
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 002-Ku 桑子 敏雄 何のための「教養」か  

 007.1-Ja ジェームス 数とコンピューターについて知っておくべき 100のこと  

 007.11-Wi ウィーナー サイバネティックス   

 007.64-Au ロビンソン 世界でさいしょのプログラマー  

(図書館学) 010    

 019.5-Ko 小林 康夫 若い人のための１０冊の本  

百科事典 030    

 031.4-La ロートン ＮｅｗＳｃｉｅｎｔｉｓｔ起源図鑑  

新聞 070    

 071-A 朝日新聞 朝日新聞縮刷版 2019.12  

 071-H 北海道新聞 北海道新聞縮刷版 2019.12  

哲学 100    

哲学各論 110    

 114.5-Ga ガブリエル 新実存主義  

東洋思想 120    

 121.02-Su 末木文美士 日本思想史  

歴史 200    

 200-R 大澤 広晃 帝国主義を歴史する 歴史総合パートナーズ 8 続巻 

 200-R 渡部 竜也 Doing History 歴史総合パートナーズ 9 続巻 

 209-Bu ビュイッソン 敗者が変えた世界史 上・下巻  

日本史 210    

 210.27-Ko 譽田亜紀子 知られざる弥生ライフ  

 210.3-Ku 倉本 一宏 はじめての日本古代史  

 216.3-Mi 水谷 千秋 仁徳天皇陵と巨大古墳の謎  

 219.9-F 藤田 祐樹 南の島のよくカニ食う旧石器人  

（外国史） 220    

 222-Ma 丸橋 充拓 江南の発展 南宋まで  

 222.043-W 渡邉 義浩 はじめての三国志   

伝記 280    

 289.1-I 今井 博昭 渋沢栄一「日本近代資本主義の父」の生涯  

 289.1-N 乃至 政彦 信長を操り、見限った男光秀  

 289.1-Sh 柴 裕之 図説明智光秀  

 289.3-Co コープランド チューリング 情報時代のパイオニア  



 289.3-I 池田まき子 自由への道  

社会科学 300    

 302.33-I 池上 彰 池上彰の世界の見方 イギリスとＥＵ  

 304-Ha ハラリ 21Lessons 21世紀の人類のための 21の思考  

政治 310    

 310-I 池上 彰 １４歳からの政治入門  

 313.8-Ka カルダー 独裁者はこんな本を書いていた 上・下巻  

 319-I 池上 彰 知らないと恥をかく世界の大問題 10 続巻 

 319.1-Ma 孫崎 享 １３歳からの日本外交 それって、関係あるの！？  

法律 320    

 320.4-E 遠藤研一郎 僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる  

 323.14-Sh 篠田 英朗 はじめての憲法  

 326.81-O 荻野富士夫 治安体制の現代史と小林多喜二  

経済 330    

 334.31-I 井上 正良 人口減少時代の論点９０  

 338.61-H 道新 拓銀敗戦の記録 破綻２０年後の証言  

社会 360    

 366.29-P 大豆生田啓友 幼稚園教諭になるには なるには books  

 366.628-N 西岡 研介 トラジャ JR「革マル」30年の呪縛、労組の終焉  

 367.1-H 佐藤文香ゼミ ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた  

 367.1-I 磯野 真穂 ダイエット幻想  

 367.7-Ku 黒川 祥子 8050問題 中高年ひきこもり、7つの家族の再生物語  

 367.9-Lg ＬＧＢＴ法連合会 日本と世界のＬＧＢＴの現状と課題  

 368.2-I 石井 光太 本当の貧困の話をしよう  

 368.2-O 大西 連 絶望しないための貧困学  

 368.7-Mi 宮口 幸治 ケーキの切れない非行少年たち  

 369.27-A 雨宮 処凛 この国の不寛容の果てに  

教育 370    

 372.38-I 岩竹美加子 フィンランドの教育はなぜ世界一なのか  

 375-W 渡部 淳 アクティブ・ラーニングとは何か  

民俗学 380    

 383.1-B 文化学園服飾博物館 世界の民族衣装図鑑  

 388.1-Ku 倉持よつば 桃太郎は盗人なのか？「桃太郎」から考える鬼の正体  

国防･軍事 390    

自然科学 400    



 401-Po ポアンカレ 科学と仮説  

 402.8-Ig ｲｸﾞﾉﾄﾌｽｷｰ 世界を変えた５０人の女性科学者たち  

 402.91-U 宇根 豊 日本人にとって自然とはなにか  

 407.6-Mi 宮田 親平 「科学者の楽園」をつくった男  

数学 410    

 410-Ba バードー 数字はわたしのことば  

 410-Da ダグニーズ フィボナッチ  

 410-Mi 三原 和人 はじめアルゴリズム １巻～１０巻  

 410-Vi ヴィラーニ 定理が生まれる  

 410.2-La ロネー ぼくと数学の旅に出よう  

 410.21-N 二宮 敦人 世にも美しき数学者たちの日常  

 410.4-Y 結城 浩 数学ガールの秘密ノート／ビットとバイナリー 続巻 

 410.4-Y 結城 浩 数学ガールの秘密ノート／学ぶための対話 続巻 

 410.78-Su 数学ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ財団 数学オリンピック ２０１５〜２０１９  

 410.78-Su 数学ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ財団 ジュニア数学オリンピック ２０１５−２０１９  

