
№ 書名 著者名 出版社

1 天久鷹央の推理カルテⅡ　ファントムの病棟 知念実希人 新潮文庫

2 天久鷹央の推理カルテⅢ　密室のパラノイア 知念実希人 新潮文庫

3 なるにはBOOKS90　動物看護師になるには 井上こみち ぺりかん社

4 なるにはBOOKS145　ビルメンテナンススタッフになるには 谷岡雅樹 ぺりかん社

5 冴えない彼女の育てかた 丸戸史明 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

6 神さまってなに？ 森達也 河出文庫

7 どんな時でも人は笑顔になれる 渡辺和子 ＰＨＰ研究所

8 宗教ってなんだろう？：中学生の質問箱 島薗進 平凡社

9 岩波ジュニア新書848　財政から読みとく日本社会 井出英策 平凡社

10 岩波ジュニア新書849　正しいコピペのすすめ 宮武久佳 岩波書店

11 岩波新書（新赤版）1650　日本の近代とは何であったか： 三谷太一郎 岩波書店

12 岩波新書（新赤版）1651　シリア情勢：終わらない人道危機 青山弘之 岩波書店

13 岩波新書（新赤版）1652　中国のフロンティア 川島真 岩波書店

14 岩波新書（新赤版）1653　グローバル・ジャーナリズム 澤康臣 岩波書店

15 岩波新書（新赤版）1654　モラルの起源 亀田達也 岩波書店

16 岩波新書（新赤版）1655　『レ・ミゼラブル』の世界 西永良成 岩波書店

17 数学ガール3　乱択アルゴリズム 結城浩 ＳＢクリエイティブ

18 数学ガール2　フェルマーの最終定理 結城浩 ＳＢクリエイティブ

19 数学ガール1 結城浩 ＳＢクリエイティブ

20 数学ガール4　ゲーデルの不完全性定理 結城浩 ＳＢクリエイティブ

21 数学ガール5　ガロア理論 結城浩 ＳＢクリエイティブ

22 数学ガールの秘密ノート1　式とグラフ 結城浩 ＳＢクリエイティブ

23 数学ガールの秘密ノート2　整数で遊ぼう 結城浩 ＳＢクリエイティブ

24 数学ガールの秘密ノート3　丸い三角関数 結城浩 ＳＢクリエイティブ

25 数学ガールの秘密ノート4　数列の広場 結城浩 ＳＢクリエイティブ

26 数学ガールの秘密ノート5　微分を追いかけて 結城浩 ＳＢクリエイティブ

27 数学ガールの秘密ノート6　ベクトルの真実 結城浩 ＳＢクリエイティブ

28 数学ガールの秘密ノート7　場合の数 結城浩 ＳＢクリエイティブ

29 数学ガールの秘密ノート8　やさしい統計 結城浩 ＳＢクリエイティブ

30 数学ガールの誕生 結城浩 ＳＢクリエイティブ

31 夢をかなえるゾウ3　ブラックガネーシャの教え 水野敬也 飛鳥新社

32 天久鷹央の推理カルテⅣ　悲恋のシンドローム 知念実希人 新潮文庫

33 嫌われる勇気：自己啓発の源流「アドラー」の教え 岸見一郎、古賀史健 ダイヤモンド社

34 アーサー王物語 ノウエルズ・ジェイムズ：著、金原瑞人：訳、佐竹美保：絵 偕成社

35 ギルガメシュ叙事詩 矢島文夫：訳 筑摩文庫

36 涙のむこうで、君と永遠の恋をする。 涙鳴 スターツ出版

37 天久鷹央の推理カルテⅤ　スフィアの死天使 知念実希人 新潮文庫

38 天久鷹央の推理カルテⅥ　幻影の手術室 知念実希人 新潮文庫



39 世界で一番たいせつなあなたへ：マザー・テレサからの贈り物 片柳弘史：著、RIE：絵 PHP研究所

40 あなたのままで輝いて：マザー・テレサが教えてくれたこと 片柳弘史：著、RIE：絵 PHP研究所

41 ほんとうの自分になるために：マザー・テレサに導かれて 片柳弘史：著、RIE：絵 PHP研究所

42 母親力：息子を「メシを食える男」二育てる 森昌子 SB新書

43 だれでも書ける最高の読書感想文 齋藤孝 角川文庫

