
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 002.7-Ma 増田 直紀 海外で研究者になる  

(図書館学) 010    

書誌学 020    

 025.9-I 岩波新書編集部 岩波新書解説総目録 １９３８−２０１９  

新聞 070    

 070.16-I 伊藤 千尋 13 歳からのジャーナリスト 社会正義を求め世界を駆ける  

 071-A 朝日新聞 朝日新聞縮刷版 2020.4  

 071-A 朝日新聞 朝日新聞縮刷版 2020.5  

 071-H 北海道新聞 北海道新聞縮刷版 2020.4  

 071-H 北海道新聞 北海道新聞縮刷版 2020.5  

哲学 100    

心理学 140    

 141-Ku 串崎 真志 繊細すぎてしんどいあなたへ  

 146.8-Ta 高橋 和巳 精神科医が教える聴く技術  

倫理学 150    

 159.7-Ta 竹信三恵子 １０代から考える生き方選び  

仏教 180    

 188.8-I 石井 清純 禅ってなんだろう？  

キリスト教 190    

歴史 200    

 209-Ch クリスチャン オリジン・ストーリー １３８億年全史  

 209-I 飯田 育浩 経済・戦争・宗教から見る教養の世界史  

 209-I 井上 章一 世界史のミカタ  

日本史 210    

 210.23-Nh NHK ３万年前の航海の謎を解く  

 210.27-B 坂 靖 ヤマト王権の古代学  

 210.3-Sa 佐藤 信 古代史講義 邪馬台国から平安時代まで  

 210.3-Sa 佐藤 信 古代史講義 戦乱篇  

 210.3-Sa 佐藤 信 古代史講義 宮都篇  

 210.75-Mi 三上 智恵 証言沖縄スパイ戦史  

 211-O 大竹功太郎 北海道２０世紀の事件事故  

 211-Se 瀬川 拓郎 アイヌ学入門  

（外国史） 220    



 222-C 檀上 寛 陸海の交錯 シリーズ中国の歴史４  

 238.9-Bo ボワイエ ヴァイキングの暮らしと文化  

伝記 280    

 289-Se 高橋 進 ムッソリーニ 世界史リブレット人８８  

 289.1-U 宇梶 静江 大地よ！アイヌの母神、宇梶静江自伝  

 289.3-Ki 君塚 直隆 エリザベス女王  

地理・紀行 290    

 290.4-I 伊藤 智章 地図化すると世界の動きが見えてくる  

 291.1-H 花岡 俊吾 アウトドア＆感動体験ガイド北海道  

 291.1-Sa 佐々木小世里 小世里のキラリ!見つけ旅  

社会科学 300    

 302.21-I 伊東 順子 韓国現地からの報告  

政治 310    

 313-N 糠塚 康江 議会制民主主義の活かし方  

 319.8-Ta 多湖 淳 戦争とは何か 国際政治学の挑戦  

 319.8-Y 弓狩 匡純 平和のバトン  

経済 330    

 330-Y 山田 博文 経済とお金のはじまり   

 330-Y 山田 博文 銀行の誕生と株式のしくみ  

 330-Y 山田 博文 会社のなりたちとはたらくルール  

 330-Y 山田 博文 経済のしくみと政府の財政  

 330-Y 山田 博文 経済の主人公はあなたです  

 332.107-Ka 軽部 謙介 ドキュメント強権の経済政策  

 332.107-To 冨山 和彦 コロナショック・サバイバル  

 334.3-Br ブリッカー ２０５０年世界人口大減少  

 334.322-Ko 小浜 正子 一人っ子政策と中国社会  

 335.15-Mu 村上 芽 ＳＤＧｓ入門  

 338.61-Ta 高向 巌 ある金融マンの回顧 拓銀破綻と営業譲渡  

社会 360    

 361.234-Ko 今野 元 マックス・ヴェーバー 主体的人間の悲喜劇  

 366-I 池上 彰 なぜ僕らは働くのか  

 367.21-Wi ＷｉＭＮ マスコミ・セクハラ白書  

 368.6-Sa 佐藤 直樹 加害者家族バッシング  

教育 370    

 374.3-E 江澤 隆輔 先生も大変なんです  



民俗学 380    

 382.11-H 堀内 みさ カムイの世界 語り継がれるアイヌの心  

