
資料番号 分類記号 書誌情報 出版社 著者 編集

1 835628 913 ぐりとぐら (ぐりとぐらの絵本) 福音館書店
中川李枝子(著名)/
大村百合子(絵)

2 835629 913 サイゼリヤのまちがいさがし : fromサイゼリヤキッズメニュー 新星出版社 サイゼリヤ

3 835630 726.5 はらぺこあおむし 改訂新版 偕成社
エリック=カール(著
名)/
もりひさし(訳)

4 835631 7.6 基本情報技術者パーフェクトラーニング過去問題集 平成20年度 秋期 - 平成30年度 秋期 技術評論社 西田明雄

5 835632 169.1 緊急守護霊インタビュー金正恩vs.ドナルド・トランプ (OR BOOKS) 幸福の科学出版 大川隆法

6 835633 ペンギン・ハイウェイ (角川文庫 ; 17684) 角川書店 森見登美彦

7 835634 運命の三人  上, 下.(角川文庫 ;  20117-20118, [キ9-2]-[キ9-3]) KADOKAWA
スティーヴン・キン
グ(著名)/
風間賢二(訳)

8 835635 運命の三人  上, 下.(角川文庫 ;  20117-20118, [キ9-2]-[キ9-3]) KADOKAWA
スティーヴン・キン
グ(著名)/
風間賢二(訳)

9 835636 荒地 上, 下.(角川文庫 ;  20218-20219, [キ9-4]-[キ9-5]) KADOKAWA
スティーヴン・キン
グ(著名)/
風間賢二(訳)

10 835637 荒地 上, 下.(角川文庫 ;  20218-20219, [キ9-4]-[キ9-5]). KADOKAWA
スティーヴン・キン
グ(著名)/
風間賢二(訳)

11 835638 ガンスリンガー (角川文庫 ;  20116, [キ9-1]). KADOKAWA
スティーヴン・キン
グ(著名)/
風間賢二(訳)

12 835639 白鯨 / メルヴィル作 ; 八木敏雄訳 ; 上, 中, 下. -- 岩波書店, 2004.8-2004.12. -- 3冊 ; 15cm. -- (岩波文庫 ; 赤(32)-308-1,2,3).岩波書店
メルヴィル(著名)/
八木敏雄(訳)

13 835640 冷たい校舎の時は止まる上, 下.(講談社文庫 ; [つ-28-1]-[つ-28-2]). 講談社 辻村深月

14 835641 旅をする木 (文春文庫) 文藝春秋 星野道夫

15 835642 白鯨 上, 中, 下. (岩波文庫 ; 赤(32)-308-1,2,3). 岩波書店
メルヴィル(著名)/
八木敏雄(訳)

16 835643 冷たい校舎の時は止まる 上, 下(講談社文庫 ; [つ-28-1]-[つ-28-2]). 講談社 辻村深月

17 835644 地底旅行 (岩波文庫 ; 赤(32)-569-2). 岩波書店
ジュール・ヴェルヌ
(著名)/朝比奈弘治
(訳)

18 835645 とんび (角川文庫 ; 17069). 角川書店 重松清

19 835646 白鯨 上, 中, 下. (岩波文庫 ; 赤(32)-308-1,2,3). 岩波書店
メルヴィル(著名)/
八木敏雄(訳)

20 835647 913.6 ぐるりと ロクリン社 島崎町

21 835648 159.5 君たちはどう生きるか マガジンハウス 吉野源三郎

22 835649 596.33 ジビエ教本 : 野生鳥獣の狩猟から精肉加工までの解説と調理技法 誠文堂新光社 依田誠志

23 835650 767.8 アイドル国富論 : 聖子・明菜の時代からAKB・ももクロ時代までを解く 東洋経済新報社 境真良

24 835651 798.5 電遊奇譚 筑摩書房 藤田祥平

25 835652 141.75 小さな習慣 ダイヤモンド社
スティーヴン・ガイ
ズ(著名)田口未和
(訳)

26 835653 498.39 超ストレス解消法 : イライラが一瞬で消える100の科学的メソッド 鉄人社 鈴木祐(著名)

