
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
ヘルシープログラマ : プログラミングを楽しく
続けるための健康hack

ジョー・カトナー
著/玉川竜司訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.35||Ku 215002877

2
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 平成27年度

栢木厚著 技術評論社 007.6||Ka||27 215002907

3
IT系のわかるようなわからないような英語の
お話

豊沢聡, ペスカ
一実共著

カットシステム 007.6||To 215002909

4
基本情報技術者試験のアルゴリズム問題が
ちゃんと解ける本 : 情報処理技術者試験学
習書(情報処理教科書)

矢沢久雄著 翔泳社 007.6||Ya 215002908

5
データベース : 基礎からネット社会での応用
まで(情報工学テキストシリーズ:第6巻)

三木光範, 田中
美里著

共立出版 007.609||Mi 215002973

6 C++のエッセンス
Bjarne
Stroustrup著/
柴田望洋訳

SBクリエイティ
ブ

007.64||St 215002906

7
Illustrator逆引きデザイン事典 :
CC/CS6/CS5/CS4/CS3

生田信一 [ほ
か] 著

翔泳社 007.642||Il 215002938

8
C++/CLI&OpenCV画像処理GUIプログラミン
グ : リッチなユーザーインターフェースを持つ
画像処理プログラムの実現

北山洋幸著 カットシステム 007.642||Ki 215002905

9
読書を仕事につなげる技術 : 外資系コンサ
ルが教える

山口周著 KADOKAWA 019.12||Ya 215002887

10
ほめられデザイン事典レイアウトデザイン :
Photoshop & Illustrator

永樂雅也 [ほ
か] 著

翔泳社 021.4||Ho 215002900

11
新・オタク経済 : 3兆円市場の地殻大変動(朝
日新書:534)

原田曜平著 朝日新聞出版 080||As||534 215002922

12
大日本帝国の戦争遺跡(ベスト新書:479. ヴィ
ジュアル新書)

飯田則夫著 ベストセラーズ 080||Be||479 215002927

13
天野先生の「青色LEDの世界」 : 光る原理か
ら最先端応用技術まで(ブルーバックス:B-
1932)

天野浩, 福田大
展著

講談社 080||Bu||1922 215002914

14
SNSって面白いの? : 何が便利で、何が怖い
のか(ブルーバックス:B-1926)

草野真一著 講談社 080||Bu||1926 215002895

15
「P≠NP」問題 : 現代数学の超難問(ブルー
バックス:B-1933)

野崎昭弘著 講談社 080||Bu||1933 215002890

16
日本の大課題子どもの貧困 : 社会的養護の
現場から考える(ちくま新書:1113)

池上彰編 筑摩書房 080||Ch||1113 215002910
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17
地域再生入門 : 寄りあいワークショップの力
(ちくま新書:1151)

山浦晴男著 筑摩書房 080||Ch||1151 215002945

18
古典を読んでみましょう(ちくまプリマー新
書:216)

橋本治著 筑摩書房 080||Ch||216 215002933

19
辞書からみた日本語の歴史(ちくまプリマー新
書:220)

今野真二著 筑摩書房 080||Ch||220 215002940

20
気象庁物語 : 天気予報から地震・津波・火山
まで(中公新書:2340)

古川武彦著 中央公論新社 080||Ch||2340 215002932

21
戦国武将の実力 : 111人の通信簿(中公新
書:2343)

小和田哲男著 中央公論新社 080||Ch||2343 215002880

22
ふるさとを元気にする仕事(ちくまプリマー新
書:244)

山崎亮著 筑摩書房 080||Ch||244 215002911

23
東京一極集中が日本を救う(ディスカヴァー携
書:154)

市川宏雄 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

080||Di||154 215002879

24
経済学からなにを学ぶか : その500年の歩み
(平凡社新書:768)

伊藤誠著 平凡社 080||He||768 215002883

25 貧困の倫理学(平凡社新書:770) 馬渕浩二著 平凡社 080||He||770 215002882

26
化学で「透明人間」になれますか? : 人類の夢
をかなえる最新研究15(光文社新書:732)

