
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

(図書館学) 010    

 016.23892-Y 吉田 右子 フィンランド公共図書館 躍進の秘密  

 019.9-Sa 齋藤 孝 一行でわかる名著  

逐次刊行物 050    

 059-A 朝日新聞 朝日ジュニア学習年鑑 ２０２０  

新聞 070    

 071-H 北海道新聞社 北海道新聞縮刷版 2020.6  

 071-A 朝日新聞社 朝日新聞縮刷版 2020.6  

哲学 100    

東洋思想 120    

 123.83-Ta 高橋源一郎 一億三千万人のための「論語」教室  

心理学 140    

 141.5-Ku 粂原圭太郎 頭の中を無限ループする“あの曲”を一瞬で消し去るすごい集中法  

 141.51-Ga ガワンデ アナタはなぜチェックリストを使わないのか？ 展示 

倫理学 150    

 159-Dw ドゥエック マインドセット「やればできる！」の研究  

 159-Ki キム 私は私のままで生きることにした 展示 

歴史 200    

 204-Ga ガレアーノ 日々の子どもたち あるいは３６６篇の世界史  

 209-Se 新井由紀夫 中世のジェントリと社会 世界史リブレット 105  

日本史 210    

 210-U 浮世 博史 宗教で読み解く日本史  

 210.04-H 本郷 和人 日本史でたどるニッポン  

 210.04-Ki 金田 章裕 景観からよむ日本の歴史  

 210.5-Cr クレインス 江戸の災害 オランダ商館長が見た  

（外国史） 220    

 222-C 岡本 隆司 「中国」の形成 シリーズ中国の歴史 5  

 236-Ta 田澤 耕 物語カタルーニャの歴史  

 238.84-Ta 高橋眞知子 歌の革命 リトアニアの独立とそれにまつわる人々  

 270-I 石森 大知 太平洋諸島の歴史を知るための６０章  

伝記 280    

 289.3-O 岡田 好惠 アインシュタイン 新装版 頭脳で大冒険 展示 

地理・紀行 290    



 292.923-Ka 梯 久美子 サガレン 樺太／サハリン境界を旅する  

社会科学 300    

 302-I 池上 彰 現場レポート世界のニュースを読む力  

 302.1-Br ブレイディみかこ THIS IS JAPAN 英国保育士が見た日本  

 302.3-N 内藤 正典 イスラームからヨーロッパをみる  

 302.33-Br ブレイディみかこ ワイルドサイドをほっつき歩け  

 304-Mu 村上陽一郎 コロナ後の世界を生きる  

政治 310    

 311.8-Ta 田野 大輔 ファシズムの教室 なぜ集団は暴走するのか  

 312.9-Ma マーシャル 地政学でわかるわたしたちの世界  

 318.5-Sa 佐久間智之 パッと伝わる！公務員のデザイン術  

 318.6-Ko 小地沢将之 まちづくりプロジェクトの教科書  

 319-I 池上 彰 一気にわかる！池上彰の世界情勢 2020  

経済 330    

 333.8-A 安藤 顕 SDGsとは何か？ 世界を変える 17の SDGs目標  

 334.4-G 外国につながる子どもたちの物語会 まんがクラスメイトは外国人 課題編  

 334.4-G 外国につながる子どもたちの物語会 まんがクラスメイトは外国人 入門編  

 338-Sm スミス アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書  

財政 340    

 345-Mi 三木 義一 １３歳からの税  

統計 350    

 351-Y 矢野恒太記念会 数字でみる日本の 100年 日本国勢図会長期統計版  

社会 360    

 361.78-Ta 田中 大介 ネットワークシティ 現代インフラの社会学  

 361.8-I 稲葉 剛 閉ざされた扉をこじ開ける  

 366.29-P 飯島 一孝 検察官になるには なるにはＢＯＯＫＳ130  

 366.29-P 丸山 恵 AIエンジニアになるには なるにはＢＯＯＫＳ155  

 366.29-P 小杉 眞紀 ゲーム業界で働く なるにはＢＯＯＫＳ補巻 26  

