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002
１日１ページ、読むだけで身につく世

界の教養３６５

デイヴィッド Ｓ．キダー

著
文響社

007.13 高校生のためのゲームで考える人工知 三宅陽一郎 著 筑摩書房

007.6/18-

2

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＜下半期＞
五十嵐聡 著 技術評論社

19.25 だれでも書ける最高の読書感想文 齋藤孝 著 角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝ

021.4 伝わるデザインの基本 高橋佑磨 著 技術評論社

146.8 イラスト版子どものアドラー心理学 菊地典子 著 合同出版

159.4/カツ 怒られ力 新社会人は打たれてナン 桂福丸 著 明治書院

159.4/ハラ 一流の達成力 原田隆史 著 フォレスト出版

159/テス 超筋トレが最強のソリューションであ Testosterone 著 文響社

210.76 １０代に語る平成史 後藤謙次 著 岩波書店

289.3/フラ アンネ・フランクに会いに行く 谷口長世 著 岩波書店

302 池上彰の世界を知る学校 池上彰 著 朝日新聞出版

302.199 はじめての沖縄 よりみちパン！セ 岸政彦 著 新曜社

307.8/20 史上最強SPI&ﾃｽﾄｾﾝﾀｰ超実戦問題集 オフィス海 著 ナツメ社

319.8 核兵器はなくせる 川崎哲 著 岩波書店

336.4 １分で話せ 伊藤羊一 著 ＳＢクリエイティブ

361.45 「コミュ障」の社会学 貴戸理恵 著 青土社

369.17/18
福祉住環境コーディネーター２級／３

級短期合格テキスト ’１８－１９年版
渡辺光子 著

日本能率協会マネジ

メントセンター

369.3 災害支援手帖 荻上チキ 著 木楽舎

371.4/2 思春期サバイバル ２ ここから探検隊 制作 はるか書房

371.45 いじめを生む教室 荻上チキ 著 ＰＨＰ研究所

375.199 情報モラルの授業 今度珠美 著 日本標準

375.199 教師のためのパワポ活用術 稲葉通太 著 太郎次郎社エディタ

378.6 アスピーガールの心と体を守る性のﾙｰﾙ デビ ブラウン 著 東洋館出版社

378
自閉症スペクトラムの子のソーシャル

スキルを育てる本 思春期編
本田秀夫 監修 講談社

378
発達障害のある高校生・大学生のため

の上手な体・手指の使い方
笹田哲 著 中央法規出版

382 本当に不思議な世界の風習 世界の文化研究会 編 彩図社

410.4 数学ガール ポアンカレ予想 結城浩 著 ＳＢクリエイティブ

420.75 新しい１キログラムの測り方 臼田孝 著 講談社

420.75 いきいき物理マンガで実験 奥村弘二 マンガ 著 日本評論社

431.3 宇宙一覚えやすい化学反応式ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 船登惟希 著 学研プラス

