
請求記号 タイトル 著　者 出版者

007.6//19 キタミ式イラストＩＴ塾ＩＴパスポート きたみりゅうじ　著 技術評論社

007.63//16
ＭＯＳ攻略問題集Ｅｘｃｅｌ ２０１６エ

キスパート
土岐順子　著 日経ＢＰ社

007.64 ロボットで学ぶＣ言語プログラミング基礎 アフレル　著 アフレル

007.64
教育版ＥＶ３　ＬａｂＶＩＥＷプログラミ

ングガイド
アフレル　著 アフレル

7.64 ロボットで学ぶＪａｖａプログラミング基 アフレル　著 アフレル

159/イケ １４歳の君へ　どう考えどう生きるか 池田晶子　著 毎日新聞社

159/キム 私は私のままで生きることにした キムスヒョン　著 ワニブックス

159/ジョ/2
迷路の外には何がある？　『チーズはどこ

へ消えた？』その後の物語

スペンサー　ジョンソン

著
扶桑社

291.1
ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ函館・札幌／小樽

美瑛 富良野
昭文社

291.23 ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ仙台 松島 昭文社

291.33
ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ草津 伊香保／四万

みなかみ
昭文社

291.36 ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ東京 昭文社

291.37
ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ横浜・鎌倉／江の島

逗子 葉山・箱根
昭文社

291.52 ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ軽井沢 昭文社

291.53 ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ飛騨高山 白川郷 昭文社

291.54 ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ伊豆／熱海 昭文社

291.56 ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ伊勢神宮 志摩 昭文社

291.62 ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ京都 昭文社

291.63 ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ大阪 昭文社

291.64 ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ神戸 昭文社

291.65 ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ奈良 昭文社

291.74
ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ瀬戸内の島々／尾道

倉敷
昭文社

291.93
ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ長崎／ハウステンボ

ス 五島列島
昭文社

291.99
ＣＯＬＯＲ＋ＰＬＵＳ石垣島／竹富・西

表・宮古島
昭文社

304 ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ ハンス　ロスリング　著 日経ＢＰ社

304//2 もっと言ってはいけない　新潮新書 橘玲　著 新潮社

307.8//20 高校生の就職試験基礎から解けるＳＰＩ 就職試験情報研究会　編著 一ツ橋書店

312.1
政治のことよくわからないまま社会人に

なった人へ　ひとめでわかる図解入り
池上彰　著 海竜社

369.17
福祉住環境コーディネーター検定試験２級

公式テキスト
東京商工会議所　編

東京商工会議所検定

センター

392.1 日本軍兵士　アジア・太平洋戦争の現実 吉田裕　著 中央公論新社

410.7
どうして高校生が数学を学ばなければなら

ないの？
大竹真一　編 大阪大学出版会

410 応用数学　高専テキストシリーズ 上野健爾　監修 森北出版

411.3 線形代数　高専テキストシリーズ 上野健爾　監修 森北出版



420 面白くて眠れなくなる物理　ＰＨＰ文庫 左巻健男　著 ＰＨＰ研究所

420 やさしい基礎物理 潮秀樹　共著／上村洸　共 森北出版

501.8//19
ＣＡＤ利用技術者試験２次元２級・基礎公

式ガイドブック　２０１９年度版

コンピュータ教育振興協会

著
日経ＢＰ社

507 技術者倫理の世界 藤本温　編著 森北出版

509.21 匠の技の科学　動作編　Ｂ＆Ｔブックス
