
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 007.6-Qu クイグリー コンピュータサイエンス図鑑  

新聞 070    

 070-I 猪谷 千香 その情報はどこから？ネット時代の情報選別力  

 071-H 北海道新聞 北海道新聞縮刷版 2019.8  

哲学 100    

心理学 140    

 140-O 小野 良平 ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑  

 146.8-N 長沼 睦雄 １０代のための疲れた心がラクになる本  

倫理学 150    

 158-O 押谷 由夫 生きるための「正義」を考える本  

 159-A 天野 篤 これからを生きる君へ  

宗教 160    

仏教 180    

 181.4-Ka 加須屋 誠 地獄めぐり  

歴史 200    

 209.3-N National Ge 古代史マップ 世界を変えた帝国と文明の興亡  

日本史 210    

 210.32-Ma 松木 武彦 考古学から学ぶ古墳入門  

 210.4-C 長澤 伸樹 楽市楽座はあったのか 中世から近世へ  

 210.61-We ワート 明治維新の敗者たち  

 210.75-Y 吉浜 忍 沖縄戦を知る事典 非体験世代が語り継ぐ  

 216.3-Y 洋泉社 世界遺産登録へ！百舌鳥・古市古墳群のすべて  

（外国史） 220    

 230.45-Sa 櫻井 康人 図説｜十字軍   

 237-F 藤澤 房俊 地中海の十字路＝シチリアの歴史  

伝記 280    

 289-Se 高畠 純夫 古代ギリシアの思想家たち 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 高野 太輔 マンスール 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 松田 俊道 サラディン 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 池谷 文夫 ウルバヌス２世と十字軍 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 久保 一之 ティムール 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 北田 葉子 マキァヴェッリ 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 青木 道彦 エリザベス女王 世界史リブレット人 続巻 



 289-Se 国本 伊代 ビリャとサパタ 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 深澤 秀男 西太后 世界史リブレット人 続巻 