27 835654 913.6 Tの衝撃 実業之日本社 安生正

28 835655 渚にて : 人類最後の日 (創元SF文庫) 東京創元社
ネヴィル・シュート
(著名)/
佐藤竜雄(訳)

平成30年度ブックハンティングリスト



29 835656 アメリカン・スナイパー   (ハヤカワ文庫 ; NF427). 早川書房
クリス・カイル, ジ
ム・デフェリス, ス
コット・マキューエン

30 835657 職業としての地下アイドル (朝日新書 ; 631). 朝日新聞出版 姫乃たま

31 835658 754.9 端正な折り紙 : The beauty of origami ナツメ社 山口真

32 835659 786.5 アレックス・モールトンの世界 (Cyclo Graph : The magazine for bike enthusiasts ; 2015Autumn). ホビージャパン

33 82112 546 最新電気鉄道工学 3訂版 コロナ社
電気学会電気
鉄道における教
育調査専門委

34 835660 540 最新図解電気の基本としくみがよくわかる本 ナツメ社 福田務(監修)

35 835661 魔法使いハウルと火の悪魔 (徳間文庫 ;  シ1-1). 徳間書店
ダイアナ・ウィン・
ジョーンズ(著名)西
村醇子(訳)

36 835662 読んでいない本について堂々と語る方法 (ちくま学芸文庫 ; [ハ-46-1]). 筑摩書房
ピエール・バイヤー
ル(著名)大浦康介
(訳)

37 835663 913.6 悲終伝 (講談社ノベルス ; [ニJ-42]) 講談社 西尾維新

38 835664 時限病棟 (実業之日本社文庫 ; ち1-2). 実業之日本社 知念実希人

39 835665 仮面病棟 (実業之日本社文庫 ; [ち11]). 実業之日本社 知念実希人

40 835666 リアルフェイス (実業之日本社文庫 ; ち1-3) 実業之日本社 知念実希人

41 835667 少女地獄 (角川文庫) 角川書店 夢野久作

42 835668 578.5 図解よくわかるナノセルロース / ナノセルロースフォーラム編 日刊工業新聞社
ナノセルロース
フォーラム

43 835669 7.64 スラスラわかるC# (Beginner's Best Guide to Programming) 翔泳社 岩永信之

44 835670 457.8 怪異古生物考 (生物ミステリー) 技術評論社 土屋健

45 835671 正義のパンチは光の速さ!? (角川文庫 ;  20389 . 空想科学読本) KADOKAWA 柳田理科雄

46 835672 空想科学読本 : 3分間で地球を守れ!? (角川文庫 ; 20208). KADOKAWA 柳田理科雄

47 835673 空想科学読本 : 滅びの呪文で、自分が滅びる! (角川文庫 ; 21041) KADOKAWA 柳田理科雄

48 835674 404 アリエナクナイ科学ノ教科書 : 空想設定を読み解く31講 ソシム くられ

49 835675 404 アリエナイ理科式世界征服マニュアル 三才ブックス
亜留間次郎(著名)/
薬理凶室(監修)

50 835676 482 わけあって絶滅しました。 : 世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑 ダイヤモンド社
丸山貴史(著名)/サ
トウマサノリ, ウエタ
ケヨーコ(絵)

51 835677 504 身のまわりのすごい技術大百科 : 雑学科学読本 KADOKAWA
涌井良幸/涌井貞
美

52 835678 548.2 コンピューター&テクノロジー解体新書 : ビジュアル版 SBクリエイティブ
ロン・ホワイト(著
名)/
ティモシー・エドワー

53 835679 304 超日本人の時代 : お花畑からの脱却 アイバス出版 KAZUYA

54 835680 302.1 まだ日本人が気づかない日本と世界の大問題 徳間書店
ケント・ギルバート/
上念司

55 835681 7.609 SQL辞典 翔泳社
プロジェクトA株式
会社/
松原澪

56 835682 7.35 ITエンジニアの英語術最強の教科書 : 米国マイクロソフトの現場で学んだスキル KADOKAWA 板垣政樹

57 835683 302.1 マスコミはなぜここまで反日なのか : 日本覚醒の桎梏! 宝島社 ケント・ギルバート

58 835684 336.17 情報セキュリティマネジメント過去問題集 平成30年度秋期 インプレス 五十嵐聡



59 835685 7.64 Pythonの絵本 : Pythonを楽しく学ぶ9つの扉 翔泳社 アンク

60 835686 336.17 情報セキュリティマネジメント教科書 平成30年度春期秋期 インプレス
瀬戸美月, 齋藤健
一

61 835687 鍵のかかった部屋 : 5つの密室 新潮社 似鳥鶏 [ほか]

