
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

(図書館学) 010    

 019.2-Z 図書館協議会 考える読書 青少年読書感想文全国コンクール入賞作品集  

書誌学 020    

 020.2-Ch ｸﾘｽﾁｬﾝｿﾝ 歴史を変えた１００冊の本  

逐次刊行物 050    

 059-A 朝日新聞 朝日ジュニア学習年鑑 ２０１９  

新聞 070    

 071-A 朝日新聞 朝日新聞縮刷版 2019.9  

 071-H 北海道新聞 北海道新聞縮刷版 2019.9  

哲学 100    

西洋哲学 130    

 135.57-Sh 慎改 康之 ミシェル・フーコー  

心理学 140    

 146.8-To 東畑 開人 居るのはつらいよ ケアとセラピーについての覚書  

 146.8-To 東畑 開人 野の医者は笑う 心の治療とは何か？  

倫理学 150    

 159.4-Sh 塩田 元規 ハートドリブン   

歴史 200    

（外国史） 220    

 222-Nh ＮＨＫ その時歴史が動いた 中国英雄編  

 234.074-Da デニンクス 父さんはどうしてヒトラーに投票したの?  

 253.07-N 中野耕太郎 ２０世紀アメリカの夢  

伝記 280    

 288.49-Sh 清水書院 まるわかり世界の王室  

 289-Se 土肥 恒之 ピョートル大帝 世界史リブレット人 57 続巻 

 289-Se 毛利 晶 カエサル 世界史リブレット人 7 続巻 

 289-Se 加藤 博 ムハンマド・アリー 世界史リブレット人 67 続巻 

 289-Se 中田 一郎 ハンムラビ王 世界史リブレット人 1 続巻 

 289-Se 家島 彦一 イブン・ジュバイルとイブン・バットゥータ 世界史リブレット人 28 続巻 

 289-Se 小林 義廣 王安石 世界史リブレット人 33 続巻 

 289-Se 稲野 強 マリア・テレジアとヨーゼフ 2世 世界史リブレット人 56 続巻 

 289-Se 長沼 秀世 ウィルソン 世界史リブレット人 74 続巻 

 289-Se 青柳かおる ガザーリー 世界史リブレット人 25 続巻 



 289-Se 上垣 豊 ナポレオン 世界史リブレット人 62 続巻 

 289.1-Y  松浦武四郎 ユリイカ臨時増刊号  

 289.3-Ko 小林 素文 カメハメハ大王 今へとつながる英傑の軌跡  

地理・紀行 290    

 291.1-Jt JTB ニッポンを解剖する！北海道図鑑  

 291.109-H 歴史を見て歩く会 北海道ぶらり歴史探訪ルートガイド  

 293.7-Ko 近藤 博重 ドロミテ山塊巡り 寄贈 

社会科学 300    

 302.22-Ka 梶谷 懐 幸福な監視国家・中国  

 304-Ga ガブリエル 未来への大分岐   

政治 310    

 312.1-Su 鈴木 荘一 陸軍の横暴と闘った西園寺公望の失意  

 312.1-Y 山口 二郎 民主主義は終わるのか 瀬戸際に立つ日本  

法律 320    

 320-Y 山崎聡一郎 こども六法  

 323.14-Sa 齋藤 孝 声に出して読みたい 小中学生にもわかる日本国憲法  

経済 330    

 332.107-Y 山家悠紀夫 日本経済３０年史 バブルからアベノミクスまで  

社会 360    

 361.8-U 植村 邦彦 隠された奴隷制  

 369.27-Ko 児玉 真美 殺す親殺させられる親  

 366.29-Ki 近畿化学協会 化学のしごと図鑑  

 366.29-P 益田 美樹 消防官になるには なるには Books88  

 366.29-P 岩間 靖典 臨床工学技士になるには なるには Books153  

 367.3-Y 読売新聞 孤絶 家族内事件  

 369.4-Ko 松本伊智朗 生まれ、育つ基盤 シリーズ子どもの貧困 1  

 369.4-Ko 小西 祐馬 遊び・育ち・経験 シリーズ子どもの貧困 2  

 369.4-Ko 佐々木 宏 教える・学ぶ シリーズ子どもの貧困 3  

 369.42-Mi 三宅 玲子 真夜中の陽だまり ルポ・夜間保育園  

教育 370    

 371.42-N 中川 翔子 死ぬんじゃねーぞ！！   

 372.1-Ma 松岡 亮二 教育格差 階層・地域・学歴  

 374-I 岩田 美香 いじめ・虐待・貧困から子どもたちを守るためのＱ＆Ａ  

 376.8-N 元木 裕 外国語学部 なるには Books 大学学部調べ  

 376.8-N 佐藤 成美 栄養学部 なるには Books 大学学部調べ  



民俗学 380    

 382.11-Ko 小坂 洋右 アイヌ、日本人、その世界  

 383.8-Ma 松本 仁一 国家を食べる  

 383.81-Y 横浜市歴史博物館 おにぎりの文化史  

 388.1-A 朝里 樹 日本現代怪異事典副読本  

 389.1-N 成田 英敏 アコㇿコタン  

自然科学 400    

 404-N 中屋敷 均 科学と非科学  

物理学 420    

 420-Sh 志村 史夫 いやでも物理が面白くなる  

宇宙科学 440    

 443.6-Bi Binney Galactic dynamics 洋書 

 443.9-Me メラリ ユニバース２．０  

地球科学 450    

 457.8-Ka 川崎 悟司 ならべてくらべる絶滅と進化の動物史  

生物科学 460    

 461-I 稲垣 栄洋 敗者の生命史３８億年  

 467.5-Lo ロソス 生命の歴史は繰り返すのか？  

 469.4-Le レンツ 人体、なんでそうなった？  

