
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 002-To 桐光学園 創造するということ  

 007.3-Nh ＮＨＫ ＩｏＴクライシス  

 007.64-Sa 坂巻佳壽美 トコトンやさしいアルゴリズムの本  

 070-Ｈ 道新 北海道新聞縮刷版 2019.4  

 070-Ａ 朝日新聞 朝日新聞縮刷版 2019.4  

 070.16-Mo 望月衣塑子 新聞記者  

一般論文集 040    

 041-I 岩間 輝生 高校生のための現代思想エッセンス ちくま評論選  

哲学 100    

 104-Ko 小島 俊明 ひとりで、考える 哲学する習慣を  

東洋思想 120    

 123.83-Y 安岡 定子 壁を乗り越える論語塾  

心理学 140    

 146.8-Ka 香山 リカ 大丈夫。人間だからいろいろあって  

倫理学 150    

 159-I 石井 洋介 19 歳で人工肛門、偏差値 30 の僕が医師になって考えたこと  

 159.7-Ka 鎌田 實 脱・呪縛 世界をカエル１０代からの羅針盤  

歴史 200    

 209-I 祝田 秀全 ４００字で読むあらすじ世界史  

 210.02-A 阿部 泉 明日話したくなる元号・改元  

 210.04-I 井上 章一 日本史のミカタ  

日本史 210    

 210.1-H 百田 尚樹 日本国紀  

 210.1-O 小和田哲男 ４００字で読むあらすじ日本史  

 210.75-Ko 鴻上 尚史 不死身の特攻兵 軍神はなぜ上官に反抗したか  

 210.76-Y 吉見 俊哉 平成時代  

（外国史） 220    

 222.07-Y 楊 継縄 文化大革命五十年  

 231-Ta 高畠 純夫 図説 古代ギリシアの暮らし  

伝記 280    

 289-Se 今井 昭夫 ファン・ボイ・チャウ 世界史リブレット人  

 289-Se 小松 久男 近代中央アジアの群像 世界史リブレット人  

 289-Se 鈴木 恒之 スカルノ 世界史リブレット人  



 289-Se 戸崎 哲彦 柳宗元 世界史リブレット人  

 289-Se 和田 春樹 レーニン 世界史リブレット人  

 289-Se 中嶋 毅 スターリン 世界史リブレット人  

 289-Se 松浦 義弘 ロベスピエール 世界史リブレット人  

 289-Se 山田 重郎 ネブカドネザル２世 世界史リブレット人  

 289-Se 大野 誠 ワットとスティーヴンソン 世界史リブレット人  

 289-Se 森田 安一 ルター 世界史リブレット人  

 289.1-Ku 黒田 基樹 今川氏親と伊勢宗瑞 戦国大名誕生の条件  

 289.1-H 林 新 狼の義 新犬養木堂伝  

社会科学 300    

政治 310    

 311-Fr 浜崎 絵梨 図解はじめて学ぶみんなの政治  

 311.23-Ka 鹿子生浩輝 マキァヴェッリ「君主論」をよむ  

 318.6-Mu 村上 周三 ＳＤＧｓの実践 自治体・地域活性化編  

法律 320    

 322.15-Ta 高橋 義夫 火付盗賊改 鬼と呼ばれた江戸の「特別捜査官」  

 326.41-Jo ジョンソン アメリカ人のみた日本の死刑  

 329-O 大沼 保昭 国際法  

経済 330    

 332.06-Ma 丸山 俊一 １４歳からの資本主義  

 333.8-Th Think the Earth 未来を変える目標−ＳＤＧｓアイデアブック  

 335.1-H 洞口 治夫 集中講義高校生の経営学  

社会 360    

 364-Sc シュミット お金のために働く必要がなくなったら、何をしますか？  

 365.35-Y 安田 浩一 団地と移民 課題最先端「空間」の闘い  

 366.29-P 谷 隆一 スポーツで働く なるにはＢＯＯＫＳ補巻２２  

 369.27-Mu 麦倉 泰子 施設とは何か   

 369.28-Sh 借金玉 発達障害の僕が「食える人」に変わったすごい仕事術  

 369.3-I 今泉マユ子 こどものための防災教室 災害食がわかる本  

 369.3-I 今泉マユ子 こどものための防災教室 身の守りかたがわかる本  

教育 370    

 371.4-A 安藤 寿康 なぜヒトは学ぶのか  

 372.124-Sh 主婦の友社 「学力日本一！」秋田県東成瀬村のすごい学習法  

 372.258-Y 吉岡 大祐 ヒマラヤに学校をつくる  

 378-Ku 栗原 泉 ブレない子育て  



 378-Y 吉濱ツトム 発達障害の子どもがぐんぐん伸びるアイデアノート  

 378.8-H 本田 秀夫 自閉症スペクトラムの子のソーシャルスキルを育てる本  

民俗学 380    

 382.11-Su 杉山寿栄男 アイヌ文様 新装版  

 382.11-Ta 別冊宝島 アイヌの本  

 382.11-To 富田 友子 トンコリ楽曲集と演奏法 西平ウメ伝承  

 382.11-Ts 津田 命子 伝統のアイヌ文様構成法によるアイヌ刺しゅう入門 ルウンペ編  

 382.11-Ts 津田 命子 伝統のアイヌ文様構成法によるアイヌ刺しゅう入門チヂリ編  

 382.11-Ts 津田 命子 伝統のアイヌ文様構成法によるアイヌ刺しゅう入門 カパラミプ編  

 382.11-Ts 津田 命子 伝統のアイヌ文様構成法によるアイヌ衣装と刺繍入門ミニサイズ・チヂリ編  

 383.8-Fr フレデリック 発酵食の歴史  

 383.8-Sh 清水 貴夫 ブルキナファソを喰う!  

 383.81-U 魚柄仁之助 刺し身とジンギスカン 捏造と熱望の日本食  

自然科学 400    

 404-I 板倉 聖宣 科学的とはどういうことか  

 404-I 岩間 輝生 高校生のための科学評論エッセンス ちくま科学評論選  

数学 410    

 410.4-Sa 桜井 進 世界は足し算でできている  

物理学 420    

 423-Y 山崎 詩郎 独楽の科学 回転する物体はなぜ倒れないのか？  

生物科学 460    

 465-Sa 左巻 健男 図解身近にあふれる「微生物」が３時間でわかる本  

 469.2-Ro ロバーツ 人類の進化大図鑑  

動物学 480    

 481-I 今泉 忠明 ずるいいきもの図鑑  

 486.8-N チョウ保全会 フィールドガイド 日本のチョウ  

医学 490    

 491.12-F 古川 哲史 ぜんぶわかる心臓・血管の事典  

 491.7-Sa ソルター 世界で一番美しい病原体と薬のミクロ図鑑  

 493.758-Sa 佐藤 眞一 認知症の人の心の中はどうなっているのか？  

 493.763-To ともよ わたし中学生から統合失調症やってます。  

 493.937-To ともだかずこ 食事でよくなる！子供の発達障害  

 489.57-H 北海道新聞社 となりの野生ヒグマ いま何が起きているのか  

技術・工学 500    

 509.6-F 藤野 直明 小説第４次産業革命 日本の製造業を救え！  



機械工学 530    

 536-W 若林 宣 日本を動かした５０の乗り物  

産業 600    

運輸・交通 680    

 686.6-U 梅原 淳 ＪＲ貨物の魅力を探る本   

通信事業 690    

芸術・美術 700    

 702.3-Mi 宮下規久朗 １時間でわかる西洋美術史 カラー版  

絵画 720    

 721.8-Ka 加藤 陽介 鬼才月岡芳年の世界 浮世絵スペクタクル  

工芸 750    

 757.3-Ma 松本 英恵 人を動かす「色」の科学  

音楽 760    

 764.7-To 東郷かおる子 クイーンと過ごした輝ける日々  

スポーツ 780    

 783.7-H 長谷川晶一 虹色球団 日拓ホームフライヤーズの１０カ月  

諸芸・娯楽 790    

 796-Sa 佐藤 天彦 理想を現実にする力  

言語 800    

(外国語) 820    

 835-Th セイン ネイティブはこう使う！マンガでわかる時制・仮定法  

 835.28-Th セイン ネイティブはこう使う！マンガでわかる冠詞  

 835.4-Th セイン ネイティブはこう使う！マンガでわかる形容詞・副詞  

 835.5-Th セイン ネイティブはこう使う！マンガでわかる動詞  

 835.64-Th セイン ネイティブはこう使う！マンガでわかる前置詞  

 837.8-Th セイン ネイティブはこう使う！マンガでわかる英会話フレーズ  

 837-A 朝日新聞 天声人語 英文対照 2018秋 続巻 

文学 900    

日本文学 910    

 913.6-A 朱野 帰子 わたし、定時で帰ります。  

 913.6-A 朱野 帰子 わたし、定時で帰ります。ハイパー  

 913.6-A 芥川龍之介 魔術 芥川龍之介幻想ミステリ傑作集  

 913.6-A 赤川 次郎 お出かけは１３日の金曜日  

 913.6-H 日向理恵子 火狩りの王 1 春ノ火  

 913.6-H 濱野 京子 この川のむこうに君がいる  



※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-I 板橋 雅弘 パパはわるものチャンピオン  

 913.6-Ma まはら三桃 奮闘するたすく  

 913.6-Mu 村山 早紀 シェーラ姫の冒険 愛蔵版 上・下巻  

 913.6-Mu 村上しいこ こんとんじいちゃんの裏庭  

 913.6-N 鳴海 風 咸臨丸にかけた夢  

 913.6-Su 住野 よる 麦本三歩の好きなもの  

 913.6-Sh 司馬遼太郎 覇王の家 上・下巻  

 913.6-Ta 竹下 文子 風町通信  

 913.6-Ta 竹下 文子 木苺通信  

 913.6-U 内館 牧子 終わった人  

 913.6-Y 横山 秀夫 ノースライト  

 913.68-B 泉 鏡花他 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 厠 続巻 

 913.68-B 原 民喜他 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 死 続巻 

 913.68-E エブリスタ ５分後に緊迫のラスト 続巻 

 914.6-O 温 又柔 台湾生まれ日本語育ち  

 914.6-Y ヨシタケシンスケ 思わず考えちゃう  

(外国文学) 920    

 923-R 陸 秋槎 元年春之祭  

 929-C ナムジュ ８２年生まれ、キム・ジヨン  

 933-As アシャー サイド・トラック  

 933-Sa サッカー 泥  

 933-Wh ホワイトヘッド 地下鉄道  

 933-Wo ウォルツ １００時間の夜  

 936-Al アベド バナの戦争 ツイートで世界を変えた 7歳少女の物語  


