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1 哲学用語図鑑 続 田中正人著 プレジデント社 811700251130//テツガ//2

2 好きなことだけで生きていく。 (ポプラ新書:126) 堀江貴文著 ポプラ社 811700244159//スキナ

3 最古の文字なのか? : 氷河期の洞窟に残された32の記号の謎を解く ジェネビーブ・ボン・ペッツ
ィンガー著/櫻井祐子訳

文藝春秋 811700230202//サイコ

4 サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福 上 ユヴァル・ノア・ハラリ著/柴
田裕之訳

河出書房新社 811700236209//サピエ//1

5 サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福 下 ユヴァル・ノア・ハラリ著/柴
田裕之訳

河出書房新社 811700237209//サピエ//2

6 古代研究 改版 1 (角川文庫:20126-20127, 20221, 20265, 20311, 20359) 折口信夫 [著] KADOKAWA 811700259210.3//コダイ//1

7 古代研究 改版 2 (角川文庫:20126-20127, 20221, 20265, 20311, 20359) 折口信夫 [著] KADOKAWA 811700260210.3//コダイ//2

8 山形ぶらり歴史探訪ルートガイド みちのく巡りん倶楽部著 メイツ出版 811700247291.25//ヤマガ

9 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

高野秀行著 本の雑誌社 811700268302.453//ナゾノ

10 「1日30分」を続けなさい! : 人生勝利の勉強法55 (だいわ文庫:159-1G) 古市幸雄著 大和書房 811700241379.7//1ニチ

11 もしもあなたがプリンセスになったら 今田美奈子著/美内すずえ画 ベストセラーズ 811700243385.9//モシモ

12 異界と日本人 (角川文庫:19291) 小松和彦 [著] KADOKAWA 811700261388.1//イカイ

13 サイエンスペディア1000 ポール・パーソンズ著/古谷美
央訳

ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

811700249403.6//サイエ

14 「偶然」と「運」の科学 マイケル・ブルックス編/水谷
淳訳

SBクリエイティブ 811700248404//グウゼ

15 野草の名前 : 和名の由来と見分け方 夏 (ヤマケイ文庫) 高橋勝雄解説・写真/松見勝弥
絵

山と溪谷社 811700245470.38//ヤソウ

16 クマ問題を考える : 野生動物生息域拡大期のリテラシー (ヤマケイ新書
:YS035)

田口洋美著 山と溪谷社 811700246489.57//クマモ

17 科学的に元気になる方法集めました 堀田秀吾 [著] 文響社 811700253498.39//カガク

18 世界一美味しい煮卵の作り方 : 家メシ食堂 : ひとりぶん100レシピ (光文社
新書:870)

はらぺこグリズリー著 光文社 811700238596//セカイ

19 つくおき : 週末まとめて作り置きレシピ (美人時間ブック) nozomi [著] 光文社 811700239596//ツクオ
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20 ひとりぶん料理の教科書 : はじめてさんでもおいしく作れる基本レシピ
(マイナビ文庫:071)

福田淳子著 マイナビ出版 811700252596//ヒトリ

21 残るは食欲 (新潮文庫:9666, あ-50-5) 阿川佐和子著 新潮社 811700270596.04//ノコル

22 バルサの食卓 (新潮文庫:8749, う-18-13) 上橋菜穂子, チーム北海道著 新潮社 811700275596.04//バルサ

23 風土記 : 現代語訳付き 上 (角川文庫:19240-19241) 中村啓信監修・訳注 KADOKAWA 811700257913.2//フドキ//1

24 風土記 : 現代語訳付き 下 (角川文庫:19240-19241) 中村啓信監修・訳注 KADOKAWA 811700258913.2//フドキ//2

25 D坂の殺人事件 (角川文庫:19651, [え11-1]) 江戸川乱歩 [著] KADOKAWA 811700256913.6//Dザカ

26 GOTH (ゴス) 夜の章 (角川文庫:13798, 13799, 18048 (お52-4)) 乙一 [著] 角川書店 811700262913.6//GOT//1

27 GOTH (ゴス) 僕の章 (角川文庫:13798, 13799, 18048 (お52-4)) 乙一 [著] 角川書店 811700263913.6//GOT//2

28 GOTH (ゴス) 番外篇 (角川文庫:13798, 13799, 18048 (お52-4)) 乙一 [著] 角川書店 811700254913.6//GOT//3

29 悪の教典 上 (文春文庫:[き-35-1], [き-35-2]) 貴志祐介著 文藝春秋 811700232913.6//アクノ//1

30 悪の教典 下 (文春文庫:[き-35-1], [き-35-2]) 貴志祐介著 文藝春秋 811700233913.6//アクノ//2

31 いたいのいたいの、とんでゆけ (メディアワークス文庫:み7-3) 三秋縋 [著] KADOKAWA 811700264913.6//イタイ

32 オー!ファーザー (新潮文庫:9586, い-69-7) 伊坂幸太郎著 新潮社 811700274913.6//オフア

33 がん消滅の罠 : 完全寛解の謎 岩木一麻著 宝島社 811700250913.6//ガンシ

34 貴族探偵 (集英社文庫:[ま20-2]) 麻耶雄嵩著 集英社 811700266913.6//キゾク

35 鬼談百景 (角川文庫:19271, [お72-1]) 小野不由美 [著] KADOKAWA 811700255913.6//キダン

36 境遇 (双葉文庫:み-21-06) 湊かなえ著 双葉社 811700242913.6//キヨウ

37 暗いところで待ち合わせ (幻冬舎文庫:お-10-2) 乙一 [著] 幻冬舎 811700240913.6//クライ

38 黄昏の岸暁の天 (そら) (新潮文庫:9919, お-37-61. 十二国記) 小野不由美著 新潮社 811700273913.6//タソガ

39 図南の翼 (新潮文庫:9783, お-37-59. 十二国記) 小野不由美著 新潮社 811700272913.6//トナン

40 走れメロス 74刷改版 (新潮文庫:633, た-2-6) 太宰治著 新潮社 811700269913.6//ハシレ

41 丕緒の鳥 (新潮文庫:9729, お-37-58. 十二国記) 小野不由美著 新潮社 811700271913.6//ヒシヨ

42 寮生 : 一九七一年、函館。 (集英社文庫:[こ28-14]) 今野敏著 集英社 811700267913.6//リヨウ
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43 負ける技術 (講談社文庫:[か136-1]) カレー沢薫 [著] 講談社 811700265914.6//マケル

44 偽装死で別の人生を生きる エリザベス・グリーンウッド
著/赤根洋子訳

文藝春秋 811700231936//ギソウ

45 ハリネズミの願い トーン・テレヘン著/長山さき
訳

新潮社 811700276949.33//ハリネ

46 悲しみのイレーヌ (文春文庫:[ル-6-3]) ピエール・ルメートル著/橘明
美訳

文藝春秋 811700234953//カナシ

47 傷だらけのカミーユ (文春文庫) ピエール・ルメートル著/橘明
美訳

文藝春秋 811700235953//キズダ


