
 2016年度学生選書 （学術情報センター図書館）

書名 著者名 請求記号

はじめての人工知能 : Excel で体験しながら学ぶAI 淺井 登 007.1/A83

事例+演習で学ぶ機械学習 : ビジネスを支えるデータ活用のしくみ 速水 悟 007.1/H47

人工知能と経済の未来 : 2030年雇用大崩壊 井上 智洋 007.1/I57

情報メディア論 : テクノロジー・サービス・社会 小泉 宣夫 007.1/KO38

人工知能はなぜ未来を変えるのか 松尾 豊 007.1/MA85

機械学習 (マシンラーニング) と深層学習 (ディープラーニング) : C言語によるシ
ミュレーション 小高 知宏 007.1/O17

イラストで学ぶディープラーニング 山下 隆義 007.1/Y44

Code Lessig Lawrence 007.3/L56

エンジニアのための時間管理術 Limoncelli Tom 007.3/L62

three.jsによるHTML5 3Dグラフィックス 遠藤 理平 007.6/E59/1

岩波データサイエンス vol. 1 : 特集：ベイズ推論とＭＣＭＣのフリーソフト
岩波データサイエンス刊行委
員会 007.6/I95/1

岩波データサイエンス vol. 2 : 特集：統計的自然言語処理
岩波データサイエンス刊行委
員会 007.6/I95/2

岩波データサイエンス vol. 3 : 特集：因果推論
岩波データサイエンス刊行委
員会 007.6/I95/3

失敗から学ぶユーザインタフェース : 世界はbadUI (バッド・ユーアイ) であふれて
いる 中村 聡史 007.6/N37

世界一わかりやすいIllustrator & Photoshop操作とデザインの教科書 ピクセルハウス 007.6/P64

セキュリティコンテストチャレンジブック : CTFで学ぼう!情報を守るための戦い方 碓井 利宣 007.6/U95

これからはじめるIllustrator & Photoshopの本 黒野 明子 007.63/KU75

あなたの知らない超絶技巧プログラミングの世界 遠藤 侑介 007.64/E59

猫でもわかるC++プログラミング 粂井 康孝 007.64/KU37

サイバーセキュリティプログラミング : Pythonで学ぶハッカーの思考 Seitz Justin 007.64/SE19

たった1秒で仕事が片づくExcel自動化の教科書 吉田 拳 007.64/Y86

大人のための読書の全技術 斉藤 孝 019.1/SA25

読書は格闘技 瀧本 哲史 019/TA73

デザイン入門教室 : 特別講義 : 確かな力を身に付けられる学び、考え、作る授業 坂本 伸二 021.4/SA32

EPUB戦記 : 電子書籍の国際標準化バトル 小林 龍生 023/KO12

14歳の君へ : どう考えどう生きるか 池田 晶子 100/I32

ミライの授業 瀧本 哲史 100/TA73

中国古典一日一話 守屋 洋 122/MO72

読まずに死ねない哲学名著50冊 平原 卓 130/H63

はじめての哲学 石井 郁男 130/I75

「時間の使い方」を科学する : 思考は10時から14時、記憶は16時から20時 一川 誠 141.27/I14

武器としての決断思考 瀧本 哲史 141.5/TA73

自分の価値を最大にするハーバードの心理学講義 Little Brian R 141.93/L71

日本的ナルシシズムの罪 堀 有伸 145.7/H87

やさしいみんなのアディクション 松本 俊彦 146.8/MA81

スタンフォード大学マインドフルネス教室 Murphy Shigematsu Stephen 146.8/MU78
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大丈夫!キミならできる! : 松岡修造の熱血応援メッセージ 松岡 修造 159.7/MA86

