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総記
古本道入門 中公新書ラクレ 岡崎武志 中央公論新社

ビジュアルディクショナリー DK＆日東書院本社編集部編 日東書院本社

アレの名前大百科 みうらじゅん監修 PHP研究所

朝日新聞縮刷版2012　平成24年4月号 朝日新聞社 朝日新聞社

朝日新聞縮刷版2012　平成24年5月号 朝日新聞社 朝日新聞社

論語入門 岩波新書新赤版 井波律子 岩波書店

グリーン経済最前線 岩波新書新赤版 井田徹治　末吉竹二郎 岩波書店

特高警察 岩波新書新赤版 荻野富士夫 岩波書店

カラー版　北斎 岩波新書新赤版 大久保純一 岩波書店

欧州のエネルギーシフト 岩波新書新赤版 脇阪紀行 岩波書店

現代中国の政治 岩波新書新赤版 唐亮 岩波書店

マルティン・ルター 岩波新書新赤版 徳善義和 岩波書店

心の病　回復への道 岩波新書新赤版 野中猛 岩波書店

地下水は語る 岩波新書新赤版 守田優 岩波書店

哲学
怒らない技術 ﾌｫﾚｽﾄ2545新書 島津良智 ﾌｫﾚｽﾄ出版

カウンセラーの〈こころ〉 佐治守夫 みすず書房

誰でもできるけど、ごくわずかな人しか実行していない成功の法則２ ジム・ドノヴァン ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ

誰でもできるけど、ごくわずかな人しか実行していない成功の法則 ジム・ドノヴァン ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ

歴史
人類の歴史を変えた8つのできごとⅡ 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 眞淳平 岩波書店

危険な世界史　血族結婚篇 角川文庫 中野京子 角川書店

歴史が面白くなる東大のﾃﾞｨｰﾌﾟな日本史 相澤理 中経出版

レンズが撮らえた幕末の日本 岩下哲典　塚越俊志 山川出版社

古代史謎めぐりの旅　奈良・瀬戸内・東国・京阪編 関裕二 ブックマン社

絵でみる江戸の町とくらし図鑑 善養寺ススム文・絵 廣済堂あかつき

平城京の謎 武光誠監著 主婦と生活社

中世の港と海賊 山内謙 法政大学出版局

はじめての人にもわかる十八史略の人間学 守屋洋 新人物往来社

絶対に行けない!世界の秘境101 中経の文庫 アフロ 中経出版

世界の国々〈１〉アジア州（１） 帝国書院地理シリ－ズ 帝国書院編集部編 帝国書院

世界の国々〈２〉アジア州（２） 帝国書院地理シリ－ズ 帝国書院編集部編 帝国書院

世界の国々〈３〉ヨーロッパ州（１） 帝国書院地理シリ－ズ 帝国書院編集部編 帝国書院

世界の国々〈４〉ヨーロッパ州（２） 帝国書院地理シリ－ズ 帝国書院編集部編 帝国書院

郷土 福井ふるさと百景 福井県 福井新聞社

郷土 福井県謎解き散歩 新人物文庫 松原信之編著 新人物往来社

おもしろ地名・駅名歩き事典 村石利夫 みやび出版

社会科学
世界がうらやむ日本の超・底力 KAWADE夢新書 ﾛﾑ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 河出書房新社

よいこの君主論 ちくま文庫 架神恭介　辰巳一世 筑摩書房

江戸の御触書 楠木誠一郎 グラフ社

二十一世紀の資本主義論 ちくま学芸文庫 岩井克人 筑摩書房

それでも子どもは減っていく ちくま新書 本田和子 筑摩書房

日本国勢図会2012/13年版 矢野恒太記念会編 矢野恒太記念会

Ｌｅｔ’ｓ　Ｅｎｇｌａｎｄ  コリン・ジョイス ＮＨＫ出版

Ｈｏｗ　ｔｏ　Ｊａｐａｎ コリン・ジョイス ＮＨＫ出版

二千年紀の社会と思想 ａｔプラス叢書 見田宗介　大澤真幸 太田出版

しあわせに働ける社会へ 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 竹信三恵子 岩波書店

さわっておどろく！点字・点図がひらく世界　 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 広瀬浩二郎　嶺重慎 岩波書店

