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分類番号 書　　　名 著者名

007.6 栢木先生のＩＴパスポート教室／平成３１／０１年 栢木厚　

041 ちくま評論選／高校生のための現代思想エッセンス 岩間輝生　編

１ 哲学 159.5 よのなかルールブック／メシが食える大人になる！ 高濱正伸　監修

210.4 ゼロからやりなおし！戦国史見るだけノート 小和田哲男　監修

289.3 すべては救済のために／デニ・ムクウェゲ自伝 デニ　ムクウェゲ　

290 地球情報地図５０／自然環境から国際情勢まで アラステア　ボネット　

302.2 池上彰の世界の見方 東南アジア／ＡＳＥＡＮの国々 池上彰　

302.5 知られざるキューバ／外交官が見たキューバのリアル 渡邉優　

307.8 高校生の就職試験適性検査問題集／’２０年版 成美堂出版編集部　編著

307.8 高校生の就職試験基礎から解けるＳＰＩ／２０２０年度版 就職試験情報研究会　編著

307.8 高校生の就職試験一般常識＆ＳＰＩ／２０２０年度版 柳本新二　

307.8 高校生の一般常識総ざらえ／２０２０年度版 就職試験情報研究会　編著

307.8 高校生のやさしい一般常識１問一答／２０２０年度版 就職試験情報研究会　編著

307.8 最新最強のＣＡＢ・ＧＡＢ超速解法／’２１年版 日本キャリアサポートセンター　

307.8 高校生用ＳＰＩクリア問題集／’２０年版 日本キャリアサポートセンター　

307.8 高校生就職面接の受け方答え方／’２０年版 成美堂出版編集部　編著

313.6 天皇制ってなんだろう？／あなたと考えたい民主主義からみた天皇制 宇都宮健児　

317.4
国家一般職＜高卒＞・地方初級公務員一般知能試験問題集／

２０２０年度版／文章理解・判断推理・数的推理・資料解釈
資格試験研究会　編

317.4
国家一般職＜高卒＞・地方初級公務員適性試験問題集／

２０２０年度版／計算・分類・照合・置換・図形把握
資格試験研究会　編

317.4 高校卒で受けられる公務員試験早わかりブック／２０２０年度版 資格試験研究会　編

319 高校チュータイ外交官のイチからわかる！国際情勢 島根玲子　

320.9 模範小六法／２０１９ 判例六法編修委員会　編

334.4 外国人労働者・移民・難民ってだれのこと？ 内藤正典　

336.5 秘書検定３級実問題集／２０１９年度版 実務技能検定協会　編

336.5 秘書検定２級実問題集／２０１９年度版 実務技能検定協会　編

338 お金のしくみ見るだけノート／ゼロからはじめる！ 伊藤亮太　監修

369.2 目の見えない人は世界をどう見ているのか／光文社新書 伊藤亜紗　

376.8 看護・医療大学受験案内／２０２０ 晶文社学校案内編集部　編集

376.8 大学受験案内／２０２０年度用／大学・短大・大学院総合ガイド 晶文社学校案内編集部　編集

376.8 看護学校入試精選問題集／２０２０年版／英語・数学・国語 入試問題編集部　編

377.9 内定者はこう書いた！エントリーシート・履歴書・志望動機・自己ＰＲ完全版／’２１年度版 坂本直文　

457 リアルサイズ古生物図鑑／古生代編 土屋健　

470 美しき小さな雑草の花図鑑 大作晃一　写真

498.1 視能訓練士の一日／医療・福祉の仕事見る知るシリーズ ＷＩＬＬこども知育研究所　編著

498.1 義肢装具士の一日／医療・福祉の仕事見る知るシリーズ ＷＩＬＬこども知育研究所　編著

498.1 言語聴覚士の一日／医療・福祉の仕事見る知るシリーズ ＷＩＬＬこども知育研究所　編著

498.1 「在宅医療」で働く人の一日／医療・福祉の仕事見る知るシリーズ ＷＩＬＬこども知育研究所　編著

589.2 「ユニクロは３枚重ねるとおしゃれ」の法則 伊藤真知　

596 １分で決まる！志麻さんの献立の作り方 志麻　

596 ミシュランガイド愛知・岐阜・三重／２０１９／特別版

596.6 季節の１０分スイーツ／カンタンなのにかわいい★ しらいしやすこ　

726.1 ゴールデンカムイ／１３・１８ 野田サトル　

726.1 文豪ストレイドッグス／１７／角川コミックス・エース 朝霧カフカ　原作

726.1 ハイキュー！！／３８ 古舘春一　

726.1 れもん、よむもん！／新潮文庫 はるな檸檬　

726.5 「ファンタジーキャラ」描き方教室 つよ丸　

７ 芸術

０ 総記

２ 歴史

３ 社会科学

４ 自然科学

５ 技術

 



