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0：総　記(いろいろなジャンル）・出版・図書館・本・読書・雑学・新聞

マンガでやさしくわかる中学生・高校生のための手帳の使い方
NOLTYプランナーズ 監修　日本能率協会マネジメン

トセンター 編　葛城かえで シナリオ制作　姫野よしか

ず 作画

日本能率協会マネジメントセン

ター
2017.3 002.7-ｶﾂ

情報セキュリティ読本 Information Security Reader　IT時代の危機管理入門 情報処理推進機構 編著 実教出版 2018.10 007.3-ｼｮ

読書の魅力を伝える講座　平成30年度高校生読書推進事業報告書 国立青少年教育推進機構 文字・活字文化推進機構 2019 019-ﾄｸ

ギネス世界記録　2019 クレイグ・グレンディ 編
角川アスキー総合研究所

KADOKAWA
2018.9 031-ｷﾈ-2019

１：哲　学・心　理・宗　教

マンガでやさしくわかるレジリエンス
久世浩司 著　松尾陽子 マンガ原作　朝戸こ

ろも 作画

日本能率協会マネジメントセン

ター
2015.10 141.8-ｸｾ

マンガでやさしくわかるアドラー心理学
岩井俊憲 著　星井博文 シナリオ制作　深森

あき 作画

日本能率協会マネジメントセン

ター
2014.7 146.1-ｲﾜ-1

マンガでやさしくわかるアドラー心理学　2　実践編
岩井俊憲 著　星井博文 シナリオ制作　深森

あき 作画

日本能率協会マネジメントセン

ター
2014.12 146.1-ｲﾜ-2

マンガでやさしくわかるアドラー心理学　人間関係編
岩井俊憲 著　星井博文 シナリオ制作　サノマ

リナ 作画

日本能率協会マネジメントセン

ター
2015.8 146.1-ｲﾜ

ペンギンうらない PENGUIN BIBLIOMANCY 坂崎千春 著 文響社 2018.8 148.9-ｻｶ

机の前に貼る一行 ひきたよしあき 著 朝日学生新聞社 2017.6 159.5-ﾋｷ

マンガでわかる!　10代に伝えたい名言集 定政敬子 文　北谷彩夏 絵 大和書房 2018.3 159.8-ﾏﾝ

日本の神様ご利益事典　イラストでまるわかり! 平藤喜久子 監修 神宮館 2018.3 172-ﾋﾗ

２：歴　史・人　物・地　理

エリア別だから流れがつながる世界史
祝田秀全 監修　かみゆ歴史編集部 編　朝

日新聞出版 編著
朝日新聞出版 2017.8 209-ｶﾐ

テーマ別だから理解が深まる日本史
山岸良二 監修　かみゆ歴史編集部 編　朝

日新聞出版 編著
朝日新聞出版 2018.6 210-ｶﾐ

まんが少年少女日本の歴史　22 金谷俊一郎 解説　森本一樹 まんが 小学館 2018.10 210-ｼﾖ-22

韓国の歴史 A HISTORY OF KOREA 水野俊平 著　李景珉 監修 河出書房新社 2017.1 221-ﾐｽ

旅する天皇　平成30年間の旅の記録と秘話 竹内正浩 著 小学館 2018.10 288.4-ﾀｹ

家紋無双　日本固有の文化である家紋を後世に伝えるプロジェクト 森本勇矢 著 知楽社　主婦の友社 2018.8 288.6-ﾓﾘ

るるぶ横浜鎌倉中華街　'19 JTBパブリッシング 2018.10 291.3-ﾙﾙ-2019

るるぶ伊勢志摩　'19 JTBパブリッシング 2018.4 291.5-ﾙﾙ-2019

面白南極料理人 西村淳 著 新潮社 2004.10 297.9-ﾆｼ

