
タイトル 著者名等 出版社 請求記号

1 作って学べるUnityVRアプリ開発入門 大嶋 剛直 技術評論社 007.64||O77

2
Blender標準テクニック : ローポリキャラクター制作
で学ぶ3DCG

友
エムディエヌコー
ポレーション

007.642||To61

3 世界最先端の研究が教えるすごい心理学 内藤 誼人 総合法令出版 140||N29

4
+(プラス)1cm(センチ) : たった1cmの差があなたの
世界をがらりと変える

キム ウンジュ 文響社 159||Ki38

5
ズボラ習慣をリセットしたらやる気な自分が戻って
きました

わたなべ ぽん KADOKAWA 159||W46

6
図解でわかる時事重要テーマ100 : 業界・企業研
究にも使える

日経HR編集部 日経HR 307.8||N73||2021

7 一般常識&最新時事一問一答頻出1500問 角倉 裕之 高橋書店 307.8||Su61||2021

8
ティール組織 : マネジメントの常識を覆す次世代型
組織の出現

Laloux Frederic 英治出版 336.3||L14

9
入社1年目ビジネスマナーの教科書 : イラストでま
るわかり!

金森 たかこ プレジデント社 336.49||Ka45

10 図解99%の人がしていないたった1%の仕事のコツ 河野 英太郎
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

336||Ko76

11 できる人の仕事のしかた
Templar Richard
1950-2006

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

336||Te34

12 話し方で損する人得する人 五百田 達成
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

361.454||I61

13
あなたが「一番輝く」仕事を見つける最強の自己分
析

梅田 幸子 KADOKAWA 366.29||U64

14
私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&セオ
リー 2021 エントリーシート編

キャリアデザインプロ
ジェクト

PHP研究所 377.9||Ky1||2021=En

15
私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&セオ
リー 2021 面接編

キャリアデザインプロ
ジェクト

PHP研究所 377.9||Ky1||2021=Me

16 就活マナー : 要点マスター! 美土路 雅子
毎日コミュニ
ケーションズ

377.9||Ma31||2021=Yos

17 物理のエッセンス熱・電磁気・原子 浜島 清利 河合出版 420||H23||4e

18 物理のエッセンス力学・波動 浜島 清利 河合出版 420||H23||4e

19 流体の力学 : 水力学と粘性・完全流体力学の基礎 松尾 一泰 オーム社 423.8||Ma85

20 化学系学生にわかりやすい電気化学 井手本 康 コロナ社 431.7||I19

21 右脳式演習で学ぶ物理化学 : 熱力学と反応速度 上松 敬禧 三共出版 431||U41

22 大学実習分析化学 斎藤 信房 裳華房 433||Sa25||2e
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タイトル 著者名等 出版社 請求記号

23 構造有機化学 : 基礎から物性へのアプローチまで 中筋 一弘 東京化学同人 437.01||N42

24 フロンティア軌道論で理解する有機化学 稲垣 都士 化学同人 437||I52

25 鉱物アソビ : 暮らしのなかで愛でる鉱物の愉しみ方 フジイ キョウコ
スペースシャ
ワーブックス

459||F57

26
鉱物の秘密がわかる本 : 地球46億年の歴史を記
憶する、100種以上の鉱物・宝石をビジュアルで大
紹介!

