
請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

007.1 リ
リコンフィギュアード・アイ　デジタル画像による視覚
文化の変容

Mitchell
William John

アスキー 1994/10

007.6 ｶﾔ
栢木先生の基本情報技術者教室　イメージ&クレバー方
式でよくわかる　令和02年

技術評論社 2019/12

007.6 ｷ 20
キタミ式イラストIT塾ITパスポート　令和02年　情報処
理技術者試験

技術評論社 2019/12

007.6 ｷﾀ
キタミ式イラストIT塾基本情報技術者　令和02年　情報
処理技術者試験

技術評論社 2019/12

007.6 ｷﾎ 基本情報技術者合格教本　令和02年〈春期〉〈秋期〉 技術評論社 2019/12

069 ｶﾞ 学芸員になるには 横山 佐紀 ぺりかん社 2019/04

146.1 ｲ イメージの心理学 河合  隼雄 青土社 1991/11

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

302 ﾁ 地図で見る中東ハンドブック Blanc  Pierre 原書房 2020/03

304 ｾｶ 「世界征服」は可能か? 岡田  斗司夫 筑摩書房 2007/06

317 ｼ 消防官になるには 益田 美樹 ぺりかん社 2019/08

319 ｵ 欧州の国際関係　1919-1946 : フランス外交の視角から 大井  孝 たちばな出版 2008/07

327 ｷﾞ 行政書士になるには 三田 達治 ぺりかん社 2020/01

369 ﾌ 福祉業界で働く 戸田 恭子 ぺりかん社 2020/04

376 ﾀﾞ 薬学部　中高生のための学部選びガイド 橋口 佐紀子 ぺりかん社 2020/07

376 ﾀﾞ 教養学部　中高生のための学部選びガイド 木村 由香里 ぺりかん社 2020/06

376 ﾀﾞ 環境学部　中高生のための学部選びガイド 大岳 美帆 ぺりかん社 2020/04

376 ﾀﾞ 外国語学部　中高生のための学部選びガイド 本木 裕 ぺりかん社 2019/08

376 ﾀﾞ 獣医学部　中高生のための学部選びガイド 斉藤 智 ぺりかん社 2019/06

376 ﾀﾞ 経営学部・商学部　中高生のための学部選びガイド 大岳 美帆 ぺりかん社 2019/04

376 ﾀﾞ 医学部　中高生のための学部選びガイド 浅野 恵子 ぺりかん社 2018/09

376 ﾀﾞ 教育学部　中高生のための学部選びガイド 三井 綾子 ぺりかん社 2018/06

376 ﾀﾞ 法学部　中高生のための学部選びガイド 山下 久猛 ぺりかん社 2018/05

376 ﾀﾞ 文学部　中高生のための学部選びガイド 戸田 恭子 ぺりかん社 2017/08

376 ﾀﾞ 社会学部・観光学部　中高生のための学部選びガイド 中村 正人 ぺりかん社 2017/07

376 ﾀﾞ
看護学部・保健医療学部　中高生のための学部選びガイ
ド

松井 大助 ぺりかん社 2017/04

376 ﾖ 幼稚園教諭になるには 大豆生田 啓友 ぺりかん社 2019/12

379 ﾉ 読むだけで面白いほど成績が上がる高校生の勉強法 清水  章弘 KADOKAWA 2018/06

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

400 ｶ 科学はこう「たとえる」とおもしろい! 左巻  健男 青春出版社 2020/03

410 ｽ 数学大図鑑 = VISUAL BOOK OF THE MATHEMATICS ニュートンプレス 2020/05

499 ｲ 医薬品業界で働く 池田 亜希子 ぺりかん社 2018/11

499 ﾔ 薬剤師になるには 井手口 直子 ぺりかん社 2020/02

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

511.3 ﾄ トコトンやさしい地盤工学の本 安田  進 日刊工業新聞社 2020/03

525 ﾁ 超図解！ 建築施工現場 稲垣 秀雄 学芸出版社 2020/06

531.3 ﾄ トコトンやさしい機械力学の本 三好  孝典 日刊工業新聞社 2019/09

532 ﾄ トコトンやさしい工作機械の本 清水  伸二 日刊工業新聞社 2020/05

538 ｳ 宇宙・天文で働く 本田 隆行 ぺりかん社 2018/10

540 ﾃﾞ 20 電気法規と電気施設管理　令和2年度版 竹野  正二
東京電機大学出版
局

2020/02

578.2 ﾄ トコトンやさしいゴム材料の本 伊藤  眞義 日刊工業新聞社 2019/12

589 ｹﾞ ゲーム業界で働く 小杉 眞紀 ぺりかん社 2020/06

596 ｼ
食材保存大全　ムダを出さずに長もちさせる、これから
の保存方法 : 常備食材166種類

沼津  りえ 主婦の友社 2020/04

社会・教育

工業・建築・機械・家政学

自然科学・医学

情報処理・博物館学・心理学

2020年４～６月 図書館に入った本

学部選びの本、たくさん入りました！ 進路選択の参考にしてください。

「○○業界で働く」「△△になるには」シリーズも増やしました。

寄贈された本も含みます（今回は名作小説の文庫本や映像関連の寄贈本を受入しました）



請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