44 アレの名前大百科 みうらじゅん PHP研究所

45 ウルトラマンメビウス：アンデレスホリゾント 朱川湊人 光文社文庫

46 きのうの影踏み 辻村深月 KADOKAWA

47 信じてたって悩んじゃう みなみななみ いのちのことば社

48 青森県史　資料編：考古1　旧石器・縄文草創期～中期 青森県史編纂考古部会：編 青森県

49 青森県史　資料編：近現代8　日記 青森県史編纂考古部会：編 青森県

50 ブリタニカ国際年鑑2017年版 岡野和則：編 ブリタニカ・ジャパン株式会社

51 なるにはBOOKS105　保健師・養護教諭になるには 鈴木るり子、標美奈子、堀篭ちづ子 ぺりかん社

52 なるにはBOOKS　看護学部・保健医療学部 松井大助 ぺりかん社

53 なるにはBOOKS　別巻　中高生からの選挙入門 谷隆一 ぺりかん社

54 天声人語　2017春[英文対照]ＶＯＬ188 朝日新聞論説委員室：編 原書房

55 人物叢書288　柿本人麻呂 多田一臣 吉川弘文館

56 日本史リブレット98　徳富蘇峰と大日本言論報告会 赤澤史朗 山川出版社

57 SPIRITUAL　LEADERSHIP世の中心に立つ霊性リーダーシップ ジェヒョク・ジン いのちのことば社

58 聖書を読んだ30人：夏目漱石から山本五十六まで 鈴木範久 日本聖書協会

59 樺太四〇年の歴史：四〇万人の故郷 原暉之、天野尚樹 全国樺太連盟

60 愛と革命：星野文昭・暁子の闘い 星野さんをとり戻そう！全国再審連絡会議： ギャラリーステーション

61 岩波ジュニア新書850　聖徳太子：ほんとうの姿を求めて 東野治之 岩波書店

62 岩波ジュニア新書851　日本一小さな農業高校の学校づくり 品田茂 岩波書店

63 岩波ジュニア新書852　東大留学生が見たニッポン ディオン・ン・ジェ・ティン 岩波書店

64 岩波ジュニア新書853　中学生になったら 宮下聡 岩波書店

65 岩波ジュニア新書854　質問する、問い返す：主体的に学ぶということ 名古谷隆彦 岩波書店

66 岩波新書（新赤版）1656　作家的覚書 髙村薫 岩波書店

67 岩波新書（新赤版）1657　ミクロ経済学入門の入門 坂井豊貴 岩波書店

68 岩波新書（新赤版）1658　日中漂流：グローバルパワーはどこへ向かうか 毛里和子 岩波書店

69 岩波新書（新赤版）1659　異才、発見！：枠を飛び出す子どもたち 伊藤史織 岩波書店

70 岩波新書（新赤版）1660　正岡子規人生ことば 復本一郎 岩波書店

71 岩波新書（新赤版）1661　偽りの経済政策：格差と停滞のアベノミクス 服部茂幸 岩波書店

72 岩波新書（新赤版）1662　霊長類：消えゆく森の番人 井田徹治 岩波書店

73 岩波新書（新赤版）1663　習近平の中国：百年の夢と現実 林望 岩波書店

74 岩波新書（新赤版）1664　鏡が語る古代史 岡村秀典 岩波書店

75 虚白ノ夢 カナヲ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

76 読んだら忘れない読書術：精神科医が教える 樺沢紫苑 サンマーク出版

77 約束の森 沢木冬吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ



78 ホーンテッド・キャンパス：白い椿と落ちにけり 櫛木理宇 KADAKAWA

79 恋する寄生虫 三秋縋 メディアワークス

80 ＡＫＢ48衣装図鑑放課後のクローゼット 秋元康：監修 宝島社

81 いとみち　一の糸　　　※2017年6月松木百合子氏寄贈 越谷オサム 新潮文庫

82 いとみち　二の糸 　　　　　　※2017年6月松木百合子氏寄贈 越谷オサム 新潮文庫

