
分類番号 主書名 著　者 出版社 場所

786.18 すぐそこにある遭難事故　奥多摩山岳救助隊員からの警鐘 金／邦夫∥著 東京新聞
809.6 論理が伝わる世界標準の「議論の技術」　Ｗｉｎ‐Ｗｉｎへと導く５つの技法 倉島／保美∥著 講談社 新書

836.5 理系のための英語最重要「キー動詞」４３　６００超の例文で独特の用法を完全マスター！ 原田／豊太郎∥著 講談社 新書

538.86 新しい航空管制の科学　宇宙から見守る「空の交通整理」 園山／耕司∥著 講談社 新書

411.6 群論入門　対称性をはかる数学 芳沢／光雄∥著 講談社 新書

509.6 世界を動かす技術思考　要素からシステムへ 木村／英紀∥編著 講談社 新書

914.6 大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル 豊島／ミホ∥著 岩波書店 新書

811.2 漢字力が身につく熟語練習帳 馬場／雄二∥著 岩波書店 新書

517.21 新・東海道水の旅 浦瀬／太郎∥著 岩波書店 新書

369.37 遺骨　戦没者三一〇万人の戦後史　１５４５ 栗原／俊雄∥著 岩波書店 新書

345 日本の納税者　１５４４ 三木／義一∥著 岩波書店 新書

210.5 幕末から維新へ　シリーズ日本近世史⑤　１５２６ 藤田／覚∥著 岩波書店 新書

361.47 世論調査とは何だろうか　１５４６ 岩本／裕∥著 岩波書店 新書

601.1 地域に希望あり―まち・人・仕事を創る　１５４７ 大江／正章∥著 岩波書店 新書

410.2 人物で語る数学入門　１５４８ 高瀬／正仁∥ 岩波書店 新書

913.6 傘をもたない蟻たちは 加藤／シゲアキ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 ミツハの一族 乾／ルカ∥著 東京創元社
783.5 頂点への道 錦織　圭 【著】　　秋山　英宏文藝春秋
780.7 「疲れにくい体」をつくる非筋肉トレーニング　運動効率３割

ＵＰ！の「全身協調力」を鍛えよう
広瀬／統一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

914.6 世界の半分を怒らせる 押井／守∥著 幻冬舎
913.6 あまねく神竜住まう国 荻原／規子∥作 徳間書店
336.9 帳簿の世界史 ジェイコブ・ソール∥著　村井／章子∥訳文藝春秋
291.3 『新編武蔵風土記稿』を読む 重田／正夫∥編　白井／哲哉∥編さきたま出版会

404 科学の現場　研究者はそこで何をしているのか 坂井／克之∥著 河出書房新社
316.4 「イスラム国」謎の組織構造に迫る サミュエル・ローラン∥著　岩澤／雅利∥訳集英社
319.8 １０代からの情報キャッチボール入門　使えるメディア・リテラシー 下村／健一∥著 岩波書店
523.3 世界の絶景　お城＆宮殿 学研パブリッシング

209 記録された記憶　東洋文庫の書物からひもとく世界の歴史 東洋文庫∥編 山川出版社
302.1 ＪＡＰＡＮ　ＣＬＡＳＳ　一方、そのころ日本では…　外国人から見たニッポンは素敵だ！ ジャパンクラス編集部∥編東邦出版
494.5 がんにならないのはどっち？ 秋津／壽男∥著 あさ出版

748 幸せのしずく 浅井／美紀∥著 扶桑社
810.4 日本の大和言葉を美しく話す　こころが通じる和の表現 高橋／こうじ∥文 東邦出版

210.08 岩波講座日本歴史　第４巻　古代　４ 大津／透∥編集委員　桜井／英治∥編集委員　藤井／讓治∥編集委員　吉田／裕∥編集委員　李／成市∥編集委員岩波書店
210.08 岩波講座日本歴史　第９巻　中世　４ 大津／透∥編集委員　桜井／英治∥編集委員　藤井／讓治∥編集委員　吉田／裕∥編集委員　李／成市∥編集委員岩波書店
210.08 岩波講座日本歴史　第１７巻　近現代　３ 大津／透∥編集委員　桜井／英治∥編集委員　藤井／讓治∥編集委員　吉田／裕∥編集委員　李／成市∥編集委員岩波書店
210.08 岩波講座日本歴史　第１２巻　近世　３ 大津／透∥編集委員　桜井／英治∥編集委員　藤井／讓治∥編集委員　吉田／裕∥編集委員　李／成市∥編集委員岩波書店
210.08 岩波講座日本歴史　第１３巻　近世　４ 大津／透∥編集委員　桜井／英治∥編集委員　藤井／讓治∥編集委員　吉田／裕∥編集委員　李／成市∥編集委員岩波書店
210.08 岩波講座日本歴史　第１７巻　近現代　３ 大津／透∥編集委員　桜井／英治∥編集委員　藤井／讓治∥編集委員　吉田／裕∥編集委員　李／成市∥編集委員岩波書店
366.29 小説・マンガで見つける！すてきな仕事　１　ささえる　宇宙兄弟　県庁おもてなし課ほか 学研教育出版∥編 学研教育出版 進路

