
電子図書名 著者名

三四郎はそれから門を出た 新装版 （ポプラ文庫） 三浦 しをん : 著

ありがとう、さようなら （角川文庫） 瀬尾 まいこ : 著

学生時代にやらなくてもいい20のこと 朝井 リョウ : 著

時をかけるゆとり 朝井 リョウ : 著

鍵のかかった部屋 （角川e文庫） 貴志 祐介 : 著

硝子のハンマー （角川e文庫） 貴志 祐介 : 著

横道世之介 （文春ウェブ文庫） 吉田 修一 : 著

スイート・ホーム 原田 マハ : 著

翔ぶ少女 （ポプラ文庫） 原田 マハ : 著

黒のショートショート 山口 タオ : 著

白のショートショート 山口 タオ : 著

ライオンのおやつ 小川 糸 : 著

食堂かたつむり （ポプラ文庫） 小川 糸 : 著

温室デイズ （角川e文庫） 瀬尾 まいこ : 著

世界から猫が消えたなら 川村 元気 : 著

一刀斎夢録 上 浅田 次郎 : 著

一刀斎夢録 下 浅田 次郎 : 著

百貨の魔法 村山 早紀 : 著

かがみの孤城 辻村 深月 : 著

鍵のない夢を見る 辻村 深月 : 著

ハケンアニメ! 辻村 深月 : 著

わたしの美しい庭 凪良 ゆう : 著

Windows 10基本技　電子版(今すぐ使えるかんたんmini) 技術評論社編集部：著/AYURA：著

情報処理安全確保支援士教科書　2019年度(徹底攻略) 瀬戸 美月：著/齋藤 健一：著

かんたん合格ITパスポート教科書　2019年度 坂下 夕里：著/ラーニング編集部：著

情報セキュリティマネジメント教科書　2019年度(徹底攻略) 瀬戸 美月：著/齋藤 健一：著

応用情報技術者教科書　2019年度(徹底攻略) 瀬戸 美月：著

応用情報技術者過去問題集　2019年度(徹底攻略) 五十嵐 聡：著

ネットワークスペシャリスト教科書　2019年度(徹底攻略) 瀬戸 美月：著

かんたん合格基本情報技術者過去問題集　令和元年度秋期 ノマド・ワークス：著

かんたん合格ITパスポート過去問題集　令和元年度秋期 間久保 恭子：著

データベーススペシャリスト教科書　令和2年度(徹底攻略) 瀬戸 美月：著

情報セキュリティマネジメント過去問題集　令和2年度春期(徹底攻略) 五十嵐 聡：著

徹底攻略ITパスポート教科書+模擬問題　令和2年度 間久保 恭子：著

徹底図解本格!開運手相術 （コツがわかる本） 北島 禎子：著

冠婚葬祭のマナー常識　電子書籍版(PHP文庫) 幸運社：編

要点マスター!就活マナー　2020年度版　電子版(マイナビオフィシャル就活BOOK) 美土路 雅子：著

中学の英語「総まとめ」を7日間で攻略する本(「勉強のコツ」シリーズ) 大鐘 雅勝：著/向山 洋一：編

小学生の学力を上げる秋田県式“勉強のルール” （パパ!ママ!教えて!） 菅原 敏：著

採集して観察する海岸の石ころ   -種類・成り立ち・地質・地層を調べる-（子供の科学★サイエンスブック） 渡辺 一夫：著

集めて調べる川原の石ころ	  -名前・特徴・地質がわかる- （子供の科学★サイエンスブック） 渡辺 一夫：著

自然科学

ご利用には、図書館カード番号・パスワードが必要です

新規パスワードの登録は、図書館ホームページ”パスワードの新規登録・再登録”から行えます

総記

社会科学
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地図の「読み方」術	  -地図と歩こう調べよう- （子供の科学★サイエンスブック） 渡辺 一夫：著