自由であり続けるために20代で捨てるべき50のこと 四角 大輔 159.7/Y94

減らす技術 Babauta Leo 159/B12

「孤独」のすすめ ひろ さちや 159/H71

本音で生きる : 一秒も後悔しない強い生き方 堀江 貴文 159/H87

99%の会社はいらない 堀江 貴文 159/H87

世界で一番シンプルな時間術 Kustenmacher Werner Tiki 159/KU89

自助論 : 新・完訳 Smiles Samuel 159/SM4

戦略がすべて 瀧本 哲史 159/TA73

なぜ日本は同じ過ちを繰り返すのか : 太平洋戦争に学ぶ失敗の本質 松本 利秋 210.75/MA81

「戦争」を語る 立花 隆 210.75/TA13

レイチェル・カーソン : 『沈黙の春』で環境問題を訴えた生物学者 : 生物学者・作
家「アメリカ」 筑摩書房編集部 289/C44

渡邉恒雄回顧録 渡辺 恒雄 289/MI25

ロケット・ササキ : ジョブズが憧れた伝説のエンジニア・佐々木正 大西 康之 289/O66

世界の都市地図500年史 Black Jeremy 290.17/B52

東京グローバル散歩 : 身近なところから世界を感じる東京歩き
東京グローバル散歩編集委
員会 291.36/TO46

熊野古道をあるく 291.66/KU34

タイの基礎知識 柿崎 一郎 292.37/KA26

シンガポールの基礎知識 田村 慶子 292.39/TA82

違和感の正体 先崎 彰容 302.1/SE75

台湾を知るための60章 赤松 美和子 302.22/A31

あまりにロシア的な。 亀山 郁夫 302.38/KA36

タンザニアを知るための60章 栗田 和明 302.45/KU67

ケニアを知るための55章 松田 素二 302.45/MA74

謎の独立国家ソマリランド : そして海賊国家プントランドと戦国南部ソマリア 高野 秀行 302.45/TA47

社会をちょっと変えてみた : ふつうの人が政治を動かした七つの物語 駒崎 弘樹 312.1/KO62

危機の宰相 沢木 耕太郎 312.1/SA94

実写1955年体制 宇治 敏彦 312.1/U57

十三億分の一の男 : 中国皇帝を巡る人類最大の権力闘争 峯村 健司 312.22/MI42

新・地政学 : 「第三次世界大戦」を読み解く 山内 昌之 312.9/Y46

紛争輸出国アメリカの大罪 藤井 厳喜 319.53/F57

「国家」の逆襲 : グローバリズム終焉に向かう世界 藤井 厳喜 319/F57

世界史の大転換 : 常識が通じない時代の読み方 佐藤 優 319/SA85

「拷問」「処刑」の日本史 : 農民から皇族まで犠牲になった日本史の裏側 水野 大樹 322.1/MI96

日本国憲法の真実 : 偽りの起草者ベアテ・シロタ・ゴードン 高尾 栄司 323.14/TA48

日本国憲法 : 大阪おばちゃん語訳 谷口 真由美 323.14/TA87
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憲法って、どこにあるの? : みんなの疑問から学ぶ日本国憲法 谷口 真由美 323.14/TA87

