
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 002.7-Mi 宮内 泰介 実践自分で調べる技術  

 007.13-Ka 金丸 隆志 高校数学からはじめるディープラーニング  

 007.13-O 太田 裕朗 ＡＩは人類を駆逐するのか？ 寄贈 

(図書館学) 010    

 016.29-Th トムソン 戦場の秘密図書館 シリアに残された希望  

 017-Y 吉岡 裕子 図書委員アイデアブック  

 019.2-Z 全国学校図書館協議会 青少年読書感想文全国コンクール入賞作品集  

新聞 070    

 071-A 朝日新聞社 朝日新聞縮刷版 2020.9  

 071-H 北海道新聞社 北海道新聞縮刷版 2020.9  

哲学 100    

 102-Se 伊藤 邦武 世界哲学史 3 中世１ 超越と普遍に向けて  

 102-Se 伊藤 邦武 世界哲学史 4 中世２ 個人の覚醒  

 102-Se 伊藤 邦武 世界哲学史 5 中世３ バロックの哲学  

 102-Se 伊藤 邦武 世界哲学史 6 近代１ 啓蒙と人間感情論  

 102-Se 伊藤 邦武 世界哲学史 7 近代２ 自由と歴史的発展  

 102-Se 伊藤 邦武 世界哲学史８ 現代−グローバル時代の知−  

東洋思想 120    

 120.2-Sa 斎藤 哲也 もっと試験に出る哲学  

西洋哲学 130    

 134.9-Ma 丸山 俊一 マルクス・ガブリエル欲望の時代を哲学する ２ 寄贈 

心理学 140    

 140-Ta 田中 正人 図解心理学用語大全  

 141.26-Mo 望月菜南子 １は赤い。そして世界は緑と青でできている  

 141.5-Do ドベリ Ｔｈｉｎｋ ｃｌｅａｒｌｙ  

 141.5-Do ドベリ Ｔｈｉｎｋ Ｓｍａｒｔ  

 141.5-Do ドベリ Ｔｈｉｎｋ ｒｉｇｈｔ  

 141.5-H 細谷 功 「具体・抽象」トレーニング  

倫理学 150    

 159-D 出口 治明 知的生産術 展示 

 159.7-Sa サコ 「これからの世界」を生きる君に伝えたいこと  

仏教 180    

 184-Ku 草薙 龍瞬 反応しない練習  

 186.918-E 愛媛大学 四国遍路の世界 展示 



 186.918-I イマイカツミ 難行苦行の〈絵描き遍路〉をやってみた 展示 

 186.918-Mo 森 正人 四国遍路 展示 

歴史 200    

 209-D 出口 治明 人類５０００年史３ １００１年〜１５００年  

日本史 210    

 210.75-Ka 金田 茉莉 かくされてきた戦争孤児  

 210.75-Vi ヴィシネフスキー 樺太における日ソ戦争の終結−知取協定  

 219.9-To 當眞 嗣一 琉球王国の象徴 首里城 展示 

 219.9-U 上里 隆史 琉球・沖縄もっと知りたい！くらしや歴史 展示 

伝記 280    

 289.1-I 石井 妙子 女帝小池百合子  

 289.1-O 大平 誠 徳田虎雄病院王外伝 寄贈 

地理・紀行 290    

 291.62-O 岡部 敬史 くらべる京都 展示 

 291.76-Ko  広島・宮島 ことりっぷ 展示 

 291.76-Ma マップルマガジン 広島・宮島尾道・呉・しまなみ海道 mini 21最新版 展示 

 291.76-Sh  広島のトリセツ 地図で読み解く初耳秘話 展示 

