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022.8 美篶堂とはじめる本の修理と仕立て直し 美篶堂 著 河出書房新社

028
学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本３００／なるに

はＢＯＯＫＳ

東京 学校図書館スタンプラ

リー実行委員会 編著
ぺりかん社

049 もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら 神田桂一 著 宝島社

092 写真アルバム 四日市市の今昔 北野 保 監修 樹林舎

159.8/ミズ
人生はワンモアチャンス！／「仕事」も「遊び」もさらに楽しく

なる６６の方法
水野敬也 著 文響社

209.7 ブラックアース／上／ホロコーストの歴史と警告 ティモシー スナイダー 著 慶應義塾大学出版会

209.7 ブラックアース／下／ホロコーストの歴史と警告 ティモシー スナイダー 著 慶應義塾大学出版会

209.7 新・映像の世紀大全／ＮＨＫスペシャル
ＮＨＫ「新 映像の世紀」プロ

ジェクト 編著
ＮＨＫ出版

242
古代エジプト／黄金のマスクとピラミッドをつくった人びと／Ｎ

ＡＴＩＯＮＡＬ ＧＥＯＧＲＡＰＨＩＣ

ジル ルバルカーバ 著／ジャ

ニス カムリン 監修／日暮雅

通 訳

ＢＬ出版

291
ブラタモリ／７／京都（嵐山・伏見） 志摩 伊勢（伊勢神宮・お伊

勢参り）

ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班

監修
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

304
知らないと恥をかく世界の大問題／８／角川新書／自国ファース

トの行き着く先
池上彰 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

307.8
内定者はこう書いた！エントリーシート・履歴書・志望動機・自

己ＰＲ完全版／２０１９年度版
坂本直文 著 高橋書店

307.8 ７日でできる！ＳＰＩ＜頻出＞問題集／’１９ 就職対策研究会 編 高橋書店

307.8 これが本当のＳＰＩ３だ！／２０１９年度版 ＳＰＩノートの会 編著 洋泉社

307.8
就職試験これだけ覚えるＳＰＩ高得点のコツ／’１９年版／ＳＰＩ

３＆テストセンター対応
阪東恭一 著 成美堂出版

307.8 完全攻略／新版高校生のＳＰＩ問題集 実教出版編修部 編 実教出版

307.8

８割が落とされる「Ｗｅｂテスト」完全突破法／２０１８年度版

３／必勝・就職試験！／ＷＥＢテスティングサービス・ＣＵＢＩ

Ｃ・ＴＡＰ・ＴＡＬ・ＥＳＰ・ＣＡＳＥＣ対策用

ＳＰＩノートの会 編著 洋泉社

307.8 工業高校建築・土木科就職問題／２０１７ 就職試験情報研究会 著 一ツ橋書店

307.8 工業高校電子機械科就職問題／２０１７ 就職試験情報研究会 著 一ツ橋書店

366.2
高校生の就職活動オールガイド／’１９年版／就職対策を１冊でマ

スター！
加藤敏明 監修 成美堂出版

366.2 １０代のための仕事図鑑／未来の入り口に立つ君へ 大泉書店編集部 編 大泉書店

367.9 ひとりじゃない／自分の心とからだを大切にするって？ 遠見才希子 著
ディスカヴァー・

トゥエンティワン

367.9
ハタチまでに知っておきたい性のこと／第２版／大学生の学びを

つくる
橋本紀子 編 大月書店

367.9 男子の性教育／柔らかな関係づくりのために 村瀬幸浩 著 大修館書店

371.4 中高生からのライフ＆セックスサバイバルガイド 松本俊彦 編 日本評論社

374.9
保健指導おたすけパワーポイントブック／中学校・高校編２／書

きかえも自由自在
近藤真庸 著 少年写真新聞社

379.9 イマドキ男子をタフに育てる本 岩室紳也 著 日本評論社

385.9
世界に通じるマナーとコミュニケーション／つながる心、英語は

翼／岩波ジュニア新書
横手尚子 著 岩波書店

487.7 マンボウのひみつ／岩波ジュニア新書 澤井悦郎 著 岩波書店

501.2 伝熱工学／ＪＳＭＥテキストシリーズ 日本機械学会 著 丸善

501.2 流体力学／ＪＳＭＥテキストシリーズ 日本機械学会 著 丸善

501.2 熱力学／ＪＳＭＥテキストシリーズ 日本機械学会