「お金」と「経済」の法則は歴史から学べ! 渡邉 哲也 330/W46

文化経済学 : 軌跡と展望 文化経済学会「日本」 331/B89

世界大激変 : 次なる経済基調が定まった! 長谷川 慶太郎 333.6/H36

イノベーションパス : 成果を出すイノベーション・プロジェクトの進め方 横田 幸信 336.17/Y78

デザイン思考の教科書 : 欧州トップスクールが教えるイノベーションの技術 Boeijen Annemiek van 336.2/B62

なぜ、あなたの仕事は終わらないのか : スピードは最強の武器である 中島 聡 336.2/N34

最強のモチベーション術 : 人は何を考え、どう動くのか? 太田 肇 336.4/O81

ビジネススキル大全 : 2時間で学ぶ「成果を生み出す」全技術 藤井 孝一 336/F57

池上彰のアフリカビジネス入門 池上 彰 338.92/I33

ビットコインとブロックチェーン : 暗号通貨を支える技術 Antonopoulos Andreas M. 338/A49

「承認」の哲学 : 他者に認められるとはどういうことか 藤野 寛 361.3/F64

武器としての交渉思考 瀧本 哲史 361.3/TA73

君に友だちはいらない 瀧本 哲史 361.6/TA73

スウェーデン・モデル : グローバリゼーション・揺らぎ・挑戦 岡沢 憲芙 364/O48

帝国ホテルに働くということ : 帝国ホテル労働組合七〇年史 奥井 礼喜 366.62/O54

老後親子破産 NHKスペシャル取材班 367.7/N69

狼の牙を折れ : 史上最大の爆破テロに挑んだ警視庁公安部 門田 隆将 368.6/KA14

殺人犯はそこにいる : 隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件 清水 潔 368.6/SH49

南海トラフ地震・大規模災害に備える : 熊本地震、兵庫県南部地震、豪雨災害
から学ぶ 田結庄 良昭 369.31/TA22

誕生日を知らない女の子 : 虐待-その後の子どもたち 黒川 祥子 369.4/KU74

ブラック化する保育 大川 えみる 369.42/O46

沖縄戦と孤児院 : 戦場の子どもたち 浅井 春夫 369.44/A83

ユーモアとしての教育論 : 可笑しみのある教室へ 三好 正彦 370/MI91

歴史教科書とナショナリズム : 日本とドイツ 原口 健治 375.32/H32

世界の大学をめざせ! : アメリカのスーパーエリート校入門 三竹 大吉 377.25/MI57

旧制高校の校章と旗 熊谷 晃 377.3/KU33

自閉症の僕が跳びはねる理由 1 東田 直樹 378/H55/1

自閉症の僕が跳びはねる理由 2 東田 直樹 378/H55/2

「しあわせのものさし」 : 持続可能な地球環境を求めて : ピーター・メンツェル&フェ
イス・ダルージオ地球の記録20年の写真展 : 東京農業大学創立125周年記念 Menzel Peter 1948- 382/SH15

冬戦争 = Historia Talvisota 斎木 伸生 391.2/SA21

軍事大国ロシア : 新たな世界戦略と行動原理 小泉 悠 392.38/KO38

外人部隊の日本兵 : たった一人の挑戦 宮下 洋一 393.2/MI83

各国陸軍の教範を読む 田村 尚也 396.3/TA82

南極ないない 小塩 哲朗 402.97/O35

金の空想科学読本 柳田 理科雄 404/Y53
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空想科学読本 11 柳田 理科雄 404/Y53/11