科学雑学研究倶楽
部

学研プラス 459||Ka16

27 タンパク質分析 日本分析化学会 丸善出版 464.2||N71

28
薬用植物と生薬 : 四季を彩る薬用植物百撰とその
生薬の写真

木島 孝夫 廣川書店 499.87||Ko78

29 薬になる植物 難波 恒雄 保育社 499.87||N48

30
よくわかる4級QC検定合格テキスト : 品質管理検
定学習書

福井 清輔 弘文社 509.66||Y79

31 科学的に見るSDGs時代のごみ問題 松藤 敏彦 丸善出版 518.52||Ma88

32 機械設計技術者試験問題集
日本機械設計工業
会

日本理工出版会 531.9||N71||2019

33
詳解確率ロボティクス : Pythonによる基礎アルゴリ
ズムの実装

上田 隆一 講談社 548.3||U32

34 MATLAB/Simulinkによる制御工学入門 川田 昌克 森北出版 548.31||Ka98

35 はじめての制御工学 佐藤 和也 講談社 548.31||Sa85||2e

36
パワーエレクトロニクスとその応用 : 省エネ・エコ技
術

岸 敬二
東京電機大学出
版局

549.8||Ki56

37 リンのはなし : 生命現象から資源・環境問題まで 大竹 久夫 朝倉書店 569.5||O82

38
過去問パターン分析!高圧ガス製造保安責任者乙
種機械解法ガイド

伊藤 孝治 オーム社 571.8||I89

39 完全マスター高圧ガス製造保安責任者 : 乙種機械 辻森 淳 オーム社 571.8||Ka59

40
高圧ガス製造保安責任者甲種化学・機械試験問題
集

高圧ガス保安協会
高圧ガス保安協
会

571.8||Ko76||K31

41 化学工学の基礎 鈴木 善孝
東京電機大学出
版局

571||Su96

42 トコトンやさしいシリコーンの本 信越化学工業 日刊工業新聞社 578.437||Sh62

43
はじめてでも上手に作れる!ハーバリウムづくりの教
科書

平山 りえ 世界文化社 594.85||H69

44 競争戦略の基礎 福田 秀人 東洋経済新報社 675||F74||1

45
ニューヨークのアートディレクターがいま、日本のビ
ジネスリーダーに伝えたいこと : 世界に通用するデ
ザイン経営戦略

小山田 育
クロスメディア・
パブリッシング

675||O95



タイトル 著者名等 出版社 請求記号

46
MaaS : モビリティ革命の先にある全産業のゲーム
チェンジ

日高 洋祐 日経BP社 681||H54

47 語彙力がないまま社会人になってしまった人へ 山口 謠司 ワニブックス 814||Y24

48 ネット時代の手紙学 宮田 穣 北樹出版 816.6||Mi84

49 英単語の語源図鑑 : 見るだけで語彙が増える 清水 建二 かんき出版 834||Sh49

50 世界推理短編傑作集 1 江戸川 乱歩 東京創元社 908.3||E24||1

51 世界推理短編傑作集 2 江戸川 乱歩 東京創元社 908.3||E24||2

52 世界推理短編傑作集 3 江戸川 乱歩 東京創元社 908.3||E24||3

53 世界推理短編傑作集 4 江戸川 乱歩 東京創元社 908.3||E24||4

54 世界推理短編傑作集 5 江戸川 乱歩 東京創元社 908.3||E24||5

55 浜村渚の計算ノート 青柳 碧人 講談社 913.6||A57||1

56 ふしぎの国の期末テスト 青柳 碧人 講談社 913.6||A57||2

57 水色コンパスと恋する幾何学 青柳 碧人 講談社 913.6||A57||3

58 何者 朝井 リョウ 新潮社 913.6||A83

59 魔弾の射手 知念 実希人 新潮社 913.6||C46||Amj

60 Fate/Prototype蒼銀のフラグメンツ 1 桜井 光 KADOKAWA 913.6||F15||Pr=1

61 Fate/Prototype蒼銀のフラグメンツ 2 桜井 光 KADOKAWA 913.6||F15||Pr=2

62 Fate/Prototype蒼銀のフラグメンツ 3 桜井 光 KADOKAWA 913.6||F15||Pr=3

63 Fate/Prototype蒼銀のフラグメンツ 4 桜井 光 KADOKAWA 913.6||F15||Pr=4

64 Fate/Prototype蒼銀のフラグメンツ 5 桜井 光 KADOKAWA 913.6||F15||Pr=5

65 手のひらの音符 藤岡 陽子 新潮社 913.6||F65

66 退出ゲーム 初野 晴 角川書店 913.6||H42||Ha=1

67 初恋ソムリエ 初野 晴 角川書店 913.6||H42||Ha=2

68 空想オルガン 初野 晴 角川書店 913.6||H42||Ha=3
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69 千年ジュリエット 初野 晴 KADOKAWA 913.6||H42||Ha=4