京都工芸繊維大学伝統みら

い教育研究センター　編
日刊工業新聞社

509.6 生産技術と知能化　シリーズ知能機械工学 山本秀彦　著 共立出版

509.66//19 過去問題で学ぶＱＣ検定３級　２０１９年 仁科健　監修 日本規格協会

520.2
死ぬまでに見たい世界の名建築なんでもベ

スト１０　エクスナレッジムック
光嶋裕介　編著 エクスナレッジ

521.86 数寄屋逍遥　茶室と庭の古典案内 横山正　著 彰国社

521.86 藤森先生茶室指南 藤森照信　編 彰国社

521.86 図説　日本住宅の歴史 平井聖　著 学芸出版社

523 世界のタワー
パイインターナショ

ナル

526.31
セイナッツァロ役場＆夏の家　アルヴァ・

アアルト／フィンランド　１９５２，１９

宮本和義　撮影　齊藤哲也

解説

バナナブックス　ト

ランスビュー

526.9 死ぬまでに見たい世界の超高層ビル ジュディス　デュプレ　著 エクスナレッジ

530 安全工学最前線　システム安全の考え方 日本機械学会　編 共立出版

531.9 機械設計　専門基礎ライブラリー

豊橋技術科学大学　高等専

門学校教育連携プロジェク

ト　編

実教出版

533.33 トコトンやさしいボイラーの本 安田克彦　著 日刊工業新聞社

537.6 カーエアコン　熱マネジメント・エコ技術 藤原健一　監修 東京電機大学出版局

537.7 作業工具のすべて 広田民郎　著 グランプリ出版

537.7
いますぐ使える整備士のためのスキャン

ツール入門　スキャンツール徹底活用シ

インターサポート　著　川

崎淳　著　坪田孟浩　著
三恵社

537

Ｍｏｔｏｒ Ｆａｎ ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅ

ｄ　Ｖｏｌｕｍｅ１３８・１４１・１４６

図解・自動車のテクノロジー

三栄書房

540.79 工事担任者ＤＤ１種標準テキスト リックテレコム

540.79//19
工事担任者ＤＤ１種実戦問題　２０１９年

版

電気通信工事担任者の会

監修
リックテレコム

540.79//19 工事担任者ＤＤ３種実戦問題　２０１９春
電気通信工事担任者の会

監修
リックテレコム

540//1 電気理論基礎　１・２ 堀田栄喜　監修 実教出版

575 みんなの乙種第４類危険物取扱者試験 工藤政孝　編著 弘文社

593.36//5 誌上・パターン塾　Ｖｏｌ．５ まるやまはるみ　監修 文化学園文化出版局

596.37
切って冷凍、ムダなく保存“凍らせ野菜”で

時短おかず　生活実用シリーズ
庄司いずみ　著 ＮＨＫ出版

723//2 運命の絵　中野京子と読み解く 中野京子　著 文藝春秋

757.3//20 色彩検定３級本試験対策　２０２０年版 熊谷佳子　著 学研プラス

757.3//20 色彩検定２級本試験対策　２０２０年版 熊谷佳子　著 学研プラス

762.3 ものがたり西洋音楽史　岩波ジュニア新書 近藤譲　著 岩波書店



783.7//1
全国高等学校野球選手権大会１００回史

上巻　甲子園編・下巻　都道府県編
朝日新聞社　編著 朝日新聞出版

798//8
東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団Ａｎ

ｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎからの挑戦状　第

東京大学謎解き制作集団Ａ

ｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎ
扶桑社

830
マンガこんなに効く！英語多読多聴マニュ

アル
こいけかずとし　文＋絵 ベレ出版

837.4//18 天声人語　２０１８春・夏・秋 朝日新聞論説委員室　編 原書房

912
作家と楽しむ古典　平家物語 能・狂言 説

経節 義経千本桜
古川日出男　著 河出書房新社

913.6/アサ 死にがいを求めて生きているの 朝井リョウ　著 中央公論新社

913.6/アサ 闇に咲く　ＰＨＰ文芸文庫 あさのあつこ　著 ＰＨＰ研究所

913.6/アサ 火花散る　おいち不思議がたり あさのあつこ　著 ＰＨＰ研究所

913.6/スミ 麦本三歩の好きなもの 住野よる　著 幻冬舎

913.6/セオ 傑作はまだ 瀬尾まいこ　著
ソニー・ミュージッ

クエンタテインメン

913.6/ハラ ロマンシエ　小学館文庫 原田マハ　著 小学館

913.6/ヨコ ノースライト 横山秀夫　著 新潮社

914.6/アガ 看る力　アガワ流介護入門　文春新書 阿川佐和子　著 文藝春秋

918//10 日本文学全集　１０　能・狂言 池澤夏樹　個人編集 河出書房新社

918/ニホ/2
日本文学全集　０２　口訳万葉集／百人一

首／新々百人一首
池澤夏樹　個人編集 河出書房新社

918/ニホ/4 日本文学全集　０４・０５　源氏物語 池澤夏樹　個人編集 河出書房新社