 369.17-Y 結城 康博 介護職がいなくなる ケアの現場で何が起きているのか  

 369.9-N 中村 哲 医者よ、信念はいらないまず命を救え！  

教育 370    

 370-F 富士  晴英 できちゃいました！フツーの学校  

 375.1-O 追手門学院 一人で思う、二人で語る、みんなで考える  

 376.48-To  鉄筆とビラ 「立高紛争」の記録 1969−1970  

 376.8-N 大岳 美帆 環境学部 なるにはＢＯＯＫＳ大学学部調べ  



 376.8-N 木村由香里 教養学部 なるにはＢＯＯＫＳ大学学部調べ  

 376.8-N 橋口佐紀子 薬学部 なるにはＢＯＯＫＳ大学学部調べ  

 379.7-Ko 河野 玄斗 東大医学部在学中に司法試験も一発合格した僕のやっているシンプルな勉強法 展示 

民俗学 380    

 383-Gl 三井物産 グローバル・ビジョン 生き方いろいろ、世界の日常ドキュメンタリー DVD寄贈 

 383.81-E 遠藤 ケイ 蓼食う人々  

 385.6-U 上田 信 死体は誰のものか 比較文化史の視点から  

 388.8-N 日本ことわざ文化学会 世界ことわざ比較辞典  

自然科学 400    

 400-I 小林 東一 情報・通信技術の発達 今解き教室サイエンス 1   

 400-I 小林 東一 地震と噴火と防災 今解き教室サイエンス 2  

 402-Ko 小山 慶太 高校世界史でわかる科学史の核心  

 404-U 上田 正仁 原子はどこまで詰められるか DVD寄贈 

数学 410    

 410-N 日本数学検定協会 重要ポイント解説!テキストと過去問で学ぶ数学検定準 1級  

 410.4-Y 結城 浩 数学ガールの秘密ノート／複素数の広がり  

 410.9-Y 芳沢 光雄 「離散数学」入門 整数の誕生から「無限」まで  

物理学 420    

 420-Gn Gnädig もっと楽しめる物理問題 200選 力と運動の 100問  

 420-Gn Gnädig もっと楽しめる物理問題 200選 熱・光・電磁気の 100問  

 421.2-Y 山崎 耕造 トコトンやさしい相対性理論の本  

科学 430    

 430-Y 山口 悟 身のまわりのありとあらゆるものを化学式で書いてみた  

 431.11-H 原島 広至 13カ国語の周期表から解き明かす元素単  

宇宙科学 440    

 440-I 磯部 洋明 宇宙を生きる 世界を把握しようともがく営み  

 440-Ky 磯部 洋明 人類が生きる場所としての宇宙 宇宙総合学 1  

 440-Ky 伊藤 和行 人類は宇宙をどう見てきたか 宇宙総合学 2  

 440-Ky 土山 明 人類はなぜ宇宙へ行くのか 宇宙総合学 3  

 440-Ky 嶺重 慎 宇宙にひろがる文明 宇宙総合学 4  

生物科学 460    

 460-H 長谷川英祐 面白くて眠れなくなる生物学 展示 

 467-Av エイバイズ 遺伝学でわかった生き物のふしぎ 展示 

 468-I 伊沢 正名 ウンコロジー入門  

 468.6-Su 末友 靖隆 おもしろミクロ生物の世界  



動物学 480    

 481.1-Ka 川崎 悟司 カメの甲羅はあばら骨 人体で表す動物図鑑  

 481.7-A 麻生 羽呂 ＬＩＦＥ人間が知らない生き方 展示 

 484.7-I 池田 譲 タコの知性 その感覚と思考  

 486-F 藤崎 憲治 昆虫未来学「四億年の知恵」に学ぶ 展示 

 488.99-Ma 松原 始 カラスは飼えるか  

 489.473-Sh 篠原かをり ネズミのおしえ ネズミを学ぶと人間がわかる！  

医学 490    

 491.8-Mi 宮坂 昌之 免疫力を強くする  

 493.878-Ya ヤスミン 撃ち落とされたエイズの巨星  

 498-Ka 金森 修 病魔という悪の物語 チフスのメアリー  

 498.14-Ka ケイ すこし痛みますよ  

 498.14-N 仲本 りさ 病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。 展示 

 498.89-Mo 森村 尚登 いのちを救う災害時医療 １４歳の世渡り術  

 498.9-Ta 巽 信二 奇妙な死体のとんでもない事情  

