
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 007.13-E 江間 有沙 ＡＩ社会の歩き方  

一般論文集 040    

 041.3-To 東北大学 若手研究者が挑む学際フロンティア 百科繚覧 1 寄贈 

新聞 070    

 070-H 橋本 昇 内戦の地に生きる  

 071-A 朝日新聞 朝日新聞縮刷版 2019.3  

 071-H 北海道新聞 北海道新聞縮刷版 2019.3  

哲学 100    

哲学各論 110    

 116-Nh ＮＨＫ 「ロンリ」の授業   

倫理学 150    

 155-Ta 高橋 陽一 くわしすぎる教育勅語  

 159-Se シーリング Insight out 洋書 

 159-Se シーリング What I wish I knew when I was 20 洋書 

歴史 200    

 200-R 胎中 千鶴 あなたとともに知る台湾 歴史総合パートナーズ 6  

 200-R 小川 輝光 ３・１１後の水俣 歴史総合パートナーズ 7  

 209-I 大角 修 図解でわかる 14歳から知る影響と連鎖の全世界史  

日本史 210    

 210-Ko 国立歴博 わくわく！探検れきはく日本の歴史 1先史・古代 続巻 

 210-Ko 国立歴博 わくわく！探検れきはく日本の歴史 4 近代・現代 続巻 

 210.023-F 藤井 青銅 元号って何だ？今日から話せる 247 回の改元舞台裏  

 210.25-Se 関 裕二 「縄文」の新常識を知れば日本の謎が解ける  

 210.75-N 中尾 則幸 海わたる聲 悲劇の樺太引揚げ船「泰東丸」  

 211-H 平山 裕人 地図でみるアイヌの歴史  

（外国史） 220    

 240-Mi 宮本 正興 新書アフリカ史 改訂新版  

 253-W 和田 光弘 植民地から建国へ シリーズアメリカ合衆国史 1   

伝記 280    

 281.1-St STV ラジオ ほっかいどう百年物語 北海道命名 150年記念  

 289-Ka 鹿島 茂 日本が生んだ偉大なる経営イノベーター小林一三  

 289.1-Ka 加賀 乙彦 ある若き死刑囚の生涯  

 289.3-O 大木 毅 「砂漠の狐」ロンメル  



地理・紀行 290    

 292.92-F 藤巻 光浩 国境の北と日本人 ポストコロニアルな旅へ  

社会科学 300    

 302.292-H 堀内 賢志 ロシア極東ハンドブック 寄贈 

 302.38-I 岩本 和久 情報誌の中のロシア 文化と娯楽の空間 寄贈 

 302.38-N 西田 孝広 北欧の小さな大国「スウェーデン」の魅力１５０  

 304-I 池上 彰 池上彰のいつものニュースがすごくよくわかる本  

政治 310    

 312.38-I 飯島 一孝 ロシアのマスメディアと権力 寄贈 

 316.827-Y 山口 昭彦 クルド人を知るための５５章  

法律 320    

 324-Ma 松久三四彦 オリエンテーション民法  

 329.5-H 旗手 啓介 告白 あるＰＫＯ隊員の死・２３年目の真実  

経済 330    

 331.19-Ka 鎌田雄一郎 ゲーム理論入門の入門  

 332.107-At アトキンソン 日本人の勝算 人口減少×高齢化×資本主義  

 332.107-Ka 金子 勝 平成経済衰退の本質  

 334.4-Ta 玉木 俊明 世界史を「移民」で読み解く  

 335.13-Ka 川嵜 昌子 アンガーマネジメント経営者の教科書  

 336.9-Ta 田中 靖浩 会計の世界史   

 338-I 岩田 昭男 キャッシュレス覇権戦争  

 338-O 岡嶋 裕史 ブロックチェーン   

 338.21-O 奥山 俊宏 バブル経済事件の深層  

社会 360    

 361-Ko 鴻上 尚史 「空気」を読んでも従わない  

 361.16-Sa 佐藤 俊樹 社会科学と因果分析  

 361.4-O 太田 肇 「承認欲求」の呪縛  

 366-Bl ブラッドワース ｱﾏｿﾞﾝの倉庫で絶望し、ｳｰﾊﾞｰの車で発狂した 潜入・最低賃金労働の現場  

 366.28-Ta 高原 浩 飼い殺しさせないための支援  

 367.2-Mc マカーニー他 わたしは女の子だから  

 367.68-I 伊田 広行 デートＤＶ予防学 シングル単位思考法でわかる  

教育 370    

 376.8-Ta 田中研之輔 教授だから知っている大学入試のトリセツ  

 376.87-Mi 宮崎 紀郎 続・飛び入学の物理 寄贈 

 378.4-So 副島 賢和 あかはなそえじ先生のひとりじゃないよ  



民俗学 380    

 382.11-I 池田 宏 ＡＩＮＵ  

 382.11-Ke 計良 智子 フチの伝えるこころ アイヌの女の四季  

 382.11-N 中川 裕 アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」  

 382.68-Ko 国分 拓 ノモレ  

 386.162-Sh 下間 正隆 イラスト祇園祭 寄贈 

国防･軍事 390    

 391.1-I 井上 義和 未来の戦死に向き合うためのノート  

自然科学 400    

 404-Ku くられ アリエナクナイ科学ノ教科書  

数学 410    

 410-Ta 竹内 潔 数学リテラシー  

 410-Y 安田 健彦 ゲームで大学数学入門  

