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政治経済
四六 86310-108-1 明日を拓く現代史 1,400 谷口 智彦 

国際関係
A5 86310-124-1 李登輝より日本へ贈る言葉　【5刷】 2,400 李登輝
新書 86310-174-6 欧州　絶望の現場を歩く 1,300 木村正人
四六 86310-186-9 戦略の地政学──ランドパワーＶＳシーパワー【8刷】 1,600 秋元千明
A5 86310-211-8 自衛隊の今がわかる本 1,500 菊池雅之
四六 90059-483-8 フランス敗れたり　　　　　　　　　(在庫僅少） 1,800 アンドレ モーロワ 

四六 86310-219-4 逆さ地図で解き明かす新世界情勢 1,600 松本利秋
四六 86310-221-7 なぜ日本の「正しさ」は伝わらないのか 1,600 桒原響子
四六 86310-233-0 総統とわたし 1,400 早川友久
四六 86310-246-0  ｼﾘｰｽﾞ日本人のための文明学１ 文明と覇権から見る中国★ 3,400 中西 輝政

人文・歴史
四六 86310-006-0 中西進と読む「東海道中膝栗毛」 1,600 中西 進
新書 86310-129-6 日本古代史紀行 1,200 恵美　嘉樹
四六 86310-153-1 語りだす奈良　118の物語　【７刷】 1,500 西山　厚
B5変 86310-182-1 中世ふしぎ絵巻【２刷】 3,200 西山 克・文
北村さゆり・画

四六 86310-209-5 日本史10人の女たち 1,700 佐々木和歌子
四六 86310-216-3 語りだす奈良　ふたたび 1,500 西山　厚
四六 86310-215-6 日本の中の地球史 3,500 川勝平太
新書 86310-222-4 征夷大将軍になり損ねた男たち 1,300 二木謙一
四六 86310-223-1 覇権の歴史を見れば、世界がわかる 1,600 島崎晋
新書 86310-225-5 日本書記に秘められた古社寺の謎　【3刷】 1,300 三橋健
新書 86310-230-9 日本人よ、かくあれ【４刷】 1,600 岡本彰夫 
新書 86310-227-9 京都異界に秘められた古社寺の謎 1,300 新谷尚紀
四六 86310-232-3 世界史を突き動かした英仏独三国志 1,700 関 眞興
新書 86310-236-1 聖徳太子に秘められた古寺・伝説の謎　★ 1,400 瀧音能之
B6 86310-240-8 愛蔵版　心に響く101の言葉★ 1,300 多川俊映
四六 86310-238-5 鬼と異形の民俗学★ 1,400 飯倉義之
新書 86310-244-6 執権義時に消された13人★ 1,300 榎本 秋
新書 86310-245-3 最澄に秘められた古寺の謎★ 1,300 山折哲雄

芸術
A5 86310-105-0 白隠禅画をよむ　　　　（在庫僅少） 1,400 芳澤 勝弘 
A5 90059-477-7 尾形光琳 2,600 飛鳥井 頼道 
A5 86310-069-5 榛地和装本　終篇 1,800 藤田 三男 

仏教美術
A5 86310-229-3 仏像イラストレーターがつくった仏像ハンドブック【2刷】　 1,600 田中ひろみ
A5 86310-180-7 東京・鎌倉 仏像めぐり 1,300 田中ひろみ
A5 86310-198-2 東海仏像めぐり 1,300 田中ひろみ
A5 86310-228-6 仏像に会う　【2刷】 2,200 西山 厚

旅
A5 86310-111-1 東海道新幹線各駅停車の旅　【２刷】 1,400 斎藤 彰 
B5変 86310-131-9 「そうだ京都、行こう。」の２０年　【８刷】 1,800 ウェッジ　編
B5 86310-127-2 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 86310-134-0 京都の路地まわり道 1,300 千　宗室
A5 86310-136-4 電車でめぐる富士山の旅 1,300 甲斐 みのり 
A5 86310-144-9 東海道５７次　【２刷】 1,600 志田　威
A5 86310-151-7 新幹線から見える日本の名城 1,400 加唐　亜紀
B5変 86310-156-2 「うましうるわし奈良」の１０年　【４刷】 1,500 ウェッジ　編
新書 86310-163-0 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 86310-166-1 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 86310-193-7 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 86310-192-0 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 86310-197-5 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 86310-200-2 台湾探見 Discover Taiwan　【３刷】 1,500 片倉真理・著
片倉佳史・写真