366.29 小説・マンガで見つける！すてきな仕事　２　まもる　神様のカルテ　獣医ドリトルほか 学研教育出版∥編 学研教育出版 進路

366.29 小説・マンガで見つける！すてきな仕事　３　もてなす　和菓子のアン　あぽやんほか 学研教育出版∥編 学研教育出版 進路

366.29 小説・マンガで見つける！すてきな仕事　４　うみだす　下町ロケット　銀の匙Ｓｉｌｖｅｒ　Ｓｐｏｏｎほか 学研教育出版∥編 学研教育出版 進路

366.29 小説・マンガで見つける！すてきな仕事　５　つたえる　舟を編む　のだめカンタービレほか 学研教育出版∥編 学研教育出版 進路

319.8 すべての戦争は自衛意識から始まる　「自分の国は血を流してでも守れ」と叫ぶ人に訊きたい 森／達也∥著 ダイヤモンド社
130 哲学図鑑　現代人の悩みをすっきり解消する　恋愛やビジネスから人生観まで役立つ 大城／信哉∥著　小川／仁志∥監修誠文堂新光社
227 中東とイスラーム世界が一気にわかる本　歴史図解 宮崎／正勝∥著 日本実業出版社

366.29 会社のしごと　５　会社の中にはどんな職種があるのかな？　そろえるしごと　調達・購買・生産管理・物流 松井／大助∥著 ぺりかん社 進路

366.29 会社のしごと　６　会社の中にはどんな職種があるのかな？　取りまとめるしごと　管理職・マネージャー 松井／大助∥著 ぺりかん社 進路

366.29 女性の仕事全ガイド　’１６年版　就職・転職・副収入 成美堂出版編集部∥編著成美堂出版 進路

307.8 サクセス！一般常識＆最新時事　２０１７年度版 翼学院∥著　芦澤／唯志∥監修新星出版社 進路

933 夏の沈黙 ルネ・ナイト 著　古賀弥生東京創元社
834 英語にない日本語 日本語にない英語 ノーアム・カッツ/著 宝島社
159 持たない幸福論　働きたくない、家族を作らない、お金に縛られない pha 著 幻冬舎
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49.1 おかんメール　３ 『おかんメール』制作委員会∥編扶桑社
913.6 少年兵はなぜ故郷に火を放ったのか　沖縄護郷隊の戦い 宮本/雅史‖著 KADOKAWA
210.5 武士はなぜ腹を切るのか　日本人は江戸から日本人になった 山本／博文∥著 幻冬舎

369.27 目の見えない人は世界をどう見ているのか 伊藤/亜紗‖著 光文社
596 野菜いためは弱火でつくりなさい　いつもの家庭料理が急に美

味しくなる33のレシピ
水島弘史 著 青春出版社

933 一葉の震え　「雨」ほか、南海の小島にまつわる短編集 W・サマセット・モーム近代文藝社
913.6 十二大戦 西尾／維新∥小説　中村／光∥イラストレーション集英社

464.27 二重螺旋　完全版 ジェームズ・D・ワトソン新潮社
493.87 完治　HIVに勝利した二人のベルリン患者の物語 ナターリア・ホルト [著岩波書店

837 天声人語　２０１５春 朝日新聞論説委員室／編　国際編集部／訳原書房
490 本当にあった医学論文 The Incredible Medical Paper 倉原優 著 中外医学社

726.5 ボールペン1本ですぐ描ける"おしゃれで大人な"イラスト練習帖
Ballpoint pen illustration lesson book

布川愛子 著 宝島社

410 志田晶の数学Ⅲの点数が面白いほどとれる本　新課程版 志田／晶∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 ストライク・ザ・ブラッド　１３　タルタロスの薔薇 三雲／岳斗∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