佐藤健太郎著 光文社 080||Ko||732 215002893

27
エヴァンゲリオン化する社会(日経プレミアシ
リーズ:292)

常見陽平著
日本経済新聞
出版社

080||Ni||292 215002939

28
円安幻想 : ドルにふりまわされないために
(PHPビジネス新書:303)

浜矩子著 PHP研究所 080||Ph||303 215002987

29
本当はおもしろい化学反応 : 漂白剤の白さや混ぜる
と危険な理由など身近な化学反応の秘密がわか
る!(サイエンス・アイ新書:SIS-331)

齋藤勝裕著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||331 215002946

30
心とかかわる臨床心理 : 基礎・実際・方法 第
3版

川瀬正裕, 松本
真理子, 松本英
夫著

ナカニシヤ出版 146||Ka 215002889

31 昭和の武士道 : 悪用された戦陣訓 武光誠著 河出書房新社 156||Ta 215002928

32
「働く意味」がわからない君へ : ビクトール・フ
ランクルが教えてくれる大切なこと

諸富祥彦著
日本実業出版
社

159.4||Mo 215002915

33
バカなのにできるやつ、賢いのにできないや
つ

千田琢哉著 PHP研究所 159.4||Se 215002936



34 幸せはあなたの心が決める 渡辺和子著 PHP研究所 159.6||Wa 215002876

35
集中力 : 人生を自由自在に動かす最強の力
決定版

セロン・Q, デュ
モン[著]/ハー
パー保子[訳]

サンマーク出版 159||Du 215002916

36 「人間的魅力」のつくり方 川北義則著 三笠書房 159||Ka 215002944

37 かるた(ものと人間の文化史:173) 江橋崇著
法政大学出版
局

210.1||Mo||173 215002942

38
日本人と天皇 : 昭和天皇までの二千年を追
う

田原総一朗著 中央公論新社 210.1||Ta 215002972

39 原爆の落ちた日 決定版(PHP文庫:は9-21)
半藤一利, 湯川
豊著

PHP研究所 210.75||Ha 215002974

40
革命前夜の地下出版(岩波人文書セレクショ
ン)

ロバート・ダーントン
[著]/関根素子, 二
宮宏之訳

岩波書店 235.06||Da 215002921

41 昭和天皇実録 第1 東京書籍 288.41||Sh||1 215002923

42 昭和天皇実録 第2 東京書籍 288.41||Sh||2 215002924

43 昭和天皇実録 第3 東京書籍 288.41||Sh||3 215002925

44 昭和天皇実録 第4 東京書籍 288.41||Sh||4 215002926

45
世界から戦争がなくならない本当の理由 : 戦
後70年の教訓

池上彰著 祥伝社 319.8||Ik 215002891

46
「慰安婦」問題と戦時性暴力 : 軍隊による性
暴力の責任を問う

高良沙哉著 法律文化社 329.67||Ta 215002913

47
統計はウソをつく : アフリカ開発統計に隠さ
れた真実と現実

モルテン・イェ
ルウェン著/渡
辺景子訳

青土社 331.86||Je 215002935

48
Getting to yes : negotiating agreement
without giving in 3rd ed : pbk(Penguin books.
Business/psychology)

by Roger Fisher and
William Ury, with
Bruce Patton, editor

Penguin 361.3||Fi 215002988

49
心を引き寄せる大人の伝え方集中講義
(Sanctuary books)

石黒圭著
サンクチュアリ
出版

361.454||Is 215002902

50
頭の回転が速い人の話し方 : あなたの会話
力が武器になるユニバーサル・トーク×戦闘
思考力

岡田斗司夫著 フォレスト出版 361.454||Ok 215002971



51 相手に届く「聞いてもらえる」話し方のコツ48 高嶌幸広著 実務教育出版 361.454||Ta 215002881

52
下層化する女性たち : 労働と家庭からの排
除と貧困

小杉礼子, 宮本
みち子編著

勁草書房 367.21||Ka 215002912

53
語源で増やすサイエンス英単語 : 語源とイ
メージイラストで理系の語彙を一気に増やし
て記憶にしっかり定着

清水建二著 ベレ出版 407||Sh 215002898

54 4Stepsエクセル統計 第4版 柳井久江著
オーエムエス出
版/星雲社 (発
売)