３：社会科学

文藝春秋オピニオン2019年の論点100 文藝春秋 2019.1 304-ﾌﾝ

「自分の子どもが殺されても同じことが言えるのか」と叫ぶ人に訊きたい 森達也 [著] 講談社 2018.11 304-ﾓﾘ

檻の中のライオン　憲法がわかる46のおはなし　ライオン=権力、檻=憲法で語る、憲法の入門書 楾大樹 著 かもがわ出版 2016.6 323.1-ﾊﾝ

池上彰のマンガでわかる経済学　1 池上彰 著　北田瀧 シナリオ　松浦まどか 作画　トレンド・プロ マンガ制作日本経済新聞出版社 2018.6 331-ｲｹ-1

まんがアフリカ少年が日本で育った結果 星野ルネ 著 毎日新聞出版 2018.8 334.4-ﾎｼ

マンガでやさしくわかるPDCA
川原慎也 著　松尾陽子 シナリオ制作　谷口

世磨 作画

日本能率協会マネジメントセン

ター
2016.12 336-ｶﾜ

マンガでやさしくわかるコーチング CTIジャパン 著　重松延寿 作画
日本能率協会マネジメントセン

ター
2014.3 336.4-ｼﾃ

マンガでやさしくわかるアンガーマネジメント
戸田久実 著　葛城かえで シナリオ制作　柾

朱鷺 作画

日本能率協会マネジメントセン

ター
2016.6 336.4-ﾄﾀ

幸福の増税論　財政はだれのために 井手英策 著 岩波書店 2018.11 342.1-ｲﾃ

統計でふりかえる平成日本の30年　あらゆるデータ統計から見た"ニッポンの真実" 双葉社 2018.11 351-ﾄｳ

マンガでやさしくわかるアサーション
平木典子 著　星井博文 シナリオ制作　サノマ

リナ 作画

日本能率協会マネジメントセン

ター
2015.7 361.4-ﾋﾗ

心をつかむビジュアル・ストーリー型プレゼンテーション　ふつうの女子大生たちが身につけた抜群のプレゼン力の秘

密
福岡女学院大学浮田ゼミ 編著 梓書院 2015.5 361.4-ﾌｸ

女性白書　2018 日本婦人団体連合会 編 ほるぷ出版 2018.8 367.2-ﾆﾎ-2018

母さんがどんなに僕を嫌いでも 歌川たいじ 著 KADOKAWA 2018.6 367.3-ｳﾀ

子供・若者白書　2018 内閣府/編集
日経印刷　全国官報販売協

同組合(発売)
2018.7 367.6-ｺﾄ-2018

マラス　暴力に支配される少年たち 工藤律子 著 集英社 2018.11 368.5-ｸﾄ

高齢社会白書　2018 内閣府/編集
日経印刷　全国官報販売協

同組合(発売)
2018.7 369.2-ｺｳ-2018

災害頻発時代の防災マニュアル　さまざまな状況に対応!　いざ!という時に役立つ厳選情報35 災害からいのちと日常を守る情報委員会 編 辰巳出版 2018.10 369.3-ｻｲ

自衛隊防災BOOK　自衛隊OFFICIAL LIFE HACK CHANNEL マガジンハウス 2018.8 369.3-ｼｴ

そのとき命を、家族を、救うため　地震水害　防災　これだけは「知っておきたい」BOOK 主婦の友社 編 主婦の友社 2019.1 369.3-ｼｭ

2018.9.6北海道胆振東部地震　緊急出版　報道写真集 北海道新聞社 編 北海道新聞社 2018.10 369.3-ﾎﾂ

子ども白書　：　「子どもを大切にする国」をめざして　2018 日本子どもを守る会／編 本の泉社 2018.8 369.4-ｺﾄ-2018
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３：社会科学　　　つづき

