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ISBN 書名 出版社
5 9784384041071 世界の測量　ガウスとフンボルトの物語 三修社 ¥900
6 9784105757014 孤将 新潮社 ¥500
7 9784839700645 リトル・トリー　The Education of Little Tree めるくまーく ¥400
8 9784794961419 ロザムンドおばさんの贈り物 品文社 ¥400
9 9784152080202 ブレードランナー２ 早川書房 ¥500

10 9784384041958 僕とカミンスキー　盲目の老画家との奇妙な旅 三修社 ¥1,000

12 9784478300725
テクノロジストの条件　ものづくりが文明をつくる　はじ
めて読むドラッカー【技術編】

ダイヤモンド社 ¥700

14 9784478300619
チェンジ・リーダーの条件　みずから変化をつくりだせ!
はじめて読むドラッカー【マネジメント編】

ダイヤモンド社 ¥600

24 9784336045683 ヴィーナス・プラスX 国書刊行会 ¥1,300
52 9784478003688 地球の掟[新装版]　文明と環境のバランスを求めて ダイヤモンド社 ¥400

53 9784822255299
フォルクスワーゲンの闇　世界制覇の野望が招いた自
動車帝国の陥穽

日経BP社 ¥1,200

54 9784901142441 ポビーとディンガン アーティストハウス ¥400
56 9784864103015 カタツムリが食べる音 飛鳥新社 ¥500
57 9784163549705 アンネの伝記 文藝春秋 ¥400

58 9784767808260
放浪のデニム　グローバル経済に翻弄されるジーンズ
の世界　Fugitive Denim

エクスナレッジ ¥900

59 9784875863632 色　Colors 芸術新聞社 ¥1,400
65 9784901818001 百年の愚行 紀伊国屋書店　Think the earth project¥1,000
71 9784105044022 ドン・キホーテ 新潮社 ¥9,800

128 9784416315088 水曜日のアニメが待ち遠しい 誠文堂　新光社 ¥900
130 9784778313241 ラカンの殺人現場案内 太田出版 ¥1,200

131
幸運のさいふと空とぶ帽子　麗しのマゲローナ　ドイツ
民衆本の世界IV

国書刊行会 ¥1,600

132 ハイモンの四人の子ら　ドイツ民衆本の世界V 国書刊行会 ¥1,200
133 トリストラントとイザルデ　ドイツ民衆本の世界VI 国書刊行会 ¥1,600

134
ラーレ人物語　富士見のジークフリート　ドイツ民衆
本の世界ＩＩ

国書刊行会 ¥1,500

135 9784309205670 シェイクスピア・アンド・カンパニイ書店 河出書房新社 ¥1,500
138 9784480857606 エロチックな足 筑摩書房 ¥1,700
139 9784778313654 ベストセラーの世界史 太田出版 ¥1,500
143 9784778315269 ゾンビでわかる神経科学 太田出版 ¥1,200
149 9784861823268 失われた時のカフェで 作品社 ¥800
172 9784152079664 ドゥームズデイ・ブック 早川書房 ¥1,600
176 9784778312701 ゾンビの作法 太田出版 ¥800
199 9784560090046 ミスター・ピップ 白水社 ¥1,100
246 9784000259316 女王ロアーナ、神秘の炎　下 岩波書店 ¥1,000
248 9784907986223 タブッキをめぐる九つの断章 editorial republica 共和国¥1,800
249 9784000259309 女王ロアーナ、神秘の炎　上 岩波書店 ¥1,000
253 9784105393014 フェルマーの最終定理 新潮社 ¥800
256 レベル３　異色作家短篇集３ 早川書房 ¥900
257 秘密の動物誌 筑摩書房 ¥1,200
258 アンネの日記　完全版 文藝春秋 ¥400
261 9784140056035 ものすごくうるさくて、ありえないほど近い NHK出版 ¥500
262 9784576920467 ルルの時代 二見書房 ¥700
263 9784778314392 セルデンの中国地図 太田出版 ¥1,400
265 血と砂　世界大ロマン全集 東京創元社 ¥1,200
266 いまひとたびの生 ハヤカワポケットSF ¥500
268 裸のランチ 河出書房新社 ¥800
269 9784105328016 イギリス人の患者 新潮社 ¥400
270 侍女の物語 新潮社 ¥1,000
271 尋問 みすず書房 ¥600
272 9784087731668 マクリーンの川 集英社 ¥500
280 ヒューゴー賞傑作集　No.1 ハヤカワポケットSF ¥1,000



