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分類番号 書　　　名 著　　者 出版社

007.1 人類なら知っておきたい、「人工知能」の今と未来の話 本田幸夫　監修 ＰＨＰ研究所

019.9 本屋さんで待ちあわせ 三浦しをん　著 大和書房

141.5 考えないヒント／アイデアはこうして生まれる 小山薫堂　著 幻冬舎

159 自分を鍛える！／「知的トレーニング」生活の方法 ジョン　トッド　著 三笠書房

159 学校では教わらなかった人生の特別授業 木下晴弘　著 フォレスト出版

159 ツキの大原則 西田文郎　著 三笠書房

159.4 最強の働き方 ムーギー　キム　著 東洋経済新報社

198.2 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子　著 幻冬舎

288.3 マンガで読む井伊直政とその一族 すずき孔　著 戎光祥出版

289.1 清掃はやさしさ 新津春子　著 ポプラ社

310.4 ギャル男でもわかる政治の話 おときた駿　[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン

318 地方自治のしくみがわかる本 村林守　著 岩波書店

336.4 図解まるわかりビジネスマナーの基本 浦野啓子　監修 新星出版社

336.9 はじめての人の簿記入門塾 浜田勝義　著 かんき出版

367.9 ＬＧＢＴだけじゃ、ない！「性別」のハナシ 新井祥　著 ぶんか社

367.9 Ｘジェンダーって何？ Ｌａｂｅｌ Ｘ　編著 緑風出版

369.3 １６歳の語り部 佐藤敏郎　案内役 ポプラ社

378 発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 栗原類　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

410 カゲロウデイズで中学数学が面白いほどわかる本 じん（自然の敵Ｐ）　原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

442.7 宇宙を撮りたい、風船で。 岩谷圭介　著 キノブックス

480 ざんねんないきもの事典 今泉忠明　監修 高橋書店

493.9 犬が来る病院 大塚敦子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

495.7 ちいさなちいさなベビー服 八束澄子　作 新日本出版社

498.3 オトナ女子の不調をなくすカラダにいいこと大全 小池弘人　監修 サンクチュアリ出版

526.3 日本一小さな農業高校の学校づくり 品田茂　著 岩波書店

537.0 見学！日本の大企業ホンダ こどもくらぶ　編さん ほるぷ出版

537.1 自動車解剖マニュアル 繁浩太郎　著 技術評論社

589.7 ゲームクリエイターの仕事 蛭田健司　著 翔泳社

598.2 子宮の中の人たち ＥＭＩ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

626.9 いつでもとれたて！はじめてのベランダ野菜 末永和也　監修 学研プラス

726.5 ロボットを描く基本 倉持キョーリュー　著 ホビージャパン

780.1 ４スタンス理論 廣戸聡一　監修／レッシュ　プロジェクト　編 実業之日本社

780.7 いまどきの子のやる気に火をつけるメンタルトレーニング 飯山晄朗　著 秀和システム

781.4 体幹力を上げるコアトレーニング 木場克己　著 成美堂出版

783.7 継続する心／それが力を生むんだ 山本昌　著 青志社

哲学・心理学

総記・情報・読書

芸術・スポーツ

産業・家政学

技術・工学

自然科学

社会科学

歴史・地理・伝記



804 翻訳できない世界のことば エラ　フランシス・サンダース　著イラスト 創元社

913.6/ｱ 緋弾のアリア／２３／不可知の銃弾 赤松中学　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ｵ ストロベリーライフ 荻原浩　著 毎日新聞出版

913.6/ｶ ノーゲーム・ノーライフ／７～９ 榎宮祐　著イラスト ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ｷ ちょっと今から仕事やめてくる 北川恵海　[著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ｷ 青の炎 貴志祐介　[著] 角川グループパブリッシング（発売）

913.6/ｻ 魔法科高校の劣等生 ２２ 佐島勤 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ｼ Ｏｃｃｕｌｔｉｃ；Ｎｉｎｅ／２／超常科学ＮＶＬ 志倉千代丸　著 オーバーラップ

913.6/ｼ 君の名は。／Ａｎｏｔｈｅｒ Ｓｉｄｅ：Ｅａｒｔｈｂｏｕｎｄ 新海誠　原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ｽ か「」く「」し「」ご「」と「」 住野よる　著 新潮社

913.6/ﾋ 素敵な日本人／東野圭吾短編集 東野圭吾　著 光文社

913.6/ﾌ フラダン 古内一絵　作 小峰書店

913.6/ﾏ オーバーロード／１／不死者の王 丸山くがね　著／ｓｏ‐ｂｉｎ　イラスト 角川グループパブリッシング（発売）

913.6/ﾏ こどもつかい 清水崇　監督 講談社

913.6/ﾏ 劇場 又吉直樹　著 新潮社

913.6/ﾐ 星々の悲しみ 宮本輝　著 文藝春秋

913.6/ﾐ 裏世界ピクニック 宮澤伊織　著 早川書房

913.6/ﾑ 神の子どもたちはみな踊る 村上春樹　著 新潮社

913.6/ﾜ 忍びの国 和田竜　著 新潮社

914.6/ｻ 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子　著 小学館

916/ｾﾞ 勇気は、一瞬 後悔は、一生 ０号室　著 ベストセラーズ

933.7/ﾊ 夏への扉 ロバート　Ａ．ハインライン　著／福島正実　訳 早川書房

317.7 コミック乙４合格物語 平野敏佑 ユニバース・リサーチ

318 地方自治のしくみがわかる本 村林守　著 岩波書店

336.4 図解まるわかりビジネスマナーの基本 浦野啓子　監修 新星出版社

336.9 はじめての人の簿記入門塾 浜田勝義　著 かんき出版

366.2 ドッグトレーナー・犬の訓練士になるには 井上こみち　著 ぺりかん社

366.2 歯科衛生士・歯科技工士になるには 宇田川廣美　著 ぺりかん社

366.2 動物園飼育員・水族館飼育員になるには 高岡昌江　著 ぺりかん社

366.2 動物看護師になるには／改訂版 井上こみち　著 ぺりかん社

366.4 日本の給料＆職業図鑑 puls 給料ＢＡＮＫ　著 宝島社

814.7 ＜図解＞まるわかり時事用語 ニュース　リテラシー研究所　編著 新星出版社

絵本/ﾀﾞ フィボナッチ／自然の中にかくれた数を見つけた人 ジョセフ　ダグニーズ　文 さ・え・ら書房

絵本/ﾐ わたしはあなたをあいしています 宮西達也　作絵 ポプラ社

絵本/ﾖ りゆうがあります ヨシタケシンスケ　作　絵 ＰＨＰ研究所

絵本/ﾚ てん ピーターレイノルズ　作／谷川俊太郎　訳 あすなろ書房

コミック 図書館戦争／別冊編４ 弓きいろ　著 白泉社

コミック/ｳ ３月のライオン／１～１２ 羽海野チカ　著 白泉社

コミック/ﾀ orange(6) -未来- 高野 苺 (著) 双葉社

その他

進路の参考図書

文　　学

言　　語