高校英語授業を変える！ アルク選書シリーズ 金谷憲編著　高山芳樹　臼倉美里　大田悦子著 アルク

灘中　奇跡の国語教室 中公新書ラクレ 黒岩祐治 中央公論新社

 “国語教育”とテクスト論 鈴木泰恵　高木信　助川幸逸郎　黒木朋興編 ひつじ書房

「物流」で働く なるにはBOOKS 広田民郎 ぺりかん社

国語教育の新常識  森山卓郎　達富洋二編著 明治図書出版

現場で使える教室英語 吉田研作　金子朝子監修　石渡一秀　グレッグ・ハイズマンズ著 三修社



東大卒でスミマセン 中公新書ラクレ 中本千晶 中央公論新社

地アタマを鍛える知的勉強法 講談社現代新書 齋藤孝 講談社

グローバリゼーションの中の江戸 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 田中優子 岩波書店

日本昔話ハンドブック 稲田浩二編 三省堂

自然科学
世界一空が美しい大陸南極の図鑑 武田康男 草思社

人間にとって科学とは何か 新潮選書 村上陽一郎 新潮社

銀の空想科学読本 柳田理科雄 ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ

空想科学読本11 柳田理科雄 ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ

数学ガール　ガロア理論 結城浩 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

おとなが学び直す物理でわかる身のまわりの疑問 じっぴｺﾝﾊﾟｸﾄ新書 川村康文 実業之日本社

中学・高校化学のほんとうの使い道 じっぴｺﾝﾊﾟｸﾄ新書 京極一樹 実業之日本社

３D宇宙大図鑑 縣秀彦監修 東京書籍

宇宙を解く壮大な10の実験 アニル・アナンサスワーミー 河出書房新社

月の歩きかた マイケル・カーロヴィッツ 二見書房

星のかけらを採りにいく 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 矢野創 岩波書店

恐竜時代Ⅰ 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 小林快次 岩波書店

日本人は植物をどう利用してきたか 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 中西弘樹 岩波書店

働かないアリに意義がある ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ新書 長谷川英祐 ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ

技術
寄贈 太陽エネルギーがひらく未来 東京理科大学坊っちゃん科

学シリーズ
東京理科大学出版センター編著 東京書籍

まちを再生する９９のアイデア 柴崎＋ｿﾌﾄﾕﾆｵﾝ 彰国社

ｐｅｐｉｔａ―井上雄彦ｍｅｅｔｓガウディ 井上雄彦 日経ＢＰ社

高校生からわかる原子力 池上彰の講義の時間 池上彰 ホーム社

わくわくほっこり和菓子図鑑 君野倫子 二見書房

寄贈 からだにおいしい野菜の便利帳 板木利隆監修 高橋書店

フルーツがいっぱい!春夏秋冬クールデザート 講談社のお料理BOOK 加藤千恵 講談社

寄贈 体脂肪計タニタの社員食堂 タニタ 大和書房

寄贈 続体脂肪計タニタの社員食堂 タニタ 大和書房

寄贈 からだにおいしい魚の便利帳 藤原昌高 高橋書店

ミツカン社員のお酢レシピ ミツカン監修 幻冬舎

コンビニ食堂営業中 森崎友紀 ベストセラーズ

産業
豆柴センパイと捨て猫コウハイ 石黒由紀子 幻冬舎

お化け屋敷になぜ人は並ぶのか 角川oneﾃｰﾏ21 五味弘文 角川書店

9割がバイトでも最高のスタッフに育つディズニーの教え方 福島文二郎 中経出版

芸術
拝んでしあわせ奈良の仏像100 田中ひろみ 西日本出版社

この絵、どこがすごいの？ 佐藤晃子 新人物往来社

怖い絵 中野京子 朝日出版社

怖い絵2 中野京子 朝日出版社

怖い絵3 中野京子 朝日出版社

4色ボールペンでかわいい手帳イラスト ｲｸﾞﾙｰﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 河出書房新社

空白 井上雄彦 ｽｲｯﾁ･ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

うたかた　まんがで読む谷川俊太郎 tsukao プレビジョン

ドラえもんのことば 横山泰行 幻冬舎

歴史ドラマの大ウソ 大野敏明 産経新聞出版

知らなかった！衝撃のアニメ雑学 宝島SUGOI文庫 日本博識研究所 宝島社

氷上の美しき戦士たち 田村明子 新書館

寄贈 郷土 福井県高等学校体育連盟登山専門部五十年史 福井県高等学校体育連盟登山専門部50年史編集委員会編 福井県高等学校体育連盟登山専門部

図説忍者と忍術 歴史群像ｼﾘｰｽﾞ特別編集 佐藤香澄編集 学研ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

