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1 学生・研究者のための使える!PowerPointスライドデザイン 伝わるプレゼン1つの原理と3つの技術

宮野公樹 著

化学同人

2009年4月 情報処理

007.6-Mi79 001065292

2 学生・研究者のための伝わる!学会ポスターのデザイン術 ポスター発表を成功に導くプレゼン手法

宮野公樹 著

化学同人

2011年11月 研究・指導

3 人をあやつる心理学 イラストマニュアル

斉藤勇 監修

宝島社

2016年3月 心理学

140.4-H77 001065294

4 ホンネがわかる心理テスト 決定版 5つのテーマからあなたのココロがみえてくる!

前田京子事務所 監修

西東社

2015年9月 心理学

140.4-H85 001065295

5 やつがれとチビ 絵本漫画

くるねこ大和 著

幻冬舎コミックス 幻冬舎(発売)

2008年12月 漫画.童画

726.1-Ku79-1
001065296

6 やつがれと甘夏 絵本漫画

くるねこ大和 著

幻冬舎コミックス 幻冬舎(発売)

2010年1月 漫画.童画

726.1-Ku79-2
001065297

7 やつがれと枕荒らし 絵本漫画

くるねこ大和 著

幻冬舎コミックス 幻冬舎(発売)

2011年3月 漫画.童画

726.1-Ku79-3
001065298

8 やつがれとあん胡郎 絵本漫画

くるねこ大和 著

幻冬舎コミックス 幻冬舎 (発売)

2013年3月 漫画.童画

726.1-Ku79-4
001065299

9 やつがれと橘の木 絵本漫画

くるねこ大和 著

幻冬舎コミックス 幻冬舎 (発売)

2015年3月 漫画.童画

726.1-Ku79-5
001065300

10 ダーリンは70歳

西原理恵子 著

小学館

2016年1月 漫画.童画

726.1-Sa17 001065301

11 世界を変えた10人の女性 お茶の水女子大学特別講義 文春文庫

池上彰 著

文藝春秋

2016年5月 伝記

280-I33

001065302

12 ガソリン生活 朝日文庫

伊坂幸太郎 著

朝日新聞出版

2016年3月 小説.物語

913.6-I68

001065303

13 ジャイロスコープ 新潮文庫

伊坂幸太郎 著

新潮社

2015年7月 小説.物語

913.6-I68

001065304

14 あるキング 完全版 新潮文庫

伊坂幸太郎 著

新潮社

2015年5月 小説.物語

913.6-I68

001065305

15 僕のつくった怪物 集英社文庫 . Arknoah = アークノア

乙一 著

集英社

2015年9月 小説.物語

913.6-O87-1001065306

16 パラダイス・ロスト 角川文庫

柳広司 [著]

KADOKAWA

2014年12月 小説.物語

913.6-Y52-3001065307

17 そして誰もいなくなった ハヤカワ文庫 . クリスティー文庫

アガサ・クリスティー 著 青木久惠 訳

早川書房

2010年11月 英米文学.小説 933.7-C58 001065308

18 Junichiシルエット絵本 立東舎文庫

中原淳一 [編著]

立東舎 リットーミュージック (発売)

2016年6月 小説.物語

913.6-N33 001065309

19 2.43 1 清陰高校男子バレー部 集英社文庫

壁井ユカコ 著

集英社

2015年3月 小説.物語

913.6-Ka11-1
001065310

20 2.43 2 清陰高校男子バレー部 集英社文庫

壁井ユカコ 著

集英社

2015年4月 小説.物語

913.6-Ka11-2
001065311

21 光圀伝 上 角川文庫

冲方丁 [著]

KADOKAWA

2015年6月 小説.物語

913.6-U13-1001065312

22 光圀伝 下 角川文庫

冲方丁 [著]

KADOKAWA

2015年6月 小説.物語

913.6-U13-2001065313

23 そして二人だけになった Until death do us part 新潮文庫

森博嗣 著

新潮社

2002年12月 小説.物語

913.6-Mo45 001065314

24 満願

米澤穂信 著

新潮社

2014年3月 小説.物語

913.6-Y83 001065315

25 王とサーカス = Kings and circuses

米澤穂信 著

東京創元社

2015年7月 小説.物語

913.6-Y83 001065316

26 ツバキ文具店

小川糸 著

幻冬舎

2016年4月 小説.物語

913.6-O24 001065317

27 人魚の眠る家

東野圭吾 著

幻冬舎

2015年11月 小説.物語

913.6-H55 001065318

28 おくのほそ道 芭蕉・蕪村・一茶名句集 日本の古典をよむ

[松尾]芭蕉 [ほか]原著 井本農一 [ほか] 校訂・訳

小学館

2008年6月 俳諧.俳句

911.3-Ma85 001065319

29 聖なる怠け者の冒険

森見登美彦 著

朝日新聞出版

2013年5月 小説.物語

913.6-Mo54 001065320

30 天才

石原慎太郎 著

幻冬舎

2016年1月 小説.物語

913.6-I74

31 風の丘 新潮クレスト・ブックス

カルミネ・アバーテ 著 関口英子 訳

新潮社

2015年1月 イタリア文学.小説 973-A11

32 君の膵臓をたべたい

住野よる 著

双葉社

2015年6月 小説.物語

913.6-Su63 001065323

33 カエルの楽園 = The paradise of frogs

百田尚樹 著

新潮社

2016年2月 小説.物語

913.6-H99 001065324

34 炎のタペストリー

乾石智子 著

筑摩書房

2016年3月 小説.物語

913.6-I59

35 レモン畑の吸血鬼

カレン・ラッセル 著 松田青子 訳

河出書房新社

2016年1月 英米文学.小説 933.7-R89 001065326

407-Mi79

001065293

001065321
001065322

001065325

