
情報・総記 

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 

007.6 ｱ ITパスポートの新よくわかる教科書 原山 麻美子  技術評論社 

007.6 ｵ 応用情報技術者 午後問題の重点対策 小口 達夫 アイテック 

007.6 ｷ 基本情報技術者 午後試験対策書 
アイテックIT人材教育研

究部 編著 
アイテック 

007.6 ｷ 基礎からわかるKotlin 富田 健二 シーアンドアール研究所 

007.6 ｽﾞ 図解!JavaScriptのツボとコツがゼッタイにわかる本 中田  亨  秀和システム 

007.6 ﾂ 作って覚えるVisual Basic 2019デスクトップアプリ入門 荻原  裕之 秀和システム 

007.6 ﾂ 作って覚えるVisual C# 2019デスクトップアプリ入門 荻原 裕之 秀和システム 

007.6 ﾈ ネットワークスペシャリスト合格教本 岡嶋 裕史  技術評論社 

007.6 ﾋﾞ Visual Basic 2019逆引き大全500の極意  増田 智明 秀和システム 

007.6 ﾌﾟ プログラミング言語大全 クジラ飛行机 技術評論社 

007.6 ﾘ 流麗なJavaScript マリン・ハーバーベーク  ソシム 

007.6 ﾘ Linux+コマンド入門 西村  めぐみ 技術評論社 

015 ﾋ 100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集 福井県立図書館 講談社 

031 ｷﾞ 22 ギネス世界記録 クレイグ・グレンディ  角川アスキー総合研究所 

031 ｹﾞ 22 現代用語の基礎知識 2022   自由国民社 

図書購入希望調査などもあったた

め、この２ヶ月はいつもより多く

の本が入りました。 

ヒューゴ―賞を獲ったSF作品 

「三体」、直木賞候補になった

城壁VS鉄砲な技術時代小説「塞

王の楯」、720通りの読み方

ができる短編小説集「N」など

が揃い踏み！ラノベも数タイトル

入りました！ 

あなたのお気に入りになる

本があると嬉しいです！ 

 

