
書　名 著　者 出版者 請求記号

ゼロから理解するITテクノロジー図鑑
岩﨑美苗子　文　;　三津田治夫

監修　;　武田侑大　イラスト
プレジデント社 007-イ

働き方5.0　これからの世界をつくる仲間たちへ 落合陽一　著 小学館 007-オ

戦場の秘密図書館　シリアに残された希望
マイク・トムソン　著　;　小国綾子

編訳
文溪堂 016-ト

世界を変えた本 マイケル・コリンズ　他 エクスナレッジ 020-コ

はじめての哲学的思考 苫野一徳　著 筑摩書房 100-ト

「待つ」ということ 鷲田清一　著 角川書店 104-ワ

生きるための「正義」を考える本 押谷由夫　監修 学研プラス 158-オ

きみはスゴイぜ!　一生使える「自信」をつくる本
マシュー・サイド　著　;　竹中てる実

訳
飛鳥新社 159-サ

逝きし世の面影 渡辺京二　著 平凡社 210.6-ワ

見えないから見えたもの 竹内昌彦　著 広和印刷 289-タ

ポプラディアプラス　世界の国々　（全５巻） ポプラ社 290-セ

簡単解説今さら聞けないアメリカ大統領選のしくみ 文響社編集部　著 文響社 314-フ

おとめ六法 上谷さくら　岸本学　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 320-カ

全商ビジネス文書実務検定模擬試験問題集3級　全国商業高等学校

協会主催　令和2年度版
実教出版 336-セ

グループのリーダーになる7つの方法
日向野幹也　監修　;　桐谷のば　マ

ンガ
河出書房新社 336-ヒ

将来お金で苦労しない7つの方法
榊原正幸　監修　;　古本ゆうや　マ

ンガ
河出書房新社 338-サ

過労死しない働き方　働くリアルを考える 川人博　著 岩波書店 366-カ

絶望しないための貧困学　ルポ自己責任と向き合う支援現場 大西連　著 ポプラ社 368.2-オ

なぜ人と人は支え合うのか　「障害」から考える 渡辺一史　著 筑摩書房 369.2-ワ

児童生徒保健委員会活動　健康教室2020年2月増刊号 東山書房 374-ケ

学校の応急処置がよくわかる　緊急度の判断とその対応 玉川進　著 東山書房 374-タ

部活魂!この文化部がすごい
読売中高生新聞編集室　著　読売

新聞東京本社
筑摩書房 375-ヨ

勉強が楽しくなっちゃう本 QuizKnock　著 朝日新聞出版 379-ク

生き物が大人になるまで　「成長」をめぐる生物学 稲垣栄洋　著 大和書房 463-イ

面白くて眠れなくなる遺伝子 竹内薫,　丸山篤史　著 PHP研究所 467-タ

〈正義〉の生物学　トキやパンダを絶滅から守るべきか 山田俊弘　著 講談社 468-ヤ

０類　総記（学問、情報科学、図書館など）

４類　自然科学（数学・宇宙・地球・生物・植物・動物・医学など）

NEW !

１類　哲学（心理学・宗教など）

２類　歴史（各国の歴史・伝記・地理）

３類　社会科学（政治・経済・教育・民俗学など）
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スマホを捨てたい子どもたち　野生に学ぶ「未知の時代」の生き方 山極寿一　著 ポプラ社 469-ヤ

美し、をかし、和名由来の江戸鳥図鑑 大橋弘一　監修 パイインターナショナル 488-オ

QOLって何だろう　医療とケアの生命倫理 小林亜津子　著 筑摩書房 490-コ

医者も親も気づかない女子の発達障害　家庭・職場でどう対応すればい

いか
岩波明　著 青春出版社 493.7-イ

みんなに話したくなる感染症のはなし　14歳からのウイルス・細菌・免疫入

門
仲野徹　著 河出書房新社 493.8-ナ

ダイエット幻想　やせること、愛されること 磯野真穂　著 筑摩書房 595-イ

紅茶の絵本 大西進　作　;　平澤まりこ　絵
mille　books　サン

クチュアリ・パブリッシン
596-オ

土壌学の基礎　生成・機能・肥沃度・環境 松中照夫　著 農山漁村文化協会 613.5-マ

作物生産生理学の基礎 平沢正,　大杉立　編著 農山漁村文化協会 613.7-ヒ

作物学の基礎　1　(食用作物) 後藤雄佐,　新田洋司,　中村聡　著 農山漁村文化協会 615-サ-1

作物学の基礎　2　(資源作物・飼料作物) 中村聡,　後藤雄佐,　新田洋司　著 農山漁村文化協会 615-サ-2

今さら聞けないタネと品種の話　きほんのき 農山漁村文化協会　編 農山漁村文化協会 615.2-ノ

種子法廃止でどうなる?　種子と品種の歴史と未来 農山漁村文化協会　編 農山漁村文化協会 615.2-ノ

農家が教える草刈り・草取りコツと裏技 農山漁村文化協会　編 農山漁村文化協会 615.6-ノ

園芸学入門

今西英雄,　小池安比古　編著　;

