
請求記号 タイトル 著 者 出版者

007.6
Ｐ検３級公認テキスト／ＩＣＴプロフィシエンシー検定試験／よ

くわかるマスター

富士通エフ オー・エム株式会

社 著制作
ＦＯＭ出版

012 図書館をつくる
堀場弘 編著／工藤和美 編著

／淺川敏 写真
彰国社

031.5//18 ギネス世界記録／２０１８ クレイグ グレンディ 編 角川アスキー総合研究所

031//18 現代用語の基礎知識／２０１８ 自由国民社 編集 自由国民社

288.49// 名画で読み解くハプスブルク家１２の物語／光文社新書 中野京子 著 光文社

291.09//10 ブラタモリ／１０／富士の樹海 富士山麓 大阪 大坂城 知床
ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班

監修
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

291.09//9 ブラタモリ／９／平泉 新潟 佐渡 広島 宮島
ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班

監修
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

302.27 池上彰の世界の見方 中東／混迷の本当の理由 池上彰 著 小学館

304//18 文藝春秋オピニオン２０１８年の論点１００ 文藝春秋 文藝春秋

307.8//19 朝日キーワード就職／２０１９／最新時事用語＆一般常識 朝日新聞出版 編 朝日新聞出版

336.3
世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか？／経営における

「アート」と「サイエンス」／光文社新書
山口周 著 光文社

374.35
教師のためのケース別アンガーマネジメント／子ども、保護者、

教師が笑顔で仲よく！／教育技術ＭＯＯＫ
川上淳子 著 小学館

378.8 かんもくって何なの！？／しゃべれない日々を脱け出た私 モリナガアメ 著 合同出版

410.4 数学ガールの秘密ノート／積分を見つめて 結城浩 著 ＳＢクリエイティブ

420
大学入試物理重要公式が面白いほど使える本／センター対策から

国公立二次・私大入試対策まで
合田哲也 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

427
宇宙一わかりやすい高校物理＜電磁気・熱・原子＞／東大生が書

いたやさしいイラスト参考書
鯉沼拓 著／為近和彦 監修 学研マーケティング

480.7 その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの見つけかた 松橋利光 著 大和書房

498.39 脳に効く写真／人は写真を見るだけで気分を変えられる！ 茂木健一郎 監修 エムディエヌコーポレーション

501.8//17
ＣＡＤ利用技術者試験２次元２級・基礎公式ガイドブック／平成

２９年度版
コンピュータ教育振興協会 著 日経ＢＰ社

525.07
２級建築施工管理技士学科試験テキスト／平成２９年度版／学科

試験過去問１０年以上を分析！
総合資格学院 編 総合資格

537.06
プリンス自動車／日本の自動車史に偉大な足跡を残したメーカー

／１９４６～１９７３
当摩節夫 著 三樹書房

540.7 ２級電気工事施工管理技術検定試験重要事項と問題集 電気書院

540.7//17
第一種電気工事士技能試験候補問題できた！／平成２９年対応／

フルカラー版
電気書院 著 電気書院

540.7//17
第一種電気工事士筆記試験模範解答集／平成２９年版／１１年間

の問題・解答
電気書院

540.79 電験三種３６５問の完全攻略 不動弘幸 著 オーム社

549.3 電子回路Ａ／インターユニバーシティ 藤原修 編著 オーム社

575 １回で受かる！甲種危険物取扱者合格テキスト／予想模試付き！ コンデックス情報研究所 編著 成美堂出版

575 ＜１０日で受かる！＞乙種第４類危険物取扱者すい～っと合格 本山健次郎 著 ツールボックス

575 甲種危険物取扱者問題集／試験に出る超特急マスター リニカ研究所 著 弘文社

575 最新乙種第４類危険物取扱者合格完全ガイド 坪井孝夫ほか 著 日本文芸社

594.2 ディズニー刺しゅう図案集／レディブティックシリーズ ブティック社

594.2//7 花図鑑／すぐ使える刺しゅうモチーフ集 戸塚貞子 著 啓佑社

596//17 太らないレシピ／２０１７／オレンジページＣｏｏｋｉｎｇ オレンジページ

596//17 秋レシピ／２０１７／オレンジページＣｏｏｋｉｎｇ オレンジページ

728.9
読むだけで「うまい」と言われる字が書ける本／美文字にはロ

ジックが必要だった！
根本知 著 阪急コミュニケーションズ

913.6/アラ/2 通りすがりのレイディ／星へ行く船シリーズ 新井素子 著 出版芸術社

913.6/アラ/3 カレンダー・ガール／星へ行く船シリーズ 新井素子 著 出版芸術社

913.6/アラ/4 逆恨みのネメシス／星へ行く船シリーズ 新井素子 著 出版芸術社

913.6/アラ/5 そして、星へ行く船／星へ行く船シリーズ 新井素子 著 出版芸術社

913.6/アワ/10 聖剣使いの禁呪詠唱（ワールドブレイク）／１０／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ＳＢクリエイティブ



