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017.4
読みたい心に火をつけろ！／学校図書館大活用術／岩波ジュニア

新書
木下通子 著 岩波書店

021.2/1
学校で知っておきたい著作権／１／本の一部をコピーして授業で

配ってもいいの？
小寺信良 著 汐文社

021.2/2
学校で知っておきたい著作権／２／運動会の旗に漫画キャラを描

いてもいいの？
小寺信良 著 汐文社

021.2/3
学校で知っておきたい著作権／３／ネットの写真はＳＮＳで使っ

てもいいの？
小寺信良 著 汐文社

307.8/19
履歴書・職歴書と添付手紙の書き方／’１９年版／会ってみたくな

る
福沢 恵子 著 成美堂出版

307.8/19 最新最強のエントリーシート・自己ＰＲ・志望動機／’１９年版 成美堂出版編集部 編著 成美堂出版

307.8/19 高校生就職面接の受け方答え方／’１９年版 成美堂出版編集部 編著 成美堂出版

307.8/19 高校生の就職試験適性検査問題集／’１９年版 成美堂出版編集部 編著 成美堂出版

307.8/19
高校生の就職試験一般常識問題集／’１９年版／就職試験パーフェ

クトＢＯＯＫ
成美堂出版編集部 編著 成美堂出版

307.8/19 高校生用ＳＰＩクリア問題集／’１９年版
日本キャリアサポートセンター

著
成美堂出版

307.8/19 高校生よく出る一般常識問題集／’１９年版 成美堂出版編集部 編著 成美堂出版

314.8 中高生からの選挙入門／なるにはＢＯＯＫＳ 谷隆一 著 ぺりかん社

314.8 高校生のための選挙入門 斎藤一久 編著 三省堂

323.1 高校生のための憲法入門 斎藤一久 編著 三省堂

330 １５歳から身につける経済リテラシー 岡野進 著 朝日学生新聞社

330.4
お金ってなんだろう？／あなたと考えたいこれからの経済／中学

生の質問箱
長岡慎介 著 平凡社

361.8 １８歳からの格差論／日本に本当に必要なもの 井手英策 著 東洋経済新報社

367.6 夜回り先生、なんでドラッグを使ってはいけないんですか？ 水谷修 著 東山書房

369.1
Ｕ－ＣＡＮの福祉住環境コーディネーター３級速習レッスン／２

０１７年版

ユーキャン福祉住環境コーディ

ネーター試験研究会 編
ユーキャン学び出版

480/2 ざんねんないきもの事典／続／おもしろい！進化のふしぎ 今泉忠明 監修 高橋書店

492.2
覚えておこう応急手当／小さなけがの手当から命を救うＡＥＤま

で／ビジュアル版新体と健康シリーズ
加藤啓一 監著 少年写真新聞社

525.1/17 建築ＣＡＤ検定試験公式ガイドブック／２０１７年度版 鳥谷部真 著 エクスナレッジ

533.3/17
２級ボイラー技士試験公表問題解答解説／平成２９年版／平成２

５年後期～平成２８年前期
日本ボイラ協会 編著 日本ボイラ協会

533.3 Ｕ－ＣＡＮのボイラー技士２級合格テキスト＆問題集
ユーキャン２級ボイラー技士試

験研究会 編
ユーキャン学び出版

533.3
やさしい２級ボイラー技士／’１７年版／図解テキスト＆過去８回

問題集
公論出版

547.5/16
完全合格一陸特／平成２８，２９年版／第一級陸上特殊無線技士

問題・解答集
ＱＣＱ企画 編 誠文堂新光社

547.5/16-6
第一級陸上特殊無線技士／平成２４年２月期～平成２８年６月期

／一陸特／無線従事者国家試験問題解答集
情報通信振興会

575
甲種危険物取扱者試験／平成２９年版／平成２８年～平成２５年

中に出題された６１２問収録
公論出版

726.1 学べるマンガ１００冊／人生と勉強に効く 佐渡島庸平 ほか著 文藝春秋

726.1/コウ/1 この世界の片隅に／上／ＡＣＴＩＯＮ ＣＯＭＩＣＳ こうの史代 著 双葉社

726.1/コウ/2 この世界の片隅に／中／ＡＣＴＩＯＮ ＣＯＭＩＣＳ こうの史代 著 双葉社

726.1/コウ/3 この世界の片隅に／下／ＡＣＴＩＯＮ ＣＯＭＩＣＳ こうの史代 著 双葉社

726.1/コヤ/31 宇宙兄弟／３１／モーニングＫＣ 小山宙哉 著 講談社

726.6/ヨシ あるかしら書店 ヨシタケシンスケ 著 ポプラ社

748/ミニ/2
ＭＩＮＩＡＴＵＲＥ ＬＩＦＥ／２／Ｃｏｎｃｅｐｔｕａｌ ａｒｔ

ｏｆ ＭＩＮＩＡＴＵＲＥ ＣＡＬＥＮＤＡＲ

ＭＩＮＩＡＴＵＲＥ ＣＡＬＥＮ

ＤＡＲ 写真 編集・デザイン
水曜社

783.7/クリ 栗山魂／１４歳の世渡り術 栗山英樹 著 河出書房新社

798 リアル脱出ゲーム公式過去問題集 ＳＣＲＡＰ 著 スモール出版



請求記号 タイトル 著 者 出版者

913.6/サト/22 魔法科高校の劣等生／２２／電撃文庫／動乱の序章編／下 佐島勤 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/タナ/3 人類は衰退しました／３／ガガガ文庫 田中ロミオ 著 小学館

913.6/タナ/4 人類は衰退しました／４／ガガガ文庫 田中ロミオ 著 小学館