空想科学読本 14 柳田 理科雄 404/Y53/14

空想科学読本 15 柳田 理科雄 404/Y53/15

空想科学読本 17 柳田 理科雄 404/Y53/17

ティンカリングをはじめよう : アート、サイエンス、テクノロジーの交差点で作って遊
ぶ Wilkinson Karen 407/W73

数学マジック事典 上野 富美夫 410.79/U45

コンピュータは数学者になれるのか? : 数学基礎論から証明とプログラムの理論へ 照井 一成 410.96/TE76

四元数の発見 矢野 忠 411.72/Y58

作図で身につく双曲幾何学 : GeoGebraで見る非ユークリッドな世界 阿原 一志 414.8/A21

時間とは何か : 相対性理論の伸び縮みする時間, タイムトラベル, 時間の始まりと
終わり, そして感覚的な時間まで 421.2/J51

地図がわかれば社会がわかる 田代 博 448.9/TA93

極圏・雪氷圏と地球環境 遠藤 邦彦 450.9/E59

積雪観測ガイドブック 日本雪氷学会 451.66/N71

都会の里海東京湾 : 人・文化・生き物 木村 尚 452.2/KI39

大学1・2年生のためのすぐわかる生物 大森 茂 460/O63

言ってはいけない : 残酷すぎる真実 橘 玲 467.5/TA13

植物の形には意味がある 園池 公毅 471.1/SO47

なぜあなたは論文が書けないのか? : 理由がわかれば見えてくる,論文を書ききる
ための処方箋 佐藤 雅昭 490.7/SA85

あなたの体は9割が細菌 : 微生物の生態系が崩れはじめた Collen Alanna 491.7/C84

こころの診療雑記 : 精神科医の聴心記 浅野 弘毅 493.7/A87

スウェーデンの精神科医療改革 奥野 敦史 493.7/O56

不測の衝撃 : 最新大災害メンタルヘルスケアガイド : 危機介入に備えて知ってお
くべきこと Stoddard Frederick J. 493.79/ST7

ねこ背は治る! : 知るだけで体が改善する「4つの意識」 小池 義孝 498.3/KO31

あなたの人生を変える睡眠の法則 : 朝昼夕3つのことを心がければOK! 菅原 洋平 498.36/SU28

走り方で脳が変わる! 茂木 健一郎 498.39/MO16

なにをどれだけ食べたらいいの? : バランスのよい食事ガイド 香川 芳子 498.58/KA17

英文テクニカルライティング : 読み手の心を捉える! 片岡 英樹 507.7/KA83

10年後、生き残る理系の条件 竹内 健 507/TA67

エリアリノベーション : 変化の構造とローカライズ 馬場 正尊 518.8/B12

土地利用でみるアジアの都市化と自然環境 = Urbanization and the environment
in Asia : land use data analysis 山下 亜紀郎 518.8/Y44

沈黙の春 Carson Rachel 519.79/C22

ビオトープづくり実践帳 : 設計から施工、メンテナンスまでがひと目でわかる 養父 志乃夫 519.8/Y12

チソカツ(地域素材利活用)の術 山下 保博 524.2/Y44

世界の最も美しい大学 Laubier Guillaume de 526.37/L36

初心者のためのロードバイク&クロスバイクメンテナンスbook 塩田 崇雄 536.86/SH72

クルマのメカニズム : 最新オールカラー : パーツごとの機能と原理を写真、図版で
徹底解説 = Mechanism of car 青山 元男 537.1/A58
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これだけ!バイク 柏 秀樹 537.98/KA77

プロが教える自動車のすべてがわかる本 : つくり方からしくみまで 古川 修 537/F93

空気力学入門 日本航空宇宙学会 538.1/N71

世界の無人航空機図鑑 : 軍用ドローンから民間利用まで Dougherty Martin J. 538.6/D89

飛行機のしくみパーフェクト事典 : 知っておきたい基本構造から最新技術まで 鈴木 真二 538.6/SU96

パイロットにチャレンジ : fly to your dream! 538.8/P16/2016-2017

ロシア宇宙開発史 : 気球からヴォストークまで 冨田 信之 538.9/TO58

これだけ!航空工学 飯野 明 538/I27

図説危険な話 : 不思議で不安な原子力発電のこと コミックボックス 543.5/KO64

メルトダウン : ドキュメント福島第一原発事故 大鹿 靖明 543.5/O76

現場で役立つPAが基礎からわかる本 : ライブやイベントでの音響の仕組みからマ
イク、スピーカー等の接続方法までPAの基本のすべて 目黒 真二 547.3/ME19

