
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 007.3-J  情報モラル学習 1 ネット社会・しくみとルール  

 007.3-J  情報モラル学習 2 調べて使う・ネットのルール  

 007.3-J  情報モラル学習 3 友だちと使う・SNSのルール  

 007.3-J  情報モラル学習 4 生活で使う・家族のルール  

(図書館学) 010    

 014.61-Sh 眞野 節雄 水濡れから図書館資料を救おう！  

 017-Y 山本みづほ 蛾のおっさんと知る衝撃の学校図書館格差  

 019.53-Y 柳田 邦男 人生の１冊の絵本  

書誌学 020    

 024.1-N 永江 朗 私は本屋が好きでした  

新聞 070    

 071-A 朝日新聞 朝日新聞縮刷版 2020.1  

 071-A 朝日新聞 朝日新聞縮刷版 2020.2  

 071-A 朝日新聞 朝日新聞縮刷版 2020.3  

 071-H 道新社 北海道新聞縮刷版 2020.1  

 071-H 道新社 北海道新聞縮刷版 2020.2  

 071-H 道新社 北海道新聞縮刷版 2020.3  

哲学 100    

 102-Se 伊藤 邦武 世界哲学史 1  古代 知恵から愛知へ  

 102-Se 伊藤 邦武 世界哲学史 2  古代 世界哲学の成立と展開  

 104-To 苫野 一徳 はじめての哲学的思考  

哲学各論 110    

 112-I 伊藤 邦武 宇宙はなぜ哲学の問題になるのか  

倫理学 150    

 150-Ka 蔭山 克秀 人物で読み解く倫理  

 158-To 苫野 一徳 愛  

宗教 160    

 164.31-Ma 松村 一男 はじめてのギリシア神話  

歴史 200    

 209-Ar アーミテイジ 〈内戦〉の世界史  

 209.5-Ta 竹田いさみ 海の地政学 覇権をめぐる４００年史  

日本史 210    

 210-Sa 澤田 健一 縄文人の日本史 縄文人からアイヌへ  

 210.3-O 大津 透 律令国家と隋唐文明  



 210.46-Mo 桃崎有一郎 室町の覇者足利義満  

 210.69-O 大倉 幸宏 １００年前から見た２１世紀の日本  

 210.75-I 一ノ瀬俊也 特攻隊員の現実  

 210.75-Ko 小柳ちひろ 女たちのシベリア抑留  

（外国史） 220    

 222-C 古松 崇志 草原の制覇 シリーズ中国の歴史３  

伝記 280    

 288.6-H 浜本 隆志 図説｜ヨーロッパの紋章  

 289.1-Ku 黒川 創 鶴見俊輔伝  

 289.1-N 寺崎 保広 聖武天皇 日本史リブレット人 ７  

 289.3-Sa 沢田 和彦 ブロニスワフ・ピウスツキ伝  

地理・紀行 290    

 290.38-Br ブルック 世界をおどらせた地図  

 297.9-Sa 佐藤 忠悦 南極に立った樺太アイヌ 白瀬南極探検隊秘話  

社会科学 300    

 304-Ro ロスリング ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ  

政治 310    

 314.8-Y 藪野 祐三 有権者って誰？  

 316.853-Ka 鎌田 遵 癒されぬアメリカ 先住民社会を生きる  

 318-Y 除本 理史 きみのまちに未来はあるか？  

 319.1038-N 名越 健郎 北方領土はなぜ還ってこないのか  

 319.21-R 李 榮薫 反日種族主義 日韓危機の根源  

 319.53-Su 杉田 弘毅 アメリカの制裁外交  

経済 330    

 333.6-Mi 宮崎 勇 世界経済図説 第４版  

 334.4-To 友原 章典 移民の経済学  

社会 360    

 366.29-P 三田 達治 行政書士になるには なるにはＢＯＯＫＳ  

 336.29-P 井手口直子 薬剤師になるには なるにはＢＯＯＫＳ  

 366.29-P 戸田 恭子 福祉業界で働く なるにはＢＯＯＫＳ補巻  

 366.29-Sh 進路情報研究会 中学生・高校生の仕事ガイド 2020−2021年版  

 367.1-H 林 香里 足をどかしてくれませんか。  

 367.1-U 上野千鶴子 上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください！  

 367.3-A アサダワタル ホカツと家族 家族のカタチを探る旅  

 367.3-Y 山口慎太郎 「家族の幸せ」の経済学  



 367.5-Pe ペリー 男らしさの終焉  

 368.6-Ta 高橋 ユキ つけびの村 噂が５人を殺したのか？  

