
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 007.2-Is アイザックソン イノベーターズ １ 展示 

 007.2-Is アイザックソン イノベーターズ ２ 展示 

 007.3-Mo 森川 博之 データ・ドリブン・エコノミー 展示 

 007.3-Ta 玉城 絵美 教養として身につけたいテクノロジー  

書誌学 020    

 022.33-Ru ランフォード グーテンベルクのふしぎな機械 展示 

新聞 070    

 071-A 朝日新聞社 朝日新聞縮刷版 2020.7  

 071-A 朝日新聞社 朝日新聞縮刷版 2020.8  

 071-H 北海道新聞社 北海道新聞縮刷版 2020.7  

 071-H 北海道新聞社 北海道新聞縮刷版 2020.8  

哲学 100    

哲学各論 110    

 114-Cl クラーク 生まれながらのサイボーグ  

心理学 140    

 141-Y 山口 真美 こころと身体の心理学  

 141.6-E 榎本 博明 「さみしさ」の力 孤独と自立の心理学  

倫理学 150    

 150.4-Si シンガー 私たちはどう生きるべきか  

 159-He ヘルムステッター セルフトーク超入門  

 159.4-Cs チクセントミハイ フロー体験とグッドビジネス  

 159.7-N 日本ペンクラブ 泣いたあとは、新しい靴をはこう。  

宗教 160    

 161.3-O 岡本 亮輔 聖地巡礼 世界遺産からアニメの舞台まで  

 166-Ka 神塚 淑子 道教思想１０講  

歴史 200    

 207-A 秋田 茂 グローバルヒストリーから考える新しい大学歴史教育  

日本史 210    

 210.5-Ka 片山七三雄 戦争と郵便 戦後 75年・手紙が語る戦争の記憶  

 210.58-I 岩崎 清美 幕末期の八王子千人同心と長州征討  

 210.69-Y 油井大三郎 避けられた戦争 一九二〇年代・日本の選択  

 210.7-Ko 小山 俊樹 五・一五事件 海軍青年将校たちの「昭和維新」  

 210.75-N 庭田 杏珠 ＡＩとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争  



（外国史） 220    

 234.075-Ro レダー ドイツ統一  

 253-A 古矢 旬 グローバル時代のアメリカ アメリカ合衆国史 4  

伝記 280    

 289.1-G 合田 一道 評伝関寛斎１８３０−１９１２  

 281.1-H 下山 光雄 北国に光を掲げた人々 38巻  

 289-Se 立石 博高 フェリペ２世 世界史リブレット人 52  

 289.1-Ka かめやまえいこ よこいしょういちさん  

 289.3-El エリス エジソンと電灯 展示 

 289.3-He ハイゼンベルク 部分と全体 私の生涯の偉大な出会いと対話 展示 

 289.3-ko 小池 和子 カエサル 内戦の時代を駆けぬけた政治家  

 289.3-Mo ムーア 解剖医ジョン・ハンターの数奇な生涯 展示 

 289.3-Ro ロビンズ ルイ・パスツール 展示 

 289.3-So ソニ クロード・シャノン情報時代を発明した男 展示 

 292.92-A 相原 秀起 追跡間宮林蔵探検ルート  

地理・紀行 290    

 291.01-Ku 日下 雅義 平野が語る日本史  

 291.1-H 北海道新聞社 北海道大百科事典 上巻 あ−そ  

 291.1-H 北海道新聞社 北海道大百科事典 下巻 た−わ  

社会科学 300    

 302.2239-C 銭 俊華 香港と日本 記憶・表象・アイデンティティ  

 302.4-Sh 白戸 圭一 アフリカを見るアフリカから見る  

 309.02-O 小川 善照 香港デモ戦記  

政治 310    

 316.85-Wa 渡辺 靖 白人ナショナリズム  

 319.8-Mi 宮本 ゆき なぜ原爆が悪ではないのか アメリカの核意識  

法律 320    