ブラウザハック : Webブラウザからの攻撃手法とその防御法総覧 Alcorn Wade 547.48/A41

HTML5&CSS3標準デザイン講座 : lectures and exercises 30 lessons 草野 あけみ 547.48/KU84

たった2日で楽しく身につくHTML/CSS入門教室 高橋 朋代 547.48/TA33

武器輸出と日本企業 望月 衣塑子 559.09/MO12

物語で知る日本酒と酒蔵 友清 哲 588.52/TO62

日本デジタルゲーム産業史 小山 友介 589.7/KO97

得する家事 : 家事えもんと仲間たち「みんな得する家事ワザ」大全集
あのニュースで得する人損す
る人 590/A49

すごい家事 : 人生の「掃除の時間」をグッと縮める 松橋 周太呂 590/MA76

元気のでる山の食事 : 早くできてうまいメニュー73品公開 大森 博 596.4/O63

都市と地方をかきまぜる : 「食べる通信」の奇跡 高橋 博之 611.4/TA33

福島のおコメは安全ですが、食べてくれなくて結構です。 : 三浦広志の愉快な闘
い かたやま いずみ 612.12/KA84

山のきもち : 森林業が「ほっとする社会」をつくる 山本 悟 652.1/Y31

田んぼと水辺の生き物 : はじめての飼育と採集 松沢 陽士 666.2/MA93

つながるカフェ : コミュニティの「場」をつくる方法 山納 洋 673.9/Y38

データサイエンティスト養成読本 機械学習入門編 675/D65

データサイエンティスト養成読本 R活用編 675/D65

クール : 脳はなぜ「かっこいい」を買ってしまうのか Quartz Steven 675/Q1

データサイエンティスト養成読本 : プロになるためのデータ分析力が身につく! 佐藤 洋行 675/SA85

パラダイス山元の飛行機のある暮らし : 年間最多搭乗1022回「ヒコーキの中の
人」が贈る空の過ごし方 パラダイス山元 687/P23

グッド・フライト、グッド・ナイト : パイロットが誘う最高の空旅 Vanhoenacker Mark 687/V31

ディズニーキセキの神様が教えてくれたこと 鎌田 洋 689.3/KA31

ディズニーおもてなしの神様が教えてくれたこと 鎌田 洋 689.3/KA31

旅とオーガニックと幸せと : WWOOF農家とウーファーたち 星野 紀代子 689.4/H92

天才たちの日課 : クリエイティブな人々の必ずしもクリエイティブでない日々 Currey Mason 702.8/C96

脳の右側で描け Edwards Betty 724/E25
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内なる創造性を引きだせ Edwards Betty 725/E25