河合義隆,　峯洋子,　雨木若慶,　馬

場正　著

朝倉書店 620-イ

園芸学の基礎 鈴木正彦　編著 農山漁村文化協会 620-ス

ブドウ大事典 農文協　編　農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 625-ノ

果樹園芸学の基礎 伴野潔,　山田寿,　平智　著 農山漁村文化協会 625-ハ

野菜園芸学の基礎 篠原温　編著 農山漁村文化協会 626-シ

農家が教える野菜の発芽・育苗コツと裏ワザ 農文協　編 農山漁村文化協会 626-ノ

花卉園芸学の基礎 腰岡政二　編著 農山漁村文化協会 627-コ

荻野寿也の「美しい住まいの緑」85のレシピ 荻野寿也　著 エクスナレッジ 629-オ

プロから学ぶ実践造園図面の描き方　豊富な図面集と実例写真でよく

わかる造園図面のテクニック
三橋一夫　著 誠文堂新光社 629.5-ミ

草地学の基礎　維持管理の理論と実際 松中照夫,　三枝俊哉　著 農山漁村文化協会 643.5-マ

ウシの動物学 遠藤秀紀　著 東京大学出版会 645.3-エ

よくわかるウサギの食事と栄養 大野瑞絵　著 誠文堂新光社 645.9-オ

ニワトリの動物学 岡本新　著 東京大学出版会 646.1-オ

魚の飼い方 玉井聡子　[著] 日本橋出版 666-タ

日本人にとって美しさとは何か 高階秀爾　著 筑摩書房 702-タ

エリック ショーン・タン 著 岸本佐和子 訳 河出書房新社 726-タ

高橋留美子本 高橋留美子　著 小学館 726-タ

ゴールデンカムイ　　17～21 野田サトル　著 集英社 726-ノ

キングダム　KINGDOM　59 原泰久　著 集英社 726-ハ-59

７類　芸術．美術（絵画・マンガ・写真・音楽・スポーツなど）

５類　技術．工学（環境・建築・生活・料理など）

６類　産業（農業・園芸・畜産・森林・水産・交通・通信など）



麦ばあの島　1～4 古林海月　著 すいれん舎 726-フ

デザインのつかまえ方　ロゴデザイン40事例に学ぶアイデアとセオリー 小野圭介　著
エムディエヌコーポレー

ション
727-オ

描き文字のデザイン 雪朱里　著 グラフィック社 727-ユ

テツヤ85歳、孫の服を着てみたら思ったよりイケてた。 シルバーテツヤ、クドウナオヤ　著 KADOKAWA 748-シ

THE　SAPEUR　コンゴで出会った世界一おしゃれなジェントルマン 茶野邦雄　著 オークラ出版 748-チ

よみがえった奇跡の紅型 中川なをみ　著 あすなろ書房 753-ナ

耳コピが基礎からできるようになる本　トライ&トレーニング30+150 永野光浩　著 スタイルノート 761-ナ

作りながら覚える3日で作曲入門 monaca:factory(10日P)　著
ヤマハミュージックメディ

ア
763-モ

だから僕は練習する　天才たちに近づくための挑戦 和田毅　著 ダイヤモンド社 783-ワ

TOEIC Listening & Reading公式ボキャブラリーブック Educational Testing Service
国際ビジネスコミュニ

ケーション協会
830-ト

公式TOEIC　Listening & Reading　プラクティスリスニング編 Educational Testing Service
国際ビジネスコミュニ

ケーション協会
830-ト

公式TOEIC　Listening & Reading　プラクティスリーディング編 Educational Testing Service
国際ビジネスコミュニ

ケーション協会
830-ト

公式TOEIC　Listening & Reading　問題集６ Educational Testing Service
国際ビジネスコミュニ

ケーション協会
830-ト

ドラえもん　v.10　Doraemon 藤子・F・不二雄　著 小学館 837-フ-10

ラインマーカーズ 穂村弘　著 小学館 911.1-ホ

半沢直樹アルルカンと道化師 池井戸潤　著 講談社 913-イ

白銀(しろがね)の墟　玄(くろ)の月　第4巻 小野不由美　著 新潮社 913-オ-4

もえぎ草子 久保田香里　作　;　tono　画 くもん出版 913-ク

この気持ちもいつか忘れる 住野よる　著 新潮社 913-ス

宝石商リチャード氏の謎鑑定　[8]　夏の庭と黄金の愛 辻村七子　著 集英社 913-ツ-8

宝石商リチャード氏の謎鑑定　[9]　邂逅の珊瑚 辻村七子　著 集英社 913-ツ-9

宝石商リチャード氏の謎鑑定　[10]　久遠の琥珀 辻村七子　著 集英社 913-ツ-10

サムのこと　猿に会う 西　加奈子　著 小学館 913-ニ

電話をしてるふり　BKBショートショート小説集 バイク川崎バイク　著
ヨシモトブックス　ワニ

ブックス　(発売)
913-ハ

持続可能な魂の利用 松田青子　著 中央公論新社 913-マ

少年十字軍 皆川博子 ポプラ社 913-ミ

灯台からの輝き 宮本　輝　著 集英社 913-ミ

プロジェクト・インソムニア 結城真一郎　著 新潮社 913-ユ

漂流郵便局　届け先のわからない手紙、預かります 久保田沙耶　著 小学館 914-ク

漂流郵便局-お母さんへ-　届け先のわからない手紙、預かります 久保田沙耶　著 小学館 914-ク

アーモンド
ソンウォンピョン　著　;　矢島暁子

訳
祥伝社 929-ソ

ゴースト
ジェイソン・レノルズ　作　;　ないとうふ

みこ　訳
小峰書店 933-レ

シラノ・ド・ベルジュラック ロスタン　著　;　渡辺守章　訳 光文社 952-ロ

猫とともに去りぬ ロダーリ　著　関口英子　訳 光文社 973-ロ

８類　言語（日本語・英語・その他の言語）

９類　文学（日本文学・各国の文学・詩・随筆など）


