
請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

007.6 ｴ AIエンジニアになるには 丸山 恵 ぺりかん社 2020/07
141 ｶ 考える力の育て方 オオタ  ヤスシ 旺文社 2017/07
159 ｼﾞ 時間の使い方 入江  久絵 旺文社 2016/04

169 ﾄ
止まった時計
 -麻原彰晃の三女・アーチャリーの手記-

松本  麗華 講談社 2018/05

290 ﾆ 日本と世界の地理 -リアルな今がわかる- 砂崎  良 朝日新聞出版 2020/03

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

317 ｵ
乙種4類危険物取扱者試験 2020年版
 -2019～2012年中に出題された476問を収録-

公論出版 2020/04

350 ｾ 20-
21

世界国勢図会 世界がわかるデータブック 2020／21年版
矢野恒太記念会／
編集

矢野恒太記念会 2020/09

351 ﾆ 20-
21

日本国勢図会 ２０２０／２１
矢野恒太記念会
／編集

矢野恒太記念会 2020/06

366 自分らしく働くLGBTの就活・転職の不安が解消する本 星  賢人 翔泳社 2020/03
366 ﾕ 夢のかなえ方 関  和之 旺文社 2017/07
368 ｼ 「小児性愛」という病 -それは、愛ではない- 斉藤  章佳 ブックマン社 2019/11
376.8 教育業界で働く 三井  綾子 ぺりかん社 2020/08

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月
400 ｼﾞ 実用理科技能検定 理検 対策問題集 ３級 ２級 １級 理数検定研究所 2018/03
410 ｽ 13 数学ガールの秘密ノート 13 複素数の広がり 結城  浩 SBクリエイティブ 2020/07

情報処理・博物館学・心理学・歴史

社会・教育

自然科学・医学

小説『お任せ！数学屋さん』『動物農場』『華氏451度』の他に、映画ノベライズの『逆転裁判』『か

ぐや様は告らせたい』、そして大事件を引き起こしたオウム真理教に関する著作 『止まった時計』が

入りました。（それぞれの本の詳しい情報は、下記表を参照してください）

『動物農場』は開高健／訳の他にも、山形浩生による新訳版も購入。翻訳が違うと、作品から受ける印

象がどう違うか、確かめてみるチャンスです！。

希望のあった本は、これからも予算や本棚の状況を見つつ、順次入れていく予定です。

喜多川泰の小説『手紙屋』シリーズ２冊を購入。

受験や就職に悩んだ時などにオススメだそうです。

新刊のコーナーに置いています、興味のある人は

ぜひ読んでみてください！

『きつおんガール

－うまく話せないけど、仕事してますー』

思ったように言葉が出てこない「吃音」。小さい頃か

ら吃音が始まった女の子が、学校生活を経て大人にな

るまでの様子、そして社会福祉士として働く今を漫画

で語ります。吃音って何？という人にも、吃音の人に

もオススメしたい、「吃音の悩みがよくわかる」１冊

です。

（２０２０年７～９月受け入れ分の紹介）



420 ﾌﾞ
物理大図鑑 = VISUAL BOOK OF THE PHYSICS
Newton大図鑑シリーズ

ニュートンプレス 2020/08

465 ｺｳ こうぼ -菌の絵本- 浜本  牧子 農山漁村文化協会 2019/03

481 ｶ
カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、サメは狂暴、イル
カは温厚って本当か?

松原  始 山と溪谷社 2020/07

493 ﾄﾞ どうする!?新型コロナ 岩波ブックレット 岡田  晴恵 岩波書店 2020/05

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

510.9 ｻ 最新建設業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 阿部  守 秀和システム 2020/07
513.0 ﾆ 2級土木施工管理技士実地試験　令和2年度版 髙瀬 幸紀 市ケ谷出版社 2020/06