 368.8-Se 瀬戸 晴海 マトリ厚労省麻薬取締官  

 369.31-Sa 坂本 廣子 台所防災術 がんばらなくても大丈夫  

 369.38-O 織田 朝日 となりの難民  

教育 370    

 370.4-To 苫野 一徳 「学校」をつくり直す  

 371.42-Mo 本山 理咲 いじめ心の中がのぞけたら ７  

 372-I 井上 直也 イスラム世界を訪ねて 目的地は、学校です  

 372.1-H 本田 由紀 教育は何を評価してきたのか  

 375.84-Ko 紅野 謙介 国語教育混迷する改革  

 375.893-Te 寺沢 拓敬 小学校英語のジレンマ  

 377-U 上田 紀行 新・大学でなにを学ぶか  

 379.3-F 福間 良明 「勤労青年」の教養文化史  

民俗学 380    

 382.11-U 内田 順子 映し出されたアイヌ文化  

 383.1-Ma マシューズ 死を招くファッション  

 389-Co コラッツァ 世界の少数民族  

自然科学 400    

 401-I 池内 了 なぜ科学を学ぶのか  

 404-Mu マンロー ハウ・トゥー バカバカしくて役に立たない暮らしの科学  

 404-Sa 左巻 健男 理科の謎、きちんと説明できますか？  

数学 410    

 417-I 石黒真木夫 統計学をめぐる散歩道  

宇宙科学 440    

 448.9-I 今尾 恵介 地図帳の深読み  

生物科学 460    

 460-Sa 更科 功 若い読者に贈る美しい生物学講義  

 463-R りゃんよ 世界一やさしい！細胞図鑑  

動物学 480    

 481-U 牛田 一成 先生、ウンチとれました  

 486-Ka 金子 修治 博士の愛したジミな昆虫  

医学 490    

 490.9-F ふかやかよこ 漢方嫁日記   

 490.9-F ふかやかよこ 漢方嫁日記 体質改善編  



 492.993-Mu 村上 靖彦 在宅無限大 訪問看護師がみた生と死  

 493.7-Ma 松本 俊彦 「助けて」が言えない  

 498.92-U 梅津 和夫 DNA鑑定 犯罪捜査から新種発見、日本人の起源まで  

技術・工学 500    

 507.2-U 内田 朋子 すごいぞ！はたらく知財 14歳からの知的財産入門  

電気工学 540    

 543.5-Ka 片山 夏子 ふくしま原発作業員日誌  

 547.5-Mo 森川 博之 ５Ｇ 次世代移動通信規格の可能性  

生活科学 590    

 590-Ta 辰巳 渚 あなたがひとりで生きていく時に知っておいてほしいこと  

 596.21-Y 山本 彩香 にちにいまし ちょっといい明日をつくる琉球料理と沖縄の言葉  

産業 600    

農業 610    

 615.21-Ta 竹下 大学 日本の品種はすごい うまい植物をめぐる物語  

畜産業 640    

 645.6-O 太田 匡彦 「奴隷」になった犬、そして猫  

水産業 660    

 662.1-U 秋道 智彌 海はだれのものか シリーズ海とヒトの関係学 3 寄贈 

運輸・交通 680    

 687.38-Y 山口 誠 客室乗務員の誕生「おもてなし」化する日本社会  

芸術・美術 700    

 706.9-O 岡本 有佳 あいちトリエンナーレ「展示中止」事件  

絵画 720    

 726.1-N 野田サトル ゴールデンカムイ 21 続巻 

 726.6-Y ヨシタケシンスケ ころべばいいのに  

 728.21-Mu 村上 三島 村上三島作品 寄贈 

工芸 750    

 753.7-O 小川 早苗 伝えたいアイヌ民族の紋様  

 756.6-D 臺丸谷政志 日本刀の科学  

スポーツ 780    

 780-Sa 佐藤 善人 スポーツと君たち １０代のためのスポーツ教養  

言語 800    

日本語 810    

 817-Mu 村上 慎一 読解力を身につける  

(外国語) 820    



 829.2-Ta 田村すゞ子 アイヌ語の世界  

文学 900    

 902.09-Ki 北村 紗衣 お砂糖とスパイスと爆発的な何か  

 908-Se チャペック 世界ショートセレクション 11 チャペック 続巻 

 908-Se シュトルム 世界ショートセレクション 12 シュトルム 続巻 

 908-Se エーメ 世界ショートセレクション 13 エーメ 続巻 

 908-Se シートン 世界ショートセレクション 14 シートン 続巻 

 908-Se チェスタトン 世界ショートセレクション 15 チェスタトン 続巻 

日本文学 910    

 910.268-W 渡邉 文幸 江戸っ子漱石先生からの手紙 100年後のきみへ  

