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分類番号 書　　　名 著者名

007.6 基本情報技術者大滝みや子先生のかんたんアルゴリズム解法流れ図と擬似言語 大滝みや子　
019 読書する人だけがたどり着ける場所／ＳＢ新書 齋藤孝　
070 人間はだまされる／フェイクニュースを見分けるには／世界をカエル／１０代からの羅針盤 三浦準司　
140 アドラー人生の意味の心理学／変われない？変わりたくない？／ＮＨＫ「１００分ｄｅ名著」ブックス 岸見一郎　
159 ビル・ゲイツの幸せになる質問／もしも１日２００円しか使えなかったら？ 中谷昌文　
289.1/マ 松浦武四郎入門／幕末の探検家 山本命　
297.9 南極ではたらく／かあちゃん、調理隊員になる 渡貫淳子　
302 地図化すると世の中が見えてくる／自然｜産業｜資源・エネルギー｜生活・文化｜人口 伊藤智章　
310 １４歳からの政治入門 池上彰　
330 親子で学ぶお金と経済の図鑑／まなびのずかん 「お金と経済」プロジェクト　
334.3 未来の地図帳／人口減少日本で各地に起きること／講談社現代新書 河合雅司　
336.5 全商ビジネス文書実務検定模擬試験問題集１級／平成３１年度版
361.4 フェイクニュースを科学する／拡散するデマ、陰謀論、プロパガンダのしくみ／ＤＯＪＩＮ選書 笹原和俊　
361.4 うちのトコでは／６／県民性マンガ もぐら　
372.3 フィンランドの教育はなぜ世界一なのか／新潮新書 岩竹美加子　
376.8 商業高校から一橋大学に入って公認会計士試験に合格した話 藤本拓也　
382.1 アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」／集英社新書 中川裕　
432 ビーカーくんのゆかいな化学実験／その手順にはワケがある！ うえたに夫婦　
480 ざんねんないきもの事典／もっと／おもしろい！進化のふしぎ 今泉忠明　監修
481.3 虫や鳥が見ている世界／カラー版／中公新書 浅間茂　
482 わけあって絶滅しました。／続／世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑 丸山貴史　
489.5 ねこ科 岩合光昭　
493.1 「脱水症」と「経口補水液」のすべてがわかる本／イラストでやさしく解説！ 谷口英喜　
493.1 医者が教える熱中症対策／救命救急医が教える熱中症の見極め方と応急処置／エイムック

498.1 看護師という生き方／ちくまプリマー新書 宮子あずさ　
498.5 体を壊す１０大食品添加物／幻冬舎新書 渡辺雄二　
499 知ってはいけない薬のカラクリ／小学館新書 谷本哲也　
519 沈黙の春／新潮文庫 レイチェル　カーソン　
519.4 プラスチック汚染とは何か／岩波ブックレット 枝廣淳子　
519.4 クジラのおなかからプラスチック 保坂直紀　
594.3 ゼロからはじめるかぎ針編み生活／いちばんやさしい編み物入門 了戒かずこ　
594.3 はじめての手づくりすいすいできるあみものとポンポンこもの／チャームブックス 春日一枝　作品
594.3 まいにち、エコたわし／かぎ針編みでかんたん／Ｌｅｔ’ｓ ｋｎｉｔ ｓｅｒｉｅｓ
594.3 大人のためのはじめての棒針編み／ていねいな解説で必ず編める
596 バズレシピ／太らないおかず編／クタクタでも速攻でつくれる！／ＦＵＳＯＳＨＡ ＭＯＯＫ リュウジ　
596.6 フルーツパトロール 伊藤まさこ　
617.6 ベニシアの庭づくり／ハーブと暮らす１２か月 ベニシア　スタンリー・スミス　

649 生き物と向き合う仕事／ちくまプリマー新書 田向健一　
689.5 東京ディズニーランド完全ガイド／２０１９－２０２０／Ｄｉｓｎｅｙ ｉｎ Ｐｏｃｋｅｔ 講談社　編
689.5 るるぶユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ガイドブック／[２０１９]／るるぶ情報版

699 チコちゃんに叱られる／Ｄｏｎ’ｔ ｓｌｅｅｐ ｔｈｒｏｕｇｈ ｌｉｆｅ！ 制作班　編
726.1 マーベル空想科学読本／講談社ＫＫ文庫 柳田理科雄　
726.1/コ 宇宙兄弟／３６／モーニングKC 小山宙哉　
726.1/ス ちはやふる／４２／ＢＥ ＬＯＶＥ ＫＣ 末次由紀　
726.1/ナ 聖（セイント）☆おにいさん／１７／モーニングＫＣ 中村光　
726.1/ヒ おおきく振りかぶって／Ｖｏｌ．３１／アフタヌーンＫＣ ひぐちアサ　
726.1/ヤ 大家さんと僕／これから 矢部太郎　
726.6/イ いろのかけらのしま／ポプラせかいの絵本 イミョンエ　作と絵
726.6/タ へいわとせんそう たにかわしゅんたろう　ぶん

726.6/ヨ みえるとかみえないとか ヨシタケシンスケ　さく
778.2 マーベル・シネマティック・ユニバース 別冊宝島編集部　編
782.3 ９９％の人が速くなる走り方／ちくまプリマー新書 平岩時雄　
783.7 阪神園芸甲子園の神整備 金沢健児　
783.7 甲子園で勝ち上がる全員力 中村好治　
804 本にまつわる世界のことば 温又柔　
811.2 ７日間完成！漢検３級・準２級・２級書き込み式直前対策ドリル
811.2 模試形式漢検予想問題集２級・準２級・３級／最新版
813.4 美しい日本語選び辞典／ことば選び辞典