言語
英語教育と「訳」の効用 ガイ・クック　斎藤兆史　北和丈訳 研究社

「国語」という呪縛 歴史文化ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 川口良　角田史幸 吉川弘文館

日本人の知らない日本語3　祝!卒業編 蛇蔵＆海野凪子 幻冬舎

「上から目線」の時代 講談社現代新書 冷泉彰彦 講談社

名文を読みかえす 馬場啓一 いそっぷ社



日本の名作出だしの一文 樋口裕一 日本文芸社

日本一短い｢未来｣への手紙 丸岡町文化振興事業団編 中央経済社

日本一短い手紙｢愛｣の往復書簡 丸岡町文化振興事業団編 中央経済社

魔法の英語　耳づくり Ｊ新書 リサ・ヴォート Ｊリサーチ出版

魔法のリスニング Ｊ新書 リサ・ヴォート Ｊリサーチ出版

ヴィジュアライズで上達！長文リスニング 攻略！英語リスニング ［ＣＤ＋テキスト］ 柴原智幸 ＮＨＫ出版

杉田敏のグロ－バル時代の英語 ＮＨＫラジオ実践ビジネス英語杉田敏 ＮＨＫ出版

Ａｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈｍａｎ　ｉｎ　Ｎ．Ｙ． コリン・ジョイス ＮＨＫ出版

日本人のちょっとヘンな英語 デイビッド・セイン アスコム

Ｌａｒｒｙ’ｓ　Ａｍｅｒｉｃａｎａ ラリー・ニフィング ＮＨＫ出版

たのしい英文速読教室 安河内哲也　ミッキー・エイコーン 研究社

文学
日本人なら知っておきたい日本文学 蛇蔵＆海野凪子 幻冬舎

源氏物語の和歌 コレクション日本歌人選 高野晴代 笠間書院

もう一つのシアター！ ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫 有川浩 ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ

いつだって今だもん 谷川俊太郎 大和書房

書店ガール PHP文芸文庫 碧野圭 PHP研究所

降霊会の夜 浅田次郎 朝日新聞出版

マンチュリアン・リポート 浅田次郎 講談社

Another　上・下 角川文庫 綾辻行人 角川書店

もいちどあなたにあいたいな 新井素子 新潮社

ヒア・カムズ・ザ・サン 有川浩 新潮社

鉄の骨 池井戸潤 講談社

夜の国のクーパー 伊坂幸太郎 東京創元社

しあわせなミステリー 伊坂幸太郎ほか 宝島社

テルマエ・ロマエ小説版 KCG文庫 伊豆平成 ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ

ねえ、委員長 市川拓司 幻冬舎

十二単衣を着た悪魔  内館牧子 幻冬舎

オチケン！ PHP文芸文庫 大倉崇裕 PHP研究所

オチケン、ピンチ!! PHP文芸文庫 大倉崇裕 PHP研究所

極北ラプソディ 海堂尊 朝日新聞出版

ケルベロスの肖像 海堂尊 宝島社

鍵のかかった部屋 貴志祐介 角川書店

大きな森の小さな密室 創元推理文庫 小林泰三 東京創元社

とせい 中公文庫 今野敏 中央公論新社

僕らのごはんは明日で待ってる 瀬尾まいこ 幻冬舎

またやぶけの夕焼け 高野秀行 集英社

魚神 集英社文庫 千早茜 集英社

ロードムービー 講談社文庫 辻村深月 講談社

オーダーメイド殺人クラブ 辻村深月 集英社

贖罪の奏鳴曲 中山七里 講談社

消失グラデーション 長沢樹 角川書店

あの日、君と　Girls 集英社文庫 ﾅﾂｲﾁ製作委員会 集英社

あの日、君と　Boys 集英社文庫 ﾅﾂｲﾁ製作委員会 集英社

いつか、君へ　Girls 集英社文庫 ﾅﾂｲﾁ製作委員会 集英社

いつか、君へ　Boys 集英社文庫 ﾅﾂｲﾁ製作委員会 集英社

悲鳴伝 西尾維新 講談社

夏のバスプール 畑野智美 集英社

ひなこまち 畠中恵 新潮社

実朝の首 角川文庫 葉室麟 角川書店

冬姫 葉室麟 集英社

リトル・リトル・クトゥルー 東雅夫編 学研

浪花少年探偵団 講談社文庫 東野圭吾 講談社

歌え!多摩川高校合唱部 本田有明 河出書房新社

ディスコ探偵水曜日　上・中・下 新潮文庫 舞城王太郎 新潮社

きみはポラリス 新潮文庫 三浦しをん 新潮社

ビブリア古書堂の事件手帖3 ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫 三上延 ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ

扉守 光原百合 文藝春秋

贖罪 双葉文庫 湊かなえ 双葉社

英雄の書　上・下 宮部みゆき 毎日新聞社

窓の向こうのガーシュウィン 宮下奈都 集英社



スカイ・イクリプス 中公文庫 森博嗣 中央公論新社

フラッタ・リンツ・ライフ 中公文庫 森博嗣 中央公論新社

ダウン・ツ・ヘヴン 中公文庫 森博嗣 中央公論新社

クレィドゥ・ザ・スカイ 中公文庫 森博嗣 中央公論新社

すべてがFになる 講談社文庫 森博嗣 講談社

屋上ミサイル謎のメッセージ 山下貴光 宝島社

アイの物語 角川文庫 山本弘 角川書店

儚い羊たちの祝宴 米澤穂信 新潮社

クドリャフカの順番 角川文庫 米澤穂信 角川書店

愚者のエンドロール 角川文庫 米澤穂信 角川書店

遠まわりする雛 角川文庫 米澤穂信 角川書店

転ばぬ先の転んだ後の「徒然草」の知恵 嵐山光三郎 集英社

あるようなないような 中公文庫 川上弘美 中央公論新社

ももこのまんねん日記2012 さくらももこ 集英社

現代語裏辞典 筒井康隆 文藝春秋

論語 新書漢文大系 吉田賢抗 明治書院

老子 新書漢文大系 阿部吉雄　山本敏夫 明治書院

孫子・呉子 新書漢文大系 天野鎮雄 明治書院

十八史略 新書漢文大系 林秀一 明治書院

戦国策 新書漢文大系 林秀一　福田襄之介 明治書院

唐詩選 新書漢文大系 目加田誠 明治書院

日本漢詩 新書漢文大系 猪口篤志 明治書院

古文真宝 新書漢文大系 星川清孝 明治書院

文章軌範 新書漢文大系 前野直彬 明治書院

唐代伝奇 新書漢文大系 内田泉之助　乾一夫 明治書院

孟子 新書漢文大系 内野熊一郎 明治書院

荘子 新書漢文大系 市川安司　遠藤哲夫 明治書院

韓非子 新書漢文大系 竹内照夫 明治書院

史記〈列伝〉 新書漢文大系 水沢利忠 明治書院

古文真宝〈前集〉 新書漢文大系 星川清孝 明治書院

史記〈本紀〉 新書漢文大系 吉田賢抗 明治書院

史記〈列伝二〉 新書漢文大系 水沢利忠 明治書院

文選〈詩篇〉 新書漢文大系 内田泉之助　網祐次 明治書院

文選〈賦篇〉 新書漢文大系 中島千秋　高橋忠彦 明治書院

世説新語 新書漢文大系 目加田誠 明治書院

伝習録 新書漢文大系 近藤康信 明治書院

楚辞 新書漢文大系 星川清孝 明治書院

列子 新書漢文大系 小林信明 明治書院

荀子 新書漢文大系 藤井専英 明治書院

文選〈賦篇二〉 新書漢文大系 高橋忠彦 明治書院

孔子家語 新書漢文大系 宇野精一 明治書院

蒙求 新書漢文大系 早川光三郎 明治書院

論衡 新書漢文大系 山田勝美 明治書院

唐宋八大家文読本〈韓愈〉 新書漢文大系 星川清孝 明治書院

史記〈世家〉 新書漢文大系 吉田賢抗 明治書院

史記〈世家二〉 新書漢文大系 吉田賢抗 明治書院

墨子 新書漢文大系 山田琢 明治書院

文選〈文章篇〉 新書漢文大系 原田種成　竹田晃 明治書院

詩経 新書漢文大系 石川忠久 明治書院

淮南子 新書漢文大系 楠山春樹 明治書院

ベーオウルフ ｻﾄｸﾘﾌ･ｵﾘｼﾞﾅﾙ ローズマリ・サトクリフ 原書房

ラ・ロシュフコー賢者の言葉 ラ・ロシュフコー 日本能率協会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ
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