シブすぎ技術に男泣き! 見ル野 栄司 726.1/MI49

ほんまにオレはアホやろか 水木 しげる 726.1/MI95

よく食べ、よく寝て、よく生きる : 水木三兄弟の教え 水木 しげる 726.1/MI95

幸福のモト人生のモト 水木 しげる 726.1/MI95

モンテロッソのピンクの壁 江国 香織 726.5/E44

デジタルイラストの「身体」描き方事典 : 身体パーツの一つひとつをきちんとデッサ
ンするための秘訣39 松 726.5/MA73

チームラボって、何者? : 日本美術史に新たなページを加える最先端アート集団
の思考と作品 鈴木 芳雄 727/SU96

ネコライオン = Cats & lions 岩合 光昭 748/I92

色の名前507 : 来歴から雑学、色データまで日本の色、世界の色が見て読んでわ
かる 福田 邦夫 757.3/F74

色で巡る日本と世界 : くらしの色・春夏秋冬 垣田 玲子 757.3/KA26

働く男 星野 源 772.1/H92

Harry Potter the artifact vault RevensonJody 778.25/R29

Sound design : 映画を響かせる「音」のつくり方 Sonnenschein David 778.4/SO43

Film analysis : 映画分析入門 Ryan Michael 778/R93

がさつ力 千原 靖史 779.14/C43

社会人大学人見知り学部卒業見込 若林 正恭 779.14/W17

新・スポーツ栄養学 井奥 加奈 780.19/I61

勝つ人 : 13人のアスリートたち 武井 壮 780/TA62

猫ひろしのマラソン最速メソッド : 市民ランナーのサブスリー達成術 猫 ひろし 782.3/N62

スキンダイビング・セーフティ : スノーケリングからフリーダイビングまで 岡本 美鈴 785.2/O42

山の天気リスクマネジメント 猪熊 隆之 786.1/I56

明解日本登山史 : エピソードで読む日本人の登山 布川 欣一 786.1/N99

日本の山はすごい! : 「山の日」に考える豊かな国土 山と渓谷社 786.1/Y45

登山ボディのつくり方 芳須 勲 786.1/Y94

ゲーム作りのはじめかた : Unityで覚える企画からレベルデザインまで あすな こうじ 798/A93

戦略シミュレーションゲームの作り方 GAMKIN 798/G18

CGとゲームの技術 三上 浩司 798/MI21

Unityエキスパート養成読本 : ゲーム開発の現場で役立つノウハウ満載! 佐藤 圭明 798/SA85

組み立て×分解!ゲームデザイン : ゲームが変わる「ルール」のパワー 渡辺 訓章 798/W46

最初のRPGを作った男ゲイリー・ガイギャックス : 想像力の帝国 Witwer Michael 798/W79

TED talks : スーパープレゼンを学ぶTED公式ガイド Anderson Chris 809.4/A46

語彙力こそが教養である 斉藤 孝 814/SA25

フランス語で読む12のおとぎ話 : 眠れる森の美女・雪の男の子他 = Douze
contes en fran?ais 滝田 りら 857/TA73

スクリプトドクターの脚本教室 初級編 三宅 隆太 901.27/MI76

スクリプトドクターの脚本教室 中級編 三宅 隆太 901.27/MI76
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感情類語辞典 Ackerman Angela 901.3/A15

エンタテインメントの作り方 貴志 祐介 901.3/KI56

活発な暗闇 江国 香織 908.1/E44

ウェブ小説の衝撃 : ネット発ヒットコンテンツのしくみ 飯田 一史 910.26/I26

アンマーとぼくら 有川 浩 913.6/A71

チア男子!! 朝井 リョウ 913.6/A83

ままならないから私とあなた 朝井 リョウ 913.6/A83

世にも奇妙な君物語 朝井 リョウ 913.6/A83

恋歌 朝井 まかて 913.6/A83

東京タワー 江国 香織 913.6/E44

落下する夕方 江国 香織 913.6/E44

はだかんぼうたち 江国 香織 913.6/E44

スイートリトルライズ 江国 香織 913.6/E44

間宮兄弟 江国 香織 913.6/E44

金米糖の降るところ 江国 香織 913.6/E44

思いわずらうことなく愉しく生きよ 江国 香織 913.6/E44

ヤモリ、カエル、シジミチョウ 江国 香織 913.6/E44

待ってよ 蜂須賀 敬明 913.6/H11

スクラップ・アンド・ビルド 羽田 圭介 913.6/H11

襷を、君に。 蓮見 恭子 913.6/H39

昭和の犬 : Perspective kid 姫野 カオルコ 913.6/H59

カエルの楽園 = The paradise of frogs 百田 尚樹 913.6/H99

陸王 池井戸 潤 913.6/I33

サブマリン 伊坂 幸太郎 913.6/I68

天才 石原 慎太郎 913.6/I74

名前も呼べない 伊藤 朱里 913.6/I89

国を蹴った男 伊東 潤 913.6/I89

さようなら、オレンジ 岩城 けい 913.6/I93

人生逆戻りツアー 泉 ウタマロ 913.6/I99

いつか終わる曲 加藤 千恵 913.6/KA86

ピンクとグレー 加藤 シゲアキ 913.6/KA86

傘をもたない蟻たちは 加藤 シゲアキ 913.6/KA86

Burn. (バーン) 加藤 シゲアキ 913.6/KA86

沈黙のひと 小池 真理子 913.6/KO31

いなくなれ、群青 河野 裕 913.6/KO76

その白さえ嘘だとしても 河野 裕 913.6/KO76

汚れた赤を恋と呼ぶんだ 河野 裕 913.6/KO76
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偉大なる、しゅららぼん 万城目 学 913.6/MA34