B5変 86310-212-5 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 86310-218-7 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 86310-149-4 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 86310-162-3 社会人に必要な9つの力 1,200 齋藤　孝
四六 86310-164-7 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 86310-181-4 正論で経営せよ 1,700 坂本　幸雄
四六 86310-195-1 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 86310-201-9 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 86310-178-4 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 86310-202-6 職場のイライラをすっきりなくす本 1,300 植西 聰
新書 86310-204-0 捨てられる土地と家 1,000 米山秀隆
四六 86310-210-1 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 86310-214-9 はじめまして、法学【２刷】 1,400 遠藤研一郎
四六 86310-226-2 差別化戦略で小が大に勝てる 1,800 坂上仁志
新書 86310-235-4 超約版　論語と算盤【3刷】 1,000 渋沢栄一 原作　渋澤健 監訳

四六 86310-239-2 Fail Fast!速い失敗が未来を創る　★ 1,400 藤田浩之

四六 86310-241-5 「なぜ」からはじまる「働く」の未来　★ 1,800 立花聡

新書 86310-248-4 超約版　貞観政要 1,100 呉 兢 原作　夏川賀央 訳

名著読み解き
四六 86310-183-8 今度こそ読み通せる名著 マキャベリの「君主論」【３刷】 1,300 ニッコロ・マキャベリ

四六 86310-170-8 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 86310-171-5 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 86310-071-8 いま、子どもたちに伝えたいこと　【２刷】 1,400 原田 隆史 
四六 86310-188-3 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 86310-224-8 定年を病にしない 1,300 高田明和

図解シリーズ
四六 86310-083-1 図解論語　【9刷】 1,200 齋藤 孝 
四六 86310-100-5 図解養生訓【4刷】 1,200 齋藤 孝 
四六 86310-112-8 図解菜根譚【4刷】 1,200 齋藤 孝 
四六 86310-173-9 図解葉隠 1,200 齋藤孝
四六 86310-189-0 図解 言志四録──学べば吉 1,300 齋藤 孝
四六 86310-203-3 図解 孫子の兵法――丸くおさめる戦略思考　【４刷】 1,300 齋藤 孝
四六 86310-237-8 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
四六 86310-247-7 図解 資本論――未来へのヒント 1,400 齋藤 孝

教育・子育て・学参
四六 86310-213-2 「目的思考」で学びが変わる　【６刷】 1,500 多田慎介
四六 86310-168-5 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 86310-208-8 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 86310-234-7 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

文芸・エッセイ
四六 86310-132-6 全方位読書案内 1,300 齋藤 孝
四六 86310-142-5 ありがとうを伝える旅 1,200 菅原　弓佳
CP判 86310-169-2 文学の胎盤 1,600 中西 進 
菊判 86310-187-6 「旅ことば」の旅 2,778 中西 進 
A5 86310-242-2 芭蕉の風景　上★（在庫僅少） 3,000 小澤 實
A5 86310-243-9 芭蕉の風景　下★ 3,000 小澤 實
新書 86310-249-1 超約版　方丈記 1,000 鴨長明・城島明彦
A5変 86310-251-4 町田忍の懐かしの昭和家電百科★ 1,700 町田忍

ノンフィクション
四六 86310-115-9 不屈の春雷　上 1,800 牧 久
四六 86310-116-6 不屈の春雷　下 1,800 牧 久
四六 86310-157-9 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

実用・健康
新書 86310-146-3 ビ－ルがおいしくなる話 1,300 　
四六 86310-220-0 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

社会問題
新書 86310-125-8 誤解だらけの電力問題　【６刷】 1,000 竹内　純子
新書 86310-172-2 日本の漁業が崩壊する本当の理由 1,300 片野 歩

理工
新書 86310-145-6 長村教授の正しい添加物講義　【2刷】 1,300 長村　洋一
四六 86310-185-2 人工知能はこうして創られる　【２刷】 1,500 合原一幸
四六 86310-205-7 大人のための恐竜教室　【２刷】 1,300 真鍋 真・山田五郎
菊判 86310-217-0 ポストアーバン都市・地域論　【2刷】 6,000 ハンス・ウェストルンド、ティグラン・ハース

四六 86310-231-6 ゲノム編集食品が変える食の未来【２刷】 1,500 松永和紀
新書 86310-252-1 間違いだらけのエネルギー問題★ 1,300 山本隆三
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ウェッジ選書
B6 86310-096-1 ラザフォ－ド・オルコック 1,400 岡本 隆司 
B6 86310-121-0 鉄といのちの物語 1,200 長沼　毅　
B6 86310-158-6 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 86310-161-6 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 86310-007-7 日本人の忘れもの　【１２刷】 667 中西　進
文庫 86310-016-9 日本人の忘れもの　２　【５刷】 667 中西 進 
文庫 86310-023-7 日本人の忘れもの　3　【４刷】 667 中西 進 
文庫 86310-045-9 荷風のいた街 743 橋本 敏男 
文庫 86310-056-5 明治文壇の人々　【２刷】 838 馬場孤蝶 
文庫 86310-065-7 有法子 743 十河 信二
文庫 86310-066-4 天馬の脚　　　　　　　　　　　　　　 838 室生 犀星 
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