 322.13-So 十川 陽一 人事の古代史 律令官人制からみた古代日本  

 326.52-Ki 清田 浩司 塀の中の事情 刑務所で何が起きているか  

 326.52-Sa 斎藤 充功 ルポ老人受刑者  

 329.21-Sh 申 惠丰 国際人権入門  

経済 330    

 330.4-Sh 柴田 努 図説経済の論点 新版  

 334.31-Y 山田 昌弘 日本の少子化対策はなぜ失敗したのか？  

 334.322-U 上田 信 人口の中国史  



 336.3-Ka 金井 壽宏 リーダーシップ入門 展示 

社会 360    

 361.234-N 野口 雅弘 マックス・ウェーバー 近代と格闘した思想家  

 361.4-Ku 熊代 亨 健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて  

 361.4-U 浦 光博 支えあう人と人  展示 

 361.4-Y 安田 雪 ルフィの仲間力 展示 

 361.45-Ta 谷口 忠大 賀茂川コミュニケーション塾 展示 

 361.5-St Steger Globalization 展示 

 366-Ka 川人 博 過労死しない働き方 働くリアルを考える  

 366.89-Sa 澤田 晃宏 ルポ技能実習生  

教育 370    

 370.4-H 原田 隆史 カリスマ体育教師の常勝教育 展示 

 371.45-Ka 河合 隼雄 子どもの宇宙  

 375.492-Ka 金森 俊朗 性の授業死の授業 展示 

 377.13-Sa 斎藤 恭一 大学教授が、「研究だけ」していると思ったら、大間違いだ！  

民俗学 380    

 383.8-A 朝倉 敏夫 食科学入門 食の総合的理解のために 展示 

 383.8-Sa 酒井 伸雄 文明を変えた植物たち  

 383.81-G 権代美重子 日本のお弁当文化 知恵と美意識の小宇宙  

 383.81-Y 湯澤 規子 胃袋の近代 食と人びとの日常史 展示 

 384.7-Sa 沢山美果子 性からよむ江戸時代  

 387-N 新潟県立歴史博物館 まじないの文化史 日本の呪術を読み解く  

自然科学 400    

 400-I 小林 東一 命を守る水と食料 今解き教室サイエンス 3  

 402-F 藤嶋 昭 世界の科学者まるわかり図鑑 展示 

 402.8-N 日本科学未来館 日本のスゴイ科学者 29人が教える発見のコツ 展示 

 404-Y 山中 伸弥 「大発見」の思考法 ｉＰｓ細胞ｖｓ．素粒子 展示 

数学 410    

 410-I 伊藤由佳理 美しい数学入門  

 410.4-Fe フェルナンデス 幸せをつかむ数式  

 410.7-Po Polya How to solve it 展示 

物理学 420    

 421.3-Ku クマール 量子革命  展示 

 427-Fo フォーブス 物理学を変えた二人の男 展示 

科学 430    



 431.53-Ko 光化学協会 夢の新エネルギー「人工光合成」とは何か  

宇宙科学 440    

 440-Du デュプラ 宇宙のすがたを科学する 展示 

 440-Ro ルーニー 天空の地図  展示 

 440.87-N 沼澤 茂美 ハッブル宇宙望遠鏡２５年の軌跡 展示 

 443.9-Si シン 宇宙創成 上巻 展示 

 443.9-Si シン 宇宙創成 下巻 展示 

 445-Mu 室井 恭子 ゆかいなイラストですっきりわかる惑星のきほん 展示 

地球科学 450    

 452.8-F 藤岡換太郎 見えない絶景 深海底巨大地形  

 457-Sa 佐々木猛智 東大古生物学 化石からみる生命史  

生物科学 460    

 460-Le ルロワ アリストテレス生物学の創造 上巻 展示 

 460-Le ルロワ アリストテレス生物学の創造 下巻 展示 

 464.27-Wa ワトソン 二重螺旋 完全版 展示 

 469.2-Li リーバーマン 人体六〇〇万年史 上巻 展示 

 469.2-Li リーバーマン 人体六〇〇万年史 下巻 展示 

 460.28-N 仲野 徹 生命科学者たちのむこうみずな日常と華麗なる研究 展示 

動物学 480    