83 いとみち　三の糸 　　　　※2017年6月松木百合子氏寄贈 越谷オサム 新潮文庫

84 宝石商リチャード氏の謎鑑定 辻村七子 集英社文庫

85 この嘘がばれないうちに 川口俊和 サンマーク出版

86 なるにはBOOKS　理学部・理工学部：大学学部調べ 佐藤成美 ぺりかん社

87 宇宙小説 辻村深月ほか 講談社文庫

88 神様のケーキを頬ばるまで 絢瀬まる 光文社文庫

89 少年少女飛行倶楽部 加納朋子 文春文庫

90 奥の奥の森の奥に、いる。 山田悠介 幻冬舎文庫

91 種のキモチ 山田悠介 文芸社文庫

92 お宝探しが好きすぎて 山田悠介 文芸社文庫

93 ある奴隷少女に起こった出来事 ジェイコブス・ハリエット 新潮文庫

94 寄り添い支える：公立志津川病院若き内科医3.11 菅野武 河北新報出版センター

95 影裏 沼田真佑 文芸春秋

96 もっとやりたい仕事がある！ 池上彰 小学館

97 宝くじで1億円当たった人の末路 鈴木信行 日経ＢＰ社

98 顔ニモマケズ 水野敬也 文響社

99 奇跡の夢ノート 石黒由美子 ＮＨＫ出版

100 自閉症は津軽弁を話さない：自閉スペクトラム症のことばの謎を読み解く 松本敏治 福村出版

101 宮沢賢治とクリスチャン：花巻篇 雑賀信行 雑賀編集工房

102 小倉昌男祈りと経営：ヤマト「宅急便の父」が闘っていたもの 森健 小学館

103 神様のファインダー：元米従軍カメラマンの遺産 オダネル・ジョ― いのちのことば社

104 ゼロからわかるキリスト教 佐藤優 新潮社

105 マジ文章書けないんだけど 前田安正 大和書房

106 足で歩いた頃のこと：花の詩画集 星野富弘 偕成社

107 日本一のりんごの里づくり：青森県板柳町の軌跡 舘岡一郎 高木書房

108 須藤かく：日系アメリカ人最初の女医 広瀬寿秀 北方新報

109 10代のキミへ：いのち・愛・性のこと 髙橋貞二郎：監修 日本キリスト教団出版局

110 聖書が教える恋愛講座 ハリス・ジョシュア：著、辻潤、土屋治子：訳 ホームスクリング・ビジョン

111 すごいストレッチ：職場で、家で、学校で、働くあなたの疲れをほぐす 崎田ミナ エムディエヌコーポレーション

112 母のまなざし父のひとこと 谷川俊太郎 東北文教大学

113 リンゴを食べる教科書：健康果実のひみつ 丹野清志 ナツメ社

114 幸せのありか 渡辺和子 ＰＨＰ文庫

115 愛することは許されること 渡辺和子 ＰＨＰ文庫

116 数学ガールの秘密ノート：積分を見つめて 結城浩 Ｓｂクリエイティブ



117 告発・現代の人身売買：奴隷にされる女性と子ども バット―ストーン・デイヴィッド 加藤文明社

118 なんか気分が晴れる言葉をください 塩谷直也 保育社

119 人物叢書289　源頼朝 元木泰雄 吉川弘文館

120 目でみることば おかべたかし 東京書籍

121 くらべる東西 おかべたかし 東京書籍

122 似ていることば おかべたかし 東京書籍

123 なるにはＢＯＯＫＳ　大学学部調べ：文学部 戸田恭子 ペリカン社

124 なるにはＢＯＯＫＳ　大学学部調べ：社会学部・観光学部 中村正人 ペリカン社

125 なるにはＢＯＯＫＳ113　言語聴覚士になるには 中島匡子 ペリカン社

126 なるにはＢＯＯＫＳ86　歯科医師になるには 笹田久美子 ペリカン社

127 なるにはＢＯＯＫＳ146　義肢装具士になるには 益田美樹 ペリカン社

128 なるにはＢＯＯＫＳ147　助産師になるには 加納尚美 ペリカン社

129 なるにはＢＯＯＫＳ別巻　学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本300 学校図書館スタンプラリー実行委員会：編著 ペリカン社