 410.79-Lo ロイド サム・ロイドの「考える」パズル  

 412-Ta 高木 貞治 数の概念  

 413.52-Ta 竹内 淳 高校数学でわかる複素関数  

 414-Ab アボット フラットランド たくさんの次元のものがたり  

 414-Ol オルセン 黄金比 自然と芸術にひそむもっとも不思議な数の話  

物理学 420    

 420-To 朝永振一郎 物理学とは何だろうか 上・下巻  

 420.75-R ﾛﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 世界でいちばん素敵な単位の教室  

科学 430    

 430-O 大宮 理 苦手な化学を克服する魔法の本  

 431.11-Ki 木村 直之 ニュートン式超図解最強に面白い 周期表  

 431.11-Al ウィリアムズ 元素をめぐる美と驚き 上・下巻  

 435-I 岩村 秀 分子は旅をする 空気の物語  

 435.6-Sa 佐藤健太郎 炭素文明論 「元素の王者」が歴史を動かす  

宇宙科学 440    

 440.4-Sa セーガン ＣＯＳＭＯＳ 上・下巻  

 443.9-Ra ランドール ダークマターと恐竜絶滅 新理論で宇宙の謎に迫る  

地球科学 450    

 452.94-F 藤岡換太郎 川はどうしてできるのか  

 457-Ko 小林 快次 化石ハンター  



 457.87-H 平山 廉 新説恐竜学  

 458-F 藤岡換太郎 三つの石で地球がわかる  

 459-Ka 加藤 碵一 賢治と鉱物 文系のための鉱物学入門  

 459-Y 山田 英春 インサイド・ザ・ストーン  

生物科学 460    

 460-Bu バートン せいめいのれきし 改訂版  

 460-Ka 加古 里子 人間  

 460-N 仲川 麻子 飼育少女 １～３巻  

 460.4-Y 柳澤 桂子 すべてのいのちが愛おしい  

 461-Mc ﾏｸﾌｧｰﾗﾝﾄﾞ 星屑から生まれた世界  

 467.25-Do ダウドナ ＣＲＩＳＰＲ究極の遺伝子編集技術の発見  

 467.3-I 石浦 章一 王家の遺伝子 ＤＮＡが解き明かした世界史の謎  

 469.2-Sa 更科 功 残酷な進化論 なぜ「私たち」は「不完全」なのか  

植物学 470    

 470.38-Ma 牧野富太郎 原色牧野日本植物図鑑 １  

 470.4-To 遠山 茂樹 歴史の中の植物 花と樹木のヨーロッパ史  

 475-Ta 田中 美穂 苔とあるく  

動物学 480    

 481.3-Ki 木村 悦子 身近な生き物オス・メス「見分け方」事典  

 487.6-I 岩田 雅光 生きているシーラカンスに会いたい！  

 488.66-Sa サロモン ペンギン大図鑑  

医学 490    

 491.169-Ka かたおか朋子 筋肉のしくみ図鑑  

 491.2-Y 山科 正平 カラー図解人体誕生  

 491.61-I 市原 真 どこからが病気なの？  

 491.65-H 林 和彦 よくわかるがんの話 1巻 がんってどんな病気？  

 491.65-H 林 和彦 よくわかるがんの話 2巻 がんの治療と生活は？  

 491.65-H 林 和彦 よくわかるがんの話 3巻 がんは体のどこにできる？  

 493.7-Sa サックス 妻を帽子とまちがえた男  

 493.73-Ta テイラー 奇跡の脳  

 493.74-A 青木 省三 ぼくらの中の「トラウマ」  

 498.55-I 飯田 薫子 一生役立つきちんとわかる栄養学  

技術・工学 500    

建設工学 510    

 518.1-H 橋本 淳司 水道民営化で水はどうなるのか  



 519-Pl ﾌﾟﾗﾓﾝﾄﾞﾝ プラスチック・フリー生活  