技術・工学 500    

建設工学 510    

 519-Y 山本 良一 気候危機 岩波ブックレット 1016  

電気工学 540    

 543.5-N 西尾 漠 反原発運動四十五年史  

海洋工学 550    

 559.1-Sa 坂本 明 最強世界の軍用銃図鑑 展示 

化学工学 570    

 578.2-I 伊藤 眞義 トコトンやさしいゴム材料の本  

製造工学 580    

 588.9-Su 菅 聖子 世界を救うパンの缶詰 展示 

生活科学 590    

 599-Y ゆむい 親になったの私だけ！？  

産業 600    

 609-I 石川 英輔 イラストでわかるニッポンのサイズ図鑑  

商業 670    

 673.86-Y 吉岡 秀子 コンビニおいしい進化史 売れるトレンドのつくり方  

 674.3-A 阿部広太郎 コピーライターじゃなくても知っておきたい心をつかむ超言葉術  

通信事業 690    

 693.8-N 日本郵便 年賀状のおはなし  



芸術・美術 700    

絵画 720    

 723.37-Mi 宮下規久朗 一枚の絵で学ぶ美術史 カラヴァッジョ聖マタイの召命  

工芸 750    

 753-H 春田 香歩 花・木の実・藍・野菜・葉っぱのかんたん染めもの  

 753.3-Ta 多田 牧子 組紐ジグザグのマジック  

音楽 760    

 760.4-I 池辺晋一郎 音楽ってなんだろう？ 中学生の質問箱  

 764.7-Su 鈴木 圭介 深夜ポンコツ  

言語 800    

日本語 810    

 810.7-I 庵 功雄 「やさしい日本語」表現事典  

 816-Ko 小手鞠るい 放課後の文章教室  

 816.5-Ka 川崎 昌平 大学１年生の君が、はじめてレポートを書くまで。  

(外国語) 820    

 820-O 王 丹 新ゼロからスタート中国語 文法編  

文学 900    

日本文学 910    

 910.26-Ta 田村 茂 素顔の文士たち  

 910.26-Y 吉本 隆明 日本近代文学の名作 展示 

 913.6-A 天沢 夏月 そして、君のいない九月がくる 展示 

 913.6-A あさのあつこ かんかん橋の向こう側 展示 

 913.6-A 彩瀬 まる まだ温かい鍋を抱いておやすみ  

 913.6-C 知念実希人 仮面病棟 展示 

 913.6-D ドリアン助川 夕焼けポスト  

 913.6-F 藤江じゅん サッカク探偵団 あやかし月夜の宝石どろぼう 展示 

 913.6-F 藤野 恵美 ショコラティエ 展示 

 913.6-F 古内 一絵 鐘を鳴らす子供たち  

 913.6-H 浜口倫太郎 ＡＩ崩壊 展示 

 913.6-H 細田 守 おおかみこどもの雨と雪 展示 

 913.6-H 星 新一 ご依頼の件 展示 

 913.6-H 早坂 吝 探偵ＡＩのリアル・ディープラーニング 展示 

 913.6-H 百田 尚樹 夏の騎士 展示 

 913.6-H ほしおさなえ ものだま探偵団 ふしぎな声のする町で 展示 

 913.6-Ka 神山 健治 小説ひるね姫 知らないワタシの物語 展示 



 913.6-Ko こまつあやこ リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ 展示 

 913.6-H 東川 篤哉 完全犯罪に猫は何匹必要か？ 展示 

 913.6-H 東川 篤哉 ここに死体を捨てないでください！ 展示 

 913.6-I 五十嵐佳子 ひまわりと子犬の７日間 展示 

 913.6-I 伊坂幸太郎 逆ソクラテス  

 913.6-Ka 片島 麦子 想いであずかり処にじや質店 展示 

 913.6-Ko 小前 亮 新選組戦記 上 展示 

 913.6-Ko 小前 亮 新選組戦記 中 展示 

 913.6-Ko 小前 亮 新選組戦記 下 展示 

 913.6-Ko 神戸 遥真 ぼくのまつり縫い 手芸男子は好きっていえない  

 913.6-Ki 喜多川 泰 ソバニイルヨ 展示 

 913.6-Ku 久保田香里 きつねの橋  

 913.6-Ma 松尾 清貴 真田十勇士１ 忍術使い 展示 

 913.6-Ma 升井 純子 ドーナツの歩道橋  

