
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 007.13-A 新井 紀子 人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」  

 007.3-Tu タークル つながっているのに孤独  

(図書館学) 010    

 019-H 人見 廣史 書店人のはんせい  

書誌学 020    

 024-Ko コーニツキー 海を渡った日本書籍  

新聞 070    

 070-A 朝日新聞 朝日新聞縮刷版 2018.12  

 070-H 北海道新聞 北海道新聞縮刷版 2018.12  

哲学 100    

西洋哲学 130    

 130.2-Wa ウォーバートン 若い読者のための哲学史  

倫理学 150    

 151.6-Mo 森村 進 幸福とは何か 思考実験で学ぶ倫理学入門  

宗教 160    

 167-Ta 高尾賢一郎 イスラーム宗教警察  

キリスト教 190    

 198.25-Ba バンガート イエズス会の歴史 上・下巻  

 198.25-Sa 佐藤 彰一 宣教のヨーロッパ  

歴史 200    

 204-To 桐光学園 歴史の読みかた  

日本史 210    

 210.25-Ki 木村 英明 縄文の女性シャーマン カリンバ遺跡  

 210.3-A 新井 悟 古鏡のひみつ  

 210.32-Ta 瀧音 能之 謎の四世紀と倭の五王  

 210.5-Ma 松尾龍之介 踏み絵とガリバー 鎖国日本をめぐるオランダとイギリス  

 219.9-Y 山下 智之 沖縄最大のタブー琉神「尚円」  

（外国史） 220    

 227-U 臼杵 陽 「中東」の世界史  

 236-I 池上 俊一 情熱でたどるスペイン史  

伝記 280    

 281.1-Ma 松浦武四郎 アイヌ人物誌 新版「近世蝦夷人物誌」  

 289.1-H 服部 龍二 高坂正尭 戦後日本と現実主義  



 289.1-Ka 金子 拓 鳥居強右衛門 語り継がれる武士の魂  

 289.3-To 冨田 浩司 マーガレット・サッチャー 政治を変えた「鉄の女」  

地理・紀行 290    

 291.09-Nh NHK ブラタモリ 13～16巻  

社会科学 300    

 302.21-F 古田 博司 「統一朝鮮」は日本の災難  

政治 310    

 311-U 宇野 重規 未来をはじめる  

 316-Ko  国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ １～５巻  

 316.88-I 市川 裕 ユダヤ人とユダヤ教  

 318.6-Ka アカデミー 中学生が書いた消えた村の記憶と記録  

法律 320    

 323.14-N 日本ペンクラブ 憲法についていま私が考えること  

経済 330    

 331-I 井堀 利宏 大学４年間の経済学が１０時間でざっと学べる  

 331-Mo 茂木喜久雄 絵でわかるミクロ経済学  

 336.4-Bu ブッシュ 世界でいちばん働きがいのある会社  

統計 350    

 351-U 宇田川勝司 日本で１日に起きていることを調べてみた  

社会 360    

 366.38-Ka 鹿嶋 敬 なぜ働き続けられない？社会と自分の力学  

 367.21-Sa 酒井 順子 百年の女「婦人公論」が見た大正、昭和、平成  

教育 370    

 375.324-H 長谷川修一 歴史学者と読む高校世界史  

 376.14-Sh 清水 洋美 きょうは何の日？３６６日  

自然科学 400    

 404-Na 日経ＢＰ 科学の迷信−世界をまどわせた思い込みの真相  

数学 410    

 413.52-W 涌井 良幸 高校生からわかる複素解析  

科学 430    

 430.2-Pr プリンチーペ 錬金術の秘密  

宇宙科学 440    

 440.12-Le レヴェンソン 幻の惑星ヴァルカン  