Life (ライフ) 松波 太郎 913.6/MA83

三日間の幸福 三秋 縋 913.6/MI11

ユートピア 湊 かなえ 913.6/MI39

羊と鋼の森 宮下 奈都 913.6/MI83

風は青海を渡るのか? 森 博嗣 913.6/MO45

異類婚姻譚 本谷 有希子 913.6/MO92

うたうとは小さないのちひろいあげ 村上 しいこ 913.6/MU43

赤い刻印 長岡 弘樹 913.6/N18

群青のタンデム 長岡 弘樹 913.6/N18

教場 長岡 弘樹 913.6/N18/2

去年の冬、きみと別れ 中村 文則 913.6/N37

A 中村 文則 913.6/N37

君にさよならを言わない 七月 隆文 913.6/N48/2

幼馴染の自動販売機にプロポーズした経緯について。 二宮 酒匂 913.6/N76

白いしるし 西 加奈子 913.6/N81

漁港の肉子ちゃん 西 加奈子 913.6/N81

きいろいゾウ 西 加奈子 913.6/N81

ふる 西 加奈子 913.6/N81

舞台 西 加奈子 913.6/N81

掟上今日子の備忘録 西尾 維新 913.6/N86

掟上今日子の推薦文 西尾 維新 913.6/N86

掟上今日子の挑戦状 西尾 維新 913.6/N86

掟上今日子の遺言書 西尾 維新 913.6/N86

掟上今日子の退職願 西尾 維新 913.6/N86

掟上今日子の婚姻届 西尾 維新 913.6/N86

know 野崎 まど 913.6/N98

海の見える理髪店 荻原 浩 913.6/O25

砂の王国 上 荻原 浩 913.6/O25/1

砂の王国 下 荻原 浩 913.6/O25/2

向田理髪店 奥田 英朗 913.6/O54

ドミノ 恩田 陸 913.6/O65

黒と茶の幻想 上 恩田 陸 913.6/O65/1

黒と茶の幻想 下 恩田 陸 913.6/O65/2

平蔵狩り 逢坂 剛 913.6/O73

海と月の迷路 大沢 在昌 913.6/O74

渡良瀬 佐伯 一麦 913.6/SA14
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君と夏が、鉄塔の上 賽助 913.6/SA22