366.29 会社のしごと　４　会社の中にはどんな職種があるのかな？
支えるしごと　総務・人事・経理・法務

松井／大助∥著 ぺりかん社 進路

374.47 文化祭企画・アイデア事典 彩図社編集部編 彩図社
383.1 日本服飾史　女性編　風俗博物館所蔵 井筒／雅風∥著 光村推古書院
383.1 日本服飾史　男性編　風俗博物館所蔵 井筒／雅風∥著 光村推古書院

374 必ず盛り上がる文化祭ガイド 森／俊二∥編著　望月／一枝∥編著　内田／理∥編著学事出版
488 死ぬまでに見たい！絶景の鳥 エクスナレッジ
596 白玉屋新三郎の白玉レシピ 白玉屋新三郎∥著 パルコエンタテインメント事業部

290 世界の雪景色 海野／弘∥解説 パイインターナショナル

307 社会のしくみ図鑑　イラスト案内 奥澤／朋美∥文　おおつか／のりこ∥文　菅原／由美子∥文　のだ／よしこ∥絵玉川大学出版部
736 消しゴムはんこ大全集　いつでも使える図案がいっぱい！　図

案約１９００点掲載！
ブティック社

366 お仕事ナビ　４　キャリア教育支援ガイド　医療に関わる仕事
看護師　外科医　義肢装具士　創薬研究者　薬剤師

お仕事ナビ編集室∥〔編〕理論社 進路

230.4 災害と復興の中世史　ヨーロッパの人びとは惨禍をいかに生き延びたか Ｇ．フーケー∥〔著〕　Ｇ．ツァイリンガー∥〔著〕　小沼／明生∥訳八坂書房
319.53 キューバ危機　ミラー・イメージングの罠 ドン・マントン∥著　デイヴィッド・Ａ．ウェルチ∥著　田所／昌幸∥訳　林／晟一∥訳中央公論新社

290 絶対に行けない世界の非公開区域９９　ガザの地下トンネルから女王の寝室まで ダニエル・スミス∥著　小野／智子∥訳　片山／美佳子∥訳日経ナショナルジオグラフィック社

673 警備員・セキュリティスタッフになるには 山中／伊知郎∥著 ぺりかん社 進路

R-351 日本国勢図会　２０１５／１６　日本がわかるデータブック 矢野恒太記念会∥編集矢野恒太記念会
913.6 可愛い世の中 山崎／ナオコーラ∥著講談社
914.6 世界は終わりそうにない 角田／光代∥著 中央公論新社
757.3 日本の伝統色を愉しむ　季節の彩りを暮らしに 長澤／陽子∥監修　エヴァーソン朋子∥絵東邦出版

361.42 日本人、ここがステキで、ここがちょっとヘン。　ドイツ育ち
の“ハーフ”は知っている！

サンドラ・ヘフェリン∥原作　片桐／了∥漫画大和出版

507.9 凄い！ジオラマ　超リアルなミニチュア情景の世界 情景師アラーキー∥著アスペクト
913.6 リバース 湊／かなえ∥著 講談社

910.26 日本近代小説史 安藤／宏∥著 中央公論新社
913.6 春や春 森谷／明子∥著 光文社

911.14 絵でよむ百人一首 渡部／泰明∥著 朝日出版社
689.5 ディズニーに行く前に知っておくと得する６６の知識 みっこ∥著 文響社
595.6 最後のダイエット 石川／善樹∥著 マガジンハウス
914.6 〈よりぬき〉あたらしいあたりまえ。　ＢＥＳＴ１０１ 松浦／弥太郎∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ

645.7 岩合光昭の世界ネコ歩き 岩合／光昭∥著 クレヴィス
913.6 あたたかい水の出るところ 木地／雅映子∥著 光文社 文庫

748 １週間で極める！！基本の一般常識Ｑ＆Ａ　２０１７年度版　就職試験 新星出版社
368.6 なぜ「あの場所」は犯罪を引き寄せるのか　見てすぐわかる犯罪地図 小宮／信夫∥著 青春出版社
783.7 高校野球熱闘の１００年　甲子園の怪物たち 森岡／浩∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

726 ワンピース最終研究　〔１〕　海賊王の血脈と古代文明の謎 ワンピ考古学研究会∥著笠倉出版社
748 彩りの海 鍵井／靖章∥著 パイインターナショナル