請求記号 タイトル 著 者 出版者

913.6/アワ/7 聖剣使いの禁呪詠唱（ワールドブレイク）／７／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/アワ/8 聖剣使いの禁呪詠唱（ワールドブレイク）／８／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/アワ/9 聖剣使いの禁呪詠唱（ワールドブレイク）／９／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/イシ 続・時をかける少女 石山透 著 復刊ドットコム

913.6/オガ/2キラキラ共和国 小川糸 著 幻冬舎

913.6/カワ/22 アクセル・ワールド／２２／電撃文庫／絶の太陽神 川原礫 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/キシ ミステリークロック 貴志祐介 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/キヌ/7 ようこそ実力至上主義の教室へ／７／ＭＦ文庫Ｊ 衣笠彰梧 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/コレ 三度目の殺人／宝島社文庫 是枝裕和 著 宝島社

913.6/サク 荒野／文春文庫 桜庭一樹 著 文藝春秋

913.6/シラ/2 ありふれた職業で世界最強／２／オーバーラップ文庫 白米良 著 オーバーラップ

913.6/シラ/3 ありふれた職業で世界最強／３／オーバーラップ文庫 白米良 著 オーバーラップ

913.6/シラ/4 ありふれた職業で世界最強／４／オーバーラップ文庫 白米良 著 オーバーラップ

913.6/シラ/5 ありふれた職業で世界最強／５／オーバーラップ文庫 白米良 著 オーバーラップ

913.6/ツジ ぼくのメジャースプーン／講談社文庫 辻村深月 著 講談社

913.6/ナガ 教場／０／刑事指導官・風間公親 長岡弘樹 著 小学館

913.6/ヒガ 走る？／文春文庫 東山彰良 ほか著 文藝春秋

913.6/ミヤ/1 この世の春／上 宮部みゆき 著 新潮社

913.6/ミヤ/2 この世の春／下 宮部みゆき 著 新潮社

913.6/ムカ/2 昔話法廷／Ｓｅａｓｏｎ２
ＮＨＫ Ｅテレ「昔話法廷」制作

班 編
金の星社

913.6/ヤク/2 弱キャラ友崎くん／Ｌｖ．２／ガガガ文庫 屋久ユウキ 著 小学館

913.6/ヤク/3 弱キャラ友崎くん／Ｌｖ．３／ガガガ文庫 屋久ユウキ 著 小学館

913.6/ヤク/4 弱キャラ友崎くん／Ｌｖ．４／ガガガ文庫 屋久ユウキ 著 小学館

913.6/ヤマ 僕はロボットごしの君に恋をする 山田悠介 著 河出書房新社

913.6/ユズ/2３時のアッコちゃん／双葉文庫 柚木麻子 著 双葉社

933.7/イシ 日の名残り／ハヤカワｅｐｉ文庫
カズオ・イシグロ 著／土屋政

雄 訳
早川書房

933.7/イシ 遠い山なみの光／ハヤカワｅｐｉ文庫
カズオ・イシグロ 著／小野寺

健 訳
早川書房

933.7/クリ オリエント急行の殺人／ハヤカワ文庫
アガサ クリスティー 著／山

本やよい 訳
早川書房

726.1/シノ/1 スケット・ダンス／１／ジャンプ・コミックス／ペンキ仮面 篠原健太 著 集英社

757.3
この１冊で合格！色彩検定３級テキスト＆問題集／最新公式テキ

ストに完全対応
桜井輝子 著 新星出版社

549 最新メカトロニクス入門／基礎シリーズ 舟橋宏明 監修 実教出版

549/2 メカトロニクス概論／２／基礎シリーズ／応用編 高野政晴 監修 実教出版

556 世界の廃船と廃墟／ｎｏｍａｄ ｂｏｏｋｓ アフロ 写真 青幻舎

575
対話でわかる乙４類危険物取扱者テキスト＆問題集／国家・資格

シリーズ
リニカ研究所 著 弘文社

575
やさしい解説動画つき乙種第４類危険物取扱者テキスト／合格カ

レンダーでラクしてうかる
ゼミネット 著 誠文堂新光社

575
Ｕ－ＣＡＮの乙種第１・２・３・５・６類危険物取扱者予想問題

集／よくわかる！

ユーキャン危険物取扱者試験研

究会 編
ユーキャン学び出版

575
わかりやすい！丙種危険物取扱者試験／この１冊で合格できる！

／国家・資格シリーズ
工藤政孝 編著 弘文社

575 丙種危険物取扱者模擬テスト／本試験形式！／国家・資格シリーズ 工藤政孝 編著 弘文社

626.9
いつでもお部屋で！とれたて野菜／水耕栽培だからかんたん！／

材料は１００円ショップで！安心の野菜＆ハーブいっぱい！
河村毬子 著／伊藤龍三 監修 河出書房新社