地球科学 450    

 455.1-F 藤岡換太郎 フォッサマグナ 日本列島を分断する巨大地溝の正体  



 459-Sa さとうかよこ 鉱物レシピ 結晶づくりと遊びかた  

生物科学 460    

 460-I 石浦 章一 生命科学の未解決問題 東大オープンキャンパス発  

動物学 480    

 481-I 今泉 忠明 愛して育てるいきもの図鑑  

 482.2-Ma 増田 隆一 ユーラシア動物紀行  

 489.85-Th トウェイツ 人間をお休みしてヤギになってみた結果  

医学 490    

 491.69-Jo ジョンソン １０億分の１を乗りこえた少年と科学者たち  

 496.8-F 古林 海月 麦ばあの島 1～4巻  

 498.2-F 藤井 克徳 わたしで最後にして ナチスの障害者虐殺と優生思想  

 498.9-U 上野 正彦 １４歳の世渡り術 死体が教えてくれたこと  

技術・工学 500    

建設工学 510    

 518.52-Ta 滝沢 秀一 このゴミは収集できません  

 519.12-O 大塚 直 １８歳からはじめる環境法 第２版  

電気工学 540    

 547.48-Y 山崎 弘郎 トコトンやさしいＩｏＴの本  

生活科学 590    

 596-N 野々部利弘 心のごちそう帖お寺ごはん  

 596.3-B ベターホーム ベターホームのチーズ料理  

 596.37-Ta 田代 和久 シェフが好きな野菜の食べ方  

産業 600    

農業 610    

 615-I 稲垣 栄洋 世界史を大きく動かした植物  

 617.3-H 原田 一宏 コーヒー豆を追いかけて  

園芸 620    

 627-I 岩槻 秀明 散歩の花図鑑  

 627.77-Mo 元木はるみ ときめく薔薇図鑑  

芸術・美術 700    

絵画 720    

 721.8-I 稲垣 進一 歌川国芳いきものとばけもの  

 726.5-Ka ＫＡＧＡＹＡ 聖なる星世紀の旅  

 726.1-N 野田サトル ゴールデンカムイ 16  

 726.5-W 和田 誠 定本和田誠時間旅行  



音楽 760    

 761-Ta 侘美 秀俊 中学生・高校生のための吹奏楽楽典・音楽理論  

 762.27-I 飯野 りさ アラブ音楽入門 アザーンから即興演奏まで  

 762.34-Ka かげはら史帆 ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく  

 763.2-H 花畑セロリ ゼツメツキグシュノオト  

 763.55-W 四月朔日義昭 指板で解決！ギターで見て弾く音楽理論  

 763.55-O 奥山 清 ギター・ソロ曲集 ギターで弾きたい昭和うた  

演劇 770    

 775.7-C 編集委員 中学校創作脚本集 ２０１８  

 778.77-Ki 木原 浩勝 ふたりのトトロ  

言語 800    

日本語 810    

 810.7-N 中井 延美 必携！日本語ボランティアの基礎知識  

(外国語) 820    

 837-A 朝日新聞 天声人語 英文対照 朝日新聞 VOL.192,193  

文学 900    

 901.3-F 藤谷 治 小説は君のためにある  

 901.307-Ma 円山 夢久 「物語」の魅せ方入門９つのレシピ  

日本文学 910    

 911.167-H 東 直子 短歌タイムカプセル  

 913.6-A 青谷 真未 君の嘘と、やさしい死神  

 913.6-A 朱野 帰子 会社を綴る人  

 913.6-A 輿水 泰弘 相棒 ｓｅａｓｏｎ１６ 上・中・下  

 913.6-D 堂場 瞬一 夏の雷音  

 913.6-E 榎田ユウリ 宮廷神官物語 ５  

 913.6-F 深沢真太郎 論理ガール  

 913.6-H 畠中 恵 おおあたり  

 913.6-H 平野啓一郎 ある男  

 913.6-H 本多 孝好 君の隣に  