専攻科目の参考になる本や、資格テキストもたくさん入りました。

司書が選んだ本だけではなく、各科の先生が選んでくれた本なども

入ってきてます。 

「○○の本を探してるんだけど…」と質問を受けた場

合、図書館にないものは購入しています。 

課題研究に使いたい本がある場合など、どんどん司書

に聞いてくださいね！ 



歴史・社会 
請求記号 書 名 著者名 出 版 者 

209 ｲ 1 岩波講座世界歴史 01世界史とは何か 小川 幸司 ／責任編集 岩波書店 

209 ｲ 5 岩波講座世界歴史 05中華世界の盛衰  冨谷 至／責任編集 岩波書店 

209 ｻ 2 漫画サピエンス全史 文明の正体編 ユヴァル・ノア・ハラリ  河出書房新社 

209 ｾ 1 世界の歴史 全20巻 羽田  正   KADOKAWA 

K291 ｶ 神奈川のトリセツ 地図で読み解く初耳秘話   昭文社 

304 ｵ オードリー・タン 自由への手紙 唐  鳳  講談社 

312 ｼﾞ 時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか？ 和田 靜香 左右社 

317 ﾜ わかりやすい!乙種第4類危険物取扱者試験   弘文社 

324 ｹ 建築学科のための不動産学基礎 須永則明 学芸出版社 

326 ｺ こんなとき、どうする？ 全国被害者支援ネット 全国被害者支援

336 ｼﾞ 情報セキュリティマネジメントパーフェクトラーニング過   技術評論社 

361 ﾐ みんなのシビックプライド 米山 淳一  駒草出版 

367 ﾔ 子ども介護者 濱島  淑惠 KADOKAWA 

376 ｾﾞ ゼロから1カ月で受かる大学入試面接のルールブック 神﨑史彦 著 KADOKAWA 

376 ﾅ 何を準備すればいいかわからない人のための総合型 鈴木 鋭智 著 KADOKAWA 

388 ﾇ ヌシ 神か妖怪か 伊藤  龍平 笠間書院 

自然科学 
請求記号 書 名 著者名 出 版 者 

404 ﾍ ヘンな科学 "イグノーベル賞"研究40講 五十嵐  杏南   総合法令出版 

410 ｿ そういうことだったのか!高校数学 石原  泉   日本実業出版社 

410 ﾄ 解きたくなる数学 佐藤  雅彦  岩波書店 

421 ﾌﾞ 物理学者、SF映画にハマる 高水  裕一   光文社 

481 ｳ うんち学入門 増田  隆一 講談社 

481 ｾ 15 先生、頭突き中のヤギが尻尾で笑っています! 小林 朋道   築地書館 

489 ｶ 海獣学者、クジラを解剖する。 田島  木綿子  山と溪谷社 

491 ｽ すばらしい人体 あなたの体をめぐる知的冒険 山本  健人 ダイヤモンド社 

493 ｾ 世界一やさしい依存症入門 松本  俊彦 河出書房新社 

498 ﾋﾞ ビジュアル食品成分表 八訂準拠 新しい食生活を考える会 大修館書店 

工業・建築 
請求記号 書 名 著者名 出 版 者 

501.8 ﾀﾞ だれでもデザイン 山中  俊治 朝日出版社 

510 ﾄ トコトンやさしい土木技術の本 溝渕  利明 日刊工業新聞社 

511.7 ｺ コンクリート主任技士・診断士試験小論文のツボ 平岩 陸 著 学芸出版社 

512 ｼﾞ 実務測量に挑戦!!基準点測量 谷口  光廣 電気書院 

512 ﾖ よくわかる測量 海津  優  ユーキャン学び出版 

512.0 ｲ 
いちばんわかりやすい！ 測量士補テキスト&問題

集+予想模試 

コンデックス情報研究

所 編著 
成美堂出版 

517.2 ﾏ まち歩きが楽しくなる水路上観察入門 吉村  生  KADOKAWA 

518.8 ｶﾞ 「がもよんモデル」の秘密 和田 欣也  学芸出版社 

519 ﾌﾟ プラスチックごみ問題入門 栗岡 理子   緑風出版 

520.9 ｹ 建築生産と法制度 日本建築学会 技報堂出版 

520.9 ﾌﾟ プロのための建築法規ハンドブック 建築規定運用研究会 ぎょうせい 

523.1 ﾖ 横浜の名建築をめぐる旅 菅野 裕子 エクスナレッジ 

524.1 ﾄ 解きながら学ぶ構造力学 塚野 路哉 著 学芸出版社 

525.1 ｹ 118 建築設計資料 110 水族館 建築思潮研究社 建築資料研究社 

525.1 ｼ しくみがわかる建築環境工学 上野 佳奈子   彰国社 