460 ｸﾞﾚｰﾄﾈｲﾁｬｰ 生きものの不思議大図鑑 ＤＫ社 編 河出書房新社

496.9 どもる体 シリーズケアをひらく 伊藤亜紗 著 医学書院

498.583 医者が教える食事術最強の教科書 牧田善二 著 ダイヤモンド社

509.66
ＱＣ検定試験対策３級図解テキスト＋

問題＆模擬問題 すっきりわかる！
今里健一郎 著 秀和システム

523.1 モダニズム建築紀行 松隈洋 著 六耀社

525.07/18 ２級建築施工管理技士学科問題解説集 日建学院教材研究会 編著 建築資料研究社

525.5 電動ドリルの職人技 高橋甫 著 技術評論社



530.7/18
機械・仕上職種１・２級技能検定・学

科の急所 上巻・下巻 ２０１８年版

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

532.1
目で見てわかる機械現場のべからず集

旋盤作業編
澤武一 著 日刊工業新聞社

532.1 ココからはじめる旋盤加工 澤武一 著 日刊工業新聞社

538.6
きちんと知りたい！ドローンメカニズ

ムの基礎知識
鈴木真二 監修 日刊工業新聞社

540.79/18 電験三種実戦１０年問題集 2018年版 新電気編集部 編 オーム社

541.53 テスターの職人技 市川清道 著 技術評論社

566.6/2 目で見てわかる溶接作業 続 安田克彦 著 日刊工業新聞社

575
これだけ！乙種総合〈１類～６類〉危

険物試験合格大作戦！！ 完全合格対

奥吉新平 共著 福井清輔

共著
弘文社

575
１回で受かる！乙種第４類危険物取扱

者テキスト＆問題集

コンデックス情報研究所 編

著
成美堂出版

597.5 100円ｸﾞｯｽﾞのおしゃれ収納ﾃｸﾆｯｸ 宝島社

724.55/2 だらっとしたポーズカタログ ２ マール社編集部 編 マール社

726.1/テラ ダイヤのＡ ２～３５ 寺嶋裕二 著 講談社

726.1/ドリ
有名／定番／必修すぎる文学作品をだ

いたい１０ページくらいの漫画で読
ドリヤス工場 著 リイド社

726.1/フカ 夜廻り猫レストラン ／ 夜廻り猫 深谷かほる 著 講談社

726.1/フル ハイキュー！！ ３２・３３ 古舘春一 著 集英社

726.6/タナ トマトさん こどものとも傑作集 田中清代 さく 福音館書店

767.8/キシ 石、転がっといたらええやん。 岸田繁 著 ロッキング・オン

782.3 ９９％の人が速くなる走り方 平岩時雄 著 筑摩書房

783.3 ハンドボール法政二高式総合力ｱｯﾌﾟﾄﾞﾘ 阿部直人 著 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ･ﾏｶﾞｼﾞﾝ社

783.7/1 あの夏 上・下 朝日新聞スポーツ部 編 朝日新聞出版

814 大人の語彙力ノート 齋藤孝 著 ＳＢクリエイティブ

913.2/1 ぼおるぺん古事記 １～３ こうの史代 著 平凡社

913.6/アイ 不発弾 相場英雄 著 新潮社

913.6/アイ ガラパゴス 上・下 相場英雄 著 小学館

913.6/アカ この素晴らしい世界に祝福を！ １４ 暁なつめ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/アサ 黒書院の六兵衛 上・下 浅田次郎 著 文藝春秋

913.6/イオ 代償 伊岡瞬 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/イケ 下町ロケット ３ ゴースト 池井戸潤 著 小学館

913.6/イツ 星空の１６進数 逸木裕 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ウエ 破滅の王 上田早夕里 著 双葉社

913.6/オウ 墓標なき街 逢坂剛 著 集英社

913.6/カイ 玉村警部補の巡礼 海堂尊 著 宝島社

913.6/キザ さざなみのよる 木皿泉 著 河出書房新社

913.6/キノ 宇喜多の楽土 木下昌輝 著 文藝春秋

913.6/コジ 放課後ひとり同盟 小嶋陽太郎 著 集英社

913.6/シゲ たんぽぽ団地のひみつ 重松清 著 新潮社

913.6/シマ ファーストラヴ 島本理生 著 文藝春秋

913.6/タカ おカネの教室 高井浩章 著 インプレス

913.6/タカ 送り火 高橋弘希 著 文藝春秋

913.6/タキ ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽麻子 著 幻冬舎



913.6/ツジ ふちなしのかがみ 辻村深月 著 角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝ

913.6/ツジ 青空と逃げる 辻村深月 著 中央公論新社

913.6/ナナ ケーキ王子の名推理 ３ 七月隆文 著 新潮社

913.6/ハタ つくもがみ、遊ぼうよ 畠中恵 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ハム 散り椿 葉室麟 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ヒツ ロクでなし魔術講師と禁忌教典 １２ 羊太郎 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/フジ 手のひらの音符 藤岡陽子 著 新潮社

913.6/ホン ｄｅｌｅ 本多孝好 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/マチ パンク侍、斬られて候 町田康 著 角川書店

913.6/ムカ 昔話法廷 Ｓｅａｓｏｎ３ NHKEﾃﾚ｢昔話法廷｣制作班 金の星社

913.6/ヤズ １４歳の水平線 椰月美智子 著 双葉社

913.6/ユズ 本屋さんのダイアナ 柚木麻子 著 新潮社

913.6/オオ 未来製作所 太田忠司 著 幻冬舎

933.7/ガバ カラヴァル ／ レジェンダリー ステファニー ガーバー 著 キノブックス

933.7/テラ その犬の歩むところ ボストン テラン 著 文藝春秋

949.3/テレ きげんのいいリス トーン テレヘン 著 新潮社


