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007.35
脱！ＳＮＳのトラブル／ＬＩＮＥ フェイスブック ツイッターやっ

て良いこと悪いこと
佐藤佳弘 編著 武蔵野大学出版会

007.6/18 ＩＴパスポート合格教本／平成３０年度 岡嶋裕史 著 技術評論社

007.6/18-1 ＩＴパスポートパーフェクトラーニング過去問題集／平成３０年＜上半期＞ 五十嵐聡 著 技術評論社

210.04 日本史の内幕／戦国女性の素顔から幕末・近代の謎まで／中公新書 磯田道史 著 中央公論新社

231/3 ギリシア人の物語／３／新しき力 塩野七生 著 新潮社

289.1/エノ 榎本武揚と明治維新／岩波ジュニア新書 黒瀧秀久 著 岩波書店

291.09/11
ブラタモリ／１１／初詣スペシャル成田山 目黒 浦安 水戸 香川

（さぬきうどん・こんぴらさん）
ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

291.09/12 ブラタモリ／１２／別府 神戸 奄美 ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

375.1
思考を深める探究学習／アクティブ・ラーニングの視点で活用す

る学校図書館
桑田てるみ 著 全国学校図書館協議会

375.31
授業ＬＩＶＥ１８歳からの政治参加／アクティブラーニングで学

ぶ主権者教育＜授業事例集＞
橋本康弘 監修 清水書院

451.85/2 不都合な真実／２ アル ゴア 著 実業之日本社

493.93
心と体を蝕む「ネット依存」から子どもたちをどう守るのか／Ｍ

ＩＮＥＲＶＡ Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ Ｓｅｒｉｅｓ
樋口進 監修 ミネルヴァ書房

498.58

全部コルスタ！やせるおかず作りおき／フライパンで「焦げ」「くずれ」

なしのコールドスタート／Ｌａｄｙ Ｂｉｒｄ Ｓｈｏｇａｋｕｋａｎ Ｊｉ

ｔｓｕｙｏ Ｓｅｒｉｅｓ

柳澤英子 著 小学館

501/1 ３級技能検定問題集／第１集／平成２６・２７年度 中央職業能力開発協会 編 中央職業能力開発協会

509.66
ユーキャンのＱＣ検定３級２０日で完成！合格テキスト＆問題集

／品質管理検定
ユーキャンＱＣ検定試験研究会 編 ユーキャン学び出版

520.79/18
日建学院２級建築士要点整理と項目別ポイント問題／平成３０年

度版
日建学院教材研究会 編著 建築資料研究社

524.82 世界のアーケード／ｎｏｍａｄ ｂｏｏｋｓ アフロ 写真 青幻舎

532.06/1 町工場の娘／主婦から社長になった２代目の１０年戦争 諏訪貴子 著 日経ＢＰマーケティング（発売）

575 速習乙種第５類危険物取扱者試験／科目免除で受験 資格試験研究会 編 梅田出版

589.75/1 ＮＩＫＥ ＦＵＮ／丸ごと一冊、名作ナイキ！／ＮＥＫＯ ＭＯＯＫ ネコ・パブリッシング

589.75/2

ＮＩＫＥ ＦＵＮ／Ｖｏｌ．２／１９７０ｓ－２０１０ｓ ＮＩＫＥ

ＳＮＥＡＫＥＲ＆ＷＥＡＲ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ／ＮＥＫＯ ＭＯ

ＯＫ／お宝ナイキ集結！

ネコ・パブリッシング

726.1/イサ/24 進撃の巨人／２４／講談社コミックス週刊少年マガジン 諫山創 著 講談社

726.1/シノ/2 スケット・ダンス／２／ジャンプ・コミックス／夏の桜 篠原健太 著 集英社

726.1/シノ/3 スケット・ダンス／３／ジャンプ・コミックス／友達がいっぱい 篠原健太 著 集英社

726.1/シノ/4 スケット・ダンス／４／ジャンプ・コミックス／ガチンコ・ビバゲー・バトル 篠原健太 著 集英社

726.1/シノ/5 スケット・ダンス／５／ジャンプ・コミックス／スイッチ・オフ 篠原健太 著 集英社

813.2 角川新字源 小川環樹 編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

816.5
学生のレポート・論文作成トレーニング／スキルを学ぶ２１の

ワーク

桑田てるみ 編／桑田てるみ

ほか執筆
実教出版

821.2/18 頻出度順漢字検定準２級合格！問題集／平成３０年版 漢字学習教育推進研究会 編 新星出版社

830.79 世界一わかりやすい英検準２級に合格する授業 関正生 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/アオ/4 幽落町おばけ駄菓子屋／４／角川ホラー文庫／たそがれの紙芝居屋さん 蒼月海里 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/アオ/5 幽落町おばけ駄菓子屋／５／角川ホラー文庫／春まちの花つぼみ 蒼月海里 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/アオ/6 幽落町おばけ駄菓子屋／６／角川ホラー文庫／晴天に舞う鯉のぼり 蒼月海里 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/アオ/7 幽落町おばけ駄菓子屋／７／角川ホラー文庫／夕涼みの蟬時雨 蒼月海里 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/アオ/8 幽落町おばけ駄菓子屋／８／角川ホラー文庫／星月夜の彼岸花 蒼月海里 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/アオ/9 幽落町おばけ駄菓子屋／９／角川ホラー文庫／春風吹く水無月堂 蒼月海里 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/アカ/13
この素晴らしい世界に祝福を！／１３／角川スニーカー文庫／