130 岩波ジュニア新書855　読みたい心に火をつけろ！：学校図書館大活用術 木下通子 岩波書店

131 岩波ジュニア新書856　敗北を力に！：甲子園の敗者たち 元永知宏 岩波書店

132 岩波ジュニア新書857　世界に通じるマナーとコミュニケーション 横手尚子、横山カズ 岩波書店

133 岩波ジュニア新書858　漱石先生の手紙が教えてくれたこと 小山慶太 岩波書店

134 岩波ジュニア新書859　マンボウのひみつ 澤井悦郎 岩波書店

135 岩波新書（新赤版）1254　シリーズ中国近現代史⑥ 西村成雄 岩波書店

136 岩波新書（新赤版）1666　在日米軍：変貌する日米安保体制 梅林宏通 岩波書店

137 岩波新書（新赤版）1667　夏目漱石と西田幾多郎：共鳴する明治の精神 小林敏明 岩波書店

138 岩波新書（新赤版）1665　矢内原忠雄：戦争と知識人の氏名 赤江達也 岩波書店

139 岩波新書（新赤版）1668　親権と子ども 榊原富士子、池田清貴 岩波書店

140 岩波新書（新赤版）1669　ゲノム編集を問う：作物からヒトまで 石井哲也 岩波書店

141 岩波新書（新赤版）1670　戦争をよむ：70冊の小説案内 中川成美 岩波書店

142 岩波新書（新赤版）1671　町を住みこなす：超高齢社会の居場所づくり 大槻敏雄 岩波書店

143 岩波新書（新赤版）1672　ひとり死時代のお葬式とお墓 小谷みどり 岩波書店

144 岩波新書（新赤版）1674　一茶の相続争い：北国街道柏原宿訴訟始末 高橋敏 岩波書店

145 岩波新書（新赤版）1675　日本文化をよむ：5つのキーワード 藤田正勝 岩波書店

146 日本史リブレット88　近世商人と市場 原直史 山川出版社

147 あおもり老舗ものがたり 東奥日報社編 東奥日報社

148 ギリシア神話1　神がみの戦い メネラオス・ステファニデス ぎょうせい

149 ギリシア神話2　ふたりの女神の物語 メネラオス・ステファニデス ぎょうせい

150 ギリシア神話3　アポローンの竪琴 メネラオス・ステファニデス ぎょうせい

151 ギリシア神話4　地底の国の花嫁 メネラオス・ステファニデス ぎょうせい

152 ギリシア神話5　黄金の玉座 メネラオス・ステファニデス ぎょうせい

153 ギリシア神話6　知の女神パラス・アテーナー メネラオス・ステファニデス ぎょうせい

154 ギリシア神話7　デウカリオーンの箱船 メネラオス・ステファニデス ぎょうせい

155 ギリシア神話8　プロメーテウス メネラオス・ステファニデス ぎょうせい



156 ギリシア神話9　太陽の子パエトーン メネラオス・ステファニデス ぎょうせい

157 ギリシア神話10　オルペウスの愛 メネラオス・ステファニデス ぎょうせい

158 ギリシア神話11　ダイダロスとイーカロス メネラオス・ステファニデス ぎょうせい

159 ギリシア神話12　エウローペー メネラオス・ステファニデス ぎょうせい

160 AZアックス 伊坂幸太郎 角川書店

161 豆の上で眠る 湊かなえ 新潮文庫

162 子どもへのまなざし 佐々木正美 福音館

163 子どもへのまなざし：完 佐々木正美 福音館

164 光と闇の旅人Ⅲ　決戦のとき あさのあつこ ポプラ文庫

165 リバース 湊かなえ 講談社文庫

166 境遇 湊かなえ 双葉文庫

167 望郷 湊かなえ 文春文庫

168 母性 湊かなえ 新潮文庫

169 よるのばけもの 住野よる 双葉社

170 フツーのプロレスラーだった僕がＫＯで大学非常勤講師になるまで ケンドー・カシン 徳間書店

171 天声人語　2017夏[英文対照]ＶＯＬ189 朝日新聞論説委員室：編 原書房