726.6 チックタック～約束の時計台～ にしのあきひろ　

779.9 ウチら棺桶まで永遠のランウェイ ｋｅｍｉｏ　

791 好日日記／季節のように生きる 森下典子　

816 「伝える力」と「地頭力」がいっきに高まる東大作文 西岡壱誠　

816.5 受かる小論文の絶対ルール／採点者はココを見る！ 樋口裕一　

816.5 受かる小論文・作文模範文例／２０２１年卒版／就職試験 新星出版社編集部　編

816.5 小論文これだけ！／受験生の疑問にズバリ回答！Ｑ＆Ａ編 樋口裕一　

816.5 落とされない小論文／全試験対応！直前でも一発合格！ 今道琢也　

816.5 最新最強の作文・小論文／’２１年版 成美堂出版編集部　編著

816.5 ワークで覚える小論文頻出テーマ／ジャンル別キーワード９２ 近藤千洋　編著

830.5 ジャパンタイムズ・ニュースダイジェスト／Ｖｏｌ．７８（２０１９．５）／新天皇即位記念特大号 ジャパンタイムズ　編

836.6 デイビッド・セイン流なやまず書ける英文メール＆ＳＮＳトレーニング デイビッド　セイン　

837.5 ディズニーの英語／コレクション１３／アラジン 石原真弓　英文解説

910.2/サ 平安ガールフレンズ 酒井順子　

913.6/ア 小説ホットギミック ガールミーツボーイ／小学館文庫 相原実貴　原作

913.6/ア 君の嘘と、やさしい死神／ポプラ文庫ピュアフル 青谷真未　

913.6/ア 浜村渚の計算ノート／９さつめ／講談社文庫 青柳碧人　

913.6/イ ノーサイド・ゲーム 池井戸潤　

913.6/ウ 精霊の木／新潮文庫 上橋菜穂子

913.6/ウ ニムロッド 上田岳弘　

913.6/ウ ５４字の物語／意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 氏田雄介　　

913.6/ウ ５４字の物語 怪／意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 ゾク編 氏田雄介　

913.6/ウ ５４字の物語 参／みんなでつくる意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 氏田雄介　

913.6/ウ 鹿の王 水底の橋 上橋菜穂子　

913.6/オ いつも彼らはどこかに／新潮文庫 小川洋子　

913.6/オ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか／１５／ＧＡ文庫 大森藤ノ　

913.6/カ 確率捜査官御子柴岳人／[２]・[３]／ゲームマスター 神永学　

913.6/カ 百花 川村元気　

913.6/カ くまちゃん／新潮文庫 角田光代　

913.6/コ コンフィデンスマンＪＰ／下／扶桑社文庫 古沢良太　脚本

913.6/コ コンフィデンスマンＪＰ／ロマンス編／ポプラ文庫 古沢良太　脚本

913.6/サ 魔法科高校の劣等生／２９／電撃文庫／追跡編 佐島勤　

913.6/シ せんせい。／新潮文庫 重松清　

913.6/シ ロング・ロング・アゴー／新潮文庫 重松清　

913.6/ス 貞子／角川ホラー文庫 鈴木光司　原作

913.6/タ 美雪晴れ／ハルキ文庫 高田郁　

913.6/タ 天（そら）の梯（かけはし）／ハルキ文庫 高田郁　

913.6/タ 花だより／ハルキ文庫 高田郁　

913.6/タ うちの執事が言うことには／角川文庫 高里椎奈　

913.6/ナ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活／２０／ＭＦ文庫Ｊ 長月達平　

913.6/ヒ パラレルワールド・ラブストーリー／講談社文庫 東野圭吾　

913.6/ホ 僕のヒーローアカデミアＴＨＥ ＭＯＶＩＥ－２人の英雄（ヒーロー）－ 堀越耕平　

913.6/ホ 僕のヒーローアカデミア雄英白書／[４]／祭 堀越耕平　

913.6/ホ エヌ氏の遊園地／新潮文庫 星新一　

913.6/マ カモフラージュ 松井玲奈　

913.6/ユ 検事の信義／[佐方貞人シリーズ] 柚月裕子　

929.1/イ 悲しくてかっこいい人 イラン　

953.6/ユ レ・ミゼラブル／上・下／岩波少年文庫／５３７ ユーゴー　

953.7/サ 悲しみよこんにちは／新潮文庫 サガン　

７ 芸術

８ 言語

９ 文学

 