70 惑星カロン 初野 晴 KADOKAWA 913.6||H42||Ha=5

71 ひとり吹奏楽部 : ハルチカ番外篇 初野 晴 KADOKAWA 913.6||H42||Ha=Ba

72 都会 (まち) のトム&ソーヤ はやみね かおる 講談社 913.6||H47||Ma=1

73 エアポケット （都会のトム&ソーヤ 15） はやみね かおる 講談社 913.6||H47||Ma=15

74 スパイシティ （都会のトム&ソーヤ 16） はやみね かおる 講談社 913.6||H47||Ma=16

75 乱!run!ラン! （都会のトム&ソーヤ 2） はやみね かおる 講談社 913.6||H47||Ma=2

76
いつになったら作戦 (ミッション) 終了? （都会のトム
&ソーヤ 3）

はやみね かおる 講談社 913.6||H47||Ma=3

77 四重奏（都会のトム&ソーヤ 4） はやみね かおる 講談社 913.6||H47||Ma=4

78 IN塀戸 上（都会のトム&ソーヤ 5） はやみね かおる 講談社 913.6||H47||Ma=5-1

79 IN塀戸 下（都会のトム&ソーヤ 5） はやみね かおる 講談社 913.6||H47||Ma=5-2

80 希望の糸 東野 圭吾 講談社 913.6||H55

81 薬屋のひとりごと 1 日向 夏 主婦の友社 913.6||H99||1

82 薬屋のひとりごと 2 日向 夏 主婦の友社 913.6||H99||2

83 薬屋のひとりごと 3 日向 夏 主婦の友社 913.6||H99||3

84 薬屋のひとりごと 4 日向 夏 主婦の友社 913.6||H99||4

85 薬屋のひとりごと 5 日向 夏 主婦の友社 913.6||H99||5

86 薬屋のひとりごと 6 日向 夏 主婦の友社 913.6||H99||6

87 薬屋のひとりごと 7 日向 夏 主婦の友社 913.6||H99||7

88 薬屋のひとりごと 8 日向 夏 主婦の友社 913.6||H99||8

89 茉莉花官吏伝 : 皇帝の恋心、花知らず 石田 リンネ KADOKAWA 913.6||I72||1

90 百年、玉霞を俟つ （茉莉花官吏伝 2） 石田 リンネ KADOKAWA 913.6||I72||2

91 月下賢人、堂に垂せず （茉莉花官吏伝 3） 石田 リンネ KADOKAWA 913.6||I72||3
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92 良禽、茘枝を択んで棲む  （茉莉花官吏伝 4） 石田 リンネ KADOKAWA 913.6||I72||4