 913.6-Ma 松田 青子 持続可能な魂の利用  

 913.6-Mo 森川 成美 ポーン・ロボット  

 913.6-Mi 三田村信行 きつね童子 風の陰陽師 1 展示 

 913.6-Mi 三田村信行 ねむり姫 風の陰陽師２ 展示 

 913.6-Mi 三田村信行 うろつき鬼 風の陰陽師３ 展示 

 913.6-Mi 三田村信行 さすらい風 風の陰陽師４ 展示 

 913.6-Mi 三島由紀夫 夏子の冒険 改版 展示 

 913.6-N ねぎしまり子 デ・シャ・バリ  

 913.6-N 野崎 まど ＨＥＬＬＯ ＷＯＲＬＤ 展示 

 913.6-N なりゆきわかこ おりの中の４６ぴきの犬 展示 

 913.6-N 藤 真知子 やがて、物語は逆転する 物語は４つの顔をもつ  

 913.6-N 廣嶋 玲子 そして、物語は決着する 物語は４つの顔をもつ  

 913.6-N 次良丸 忍 きっと、物語はよりそう 物語は４つの顔をもつ  

 913.6-N 村上しいこ さらに、物語は迷いこむ 物語は４つの顔をもつ  

 913.6-N 七月 隆文 君にさよならを言わない 展示 

 913.6-O 織守きょうや 記憶屋０ 展示 

 913.6-Sa 斉藤 洋 グレーテルの白い小鳥  

 913.6-Sa 斉藤 洋 西遊記１ 天の巻 展示 

 913.6-Sa 佐藤 青南 白バイガール 展示 

 913.6-Sa 佐藤 青南 白バイガール 幽霊ライダーを追え！  

 913.6-Sa 佐藤 青南 白バイガール 駅伝クライシス  



 913.6-Sa 佐藤 青南 白バイガール 最高速アタックの罠  

 913.6-Sa 佐藤 青南 白バイガール 爆走！五輪大作戦  

 913.6-Sh 白石 睦月 母さんは料理がへたすぎる  

 913.6-Ta 高嶋 哲夫 首都感染 展示 

 913.6-Ta 高橋 桐矢 あたしたちのサバイバル教室  

 913.6-U 植松三十里 レイモンさん 函館ソーセージマイスター  

 913.6-Y 山田 明 キャプテンそれが青春なんだ 展示 

 913.6-Y 山田 明 キャプテン答えより大事なもの 展示 

 913.6-Y 山田 明 キャプテン君は何かができる 展示 

 913.6-Y 柳 広司 太平洋食堂  

 913.68-E エブリスタ ５分後に謎解きのラスト  

 913.68-G 桃戸 ハル 5分後に意外な結末 ex白銀の世界に消えゆく記憶  

(外国文学) 920    

 923-R 劉 慈欣 三体 黒暗森林 ２上  

 930.28-Ka 川端 康雄 ジョージ・オーウェル「人間らしさ」への讃歌  

 933-Ai エイキン 月のケーキ  

 933-Cl クライン 希望の図書館 展示 

 933-Cr クライトン ジュラシック・パーク 上・下巻 展示 

 933-Da ダール キス・キス 新訳版 展示 

 933-Di ディケンズ オリバー・ツイスト 上・下巻  

 933-Di サザーランド ダンボ 実写版 ディズニーアニメ小説版  

 933-Di ルドニック アラジン 実写版 ディズニーアニメ小説版  

 933-Di フランシス トイ・ストーリー４ ディズニーアニメ小説版  

 933-Di ディズニー アナと雪の女王２ ディズニーアニメ小説版  

 933-Ho ホリングスワース １１番目の取引  

 933-Oc オコーナー ほんとうの願いがかなうとき  

 933-P ドイツ ルーシーなぞのメッセージを追えプログラミングガールズ！1  

 933-P ドイツ ソフィアロボット・レースに参戦 プログラミングガールズ！2  

 933-P ウィットモア マヤダンスパーティーをもりあげろ プログラミングガールズ！3  

 933-P シュスターマン エリン才能発掘、タレントショー プログラミングガールズ！4  

 933-Wo ウォーク この海を越えれば、わたしは  

 974-Gi ジョルダーノ コロナの時代の僕ら  

 DVD-チ スコセッシ 沈黙 サイレンス DVD 

 DVD-パ ストーン パンドラの約束 DVD寄贈 

 DVD-マ 井口 昇 マジで航海してます。 DVD寄贈 



※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。 


