
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 002-O 隠岐さや香 文系と理系はなぜ分かれたのか  

 007.13-A 新井 紀子 ＡＩ ｖｓ．教科書が読めない子どもたち  

 007.13-Ko 神崎 洋治 シンギュラリティ  

 007.6-R リブロワークス 今すぐ使えるかんたん Windows10完全ガイドブック  

新聞 070    

 071-A 朝日新聞社 朝日新聞縮刷版 2019.1  

 071-A 朝日新聞社 朝日新聞縮刷版 2019.2  

 071-H 道新社 北海道新聞縮刷版 2019.1  

 071-H 道新社 北海道新聞縮刷版 2019.2  

哲学 100    

哲学各論 110    

 116-N 仲島ひとみ それゆけ！論理さん大人のための学習マンガ  

心理学 140    

 141.8-Mc マクゴニガル The willpower instinct 洋書 

倫理学 150    

 159-Mo 諸富 祥彦 孤独の達人 自己を深める心理学  

 159-U 梅津有希子 部活やめてもいいですか。  

 159-Y 吉本ばなな 吉本ばななが友だちの悩みについてこたえる  

 159.7-W 渡辺 和子 あなただけの人生をどう生きるか  

神道 170    

 175.8-N 西宮 秀紀 伊勢神宮と斎宮  

仏教 180    

 182.2-I 石井 公成 東アジア仏教史  

キリスト教 190    

 193.2-H 長谷川修一 謎解き聖書物語  

 198.52-Sh シェルトン わたしの家族の明治日本  

歴史 200    

 202.5-O 小畑 弘己 昆虫考古学  

 209-Ke  検証！歴史ミステリー聖徳太子はいなかった？  

 209-Ke  検証！歴史ミステリー坂本龍馬暗殺の犯人はだれ？  

 209-Ke  検証！歴史ミステリー平将門の恐ろしい呪いって？  

 209-Ke  検証！歴史ミステリーモナ・リザは２人いた？  

 209-Pr プライス 逆境だらけの人類史  



 209-Ta コ−ワン 歴史について知っておくべき１００のこと  

日本史 210    

 210.01-I 家近 良樹 歴史を知る楽しみ 史料から日本史を読みなおす  

 210.4-G 呉座 勇一 陰謀の日本中世史  

 210.5-Su 鈴木 健一 輪切りの江戸文化史  

 210.42-Sa 坂井 孝一 承久の乱 真の「武者の世」を告げる大乱  

 210.6-Y 山口 輝臣 はじめての明治史 東大駒場連続講義  

 210.7-H 保阪 正康 昭和の怪物七つの謎  

 211-G 御所野 世界から見た北の縄文  

 213.69-I 石原 俊 硫黄島 国策に翻弄された１３０年  

（外国史） 220    

 237-Ki 北村 暁夫 イタリア史１０講  

伝記 280    

 288.4-H 原 武史 平成の終焉 退位と天皇・皇后  

 289-N 内藤 一成 三条実美 維新政権の「有徳の為政者」  

 289.1-N 差波亜紀子 平塚らいてう 日本史リブレット人 93  

 289.1-Sa 佐々木雄一 陸奥宗光 「日本外交の祖」の生涯  

 289.1-Y 山川 徹 カルピスをつくった男三島海雲  

地理・紀行 290    

 290.38-I 成美堂 今がわかる時代がわかる世界地図 ２０１９年版 続巻 

 290.38-I 成美堂 今がわかる時代がわかる日本地図 ２０１９年版 続巻 

 291.03-Ka 河出書房 伊能図探検 伝説の古地図を２００倍楽しむ  

 291.15-Se 関秀 志 札幌の地名がわかる本  

社会科学 300    

 302.1-Ts 堤 未果 日本が売られる  

 302.2-A 安里 英子 新しいアジアの予感 琉球から世界へ  

 302.2-Mu ムラド The last girl 私を最後にするために  

 302.282-Ra ラウィック わたしの町は戦場になった  

 302.38-I 池上 彰 池上彰の世界の見方ロシア  

 304-I 池上 彰 ニュースの“そもそも”池上彰の「どうしてこうなった？」  

 304-Ka 柄谷 行人 世界史の実験  

 304-N 丹羽宇一郎 日本をどのような国にするか 地球と世界の大問題  

 309.1-Ta 橘 玲 朝日ぎらい   

政治 310    

 312.1-I ｲﾝﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ 図解でわかる１４歳から知る日本戦後政治史  



