
平成29年度ブックハンティングで見つけてきた６８冊の本です。

是非図書館までお越しください。

商品名 著者 出版社

1 BLEACH Spirits Are Forever With You Ⅰ 久保　帯人 集英社
2 BLEACH Spirits Are Forever With You Ⅱ 久保　帯人 集英社
3 時をとめた少女 ロバート　Ｆ．ヤング 早川書房
4 詩葉さんは別ノ詩を詠みはじめる 樫田 レオ ＫＡＤＯＫＡＷＡ
5 変数人間 フィリップ　Ｋ．ディック 早川書房
6 アジャストメント フィリップ　Ｋ．ディック 早川書房
7 ジェイクをさがして チャイナ・ミエヴィル 早川書房
8 ８６－エイティシックス 安里　アサト ＫＡＤＯＫＡＷＡ

9 きっと彼女は神様なんかじゃない 入間 人間 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
10 デッドエンド 入間　人間 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
11 パプリカ 筒井　康隆 新潮社
12 ライブラリではじめるＣ言語ゲーム開発 片倉　永輝 工学社
13 多動力 堀江 貴文 幻冬舎
14 ルビンの壺が割れた 宿野 かほる 新潮社
15 ５秒後に意外な結末 桃戸　ハル 学研プラス
16 Ｍ．Ｓ．Ｓ．Ｐｌａｎｅｔ Ｍ．Ｓ．Ｓ　Ｐｒｏｊｅｃｔ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

17 文豪図鑑　完全版 開発社 自由国民社
18 地頭力を鍛える 細谷　功 東洋経済新報社
19 デジタルイラストの「身体」描き方事典 松 ＳＢクリエイティブ

20 人工知能の作り方 三宅　陽一郎 技術評論社
21 幼女戦記　１ カルロ・ゼン ＫＡＤＯＫＡＷＡ

22 ペンギン・ハイウェイ 森見　登美彦 角川書店
23 ＡＵＴＵＭＮ　ｉｎ　ｈｏｋｋａｉｄｏ 高橋　真澄 青菁社
24 クリエイターのハローワーク ビーコムプラス マール社
25 やってはいけないデザイン 平本　久美子 翔泳社
26 三度目の殺人 是枝 裕和 宝島社
27 君は月夜に光り輝く 佐野　徹夜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

28 バカが全裸でやってくる 入間　人間 アスキー・メディアワークス

29 ゼロの激震 安生 正 宝島社
30 文豪妖怪名作選 東 雅夫 東京創元社
31 僕の小規模な自殺 入間　人間 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

32 ゲーマーズ！ 葵　せきな ＫＡＤＯＫＡＷＡ

33 翼を持つ少女　上 山本　弘 東京創元社
34 翼を持つ少女　下 山本　弘 東京創元社
35 ゲームウォーズ　下 アーネスト・クライン ＳＢクリエイティブ

36 ゲームウォーズ　上 アーネスト・クライン ＳＢクリエイティブ

37 ホネ事典 スティーブ・パーカー あすなろ書房
38 モンスターを描く サイドランチ 廣済堂出版
39 デジタルイラストの「服装」描き方事典 スタジオ・ハードデラックス ＳＢクリエイティブ

40 絵を描くための花の写真集 丹羽 聡子 マール社
41 ミュシャ 小学館
42 Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｔｙｌｅ アリ・セス・コーエン 大和書房
43 アニメーターが教えるキャラ描画の基本法則 ｔｏｓｈｉ エムディエヌコーポレーショ

44 誰も知らない世界のことわざ エラ・フランシス・サンダース 創元社
45 円周率１００００００桁表 暗黒通信団
46 素数表１５００００個 真実のみを記述する会 暗黒通信団
47 イスラム教が理解できないのはどう考えても覚え方が悪い ヘスティア 暗黒通信団
48 元素の名前辞典 江頭 和宏 （著） 九州大学出版会
49 みみずくは黄昏に飛びたつ 川上 未映子 新潮社
50 ヨチヨチ父 ヨシタケ シンスケ 赤ちゃんとママ社
51 ビーカーくんとそのなかまたち うえたに夫婦 誠文堂新光社
52 あるかしら書店 ヨシタケ シンスケ ポプラ社
53 そのままでいい 100万いいね！を集めた176の言葉 田口 久人 （著） ディスカヴァー・トゥエンテ

54 結婚したら知っておきたい日本のしきたりＢＯＯＫ 青木 牧子 総合法令出版
55 明るい夜に出かけて 佐藤　多佳子 新潮社
56 さらばボヘミヤン 松本 圭二 航思社
57 キャロル パトリシア・ハイスミス 河出書房新社



58 なくなりそうな世界のことば 吉岡 乾 創元社
59 もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら 神田 桂一 宝島社
60 もっとハゲしく声に出して笑える日本語 立川 談四楼 光文社
61 大人のための国語ゼミ 野矢 茂樹 山川出版社
62 日本の死活問題 色摩 力夫 グッドブックス
63 スタンフォード式最高の睡眠 西野　精治 サンマーク出版
64 ＳＮＳマーケティングのやさしい教科書。 グローバルリンクジャパン エムディエヌコーポレーショ

65 仕事に使える写真術 河野　鉄平 翔泳社
66 個人事業の教科書１年生 オールカラー版 改訂版 新星出版社
67 図解身近にあふれる「科学」が３時間でわかる本 左巻 健男 明日香出版社
68 パーマネント神喜劇 万城目 学 新潮社