282 9784622048428 モンテーニュ　エセー抄 みすず書房 ¥1,000
286 4560044732 ひそやかな村 白水社 ¥500
298 9784560071571 断食芸人 白水Uブックス ¥500
302 9784087806205 旅人は死なない 集英社 ¥900
303 9784047913240 どうして僕はこんなところに 角川書店 ¥1,200
305 9784478001813 創造の狂気　ウォルト・ディズニー ダイヤモンド社 ¥1,600
307 4105090038 悪い時 新潮社 ¥600
308 9784862760104 芸術の売り方 英治出版 ¥1,200
312 9784560071380 踏みはずし 白水Uブックス ¥500
317 9784105900649 ペットサウンズ 新潮社 ¥500
323 壁のなかの言葉 哲学書房 ¥1,200
327 The Catcher in the rye penguin ¥800
352 世界の名著　ルソー 中央公論社 ¥500
353 世界の名著　ハイデガー 中央公論社 ¥500
357 9784105900403 その名にちなんで 新潮クレストブックス ¥800
358 9784105900519 ある秘密 新潮クレストブックス ¥700
360 9784105900182 朗読者 新潮クレストブックス ¥500
364 9784105217174 闇の中の男 新潮社 ¥900
366 百年の孤独 新潮社 ¥500
367 マンク（上） 国書刊行会 ¥3,000
370 9784334961879 ムンクを追え! 光文社 ¥500
378 9784591121597 娘（百年文庫） ポプラ社 ¥800
379 9784591121450 城（百年文庫） ポプラ社 ¥500
381 9784591121528 劇（百年文庫） ポプラ社 ¥600
382 9784591121863 雲（百年文庫） ポプラ社 ¥700
383 9784591121689 冥（百年文庫） ポプラ社 ¥700
384 9784591119051 鍵（百年文庫） ポプラ社 ¥700
385 9784591121542 崖（百年文庫） ポプラ社 ¥800
386 9784591118955 響（百年文庫） ポプラ社 ¥2,500
387 9784591121818 転（百年文庫） ポプラ社 ¥1,000
389 9784591119006 森（百年文庫） ポプラ社 ¥500
392 9784788503625 銃・病原菌・鉄（下） 草思社 ¥800
394 9784047914131 ぼくが空を飛んだ日 角川書店 ¥500
400 世界宗教史 I 筑摩書房 ¥2,500
402 9784309202471 くそったれ!少年時代 河出書房新社 ¥500
409 フィネガンズ・ウェイク　I・II 河出書房 ¥1,800
410 人間以上 ハヤカワポケットSF ¥1,600
411 4946432221 純粋戦争 ユービーユー ¥3,200
412 世界宗教史　II 筑摩書房 ¥2,500
414 9784560090114 ウィルバーフォース氏のヴィンテージワイン 白水社 ¥1,400
416 9784336045300 星雲組曲 国書刊行会 ¥2,000
442 9784150018382 卵をめぐる祖父の戦争 ハヤカワポケットミステリ ¥600
444 4560070563 母なる夜 白水Uブックス ¥500
450 9784105901165 突然ノックの音が 新潮クレストブックス ¥1,600
453 9784105901493 ガルヴェイアスの犬 新潮クレストブックス ¥1,700
455 9784560090404 神秘列車 白水社 ¥1,400
456 9784560090527 至福の烙印 白水社 ¥1,500
457 9784488013363 犯罪 東京創元社 ¥900
458 4105090046 予告された殺人の記憶 新潮社 ¥600
459 9784092510081 山椒魚戦争 小学館 ¥600
460 9784309621975 最後のウィネベーゴ 河出書房新社 ¥1,200
464 9784309253251 この世界が消えたあとの科学文明のつくりかた 河出書房新社 ¥1,500
466 4152030801 ニューヨーカー短篇集III 早川書房 ¥1,200
467 ニューヨーカー短篇集II 早川書房 ¥1,200
468 ニューヨーカー短篇集I 早川書房 ¥1,200
577 放浪者メルモス　上 国書刊行会 ¥2,200
581 アフリカの印象 白水社 ¥1,500
586 9784764105294 世界を変えた100冊の本 共同通信社 ¥1,400
588 4480340033 世界宗教史　III 筑摩書房 ¥2,500
590 9784047915114 ザーヒル 角川書店 ¥500