913.6/タナ/5 人類は衰退しました／５／ガガガ文庫 田中ロミオ 著 小学館

913.6/タナ/6 人類は衰退しました／６／ガガガ文庫 田中ロミオ 著 小学館

913.6/タナ/7 人類は衰退しました／７／ガガガ文庫 田中ロミオ 著 小学館

913.6/タナ/8 人類は衰退しました／８／ガガガ文庫 田中ロミオ 著 小学館

913.6/タナ/9 人類は衰退しました／９／ガガガ文庫 田中ロミオ 著 小学館

913.6/チネ/1 天久鷹央の推理カルテ／新潮文庫ｎｅｘ 知念実希人 著 新潮社

913.6/ツジ かがみの孤城 辻村深月 著 ポプラ社

913.6/トモ
スイーツレシピで謎解きを／推理が言えない少女と保健室の眠り

姫／集英社文庫
友井羊 著 集英社

913.6/ナカ 迷宮／新潮文庫 中村文則 著 新潮社

913.6/ナガ/12 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活／１２／ＭＦ文庫Ｊ 長月達平 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ナガ/13 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活／１３／ＭＦ文庫Ｊ 長月達平 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/フジ いつの日か伝説になる／ＫＺ’Ｄｅｅｐ Ｆｉｌｅ 藤本ひとみ 著 講談社

913.6/フジ 武曲／文春文庫 藤沢周 著 文藝春秋

913.6/ホン ケモノの城／双葉文庫 誉田哲也 著 双葉社

913.6/マル/1 冴えない彼女の育てかた／１／富士見ファンタジア文庫 丸戸史明 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/マル/2 冴えない彼女の育てかた／２／富士見ファンタジア文庫 丸戸史明 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/マル/3 冴えない彼女の育てかた／３／富士見ファンタジア文庫 丸戸史明 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/マル/4 冴えない彼女の育てかた／４／富士見ファンタジア文庫 丸戸史明 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/マル/5 冴えない彼女の育てかた／５／富士見ファンタジア文庫 丸戸史明 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/マル/6 冴えない彼女の育てかた／６／富士見ファンタジア文庫 丸戸史明 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/マル/7 冴えない彼女の育てかた／７／富士見ファンタジア文庫 丸戸史明 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/マル/8 冴えない彼女の育てかた／８／富士見ファンタジア文庫 丸戸史明 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/マル/9 冴えない彼女の育てかた／９／富士見ファンタジア文庫 丸戸史明 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/マル/10 冴えない彼女の育てかた／１０／富士見ファンタジア文庫 丸戸史明 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/マル/11 冴えない彼女の育てかた／１１／富士見ファンタジア文庫 丸戸史明 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/マル/12 冴えない彼女の育てかた／１２／富士見ファンタジア文庫 丸戸史明 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ミヤ 荒神／新潮文庫 宮部みゆき 著 新潮社

913.6/ミヤ/2 校閲ガール ア・ラ・モード／角川文庫 宮木あや子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

916/ミズ
顔ニモマケズ／どんな「見た目」でも幸せになれることを証明し

た９人の物語
水野敬也 著 文響社

933.7/ウエ タイムマシン／光文社古典新訳文庫 ウェルズ 著 光文社

953.6/デュ/1 モンテ・クリスト伯／上／岩波少年文庫／５０３ アレクサンドル・デュマ 作 岩波書店

953.6/デュ/2 モンテ・クリスト伯／中／岩波少年文庫／５０４ アレクサンドル・デュマ 作 岩波書店

953.6/デュ/3 モンテ・クリスト伯／下／岩波少年文庫／５０５ アレクサンドル・デュマ 作 岩波書店