子どものツボ押しマッサージ （コツがわかる本） 鵜沼 宏樹：監修

「算数の教え方」がわかる本 改訂版 （パパ!ママ!教えて!） 牛瀧 文宏：監修

今すぐ使えるかんたんWindowsタブレット　電子版 オンサイト：著/技術評論社編集部：著

Facebook100%活用ガイド(スマートフォンPRESS) リブロワークス：著

Twitterツイッター100%活用ガイド(スマートフォンPRESS) リンクアップ：著

今すぐ使えるかんたんLINEライン入門　電子版(Imasugu Tsukaeru Kantan Series) リブロワークス：著

今すぐ使えるかんたんインターネット&メール　電子版(Imasugu Tsukaeru Kantan Series) リブロワークス：著

レオナルド・ダ・ヴィンチ絵画集 レオナルド・ダ・ヴィンチ：画/西洋画研究会：著

歌麿美人画 喜多川 歌麿：画/クールジャパン研究部：著

北斎漫画　動植物・伝説の生物編 葛飾 北斎：画/クールジャパン研究部：著

写楽 謎多き天才絵師 東洲斎 写楽：画/クールジャパン研究部：著

北斎漫画　江戸庶民編 葛飾 北斎：画/クールジャパン研究部：著

北斎漫画　戦編 葛飾 北斎：画/クールジャパン研究部：著

葛飾北斎富嶽百景 葛飾 北斎：画/クールジャパン研究部：著

歌川広重 東海道五十三次 歌川 広重：画/クールジャパン研究部：著

広重『名所江戸百景』 安藤 広重：画/クールジャパン研究部：著

冨嶽三十六景 葛飾 北斎：著

江戸の美を彩る風神雷神図屛風 俵屋宗達 俵屋 宗達：画/クールジャパン研究部：著

狩野派 美の系譜 クールジャパン研究部：著

狩野派 美の系譜　2 クールジャパン研究部：著

妖怪絵草紙と怪談で楽しく学ぶ!「くずし字」読解のポイント （コツがわかる本） 山本 明 :著

子供のための英語で自己表現ワーク　1 宮 清子：監修/山下 千里：執筆/岩本 由美子：執筆

子供のための英語で自己表現ワーク　2 宮 清子：監修/岩本 由美子：執筆

子供のための英語で自己表現ワーク　3 宮 清子：執筆/松下 恵子：執筆

読めばわかる!ことわざ(朝日小学生新聞のドクガク! 学習読みものシリーズ) 田中 友樹：監修/朝日小学生新聞：編著/はし あさこ：イラスト

読めばわかる!四字熟語(朝日小学生新聞のドクガク! 学習読みものシリーズ) 田中 友樹：監修/朝日小学生新聞：編著/はし あさこ：イラスト

熱血!故事成語道場　1(朝日小学生新聞の学習まんが) 上重 さゆり：まんが

熱血!故事成語道場　2(朝日小学生新聞の学習まんが) 上重 さゆり：まんが

シンデレラ（英語と日本語）

ヘンゼルとグレーテル（英語と日本語）

ジャックとまめのき（英語と日本語）

シンデレラ（フランス語と日本語）

ヘンゼルとグレーテル（フランス語と日本語）

ジャックとまめのき（フランス語と日本語）

シンデレラ（スペイン語と日本語）

ヘンゼルとグレーテル（スペイン語と日本語）

ジャックとまめのき（スペイン語と日本語）

シンデレラ（ドイツ語と日本語）

ヘンゼルとグレーテル（ドイツ語と日本語）

ジャックとまめのき（ドイツ語と日本語）

シンデレラ（イタリア語と日本語）

ヘンゼルとグレーテル（イタリア語と日本語）

ジャックとまめのき（イタリア語と日本語）

シンデレラ（ブラジル・ポルトガル語と日本語）

ヘンゼルとグレーテル（ブラジル・ポルトガル語と日本語）

ジャックとまめのき（ブラジル・ポルトガル語と日本語）

シンデレラ（中国語と日本語）

ヘンゼルとグレーテル（中国語と日本語）

ジャックとまめのき（中国語と日本語）

シンデレラ（韓国語と日本語）

ヘンゼルとグレーテル（韓国語と日本語）

ジャックとまめのき（韓国語と日本語）

絵本

技術工学

芸術美術

言語語学


