
The l i st  of  books "Per i pat os Col l ect i on" t hat  ar e on di spl ay at  Suzukake Hal l  Lounge( 3r d f l oor )

These books ar e now i n pr epar at i on f or  l endi ng,  so pl ease r ead t hem i n Suzukake Hal l  Lounge.  You can bor r ow t hese books about  1 mont h l at er .

書名 (Title) 著者名 (Author) 出版社 (Publisher) 出版年 (Year)

本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～<第1部[2]> 兵士の娘 香月美夜 ＴＯブックス 2015

本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～<第1部[3]> 兵士の娘 香月美夜 ＴＯブックス 2015

最強の教養 不確実性超入門 田渕直也 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2016

氷菓 米澤穂信 KADOKAWA 2001

愚者のエンドロール 米澤穂信 KADOKAWA 2002

クドリャフカの順番 米澤穂信 KADOKAWA 2008

小説8050 林真理子 新潮社 2021

宙ごはん 町田そのこ 小学館 2022

もろびとの空 三木城合戦記 天野純希 集英社 2021

香君 西から来た少女 <上> 上橋菜穂子 文藝春秋 2022

香君 西から来た少女 <下> 上橋菜穂子 文藝春秋 2022

なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない 東畑開人 新潮社 2022

脇坂安治 七本鑓と水軍大将 近衛龍春 実業之日本社 2021

三国志外伝 宮城谷昌光 文春文庫 2018

北条氏康 大願成就篇 富樫倫太郎 中央公論新社 2021

三国志名臣列伝 魏篇 宮城谷昌光 文藝春秋 2021

荒木飛呂彦の漫画術 荒木飛呂彦 集英社新書 2015

三国志名臣列伝 後漢篇 宮城谷昌光 文春文庫 2020

秋本治の仕事術 『こち亀』作者が40年間休まず週刊連載を続けられた理由 秋本治 集英社 2019

至高のレンジ飯 面倒ぜんぶ省略!容器1つで感動レシピ100 リュウジ KADOKAWA 2022

剣持麗子のワンナイト推理 新川帆立 宝島社 2022

マスカレード・ゲーム 東野圭吾 集英社 2022

13歳からの地政学: カイゾクとの地球儀航海 田中孝幸 東洋経済新報社 2022

ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ 早川書房 2020

競争の番人 新川帆立 講談社 2022

先生、どうか皆の前でほめないで下さい: いい子症候群の若者たち 金間大介 東洋経済新報社 2022

鎌倉殿を立てた北条家の叡智 加来耕三 扶桑社 2021

いきものとイラスト - キャラクターデザインから本づくりまで。 坂崎千春 ビー・エヌ・エヌ新社 2018

ウイルス学者の責任 宮沢孝幸 PHP研究所 2022

日本のポスター 並木誠士, 和田積希 青幻舎 2018

あきない世傳 金と銀(十二) 出帆篇 高田郁 角川春樹事務所 2022

桝 太一が聞く 科学の伝え方 桝太一 東京化学同人 2022

SUSPENSION: Kubitsuri High School - the Nonsense User's Disciple (Zaregoto Series) Nishioishin Vertical 2019

The Curse of Chalion Lois McMaster Bujold Harper Voyager 2006

Call Us What We Carry Amanda Gorman Chatto & Windus 2021

Mister Cleghorn’s Seal Judith Kerr HarperCollins 2019

The Gates of Europe: A History of Ukraine Serhii Plokhy Penguin Books 2016

ペリパトス文庫　ラウンジ  October 19, 2022
展　 示　 中　 図　 書　 リ 　 ス　 ト

現在下記の図書は貸出不可です。 1か月後く ら いに貸出可能です。 し ばら く お待ちく ださ い。
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