 291.8-Ma マップルマガジン 四国 ’２１最新版 展示 

 291.8-Jt JTB るるぶ四国 ’２１最新版 展示 

 291.95-Ma マップルマガジン 大分・別府由布院 ’２１最新版 展示 

 291.95-Jt JTB るるぶ大分別府湯布院くじゅう ’２１最新版 展示 

 291.97-Ma マップルマガジン 屋久島・奄美種子島 ’２１最新版 展示 

 291.97-Ta 高田みかこ Ｈｅｌｌｏ！屋久島 展示 

 291.97-Jt JTB るるぶ奄美屋久島種子島 ’２１最新版 展示 

 291.97-Y  屋久島宮之浦岳 2020年版 山と高原地図  展示 

 291.99-Ma マップルマガジン 沖縄 ’２１最新版 マップルマガジン 展示 

 291.99-Jt JTB るるぶ石垣宮古竹富島西表島 ’２１最新版 展示 

 291.99-Jt JTB 沖縄 ２０２１ 完全版 展示 

 291.99-Jt JTB 石垣宮古 ２０２１ 完全版 展示 

 291.99-Ko  石垣・宮古竹富島・西表島 ことりっぷ 展示 

 291.99-Ma マップルマガジン 石垣・宮古竹富島・西表島 mini 21最新版 展示 

 291.99-Se セソコマサユキ 石垣宮古ストーリーのある島旅案内 展示 

 292.29-W 渡辺 一枝 チベット 祈りの色相、暮らしの色彩  

社会科学 300    

 302.199-H 樋口耕太郎 沖縄から貧困がなくならない本当の理由 展示 



 302.22-H 羽根 次郎 物的中国論 歴史と物質から見る「大国」  

 302.2239-N 野嶋 剛 香港とは何か  

 304-O 落合 陽一 ２０３０年の世界地図帳  

 304-Sa サコ アフリカ出身サコ学長、日本を語る  

政治 310    

 312.1-A 赤木 雅子 私は真実が知りたい 夫が遺書で告発「森友」改ざんはなぜ？  

 314.895-Ku 久保 文明 アメリカ大統領選  

 316.81-Mo モーリス アイヌの権利とは何か  

 316.81-Ta 竹内 渉 戦後アイヌ民族活動史  

 319.2101-Sa 澤田 克己 反日韓国という幻想 誤解だらけの日韓関係  

 319.8-Bi ビナード ドームがたり 未来への記憶  

法律 320    

 329.21-Sh 申 惠丰 友だちを助けるための国際人権法入門  

経済 330    

 334.4-Co コーエン 移民の世界史  

 334.41-Mu 室橋 裕和 ルポ新大久保 移民最前線都市を歩く  

 335.15-B バウンド ６０分でわかる！ＳＤＧｓ超入門 展示 

 335.15-J 事業構想研究所 ＳＤＧｓの基礎 展示 

 335.15-Mi 水野 雅弘 ＳＤＧｓが生み出す未来のビジネス 展示 

 335.15-Sa 三瓶 裕喜 いちばんやさしいＳＤＧｓ入門 展示 

 335.15-Ta 田瀬 和夫 ＳＤＧｓ思考  展示 

 333.8-Ko 小林 亮 世界を変えるＳＤＧｓ 展示 

 333.8-I 池上 彰 世界がぐっと近くなるＳＤＧｓとボクらをつなぐ本 展示 

 333.8-N  ＳＤＧｓ ２０３０年までのゴール 展示 

 336.2-H 平井 孝志 武器としての図で考える習慣  

 337.82-O 大澤 裕司 高すぎ？安すぎ！？モノのねだん事典  

 338.18-Sh 渋澤 健 ＳＤＧｓ投資 資産運用しながら社会貢献  