593 9784309205854 百一夜物語 河出書房新社 ¥2,600
620 9784309205519 半分のぼった黄色い太陽 河出書房新社 ¥2,200
621 9784163105406 and other stories とっておきのアメリカ小説12篇 文藝春秋 ¥600
623 9784309206554 乳しぼり娘とゴミの丘のおとぎ噺 河出書房新社 ¥1,000
624 9784861826320 悪しき愛の書 作品社 ¥1,000
627 9784336035844 夜ごとのサーカス 国書刊行会 ¥2,500
640 4152076690 恥 早川書房 ¥800
641 4152077042 悪童日記 早川書房 ¥400
642 9784488016395 イングランド・イングランド 東京創元社 ¥1,200
645 9784047912243 ヴァーチャルライト 角川書店 ¥500
647 9784488016647 図書館島 東京創元社 ¥2,000
677 9784560027547 テヘランでロリータを読む 白水社 ¥2,000
678 デュシャンの世界 朝日出版社 ¥1,500
679 9784163904573 科学の発見 文藝春秋 ¥1,800
684 9784309241517 千のプラトー 河出書房新社 ¥3,600
734 9784105014070 ティファニーで朝食を 新潮社 ¥600
735 9784384043495 澱み 三修社 ¥1,000
736 9784105217129 幻影の書 新潮社 ¥800
737 9784309205397 そしてカバたちはタンクで茹で死に 河出書房新社 ¥1,500
743 読書について 岩波書店 ¥1,200
744 9784794219558 数学小説　確固たる曖昧さ 草思社 ¥1,800
755 9784560071229 中二階 白水Uブックス ¥500
756 9784560071236 イン・ザ・ペニー・アーケード 白水Uブックス ¥800
762 9784560071243 フェルマータ 白水Uブックス ¥600
763 9784560071090 あそぶが勝ちよ 白水Uブックス ¥400
764 9784560071106 聖なる酔っぱらいの伝説 白水Uブックス ¥500
789 9784560071144 不死の人 白水Uブックス ¥600
813 9784488010829 こうしてイギリスから熊がいなくなりました 東京創元社 ¥1,000
820 9784105900960 タイガーズワイフ 新潮クレストブックス ¥800
821 9784336045669 ケルベロス第五の首 国書刊行会 ¥1,400
830 9784309203652 塵よりよみがえり 河出書房新社 ¥500
833 9784255006628 邪悪な虫 朝日出版社 ¥700
840 9784560071748 ほとんど記憶のない女 白水Uブックス ¥900
841 9784622050063 人類の星の時間 みすずライブラリー ¥1,800
850 9784870314368 月面に立った男 飛鳥新社 ¥700
852 9784560071465 真珠の耳飾りの少女 白水Uブックス ¥500
854 4560070288 リア王 白水Uブックス ¥400
855 4560070628 旅路の果て 白水Uブックス ¥500
873 9784163755007 2050年の世界 文藝春秋 ¥400