 289-Se 富田 健次 ホメイニー 世界史リブレット人 続巻 

 289.1-O 小和田哲男 明智光秀・秀満 ときハ今あめが下しる五月哉  

 289.3-Ob オバマ マイ・ストーリー  

地理・紀行 290    

 290-P ポプラ社 ポプラディアプラス 世界の国々 1～5巻  

 291.09-Ko 木暮理太郎 山の憶い出 上・下巻  

 297.9-W 渡貫 淳子 南極ではたらく かあちゃん、調理隊員になる  

社会科学 300    

政治 310    

 311.23-Mo 森分 大輔 ハンナ・アーレント 屹立する思考の全貌  

 311.7-Ma 前田健太郎 女性のいない民主主義  

 312.53-Ka 金成 隆一 ルポトランプ王国 ２  

 319.8-So サザード ナガサキ 核戦争後の人生  

 316.81-I 市川 守弘 アイヌの法的地位と国の不正義  

 319.38-Ko 小泉 悠 「帝国」ロシアの地政学  

 319.8-Sa 佐藤 真澄 ヒロシマをのこす  

法律 320    

 329.36-Sh 白川 優子 紛争地の看護師  

経済 330    

 330-Ec エクルンド 北欧式お金と経済がわかる本  

 330-Ko お金と経済プロジェクト 親子で学ぶお金と経済の図鑑  

 331-O 大竹 文雄 行動経済学の使い方  

 337.21-I 飯田 泰之 日本史に学ぶマネーの論理  

社会 360    

 361.4-O 岡本真一郎 なぜ人は騙されるのか   

 364-Ki 菊池 馨実 社会保障再考〈地域〉で支える  

 365-Mi 三輪 昭子 エシカル消費ってなに？身近でできる SDGsエシカル消費 1  

 365-Mi 三輪 昭子 エシカル消費で SDGs を！身近でできる SDGsエシカル消費 2  

 365-Mi 三輪 昭子 エシカル消費をやってみよう！身近でできる SDGsエシカル消費 3  

 366.29-Z 図子 慧 5分でわかる 10年後の自分 2030年のハローワーク  

 367.21-N 中村 淳彦 東京貧困女子。彼女たちはなぜ躓いたのか  

 367.3-Ka 狩野さやか ふたりは同時に親になる  

 368.6-Do DK社 犯罪学大図鑑  



 369.26-Ta 高橋絵里香 ひとりで暮らす、ひとりを支える  

 369.42-H 八田 達夫 待機児童対策  

教育 370    

 370.4-O おおたとしまさ いま、ここで輝く。  

民俗学 380    

 383.8-F 藤村 久和 アイヌのごはん 自然の恵み  

 386-Fl フラワーズ 世界一おもしろいお祭りの本  

国防･軍事 390    

 392.1-O 押田 信子 抹殺された日本軍恤兵部の正体  

自然科学 400    

 404-Br ブラウン 科学の誤解大全  

 404-N 中村 幸司 知らないと恥をかく最新科学の話  

 407-I 池内 了 科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけないか  

数学 410    

 410-Su 鈴木 伸介 もう一度解いてみる入試数学  

物理学 420    

 423-A 青山 均 秘伝の微積物理  

科学 430    

 430-Ko ＯＢＯＧ会 国際化学オリンピックに挑戦！1 基礎  

 430-Ko ＯＢＯＧ会 国際化学オリンピックに挑戦！2 無機化学・分析化学  

 430-Ko ＯＢＯＧ会 国際化学オリンピックに挑戦！3 物理化学  

 430-Ko ＯＢＯＧ会 国際化学オリンピックに挑戦！4 有機化学  

 430-Ko ＯＢＯＧ会 国際化学オリンピックに挑戦！5 実験  

 430.2-Sa 左巻 健男 中学生にもわかる化学史  

地球科学 450    

 451.61-A 荒木健太郎 雲の中では何が起こっているのか  

 451.68-Ma 前野 紀一 ひんやり氷の本  

 457.87-Ko 小林 快次 恐竜まみれ 発掘現場は今日も命がけ  

生物科学 460    

 460-Mo 本川 達雄 生きものとは何か 世界と自分を知るための生物学  

 467.5-Da ダーウィン 若い読者のための「種の起源」  

動物学 480    

 488.45-A 有川美紀子 小笠原が救った鳥  

 489-Dr ドリュー わたしは哺乳類です  

 498.1-Sa 笹井恵里子 救急車が来なくなる日  



医学 490    

 490.15-Mi 宮下 洋一 安楽死を遂げた日本人  

 493.1-Y ゆらり ある日突然、慢性疲労症候群になりました。  

 493.49-N 乃樹愛 なんで私が適応障害！？  

 493.73-A あーさ ＡＤＨＤ脳で人生楽しんでます！  

 493.764-Ma まい まいちゃんの双極取扱説明書  

 495.13-Ta 田中ひかる 生理用品の社会史  

技術・工学 500    

建設工学 510    