702.3 ﾋﾞ 美術の物語
Gombrich
Ernst Hans

河出書房新社 2019/07

740 ｷﾔ キャパとゲルダ　ふたりの戦場カメラマン Aronson  Marc あすなろ書房 2019/09

760.4 ｻ サイレンス ジョン・ケージ 水声社 1996/04

778 ｴ 映画学　その基本的問題点 浅沼  圭司 紀伊国屋書店 1994/01

780 ｽ スポーツで働く 谷 隆一 ぺりかん社 2019/01

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

801 ﾂ 通訳者・通訳ガイドになるには 鑓田 浩章 ぺりかん社 2019/02

830 ｴ 20 英検準1級過去6回全問題集　2020年度版 旺文社 2020/02

830 ｴ 20 英検準2級過去6回全問題集　2020年度版 旺文社 2020/02

830 ｴ 20 英検2級過去6回全問題集　2020年度版 旺文社 2020/02

834 ｴ 英単語類義語事典　ビミョウな違いがイラストでわか 西東社 2020/05

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

902 ｴ 映像と言語 近藤  耕人 紀伊国屋書店 1994/01

908 ｾ 15
ブラウン神父呪いの書　チェスタトンショートセレク
ション

Chesterton
Gilbert Keith

理論社 2020/02

913.6 ｲﾌﾞ 山椒魚・遥拝隊長　他七編 井伏  鱒二 岩波書店 1969
913.6 ｶﾙ
11

幼女戦記 １１ カルロ・ゼン KADOKAWA 2019/02

913.6 ｶﾙ
12

幼女戦記 １２ カルロ・ゼン KADOKAWA 2020/02

913.6 ｶﾜ
24

ソードアート・オンライン ２４ 川原  礫 KADOKAWA 2020/05

913.6 ｸﾂ
2-1

銀の竜騎士団　黒の皇子とウサギの誘惑 九月  文 角川書店 2012/08

913.6 ｼｶﾞ 城の崎にて・小僧の神様 志賀  直哉 角川書店 1990/06

913.6 ｼﾉ 闇の聖天使　ヴェネツィア・ヴァンパイア・サーガ 篠田  真由美 KADOKAWA 2018/02
913.6 ｼﾉ
13

聖女の塔　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田  真由美 講談社 2013/08

913.6 ｼﾉ 3 翡翠の城　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田  真由美 講談社 2001/07

913.6 ﾀｶ まほり 高田  大介 KADOKAWA 2019/10

913.6 ﾀﾞｻﾞ 晩年 太宰  治 新潮社 1998/03

913.6 ﾀﾞｻﾞ お伽草紙 太宰  治 新潮社 1998

913.6 ﾀﾞｻﾞ パンドラの匣 太宰  治 新潮社 1997/12

913.6 ﾀﾞｻﾞ 走れメロス 太宰  治 新潮社 1989/06

913.6 ﾀﾞｻﾞ 斜陽 太宰  治 角川書店 1950/08

913.6 ﾅｷﾞ 流浪の月 凪良  ゆう 東京創元社 2019/08

913.6 ﾌｾ
16

転生したらスライムだった件 １６ = Regarding
Reincarnated to Slime

伏瀬
マイクロマガジン
社

2020/04

913.6 ﾐｼ 金閣寺 三島  由紀夫 新潮社 2002/05

913.6 ﾐﾊ 神さまのいる書店　まほろばの夏 三萩  せんや KADOKAWA 2018/09

913.6 ﾐﾔ 注文の多い料理店 宮沢  賢治 角川書店 1996/06

913.6 ﾔ 廉太郎ノオト = Rentaro note 谷津  矢車 中央公論新社 2019/09

913.6 ﾕﾒ 陰陽師　螢火ノ巻 夢枕  獏 文藝春秋 2017/06

916 ﾑﾗ 猫を棄てる　父親について語るとき 村上  春樹 文藝春秋 2020/04

929 ｿﾝ アーモンド = Almond 孫  元平 祥伝社 2019/07

933.7 ﾓﾊﾟ フラミンゴボーイ
Morpurgo
Michael

小学館 2019/10

943 ｶﾌ 変身 Kafka  Franz 角川書店 1994

953 ﾓﾊﾟ 脂肪の塊
Maupassant
Guy de

岩波書店 1938

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

726 ｾ 18 聖☆おにいさん　１８ 中村  光 講談社 2020/05

726 ﾁ 44 ちはやふる ４４ 末次  由紀 講談社 2020/05

726 ﾊ 2 羽柴くんは152センチ２ 日向  きょう 講談社 2019/11

726 ﾏ 13 魔法使いの嫁 １３ ヤマザキ  コレ マッグガーデン 2020/03

726 ﾖ 16 幼女戦記 １６　角川コミックス・エース 東條  チカ KADOKAWA 2019/10

726 ﾖ 17 幼女戦記 １７　角川コミックス・エース 東條  チカ KADOKAWA 2020/01

コミック

芸術・スポーツ

語学

文学

美麗図版を見るだけでも楽しい１冊！

７月20日(月)～８月17日(月)は夏休み貸出期間です。

普段は３冊までの貸出冊数ですが、この期間は５冊まで貸出可能！

一気読みに、学習に、ぜひ役立ててください！

夏休み貸出が始まります