537.1 ｼﾞ
自動車とプロダクトデザインの基本と応用
DESIGN & SKETCH : プロダクトデザイナーになるために
スケッチから始める実践的方法

平野  幸夫 三樹書房 2020/08

544.0 ﾀﾞ
20

第一種電気工事士技能試験公表問題の合格解答 2020年
版

オーム社 オーム社 2020/05

544.0 ﾀﾞ
20

第二種電気工事士技能試験公表問題の合格解答 2020年
版

オーム社 オーム社 2020/03

547 ﾂ
通信設備が一番わかる
-情報通信を支える通信設備の基礎から応用まで-

真江島  光 技術評論社 2020/03

547.4 ｺ
国家資格工事担任者試験DD3種受験マニュアル
2020年版春・秋期対応

電気通信工事担任
者の会／編

電波新聞社 2020/02

597 ｾ 整理整頓 入江  久絵 旺文社 2015/07

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月
913.6 ｴﾇ NHK国際放送が選んだ日本の名作　1日10分のごほうび 赤川  次郎ほか 双葉社 2020/03
913.6 ｴﾇ NHK国際放送が選んだ日本の名作　1日10分のしあわせ 朝井  リョウほか 双葉社 2019/07
913.6 ｵﾝ スキマワラシ 恩田  陸 集英社 2020/08
913.6 ｶﾏ 創約とある魔術の禁書目録(インデックス) 鎌池  和馬 KADOKAWA 2020/02

913.6 ｷﾀ 手紙屋 -私の受験勉強を変えた十通の手紙- 喜多川  泰
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2008/01

913.6 ｷﾀ 手紙屋 -僕の就職活動を変えた十通の手紙- 喜多川  泰
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2007/08

913.6 ｷﾀ 1 ヒーローズ〈株〉!!! 北川  恵海 KADOKAWA 2016/04
913.6 ｷﾀ 2 続・ヒーローズ〈株〉!!! 北川  恵海 KADOKAWA 2017/04
913.6 ｷﾀ 3 続々・ヒーローズ〈株〉!!! 北川  恵海 KADOKAWA 2019/12
913.6 ｷﾀ 4 完・ヒーローズ〈株〉!!! 北川  恵海 KADOKAWA 2020/05
913.6 ﾊｾ 少年と犬 馳  星周 文藝春秋 2020/05
913.6 ﾋｶﾞ クスノキの番人 = THE CAMPHORWOOD CUSTODIAN 東野  圭吾 実業之日本社 2020/03
913.6 ﾋｶﾞ 幻夜 東野  圭吾 集英社 2007/03

913.6 ﾋﾂ
かぐや様は告らせたい 天才たちの恋愛頭脳戦
 : 映画ノベライズ

羊山  十一郎 集英社 2019/09

913.6 ﾏﾄﾞ 逆転裁判 -時間旅行者の逆転- 円居  挽 早川書房 2017/09
913.6 ﾐｽﾞ 1俺、ツインテールになります。1～8 水沢  夢 小学館 2012/06
913.6 ﾑｶ 1 お任せ!数学屋さん 1～3 向井  湘吾 ポプラ社 2015/04
913.6 ﾑﾗ 一人称単数 村上  春樹 文藝春秋 2020/07

933 ﾌﾗ 14 アラルエン戦記　東国 下　（完結巻です！） ジョン・フラナガン 岩崎書店 2019/12

933.7 ｵｳ 動物農場
ジョージ・オーウェ
ル 開高健／訳

筑摩書房 2013/09

933.7 ｵｳ 動物農場　新訳版
ジョージ・オーウェ
ル  山形浩生／訳

早川書房 2017/01

933.7 ﾌﾞﾗ 華氏451度
レイ・ブラッドベリ
伊藤典夫  ／訳

早川書房 2014/06

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月
726 ｵ 8 ヲタクに恋は難しい　8 ふじた 一迅社 2019/12
726 ｷ きつおんガール　-うまく話せないけど、仕事してます。-小乃  おの 合同出版 2020/09
726 ﾀ 2 只野工業高校の日常 2 小賀  ちさと 集英社 2020/08
726 ﾀﾞ 9 ダンジョン飯 = DELICIOUS IN DUNGEON 9 九井  諒子 KADOKAWA 2020/05
726 ﾉ 25 のだめカンタービレ 25 二ノ宮  知子 講談社 2010/12
726 ﾊ 4 はしっこアンサンブル -端本工業高校合唱部- 4 木尾  士目 講談社 2020/03
726 ﾋ 6 百姓貴族 6 荒川  弘 新書館 2019/12
726 ﾌﾞ 18 文豪ストレイドッグス 18 朝霧  カフカ KADOKAWA 2019/12
726 ﾌﾞ 4 ブラザー・トラップ = BROTHER TRAP 4 日向  きょう KADOKAWA 2020/02
726 ﾏ 14 魔法使いの嫁 １４ ヤマザキ  コレ マッグガーデン 2020/09

文学

コミック

工業・建築・機械・家政学