172 東奥年鑑2018平成30年 東奥日報社：編 東奥日報社

173 翻訳できない世界のことば サンダース 創元社

174 はかりきれない世界の単位 米澤敬 創元社

175 空からのぞいた桃太郎 影山徹 岩崎書店

176 メディアにむしばまれる子どもたち：小児科医からのメッセージ 田澤雄作 教文館

177 はじまりは愛着から：人を信じ、自分を信じる子どもに 佐々木正美 福音館書店

178 子育てを元気にすることば 大豆生田啓友 エイデル研究所

179 愛と祈りで子どもは育つ 渡辺和子 ｐｈｐ分お

180 岩波新書（新赤版）1673　中原中也：沈黙の音楽 佐々木幹郎 岩波書店

181 岩波新書（新赤版）1676　日本の歴史を旅する 五味文彦 岩波書店

182 岩波新書（新赤版）1677　イギリス現代史 長谷川貴彦 岩波書店

183 岩波新書（新赤版）1678　６０歳からの外国語修行：メキシコに学ぶ 青山南 岩波書店

184 岩波新書（新赤版）1679　抗生物質と人間：マイクロバイオームの危機 山本太郎 岩波書店

185 岩波ジュニア新書870　自分のことがわかる本：ポジティブ・アプローチで描く未来 安部博枝 岩波書店

186 インガルス一家の物語2　大草原の小さな家　 ワイルダー 福音館書店

187 インガルス一家の物語3　プラム・クリークの土手で　　 ワイルダー 福音館書店

188 インガルス一家の物語4　シルバー・レイクの岸辺で　　　 ワイルダー 福音館書店

189 インガルス一家の物語5　農場の少年　　　 ワイルダー 福音館書店

190 ハイジのこどもたち　　 トリッテン・シャルル 読売詩文社

191 それからのハイジ　　　 トリッテン・シャルル 読売詩文社

192 か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 新潮社

193 山女日記 湊なかえ 幻冬舎文庫

194 日の名残り カズオ・イシグロ ハヤカワ文庫



195 わたしを離さないで カズオ・イシグロ ハヤカワ文庫

196 武士道とキリスト教 笹森建美 新潮新書

197 笹森順造と撓競技 山本甲一 島津書房

198 日本一めんどくさい幼稚園 原田小夜子 三五館

199 世界の民話1　ドイツ・スイス 小沢俊夫：訳 ぎょうせい

200 世界の民話2　南欧　 小沢俊夫：編 ぎょうせい

201 世界の民話3　北欧　 小沢俊夫：編 ぎょうせい

202 世界の民話4　東欧〔Ⅰ〕　 小沢俊夫：編 ぎょうせい

203 世界の民話5　東欧〔Ⅱ〕 小沢俊夫：編 ぎょうせい

204 世界の民話6　イギリス 小沢俊夫：編 ぎょうせい

205 世界の民話7　アフリカ 小沢俊夫：編 ぎょうせい

206 世界の民話8　中近東 小沢俊夫：編 ぎょうせい

207 世界の民話9　アジア〔Ⅰ〕 小沢俊夫：編 ぎょうせい

208 世界の民話10　アジア〔Ⅱ〕 小沢俊夫：編 ぎょうせい

209 世界の民話11　アメリカ大陸〔Ⅰ〕 小沢俊夫：編 ぎょうせい

210 世界の民話12　アメリカ大陸〔Ⅱ〕 小沢俊夫：編 ぎょうせい

211 世界の民話13　地中海 小沢俊夫：編 ぎょうせい

212 世界の民話14　ロートリンゲン　　 小沢俊夫：編 ぎょうせい

213 世界の民話15　アイルランド・ブルターニュ　 小沢俊夫：編 ぎょうせい

214 世界の民話16　アルバニア・クロアチア　 小沢俊夫：編 ぎょうせい

215 世界の民話17　カビール・西アフリカ　 小沢俊夫：編 ぎょうせい

216 世界の民話18　イスラエル　　 小沢俊夫：編 ぎょうせい

217 世界の民話19　パンジャブ　 小沢俊夫：編 ぎょうせい