62 835688 優しい死神の飼い方 光文社 知念実希人

63 835689 黒猫の小夜曲 光文社 知念実希人

64 835690 スマホを落としただけなのに 宝島社 志駕晃

65 835691 913.6 ドッペルゲンガーの銃 文藝春秋 倉知淳

66 835692 913.6 沈黙のパレード 文藝春秋 東野圭吾

67 835693 913.6 ただし、無音に限り (ミステリ・フロンティア ; 99) 東京創元社 織守きょうや

68 835694 913.6 ヤタガラス (下町ロケット [4]) 小学館 池井戸潤

69 835695 913.6 ゴースト  (下町ロケット [3]) 小学館 池井戸潤

70 835696 141.34 超高速暗記術 : 資格試験に忙しくても一発合格! 大和書房 鬼頭政人

71 835697 ハケンアニメ!  (マガジンハウス文庫 ; [つ2-1]) マガジンハウス 辻村深月

72 835698 自閉症の僕が跳びはねる理由 (角川文庫 ; 19802, 19816) KADOKAWA 東田直樹

73 835699 もう一つのシアター! : 有川浩脚本集  (メディアワークス文庫 ; 0084, [あ1-3]) アスキー・メディアワークス
有川浩(著名)/石山
英憲(脚本設定)

74 835700 万能鑑定士Qの推理劇(角川文庫 ; 17182, ま26-322, 17365, ま26-323, 17924, ま26-324, 18108, ま26-325)角川書店 松岡圭祐

75 835701 終電の神様 (実業之日本社文庫 ; あ13-1) 実業之日本社 阿川大樹

76 835702 始発のアフターファイブ (実業之日本社文庫 ; あ13-2) 実業之日本社 阿川大樹

77 835703 万能鑑定士Qの推理劇 (角川文庫 ; 17182, ま26-322, 17365, ま26-323, 17924, ま26-324, 18108, ま26-325)角川書店 松岡圭祐

78 835704 万能鑑定士Qの推理劇 (角川文庫 ; 17182, ま26-322, 17365, ま26-323, 17924, ま26-324, 18108, ま26-325)角川書店 松岡圭祐

79 835705 万能鑑定士Qの推理劇 (角川文庫 ; 17182, ま26-322, 17365, ま26-323, 17924, ま26-324, 18108, ま26-325)角川書店 松岡圭祐

80 835706 論理パラドクス・勝ち残り編 : 議論力を鍛える88問 (二見文庫) 二見書房 三浦俊彦

81 835707 7.64 Visual Basic 2017パーフェクトマスター : Microsoft Visual Studio Community 2017版 : ダウンロードサービス付 秀和システム 金城俊哉

82 835708 778.77 いつかすべてが君の力になる (14歳の世渡り術) 河出書房新社 梶裕貴

83 835709 800年後に会いにいく (幻冬舎文庫 ; か-49-1) 幻冬舎 河合莞爾

84 835710 殺意の対談 (角川文庫 ; ふ33-2) KADOKAWA 藤崎翔

85 835711 君の隣に (講談社文庫 ; ほ37-2) 講談社 本多孝好

86 835712 青の数学 (新潮文庫 ; 10610, お-96-1) 新潮社 王城夕紀

87 835713 悪魔のいる天国  改版 (新潮文庫 ; ほ-4-6) 新潮社 星新一

88 835714 ひとにぎりの未来  改版 (新潮文庫 ; ほ-4-21) 新潮社 星新一



89 835715 声の網  改版 (角川文庫 ; 14095) 角川書店 星新一

90 835716 お隣さんが殺し屋さん (角川文庫 ; 20635, [ふ33-3]) KADOKAWA 藤崎翔

91 835717 こんにちは刑事 (デカ) ちゃん (中公文庫 ; [ふ-47-1]) 中央公論新社 藤崎翔

92 835718 7.64 Androidによるロボット制御 工学社 大川善邦

93 835719 537 自動運転 : システム構成と要素技術 森北出版
保坂明夫/青木啓
二/津川定之共

94 835720 537.2 きちんと知りたい!自動車低燃費メカニズムの基礎知識 : 173点の図とイラストで低燃費メカと環境技術のしくみの「なぜ?」がわかる! 日刊工業新聞社 飯塚昭三