やっちゃんと3人のお母さん　ある中国残留日本人孤児のお話
荒木昭夫 文　神門やす子 え　平和・原発・く

らしを考える会 編
ウインかもがわ　かもがわ出版 2018.6 369.4-ﾍｲ

国語教育の危機　大学入学共通テストと新学習指導要領 紅野謙介 著 筑摩書房 2018.9 375.8-ｺｳ

今こそ知りたいアイヌ　北の大地、そこに生きる人々の歴史と文化、漫画「ゴールデンカムイ」… 三栄書房 2017.2 382.1-ｲﾏ

ヒゲの日本近現代史 阿部恒久 著 講談社 2013.7 383.5-ｱﾍ

猪・鹿・狸 早川孝太郎 [著] KADOKAWA 2017.11 384.3-ﾊﾔ

絵でみる江戸の女子図鑑 善養寺ススム 文・絵　江戸人文研究会 編 廣済堂出版 2015.2 384.6-ｴﾃ

メリークリスマス　世界の子どものクリスマス R.B.ウィルソン 文　市川里美 画　さくまゆみこ 訳BL出版 2018.10 386-ﾒﾘ

４：自然科学

理科年表　92 国立天文台/編 丸善出版 2018.11 403-ﾘｶ-2019

いきいき物理マンガで冒険 奥村弘二 マンガ・著 日本評論社 2018.10 420-ｵｸ

いきいき物理マンガで実験 奥村弘二 マンガ・著 日本評論社 2018.6 420.7-ｵｸ

ペンギン図鑑 上田一生 著　福武忍 画　鎌倉文也 写真 文渓堂 1997.8 488.6-ｳｴ

図解応急手当ハンドブック　アウトドア レスキュー 家庭 山本保博 監修 日本文芸社 2016.7 492.2-ｽｶ

図説国民衛生の動向　2017/2018　2017/2018 厚生労働統計協会／編集 厚生労働統計協会 2017.10 498-ｺｸ-2018/19

６：産　業

会社四季報業界地図　2019年版 東洋経済新報社 編 東洋経済新報社 2018.9 602.1-ｶｲ-2019

樹木たちの知られざる生活　森林管理官が聴いた森の声 ペーター・ヴォールレーベン 著 早川書房 2018.11 650-ｳｵ

日航機123便墜落最後の証言 堀越豊裕 著 平凡社 2018.7 687.7-ﾎﾘ

7：芸　術・スポーツ・芸能

マンガで学べる仏像の謎 田中ひろみ 著　青木淳 監修 JTBパブリッシング 2016.2 718-ﾀﾅ

硯の中の地球を歩く 青栁貴史 著 左右社 2018.7 728.3-ｱｵ

寝ても醒めてもタカラヅカ!! 牧彩子 著 平凡社 2018.10 775.4-ﾏｷ

一切なりゆき　樹木希林のことば 樹木希林 著 文藝春秋 2018.12 778.2-ｷｷ

声を出して笑っていただきたい本 西森洋一 著 ヨシモトブックス　ワニブックス 2018.12 779-ﾆｼ

Q&Aでわかるアンチ・ドーピングの基本 Anti-Doping
第一東京弁護士会総合法律研究所スポーツ

法研究部会 編
同文舘出版 2018.11 780-ﾀｲ

８：言　語

現代用語の基礎知識　2019 自由国民社/編集 自由国民社 2019.1 813.7-ｹﾝ-2019

９：文学全般

恋の終わりは、いつも同じだけれど…。
リルケ, ツルゲーネフ, アンデルセン ほか 作　森鷗外,

二葉亭四迷, 菊池寛 ほか 訳
くもん出版 2014.12 908-ｺｲ

　　文　学　（詩歌）

千年後の百人一首 清川あさみ, 最果タヒ 著 リトルモア 2017.12 911.14-ｾﾝ

　　文　学　（日本・外国）

この素晴らしい世界に祝福を!　あぁ、駄女神さま 暁なつめ 著 角川書店　KADOKAWA2013.10 913-ｱｶ-1

世界が記憶であふれる前に 岡本貴也 小学館 2019.1 913-ｵｶ

本好きの下剋上　第3部[5]　司書になるためには手段を選んでいられません 香月美夜 著 TOブックス 2017.10 913-ｶｽ-3-5

リリース 古谷田奈月 著 光文社 2018.10 913-ｺﾔ

献灯使 多和田葉子 [著] 講談社 2017.8 913-ﾀﾜ

ペンギン鉄道なくしもの係 名取佐和子 [著] 幻冬舎 2014.6 913-ﾅﾄ

猫のまぼろし、猫のまどわし　東西妖猫名作選 東雅夫 編 東京創元社 2018.8 913-ﾈｺ

生きるぼくら 原田マハ 著 徳間書店 2015.9 913-ﾊﾗ

三ノ池植物園標本室　上　眠る草原 ほしおさなえ 筑摩書房 2018 913-ﾎｼ-1

三ノ池植物園標本室　下　睡蓮の椅子 ほしおさなえ 筑摩書房 2018 913-ﾎｼ-2

その絆は対角線　日曜は憧れの国 円居挽 著 東京創元社 2017.10 913-ﾏﾄ

地球星人 村田沙耶香 著 新潮社 2018.8 913-ﾑﾗ

人間のように泣いたのか?　 Did She Cry Humanly? 森博嗣 著 講談社 2018.10 913-ﾓﾘ

みかづき 森絵都 著 集英社 2018.11 913-ﾓﾘ
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　　文　学　つづき