リッチーへの挑戦状
暁なつめ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/アワ/13 聖剣使いの禁呪詠唱／１３／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ＳＢクリエイティブ
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913.6/アワ/14 聖剣使いの禁呪詠唱／１４／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/アワ/15 聖剣使いの禁呪詠唱／１５／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/アワ/16 聖剣使いの禁呪詠唱／１６／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/アワ/17 聖剣使いの禁呪詠唱／１７／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/アワ/18 聖剣使いの禁呪詠唱／１８／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/アワ/19 聖剣使いの禁呪詠唱／１９／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/アワ/20 聖剣使いの禁呪詠唱／２０／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/アワ/21 聖剣使いの禁呪詠唱／２１／ＧＡ文庫 あわむら赤光 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/イサ クリスマスを探偵と 伊坂幸太郎 文 河出書房新社

913.6/イマ 屍人荘の殺人 今村昌弘 著 東京創元社

913.6/カル/1 幼女戦記／１／Ｄｅｕｓ ｌｏ ｖｕｌｔ カルロ ゼン 著／篠月しのぶ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/カル/2 幼女戦記／２／Ｐｌｕｓ Ｕｌｔｒａ カルロ ゼン 著／篠月しのぶ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/カル/3 幼女戦記／３／Ｔｈｅ Ｆｉｎｅｓｔ Ｈｏｕｒ カルロ ゼン 著／篠月しのぶ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/コバ/11 ゼロから始める魔法の書／１１／電撃文庫／獣と魔女の村づくり 虎走かける 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/コマ 海難１８９０／小学館文庫 小松江里子 脚本／豊田美加 著 小学館

913.6/サカ/2 仔羊の巣／創元推理文庫 坂木司 著 東京創元社

913.6/サカ/3 動物園の鳥／創元推理文庫 坂木司 著 東京創元社

913.6/シバ/2 ノクチルカ笑う／講談社文庫 柴村仁 著 講談社

913.6/シラ/1 りゅうおうのおしごと！／ＧＡ文庫 白鳥士郎 著／西遊棋 監修 ＳＢクリエイティブ

913.6/シラ/2 りゅうおうのおしごと！／２／ＧＡ文庫 白鳥士郎 著／西遊棋 監修 ＳＢクリエイティブ

913.6/シラ/3 りゅうおうのおしごと！／３／ＧＡ文庫 白鳥士郎 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/シラ/4 りゅうおうのおしごと！／４／ＧＡ文庫 白鳥士郎 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/シラ/5 りゅうおうのおしごと！／５／ＧＡ文庫 白鳥士郎 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/シラ/6 りゅうおうのおしごと！／６／ＧＡ文庫 白鳥士郎 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/シラ/7 りゅうおうのおしごと！／７／ＧＡ文庫 白鳥士郎 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/チネ/2 天久鷹央の推理カルテ／２／新潮文庫ｎｅｘ／ファントムの病棟 知念実希人 著 新潮社

913.6/チネ/3 天久鷹央の推理カルテ／３／新潮文庫ｎｅｘ／密室のパラノイア 知念実希人 著 新潮社

913.6/チネ/4 天久鷹央の推理カルテ／４／新潮文庫ｎｅｘ／悲恋のシンドローム 知念実希人 著 新潮社

913.6/チネ/5 天久鷹央の推理カルテ／５／新潮文庫ｎｅｘ／神秘のセラピスト 知念実希人 著 新潮社

913.6/ツジ/1 凍りのくじら／講談社文庫 辻村深月 著 講談社

913.6/ツジ/2-1 スロウハイツの神様／上／講談社文庫 辻村深月 著 講談社

913.6/ツジ/2-2 スロウハイツの神様／下／講談社文庫 辻村深月 著 講談社

913.6/ツジ/6-1 名前探しの放課後／上／講談社文庫 辻村深月 著 講談社

913.6/ツジ/6-2 名前探しの放課後／下／講談社文庫 辻村深月 著 講談社

913.6/トオ/12
金色の文字使い／１２／勇者四人に巻き込まれたユニークチート

／富士見ファンタジア文庫
十本スイ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ニシ/2 十二大戦対十二大戦 西尾維新 小説 集英社

913.6/フセ/11 転生したらスライムだった件／１１／ＧＣ ＮＯＶＥＬＳ 伏瀬 著 マイクロマガジン社

913.6/ホリ/2 幻想映画館／講談社文庫 堀川アサコ 著 講談社

914.45 こころ彩る徒然草／兼好さんと、お茶をいっぷく 木村耕一 著 １万年堂出版

914.6/サト 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子 著 小学館

916/ビナ 知らなかった、ぼくらの戦争 アーサー ビナード 編著 小学館