 481.8-O 岡西 政典 新種の発見  

 489.57-Ma 増田 隆一 ヒグマ学への招待 自然と文化で考える  

医学 490    

 490-Sh 清水 茜 はたらく細胞 １～５巻 展示 

 490.49-I 稲葉 俊郎 いのちを呼びさますもの 展示 

 491.1-Dr ドゥルヴェール 世界で一番美しい切り絵人体図鑑 展示 

 491.2-Da デイヴィス 人体はこうしてつくられる 展示 

 491.3-Ki 北村 昌陽 スゴイカラダ あなたの健康を保つ驚くべきしくみ 展示 

 491.3-Pa パーカー Body世にも美しい人体図鑑 展示 

 491.346-Ma メイヤー 腸と脳 展示 

 491.371-I 池谷 裕二 脳はなにかと言い訳する 展示 

 491.374-Ch チャンギージー ヒトの目、驚異の進化 展示 

 491.42-H 平野 久 タンパク質とからだ  

 491.8-Da デイヴィス 美しき免疫の力 展示 

 492.8-He ヘロルド Beyond Human超人類の時代へ 展示 

 493.7-Sa 斎藤 環 心を病んだらいけないの？  



 493.8-I 石 弘之 感染症の世界史 展示 

 494.72-Y 山中 俊治 カーボン・アスリート 展示 

 494.8-H 東田 雪子 育毛の真理  

 498-Ta 田島 隆雄 情熱のアフリカ大陸  

 498.3-Sa 齋藤 真嗣 体温を上げると健康になる 展示 

 498.6-Se 瀬名 秀明 ウイルスＶＳ人類  

 499.87-Si シモンズ 世界薬用植物図鑑   

技術・工学 500    

建設工学 510    

 519.4-Ro ロスカム プラスチック・スープの地球  

 519.79-N 日本環境化学会 地球をめぐる不都合な物質  

建築学 520    

 527.1-O 大島 健二 家づくり解剖図鑑  

機械工学 530    

 538-H 濱 美由紀 たんけん絵本種子島ロケット打ち上げ 展示 

 538.9-Ka カク 人類、宇宙に住む 実現への３つのステップ 展示 

 538.9-Py パイル 月へ 人類史上最大の冒険 展示 

 538.9-Te 寺薗 淳也 宇宙探査ってどこまで進んでいる？ 展示 

 538.94-Ko 小谷 太郎 宇宙の謎に迫れ！探査機・観測機器６１ 展示 

電気工学 540    

 547.48-Ka 狩野 祐東 スラスラわかるＨＴＭＬ＆ＣＳＳのきほん  

産業 600    

林業 650    

 652.3-I 池上 俊一 森と川 歴史を潤す自然の恵み  

商業 670    

 673.36-Su 鈴木 太郎 今日からはじめて、月 10万円稼ぐアフィリエイトブログ入門講座  

 675-O 奥ノ谷圭祐 「いいね」を購入につなげる  

通信事業 690    

 699.21-Sa 境 治 拡張するテレビ  

芸術・美術 700    

絵画 720    

 726.1-N 野田サトル ゴールデンカムイ 23巻  

 726.6-Ke けーたろう Marl the ghost and some beautiful words  

音楽 760    

 761.5-Ki 北川 祐 絶対わかる！コード理論  



 763.2-I いちむらまさき ピアノでコードを覚える方法とほんの少しの理論  

 763.2-Su 鈴木 智彦 ヤクザときどきピアノ  

演劇 770    

 778.77-Ma 増田 弘道 デジタルが変えるアニメビジネス 展示 

 778.77-Su 鈴木 敏夫 ジブリの仲間たち 展示 

スポーツ 780    

 780.1-Ku 久木留 毅 アスリートの科学 展示 

 780.1-Ta 田口 貞善 スポーツサイエンス入門 展示 

 780.193-E 江橋 博 健康とスポーツの生理科学 展示 

 780.21-Pa パナソニック 綾瀬はるか meets Beautiful Athletes   

 780.69-Ta 高橋 洋一 儲かる五輪 訪れる巨大なビジネスチャンス 展示 

言語 800    

 801-To 時本 真吾 あいまいな会話はなぜ成立するのか  

