63 ケンブリッジ数学史探偵（新潮新書） 北川 智子 新潮社 2015.8

521.823//H14 わくわく城めぐり : ビギナーも楽しめる〈城旅〉34 萩原 さちこ 山と渓谷社 2012.10

596//N53 コスパ飯（新潮新書） 成毛 真 新潮社 2017.4

619.8//R72 紅茶スパイ : 英国人プラントハンター中国をゆく Rose Sarah R. 原書房 2011.12

686.067//Y11 奇跡の職場 : 新幹線清掃チームの"働く誇り" 矢部 輝夫 あさ出版 2013.12

740.253//Sa94//司馬
遼太郎 キャパの十字架 沢木 耕太郎 文藝春秋 2013.2

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//A38 暗黒女子 秋吉 理香子 双葉社 2013.6

913.6//A64 The Book : jojo's bizarre adventure 4th another day（集英社文庫） 荒木 飛呂彦 集英社 2012.11

913.6//A98 Another (アナザー) : エピソードS (エス) 綾辻 行人 角川書店 2013.7

913.6//H93 おおかみこどもの雨と雪（角川文庫） 細田 守 角川書店 2012.6

913.6//I89 屍者の帝国 伊藤 計劃 河出書房新社 2012.8

913.6//Ka21 医学のたまご 海堂 尊 理論社 2008.1

913.6//Ka21 アクアマリンの神殿 海堂 尊 KADOKAWA 2014.6

913.6//Ka76//芥川 冥土めぐり 鹿島田 真希 河出書房新社 2012.7

913.6//Ka97 800（角川文庫） 川島 誠 角川書店 2002.6
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913.6//Ku82//医療小説 悪医 久坂部 羊 朝日新聞出版 2013.11

913.6//Ky3//直木 後巷説百物語（角川文庫） 京極 夏彦 角川書店 2007.4

913.6//N34 がっかり行進曲（ちくまプリマー新書） 中島 たい子 筑摩書房 2017.1

913.6//O25//直木 海の見える理髪店 荻原 浩 集英社 2016.3

913.6//Sa85//江戸川乱
歩 QJKJQ 佐藤 究 講談社 2016.8

913.6//Sh17//芥川 春の庭 柴崎 友香 文藝春秋 2014.7

913.6//Ts63//SF 機龍警察 月村 了衛 早川書房 2014.11

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 2015.10

913.6//U13//本屋大賞 天地明察 冲方 丁 角川書店 2009.11

913.6//Y31 ジョン・マン 山本 一力 講談社 2010.12

913.6//Y31//1 翼を持つ少女（創元SF文庫） 山本 弘 東京創元社 2016.4

913.6//Y31//2 翼を持つ少女（創元SF文庫） 山本 弘 東京創元社 2016.4

913.6//Y86 つむじ風食堂と僕（ちくまプリマー新書） 吉田 篤弘 筑摩書房 2013.8

936//F33 ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室 Flinn Kathleen きこ書房 2017.2

城西大学水田記念図書館


	リスト

