
「ミステリー＆サスペンス」小説
資源_資料ID 書誌_書名 書誌_著者名 所在 資源_請求記号
0003386249 十角館の殺人 新装改訂版 (講談社文庫:[あ-52-14]) 綾辻行人[著] 特集本 913.6/AY
0002957244 手紙 東野圭吾著 特集本 913.6/HI
0002957262 白夜行 東野圭吾著 特集本 913.6/HI
0002957271 秘密 東野圭吾著 特集本 913.6/HI
0002976007 予知夢 (文春文庫) 東野圭吾著 特集本 913.6/HI
0003075750 新参者 東野圭吾著 特集本 913.6/HI
0003157784 真夏の方程式 東野圭吾著 特集本 913.6/HI
0003252257 ラプラスの魔女 東野圭吾著 特集本 913.6/HI
0003350132 人魚の眠る家 東野圭吾著 特集本 913.6/HI
0003250413 イニシエーション・ラブ 特別限定版 (ミステリー・リーグ) 乾くるみ著 特集本 913.6/IN
0003010508 ゴールデンスランバー 伊坂幸太郎著 特集本 913.6/IS
0002551831 OUT 桐野夏生著 特集本 913.6/KI
0003346852 姑獲鳥 (うぶめ) の夏 (講談社文庫:[き-39-1]) 京極夏彦 [著] 特集本 913.6/KY
0003346861 魍魎 (もうりょう) の匣 (はこ) (講談社文庫:[き-39-2]) 京極夏彦 [著] 特集本 913.6/KY
0001573977 火車 宮部みゆき著 特集本 913.6/MI
0002553246 理由 宮部みゆき著 特集本 913.6/MI
0003052800 告白 湊かなえ著 特集本 913.6/MI
0003098413 夜行観覧車 湊かなえ著 特集本 913.6/MI
0003261943 リバース 湊かなえ著 特集本 913.6/MI
0003261952 白ゆき姫殺人事件 湊かなえ著 特集本 913.6/MI
0003265003 向日葵の咲かない夏 (新潮文庫:8484, み-40-1) 道尾秀介著 特集本 913.6/MI
0003347171 ユートピア 湊かなえ著 特集本 913.6/MI
0003375344 木曜日の子ども 重松清著 特集本 913.6/SH
0003164430 鍵のない夢を見る 辻村深月著 特集本 913.6/TU
0003179646 本日は大安なり 7版 辻村深月著 特集本 913.6/TU
0003265012 葉桜の季節に君を想うということ (文春文庫:[う-20-1]) 歌野晶午著 特集本 913.6/UT
0003260535 満願 米澤穂信著 特集本 913.6/YO
0003376850 ノースライト 横山秀夫著 特集本 913.6/YO
0002958652 葬儀を終えて (ハヤカワ文庫:5256. クリスティー文庫:25) アガサ・クリスティー著/加島祥造訳 特集本 933/CH
0003252275 緋色の習作 (シャーロック・ホームズ全集:1) アーサー・コナン・ドイル著/小林司, 東山あかね訳 特集本 933/SH
0003252284 四つのサイン (シャーロック・ホームズ全集:2) アーサー・コナン・ドイル著/小林司, 東山あかね訳 特集本 933/SH
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美味しそうな食べものが出てくる小説
資源_資料ID 書誌_書名 書誌_著者名 所在 資源_請求記号
0003083127 植物図鑑 有川浩著 特集本 913.6/AR
0003388921 女王さまの夜食カフェ (マカン・マラン:ふたたび) 古内一絵著 特集本 913.6/FU
0003389473 二十三時の夜食カフェ (マカン・マラン) 古内一絵著 特集本 913.6/FU
0003389731 きまぐれな夜食カフェ (マカン・マラン:みたび) 古内一絵著 特集本 913.6/FU
0003389740 さよならの夜食カフェ (マカン・マラン:おしまい) 古内一絵著 特集本 913.6/FU
0003009658 食堂かたつむり 小川糸著 特集本 913.6/OG
0003160781 喋々喃々 小川糸著 特集本 913.6/OG
0003375371 ライオンのおやつ 小川糸著 特集本 913.6/OG
0003252266 肉小説集 坂木司著 特集本 913.6/SA
0003273658 アンと青春 坂木司著 特集本 913.6/SA
0003375353 アンと愛情 坂木司著 特集本 913.6/SA
0003091281 幸福な食卓 瀬尾まいこ著 特集本 913.6/SE
0003162650 僕らのごはんは明日で待ってる 瀬尾まいこ著 特集本 913.6/SE