 384.37-Ta 谷釜 尋徳 歩く江戸の旅人たち スポーツ史から見た「お伊勢参り」  

 385.6-Ko 近藤 二郎 世界のミイラ カラー版  

 388.11-Ka 萱野 茂 アイヌと神々の物語  

自然科学 400    

 404-Ka 川端 裕人 科学の最前線を切りひらく！  

数学 410    

 413.6-Sa 斎藤 恭一 道具としての微分方程式 偏微分編  

物理学 420    

 420-W 和田 純夫 物理 ニュートン式超図解最強に面白い！！  

 425.5-Ki 金 凡性 紫外線の社会史 見えざる光が照らす日本  

科学 430    

 430.7-Ko  高校生・化学宣言 ＰＡＲＴ１３ 続巻 

 432-U うえたに夫婦 ビーカーくんとすごい先輩たち  

生物科学 460    

 462.24-Mo 盛口 満 天空のアリ植物  

 460.73-H 北大総合博物館 北大総合博物館のすごい標本  

 465.8-Ro ルーシンク 美しい電子顕微鏡写真と構造図で見るウイルス図鑑 101  

 469.91-Ka 海部 陽介 サピエンス日本上陸 ３万年前の大航海  

動物学 480    

 487.52-A 尼岡 邦夫 北海道の魚類全種図鑑  

 489.48-F 富士元寿彦 エゾユキウサギ、跳ねる  

 489.57-Ka 門崎 允昭 ヒグマ大全  

医学 490    

 490.14-Sa 佐々 涼子 エンド・オブ・ライフ  

 490.21-O 奥田 昌子 日本人の病気と食の歴史  

 493.8-He ヘンペル ビジュアルパンデミック・マップ  

 493.8-I 池上 彰 感染症対人類の世界史  

 493.8-O 岡田 晴恵 キャラでわかる！はじめての感染症図鑑  

 493.96-Ra ラッフェル 未熟児を陳列した男  

 498-Ta 詫摩 佳代 人類と病  

 498.3-H 本間真二郎 感染を恐れない暮らし方  

技術・工学 500    

 501.41-Y 吉村 泰治 トコトンやさしい金属材料の本  



建設工学 510    

 510.9211-Ko 国土交通省 北海道を支えたインフラ事業の 150年  

 519-I インフォビジュアル研究所 図解でわかる 14歳からのプラスチックと環境問題  

 519.83-Tr トゥリー 英国貴族、領地を野生に戻す  

 519.9-Ka 神里 達博 リスクの正体 不安の時代を生き抜くために  

化学工学 570    

 578.437-Sh 信越化学工業 トコトンやさしいシリコーンの本  

産業 600    

農業 610    

 612.11-Sa 札幌農業と歩む会 こんな近くに!札幌農業  

商業 670    

 673.7-Sh 新海 直美 雑貨とインテリアのお店 お気に入りを探して  

運輸・交通 680    

 686.211-C チーム 711 北海道の赤い電車 さよなら７１１系  

芸術・美術 700    

 702.1-Y 矢島 新 ゆるカワ日本美術史 ヴィジュアル版  

絵画 720    

 726.1-Ko 夏目 漱石 夢十夜  

 726.1-N 野田サトル ゴールデンカムイ  

 726.101-N 中川 右介 萩尾望都と竹宮惠子  

写真 740    

 740.253-Ar アロンソン キャパとゲルダ ふたりの戦場カメラマン  

工芸 750    

 757-A 秋山 具義 世界はデザインでできている  

 757-Sa 佐藤可士和 世界が変わる「視点」の見つけ方  

演劇 770    

 774.2-Ko 小谷野 敦 歌舞伎に女優がいた時代  

 775.7-Su 杉山 純じ 部活でスキルアップ！演劇上達バイブル  

 778.77-Na ネイピア ミヤザキワールド 宮崎駿の闇と光  

スポーツ 780    

 780.69-G 後藤 逸郎 オリンピック・マネー  

 783.47-H 北海道新聞社 北海道コンサドーレ札幌公式グラフ ２０１８  

 783.7-B B☆B B☆B photobook home北海道 212の記憶  

 783.7-H 北海道新聞社 ファイターズ 2019オフィシャルグラフィックス  

諸芸・娯楽 790    



 798-W 渡辺 令恵 ＤＶＤでわかる百人一首競技かるた  