218 世界の民話20　コーカサス　 小沢俊夫：編 ぎょうせい

219 世界の民話21　モンゴル・シベリア　 小沢俊夫：編 ぎょうせい

220 世界の民話22　インドネシア・ベトナム　 小沢俊夫：編 ぎょうせい

221 世界の民話23　パプア・ニューギニア　 小沢俊夫：編 ぎょうせい

222 世界の民話24　エスキモー・北米インディアン 小沢俊夫：編 ぎょうせい

223 世界の民話25　解説編　　 小沢俊夫：編 ぎょうせい

224 世界のメルヒェン図書館1　 小沢俊夫：編訳 ぎょうせい

225 世界のメルヒェン図書館2 小沢俊夫：編訳 ぎょうせい

226 世界のメルヒェン図書館3　 小沢俊夫：編訳 ぎょうせい

227 世界のメルヒェン図書館4　 小沢俊夫：編訳 ぎょうせい

228 世界のメルヒェン図書館5　 小沢俊夫：編訳 ぎょうせい

229 世界のメルヒェン図書館6　 小沢俊夫：編訳 ぎょうせい

230 世界のメルヒェン図書館7　 小沢俊夫：編訳 ぎょうせい

231 世界のメルヒェン図書館8　 小沢俊夫：編訳 ぎょうせい

232 世界のメルヒェン図書館9　 小沢俊夫：編訳 ぎょうせい

233 世界のメルヒェン図書館10　 小沢俊夫：編訳 ぎょうせい



234 世界のメルヒェン図書館11　 小沢俊夫：編訳 ぎょうせい

235 世界のメルヒェン図書館12　 小沢俊夫：編訳 ぎょうせい

236 遠い山なみの光 カズオ・イシグロ ハヤカワ文庫

237 とある魔術の禁書目録 鎌池和馬 電撃文庫

238 魍魎の匣　上 京極夏彦 講談社文庫

239 僕が電話をかけていた場所 三秋縋 アスキーメディアワークス

240 君が電話をかけていた場所 三秋縋 アスキーメディアワークス

241 ホーンテッド・キャンパス：水無月のひとしずく 櫛木理宇 KADAKAWA

242 いつか別れる。でもそれは今日ではない F KADOKAWA

243 小説あなたのことはそれほど　上 いくえみ綾 祥伝社

244 小説あなたのことはそれほど　下 いくえみ綾 祥伝社

245 青森県学校名鑑：平成２８年度版 斉藤直樹：編集責任者 共立通信

246 現代用語の基礎知識2018 自由国民社：編 自由国民社

247 天声人語　2017秋[英文対照]ＶＯＬ190 朝日新聞論説委員 原書房

248 日本基督教団年鑑2018（通巻第69巻） 日本基督教団 日本基督教団

249 なるにはＢＯＯＫＳ　補巻18　東南アジアで働く 横山和子 ペリカン社

250 なるにはＢＯＯＫＳ　補巻19　魚市場で働く 鑓田浩章 ペリカン社

251 文芸春秋２０１８年の論点１００ 文藝春秋社：編 文藝春秋社

252 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ11　歯科医師の一日 WILLこども知育研究所：編 保育社

253 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ12　獣医師の一日 WILLこども知育研究所：編 保育社

254 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ13　社会福祉士の一日 WILLこども知育研究所：編 保育社

255 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ14　臨床検査技師の一日 WILLこども知育研究所：編 保育社

256 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ15　作業療法士の一日 WILLこども知育研究所：編 保育社

