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政治経済
四六 9784863101081 明日を拓く現代史 1,400 谷口 智彦 

国際関係
A5 9784863101241 李登輝より日本へ贈る言葉　【5刷】 2,400 李登輝
新書 9784863101746 欧州　絶望の現場を歩く 1,300 木村正人
四六 9784863101869 戦略の地政学──ランドパワーＶＳシーパワー【6刷】 1,600 秋元千明
A5 9784863102118 自衛隊の今がわかる本 1,500 菊池雅之
四六 9784900594838 フランス敗れたり 1,800 アンドレ モーロワ 

四六 9784863102194 逆さ地図で解き明かす新世界情勢 1,600 松本利秋
四六 9784863102217 なぜ日本の「正しさ」は伝わらないのか　★ 1,600 桒原響子
四六 9784863102330 総統とわたし　★ 1,400 早川友久

人文・歴史
四六 9784863100060 中西進と読む「東海道中膝栗毛」 1,600 中西 進
新書 9784863101296 日本古代史紀行 1,200 恵美　嘉樹
四六 9784863101531 語りだす奈良　118の物語　【７刷】 1,500 西山　厚
B5変 9784863101821 中世ふしぎ絵巻【２刷】 3,200 西山 克・文
北村さゆり・画

四六 9784863102095 日本史10人の女たち 1,700 佐々木和歌子
四六 9784863102163 語りだす奈良　ふたたび 1,500 西山　厚
四六 9784863102156 日本の中の地球史 3,500 川勝平太
新書 9784863102224 征夷大将軍になり損ねた男たち 1,300 二木謙一
四六 9784863102231 覇権の歴史を見れば、世界がわかる　★ 1,600 島崎晋
新書 9784863102255 日本書記に秘められた神社・古寺の謎　【２刷】★ 1,300 三橋健
新書 9784863102309 日本人よ、かくあれ【４刷】★ 1,600 岡本彰夫 
新書 9784863102279 京都異界に秘められた古社寺の謎　★ 1,300 新谷尚紀
四六 9784863102323 世界史を突き動かした英仏独三国志　★ 1,700 関 眞興
新書 9784863102361 聖徳太子に秘められた古寺・伝説の謎　★ 1,400 瀧音能之
B6 9784863102408 愛蔵版　心に響く101の言葉★ 1,300 多川俊映
四六 9784863102385 鬼と異形の民俗学★ 1,400 飯倉義之

教育・子育て・学参
四六 9784863102132 「目的思考」で学びが変わる　【６刷】 1,500 多田慎介
四六 9784863101685 世界一子どもを育てやすい国にしよう 1,200 出口治明　駒崎弘樹

四六 9784863102088 親も子もハッピーになる最強の子育て 1,400 小川大介
四六 9784863102347 中学受験！合格する子のお父さん・受からない子のお父さん★ 1,500 西村則康　高野健一

ノンフィクション
四六 9784863101159 不屈の春雷　上 1,800 牧 久
四六 9784863101166 不屈の春雷　下 1,800 牧 久
四六 9784863101579 明治の建築家伊東忠太オスマン帝国をゆく　【２刷】 2,700 ｼﾞﾗﾙﾃﾞｯﾘ青木美由紀

文芸・エッセイ
四六 9784863101326 全方位読書案内 1,300 齋藤 孝
四六 9784863101425 ありがとうを伝える旅 1,200 菅原　弓佳
CP判 9784863101692 文学の胎盤 1,600 中西 進 
菊判 9784863101876 「旅ことば」の旅 2,778 中西 進 

芸術
A5 9784863101050 白隠禅画をよむ 1,400 芳澤 勝弘 
A5 9784900594777 尾形光琳 2,600 飛鳥井 頼道 
A5 9784863100695 榛地和装本　終篇 1,800 藤田 三男 

仏教美術
A5 9784863102293 仏像イラストレーターがつくった仏像ハンドブック　★ 1,600 田中ひろみ
A5 9784863101807 東京・鎌倉 仏像めぐり 1,300 田中ひろみ
A5 9784863101982 東海仏像めぐり 1,300 田中ひろみ
A5 9784863102286 仏像に会う　★ 2,200 西山 厚

旅
A5 9784863101111 東海道新幹線各駅停車の旅　【２刷】 1,400 斎藤 彰 
B5変 9784863101319 「そうだ京都、行こう。」の２０年　【８刷】 1,800 ウェッジ　編
B5 9784863101272 東海道新幹線開業５０周年公式写真集 2,500 ウェッジ　編
四六変 9784863101340 京都の路地まわり道 1,300 千　宗室
A5 9784863101364 電車でめぐる富士山の旅 1,300 甲斐 みのり 
A5 9784863101449 東海道５７次　【２刷】 1,600 志田　威
A5 9784863101517 新幹線から見える日本の名城 1,400 加唐　亜紀
B5変 9784863101562 「うましうるわし奈良」の１０年　【４刷】 1,500 ウェッジ　編
新書 9784863101630 新幹線で行く散歩絵巻東海道五十七次 1,600 こちずライブラリ編

新書 9784863101661 読んで、乗って、楽しい！東海道新幹線クイズ100 1,000 鉄道クイズ研究会
四六 9784863101937 新幹線各駅停車 こだま酒場紀行 1,300 大竹聡　著
矢吹申彦　イラスト

