
書名  著者名 出版者 請求記号

1 UNIXという考え方 : その設計思想と哲学
Mike Gancarz著

芳尾桂監訳
オーム社 007.634|| ||Ga

2
Pythonクローリング&スクレイピング
データ収集・解析のための実践開発ガイド

加藤耕太著 技術評論社 007.64|| ||Ka

3
Effective Python
Pythonプログラムを改良する59項目

Brett Slatkin著
黒川利明訳

オライリー・
ジャパン
オーム社

007.64|| ||Sl

4 明恵上人 (講談社文芸文庫. 現代日本のエッセイ) 白洲正子著 講談社 188.3|| ||Sh

5
世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカ日本人へ
贈る言葉

ホセ・ムヒカ述
佐藤美由紀著

双葉社 289.3|| ||Sa

6
世界伝説と不思議の物語
不思議と驚き、逸話がつづる魅惑の名景

パイインター
ナショナル

290.87|| ||Pa

7 池上彰の世界はどこに向かうのか 池上彰著
日本経済新聞

出版社
304|| ||Ik

8 海上護衛戦 (角川文庫:18554, [お69-1]) 大井篤 著 KADOKAWA 391.207|| ||Oo

9 虚数の情緒 : 中学生からの全方位独学法 吉田武著 東海大学出版会 410|| ||Yo

10 こまはなぜ倒れないか (物理学演習One Point:3) 安井久一著 共立出版 423|| ||Ya

11 夜空と星の物語 日本の伝説編
森山晋平
編集・文

パイインター
ナショナル

443.8|| ||Mo

12
今日からはじめる庭園鉄道
 (Neko mook:778. はじめてシリーズ)

ネコ・
パブリッシング

507.9|| ||Ne

13
Cooking for Geeks
料理の科学と実践レシピ 第2版 (Make: Japan
books)

Jeff Potter著
水原文訳

オライリー・
ジャパン
オーム社

596||2版||Po

14 失われた猫
森博嗣作

佐久間真人画
光文社 726.5|| ||Mo

15 うたたね
川内倫子
写真・構成

リトル・モア 748|| ||Ka

16 うつくしい日々 蜷川実花著 河出書房新社 748|| ||Ni

17 翻訳できない世界のことば

エラ・フランシ
ス・

サンダース
著イラスト

創元社 804|| ||Sa

18 バッドカンパニー (集英社文庫:[ふ30-1]) 深町秋生著 集英社 913.6|| ||Fu

19 プロメテウス・トラップ (ハヤカワ文庫 JA:1268) 福田和代著 早川書房 913.6|| ||Fu

20 あなたが愛した記憶 (集英社文庫:[ほ24-1]) 誉田哲也著 集英社 913.6|| ||Ho

21 インビジブルレイン (光文社文庫:ほ4-7) 誉田哲也著 光文社 913.6|| ||Ho

22 歌舞伎町セブン (中公文庫:[ほ-17-7]) 誉田哲也著 中央公論新社 913.6|| ||Ho

23 歌舞伎町ダムド (中公文庫:[ほ-17-11]) 誉田哲也著 中央公論新社 913.6|| ||Ho

24 プラネタリウムのふたご (講談社文庫:[い-107-1]) いしいしんじ 著 講談社 913.6|| ||Is
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25 ぶらんこ乗り (新潮文庫:い-76-1, 7493) いしいしんじ著 新潮社 913.6|| ||Is

26 残り全部バケーション (集英社文庫:[い64-3]) 伊坂幸太郎著 集英社 913.6|| ||Is

27 遠野物語拾遺retold (角川文庫:19225, [き26-72])
京極夏彦

柳田國男 著
KADOKAWA 913.6|| ||Ky

28 さよなら神様 麻耶雄嵩 著 文藝春秋 913.6|| ||Ma

29 黒祠の島 (新潮文庫:お-37-8) 小野不由美著 新潮社 913.6|| ||On

30
最終兵器を追え
 (角川文庫:18655, [お13-46]. アルバイト・アイ)

大沢在昌 著 KADOKAWA 913.6|| ||Oo

31 凍りのくじら (講談社文庫:[つ-28-5]) 辻村深月 著 講談社 913.6|| ||Ts

32 十年交差点 (新潮文庫:10611, は-38-1)

中田永一
白河三兎
岡崎琢磨
原田ひ香
畠中恵著

新潮社 913.68|| ||Na

33 チャーメインと魔法の家 (BFT. ハウルの動く城:3)
ダイアナ・ウィ

ン・ジョーンズ作
市田泉訳

徳間書店 933.7|| ||Jo

34
レッド・ドラゴン 新訳版 上
 (ハヤカワ文庫:NV1367-NV1368)

トマス・ハリス著
加賀山卓朗訳

早川書房 933.7||上||Ha

35
レッド・ドラゴン 新訳版 下
(ハヤカワ文庫:NV1367-NV1369)

トマス・ハリス著
加賀山卓朗訳

早川書房 933.8||下||Ha

36 夢果つる街 (角川文庫:7092)
トレヴェニアン
北村太郎訳

角川書店 933|| ||Tr

37 ゼロ 上 (角川文庫:19514, 19515, [エ5-3], [エ5-4])
マルク・

エルスベルグ著
岡むつみ訳

KADOKAWA 943.7||上||El

38 ゼロ 下 (角川文庫:19514, 19515, [エ5-3], [エ5-5])
マルク・

エルスベルグ著
岡むつみ訳

KADOKAWA 943.8||下||El