257 人物叢書290　保科正之 小池進 吉川弘文館

258 青森県立岩木高等学校：閉校記念誌 青森県立岩木高等学校：編 青森県立岩木高等学校

259 畑井新喜司の生涯：日本近代生物学のパイオニア 蛯名賢造 西田書店

260 笑わない数学者 森博嗣 講談社文庫

261 冷たい密室と博士たち 森博嗣 講談社文庫

262 封印再度 森博嗣 講談社文庫

263 詩的私的ジャック 森博嗣 講談社文庫

264 脳を鍛えるには運動しかない！ レイティ・ジョン NHK出版

265 21世紀を生きる君たちへ：対訳 司馬遼太郎 朝日出版社

266 いわさきちひろ：子どもへの愛に生きて 松本猛 講談社

267 東北の名城を歩く：北東北編　青森・岩手・秋田 飯村仁ほか 吉川弘文館

268 松山子規事典：正岡子規生誕一五〇年記念 松山子規会：編 松山子規会

269 大和路古事記を巡る 和田萃 奈良新聞社

270 だじゃれ日本一周 長谷川義史 理論社

271 ヒマラヤ大聖者のマインドフルネス 相川圭子 幻冬舎

272 正しい筋肉学：メリハリある肉体美を作る理論と実践 岡田隆 サイエンス・アイ新書



273 死ぬほど読書 丹羽宇一郎 幻冬舎新書

274 なぜ勉強するのか？ 鈴木光司 SB新書

275 ロボット解体新書：ゼロからわかるAI時代のロボットのしくみと活用 神崎洋治 サイエンス・アイ新書

276 こころの深呼吸：気づきと癒しの言葉366 片柳弘史 教文館

277 岩波ジュニア新書861　農学が世界を救う！：食料・生命・環境をめぐる科学の挑戦 生源寺眞一ほか 岩波書店

278 岩波ジュニア新書862　私、日本に住んでいます スベンドリニ・カクチ 岩波書店

279 岩波ジュニア新書863　短歌は最強アイテム 千葉聡 岩波書店

280 岩波新書（新赤版）1680　日本の無国籍者 井戸まさえ 岩波書店

281 岩波新書（新赤版）1681　出羽三山：山岳信仰の歴史を歩く 岩鼻通明 岩波書店

282 岩波新書（新赤版）1682　アウグスティヌス：「心」の哲学者 出村和彦 岩波書店

283 岩波新書（新赤版）1683　生と死のことば：中国の名言を読む 川合康三 岩波書店

284 岩波新書（新赤版）1684　日本問答 田中優子、松岡正剛 岩波書店

285 岩波新書（新赤版）1685　メディア不信：何が問われているのか 林香里 岩波書店

286 岩波新書（新赤版）1686　ルポ不法移民：アメリカ国境を越えた男たち 田中研之輔 岩波書店

287 岩波新書（新赤版）1687　会計学の誕生：複式簿記が変えた世界 渡邉泉 岩波書店

288 岩波新書（新赤版）1688　東電原発裁判：福島原発事故の責任を問う 添田孝史 岩波書店

289 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 河出書房新社

290 陸王 池井戸潤 集英社

291 なるにはBOOKS148　グランドスタッフになるには 京極祥江 ぺりかん者

292 広辞苑（第七版） 新村出：編 岩波書店

293 図解まるわかり時事用語２０１８→２０１９年版 ニュース・リテラシー研究所 新星出版社

294 夢をかなえる小さな習慣 相川圭子 大和書房

295 いのちの旅人：評伝灰谷健次郎 新海均 河出書房新社

296 キャロリング 有川浩 幻冬舎文庫

297 妻に捧げた1778話 眉村卓 新潮新書

298 ぼくたちはこの国をこんなふうに愛することに決めた 高橋源一郎 集英社新書

299 息子が人を殺しました：加害者家族の真実 阿部恭子 幻冬舎新書

300 岩波新書（新赤版）1689　治安維持法と共謀罪 内田博文 岩波書店

301 岩波新書（新赤版）1690　原子力規制委員会：独立・中立という幻想 新藤宗幸 岩波書店

302 岩波新書（新赤版）1691　トマス・アクィナス：理性と神秘 山本芳久 岩波書店

303 岩波新書（新赤版）1692　義経伝説と為朝伝説：日本史の北と南 原田信男 岩波書店

304 岩波新書（新赤版）1693　語る歴史、聞く歴史：オーラル・ヒストリーの現場から 大門正克 岩波書店

305 岩波新書（新赤版）1694　科学者と軍事研究 池内了 岩波書店

306 岩波新書（新赤版）1695　近代日本一五〇年：科学技術総力戦体制の破綻 山本義隆 岩波書店

307 岩波新書（新赤版）1696　マルクス資本論の哲学 熊野純彦 岩波書店

308 岩波新書（新赤版）1697　内村鑑三：悲しみの使途 若松英輔 岩波書店

309 岩波新書（新赤版）1698　イスラーム主義：もう一つの近代を構想する 末近浩太 岩波書店

310 岩波新書（新赤版）1699　ガンディー：平和を紡ぐ人 竹中千春 岩波書店

311 岩波新書（新赤版）1700　茶と琉球人 武井弘一 岩波書店



312 岩波新書（新赤版）1701　棋士とAI：アルファ碁から始まった未来 王銘わん 岩波書店

313 岩波新書（新赤版）1702　技術の街道をゆく 畑村洋太郎 岩波書店

314 岩波ジュニア新書684　榎本武明と明治維新：旧幕臣の描いた近代化 黒瀧秀久 岩波書店

315 岩波ジュニア新書685　はじめての研究レポート作成術 沼崎一郎 岩波書店

316 銀河鉄道の父 門井慶喜 講談社