日本文学全集　05　源氏物語　中 池澤夏樹 個人編集 河出書房新社 2018.11 918-ﾆﾎ-5

不思議の国の少女たち ショーニン・マグワイア 著　原島文世 訳 東京創元社 2018.10 933-ﾏｸ

　　文　学　（エッセイ）

ゆっくり前へ　ことばの玩具箱 ひきたよしあき 著 京都書房 2015.5 914.6-ﾋｷ

 E: 絵　本

みずとはなんじゃ? かこさとし 作　鈴木まもる 絵 小峰書店 2018.11 452.9-ﾐｽ

戦火のなかの子どもたち 岩崎ちひろ／作 岩崎書店 2014 E-ｾﾝ

だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし 作・絵 講談社 2006.10 E-ﾀｲ

なまえをつけて 谷川俊太郎 詩　いわさきちひろ 絵 講談社 2018.9 E-ﾅﾏ

ぺんぎんたいそう 齋藤槙 さく 福音館書店 2016.6 E-ﾍﾝ

ともだちってどんなひと? 赤木 かん子/著　濱口 瑛士/絵 埼玉福祉会出版部 2018.10 E-ﾄﾓ

ちひろメモリアル　生誕100年 平凡社 726.6-ﾁﾋ

 マ　ン　ガ

ひなちゃんとふりかえる平成史 南ひろこ 著
産経新聞出版　日本工業新

聞社
2018.12 726-ﾐﾅ

君主論　ほか　　　　　　　
マキアヴェッリ 原作　バラエティ・アートワークス

企画・漫画
イースト・プレス 2008.10 726-ﾏﾝ

ゴールデンカムイ 　GOLDEN KAMUY　1 野田サトル 著 集英社 2015.1 726.1-ﾉﾀ-1

ぼのぼの　1 いがらしみきお 著 竹書房 2002.7 726-ｲｶ-1

 進　路（仕事・資格・進学・学習法など）

（なるにはBOOKS)

医薬品業界で働く 池田 亜希子/著 ぺりかん社 2018.11 366-ﾅﾙ-ﾎ21

税理士になるには 西山恭博 著 ぺりかん社 2018.12 366-ﾅﾙ-106

（資格試験）

本試験型漢字検定2級試験問題集　'19年版 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2018.12 811.2-ｾｲ-2019

本試験型漢字検定準2級試験問題集　'19年版 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2018.12 811.2-ｾｲ-2019

本試験型漢字検定3級試験問題集　'19年版 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2018.12 811.2-ｾｲ-2019

（進学）

学校では教えてくれない推薦・AO面接の超裏ワザ講座　絶対合格!! 石橋知也 著 エール出版社 2017.11 376.8-ｲｼ

すぐ書ける!志望理由書完全マニュアル 内田悟 編著 真珠書院 2010.6 376.8-ｳﾁ

擬人化マンガ大学あるあるこれくしょん ネピア∥著 ぴあ 2018.12 377.2-ﾈﾋ

出口の好きになる現代文　論理入門編上　大学入試 出口汪 著 水王舎 2013.3 810-ﾃｸ-1

出口の好きになる現代文　論理入門編下　大学入試 出口汪 著 水王舎 2013.4 810-ﾃｸ-2

GTEC 公式ガイドブック　Basic ベネッセ編集部∥編 ベネッセコーポレーション 2018 830-ﾍﾈ

（学習）

日本一の女子大生が教える社会人基礎力 福岡女学院大学浮田ゼミ 編著 梓書院 2013.5 377.1-ﾌｸ

朝日キーワード就職　最新時事用語&一般常識　2020 朝日新聞出版 編 朝日新聞出版 2018.11 813.7-ｱｻ-2020

現代用語の基礎知識学習版　2018-2 現代用語検定協会/監修 自由国民社 2018.7 813.7-ｹﾝ-’18-’19

型で習得!中高生からの文章術 樋口裕一 著 筑摩書房 2014.12 816-ﾋｸ

日本に「マンガ」があってよかった！！ 
 
世界の古典名著・傑作文学作品をマンガ化。 
読めそうにないと思っていた作品も、 
このシリーズなら大丈夫です。 
全巻図書館で読もう！ 
 
「まんがで読破」シリーズ 
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