 911-O 蜂飼 耳 大岡信「折々のうた」選詩と歌謡  

 911-O 水原 紫苑 大岡信「折々のうた」選短歌 １  

 911-O 水原 紫苑 大岡信「折々のうた」選短歌 ２  

 911.56-H 花崎 皋平 チュサンマとピウスツキとトミの物語  

 913.6-A 有川 ひろ イマジン？  

 913.6-A 浅田 次郎 大名倒産 上・下巻  

 913.6-A 相沢 沙呼 ｍｅｄｉｕｍ 霊媒探偵城塚翡翠  

 913.6-C 知念実希人 ムゲンのｉ 上・下巻  

 913.6-E 榎田ユウリ 宮廷神官物語 １０ 続巻 

 913.6-H 廣嶋 玲子 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １２巻 続巻 

 913.6-H 百田 尚樹 輝く夜  

 913.6-H 早見 和真 店長がバカすぎて  

 913.6-Ka 加納 朋子 いつかの岸辺に跳ねていく  

 913.6-Ki 城戸 喜由 暗黒残酷監獄  

 913.6-Ki 清末 愛砂 世界がここを忘れても アフガン女性・ファルザーナの物語  

 913.6-Ku 黒川 裕子 となりのアブダラくん  

 913.6-Mu 村田沙耶香 生命式  

 913.6-Nh NHK 昔話法廷 Ｓｅａｓｏｎ４ 続巻 

 913.6-O 小川 糸 ライオンのおやつ  

 913.6-To 砥上 裕將 線は、僕を描く  

 913.6-U 浮穴 みみ 楡の墓  

 914.3-A 天野 慶 枕草子いとめでたし！  

 914.6-N 能町みね子 結婚の奴  

 916-Mu 向井健一郎 ボクは、笑顔でできている  

 918-I 池澤夏樹訳 古事記 日本文学全集１  



 918-I 折口信夫訳 口訳万葉集，百人一首，新々百人一首 日本文学全集 2  

 918-I 森見登美彦訳 竹取物語，伊勢物語，堤中納言物語他 日本文学全集 3  

 918-I 角田光代訳 源氏物語 上 日本文学全集 4  

 918-I 角田光代訳 源氏物語 中 日本文学全集 5  

 918-I 角田光代訳 源氏物語 下 日本文学全集 6  

 918-I 酒井順子訳 枕草子，方丈記，徒然草 日本文学全集 7  

 918-I 伊藤比呂美訳 日本霊異記，今昔物語，宇治拾遺物語，日本文学全集 8  

 918-I 古川日出男訳 平家物語 日本文学全集 9  

 918-I 岡田利規訳 能・狂言，説経節，曾根崎心中,女殺油地獄他 日本文学全集 10  

 918-I 島田雅彦訳 好色一代男，雨月物語，通言総籬 他 日本文学全集 11  

 918-I 松浦寿輝撰 松尾芭蕉おくのほそ道，与謝蕪村他 日本文学全集 12  

 918-I 川上未映子訳 樋口一葉たけくらべ,夏目漱石,森鴎外日本文学全集13  

 918-I 南方熊楠他 南方熊楠,柳田國男,折口信夫,宮本常一 日本文学全集 14  

 918-I 谷崎潤一郎 谷崎潤一郎 日本文学全集 15  

 918-I 宮沢賢治他 宮沢賢治，中島敦 日本文学全集 16  

 918-I 堀辰雄 他 堀辰雄，福永武彦，中村真一郎 日本文学全集 17  

 918-I 大岡 昇平 大岡昇平 日本文学全集 18  

 918-I 石川淳 他 石川淳，辻邦生，丸谷才一 日本文学全集 19  

 918-I 吉田 健一 吉田健一 日本文学全集 20  

 918-I 日野啓三他 日野啓三，開高健 日本文学全集 21  

 918-I 大江健三郎 大江健三郎 日本文学全集 22  

 918-I 中上 健次 中上健次 日本文学全集 23  

 918-I 石牟礼道子 石牟礼道子 日本文学全集 24  

 918-I 須賀 敦子 須賀敦子 日本文学全集 25  

 918-I 池澤夏樹編 近現代作家集１ 日本文学全集 26  

 918-I 池澤夏樹編 近現代作家集２ 日本文学全集 27  

 918-I 池澤夏樹編 近現代作家集３ 日本文学全集 28  

 918-I 池澤夏樹選 近現代詩歌 日本文学全集 29  

 918-I 池澤夏樹編 日本語のために 日本文学全集 30  

 918-I 池澤 夏樹 池澤夏樹と語る日本文学の愉しみ＝非売品＝  

(外国文学) 920    

 929-P パク  短篇集ダブル サイドＡ  

 929-P パク  短篇集ダブル サイドＢ  

 929.21-Ka 川嶋 康男 ラストアイヌ 反骨のアイヌ歌人森竹竹市の肖像  

 933-Fl フラナガン 東国 上巻 アラルエン戦記 13 続巻 



※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。 

 986-Al ｱﾚｸｼｪｰｳﾞｨﾁ 戦争は女の顔をしていない １  