525.1 ﾊ はじめての建築環境工学 小林 茂雄 彰国社 

526.3 ﾌ 福祉施設の設計 二井 清治   彰国社 

527 ｶ 矩計図って何なん!? 蕪木  孝典 オーム社 



機械・電気 
請求記号 書 名 著者名 出 版 者 

531.1 ｽﾞ 図解!わかりやすーい強度設計実務入門 田口  宏之   日刊工業新聞社 

531.3 ﾋ 2 必携「からくり設計」メカニズム定石集 Part2 熊谷  英樹   日刊工業新聞社 

531.9 ｼﾞ JISにもとづく機械設計製図便覧 大西  清   オーム社 

531.9 ｼﾞ 実用メカニズム事典 岩本  太郎 森北出版 

536.7 ﾀ 玉掛け作業者安全必携 中央労働災害防止協会 中央労働災害防止協会 

537.2 ﾄ トコトンやさしい電気自動車の本 廣田  幸嗣 日刊工業新聞社 

540.7 ﾐ みんなが欲しかった！電験三種 電力の実践問題集 尾上 建夫 著 TAC株式会社出版事業部 

540.7 ﾐ みんなが欲しかった！電験三種 法規の実践問題集 尾上 建夫 著 TAC株式会社出版事業部 

540.7 ﾐ みんなが欲しかった！電験三種 機械の実践問題集 尾上 建夫 著 TAC株式会社出版事業部 

540.7 ﾐ みんなが欲しかった！電験三種 理論の実践問題集 尾上 建夫 著 TAC株式会社出版事業部 

541.5 ﾃ テスターの職人技 市川  清道   技術評論社 

541.5 ﾊ はじめての人のためのテスターがよくわかる本 小暮  裕明   秀和システム 

541.6 ﾄ トコトンやさしい電線・ケーブルの本 福田 遵 日刊工業新聞社 

542.0 ｿ ソニー再生 平井  一夫   日経BP 

543 ﾄ トコトンやさしい環境発電の本 山﨑 耕三 日刊工業社 

544.0 ｲ 1回で受かる！ 第一種電気工事士合格テキスト 中場 十三郎 成美堂出版 

544.0 ｲ 1回で受かる！ 第二種電気工事士合格テキスト 河原 康志 著 成美堂出版 

547 ｲ いちばんやさしいWordPressの教本   インプレス 

547 ｼ 初級アマチュア無線予想問題集   誠文堂新光社 

547 ﾜ WordPress設計とデザイン魔法のレシピ 今井  剛 ナツメ社 

547.4 ｲ イラスト図解でよくわかるITインフラの基礎知識 中村  親里 技術評論社 

547.4 ｺ 工事担任者 第2級デジタル通信実戦問題   リックテレコム 

547.4 ｺ 工事担任者第2級アナログ通信標準テキスト   リックテレコム 

547.5 ｷ 基礎からわかる「Bluetooth」 滝本  往人   工学社 

547.6 ﾊ はじめての3級・4級アマチュア無線技士試   つちや書店 

548.2 ﾀﾞ 誰でもつくれる!UIデザイン入門 ななうみ  マイナビ出版 

549 ﾋﾟ 「PICマイコン」で学ぶ電子工作実験 神田  民太郎 工学社 

549.3 ﾃﾞ 電子工作の素 後閑  哲也   技術評論社 

産業・美術・スポーツ 
請求記号 書 名 著者名 出 版 者 

589 ｾ 世界の美しいボタン  エリック・エベール   パイインターナショナル 

596 ﾍ 辺境メシ ヤバそうだから食べてみた 高野  秀行 文藝春秋 

657 ｲ 板目・柾目・木口がわかる木の図鑑 西川 栄明   創元社 

674 ｲ 一瞬で心をつかむ魔法の黒板pop 石川  香代   かんき出版 

675 ﾄ トコトンやさしい包装の本 石谷  孝佑   日刊工業新聞社 

694 ﾔ やさしい5G I O編集部 編集 工学社 

699 ｷ 奇跡の論文図鑑  日本放送協会 NHK出版 

723 ﾄ 東京藝大で教わる西洋美術の見かた 佐藤  直樹   世界文化社 

726 ｷ 「キャラクター」のデザイン&描き方  くるみつ ホビージャパン 

726 ｾ 西洋甲冑&武具作画資料  渡辺  信吾   玄光社 

727 ﾌ フォントの話をしよう    パイインターナショナル 

748 ｿ ソール・ライターのすべて  ソール・ライター  青幻舎 

771 ｻ サウンドエフェクトの作り方 小川  哲弘 工学社 

778 ｱ アニメ業界で働く 小杉 眞紀 ぺりかん社 

778 ｺ これからはじめるAfter Effectsの本 佐藤  太郎 技術評論社 

