
請求記号 タイトル 著　者 出版者

007.1 作って学べるＵｎｉｔｙＶＲアプリ開発入 大嶋剛直　共著 技術評論社

007.1 トコトンやさしいＶＲの本 廣瀬通孝　監修 日刊工業新聞社

007.13 Ｅｘｃｅｌでわかる機械学習超入門 涌井良幸　著 技術評論社

007.13
Ｅｘｃｅｌでわかるディープラーニング超

入門　ＲＮＮ・ＤＱＮ編
涌井良幸　著 技術評論社

007.6
１級情報技術検定試験標準問題集　２０１

９年度版

全国工業高等学校長協会

編集

全国工業高等学校長

協会

007.6
３級情報技術検定試験標準問題集　２０２

０年度版

全国工業高等学校長協会

編集

全国工業高等学校長

協会

007.64 ゼロからやさしくはじめるＰｙｔｈｏｎ入 クジラ飛行机　著 マイナビ出版

031.5//20 ギネス世界記録　２０２０ クレイグ　グレンディ　編
角川アスキー総合研

究所

159.5/サイ 生きかたルールブック 齋藤孝　監修 日本図書センター

289.1 人生の勝算 前田裕二　著 幻冬舎

290 マップス　新・世界図絵
アレクサンドラ　ミジェリ

ンスカ　作・絵
徳間書店

291.61 滋賀／近江八幡・彦根・長浜　ことりっぷ 昭文社

291.62 京都、街歩きガイド。　＆Ｋｙｏｔｏ マガジンハウス

291.99
那覇市／浦添・宜野湾・豊見城市・南原

原・与那原・西原町　都市地図
昭文社

293.09

関口知宏のヨーロッパ鉄道大紀行　オラン

ダ、ベルギー、オーストリア、チェコの４

０日間

関口知宏　著 徳間書店

293.3
関口知宏のヨーロッパ鉄道大紀行　鉄道発

祥の国・イギリスをゆく
関口知宏　著 徳間書店

293.7
関口知宏のヨーロッパ鉄道大紀行　イタリ

アをめぐる旅
関口知宏　著 徳間書店

307.8 これが本当のＳＣＯＡだ！　２０２１年度 ＳＰＩノートの会　編著 洋泉社

307.8
高校生のやさしい一般常識１問一答　２０

２０年度版
就職試験情報研究会　著 一ツ橋書店

307.8
明快！ＳＣＯＡ総合適性検査　２０２１年

度版
就職試験情報研究会　著 一ツ橋書店

307.8
たった９時間でＳＰＩの基礎が身につ

く！！　２０２１年度版
深沢真太郎　著 一ツ橋書店

307.8 最新ＳＰＩ３完全版　’２１ 柳本新二　著 高橋書店

319.8 戦争体験を「語り」・「継ぐ」 大石学　監修 学研プラス

330.4//2
キミのお金はどこに消えるのか　令和サバ

イバル編
井上純一　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

361.45 もうふりまわされない！怒り・イライラ 名越康文　監修 日本図書センター

361.45 すっきり解決！人見知り 名越康文　監修 日本図書センター

361.45 もうモヤモヤしない！気もちの伝え方 名越康文　監修 日本図書センター

361.45 卒業しよう！めんどくさがり 名越康文　監修 日本図書センター



366.14
１０代からのワークルール　１～４　これ

だけは知っておきたい「働くこと」の決ま
上西充子　監修 旬報社

369.17
福祉住環境コーディネーター検定試験３級

公式テキスト　改訂５版
東京商工会議所　編 東京商工会議所

369.17
福祉住環境コーディネーター２級短期合格

テキスト　’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
福祉住環境コーディネーター３級短期合格

テキスト　’１９－２１年版
渡辺光子　著

日本能率協会マネジ

メントセンター

418.1 １級計算技術検定問題集　２０１９年度版
全国工業高等学校長協会

編集

全国工業高等学校長

協会

418.1 ２級計算技術検定問題集　２０１９年度版
全国工業高等学校長協会

編集

全国工業高等学校長

協会

418.1
３・４級計算技術検定問題集　２０１９年

度版

全国工業高等学校長協会

編集

全国工業高等学校長

協会

501.8//20

Ａｕｔｏｄｅｓｋ ＡｕｔｏＣＡＤ ２０２

０／ＡｕｔｏＣＡＤ ＬＴ ２０２０公式ト

レーニングガイド

井上竜夫　著 日経ＢＰ

501.8
ＳｋｅｔｃｈＵｐパーフェクト　作図実践

＋テクニック編
阿部秀之　著 エクスナレッジ

520.4 世界でいちばん素敵な建築の教室 田所辰之助　監修 三才ブックス

523.1 建築と都市の保存再生デザイン 田原幸夫　編 鹿島出版会

525.07//19
２級建築施工管理技士学科項目別ポイント

問題　改訂３版
日建学院教材研究会　編著 建築資料研究社

525.1 ＣＡＤの進めかた　新建築設計ノート 西日本工高建築連盟　編 彰国社

525.18 パースの描きかた　新建築設計ノート 西日本工高建築連盟　編 彰国社

526.3//2
複合市民施設　２　ＤＡ建築図集　コミュ

ニティセンター
日本建築家協会　編 彰国社

526.36 高齢者施設　建築設計テキスト 山田あすか　著 彰国社

526.37 保育施設　建築設計テキスト 山田あすか　著 彰国社

526.67 カフェの空間学　世界のデザイン手法 加藤匡毅　著 学芸出版社

526.78 世界の美しいスタジアム
パイインターナショナル

編著

パイインターナショ

ナル

531.3 機械要素部品の機能と使いかた
ツールエンジニア編集部

編著
大河出版

532 難削材＆難形状加工のテクニック
ツールエンジニア編集部

編著
大河出版

532 ＭＣのカスタムマクロ入門 伊藤勝夫　著 大河出版