文学 900    

 901.2-Ki 喜志 哲雄 喜劇の手法 笑いのしくみを探る  

日本文学 910    

 910.2-Ko 小西 甚一 日本文学史  

 910.26-Sa 彩図社文芸部 文豪たちの口説き本  

 910.26-Y 吉本 隆明 日本近代文学の名作  

 910.268-A 荒木 優太 有島武郎 地人論の最果てへ  

 913.6-A 阿川せんり パライゾ  

 913.6-A 有川 浩 海の底  

 913.6-A 有川 浩 塩の街  

 913.6-A 阿部 暁子 パラ・スター〈Ｓｉｄｅ宝良〉  

 913.6-A 阿部 暁子 パラ・スター〈Ｓｉｄｅ百花〉  

 913.6-B バイク川崎バイク 電話をしてるふり BKBショートショート小説集  

 913.6-F 古市 憲寿 奈落  

 913.6-H 原 宏一 星をつける女  

 913.6-H 馳 星周 少年と犬  

 913.6-H ほしおさなえ 星たちの栞 活版印刷三日月堂 1  

 913.6-H ほしおさなえ 海からの手紙 活版印刷三日月堂 2  

 913.6-H ほしおさなえ 庭のアルバム 活版印刷三日月堂 3  

 913.6-H ほしおさなえ 雲の日記帳 活版印刷三日月堂 4  

 913.6-H ほしおさなえ 空色の冊子 活版印刷三日月堂 5  

 913.6-H ほしおさなえ 小さな折り紙 活版印刷三日月堂 6  



 913.6-I いとうみく 朔と新  

 913.6-I 今村 翔吾 じんかん  

 913.6-I 伊吹 有喜 雲を紡ぐ  

 913.6-I 一色さゆり ピカソになれない私たち  

 913.6-Ka 川口 祐海 イシュタム・コード  

 913.6-Ka 角田 光代 彼女のこんだて帖  

 913.6-Ki 喜多みどり 弁当屋さんのおもてなし しあわせ宅配篇  

 913.6-Ku 久坂部 羊 生かさず、殺さず  

 913.6-Ma 町田そのこ ５２ヘルツのクジラたち  

 913.6-Mi 三上 延 ビブリア古書堂の事件手帖 扉子と空白の時  

 913.6-Mu 村上 春樹 一人称単数  

 913.6-N 西尾 維新 掟上今日子の設計図  

 913.6-N 乃南 アサ チーム・オベリベリ  

 913.6-O 太田 紫織 昨日の僕が僕を殺す壊された少女たち  

 913.6-O 大山 淳子 通夜女  

 913.6-O 大山 淳子 光二郎分解日記 2 西郷さんの犬  

 913.6-Sh 白川 紺子 後宮の烏 ４  

 913.6-Sh 篠田 節子 夏の災厄  

 913.6-Ta 高山羽根子 首里の馬  

 913.6-To 遠野 遥 破局  

 913.6-To 遠田 潤子 銀花の蔵  

 913.6-Sa 澤田 瞳子 稚児桜 能楽ものがたり  

 913.6-Y 夢枕 獏 大江戸火龍改  

 913.68-Se 青木美帆 他 青春サプリ。−自分がここにいる理由  

 913.68-Se 日比野恭三 他 青春サプリ。−いつだってそこに仲間がいる  

 913.68-Se オザワ部長 他 青春サプリ。−乗り越えられない試練なんてない  

 913.68-Se 安藤隆人 他 青春サプリ。−自分を変えてくれる場所  

 913.68-Se 近江屋一朗 他 青春サプリ。−なりたい自分になれる  

 916-Ka 嘉悦 洋 その犬の名を誰も知らない  

 916-Mi 水木しげる 戦争と読書 水木しげる出征前手記  

 913.6-Mi 宮部みゆき きたきた捕物帖  

 916-Sa 左右社編集部 仕事本 わたしたちの緊急事態日記  

 918.6-W 和田 博文 森の文学館 緑の記憶の物語  

(外国文学) 920    

 923-R 劉 慈欣 黒暗森林 三体２巻の下  



※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。 

 932.5-Gr グリーンブラット 暴君 シェイクスピアの政治学  

 933-Ha ホーキング 宇宙の神秘 時を超える宇宙船  

 DVD-キ カウリスマキ 希望のかなた  