783.4 ｻ サッカー止める蹴る解剖図鑑 風間 八宏   エクスナレッジ 

798 ｹﾞ ゲームシナリオ入門 北岡  雄一朗 技術評論社 

カウンター前の「進路・資格コーナー」に置いてあります 

レポートや課題研究まとめ文の際にもお役立ち！ 



文学 
請求記号 書 名 著者名 出 版 者 

901 ﾀﾏ 
たった40分で誰でも必ず小説が書ける超ショート

ショート講座 
田丸  雅智  WAVE出版 

910.2 ｲｼ 文豪たちの友情 石井  千湖   新潮社 

913.6 ｱｲ 同志少女よ、敵を撃て 逢坂  冬馬  早川書房 

913.6 ｲｻ ペッパーズ・ゴースト 伊坂  幸太郎   朝日新聞出版 

913.6 ｲﾏ 塞王の楯 今村  翔吾  集英社 

913.6 ｲﾏ 3 兇人邸の殺人 今村  昌弘  東京創元社 

913.6 ｶｽﾞ 本好きの下剋上 貴族院外伝1年生 香月  美夜 TOブックス 

913.6 ｶｽﾞ 1 本好きの下剋上 短編集 香月 美夜 TOブックス 

913.6 ｶﾜ 26 ソードアート・オンライン 26 川原  礫 KADOKAWA 

913.6 ｷﾀ 真夜中のメンター 北川  恵海   実業之日本社 

913.6 ｷﾇ 2-5 ようこそ実力至上主義の教室へ ２年生編 5 衣笠 彰梧 KADOKAWA 

913.6 ｸﾛ 深夜廻 黒  史郎 PHP研究所 

913.6 ｻｻ 雪の断章 佐々木  丸美  東京創元社 

913.6 ｻﾄ 3 メイジアン・カンパニー 3 佐島  勤 KADOKAWA 

913.6 ｼｸﾞ 11 
ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・オン

ライン 11 
時雨沢  恵一  KADOKAWA 

913.6 ｾｵ 君が夏を走らせる 瀬尾  まいこ  新潮社 

913.6 ﾀｶ 水たまりで息をする 高瀬 隼子 集英社 

913.6 ﾀﾁ 1 公務員、中田忍の悪徳 立川  浦々 小学館 

913.6 ﾀﾁ 2-1 デート・ア・ライブアンコール 1～9 橘  公司 富士見書房 

913.6 ﾂｼﾞ 闇祓 辻村 深月 角川書店 

913.6 ﾅｶ やさしい猫 中島  京子  中央公論新社 

913.6 ﾆｼ 夜が明ける 西  加奈子   新潮社 

913.6 ﾊﾔ 死なないセレンの昼と夜 早見  慎司   KADOKAWA 

913.6 ﾋﾗ 1 変人のサラダボウル  平坂  読 小学館 

913.6 ﾌｾ 19 転生したらスライムだった件  19 伏瀬 マイクロマガジン社 

913.6 ﾏﾁ コンビニ兄弟 町田  そのこ   新潮社 

913.6 ﾏﾔ 夏と冬の奏鳴曲(ソナタ) 麻耶  雄嵩  講談社 

913.6 ﾐｶ ハッピーリフォーム  未上  夕二   KADOKAWA 

913.6 ﾐﾁ N 道尾 秀介 集英社 

913.6 ﾚﾝ 1 転生して田舎でスローライフをおくりたい  錬金王 宝島社 

913.6 ﾜﾀ 14.5 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 14.5 渡  航 小学館 

914.6 ｻｲ きみの言い訳は最高の芸術 最果  タヒ 河出書房新社 

923 ﾘｳ 1 三体 1～3 劉  慈欣   早川書房 

929 ｿﾝ 三十の反撃  孫  元平  祥伝社 

コミック 
請求記号 書 名 著者名 出 版 者 

726 ｵ 11 ヲタクに恋は難しい 11 ふじた 一迅社 

726 ﾃ 7 天地創造デザイン部 7 蛇蔵 講談社 

726 ﾋ 7 百姓貴族 7 荒川  弘 新書館 

726 ﾌﾞ 8 ブラザー・トラップ 8 日向  きょう KADOKAWA 

726 ﾌｼﾞ ルックバック 藤本  タツキ 集英社 

726 ﾏ 16 魔法使いの嫁 16 ヤマザキ  コレ マッグガーデン 

726 ﾘ 竜のかわいい七つの子 九井  諒子 エンターブレイン 

726 ﾘ 竜の学校は山の上 九井  諒子 イースト・プレス 

726.1 ﾖ 23 幼女戦記 23 東條  チカ KADOKAWA 

↑「ダンジョン飯」の九井

諒子の短編集です。SF、現

代もの、ファンタジーと

様々な掌編がぎっしり。ど

れもしっかり面白い！ 

ついに最終巻！ 