植物学 470    

 475.03-O 大石 善隆 じっくり観察特徴がわかるコケ図鑑  

動物学 480    

 481.7-I 稲垣 栄洋 生き物の死にざま  

 486.1-A 浅間 茂 虫や鳥が見ている世界  

 489.87-G 郡司 芽久 キリン解剖記  

 498.58-Ko 小林 弘幸 医者が考案した「長生きみそ汁」  

 489.7-Mi 三浦 英之 牙 アフリカゾウの「密猟組織」を追って  

医学 490    

 491.65-O 小倉加奈子 おしゃべりながんの図鑑  

 493.76-Mu 村井 俊哉 統合失調症  

 493.76-To Ｔｏｋｉｎ 実録解離性障害のちぐはぐな日々  

 493.74-Al オルター 僕らはそれに抵抗できない  

技術・工学 500    

建設工学 510    

 519.7-N 仲村 和代 大量廃棄社会   



建築学 520    

 526.37-P ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 世界の美しい学校  

機械工学 530    

 538.93-Ma 的川 泰宣 トコトンやさしい宇宙ロケットの本  

海洋工学 550    

 558-Ka 海洋政策研究財団 人と海洋の共生をめざして 9 寄贈 

金属工学 560    

 565.8-Sa 齋藤 勝裕 レアメタル・レアアースの驚くべき能力  

製造工学 580    

 589.73-Ka 菅 未里 私の好きな文房具の秘密  

生活科学 590    

 596.37-Sh 島本美由紀 野菜保存のアイデア帖  

 596.7-Mi 三木雄貴秀 おいしいお茶の秘密  

産業 600    

畜産業 640    

 648.2-Ma 松井 賢一 うまいぞ！シカ肉 捕獲、解体、調理、販売まで  

水産業 660    

 666.9-Su 鈴木 克美 金魚と日本人  

商業 670    

 674.3-P ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 外国人にアピールするデザインのアイデア  

芸術・美術 700    

 709.1-Y 吉岡 孝 空襲で消えた「戦国」の城と財宝  

絵画 720    

 726.1-N 野田サトル ゴールデンカムイ １９巻 続巻 

 726.6-U 宇梶 静江 The owl god and a school of salmon 寄贈 

音楽 760    

 763.72-Sa 酒井 秀明 部活で吹奏楽 フルート上達ＢＯＯＫ  

 764.6-Ta 高垣 智 からだの使い方 パワーアップ吹奏楽！  

スポーツ 780    

 783.7-H 広尾 晃 球数制限 野球の未来が危ない！  

 783.7-Mo 元永 知宏 レギュラーになれないきみへ  

 786.18-H 羽根田 治 ドキュメント生還 山岳遭難からの救出  

言語 800    

日本語 810    

 817.5-Ts 対崎 正宏 論理的思考力が飛躍的に高まる大人の「読む力」  



文学 900    

 908.3-N 中島 克治 １話５分！１２歳までに読みたい名作１００  

日本文学 910    

 911.3-Y 吉竹 純 日曜俳句入門  

 913.6-E 榎田ユウリ 宮廷神官物語 ８ 続巻 

 913.6-H 花形みつる 徳治郎とボク  

 913.6-Ka 河崎 秋子 土に贖う  

 913.6-Ko 小林 栗奈 骨董屋・眼球堂  

 913.6-Ko 河野 裕 きみの世界に、青が鳴る 続巻 

 913.6-Mu 村木 嵐 夏の坂道  

 913.6-N 凪良 ゆう 流浪の月  

 913.6-O 小川 洋子 小箱  

 913.6-O 小野不由美 魔性の子 十二国記 0  

 913.6-O 小野不由美 月の影影の海 上・下巻 十二国記 1  

 913.6-O 小野不由美 風の海迷宮の岸 十二国記 2  

 913.6-O 小野不由美 東の海神西の滄海 十二国記 3  

 913.6-O 小野不由美 風の万里黎明の空 上・下巻 十二国記 4  

 913.6-O 小野不由美 丕緒の鳥 十二国記 5  

 913.6-O 小野不由美 図南の翼 十二国記 6  

 913.6-O 小野不由美 華胥の幽夢 十二国記 7  

 913.6-O 小野不由美 黄昏の岸暁の天 十二国記 8  

 913.6-O 小野不由美 白銀の墟玄の月 上・下巻 十二国記 9  

 913.6-Sa 坂上 泉 へぼ侍  

 913.6-Ts 津村記久子 ポースケ  

 913.6-Su 菅野 雪虫 アトリと五人の王  

 913.6-Sh 白川 紺子 後宮の烏 ３ 続巻 

 913.6-Sh 時雨沢恵一 キノの旅 １６巻～２２巻 続巻 

 913.6-Ta 高原 史朗 １５歳、まだ道の途中  

 913.6-Ts 津村記久子 この世にたやすい仕事はない  

 913.6-Ts 津村記久子 ディス・イズ・ザ・デイ  

 913.6-Y 米澤 穂信 Ｉの悲劇  

 913.68-E エブリスタ ５分後に誰も死なない涙のラスト 続巻 

 913.68-E エブリスタ ５分後に歪んだ愛のラスト 続巻 

 914.6-N 梨木 香歩 やがて満ちてくる光の  

(外国文学) 920    



※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。 

 929-G  千一夜物語 ガラン版 1・2巻  

 933-Mu ムカジー カルカッタの殺人  

 973-Ga ガッティ ぼくたちは幽霊じゃない  

 946-Ba バッチャーニ 月下の犯罪  