社会 360    

 366.28-F 藤井 克徳 障害者とともに働く  

 366.29-P 横山 佐紀 ミュージアムを知ろう  

 366.29-P 三井 綾子 教育業界で働く  

 366.29-P 松矢 勝宏 特別支援学校教諭になるには  

 367.3-Sh 品田 知美 「母と息子」の日本論  

 367.5-Ki 清田 隆之 さよなら、俺たち  

 367.5-O 太田 啓子 これからの男の子たちへ  



 367.7-D 出口 治明 還暦からの底力  

 367.7-H 林 美保子 ルポ不機嫌な老人たち  

 367.9-Ka 神谷 悠一 ＬＧＢＴとハラスメント  

 368.3-Su 末木 新 自殺学入門 幸せな生と死とは何か  

 369.27-Ka 神奈川新聞取材班 やまゆり園事件  

 369.31-H 北海道新聞社 検証ブラックアウト 北海道胆振東部地震  

教育 370    

 370.4-D 出口 治明 「教える」ということ 展示 

 370.4-H 堀江 貴文 将来の夢なんか、いま叶えろ。  

 375-Sa 佐藤 真久 未来の授業 私たちのＳＤＧｓ探求ＢＯＯＫ 展示 

 376.87-Su 数学社編集部 北海道大学 文系 前期日程  

 376.87-Su 数学社編集部 北海道大学 理系 前期日程  

 376.87-Su 数学社編集部 京都大学 理系  

 376.87-Su 数学社編集部 京都大学 文系  

 376.87-Su 数学社編集部 札幌医科大学 医学部  

 377.28-D 出口 治明 ここにしかない大学 ＡＰＵ学長日記 展示 

 377.6-F 船橋 力 トビタテ！世界へ  

民俗学 380    

 382.11-H 堀内 昭彦 アイヌの祈り  

 383.8-N 日本の食生活全集編集委員会 日本の食生活全集 聞き書広島の食事 展示 

 383.8-N 日本の食生活全集編集委員会 日本の食生活全集 聞き書沖縄の食事 展示 

 383.8-N 日本の食生活全集編集委員会 日本の食生活全集 聞き書大分の食事 展示 

 383.844-Ta 高野 秀行 幻のアフリカ納豆を追え！  

 384-Ko 小泉 和子 昔のお仕事大図鑑  

自然科学 400    

数学 410    

 412-Ma 松岡 学 数の世界   

物理学 420    

 421-N  Newton 無とは何か Ｎｅｗｔｏｎ別冊  

科学 430    

宇宙科学 440    

 442.7-O 大野 裕明 星を楽しむ星空写真の写しかた  

 445.9-Br ブラウン 冥王星を殺したのは私です 展示 

 449.81-Mi 水野 久美 絵で楽しむ日本人として知っておきたい二十四節気と七十二候  

地球科学 450    



 451-Ki 木村 直之 天気  

生物科学 460    

 460.4-G 五箇 公一 これからの時代を生き抜くための生物学入門  

 460.4-Sa 桜田 一洋 亜種の起源 苦しみは波のように  

 467.2-N 夏 緑 遺伝子・ＤＮＡのすべて   

 467.5-C 千葉 聡 進化のからくり  

 462.197-Ka 神崎真貴雄 世界自然遺産屋久島の自然図鑑 展示 

動物学 480    

 481.78-Ma 松原 始 カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、サメは狂暴、イルカは温厚って本当か？  

