
請求記号 タイトル 著　者 出版者

007.64/パイ Ｐｙｔｈｏｎスタートブック 辻真吾　著 技術評論社

070.1 内戦の地に生きる 橋本昇　著 岩波書店

114.2 「死」とは何か シェリー　ケーガン　著 文響社

131.5/アウ
『自省録』の教え　折れない心をつくる

ローマ皇帝の人生訓

マーク　フォステイター

編著
草思社

134.96 存在と時間　１ ハイデガー　著 光文社

141.8 ストレスを操るメンタル強化術
メンタリストＤａｉＧｏ

著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

156 ブヒ道 小泉吉宏　著 ポプラ社

290.93 この世界で死ぬまでにしたいこと２０００ ＴＡＢＩＰＰＯ　著 ライツ社

291.09/17
ブラタモリ　１７　吉祥寺 田園調布 尾道

倉敷 高知

ＮＨＫ「ブラタモリ」制作

班　監修
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

291.09/18
ブラタモリ　１８　秩父 長瀞 大宮 室蘭

洞爺湖 宮崎

ＮＨＫ「ブラタモリ」制作

班　監修
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

302.23 池上彰の世界の見方 東南アジア 池上彰　著 小学館

312 学校では教えてくれない世界の政治 串田誠一　監修 ＳＢクリエイティブ

312.53 炎と怒り　トランプ政権の内幕 マイケル　ウォルフ　著 早川書房

361.4 「空気」を読んでも従わない 鴻上尚史　著 岩波書店

369.17/19-

20

福祉住環境コーディネーター２級過去＆模

擬問題集　’１９－２０年版
渡辺光子　著

日本能率協会マネジ

メントセンター

369.17/19-

20

福祉住環境コーディネーター３級過去＆模

擬問題集　’１９－２０年版
渡辺光子　著

日本能率協会マネジ

メントセンター

375.1
子どもがやる気になる短い言葉がけスクー

ル・ペップトーク
岩崎由純　著 学事出版

375.1
スクール・ペップトーク実践ワーク集／心

に響く励ましの言葉を磨く
岩崎由純　著 学事出版

375.18 そろそろ、部活のこれからを話しませんか 中澤篤史　著 大月書店

525.18 やさしく学ぶＳｋｅｔｃｈＵｐ Ｏｂｒａ Ｃｌｕｂ　著 エクスナレッジ

525.18
高校生から始めるＪｗ＿ｃａｄ建築プレゼ

ン入門　Ｊｗ＿ｃａｄ８対応版
櫻井良明　著 エクスナレッジ

528.1 今を映す「トイレ」 彰国社　編 彰国社

547.3 スマートスピーカーを作ろう！ 鄭立　著 秀和システム

575

本試験によく出る！乙種１・２・３・５・

６類危険物取扱者試験問題集　科目免除者

用

工藤政孝　編著 弘文社

575
最短合格！乙種第４類危険物取扱者テキス

ト＆問題集
飯島晃良　著 西東社

575/19
乙種１・２・３・５・６類危険物取扱者試

験
公論出版

645.7 明日はきっとうまくいく 沖昌之　著 朝日新聞出版

657 ＜原色＞木材加工面がわかる樹種事典 河村寿昌　著 誠文堂新光社

726.1/イサ 進撃の巨人　２８ 諫山創　著 講談社

726.1/カガ ましろ日　６ 香川まさひと　作 小学館

726.1/コヤ 宇宙兄弟　３５ 小山宙哉　著 講談社

726.1/シラ 約束のネバーランド　１～１３ 白井カイウ　原作 集英社



726.1/フル ハイキュー！！　３６～３７ 古舘春一　著 集英社

726.1/ミヤ 耳をすませば 宮崎駿　脚本・絵コンテ 文藝春秋

726.5/ニト

刀剣乱舞－ＯＮＬＩＮＥ－公式イメージ

ポーズ写真集　刀剣乱舞－ＯＮＬＩＮＥ－

公認

ニトロプラス　監修 新紀元社

726.5/ノギ
とことん解説！キャラクターの描き方入門

教室
乃樹坂くしお　著 ＳＢクリエイティブ

781.4 チア☆ダン 円山夢久　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

782.3/ハラ
フツーの会社員だった僕が、青山学院大学

を箱根駅伝優勝に導いた４７の言葉
原晋　著 アスコム

798

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

９巻

東京大学謎解き制作集団Ａ

ｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎ

著

扶桑社

913.6/アネ 盾の勇者の成り上がり　２１ アネコユサギ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/イサ シーソーモンスター 伊坂幸太郎　著 中央公論新社

913.6/イチ いま、会いにゆきます 市川拓司　著 小学館

913.6/カマ 新約とある魔術の禁書目録　２２ 鎌池和馬　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/カミ 心霊探偵八雲　１１　魂の代償 神永学　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/カル 幼女戦記　１１ カルロ　ゼン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/コデ ある晴れた夏の朝 小手鞠るい　著 偕成社

913.6/サト 魔法科高校の劣等生　２８　追跡編　上 佐島勤　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/サン ロード・エルメロイⅡ世の事件簿　１ ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ　原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/シラ りゅうおうのおしごと！　１０ 白鳥士郎　著 ＳＢクリエイティブ

913.6/スミ 君の膵臓をたべたい 住野よる　著 双葉社

913.6/タチ ＯＶＥＲ ＤＲＩＶＥ 橘もも　著 講談社

913.6/ナガ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　１９ 長月達平　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ナリ Ｆａｔｅ　ｓｔｒａｎｇｅ Ｆａｋｅ　５ ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ　原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ニシ 混物語 西尾維新　著 講談社

913.6/ニシ 余物語 西尾維新　著 講談社

913.6/ハマ この川のむこうに君がいる 濱野京子　作 理論社

913.6/ヒツ ロクでなし魔術講師と禁忌教典　１４ 羊太郎　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ヒラ 幕が上がる 平田オリザ　著 講談社

913.6/フセ 転生したらスライムだった件　１４ 伏瀬　著 マイクロマガジン社

913.6/ホリ 幻想日記店 堀川アサコ　著 講談社

913.6/ヤク 弱キャラ友崎くん　Ｌｖ．７ 屋久ユウキ　著 小学館

913.6/ユズ 慈雨 柚月裕子　著 集英社

929.13/チョ ８２年生まれ、キム・ジヨン チョナムジュ　著 筑摩書房

933.7/トマ ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー　トーマス　作 岩崎書店

944.7/フラ それでも人生にイエスと言う Ｖ・Ｅ・フランクル　著 春秋社