93 天花恢恢疎にして漏らさず  （茉莉花官吏伝 5） 石田 リンネ KADOKAWA 913.6||I72||5

94 水は方円の器を満たす  （茉莉花官吏伝 6） 石田 リンネ KADOKAWA 913.6||I72||6

95 恋と嫉妬は虎よりも猛し  （茉莉花官吏伝 7） 石田 リンネ KADOKAWA 913.6||I72||7

96 終末なにしてますか?もう一度だけ、会えますか? 枯野 瑛 KADOKAWA 913.6||Ka65||Sh=7

97 終末なにしてますか?異伝リーリァ・アスプレイ 枯野 瑛 KADOKAWA 913.6||Ka65||Sh=Id

98
兵士の娘 （本好きの下剋上 : 司書になるためには
手段を選んでいられません;第1部) 1

香月 美夜 TOブックス 913.6||Ka99||1-1

99
兵士の娘 （本好きの下剋上 : 司書になるためには
手段を選んでいられません;第1部) 2

香月 美夜 TOブックス 913.6||Ka99||1-2

100
兵士の娘 （本好きの下剋上 : 司書になるためには
手段を選んでいられません;第1部) 3

香月 美夜 TOブックス 913.6||Ka99||1-3

101 黒い家 貴志 祐介 角川書店 913.6||Ki56

102 悪の教典 上 貴志 祐介 文藝春秋 913.6||Ki56||1

103 悪の教典 下 貴志 祐介 文藝春秋 913.6||Ki56||2

104 僕とおじいちゃんと魔法の塔 1 香月 日輪 角川書店 913.6||Ko99||1

105 僕とおじいちゃんと魔法の塔 2 香月 日輪 角川書店 913.6||Ko99||2

106 僕とおじいちゃんと魔法の塔 3 香月 日輪 角川書店 913.6||Ko99||3

107 僕とおじいちゃんと魔法の塔 4 香月 日輪 角川書店 913.6||Ko99||4

108 僕とおじいちゃんと魔法の塔 5 香月 日輪 角川書店 913.6||Ko99||5

109 僕とおじいちゃんと魔法の塔 6 香月 日輪 角川書店 913.6||Ko99||6

110 ふがいない僕は空を見た 窪 美澄 新潮社 913.6||Ku11

111 向日葵の咲かない夏 道尾 秀介 新潮社 913.6||Mi13

112 万能女中コニー・ヴィレ 百七花亭 Jパブリッシング 913.6||Mo31

113 私の消滅 中村 文則 文藝春秋 913.6||N37

114 吉祥寺の朝日奈くん 中田 永一 祥伝社 913.6||N43
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115 白いしるし 西 加奈子 新潮社 913.6||N81

116 兎吊木垓輔の戯言殺し 西尾 維新 講談社 913.6||N86

117 曳かれ者の小唄 西尾 維新 講談社 913.6||N86

118 クビキリサイクル : 青色サヴァンと戯言遣い 西尾 維新 講談社 913.6||N86

119 噂 荻原 浩 新潮社 913.6||O25

120 メアリー・スーを殺して : 幻夢コレクション 乙一 朝日新聞出版 913.6||O87

121 失はれる物語 乙一 角川書店 913.6||O87

122 犬も食わない 尾崎 世界観 新潮社 913.6||O96

123 キノの旅 : the beautiful world 時雨沢 恵一 メディアワークス 913.6||Sh29||Ki=22

124 13階段 高野 和明 講談社 913.6||Ta47

125 ジェノサイド 上 高野 和明 KADOKAWA 913.6||Ta47||1

126 ジェノサイド 下 高野 和明 KADOKAWA 913.6||Ta47||2

127 翼を持つ少女 山本 弘 東京創元社 913.6||Y31||BIS

128 幽霊なんて怖くない 山本 弘 東京創元社 913.6||Y31||BIS

129 世界が終わる前に 山本 弘 東京創元社 913.6||Y31||BIS

130 君の知らない方程式 山本 弘 東京創元社 913.6||Y31||BIS

131 ラピスラズリ 山尾 悠子 筑摩書房 913.6||Y41

132 満願 米澤 穂信 新潮社 913.6||Y84

133 夏の庭 : the friends 湯本 香樹実 新潮社 913.6||Y97

134 王妃の帰還 柚木 麻子 実業之日本社 913.6||Y99

135 モルグ街の殺人 ; 黄金虫
Poe Edgar Allan
1809-1849

新潮社 933.6||P76

136 謎の物語 紀田 順一郎 筑摩書房 933.68||Ki12

137 短篇小説日和 : 英国異色傑作選 西崎 憲 筑摩書房 933.68||N87
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138 火曜クラブ
Christie Agatha
1890-1976

早川書房 933.7||C58

139 グッド・オーメンズ 上 Gaiman Neil KADOKAWA 933.7||G15||1

140 グッド・オーメンズ 下 Gaiman Neil KADOKAWA 933.7||G15||2

141 隅の老人の事件簿
Orczy Emmuska
Orczy Baroness
1865-1947

東京創元社 933.7||O71

142 Lord Brocktree : a novel of Redwall Jacques Brian ACE Books 933||J12||13

143 幻想怪奇短篇集 渋沢 龍彦 河出書房新社 953.68||Sh21