417||Ya 215002903

55
生命解読 : 分子生物学の30年(別冊日経サ
イエンス:208)

中西真人編
日経サイエンス/
日本経済新聞出
版社 (発売)

467||Se 215002934

56 マンガでわかる免疫学
河本宏著/しおざ
き忍作画/ビーコ
ムプラス制作

オーム社 491.8||Ka 215002885

57 水力学 第2版
宮井善弘 [ほか] 共
著 森北出版 534.1||Mi 215002888

58
ホームページ・ビルダー19スパテク136 : プロ
並みサイトがこの1冊で作れる!

西真由著 翔泳社 547.4833||Ni 215002904

59
人を惹きつける美しいウェブサイトの作り方 :
人に伝わるデザインと制作のレッスン

瀬口理恵著
SBクリエイティ
ブ

547.4833||Se 215002901

60 RFマイクロエレクトロニクス 第2版 入門編
Behzad Razavi
著

丸善出版 547.54||Ra 215002875

61 ネスレの稼ぐ仕組み 高岡浩三著 KADOKAWA 588.067||Ta 215002886

62
「消せるボールペン」30年の開発物語(小学館
新書:240)

滝田誠一郎著 小学館 589.73||Ta 215002878

63 日本農民政策史論 : 開拓・移民・教育訓練 伊藤淳史著
京都大学学術
出版会

611.921||It 215002930

64
日本の道路がわかる事典 : 知れば知るほど
おもしろい

浅井建爾著
日本実業出版
社

685.21||As 215002929

65
日本鉄道業の事業戦略 : 鉄道経営と地域活
性化

那須野育大著 白桃書房 686.3||Na 215002931

66 名画とは何か(白水社アートコレクション)
ケネス・クラーク
[著]/富士川義
之訳

白水社 720.1||Cl 215002962

67
一億人のデジカメ「構図」添削講座 : 写真が
めきめき上達する構図のルールと応用術

河野鉄平著 翔泳社 743||Ko 215002896



68
一億人のデジカメ写真添削講座 : 思い通りの
写真が撮れる、あとちょっとのコツ。

河野鉄平著 翔泳社 743||Ko 215002897

69 認知類型論(認知日本語学講座:第6巻)
中村渉, 佐々木
冠, 野瀬昌彦著

くろしお出版 810.1||Na 215002894

70
日本語教育学としてのライフストーリー : 語り
を聞き、書くということ(リテラシーズ叢書:5)

三代純平編 くろしお出版 810.7||Ni 215002917

71 TOEIC TEST英単語出るとこだけ! 改訂版 小石裕子著 アルク 830.79||Ko 215002884

72
絵で見る新TOEIC TEST英単語・熟語・定番
表現

ユ・スヨン著/
ユ・ミンキイラス
ト

IBCパブリッシ
ング

830.79||Yu 215002892

73
起きてから寝るまで英会話口慣らし練習帳
完全改訂版

長尾和夫, テッ
ド・リチャーズ執
筆解説

アルク 837.8||Na 215002899

74 ガウディ計画(下町ロケット:2) 池井戸潤著 小学館 913.6||Ik||2 215002937

75 ゆめにっき : あなたの夢に私はいない
ききやま原作/
日日日執筆

PHP研究所 913.6||Ki 215002965

76 十二大戦
西尾維新小説/
中村光イラスト
レーション

集英社 913.6||Ni 215002918

77
口訳万葉集/百人一首/新々百人一首(日本
文学全集:02)

折口信夫著/小
池昌代訳/丸谷
才一著

河出書房新社 918||Ni||02 215002919

78
精選漢詩集 : 生きる喜びの歌(ちくま新
書:1073)

下定雅弘著 筑摩書房 921||Sh 215002920

79 When Marnie was there : pbk Joan G. Robinson
HarperCollins
Children's
Books

933.7||Ro 215002947

80 アルケミスト : 夢を旅した少年
パウロ・コエーリョ
著/山川紘矢, 山
川亜希子訳

地湧社 969.3||Co 215002943
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