
図書福袋とは、貸出上限冊数（学生・教職員6冊、一般3冊）

とは別に袋入りの 2 冊の本を借りることができる期間限定・

数量限定の企画です。中身を選定したのは図書委員と教職員で、

華やかな飾り付けをし、中身のヒントとなるようなメッセージ

カード付きで貸し出されました。その中身を公開します。

編　集　後　記
図書館だより76号に記事をご寄稿頂きましてありがとうご

ざいました。組織が大きく再編されて1年が経とうとしていま

す。ついに図書館の改修工事も決まりました。改修中ご不便を

おかけすることになりますが宜しくお願い致します。新しく生

まれ変わる図書館をお楽しみに！ （図書館）

図書福袋の中身公開します！

資料番号 書名 著者

①
0104573 勝手にふるえてろ 綿矢 りさ
0108007 ひらいて 綿矢 りさ

②
0102775 メイン・ディッシュ 北森 鴻

0113766 鉄緑会基礎力完成数学 1・A+2・B 東京大学受験
指導専門塾

③
0103388 神様のカルテ 1 夏川 草介
0103721 神様のカルテ 2 夏川 草介

④
0064232 日本民話選 木下 順二
0064233 古事記物語 福永 武彦

⑤
0106501 化物語　上 西尾 維新
0106543 化物語　下 西尾 維新

⑥
0110168 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野 圭吾
0093738 容疑者 X の献身 東野 圭吾

⑦
0107032 ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸 潤
0103251 No.6( ナンバーシックス ) あさの あつこ

⑧
0116132 雪煙チェイス 東野 圭吾

0116203 ぼくを探しに Silverstein 
Shel

⑨
0107289 夜空を歩く本 林 完次
0085775 オーロラの彼方へ 星野 道夫

⑩
0114476 筋トレが最強のソリューションであ

る Testosterone

0103739 eco テクノロジーへの挑戦 鈴木 孝幸

⑪
0101781 f 植物園の巣穴 梨木 香歩
0074624 宙ノ名前 林 完次

⑫
0110738 雨の降る日は学校に行かない 相沢 沙呼
0114507 小説の神様 相沢 沙呼

⑬
0078037 まる子だった さくら ももこ
0079277 ももこの話 さくら ももこ

⑭
0108340 何者 朝井 リョウ
0108462 少女は卒業しない 朝井 リョウ

⑮
0098454 凛とした「女性の基礎力」 坂東 真理子
0106158 美人の古典 山下 景子

⑯
0116758 ファッションで社会学する 藤田 結子
0113828 東京大学「80 年代地下文化論」講義 宮沢 章夫

⑰
0112429 アリス殺し 小林 泰三

0115135 クララ殺し 小林 泰三

資料番号 書名 著者

⑱
0109855 十角館の殺人 綾辻 行人
0087390 時計館の殺人 綾辻 行人

⑲
0111036 20 代のための「キャリア」と「仕事」

入門 塩野 誠

0097515 働く理由　99 の名言に学ぶシゴト論。 戸田 智弘

⑳
0089761 100 万回の言い訳 唯川 恵

0107102 ロミオとジュリエット Shakespeare 
William

㉑
0027310 妖精の涙 三木澄子
0100963 ジョーカー・ゲーム 柳 広司

㉒
0105932 またまたへんないきもの 早川 いくを

0110311 わたしはマララ Yousafzai 
Malala

㉓
0058960 銀河鉄道の夜 : 童話集 : 他十四篇 宮沢 賢治
0115569 価値がわかる宝石図鑑 諏訪 恭一

㉔
0107828 日本語が見えると英語も見える : 新英

語教育論 荒木 博之

0105150 日本語教室 井上 ひさし

㉕
0076286 村上春樹、河合隼雄に会いにいく 河合 隼雄
0073645 カウンセリングを考える 河合 隼雄

㉖
0114690 なるほどデザイン : 目で見て楽しむデ

ザインの本。 筒井 美希

0111021 日本の伝統色を愉しむ : 季節の彩りを
暮らしに 長澤 陽子

㉗
0113009 花とアリス殺人事件 = the case of 

hana & alice 乙一

0090698 博士の愛した数式 小川 洋子

㉘
0067683 日本コンピュータの黎明 : 富士通・池

田敏雄の生と死 田原 総一朗

0074054 誰がどうやってコンピュータを創っ
たのか ? 星野 力

㉙
0066103 新聞の読みかた 岸本 重陳
0114512 わかりやすく「伝える」技術 池上 彰

㉚
0104472 なぜ日本人は学ばなくなったのか 斉藤 孝

0109933 ヘッセの読書術 Hesse 
Hermann
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