 519-Ko 米谷 仁 ＳＤＧｓが地方を救う  

 519.13-Se 瀬口 亮子 「脱使い捨て」でいこう！   

製造工学 580    

 589.77-H ほぼ日 岩田さん 寄贈 

生活科学 590    

 590-N 中村シュフ 主夫になってはじめてわかった主婦のこと  

産業 600    

芸術・美術 700    

 702.16-I 池田 忍 手仕事の帝国日本  

 704-Sa 椹木 野衣 感性は感動しない 美術の見方、批評の作法  

 704-Sa 椹木 野衣 震美術論  

彫刻 710    

絵画 720    

 721.5-I 井田 太郎 酒井抱一 俳諧と絵画の織りなす抒情  

演劇 770    

 778.77-N 中尾 隆聖 声優という生き方  

スポーツ 780    

 783.47-Ma 松原 良香 ストライカーを科学する  

言語 800    

日本語 810    

 810.2-Ku 倉島 節尚 中高生からの日本語の歴史  

 814-Y 矢野 耕平 １３歳からの「気もちを伝える言葉」事典  

文学 900    

日本文学 910    

 910.26-Ka 角田 光代 もの書く人のかたわらには、いつも猫がいた  

 913.6-D ドリアン助川 水辺のブッダ  



 913.6-H 久間 十義 限界病院  

 913.6-I いとうみく 天使のにもつ  

 913.6-I 今村 夏子 むらさきのスカートの女 芥川賞 

 913.6-I 五十嵐貴久 コヨーテの翼  

 913.6-Ka 神永 学 ガラスの城壁  

 913.6-Ka 加藤シゲアキ 傘をもたない蟻たちは  

 913.6-Ka 加藤シゲアキ 閃光スクランブル  

 913.6-Ka 加藤シゲアキ Ｂｕｒｎ．−バーン  

 913.6-Ka 片岡 翔 あなたの右手は蜂蜜の香り  

 913.6-Ki 木内 昇 化物蝋燭  

 913.6-Ki 岸 政彦 図書室  

 913.6-Ko 河野 裕 夜空の呪いに色はない 続巻 

 913.6-Ma 麻希 一樹 「悩み部」の復活と、その証明。  

 913.6-Mo 森川 成美 マレスケの虹  

 913.6-Mo 望月 麻衣 真贋事件簿 京都寺町三条のホームズ 2 続巻 

 913.6-Mo 望月 麻衣 浮世に秘めた想い 京都寺町三条のホームズ 3 続巻 

 913.6-Mo 望月 麻衣 ミステリアスなお茶会 京都寺町三条のホームズ 4 続巻 

 913.6-Mo 望月 麻衣 ｼｬｰﾛｷｱﾝの宴と春の嵐 京都寺町三条のホームズ 5 続巻 

 913.6-Mo 望月 麻衣 新緑のサスペンス 京都寺町三条のホームズ 6 続巻 

 913.6-Mo 望月 麻衣 ホームズと歩く京都 京都寺町三条のホームズ 6.5 続巻 

 913.6-Mo 望月 麻衣 贋作師と声なき依頼 京都寺町三条のホームズ 7 続巻 

 913.6-Mo 望月 麻衣 見習い鑑定士の奮闘 京都寺町三条のホームズ 8 続巻 

 913.6-Mo 望月 麻衣 恋と花と想いの裏側 京都寺町三条のホームズ 9 続巻 

 913.6-Mo 望月 麻衣 見習い鑑定士の決意と旅立ち 京都寺町三条のホームズ 10 続巻 

 913.6-Mo 望月 麻衣 あの頃の想いと優しい夏休み 京都寺町三条のホームズ 11 続巻 

 913.6-Mo 望月 麻衣 祇園探偵の事件手帖 京都寺町三条のホームズ 12 続巻 

 913.6-Mo 森沢 明夫 水曜日の手紙  

 913.6-N 中西モトオ 鬼人幻燈抄 葛野編 水泡の日々  

 913.6-O 大島真寿美 渦 妹背山婦女庭訓魂結び 直木賞 

 913.6-Sa 佐川 光晴 日の出  

 913.6-Sh 時雨沢恵一 キノの旅 １１～１５巻 続巻 

 913.6-Ta 田丸 久深 眠りの森クリニックへようこそ  

 913.6-U 上野 歩 キリの理容室  

 913.6-Y 吉田 篤弘 月とコーヒー  

 913.68-E エブリスタ ５分後にいい気味なラスト  



※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。 

 913.68-Mo 桃戸 ハル 5分後に意外な結末 アクアマリンからあふれる涙  

 914.6-O 温 又柔 「国語」から旅立って  

 914.6-Ta 谷川俊太郎 星空の谷川俊太郎質問箱 寄贈 

 916-Ku 暮しの手帖 戦争が立っていた 戦中・戦後の暮しの記録  

 916-Ku 暮しの手帖 なんにもなかった 戦中・戦後の暮しの記録  

 916-Y やなせたかし ぼくは戦争は大きらい  

(外国文学) 920    

 933-Le ルイス 風がはこんだ物語  

 933-Mc マッカーシー 私のカトリック少女時代  

 933-Ri リクス 子犬たちのあした ロンドン大空襲  

 940.27-Ka 柿木 伸之 ヴァルター・ベンヤミン  

 949-Na ナット １７９３  

 973-Pa パストーレ 最後の手紙  