 312.1-Sh 白井 聡 国体論 菊と星条旗  

 313.61-U 宇都宮健児 天皇制ってなんだろう？ 中学生の質問箱  

 316.81-Ma 松島 泰勝 大学による盗骨 研究利用され続ける琉球人・アイヌ遺骨  

法律 320    

 329.36-Ko 小島 毬奈 国境なき助産師が行く  

経済 330    

 333.8-N 日本ﾕﾆｾﾌ 知っていますか？ＳＤＧｓ  

 338-U 上野 仁 トコトンやさしいブロックチェーンの本  

社会 360    

 361-Yu ユール １０代からの社会学図鑑  

 361.43-H 日向野幹也 高校生からのリーダーシップ入門  

 361.45-Ka 川島 達史 結局どうすればいい感じに雑談できるようになるんですか  

 361.45-Sa 佐藤 卓己 流言のメディア史  

 361.65-Y 安田 浩一 歪む社会 歴史修正主義の台頭と虚妄の愛国に抗う  

 365-H 細川 幸一 大学生が知っておきたい消費生活と法律  

 366.29-P 池田亜希子 医薬品業界で働く なるにはＢＯＯＫＳ補巻 21 続巻 

 366.29-P 西山 恭博 税理士になるには なるにはＢＯＯＫＳ106 続巻 

 366.38-Ku 日下部尚徳 わたし８歳、職業、家事使用人。  

 366.14-D 道幸 哲也 １８歳から考えるワークルール 第２版  

 369.27-Ki 木ノ戸昌幸 まともがゆれる 常識をやめる(スウィング)の実験  

 369.27-W 渡辺 一史 なぜ人と人は支え合うのか 「障害」から考える  

 369.38-Ko 国境なき子どもたち わたしは１３歳、シリア難民。  

教育 370    

 371.42-Mo 本山 理咲 いじめ心の中がのぞけたら ５ 続巻 

 376.11-Ta 高橋 惠子 子育ての知恵 幼児のための心理学  

 378.18-Te  手で読む心でさわるやさしい点字 １～３巻  

民俗学 380    

 383.8-R  歴史ごはん 食事から日本の歴史を調べる 1～3巻  

 388.1-A 朝里 樹 日本現代怪異事典  

国防･軍事 390    

 391.3-Ga ギャディス 大戦略論  

自然科学 400    

数学 410    

 410-Ma 松川 文弥 知って得する！おうちの数学  

 410.4-Y 結城 浩 数学ガールの秘密ノート／行列が描くもの 続巻 



 410.78-Su 数学ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ財団 ジュニア数学オリンピック 過去問題集 03-13  