95 835721 507.7 電気・電子を説明する英語 森北出版 宮野晃

96 835722 ブレイブ・ストーリー 上, 中, 下 (角川文庫 ; 14237-14239) 角川書店 宮部みゆき

97 835723 209 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 : 公立高校教師YouTuberが書いた SBクリエイティブ 山﨑圭一

98 835724 579.9 合成生物学の衝撃 文藝春秋 須田桃子

99 835725 596 ゆる自炊BOOK : 料理って意外に簡単らしい : ビギナーさんいらっしゃい! 比留間深雪

100 835726 31 遊べる!学べる!怒濤のクイズ連投500問! 初級編 セブンデイズウォー
セブンデイズ
ウォー

101 835727 31 遊べる!学べる!怒濤のクイズ連投500問! 中級編 セブンデイズウォー
セブンデイズ
ウォー

102 835728 31 遊べる!学べる!怒濤のクイズ連投500問! 上級編 セブンデイズウォー
セブンデイズ
ウォー

103 835729 31.5 ギネス世界記録 / クレア・フォルカード編 ; 石原尚子 [ほか] 編集・翻訳 ; 2004 - 2019. -- ポプラ社, 2004.3-. -- 冊 ; 25-28cm.クレア・フォルカードポプラ社
石原尚子 [ほ
か](訳)

クレア・フォル
カード/石原尚
子 [ほか]

104 835730 431.11 ビジュアル大百科元素と周期表 化学同人 トム・ジャクソン 伊藤伸子

105 835731
ユーキャンの乙種第4類危険物取扱者速習レッスン / ユーキャン危険物取扱者試験研究会編.
-- 第4版. --コレだけ!50+(16p) + 予想模擬試験(29p).

ユーキャン学び出版

106 82113 440.12 宇宙空間物理学  第5版 裳華房 大林辰蔵
今井功 [ほか
共] 編

107 835732 501.4 ナノ材料のリスク評価のおはなし (おはなし科学・技術シリーズ). 日本規格協会 篠原直秀

108 835733 川の深さは (講談社文庫 ; [ふ-59-4]). 講談社 福井晴敏

109 835734 終戦のローレライ 1 - 4(講談社文庫 ; [ふ-59-5]-[ふ-59-8]) 講談社 福井晴敏

110 835735 終戦のローレライ 1 - 4(講談社文庫 ; [ふ-59-5]-[ふ-59-8]) 講談社 福井晴敏

111 835736 終戦のローレライ 1 - 4(講談社文庫 ; [ふ-59-5]-[ふ-59-8]) 講談社 福井晴敏

112 835737 終戦のローレライ 1 - 4(講談社文庫 ; [ふ-59-5]-[ふ-59-8]) 講談社 福井晴敏

113 835738 0能者ミナト (メディアワークス文庫 ; は2-12) KADOKAWA 葉山透

114 835739 扉子と不思議な客人たち (メディアワークス文庫 ;  0628 . ビブリア古書堂の事件手帖) KADOKAWA 三上延

115 835740 ゼロの迎撃 (宝島社文庫 ; [Cあ-13-2]) 宝島社 安生正

116 835741 神秘のセラピスト (新潮文庫 ;  10695, ち-7-5 ) 新潮社 知念実希人

117 835742 悲恋のシンドローム  (新潮文庫 ;  10498, ち-7-4 ) 新潮社 知念実希人

118 835743 ファントムの病棟 (新潮文庫 ;  10163, ち-7-2) 新潮社 知念実希人



119 835744 天久鷹央の推理カルテ / 知念実希人著. -- 新潮社, 2014.10. -- 286p ; 16cm. -- (新潮文庫 ; 10064, ち-7-1).新潮社 知念実希人