 488.99-N 中村眞樹子 札幌のカラス 3 やっぱりそうでしょ  

医学 490    

 490.2-Sn スネッデン グレートブレイクスルー医学大事典  

 491.1-Ma 松村 讓兒 解剖学の基本  

 491.1-N ニュートン 人体の取扱説明書  

 491.3-Ki 木村 直之 人体  

 493.7-Sa 斎藤 環 社会的ひきこもり   

 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。2  

 498.6-H 方方 武漢日記 封鎖下６０日の魂の記録  

 498.6-Ko 黄 文雄 新型肺炎感染爆発と中国の真実  

 498.6-N 野嶋 剛 なぜ台湾は新型コロナウイルスを防げたのか  

技術・工学 500    

 501.6-Y 山口 豊 「再エネ大国日本」への挑戦  

建設工学 510    

 516.72-W 渡部 史絵 地下鉄の駅はものすごい  

 519-Ba バウンド こどもＳＤＧｓ  展示 

 519-G 堅達 京子 脱プラスチックへの挑戦  

 519-I インフォビジュアル研究所 図解でわかる１４歳からの水と環境問題  

 519-Ka 蟹江 憲史 ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 展示 

 519-Ka 川廷 昌弘 未来をつくる道具わたしたちのＳＤＧｓ 展示 

 519.4-H 保坂 直紀 海のプラスチックごみ調べ大事典 展示 

建築学 520    

 521.6-O 岡本 尚文 沖縄島建築 展示 

機械工学 530    

 538.9-N 野口 聡一 宇宙に行くことは地球を知ること  

電気工学 540    



 547-Ma 真江島 光 通信設備が一番わかる  

 548.3-O 大澤 正彦 ドラえもんを本気でつくる  

製造工学 580    

 588.09-Ka 川内 イオ １キロ１００万円の塩をつくる  

産業 600    

農業 610    

 611.7-Ku 窪田新之助 データ農業が日本を救う  

 617.3-Le レッパネン 世界からコーヒーがなくなるまえに  

芸術・美術 700    

絵画 720    

 726.1-Mi 宮崎 駿 もののけ姫 展示 

工芸 750    

 753.8-N 中川なをみ よみがえった奇跡の紅型 展示 

スポーツ 780    

 780.69-U ウラケン なんてこった！ざんねんなオリンピック物語  

言語 800    

 804-Ka 河出書房新社 わたしの外国語漂流記  

 809.6-Bi バード 場から未来を描き出す 寄贈 

文学 900    

日本文学 910    

 902.3-Ba バッカラリオ 世界魔法道具の大図鑑  

 910.268-Sa 佐藤 秀明 三島由紀夫 悲劇への欲動  

 913.6-A 有川 ひろ アンマーとぼくら 展示 

 913.6-A 青柳 碧人 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。  

 913.6-A 阿部 智里 烏百花 蛍の章 八咫烏シリーズ外伝  

 913.6-H 廣嶋 玲子 赤の王  

 913.6-H はやみねかおる 都会のトム＆ソーヤ外伝 魔女が微笑む夜  

 913.6-I 池井戸 潤 半沢直樹 アルルカンと道化師  

 913.6-I 池澤 夏樹 ワカタケル  

 913.6-I 石川宏千花 青春ノ帝国  

 913.6-Ka カツセマサヒコ 明け方の若者たち  

 913.6-Ka 加納 朋子 二百十番館にようこそ  

 913.6-Ko 小林 大輝 植物癒しと蟹の物語  

 913.6-Ko 小手鞠るい 窓  

 913.6-Ku 久保田香里 もえぎ草子  



 913.6-Ki 北野 勇作 １００文字ＳＦ  

 913.6-Mi 水之 夢端 異世界縄文タイムトラベル  

 913.6-Mu 村山 由佳 雲の果て おいしいコーヒーのいれ方  

 913.6-Mu 村山 由佳 彼方の声 おいしいコーヒーのいれ方  

 913.6-Mu 村山 由佳 記憶の海 おいしいコーヒーのいれ方  

 913.6-Mu 村山 由佳 地図のない旅 おいしいコーヒーのいれ方  

 913.6-N 凪良 ゆう 滅びの前のシャングリラ  

 913.6-O 大橋 崇行 遥かに届くきみの聲  

 913.6-O 温 又柔 魯肉飯のさえずり  

 913.6-O 太田 紫織 櫻子さんの足下には死体が埋まっている 蝶は聖夜に羽ばたく  

 913.6-O 小川 英子 王の祭り  

 913.6-O 恩田 陸 スキマワラシ  

 913.6-R 李 琴峰 星月夜  

 913.6-Sa 佐々木 譲 図書館の子  

 913.6-Sa 櫻井とりお 虹いろ図書館のひなとゆん  

 913.6-Sh 塩田 武士 デルタの羊  

 913.6-Su 須賀しのぶ 夏空白花  

 913.6-Ts 辻村 七子 マグナ・キヴィタス人形博士と機械少年  

 913.6-Y 山本 文緒 自転しながら公転する  

 913.68-E エブリスタ ５分後に君とまた会えるラスト  

 913.68-E エブリスタ ５分後に君とサヨナラのラスト  

 914.6-N 梨木 香歩 ほんとうのリーダーのみつけかた  

 915.49-Mu 村井 康彦 藤原定家「明月記」の世界  

 915.6-Ma 黛 まどか 奇跡の四国遍路 展示 

 916-A 足達 和子 モニカと、ポーランド語の小さな辞書  

(外国文学) 920    

 933.7-Fl フラナガン アラルエン戦記１４ 東国 下巻  

 933.7-Ha ハン 砂漠が街に入りこんだ日  

 933.7-Ko コーウェル ヒックとドラゴン１２ 上巻  

 933.7-Ko コーウェル ヒックとドラゴン１２ 下巻  

 933.7-Le リー パチンコ 上巻  

 933.7-Le リー パチンコ 下巻  

 933.7-Re レノルズ ゴースト  

 933.7-Sh シャファク レイラの最後の１０分３８秒  

 933.7-Ta タン 内なる町から来た話  



※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。 

 973.7-Pu プリチェッリ 紙の心  