 411.22-Wi ウィルソン 組合せ数学  

 412-N ニュートン 数学の世界 数の神秘編  

宇宙科学 440    

 440-Ty タイソン 忙しすぎる人のための宇宙講座  

生物科学 460    

 463.7-Ko 近藤 滋 波紋と螺旋とフィボナッチ  

 468.6-N 中山 剛 プランクトンハンドブック 淡水編  

 469.2-I サンヒ 人類との遭遇  

動物学 480    

 480.76-O おたる水族館 おたる水族館楽しい仲間たち  

 481.16-Su 杉 晴夫 筋肉は本当にすごい  

医学 490    

 491.358-Mi ﾐｯﾃﾙﾄﾞﾙﾌ 若返るクラゲ老いないネズミ老化する人間  

 491.37-Sa 櫻井 武 「こころ」はいかにして生まれるのか  

 491.77-Ta 高田 礼人 ウイルスは悪者か  

 495.6-Sa 最相 葉月 胎児のはなし  

 496.9-Ko 近藤 雄生 吃音 伝えられないもどかしさ  

 498-H 肥田大二郎 ドクトル大二郎三浪記  

 498.04-Sa 齋藤 英彦 医の希望  

 498.39-Mc マクゴニガル The upside of stress 洋書 

 498.39-Mc マクゴニガル スタンフォードのストレスを力に変える教科書  

 499-Wi ＷＩＬＬ ？ギモンを！かいけつ くすりの教室 １～３巻  

技術・工学 500    

 501-Ka 川上 浩司 不便益のススメ 新しいデザインを求めて  

 501.4-Sa 佐藤健太郎 世界史を変えた新素材  

建設工学 510    

 517.2-N 新村 安雄 川に生きる 世界の河川事情  

 519.2-F 藤原 幸一 環境破壊図鑑 ぼくたちがつくる地球の未来  

電気工学 540    

 548-O 奥村 悠 日本のロボット くらしの中の先端技術  

製造工学 580    

 588.32-N 野地 秩嘉 世界に一軒だけのパン屋  

産業 600    

 609-N ニュートン 単位と法則  



農業 610    

 611-A 有坪 民雄 誰も農業を知らない  

 616.2-Ko 小泉 光久 米屋  

園芸 620    

 629.75-A 有福 創 ＤＩＹを生かした小さな庭づくり  

畜産業 640    

 645.7-Tu タッカー 猫はこうして地球を征服した  

 648.22-N ジビエ振興協会 ジビエ解体・調理の教科書  

水産業 660    

 662.1-U 秋道 智彌 日本人が魚を食べ続けるために  

 662.1-U 秋道 智彌 海の生物多様性を守るために  

商業 670    

 673.96-E 塩谷 歩波 銭湯図解  

運輸・交通 680    

 689.21-U 内田 宗治 外国人が見た日本  

芸術・美術 700    

絵画 720    

 721.2-G 五味 文彦 鳥獣戯画を読みとく  

 726.1-D ドリヤス工場 有名すぎる文学作品をだいたい 10ページくらいの漫画で読む。  

 726.1-N 野田サトル ゴールデンカムイ 17  

 726.101-O 大塚 英志 大政翼賛会のメディアミックス  

 726.101-O 大塚 英志 手塚治虫と戦時下メディア理論  

 726.6-I ビナード １４ひきのひっこし 英語版  

 726.6-I 泉 鏡花 絵本化鳥  

音楽 760    

 762-Ko 近藤 譲 ものがたり西洋音楽史  

 762.3-H ヘミング フジコ・ヘミング１４歳の夏休み絵日記  

 763-Mi 民音博物館 世界の民族楽器図鑑  

 768-Ta 田中 健次 図解日本音楽史  

スポーツ 780    

 780.69-Ka カルロス矢吹 アフター１９６４東京オリンピック  

言語 800    

日本語 810    

 814-Sa 齋藤 孝 大人のにほんご事典  

 816-I 石黒 圭 大人のための言い換え力  



 816.5-O 小川 仁志 5日で学べて一生使える！ﾚﾎﾟｰﾄ・論文の教科書  

文学 900    

 908-Se ディケンズ ヒイラギ荘の小さな恋  

日本文学 910    

 910-Sa 池澤夏樹他 作家と楽しむ古典 古事記 日本霊異記・発心集・・・  

 910-Sa 堀江敏幸他 作家と楽しむ古典 土左日記 堤中納言物語・・・  

 910-Sa 古川日出男他 作家と楽しむ古典 平家物語 能・狂言 説経節・・・  

 913.6-C 知念実希人 ひとつむぎの手  

 913.6-F 深緑 野分 ベルリンは晴れているか  

 913.6-I 伊坂幸太郎 フーガはユーガ  

 913.6-I 泉 鏡花 朱日記  

 913.6-I 柞刈 湯葉 未来職安  

 913.6-I 今村 昌弘 魔眼の匣の殺人  

 913.6-I 絲山 秋子 夢も見ずに眠った。  

 913.6-Ka 加藤 千恵 消えていく日に  

 913.6-Ka 桂 望実 僕は金になる  

 913.6-Ka 樫崎 茜 ヴンダーカンマー ここは魅惑の博物館  

 913.6-Ki 木皿 泉 さざなみのよる  

 913.6-Ki 如月かずさ 給食アンサンブル  

 913.6-Ma 町屋 良平 １Ｒ１分３４秒 芥川賞 

 913.6-Ma 柾木 政宗 朝比奈うさぎの謎解き錬愛術  

 913.6-Mo 森見登美彦 熱帯  

 913.6-Mi 湊 かなえ ブロードキャスト  

 913.6-N 夏川 草介 新章神様のカルテ  

 913.6-N 長月 天音 ほどなく、お別れです  

 913.6-O 小野寺史宜 ひと  

 913.6-Sa 佐々木禎子 ばんぱいやのパフェ屋さん 1～5 巻  

 913.6-Sa 斉藤 洋 サブキャラたちの日本昔話  

 913.6-Sa 斉藤 洋 シンデレラのねずみ  

 913.6-Sa 斉藤 洋 アリスのうさぎ  

 913.6-Sa ささきあり 天地ダイアリー  

 913.6-Sa 三方 行成 トランスヒューマンガンマ線バースト童話集  

 913.6-Se 瀬川 コウ 君と放課後リスタート  

 913.6-Su 鈴木 光司 樹海  

 913.6-Sh 時雨沢恵一 キノの旅 1～5巻  



※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。 

 913.6-Sh 柴田よしき 輝跡  

 913.6-Ta 田部 智子 ハジメテノオト  

 913.6-Ta 高樹のぶ子 ほとほと 歳時記ものがたり  

 913.6-Ta 武田 綾乃 その日、朱音は空を飛んだ  

 913.6-To 問乃みさき 次回作にご期待下さい 2 続巻 

 913.6-Ts 辻堂 ゆめ 片想い探偵 追掛日菜子  

 913.6-Y 山田 宗樹 人類滅亡小説  

 913.6-Y 行成 薫 怪盗インビジブル  

 914.6-Ts 辻 仁成 立ち直る力  

 916-Sa 早乙女勝元 その声を力に  

 916-Sa 坂井 律子 〈いのち〉とがん 患者となって考えたこと  

 913.68-E エブリスタ ５分後に癒されるラスト 続巻 

 913.68-E エブリスタ ５分後に皮肉などんでん返し 続巻 

 914.6-Y ヤマザキマリ ヴィオラ母さん 私を育てた破天荒な母・リョウコ  

(外国文学) 920    

 933-Br ダルトン 世界の終わりの天文台  

 933-Fl フラナガン 危難 下 アラルエン戦記 １２  

 933-Kn ノール 幸運なんてわたしはいらない  

 936-Be ベア 戦場から生きのびて ぼくは少年兵士だった  

 953-Gu ゲーズ ヨーゼフ・メンゲレの逃亡  