501.3 材料力学／ＪＳＭＥテキストシリーズ 日本機械学会 著 丸善

501.4
金属材料が一番わかる／性質から加工法まで金属の基本がわかる

／しくみ図解
三木貴博 監修 技術評論社

507.9 ピタゴラ装置はこうして生まれる／ＤＶＤブック 佐藤雅彦 著 小学館



請求記号 タイトル 著 者 出版者

509.6
品質管理が一番わかる／消費者の安心・安全と企業の信用のため

に／しくみ図解

宇喜多義敬 監修／小林勝美

監修
技術評論社

509.6
ＱＣ検定受検テキスト４級／新レベル表対応版／品質管理検定集

中講座
細谷克也 編著 日科技連出版社

509.6 過去問題で学ぶＱＣ検定３級／２０１７年版／１７～２２回 仁科健 監修 日本規格協会

518.8
写真でわかる世界の防犯／驚きのアイデアで犯罪を「あきらめさ

せる」
小宮信夫 著 小学館

523.1 坂茂の建築現場 坂茂 著 平凡社

524.8
緑のプレゼンテクニック／建築エクステリア・造園・ランドス

ケープ
柳原寿夫 著／中橋文夫 著 学芸出版社

525.1 見る・使う・学ぶ新世代の環境建築システム 日本建築学会 編 技報堂出版

527.1 家づくり解剖図鑑／イラストだからわかる快適な暮らしの仕組み 大島健二 著 エクスナレッジ

530.7 機械・仕上職種１・２級技能検定学科の急所／２０１７年版上
技能検定学科の急所編集委員会

著
ジャパンマシニスト社

530.7 機械・仕上職種１・２級技能検定学科の急所／２０１７年版下
技能検定学科の急所編集委員会

著
ジャパンマシニスト社

530.7
１・２級技能検定試験問題集／平成２６・２７・２８年度／４４

／仕上
中央職業能力開発協会 監修 雇用問題研究会

530.7
１・２級技能検定試験問題集／平成２６・２７・２８年度４５／

機械加工
中央職業能力開発協会 監修 雇用問題研究会

531.3 機構学／機械の仕組みと運動／ＪＳＭＥテキストシリーズ 日本機械学会 著 丸善

533.3 試験によく出る2級ボイラー技士問題集 ボイラー技士研究委員会 編 科学図書出版

533.3 ２級ボイラー技士試験対策必携ポイントブック 藤井照重 著 電気書院

533.3 二級ボイラー技士試験合格問題集 三好康彦 著 オーム社

548.2

すぐに作れる！ラズベリー・パイ×ネットワーク入門／まるごと解

説！基本からカメラ／オーディオ／解析まで！有線ＬＡＮも高速

Ｗｉ-ＦｉもＯＫ／ボード・コンピュータ・シリーズ

インターフェース編集部 編集 ＣＱ出版

590.4
もっと、やめてみた。／「こうあるべき」に囚われなくなる暮ら

し方・考え方
わたなべぽん 著 幻冬舎

764.7
バンプオブ・チキン／レイ／ＢＵＮＰ ＯＦ ＣＨＩＣＫＥＮ公

認／バンドスコア
ドレミ楽譜出版社

783.7 敗北を力に！／甲子園の敗者たち／岩波ジュニア新書 元永知宏 著 岩波書店

830.7 工業英検３級問題集／２０１７年度版／過去試験問題収録 日本工業英語協会 編著
日本能率協会マネジ

メントセンター

830.7
公式ＴＯＥＩＣ Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ ＆ Ｒｅａｄｉｎｇトレーニ

ング／リスニング編

Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｓ

ｔｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ 著

国際ビジネスコミュ

ニケーション協会

830.7
公式ＴＯＥＩＣ Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ ＆ Ｒｅａｄｉｎｇトレーニ

ング／リーディング編

Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｓ

ｔｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ 著

国際ビジネスコミュ

ニケーション協会

830.7
公式ＴＯＥＩＣ Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ ＆ Ｒｅａｄｉｎｇ問題集／

１

Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｓ

ｔｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ 著

国際ビジネスコミュ

ニケーション協会

830.7
公式ＴＯＥＩＣ Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ ＆ Ｒｅａｄｉｎｇ問題集／

２

Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｓ

ｔｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ 著

国際ビジネスコミュ

ニケーション協会

910.2/ナツ 漱石先生の手紙が教えてくれたこと／岩波ジュニア新書 小山慶太 著 岩波書店

913.6/アネ 盾の勇者の成り上がり／１８／ＭＦブックス アネコユサギ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ウヤ 桜のような僕の恋人／集英社文庫 宇山佳佑 著 集英社

913.6/エガ 病巣／巨大電機産業が消滅する日 江上剛 著 朝日新聞出版

913.6/オウ 青の数学／新潮文庫ｎｅｘ 王城夕紀 著 新潮社

913.6/オカ 世界が記憶であふれる前に 岡本貴也 著 小学館

913.6/オガ あつあつを召し上がれ／新潮文庫 小川糸 著 新潮社

913.6/オギ 月の上の観覧車／新潮文庫 荻原浩 著 新潮社

913.6/カミ 確率捜査官御子柴岳人／２／角川文庫／ゲームマスター 神永学 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/カワ センセイの鞄／新潮文庫 川上弘美 著 新潮社

913.6/ケツ 決戦！関ケ原／講談社文庫 葉室麟 著 講談社



請求記号 タイトル 著 者 出版者

913.6/コン 宰領／新潮文庫 今野敏 著 新潮社

913.6/コン 自覚／新潮文庫 今野敏 著 新潮社

913.6/サト 月の満ち欠け 佐藤正午 著 岩波書店

913.6/スガ エースナンバー／雲は湧き、光あふれて／集英社オレンジ文庫 須賀しのぶ 著 集英社

913.6/スガ 雲は湧き、光あふれて／集英社オレンジ文庫 須賀しのぶ 著 集英社

913.6/ナカ かたづの！／集英社文庫 中島京子 著 集英社

913.6/ニシ その日東京駅五時二十五分発／新潮文庫 西川美和 著 新潮社

913.6/ニシ Ｄ坂の美少年／講談社タイガ 西尾維新 著 講談社

913.6/ニシ 人類最強のときめき／講談社ノベルス 西尾維新 著 講談社

913.6/ニシ 忍物語／講談社ＢＯＸ 西尾維新 著 講談社

913.6/ヒガ 怪しい人びと／光文社文庫 東野圭吾 著 光文社

913.6/ホン 正義のミカタ／Ｉ’ｍ ａ ｌｏｓｅｒ／集英社文庫 本多孝好 著 集英社

913.6/ムラ しろいろの街の、その骨の体温の／朝日文庫 村田沙耶香 著 朝日新聞出版

913.6/モチ わが家は祇園の拝み屋さん／角川文庫 望月麻衣 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/モリ おんな城主直虎／３ 森下佳子 作 ＮＨＫ出版

913.6/ヤク 刑事のまなざし／講談社文庫 薬丸岳 著 講談社

913.6/ヤク Ａではない君と／講談社文庫 薬丸岳 著 講談社

913.6/ヤク 友罪／集英社文庫 薬丸岳 著 集英社

913.6/ヤマ カウントダウン／角川文庫 山本文緒 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ヤマ 約束の海／新潮文庫 山崎豊子 著 新潮社

913.6/ユキ 死と呪いの島で、僕らは／角川ホラー文庫 雪富千晶紀 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ヨコ 第三の時効／集英社文庫 横山秀夫 著 集英社

913.6/ワタ ひらいて／新潮文庫 綿矢りさ 著 新潮社

914.6/ホシ そして生活はつづく／文春文庫 星野源 著 文藝春秋

915.6/オザ 苦汁１００％ 尾崎世界観 著 文藝春秋

933.7/スチ メアリと魔女の花／新訳／角川文庫 メアリー スチュアート 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ


