
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 002-Ki キダー 1日 1ページ、読むだけで身につく世界の教養 365  

 002-Ki キダー 1日 1ページ読むだけで身につく世界の教養 365 人物編  

 007.1-Se 関根 章道 中学数学からはじめる暗号入門  

 007.13-D ﾃﾞｨｰﾌﾟﾗｰﾆﾝｸﾞ研究会 ６０分でわかる！ディープラーニング最前線  

(図書館学) 010    

 017-W 渡辺 重夫 子どもの人権と学校図書館  

新聞 070    

 070.14-Ko 小島 正美 メディア・バイアスの正体を明かす  

 071-A 朝日新聞社 朝日新聞縮刷版 2019.6  

 071-A 朝日新聞社 朝日新聞縮刷版 2019.7  

 071-H 北海道新聞 北海道新聞縮刷版 2019.6  

 071-H 北海道新聞 北海道新聞縮刷版 2019.7  

哲学 100    

 100-Na Nagel What does it all mean? 洋書 

西洋哲学 130    

 132.7-Mi 宮下 志朗 モンテーニュ 人生を旅するための７章  

心理学 140    

 141.2-Ro Rogers Perception 洋書 

 141.93-Ma マアルーフ アイデンティティが人を殺す  

倫理学 150    

 159-I 石川 尚子 オランダ流コーチングがブレない「自分軸」を作る  

 159-N 西田 普 あなたがお空の上で決めてきたこと  

 159-Ta 田中 俊之 男子が１０代のうちに考えておきたいこと  

宗教 160    

 164-O 沖田 瑞穂 世界の神話  

 167.2-Ki 菊地 達也 図説 イスラム教の歴史（ふくろうの本）  

仏教 180    

 188.8-Ha Harding On having no head 洋書 

歴史 200    

 209.74-O 大木 毅 独ソ戦 絶滅戦争の惨禍  

日本史 210    

 210.09-Ko 近藤 好和 天皇の装束  

 210.4-Sa 佐伯 智広 皇位継承の中世史 血統をめぐる政治と内乱  

 210.5-F 深光富士男 参勤交代で大移動！旅からわかる江戸時代１  



 210.5-F 深光富士男 あこがれの名所めぐり！旅からわかる江戸時代 2  

 210.5-F 深光富士男 特産物はどう運んだ？旅からわかる江戸時代 3  

（外国史） 220    

 227.9-Ka 川上 泰徳 シャティーラの記憶 パレスチナ難民キャンプの 70年  

 253-Ki 貴堂 嘉之 南北戦争の時代 シリーズアメリカ合衆国史 ２  

伝記 280    

 289-Ka 貝澤 正 アイヌわが人生  

 289-Se 砂野 幸稔 ンクルマ 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 沢田 勲 冒頓単于 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 南川 高志 ユリアヌス 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 長堀 祐造 陳独秀 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 大谷 敏夫 魏源と林則徐 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 田中比呂志 袁世凱 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 海老澤哲雄 マルコ・ポーロ 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 桑野 栄治 李成桂 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 小泉 徹 クロムウェル 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 佐藤 文俊 李自成 世界史リブレット人 続巻 