６ 産業

７ 芸術

８ 言語

０ 総記

１ 哲学

２ 歴史

３ 社会科学

４ 自然科学

５ 技術

 



830.5 ジャパンタイムズ・ニュースダイジェスト／Ｖｏｌ．７９（２０１９．７）／安倍首相、大相撲でトランプ接待 ジャパンタイムズ　編
830.7 英検準１級・２級・準２級過去６回全問題集／２０１９年度版
830.7 ＧＴＥＣ公式ガイドブックＡｄｖａｎｃｅｄ／スコア型英語４技能検定 ベネッセコーポレーション　企画

830.7 英会話その勉強ではもったいない！／青春新書ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＣＥ デイビッド　セイン　
830.7 ＧＴＥＣ総合対策ガイドブック／Ｂａｓｉｃ／Ａｄｖａｎｃｅｄ
830.7 公式ＴＯＥＩＣ Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ ＆ Ｒｅａｄｉｎｇ問題集／５ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｓｔｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ　

830.7 英検準２級・２級・準１級過去６回全問題集ＣＤ　〔録音資料〕／２０１９年度版 旺文社　編
837 天声人語／２０１８秋・２０１８冬・２０１９春 朝日新聞論説委員室　編
837.8 １回で伝わる短い英語 ｍａｍｉ　
901.3 物語は人生を救うのか／ちくまプリマー新書 千野帽子　
913.6/ア 浜村渚の計算ノート／７さつめ・８さつめ・８と1/2さつめ／講談社文庫 青柳碧人　
913.6/ア 家庭教師は知っている／集英社文庫 青柳碧人　
913.6/ア こうして誰もいなくなった 有栖川有栖　
913.6/ア 文豪ストレイドッグス 太宰、中也、十五歳／角川ビーンズ文庫 朝霧カフカ　
913.6/イ コイコワレ 乾ルカ　
913.6/イ シーソーモンスター 伊坂幸太郎　
913.6/イ むらさきのスカートの女 今村夏子　
913.6/イ クジラアタマの王様 伊坂幸太郎　
913.6/オ 渦／妹背山婦女庭訓魂結び 大島真寿美　
913.6/オ チョコリエッタ／角川文庫 大島真寿美　
913.6/カ 黄泉がえりａｇａｉｎ／新潮文庫 梶尾真治　
913.6/カ 新約とある魔術の禁書目録（インデックス）／２２リバース／電撃文庫 鎌池和馬　
913.6/カ 幼女戦記／１１／Ａｌｅａ ｉａｃｔａ ｅｓｔ カルロ　ゼン　
913.6/カ ぼくとニケ 片川優子　
913.6/カ ジャンヌ 河合莞爾　
913.6/カ アクセル・ワールド／２４／電撃文庫／青華の剣仙 川原礫　
913.6/キ カゲロボ 木皿泉　
913.6/キ 中野のお父さん／文春文庫 北村薫　
913.6/ク トリニティ 窪美澄　
913.6/コ 夜空の呪いに色はない／新潮文庫ｎｅｘ 河野裕　
913.6/コ きみの世界に、青が鳴る／新潮文庫ｎｅｘ 河野裕　
913.6/コ クララ殺し／創元クライム・クラブ 小林泰三　
913.6/コ ドロシイ殺し／創元クライム・クラブ 小林泰三　
913.6/コ シャルロットの憂鬱／光文社文庫 近藤史恵　
913.6/シ キノの旅／２２／ｔｈｅ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｗｏｒｌｄ／電撃文庫 時雨沢恵一　
913.6/シ 小説天気の子／角川文庫 新海誠　
913.6/セ おしまいのデート／集英社文庫 瀬尾まいこ　
913.6/セ 魔法を召し上がれ 瀬名秀明　
913.6/タ デート・ア・ライブ／１３～２０／富士見ファンタジア文庫 橘公司　
913.6/チ 神のダイスを見上げて 知念実希人　
913.6/ツ みあわない会話と、ある過去について 辻村深月　
913.6/ツ 探偵はぼっちじゃない 坪田侑也　
913.6/ナ ケーキ王子の名推理（スペシャリテ）／４／新潮文庫ｎｅｘ 七月隆文　
913.6/ノ ＨＥＬＬＯ ＷＯＲＬＤ／集英社文庫 野崎まど　
913.6/ハ 美しき愚かものたちのタブロー 原田マハ　
913.6/ハ つくもがみ笑います 畠中恵　
913.6/ハ てんげんつう／[「しゃばけ」シリーズ] 畠中恵　
913.6/ハ この川のむこうに君がいる 濱野京子　
913.6/ヒ 希望の糸 東野圭吾　
913.6/フ 俺の妹がこんなに可愛いわけがない／１３／電撃文庫／あやせｉｆ 伏見つかさ　
913.6/ミ サイレント・ブレス／看取りのカルテ／幻冬舎文庫 南杏子　
913.6/ミ 小説アルキメデスの大戦／講談社文庫 三田紀房　原作
913.6/ミ 友達未遂 宮西真冬　
913.6/ヤ 弱キャラ友崎くん／Ｌｖ．７／ガガガ文庫 屋久ユウキ　
913.6/ユ マジカルグランマ 柚木麻子　
913.6/ヨ ノースライト 横山秀夫　
914.6/サ おやつが好き 坂木司　
914.6/ヒ 「カッコいい」とは何か／講談社現代新書 平野啓一郎　
933.7/ト 図書館司書と不死の猫 リン　トラス　
943.7/ハ 僕が神さまと過ごした日々 アクセル　ハッケ　作
　　※図書館の〈新しく入った本〉にならんでいます。たくさんありますので、直接見に来てください。

９ 文学

８ 言語

 