 410.4-Mo 森田 真生 数学の贈り物  

 415.2-N Newton 次元のすべて 私たちの世界は何次元なのか？  

科学 430    

 438.1-Sa 佐藤健太郎 すごい分子 世界は六角形でできている  

地球科学 450    

 450-Ka 鎌田 浩毅 地球とは何か 人類の未来を切り開く地球科学  

動物学 480    

 480.76-Ka 川端 裕人 動物園から未来を変える  

 483.3-Ku 久保田 信 不老不死のクラゲの秘密  

医学 490    

 490.4-Ka 柏木 哲夫 ユーモアを生きる  

 492.29-Ko 今 明秀 青森ドクターヘリ劇的救命日記  

 493.79-Ku 功刀 浩 心の病を治す食事・運動・睡眠の整え方  

 494.5-H 本庶 佑 がん免疫療法とは何か  

技術・工学 500    

製造工学 580    

 585-Ma 前田 秀一 トコトンやさしい紙と印刷の本  

産業 600    

農業 610    

 610-Ja ＪＡ ふるさとに生きる 郷土の姿、連綿と 寄贈 DVD 

商業 670    

 673.78-Y 横田 増生 ユニクロ潜入一年  



運輸・交通 680    

 686.7-Ma 松本 創 軌道 福知山線脱線事故ＪＲ西日本を変えた闘い  

 689.6-Sa さとう好明 ロシア人と日本観光案内 寄贈 

芸術・美術 700    

演劇 770    

 770-N 中村 雅之 能・狂言 日本の伝統芸能を楽しむ 寄贈 

 770-N 矢内 賢二 歌舞伎 日本の伝統芸能を楽しむ 寄贈 

 770-N 大友 浩 落語・寄席芸 日本の伝統芸能を楽しむ 寄贈 

 770-N 岩崎 和子 文楽 日本の伝統芸能を楽しむ 寄贈 

 779.14-Y 山田ルイ 53世 一発屋芸人列伝  

スポーツ 780    

 780.7-H 樋口 満 体力の正体は筋肉  

 780.7-Ns ＮＳＣＡ NSCA高校生のための体力トレーニングマニュアル  

言語 800    

日本語 810    

 816.5-O 小笠原喜康 中高生からの論文入門  

文学 900    

日本文学 910    

 910.2-Sa 松浦寿輝他 作家と楽しむ古典松尾芭蕉／おくのほそ道他  

 911.16-H 東 直子 しびれる短歌  

 911.56-Sa 最果 タヒ 天国と、とてつもない暇  

 913-Su 金原 瑞人 菅原伝授手習鑑 ｽﾄｰﾘｰで楽しむ文楽・歌舞伎物語 1  

 913-Su 石崎 洋司 毛抜，鳴神 ｽﾄｰﾘｰで楽しむ文楽・歌舞伎物語 2  

 913-Su 越水利江子 義経千本桜 ｽﾄｰﾘｰで楽しむ文楽・歌舞伎物語 3  

 913-Su 令丈ヒロ子 曽根崎心中 ｽﾄｰﾘｰで楽しむ文楽・歌舞伎物語 4  

 913-Su 那須田 淳 弁天小僧 ｽﾄｰﾘｰで楽しむ文楽・歌舞伎物語 5  

 913.6-A 数多 久遠 北方領土秘録 外交という名の戦場  

 913.6-A 阿川せんり ウチらは悪くないのです。  

 913.6-A 赤坂 真理 箱の中の天皇  

 913.6-A 赤坂 真理 東京プリズン  

 913.6-A 阿部 智里 弥栄の烏 続巻 

 913.6-A 朝井リョウ 死にがいを求めて生きているの  

 913.6-C 千早 茜 鳥籠の小娘  

 913.6-E 榎田ユウリ 宮廷神官物語 ６ 続巻 

 913.6-H 蜂谷 涼 曙に咲く  



※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 石田 衣良 不死鳥少年 アンディ・タケシの東京大空襲  

 913.6-Ka 神山 裕右 サスツルギの亡霊  

 913.6-Ka 加藤 千恵 そして旅にいる  

 913.6-Ko 小池真理子 モンローが死んだ日  

 913.6-Ko 小前 亮 星の旅人 伊能忠敬と伝説の怪魚  

 913.6-Ki 木皿 泉 カゲロボ  

 913.6-Ki 北山 猛邦 千年図書館  

 913.6-N 西 加奈子 まく子  

 913.6-N 長野まゆみ 銀河鉄道の夜 カムパネルラ版  

 913.6-O 奥山景布子 圓朝  

 913.6-O 奥田 英朗 我が家のヒミツ  

 913.6-O 太田 紫織 昨日の僕が僕を殺す 2 リュウグウノハナヨメ 続巻 

 913.6-Ts 辻 寛之 インソムニア  

 913.6-U 上田早夕里 破滅の王  

 913.6-U 上橋菜穂子 鹿の王水底の橋  

 913.6-Y 山尾 悠子 歪み真珠  

 913.6-Y 矢口 敦子 海より深く  

 913.6-Y 椰月美智子 明日の食卓  

 913.68-G 桃戸 ハル ５分後に恋の結末春が来たら、泣くかもしれない 続巻 

 913.68-G 桃戸 ハル ５秒後に意外な結末アポロンの黄色い太陽 続巻 

 914.6-Mi 三谷 幸喜 三谷幸喜のありふれた生活 おいしい時間  

 914.6-Y 柳 広司 二度読んだ本を三度読む  

 914.68-Y Yahoo!ﾆｭｰｽ 「わたし」と平成 激動の時代の片隅で  

 916-A ああちゃん ダメ親と呼ばれても学年ビリの 3人の子を信じてどん底家族を再生させた母の話  

 916-I 伊藤 詩織 Ｂｌａｃｋ Ｂｏｘ  

(外国文学) 920    

 933-Ki キング シャイニング 上・下巻 新装版  

 980-Mi 宮風 耕治 ロシア・ファンタスチカ（ＳＦ）の旅 寄贈 