120 835745 大須裏路地おかまい帖 : あやかし長屋は食べざかり (宝島社文庫 ; Cか-14-1). 宝島社 神凪唐州

121 835746 ゼロの激震  (宝島社文庫 ; [Cあ-13-3]). 宝島社 安生正

122 835747 913.6 悲球伝  (講談社ノベルス ; [ニJ-41]). 講談社 西尾維新

123 835748 913.6 悲衛伝  (講談社ノベルス ; [ニJ-39]). 講談社 西尾維新

124 835749 密室のパラノイア  (新潮文庫 ;  10305, ち-7-3) 新潮社 知念実希人

125 835750 913.6 狩人の悪夢 KADOKAWA 有栖川有栖

126 835751 404 アリエナイ理科ノ大事典  : 文科省絶対不認可教科書 / 薬理凶室文・監修 三才ブックス 薬理凶室文(監修)

127 835752 913.6 掟上今日子の乗車券 講談社 西尾維新

128 835753 913.6 幼女戦記 9 Omnes una manet nox. KADOKAWA カルロ・ゼン

129 835754 913.6 ダンガンロンパ霧切  6 (星海社FICTIONS ; キ1-06) 星海社 北山猛邦

130 835755 913.6 ダンガンロンパ十神  (上)　世界征服未遂常習犯 (星海社FICTIONS ;  サ2-02) 星海社 佐藤友哉

131 835756 913.6 傷物語 涜葬版 講談社 西尾維新

132 835757 410.9 ヴァン・リント&ウィルソン組合せ論  上 丸善出版
J.H.ヴァン・リント,
R.M.ウィルソン(著
名)/澤正憲, 萩田真

133 835758 726.5 ゆめのまち : なんどもなんどもあそべるかくれんぼ絵本 (チャレンジミッケ! ; 2) 小学館
ウォルター・ウィック
(著名)/
糸井重里(訳)

134 835759 726.5 おもちゃばこ : こどももおとなもあそべるかくれんぼ絵本(チャレンジミッケ! ; 1) 小学館
ウォルター・ウィック
(著名)/
糸井重里(訳)

135 835760 549.7 FPGA入門 : field programmable gate array : 回路図とHDLによるディジタル回路設計 秀和システム すすたわり

136 835761 413.3 図解眠れなくなるほど面白い微分積分 / 大上丈彦監修. -- 日本文芸社, 2018.4. -- 127p ; 21cm. 日本文芸社 大上丈彦(監修)

137 835762 764.6 ステップアップ吹奏楽ブラスバンド上達のポイント55 (コツがわかる本) メイツ出版 佐藤博(監修)

138 835763 778.7 「はやぶさ」 : 2つのミッションを追って : "HAYABUSA"ミッション9年間のドキュメント 誠文堂新光社 上坂浩光

139 835764 404 図解もっと身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本 : 思わずだれかに話したくなる / 左巻健男編著. -- 明日香出版社, 2018.10. -- 223p : 挿図 ; 19cm. -- (Asuka business & language books).明日香出版社 左巻健男 左巻健男

140 835765 913.6 幼女戦記 7 Ut sementem feceris, ita metes. KADOKAWA カルロ・ゼン

141 835766 913.6 オーバーロード = OVERLORD 聖王国の聖騎士 上(12) 下(13) KADOKAWA 丸山くがね

142 835767 913.6 幼女戦記 6 Nil admirari. KADOKAWA カルロ・ゼン

143 835768 913.6 幼女戦記 8 In omnia paratus. KADOKAWA カルロ・ゼン

144 835769 440 世界で一番美しい深宇宙図鑑 : 太陽系から宇宙の果てまで 創元社

 ホヴァート・スヒリン
グ(著名)/武井摩利
(訳)

145 835770 837
5-minute Disney Pixar stories / [written by Wendy Loggia ... [et al.] ; illustrated by the Disney
storybook artists ... [et al.].].
-- 1st ed. -- Disney Press, c2012. -- 187 : col. ill. ; 28 cm.


