
請求記号 タイトル 著 者 出版者

017.4 学校図書館はカラフルな学びの場 松田ユリ子 著 ぺりかん社

019.53 １３歳からの絵本ガイド 金原瑞人 監修 西村書店

069.02 ぶらりあるき沖縄・奄美の博物館 中村浩 著 池田榮史 著 芙蓉書房出版

102 知の古典は誘惑する 小島毅 編著 岩波書店

159.4/タム 頭に来てもアホとは戦うな！ 田村耕太郎 著 朝日新聞出版

159/コバ いきもの人生相談室 小林百合子 文 山と溪谷社

281.04 覚えておきたい幕末・維新の100人＋ 本間康司 絵と文 清水書院

291.99 ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ沖縄 ケラマ諸 昭文社

291.99 沖縄の歩き方２０１８－１９ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ･ﾋﾞｯｸﾞ社

291.99//1 ＆ＴＲＡＶＥＬ沖縄 ２０１９ 朝日新聞出版

291.99 沖縄 ’１９－’２０年版 TAC株式会社出版

304 日本の気配 武田砂鉄 著 晶文社

304//9 知らないと恥をかく世界の大問題 ９ 池上彰 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

307.8 完全攻略高校生の一般常識＋SPI問題 実教出版編修部 編 実教出版

307.8//19 高卒全国市役所職員採用試験実戦テス 公務員試験情報研究会 編 一ツ橋書店

334.31//2 未来の年表 ２ 河合雅司 著 講談社

337.82 くらべる値段 おかべたかし 文 東京書籍

338.8 世界一ラクなお金の増やし方 ＮｉｇｈｔＷａｌｋｅｒ ぱる出版

361.5 くらべる世界 おかべたかし 文 東京書籍

366.29 １０年後の仕事図鑑 堀江貴文 著 ＳＢクリエイティブ

366.34
「死ぬくらいなら会社辞めれば」がで

きない理由
汐街コナ 著 あさ出版

367.1 男女平等はどこまで進んだか 国際女性の地位協会 編 岩波書店

367.68
授業で活用できる高校生のためのＤ

Ｖ、デートＤＶ予防教育プログラム
須賀朋子 著 かりん舎

376.8 工学部 中高生のための学部選びガイ 漆原次郎 著 ぺりかん社

407//2 魅了する科学実験 ２
早稲田大学本庄高等学院実

験開発班 著
すばる舎リンケージ

410.4
数学を嫌いにならないで 基本のおさ

らい篇／文章題にいどむ篇
ダニカ・マッケラー 著 岩波書店

431.1 元素周期表パーフェクトガイド
元素周期表パーフェクトガ

イド編集チーム 編集
誠文堂新光社

431.11 面白くて眠れなくなる元素 左巻健男 著 PHPｴﾃﾞｨﾀｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ

480//3 ざんねんないきもの事典 続々 今泉忠明 監修 高橋書店

486.45 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎 著 光文社

492.29 よくわかるみんなの救急 坂本哲也 編 大修館書店

498.12//1 毒物劇物取扱者試験 平成３０年版 公論出版

498.51 子どもに飲ませたくない清涼飲料 天笠啓祐 編著 芽ばえ社

509.66 はじめて挑戦！QC検定３級短期集中 須加尾政一 編著 日科技連出版社

520.79//1 日建学院２級建築士過去問題集ﾁｬﾚﾝｼﾞ 日建学院教材研究会 編著 建築資料研究社

526.9 バベる！ 自力でビルを建てる男 岡啓輔 著 筑摩書房

536.86 ロードバイクのメンテ徹底ガイド 藤下雅裕 著 八重洲出版

537.2 自動車低燃費メカニズムの基礎知識 飯塚昭三 著 日刊工業新聞社

537.4 自動車サスペンションの基礎知識 飯嶋洋治 著 日刊工業新聞社

537.92 軽自動車メカニズムの基礎知識 橋田卓也 著 日刊工業新聞社



540.79 第二種電気工事士筆記試験の徹底ﾏｽﾀｰ オーム社

540.79//1 電験三種過去問題集 ２０１８年版 オーム社

540.79//1

8

国家資格工事担任者試験ＤＤ３種受験

マニュアル ２０１８年版春・秋期対

電気通信工事担任者の会

編
電波新聞社

549 電子工作の職人技 高瀬和則 著 技術評論社

549 電子工作パーフェクトガイド 伊藤尚未 著 誠文堂新光社

575 乙種第4類危険物取扱者教科書+実践問 ノマド ワークス 著 インプレス

575 乙種第４類危険物取扱者 ノマド ワークス 著 技術評論社

575 本試験によく出る！甲種危険物 工藤政孝 編著 弘文社

724.55 だらっとしたポーズカタログ マール社編集部 編 マール社

726.1/カガ ましろ日 ３ 香川まさひと 原作 小学館

726.1/ドリ

/1

有名すぎる文学作品をだいたい１０

ページくらいの漫画で読む。
ドリヤス工場 著 リイド社

726.1/ヨシ 新理系の人々 よしたに 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

726.6/ゼマ ギルガメシュ王さいごの旅 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン文 絵 岩波書店

778.77 いつかすべてが君の力になる 梶裕貴 著 河出書房新社

798//5 東大ナゾトレ 第５巻 東京大学謎解き制作集団 扶桑社

913.6/アワ 聖剣使いの禁呪詠唱 ２２ あわむら赤光 著 ＳＢクリエイティブ

913.6/イケ テンペスト 第２～４巻 池上永一 著 角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝ

913.6/エフ 真夜中乙女戦争 Ｆ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/カマ 新約とある魔術の禁書目録 ２０ 鎌池和馬 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/カレ

/6

終末なにしてますか？もう一度だけ、

会えますか？ ＃０６
枯野瑛 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/キヌ ようこそ実力至上主義の教室へ ８ 衣笠彰梧 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/コレ 万引き家族 是枝裕和 著 宝島社

913.6/サト 一〇五度 佐藤まどか 著 あすなろ書房

913.6/シグ

/7

ソードアート・オンラインオルタナ

ティブガンゲイル・オンライン ７
時雨沢恵一 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/スガ 夏の祈りは 須賀しのぶ 著 新潮社

913.6/ニシ 悲球伝／悲終伝／宵物語／緑衣の美少 西尾維新 著 講談社

913.6/ハヤ 未必のマクベス 早瀬耕 著 早川書房

913.6/ヒガ 探偵さえいなければ 東川篤哉 著 光文社

913.6/ヒガ ライオンは仔猫に夢中 東川篤哉 著 祥伝社

913.6/ヒガ
私が彼を殺した／嘘をもうひとつだけ

／悪意／どちらかが彼女を殺した
東野圭吾 著 講談社

913.6/ホソ 未来のミライ 細田守 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ホン 世界でいちばん長い写真 誉田哲也 著 光文社

913.6/ミウ ののはな通信 三浦しをん 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ミナ 未来 湊かなえ 著 双葉社

913.6/ユズ 検事の本懐 柚月裕子 著 宝島社

913.6/ヨシ 森は知っている 吉田修一 著 幻冬舎

933.7/エリ 世界の中心で愛を叫んだけもの ハーラン・エリスン 著 早川書房

933.7/パオ インヘリタンス １～４ ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ﾊﾟｵﾘｰﾆ 著 静山社

949.8/ヨナ 天国に行きたかったヒットマン ヨナス ヨナソン 著 西村書店