僕らのごはんは明日で待ってる 瀬尾 まいこ 913.6/SE76

優しい音楽 瀬尾 まいこ 913.6/SE76

春、戻る 瀬尾 まいこ 913.6/SE76

十字架 重松 清 913.6/SH28

ゼツメツ少年 重松 清 913.6/SH28

占星術殺人事件 島田 荘司 913.6/SH36

小説秒速5センチメートル 新海 誠 913.6/SH64

小説君の名は。 新海 誠 913.6/SH64

秒速5センチメートル : one more side 新海 誠 913.6/SH64

また、同じ夢を見ていた 住野 よる 913.6/SU63

砕け散るところを見せてあげる 竹宮 ゆゆこ 913.6/TA63

金メダル男 内村 光良 913.6/U19

夢を与える 綿矢 りさ 913.6/W47

Aではない君と 薬丸 岳 913.6/Y16

スローカーブを、もう一球 山際 淳司 913.6/Y23

ナイルパーチの女子会 柚木 麻子 913.6/Y99

孤狼の血 柚月 裕子 913.6/Y99

時をかけるゆとり 朝井 リョウ 914.6/A83

鋼のメンタル 百田 尚樹 914.6/H99

112日間のママ 清水 健 916/SH49

命の尊さについてぼくが思うこと 山田 倫太郎 916/Y19

Harry Potter and the cursed child : parts one and two Thorne Jack 932/R78

魔法の国ザンス 1 カメレオンの呪文 Anthony Piers 933/A49/1

魔法の国ザンス 2 魔王の聖域 Anthony Piers 933/A49/2

魔法の国ザンス 3 ルーグナ城の秘密 Anthony Piers 933/A49/3

魔法の国ザンス 4 魔法の通廊 Anthony Piers 933/A49/4

魔法の国ザンス 5 人喰い鬼の探索 Anthony Piers 933/A49/5

魔法の国ザンス 6 夢馬の使命 Anthony Piers 933/A49/6

魔法の国ザンス 7 王女とドラゴン Anthony Piers 933/A49/7

魔法の国ザンス 8 幽霊の勇士 Anthony Piers 933/A49/8

魔法の国ザンス 9 ゴーレムの挑戦 Anthony Piers 933/A49/9

魔法の国ザンス 10 悪魔の挑発 Anthony Piers 933/A49/10

魔法の国ザンス 11 王子と二人の婚約者 Anthony Piers 933/A49/11

魔法の国ザンス 12 マーフィの呪い Anthony Piers 933/A49/12

魔法の国ザンス 13 セントールの選択 Anthony Piers 933/A49/13
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魔法の国ザンス 14 魔法使いの困惑 Anthony Piers 933/A49/14

魔法の国ザンス 15 ゴブリン娘と魔法の杖 Anthony Piers 933/A49/15

魔法の国ザンス 16 ナーダ王女の憂鬱 Anthony Piers 933/A49/16

魔法の国ザンス 17 名誉王トレントの決断 Anthony Piers 933/A49/17

魔法の国ザンス 18 ガーゴイルの誓い Anthony Piers 933/A49/18

魔法の国ザンス 19 女悪魔の任務 Anthony Piers 933/A49/19

魔法の国ザンス 20 魔王とひとしずくの涙 Anthony Piers 933/A49/20

魔法の国ザンス 21 アイダ王女の小さな月 Anthony Piers 933/A49/21

かもめのジョナサン Bach Richard 933/B13

芝生の復讐 Brautigan Richard 933/B71

不運な女 Brautigan Richard 933/B71

体の贈り物 Brown Rebecca 933/B77

ブラウン神父の知恵 Chesterton G. K. 933/C39

木曜日だった男 : 一つの悪夢 Chesterton G. K. 933/C39

ブラウン神父の無垢なる事件簿 Chesterton G. K. 933/C39

忘れられた巨人 Ishiguro Kazuo 933/I73

クトゥルー 1 Lovecraft H. P. 933/L94/1

クトゥルー 2 Lovecraft H. P. 933/L94/2

クトゥルー 3 Lovecraft H. P. 933/L94/3

クトゥルー 4 Lovecraft H. P. 933/L94/4

クトゥルー 5 Lovecraft H. P. 933/L94/5

クトゥルー 6 Lovecraft H. P. 933/L94/6

クトゥルー 7 Lovecraft H. P. 933/L94/7

クトゥルー 8 Lovecraft H. P. 933/L94/8

エドウィン・マルハウス Millhauser Steven 933/MI27

あたしの一生 : 猫のダルシーの物語 Ready Dolores 933/R21

パールストリートのクレイジー女たち Trevanian 933/TR4

ナイアガラの女王 Van Allsburg Chris 933/V26

逆行の夏 : ジョン・ヴァーリイ傑作選 Varley John 933/V42

犬の力 上 Winslow Don 933/W77/1

犬の力 下 Winslow Don 933/W77/2

ザ・カルテル 上 Winslow Don 933/W77/1

ザ・カルテル 下 Winslow Don 933/W77/2

書店主フィクリーのものがたり Zevin Gabrielle 933/Z3

ナショナル・ストーリー・プロジェクト 1 Auster Paul 934/A96/1

ナショナル・ストーリー・プロジェクト 2 Auster Paul 934/A96/2

10 / 11



 2016年度学生選書 （学術情報センター図書館）

書名 著者名 請求記号

ジャック・ルーボーの極私的東京案内 Roubaud Jacques 951/R75

美術愛好家の陳列室 P?rec Georges 953/P41

傭兵隊長 Pérec Georges 953/P41

眠る男 Pérec Georges 953/P41

煙滅 Pérec Georges 953/P41

おりこうでない子どもたちのための8つのおはなし Prévert Jacques 953/P92

麗しのオルタンス Roubaud Jacques 953/R75

ブラームスはお好き Sagan Françoise 953/SA15

青い花 Queneau Raymond 958/Q3/12

リモンの子供たち Queneau Raymond 958/Q3/3
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