 913.6-H 林 宏司 コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命  

 913.6-H 廣嶋 玲子 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １０  

 913.6-H 廣嶋 玲子 青の王  

 913.6-H 廣嶋 玲子 白の王  

 913.6-H 姫野カオルコ 彼女は頭が悪いから  

 913.6-I 伊東歌詞太郎 家庭教室  



 913.6-Ka 川澄 浩平 探偵は教室にいない  

 913.6-Ki 北野 勇作 その先には何が!?じわじわ気になる(ほぼ)100字の小説  

 913.6-Ki 喜多みどり 弁当屋さんのおもてなし 4  

 913.6-Ku 窪 美澄 さよなら、ニルヴァーナ  

 913.6-Ko 小嶋陽太郎 友情だねって感動してよ  

 913.6-Ko 小林 深雪 これが恋かな？  

 913.6-Ma 松岡 圭祐 黄砂の籠城 上・下巻  

 913.6-Mi 三木 笙子 帝都一の下宿屋  

 913.6-Mi 三浦しをん あの家に暮らす四人の女  

 913.6-Mo 望月 麻衣 京都寺町三条のホームズ  

 913.6-Mo 本谷有希子 静かに、ねぇ、静かに  

 913.6-Mu 村上しいこ 死にたい、ですか  

 913.6-N 額賀 澪 風に恋う  

 913.6-N 額賀 澪 さよならクリームソーダ  

 913.6-Sa 佐野 香織 永善堂病院もの忘れ外来  

 913.6-Sa 西條 奈加 雨上がり月霞む夜  

 913.6-Sh 新庄 耕 カトク 過重労働撲滅特別対策班  

 913.6-Sh 島本 理生 生まれる森  

 913.6-Sh 少年アヤ ぼくは本当にいるのさ  

 913.6-Sh 真藤 順丈 宝島 ＨＥＲＯ’ｓ ＩＳＬＡＮＤ  

 913.6-Ta 多和田葉子 穴あきエフの初恋祭り  

 913.6-Ta 橘 もも 小説透明なゆりかご 上・下巻  

 913.6-Ts 辻村 深月 東京會舘とわたし 上・下巻  

 913.6-Ta 高田 郁 花だより みをつくし料理帖特別巻  

 913.6-To 富樫倫太郎 信玄の軍配者 上・下巻  

 913.6-U 上橋菜穂子 風と行く者 守り人外伝  

 913.6-U 上田 岳弘 ニムロッド  

 913.6-W 渡辺 淳一 医師たちの独白  

 913.6-Y 吉野万理子 ロバのサイン会  

 913.6-Y 米澤 穂信 本と鍵の季節  

 913.6-Y 夢枕 獏 沙門空海唐の国にて鬼と宴す 巻ノ１～4  

 913.6-Y 椰月美智子 緑のなかで  

 913.68-A  第 56回有島青少年文芸賞作品集  

 913.68-G 桃戸 ハル 5分後に意外な結末 exチョコレート色のビターエンド  

 913.68-G 桃戸 ハル 5分後に意外な結末 exバラ色の、トゲのある人生  



※分類は日本十進分類法 10 版に基づいていますが、分かりやすく表現を変えたものには（ ）を 

付けています。 

 914.6-Mi 水木しげる 妖怪になりたい  

(外国文学) 920    

 926-R 梁 鴻 中国はここにある 貧しき人々のむれ  

 933-Cl クラーク ２００１年宇宙の旅 決定版  

 933-Cl クラーク ２０１０年宇宙の旅 新版  

 933-Cl クラーク ２０６１年宇宙の旅  

 933-Cl クラーク ３００１年終局への旅  

 933-Cl クラーク 地球幼年期の終わり 新版  

 933-De ディーヴァー 限界点 上・下巻  

 933-Ha ホーキング 宇宙の生命 ﾎｰｷﾝｸﾞ博士のｽﾍﾟｰｽ・ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ  

 933-Ho ホロヴィッツ カササギ殺人事件 上・下  

 933-Po ポロンスキー ぼくがスカートをはく日  

 943-Ew エーヴェルス バベル・シンドローム  

 DVD-セ  関ヶ原 DVD 