723 怖い絵のひみつ。／「怖い絵」スペシャルブック 中野京子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

726.1/アラ/14 銀の匙／ＶＯＬＵＭＥ１４／少年サンデーコミックス 荒川弘 著 小学館

726.1/ウミ/13
３月のライオン／１３／Ｍａｒｃｈ ｃｏｍｅｓ ｉｎ ｌｉｋｅ ａ

ｌｉｏｎ／ＹＯＵＮＧ ＡＮＩＭＡＬ ＣＯＭＩＣＳ
羽海野チカ 著 白泉社
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726.1/カガ/1 ましろ日／１ 香川まさひと 原作 小学館

726.1/シノ/1 スケット・ダンス／１／ジャンプ・コミックス／ペンキ仮面 篠原健太 著 集英社

726.1/フル/28 ハイキュー！！／２８／ジャンプコミックス／２日目 古舘春一 著 集英社

726.6/ツチ かわいそうなぞう／おはなしノンフィクション絵本
つちやゆきお ぶん／たけべも

といちろう え
金の星社

740.2/オダ 神様のファインダー／元米従軍カメラマンの遺産 坂井貴美子 編著
いのちのことば社

フォレストブックス

751.1 陶芸道場／手びねり＆装飾の巻／イラスト解説 杉山佳隆 著 誠文堂新光社

751/79
陶工房／Ｎｏ．７９／ＳＥＩＢＵＮＤＯ ｍｏｏｋ／特集沸陶する

「三重」！
誠文堂新光社

757.3
この１冊で合格！色彩検定３級テキスト＆問題集／最新公式テキ

ストに完全対応
桜井輝子 著 新星出版社

781.4
すごいストレッチ／職場で、家で、学校で、働くあなたの疲れを

ほぐす
崎田ミナ 著

エムディエヌ

コーポレーション

786.1 ときめくヤマノボリ図鑑／Ｔｏｋｉｍｅｋｕ Ｚｕｋａｎ＋ 池田菜津美 文 山と溪谷社

798/1
東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏ

ｎからの挑戦状／第１巻

東京大学謎解き制作集団Ａｎｏ

ｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎ 著
扶桑社

798/2
東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏ

ｎからの挑戦状／第２巻

東京大学謎解き制作集団Ａｎｏ

ｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎ 著
扶桑社

830.7/17
英検３級過去６回全問題集／２０１７年度版／文部科学省後援／

旺文社英検書
旺文社

830.7/17 英検３級過去６回全問題集ＣＤ／2017年度版 旺文社 編 旺文社

830.7/17 英検準２級 過去6回全問題集ＣＤ／２０１７年度版 旺文社 編 旺文社

830.7/17
英検準２級過去６回全問題集／２０１７年度版／文部科学省後援

／旺文社英検書
旺文社

913.6/アオ/1 幽落町おばけ駄菓子屋／角川ホラー文庫 蒼月海里 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/アオ/2 幽落町おばけ駄菓子屋／２／角川ホラー文庫／思い出めぐりの幻灯機 蒼月海里 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/アオ/3 幽落町おばけ駄菓子屋／３／角川ホラー文庫／夏の夜空の夢花火 蒼月海里 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/アザ

/15

東京レイヴンズ／１５／富士見ファンタジア文庫／Ｓｈａｍａｎ

ｉＣ ＤａｗＮ
あざの耕平 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/アサ/7 神様の御用人／７／メディアワークス文庫 浅葉なつ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/アワ/1 聖剣使いの禁呪詠唱／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ソフトバンククリエイティブ

913.6/アワ/2 聖剣使いの禁呪詠唱／２／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ソフトバンククリエイティブ

913.6/アワ/3 聖剣使いの禁呪詠唱／３／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ソフトバンククリエイティブ

913.6/アワ/4 聖剣使いの禁呪詠唱／４／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ソフトバンククリエイティブ