 289.1-N 川畑 恵 尚泰 最後の琉球王 日本史リブレット人 80  

地理・紀行 290    

 291.109-Su 菅原 靖彦 札幌から日帰りゆったりハイキング  

 291.62-U 上杉 和央 地図で楽しむ京都の近代  

社会科学 300    

 302.1-Ho Hood Japan the basics 洋書 

 302.1-Sa 佐藤 智恵 ハーバードでいちばん人気の国・日本  

 302.4-Mi 峯 陽一 ２１００年の世界地図 アフラシアの時代  

政治 310    

 319.1021-I 伊藤 孝司 ドキュメント朝鮮で見た〈日本〉  

 319-Y 山本 章子 日米地位協定  

法律 320    

 321-E 遠藤研一郎 はじめまして、法学  

 323.14-A 明日の自由を守る若手弁護士の会 憲法カフェへようこそ  

 323.14-H 長谷部恭男 憲法の良識  

 327-O 大屋 雄裕 裁判の原点 社会を動かす法学入門  

 329-O Yasuaki A transcivilizational perspective  on international law 洋書 

経済 330    



 331-Gn Gneezy The why axis 洋書 

 331.04-I 岩井 克人 経済学の宇宙  

 331.84-Pa パテル 値段と価値  

 332-I 池上 彰 池上彰の「経済学」講義 １ 歴史編  

 332-I 池上 彰 池上彰の「経済学」講義 ２ ニュース編  

 333.6-N 猫組長 暴力が支配する一触即発の世界経済  

 333.84-Mo モヨ 援助じゃアフリカは発展しない  

 335.4-I 池上 彰 会社のことよくわからないまま社会人になった人へ  

 336.1-Mi 三宅 秀道 新しい市場のつくりかた  

 336.4-I 石川 尚子 コーチングのとびら  

 336.4-Ku 熊沢 誠 能力主義と企業社会  

財政 340    

 345.2-Mo 諸富 徹 私たちはなぜ税金を納めるのか  

社会 360    

 361-Mi ミルズ 社会学的想像力  

 361.45-Sa 櫻井 弘 マンガでわかる！雑談力  

 361.5-Sc ショイルマン パパラギ  

 361.8-F 布留川正博 奴隷船の世界史  

 365.35-Y 山岡淳一郎 生きのびるマンション  

 366.2-Fo フォード ロボットの脅威  

 367.6-Mo 森田 ゆり 体罰と戦争 人類のふたつの不名誉な伝統  

 368.2-Su 鈴木 亘 経済学者日本の最貧困地域に挑む  

 368.6-U 内澤 旬子 ストーカーとの七〇〇日戦争  

 369.4-Ka 川崎二三彦 虐待死 なぜ起きるのか、どう防ぐか  

 369.81-Ka 片野田耕太 本当のたばこの話をしよう  

教育 370    

 370.4-H 広田 照幸 教育問題はなぜまちがって語られるのか？  

 371.45-I 石川 尚子 コーチングで学ぶ「言葉かけ」練習帳  

 374-U 内田 良 学校ハラスメント  

 374.35-I 石川 尚子 やってみよう！コーチング  

 375.1-Y 山田 奨治 びわ湖のほとりで３５年続くすごい授業  

 375.18-N 中澤 篤史 「ハッピーな部活」のつくり方  

 375.25-I 石川 尚子 子どもを伸ばす共育コーチング  

 376.11-O 岡本 夏木 幼児期 子どもは世界をどうつかむか  

 377-G 五神 真 大学の未来地図  



 377.28-H 北大ＡＣＭ 北海道大学もうひとつのキャンパスマップ  

 378.8-R らせんゆむ 私はかんもくガール  

 379.9-I 石川 尚子 言葉ひとつで子どもが変わる  

国防･軍事 390    

 391.3-Ta 高木 徹 国際メディア情報戦  

 391.6-El エルズバーグ 国家機密と良心  

自然科学 400    

 400-Mi 水谷 淳 科学用語図鑑  

 401-Ok Okasha Philosophy of science  洋書 

 404-Mo 元村有希子 カガク力を強くする！  

数学 410    

 410-N Newton 数学の世界 現代編 Ｎｅｗｔｏｎ別冊  

物理学 420    

 421.3-N Newton 量子論のすべて Ｎｅｗｔｏｎ別冊  

 420-N Newton 学びなおし中学・高校物理 Ｎｅｗｔｏｎ別冊  

 420.4-R ロゲルギスト 新物理の散歩道 第３集，第４集  

 423.6-O 大栗 博司 重力とは何か  

科学 430    

 430.7-Ko  高校生・化学宣言 ＰＡＲＴ１２ 続巻 

地球科学 450    

 453.82-Ka 鎌田 浩毅 富士山噴火と南海トラフ  

 457-Ts 土屋 健 リアルサイズ古生物図鑑 古生代編  

 457-Ts 土屋 健 リアルサイズ古生物図鑑 中生代編  

生物科学 460    

 461.1-N Newton 死とは何か Ｎｅｗｔｏｎ別冊  

 469.2-Sh 島崎 晋 ホモ・サピエンスが日本人になるまでの５つの選択  

植物学 470    

 470.4-Y 柳 宗民 定本柳宗民の雑草ノオト 春  

医学 490    