A5 9784863101920 京都 和モダン庭園のひみつ 1,600 重森千靑　著　
中田 昭　写真

A5 9784863101975 とっておきの角度で見る 京都の「この瞬間」【２刷】 1,500 水野克比古
台湾シリーズ

四六 9784863102002 台湾探見 Discover Taiwan　【３刷】 1,500 片倉真理・著
片倉佳史・写真

B5変 9784863102125 台北・歴史建築探訪 日本が遺した建築遺産を歩く【３刷】 1,800 片倉佳史
B5変 9784863102187 台湾 旅人地図帳 2,000 片倉真理　片倉佳
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ビジネス
四六 9784863101494 知財スペシャリストが伝授する交渉術　喧嘩の作法【２刷】 1,400 久慈　直登
四六 9784863101623 社会人に必要な9つの力 1,200 齋藤　孝
四六 9784863101647 ビジネスパーソンのための快眠読本 1,400 白川　修一郎
四六 9784863101814 正論で経営せよ 1,700 坂本　幸雄
四六 9784863101951 夢みるチョコレート工房―働く喜びをつくるということ 1,400 伊藤紀幸
四六 9784863102019 A4一枚で成果を出す! まんがでわかる経営計画の作り方、進め方 【５刷】 1,500 宮内健次
新書 9784863101784 おいしい病院食は、患者を救う【２刷】 1,500 長村洋一監修
薬袋摩耶著

四六 9784863102026 職場のイライラをすっきりなくす本 1,300 植西 聰
新書 9784863102040 捨てられる土地と家 1,000 米山秀隆
四六 9784863102101 小さなパン屋が社会を変える　世界にはばたくパンの缶詰 1,400 菅聖子
四六 9784863102149 はじめまして、法学【２刷】 1,400 遠藤研一郎
四六 9784863102262 差別化戦略で小が大に勝てる　★ 1,800 坂上仁志

新書 9784863102354 超約版　論語と算盤【3刷】　★ 1,000 渋沢栄一 原作　渋澤健 監訳

名著読み解き
四六 9784863101838 今度こそ読み通せる名著 マキャベリの「君主論」【２刷】 1,300 ニッコロ・マキャベリ

四六 9784863101708 今度こそ読み通せる名著 スマイルズの「自助論」 1,400 サミュエル・スマイルズ

四六 9784863101715 今度こそ読み通せる名著 アランの「幸福論」 1,300 アラン
自己啓発

四六 9784863100718 いま、子どもたちに伝えたいこと　【２刷】 1,400 原田 隆史 
四六 9784863101883 おしえて出口さん！──出口が見えるお悩み相談 1,300 出口治明
新書 9784863102248 定年を病にしない　★ 1,300 高田明和

図解シリーズ
四六 9784863100831 図解論語　【8刷】 1,200 齋藤 孝 
四六 9784863101005 図解養生訓【３刷】 1,200 齋藤 孝 
四六 9784863101128 図解菜根譚【4刷】 1,200 齋藤 孝 
四六 9784863101739 図解葉隠 1,200 齋藤孝
四六 9784863101890 図解 言志四録──学べば吉 1,300 齋藤 孝
四六 9784863102033 図解 孫子の兵法――丸くおさめる戦略思考　【２刷】 1,300 齋藤 孝
四六 9784863102378 図解 学問のすすめ――カラリと晴れた生き方をしよう 1,400 齋藤 孝

実用・健康
新書 9784863101463 ビ－ルがおいしくなる話 1,300 　
四六 9784863102200 外食もお酒もやめたくない人の「せめてこれだけ」食事術　★【２刷】 1,300 佐藤達夫

スポーツ
新書 9784863101944 俺たちの「戦力外通告」　【４刷】 1,300 高森勇旗

社会問題
新書 9784863101258 誤解だらけの電力問題　【６刷】 1,000 竹内　純子
新書 9784863101722 日本の漁業が崩壊する本当の理由 1,300 片野 歩

理工
新書 9784863101456 長村教授の正しい添加物講義 1,300 長村　洋一
四六 9784863101852 人工知能はこうして創られる　【２刷】 1,500 合原一幸
四六 9784863102057 大人のための恐竜教室　【２刷】 1,300 真鍋 真・山田五郎
菊判 9784863102170 ポストアーバン都市・地域論 6,000 ハンス・ウェストルンド、ティグラン・ハース

四六 9784863102316 ゲノム編集食品が変える食の未来【２刷】 1,500 松永和紀

ウェッジ選書
B6 9784863100961 ラザフォ－ド・オルコック 1,400 岡本 隆司 
B6 9784863101029 「瓢鮎図」の謎 1,400 芳澤 勝弘 
B6 9784863101210 鉄といのちの物語 1,200 長沼　毅　
B6 9784863101586 上智大学の学生たちの熱い関心を集めた愛と希望の「人口学講義」 1,400 鬼頭　宏
B６ 9784863101616 まるわかり太陽系ガイドブック 1,500 寺門　和夫

ウェッジ文庫
文庫 9784863100077 日本人の忘れもの　【１２刷】 667 中西　進
文庫 9784863100091 清朝十四王女【５刷】 743 林 えり子 
文庫 9784863100169 日本人の忘れもの　２　【５刷】 667 中西 進 
文庫 9784863100237 日本人の忘れもの　3　【４刷】 667 中西 進 
文庫 9784863100459 荷風のいた街 743 橋本 敏男 
文庫 9784863100565 明治文壇の人々　【２刷】 838 馬場孤蝶 
文庫 9784863100657 有法子 743 十河 信二
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