1053 放浪者メルモス　下 国書刊行会 ¥2,500
1063 9784794210050 銃・病原菌・鉄　上 草思社 ¥800
1212 9784560046708 海の上のピアニスト 白水社 ¥500
1216 9784309205991 黄金の少年、エメラルドの少女 河出書房新社 ¥1,000
1222 9784751522226 怪物はささやく あすなろ書房 ¥700
1223 9784794912411 たんぽぽのお酒 晶文社 ¥1,000
1229 9781473222687 BLADE RUNNER 洋書 ¥900
1234 9784478300596 プロフェッショナルの条件 ダイヤモンド社 ¥600
1235 9784105900526 世界の果てのビートルズ 新潮社 ¥800
1237 9784560027288 オリーブの海 白水社 ¥700
1239 4152076356 視る男 早川書房 ¥500
1240 9784872337198 帝国との対決 太田出版 ¥1,000
1241 9784309621876 どんがらがん 河出書房新社 ¥1,100
1247 9784105901400 おじいさんに聞いた話 新潮社 ¥900
1253 9784087732351 フランドルの呪画 集英社 ¥800
1256 9784152088024 エソルド座の怪人 早川書房 ¥1,000
1257 9784862550699 日曜日のピッチ カンゼン ¥900
1266 4622004054 ストーンヘンジ みすず書房 ¥700
1277 マンク　下 国書刊行会 ¥2,800
1278 世界SF全集10　ハックスリイ　オーウェル 早川書房 ¥1,200
1280 9784087731088 浴室 集英社 ¥600



1285 9784105090029 落葉 新潮社 ¥1,000
1290 9784899980155 Smart Cunt 青山出版社 ¥700
1300 9784560047026 カフカ小説全集2　審判 白水社 ¥1,400
1303 9780141197302 Alice's adventures in Wonderland 洋書 ¥2,800
1305 9784560047040 カフカ小説全集4　変身 白水社 ¥1,200

1309
世界文学全集　III-2　ヴァールミーキ　ラーマーヤナ
ほか

河出書房 ¥800

1311 9784560047064 カフカ小説全集6　掟の問題 白水社 ¥2,200
1312 9784560047057 カフカ小説全集5　万里の⾧城 白水社 ¥1,600
1322 9784047915077 ヴィジュアル愛蔵版　ダヴィンチ・コード 角川書店 ¥1,600
1323 9784560047033 カフカ小説全集3　城 白水社 ¥1,400
1324 9784560047019 カフカ小説全集1　失踪者 白水社 ¥1,400
1334 ボーヴォワール著作集1　招かれた女 人文書院 ¥3,000
1339 神々自身 早川書房 ¥800
1341 9784566014114 チョコレート工場の秘密 評論社 ¥500
1346 9784865591255 ハーバード大学は「音楽」で人を育てる ARTES ¥1,000
1355 9784105005016 日々の泡 新潮社 ¥500
1372 9784163170701 いい男求む　美女35歳 文藝春秋 ¥500
1386 9784087734829 地下室の記録 集英社 ¥900
1388 ボーヴォワール著作集　アメリカその日その日 人文書院 ¥1,000