 491.6-N Newton 体と病気の科学知識 Ｎｅｗｔｏｎ別冊  

 494.78-H 長谷川 幹 リハビリ 生きる力を引き出す  

技術・工学 500    

 501.8-No Norman The design of everyday things 洋書 

建設工学 510    

 519.12-N 永野 三智 みな、やっとの思いで坂をのぼる  



機械工学 530    

 538.9-Y 山口 孝夫 宇宙飛行士の採用基準  

製造工学 580    

 588.54-Ki ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ 図説｜ビール  

生活科学 590    

 596.65-Ts 津田 陽子 お菓子のかがく ぐっとおいしくする、感じる力！  

産業 600    

 609-U 臼田 孝 新しい１キログラムの測り方  

農業 610    

 610-A 荒川 弘 百姓貴族 1～5巻  

園芸 620    

 627.8-H 広瀬 幸男 いちばんていねいなはじめての盆栽の育て方  

 627.8-Y 山田 香織 よくわかる盆栽 基礎から手入れまで  

運輸・交通 680    

 689-O 大橋 昭一 観光学ガイドブック  

通信事業 690    

芸術・美術 700    

 704-Sa 椹木 野衣 反アート入門  

 709-N 中村 俊介 世界遺産 理想と現実のはざまで  

彫刻 710    

絵画 720    

 723.3-Be Berger Ways of seeing 洋書 

 726-N 南條 竹則 吾輩は猫画家である ルイス・ウェイン伝  

音楽 760    

 762.1-O 小倉 朗 日本の耳  

 763.2-Sh ｼﾝｺｰﾐｭｰｼﾞｯｸ クイーン〜ボヘミアン・ラプソディ  

演劇 770    

 778.21-I 池田 淑子 アメリカ人の見たゴジラ、日本人の見たゴジラ  

スポーツ 780    

 780-I 生島 淳 スポーツルールはなぜ不公平か  

 780-Mi ミア Ｓｐｏｒｔ２．０  

 780.1-Sa 佐々木正人 時速２５０ｋｍのシャトルが見える  

 783.47-Su サンプター サッカーマティクス  

 783.7-Le ルイス マネー・ボール 完全版  

 786.1-U 植村 直己 青春を山に賭けて 新装版  



言語 800    

 801-O 大津由紀雄 ことばの宇宙への旅立ち  

 801.1-O 大城 道則 図説 古代文字入門（ふくろうの本）  

日本語 810    

 811-Ko 今野 真二 図説 日本の文字（ふくろうの本）  

 816.5-Sh 白井 利明 よくわかる卒論の書き方  

(外国語) 820    

文学 900    

 901.3-Ts 筒井 康隆 短篇小説講義 増補版  

 902.3-Ku 工藤 庸子 世界の名作を読む 海外文学講義  

日本文学 910    

 913.6-E 榎田ユウリ 宮廷神官物語 ７ 続巻 

 913.6-H 日向理恵子 火狩りの王 ２ 続巻 

 913.6-H 平田 駒 スガリさんの感想文はいつだって斜め上  

 913.6-H はやみねかおる 都会のトム＆ソーヤ １６ 続巻 

 913.6-H 廣嶋 玲子 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １１ 続巻 

 913.6-H 長谷川 夕 どうか、天国に届きませんように  

 913.6-I 一原 みう あなたの人生、交換します  

 913.6-I 池井戸 潤 ノーサイド・ゲーム  

 913.6-Ka 飼牛 万里 サッカーボール海を渡る  

 913.6-Ka 茅野 実柚 君が死ぬ未来がくるなら、何度でも  

 913.6-Ko 小松亜由美 誰そ彼の殺人  

 913.6-Mi 三上 延 同潤会代官山アパートメント  

 913.6-N 中島 京子 夢見る帝国図書館  

 913.6-Sh 白川 紺子 後宮の烏 1～２巻  

 913.6-Sh 時雨沢恵一 キノの旅 ６～１０巻 続巻 

 913.6-Sh 柴田 勝家 ヒト夜の永い夢  

 913.6-Ts 辻村 七子 宝石商リチャード氏の謎鑑定 1～8巻  

 913.6-Ts 津原 泰水 ヒッキーヒッキーシェイク  

 913.6-Y 山田 詠美 つみびと  

 913.6-Y 夢枕 獏 陰陽師 玉兎ノ巻  

 914.6-H 服部 小雪 はっとりさんちの狩猟な毎日  

 914.6-Mu 村上 龍 神は細部に宿る  

(外国文学) 920    

 931-Qu クイーン クイーン詩集 完全版  



※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。 

 933-Co コルファー 帰ってきた悪の魔女 The land of stories 2 続巻 

 933-Co コルファー グリムの警告  The land of stories 3 続巻 

 933-Co コルファー 仮面の男と悪の軍団  The land of stories 4 続巻 

 933-Ya Yamashita Through the Arc of the Rain Forest  