言語 800    

日本語 810    

 814-Ki きのとりこ おなかぺこぺこオノマトペ  

 815.2-Y やまぐちかおり 数え方図鑑  

文学 900    

 908.2-Se 西洋比較演劇研究会 ベスト・プレイズ 西洋古典戯曲１２選  

 908.2-Se 西洋比較演劇研究会 ベスト・プレイズ２ 西洋古典戯曲１３選  

日本文学 910    

 910.26-Ta 高橋 一清 芥川賞直木賞秘話  

 911.3-Ko 小林 木造 俳句力 ゆっくり生きる  

 912.68-N 日本劇作家協会 優秀新人戯曲集２０２０  

 913.6-A 浅田 次郎 流人道中記 上巻  

 913.6-A 浅田 次郎 流人道中記 下巻  

 913.6-A 安壇 美緒 金木犀とメテオラ  

 913.6-E 江國 香織 きらきらひかる  

 913.6-E 榎田ユウリ 宮廷神官物語 １１  

 913.6-H 廣嶋 玲子 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １３  

 913.6-H 星 新一 悪魔のいる天国  

 913.6-H 原田 マハ サロメ  

 913.6-H 日向 夏 薬屋のひとりごと ９ 続巻 

 913.6-H 東野 圭吾 クスノキの番人  

 913.6-I 池井戸 潤 ルーズヴェルト・ゲーム  

 913.6-Ka 川上未映子 あこがれ  

 913.6-Ka 川端 康成 舞姫  

 913.6-Ki 木村 椅子 ウミガメみたいに飛んでみな  

 913.6-Ko こざわたまこ 負け逃げ  

 913.6-Ko 河野 裕 さよならの言い方なんて知らない。  

 913.6-Ko 河野 裕 さよならの言い方なんて知らない。2  

 913.6-Ko 河野 裕 さよならの言い方なんて知らない。3  

 913.6-Mi 三浦 しをん きみはポラリス  

 913.6-Mi 湊 かなえ 母性  

 913.6-Mi みお 極彩色の食卓  

 913.6-O 大前 粟生 ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい  

 913.6-O 小川 未明 月夜とめがね  



※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-Sa 佐藤多佳子 明るい夜に出かけて  

 913.6-Se 瀬尾まいこ 卵の緒  

 913.6-Sh 重松 清 せんせい。  

 913.6-Ta 竹宮ゆゆこ 砕け散るところを見せてあげる  

 913.6-Ta 武田 綾乃 君と漕ぐ ながとろ高校カヌー部  

 913.6-Ta 高樹のぶ子 小説伊勢物語業平  

 913.6-Ta 田中 芳樹 銀河英雄伝説 １ 黎明篇  

 913.6-Ta 田中 芳樹 銀河英雄伝説 ２ 野望篇  

 913.6-Ta 田中 芳樹 銀河英雄伝説 ３ 雌伏篇  

 913.6-Ta 田中 芳樹 銀河英雄伝説 ４ 策謀篇  

 913.6-Ta 田中 芳樹 銀河英雄伝説 ５ 風雲篇  

 913.6-Ta 田中 芳樹 銀河英雄伝説 ６ 飛翔篇  

 913.6-Ta 田中 芳樹 銀河英雄伝説 ７ 怒濤篇  

 913.6-Ta 田中 芳樹 銀河英雄伝説 ８ 乱離篇  

 913.6-Ta 田中 芳樹 銀河英雄伝説 ９ 回天篇  

 913.6-Ta 田中 芳樹 銀河英雄伝説 １０ 落日篇  

 913.6-Ta 高丘 哲次 約束の果て 黒と紫の国  

 913.6-Ts 辻村 七子 宝石商リチャード氏の謎鑑定久遠の琥珀 続巻 

 913.6-U 魚住 直子 みかん、好き？  

 913.6-W 綿矢 りさ 手のひらの京  

 913.6-Y 梁 石日 魂の痕  

 913.6-Y 谷津 矢車 廉太郎ノオト  

 913.68-E エブリスタ ５分後に超ハッピーエンド  

 914.6-Ts 土屋 賢二 無理難題が多すぎる  

(外国文学) 920    

 929-Ga 西尾 哲夫 千一夜物語 ５ ガラン版  

 929-Ga 西尾 哲夫 千一夜物語 ６ ガラン版  

 929-So ソン アーモンド  

 933-Mo モーパーゴ フラミンゴボーイ  

 949-Te テレヘン リスからアリへの手紙  