機械工学 530    

 530-Ma マコーレイ 道具と機械の本 新装版  

 538.9-Ho ホルト ロケットガールの誕生  

 539.6-Ki 菊池 誠 いちから聞きたい放射線のほんとう  

電気工学 540    

 540-Te テスラ ニコラ・テスラ秘密の告白  

金属工学 560    

 564-Sa 齋藤 勝裕 知られざる鉄の科学  

 566.76-Wa ウォルドマン 錆と人間 ビール缶から戦艦まで  

生活科学 590    

 596-H ハウス食品 世界のカレー図鑑  

産業 600    

 602.1-N 日経新聞 日経業界地図 ２０２０年版  

農業 610    

 611.1-Y 山田 正彦 売り渡される食の安全  

 612.1-Y 八木 宏典 図解知識ゼロからの現代農業入門  

芸術・美術 700    

絵画 720    

 726.1-A 赤坂 憲雄 ナウシカ考 風の谷の黙示録  

音楽 760    

 768-Ts 釣谷 真弓 なんてったって邦楽おもしろ日本音楽  

スポーツ 780    

 780.69-G 後藤 光将 オリンピック・パラリンピックを学ぶ  

 783.48-Sa 斉藤 健仁 はじめてでもよく分かるラグビー観戦入門  

言語 800    

(外国語) 820    

 828.3-Mu 村上 嘉英 ニューエクスプレスプラス台湾語  

文学 900    

 909.3-Ka 川田 雅直 世界のシンデレラ  

日本文学 910    

 913.6-F 古川 真人 背高泡立草  

 913.6-H 日向 夏 薬屋のひとりごと ３～８巻 続巻 

 913.6-H 日向理恵子 火狩りの王３ 牙の火 続巻 

 913.6-H 東野 圭吾 希望の糸  



※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-Ka 川上未映子 夏物語  

 913.6-Ko 小森 香折 里見家の宝をさがせ！ 歴史探偵アン＆リック 1  

 913.6-Ko 小森 香折 壇ノ浦に消えた剣 歴史探偵アン＆リック 2  

 913.6-Ko 小森 香折 源氏、絵あわせ、貝あわせ 歴史探偵アン＆リック 3  

 913.6-Ko 小森 香折 鹿鳴館の恋文 歴史探偵アン＆リック 4  

 913.6-Mo 望月 麻衣 京都寺町三条のホームズ 13 麗しの上海楼  

 913.6-Mi 道尾 秀介 いけない  

 913.6-N 凪良 ゆう すみれ荘ファミリア  

 913.6-Sa 佐藤 亜紀 黄金列車  

 913.6-Sa 佐藤 亜紀 スウィングしなけりゃ意味がない  

 913.6-Sa 櫻井とりお 虹いろ図書館のへびおとこ  

 913.6-Su 鈴木るりか 太陽はひとりぼっち  

 913.6-Ta 谷村 志穂 セバット・ソング  

 913.6-Ta 谷村 志穂 大沼ワルツ  

 913.6-W 渡辺せつ子 藤村多希 明治を生きた産婆  

 913.6-Y 山崎 光夫 北里柴三郎 上・下巻  

 913.6-Y 米澤 穂信 巴里マカロンの謎  

 914.6-Le リービ英雄 バイリンガル・エキサイトメント  

(外国文学) 920    

 929-Ga ガラン 千一夜物語 ３・４巻 ガラン版 続巻 

 933-Be ベルリン 掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン作品集  

 933-Fi ﾌｨｯﾂｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ ある作家の夕刻  

 933-Jo ジョエルソン 秘密をもてないわたし  

 933-Po パワーズ オーバーストーリー  