1389
世界ノンフィクション全集　1914年7月　ヒトラー最
後の日　絶後の記録

筑摩書房 ¥600

1394 9784087733655 この素晴らしき世界 集英社 ¥800
1402 4794922639 戦争が終わり、世界の終りが始まった 晶文社 ¥700
1412 9784622036609 空虚な楽園 みすず書房 ¥900
1508 9784150018665 喪失 ハヤカワポケットミステリ ¥800
1509 9784150017347 カッティング・ルーム ハヤカワポケットミステリ ¥800
1510 9784150017163 第四の扉 ハヤカワポケットミステリ ¥500
1548 9784152085702 サンセット・ヒート 早川書房 ¥1,500
1549 9784756612212 古典的なるものの未来 ありな書房 ¥2,200
1553 9784560047637 スパイたちの夏 白水社 ¥1,000
1563 9784152085238 ケリー・ギャングの真実の歴史 早川書房 ¥1,200
1566 ポオ全集　１ 東京創元社 ¥2,400
1567 世界文学全集１６　ゾラ　ナナ・クロードの告白 河出書房 ¥1,200
1574 ホビットの冒険 岩波書店 ¥1,200
1575 古代ユダヤ社会史 教文館 ¥1,400
1595 9784152083876 昏き目の暗殺者 早川書房 ¥1,800
1596 9784152086761 カリフォルニア・ガール 早川書房 ¥800
1607 9784336044389 ストップ・プレス 国書刊行会 ¥1,600
1608 9784105424015 天球の調べ 新潮社 ¥800
1611 コーマ 早川書房 ¥400
1612 海流のなかの島々　上 新潮社 ¥600
1613 海流のなかの島々　下 新潮社 ¥600
1615 ホワイトハウス殺人事件 早川書房 ¥400
1617 4488013511 薔薇の名前　上 東京創元社 ¥700
1618 448801352x 薔薇の名前　下 東京創元社 ¥700
1620 9784120027055 充たされざる者　下 中央公論社 ¥1,200
1621 9784120027048 充たされざる者　上 中央公論社 ¥1,200
1622 9784588120169 眩暈 法政大学出版会 ¥2,000
1623 4152031948 レイモンド・チャンドラーの生涯 早川書房 ¥1,600
1624 9784105900472 黄金の声の少女 新潮クレストブックス ¥1,200
1626 9784270005620 古書の来歴 武田ランダムハウスジャパン¥1,000
1636 9784152083159 恥辱 早川書房 ¥600
1638 9784105900090 アムステルダム 新潮クレストブックス ¥600
1642 オデッサ・ファイル 角川書店 ¥500
1644 世界文学全集　III-I　イリアス　オデュッセイア 河出書房 ¥1,000
1646 4760110844 チャンドラー人物事典 柏書房 ¥2,400
1649 9784087734744 慈しみの女神たち　下 集英社 ¥1,800
1650 9784087734737 慈しみの女神たち　上 集英社 ¥2,000
1651 9784560092613 2666 白水社 ¥3,000



1652 9784560081907 農耕詩 白水社 ¥2,000
1656 9781846558337 Colorless Tsukuru Tazaki 洋書 ¥2,000
1658 9784794927460 大尉のいのしし狩り 晶文社 ¥1,200
1660 宇宙大作戦　スタートレック 早川書房 ¥500
1661 宇宙大作戦　スタートレック２ 早川書房 ¥500
1663 アガサ・クリスチィの秘密 東京創元社 ¥800
1664 真実の瞬間 角川書店 ¥500
1665 コンミューンの炬火 現代思想社 ¥500
1667 4105221019 香水ジルバ 新潮社 ¥800
1668 410505502X 針の眼 新潮社 ¥900
1669 9784794912442 人間喜劇 晶文社 ¥1,000
1670 タイムスケープ 早川書房 ¥1,000
1675 4150010447 冷戦交換ゲーム ハヤカワポケットミステリ ¥600
1686 世界文学全集III-18　禁じられた恋の島 河出書房 ¥800
1690 9784105901042 美しい子ども 新潮クレストブックス ¥1,000
1692 9784152086808 フーコーの振り子 早川書房 ¥1,000
1695 9784255006635 邪悪な植物 朝日出版社 ¥500
1697 9784903186467 ラーニング・ザ・タロット 駒草出版 ¥2,000
1698 9784163185507 プラムアイランド 文藝春秋 ¥1,200
1702 9784591118993 異（百年文庫） ポプラ社 ¥700
1704 9784591119150 月（百年文庫） ポプラ社 ¥600
1705 9784591119136 灯（百年文庫） ポプラ社 ¥700
1706 9784591118887 心（百年文庫） ポプラ社 ¥600
1713 4150015589 ララバイ ハヤカワポケットミステリ ¥500
1714 9784150016715 泥棒はボガートを夢見る ハヤカワポケットミステリ ¥700
1715 9784152082510 沈黙 早川書房 ¥700
1716 シェパード 角川書店 ¥300
1717 4255850429 ニーチェ 朝日出版社 ¥700
1792 9784882027089 現代アメリカ小説２ 彩流社 ¥1,000
1800 9784562030743 殺しにいたるメモ 原書房 ¥800
1812 フライデイ 早川書房 ¥800
1814 9784794927439 月が昇るとき 晶文社 ¥1,000
1850 9784062032353 イサム・ノグチ　宿命の越境者　上 講談社 ¥800
1860 9784062101233 イサム・ノグチ　宿命の越境者　下 講談社 ¥700