532 ＭＣのマクロプログラム例題集 伊藤勝夫　著 大河出版

532.6 穴加工用工具のすべて
ツールエンジニア編集部

編著
大河出版

533.33
一発合格！これならわかる２級ボイラー技

士試験テキスト＆問題集
清浦昌之　著 ナツメ社

537.25
きちんと知りたい！電気自動車メカニズム

の基礎知識
飯塚昭三　著 日刊工業新聞社



541.66 「電磁石」のつくり方＜徹底研究＞ 神田民太郎　著 工学社

547.3
やさしくはじめるスマートスピーカープロ

グラミング
クジラ飛行机　著 マイナビ出版

575 これだけ覚える乙種第４類危険物取扱者
コンデックス情報研究所

編著
成美堂出版

575
マンガ＋ゴロ合わせでスピード合格！乙種

第４類危険物取扱者

コンデックス情報研究所

編著
成美堂出版

575
ユーキャンの乙種第１・２・３・５・６類

危険物取扱者速習レッスン　よくわかる！

ユーキャン危険物取扱者試

験研究会　編
ユーキャン学び出版

575
らくらく突破乙種第４類危険物取扱者合格

テキスト
ノマド　ワークス　著 技術評論社

583 指物の基礎と製作技法 大工道具研究会　編 誠文堂新光社

596 世界一美味しい手抜きごはん はらぺこグリズリー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

596 世界一美味しい煮卵の作り方 はらぺこグリズリー　著 光文社

596.7
タピオカミルクティー フルーツティード

リンク
片倉康博　著 旭屋出版

602.1 日本の産業大事典 藤田晃之　監修 あかね書房

701.5 ソッカの美術解剖学ノート ソクジョンヒョン　著 オーム社

726.1/シミ はたらく細胞　０１～０５ 清水茜　著 講談社

726.1/シラ 約束のネバーランド　１６　Ｌｏｓｔ Ｂ 白井カイウ　原作 集英社

727 ノンデザイナーズ・デザインブック
Ｒｏｂｉｎ Ｗｉｌｌｉａｍ

ｓ　著
マイナビ出版

751.7//3 七宝クラフト　たのしい七宝焼　３ 長谷川淑子　編著 美術出版社

763.55
エレキベースの教科書　ベースを弾く技術

と知識をこの１冊で！

ヤマハミュージック

エンタテインメント

ホールディングス

780
夢のスポーツ大図鑑　１巻～３巻　名作マ

ンガでよくわかる

夢のスポーツ大図鑑編集委

員会　編
日本図書センター

783.47 ストライカーを科学する 松原良香　著 岩波書店

783.48 常勝集団のプリンシプル 岩出雅之　著 日経ＢＰ社

786.1 山歩きの地図読みドリル 宮内佐季子　著 ナツメ社

813.1 大辞林 松村明　編 三省堂

816.5
５日で学べて一生使える！レポート・論文

の教科書
小川仁志　著 筑摩書房

830.7 英検２級過去６回全問題集　２０１９年度 旺文社

830.7
英検２級過去６回全問題集　２０１９年度

版　ＣＤ
旺文社

830.7 ７日間完成英検準２級予想問題ドリル 旺文社

830.7 ７日間完成英検２級予想問題ドリル 旺文社

830.7 工業英語ＢＡＳＩＣ　ＢＯＯＫ　改訂版
全国工業高等学校長協会

編

全国工業高等学校長

協会

913.6/イシ 絶望スクール　池袋ウエストゲートパーク 石田衣良　著 文藝春秋

913.6/イト 家庭教室 伊東歌詞太郎　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/オノ 白銀の墟　玄の月　１～２ 小野不由美　著 新潮社



913.6/カワ ソードアート・オンライン　２２ 川原礫　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/キヌ ようこそ実力至上主義の教室へ　１１．５ 衣笠彰梧　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ナガ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　２１ 長月達平　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ナシ 丹生都比売　梨木香歩作品集 梨木香歩　[著] 新潮社

913.6/ハラ 生きるぼくら 原田マハ　著 徳間書店

913.6/フセ 転生したらスライムだった件　１５ 伏瀬　著 マイクロマガジン社

913.6/マタ 人間 又吉直樹　著 毎日新聞出版

913.6/マル オーバーロード　５～８ 丸山くがね　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ムカ 昔話法廷　Ｓｅａｓｏｎ　４
ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法

廷」制作班　編
金の星社

913.6/ユズ 幹事のアッコちゃん 柚木麻子　著 双葉社

913.6/ヨコ ホームズの娘 横関大　著 講談社

913.6/ヨシ 逃亡小説集 吉田修一　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6/ヨネ Ｉの悲劇 米澤穂信　著 文藝春秋

914.6/イジ 大人の流儀　９　ひとりで生きる 伊集院静　著 講談社

933.7/ホロ モリアーティ
アンソニー　ホロヴィッツ

著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

933.7/ルカ スター・ウォーズエピソード　Ⅰ～Ⅲ ジョージ　ルーカス　原作 講談社