0003208642 ランチのアッコちゃん 柚木麻子著 特集本 913.6/YU
0003243936 3時のアッコちゃん 柚木麻子著 特集本 913.6/YU
0003284580 幹事のアッコちゃん 柚木麻子著 特集本 913.6/YU

16タイトル
「芸術」をテーマにした小説
資源_資料ID 書誌_書名 書誌_著者名 所在 資源_請求記号
0003162034 楽園のカンヴァス 原田マハ[著] 特集本 913.6/HA
0003213572 ジヴェルニーの食卓 原田マハ著 特集本 913.6/HA
0003276793 暗幕のゲルニカ 原田マハ[著] 特集本 913.6/HA
0003281785 デトロイト美術館の奇跡 原田マハ著 特集本 913.6/HA
0003370009 風神雷神 : Juppiter, Aeolus 上 原田マハ著 特集本 913.6/HA/1
0003370018 風神雷神 : Juppiter, Aeolus 下 原田マハ著 特集本 913.6/HA/2
0003293856 蜜蜂と遠雷 恩田陸著 特集本 913.6/ON
0003064444 利休にたずねよ 山本兼一著 特集本 913.6/YA
0002848973 ダ・ヴィンチ・コード 上 ダン・ブラウン著/越前敏弥訳 特集本 933/BR/1
0002848982 ダ・ヴィンチ・コード 下 ダン・ブラウン著/越前敏弥訳 特集本 933/BR/2
0001629161 浮世の画家 カズオ・イシグロ/著/飛田茂雄/訳 特集本 933/IS
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「スポーツ」をテーマにした小説
資源_資料ID 書誌_書名 書誌_著者名 所在 資源_請求記号
0003026971 武士道シックスティーン 誉田哲也著 特集本 913.6/HO
0003026980 武士道セブンティーン 誉田哲也著 特集本 913.6/HO
0003074262 武士道エイティーン 誉田哲也著 特集本 913.6/HO
0003026908 走れ!T校バスケット部 [1] 松崎洋著 特集本 913.6/MA/1
0003026917 走れ!T校バスケット部 2 松崎洋著 特集本 913.6/MA/2
0003026935 風が強く吹いている 三浦しをん著 特集本 913.6/MI
0002958312 夜のピクニック 恩田陸著 特集本 913.6/ON
0002969539 一瞬の風になれ 第1部 佐藤多佳子著 特集本 913.6/SA/1
0002969520 一瞬の風になれ 第2部 佐藤多佳子著 特集本 913.6/SA/2
0002969511 一瞬の風になれ 第3部 佐藤多佳子著 特集本 913.6/SA/3

10タイトル
学生スタッフが読書の秋におすすめする本
資源_資料ID 書誌_書名 書誌_著者名 所在 資源_請求記号
0003353142 いちばんやさしいAI「人工知能」超入門 大西可奈子著 特集本 007.1/ON
0003390047 ずっとやりたかったことを、やりなさい。 新版 ジュリア・キャメロン著/菅靖彦訳 特集本 159/CA
0003390056 ずっとやりたかったことを、やりなさい。 新版 2 ジュリア・キャメロン著/菅靖彦訳 特集本 159/CA
0003346969 星の辞典 柳谷杞一郎著 特集本 443/YA
0003039076 20世紀ファッションの文化史 : 時代をつくった10人 成実弘至著 特集本 589.2/NA
0003391259 全196ヵ国おうちで作れる世界のレシピ 本山尚義著 特集本 596.2/MO
0003347500 鑑賞のための西洋美術史入門 早坂優子著 特集本 702.3/HA
0002960607 図書館戦争 9版 有川浩著/徒花スクモイラスト 特集本 913.6/AR/1
0003390565 ねらわれた星 (星新一ショートショートセレクション:1) 星新一作/和田誠絵 特集本 913.6/HO/1
0003331306 AX (アックス) 伊坂幸太郎著 特集本 913.6/IS
0002243843 雪国 (岩波文庫) 川端康成/作 特集本 913.6/KA
0003401483 余命3000文字 (小学館文庫:[む4-1]) 村崎羯諦著 特集本 913.6/MU
0002930734 海辺のカフカ 上 村上春樹[著] 特集本 913.6/MU/1
0002930270 海辺のカフカ 下 村上春樹[著] 特集本 913.6/MU/2
0003401474 緋色の研究 113刷改版 (新潮文庫:ト-3-5) コナン・ドイル [著]/延原謙訳 特集本 933/DO
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