913.6/アワ/5 聖剣使いの禁呪詠唱／５／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/アワ/6 聖剣使いの禁呪詠唱／６／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/イケ 花咲舞が黙ってない／中公文庫 池井戸潤 著 中央公論新社

913.6/イサ ホワイトラビット／ａ ｎｉｇｈｔ 伊坂幸太郎 著 新潮社

913.6/イシ/13 裏切りのホワイトカード／池袋ウエストゲートパーク 石田衣良 著 文藝春秋

913.6/カマ/19 新約とある魔術の禁書目録／１９／電撃文庫 鎌池和馬 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/カミ/10 心霊探偵八雲／１０／魂の道標 神永学 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/カレ/5
終末なにしてますか？もう一度だけ、会えますか？／＃０５／角

川スニーカー文庫
枯野瑛 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/カワ/20 ソードアート・オンライン／２０／電撃文庫／ムーン・クレイドル 川原礫 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/キヌ/1 ようこそ実力至上主義の教室へ／１／ＭＦ文庫Ｊ 衣笠彰梧 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/キヌ/2 ようこそ実力至上主義の教室へ／２／ＭＦ文庫Ｊ 衣笠彰梧 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/キヌ/3 ようこそ実力至上主義の教室へ／３／ＭＦ文庫Ｊ 衣笠彰梧 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/キヌ

/4-1
ようこそ実力至上主義の教室へ／４／ＭＦ文庫Ｊ 衣笠彰梧 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/キヌ

/4-2
ようこそ実力至上主義の教室へ／４．５／ＭＦ文庫Ｊ 衣笠彰梧 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/キヌ/5 ようこそ実力至上主義の教室へ／５／ＭＦ文庫Ｊ 衣笠彰梧 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/キヌ/6 ようこそ実力至上主義の教室へ／６／ＭＦ文庫Ｊ 衣笠彰梧 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ



請求記号 タイトル 著 者 出版者

913.6/コウ/2 妖怪アパートの幽雅な日常／２／講談社文庫 香月日輪 著 講談社

913.6/コウ/3 妖怪アパートの幽雅な日常／３／講談社文庫 香月日輪 著 講談社

913.6/コウ/4 妖怪アパートの幽雅な日常／４／講談社文庫 香月日輪 著 講談社

913.6/コウ/5 妖怪アパートの幽雅な日常／５／講談社文庫 香月日輪 著 講談社

913.6/コウ/6 妖怪アパートの幽雅な日常／６／講談社文庫 香月日輪 著 講談社

913.6/コウ/7 妖怪アパートの幽雅な日常／７／講談社文庫 香月日輪 著 講談社

913.6/コウ/8 妖怪アパートの幽雅な日常／８／講談社文庫 香月日輪 著 講談社

913.6/コウ/9 妖怪アパートの幽雅な日常／９／講談社文庫 香月日輪 著 講談社

913.6/コウ/10 妖怪アパートの幽雅な日常／１０／講談社文庫 香月日輪 著 講談社

913.6/シグ/21 キノの旅／２１／ｔｈｅ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｗｏｒｌｄ／電撃文庫 時雨沢恵一 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/シラ/1 ありふれた職業で世界最強／１／オーバーラップ文庫 白米良 著 オーバーラップ

913.6/ナガ/14 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活／１４／ＭＦ文庫Ｊ 長月達平 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ナツ 坊っちゃん／小学館文庫 夏目漱石 著 小学館

913.6/ノゾ/1 異能バトルは日常系のなかで／ＧＡ文庫 望公太 著
ソフトバンククリエ

イティブ

913.6/ハチ １５歳、終わらない３分間／スターツ出版文庫 八谷紬 著 スターツ出版

913.6/ヒガ/3 マスカレード・ナイト 東野圭吾 著 集英社

913.6/ホン プラージュ／幻冬舎文庫 誉田哲也 著 幻冬舎

913.6/ムラ

/14

おまえをオタクにしてやるから、俺をリア充にしてくれ！／１４

／富士見ファンタジア文庫／大学生編
村上凛 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ムラ

/15

おまえをオタクにしてやるから、俺をリア充にしてくれ！／１５

／富士見ファンタジア文庫／大学生編
村上凛 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/モエ ボクたちはみんな大人になれなかった 燃え殻 著 新潮社

913.6/モリ/4 おんな城主直虎／４ 森下佳子 作 ＮＨＫ出版

913.6/ヤク/1 弱キャラ友崎くん／Ｌｖ．１／ガガガ文庫 屋久ユウキ 著 小学館

913.6/ワタ/12 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。／１２／ガガガ文庫 渡航 著 小学館


