
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 002-Su 松尾 豊 人間を究める スタディサプリ三賢人の学問探究ノート 1  

 002-Su 若新 雄純 社会を究める スタディサプリ三賢人の学問探究ノート 2  

 002-Su 福岡 伸一 生命を究める スタディサプリ三賢人の学問探究ノート 3  

 007.3-Y 山口 真一 正義を振りかざす「極端な人」の正体  

(図書館学) 010    

 015.2-I 入矢 玲子 プロ司書の検索術  

新聞 070    

 071-A 朝日新聞社 朝日新聞縮刷版 2020.10  

 071-A 朝日新聞社 朝日新聞縮刷版 2020.11  

 071-H 北海道新聞社 北海道新聞縮刷版 2020.10  

 071-H 北海道新聞社 北海道新聞縮刷版 2020.11  

哲学 100    

倫理学 150    

 159-Ba バーカー 残酷すぎる成功法則  

 159.4-Y 八木 仁平 世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方  

 159.5-Sy サイド きみはスゴイぜ！ 一生使える「自信」をつくる本  

 159.7-J 磯田 道史 歴史とは靴である 17歳の特別教室  

 159.7-J 高橋源一郎 答えより問いを探して 17歳の特別教室  

 159.7-J 京極 夏彦 地獄の楽しみ方 17歳の特別教室  

 159.7-J 瀬戸内寂聴 ９７歳の悩み相談 17歳の特別教室  

 159.7-J 岸見 一郎 哲学人生問答 17歳の特別教室  

 159.7-J 佐藤 優 人生のサバイバル力 17歳の特別教室  

 159.7-Sq スキラーチェ 「これから」の時代を生きる君たちへ  

 159.7-Y 吉田 尚記 あなたの不安を解消する方法がここに書いてあります。  

宗教 160    

 162.1-Sh 釈 徹宗 異教の隣人  

キリスト教 190    

 193.1-H 長谷川修一 旧約聖書〈戦い〉の書物  

歴史 200    

日本史 210    

 210.04-Sa 實吉 達郎 日本人と動物の歴史  

 210.25-A 雨宮 国広 ぼくは縄文大工 石斧でつくる丸木舟と小屋  

 210.47-H 平山 優 戦国の忍び  



 210.6-F 藤野 裕子 民衆暴力 一揆・暴動・虐殺の日本近代  

 211.5-Ku 楠 順一 月形学 明治日本の陰を担ったまち   

 219.9-Ka 河原 仁志 沖縄をめぐる言葉たち  

（外国史） 220    

 220-To トール シルクロード歴史大百科 ヴィジュアル版  

 222.066-Ki 菊池 秀明 太平天国 皇帝なき中国の挫折  

 227.5-Ts 常木 晃 まんがで読む 文明の起源シリアの先史時代  

伝記 280    

 289-Se 姫岡とし子 ローザ・ルクセンブルク 世界史リブレット人 87  

 289.1-Su 鈴木 款 日本のパラリンピックを創った男中村裕  

 289.2-C チュウ Ａｕオードリー・タン 天才ＩＴ相７つの顔  

地理・紀行 290    

 290-Sa 砂崎 良 日本と世界の地理 リアルな今がわかる  

 290.1-Y 湯澤 規子 ウンコはどこから来て、どこへ行くのか  

 290.9-Ka 河出書房新社 旅が好きだ！２１人が見つけた新たな世界への扉  

 291.038-H 平凡社 旧国名でみる日本地図帳 お国アトラス  

社会科学 300    

 302.25-I 池上 彰 池上彰の世界の見方インド  

 302.3892-H 堀内都喜子 フィンランド人はなぜ午後 4時に仕事が終わるのか  

 309.1-Sa 佐藤 優 16歳のデモクラシー 受験勉強で身につけるリベラルアーツ  

政治 310    

 311.7-Ru ランシマン 民主主義の壊れ方  

 311.7-So 空井 護 デモクラシーの整理法  

 312.21-Mu 文 京洙 文在寅時代の韓国 「弔い」の民主主義  

 312.389-A あぶみあさき 北欧の幸せな社会のつくり方  

 312.53-O 岡山 裕 アメリカの政党政治  

 318-Ko 小磯 修二 地方の論理  

 319-I 池上 彰 グローバリズムのその先 知らないと恥をかく世界の大問題 11  

 319.8-Ko こやま峰子 北の里から平和の祈り  

 319.8-Sh 志賀 賢治 広島平和記念資料館は問いかける  

法律 320    

 327.6-C 中日新聞編集局 私は殺ろしていません 無実の訴え 12 年滋賀・呼吸器事件  

 329.39-A 荒木 光弥 国際協力の戦後史  

 329.39-Mi 南 博 ＳＤＧｓ 危機の時代の羅針盤  

経済 330    



 334.4-Mi 宮下 洋一 ルポ外国人ぎらい  

 336.4-I 伊藤 守 １分コーチング  

財政 340    

 345-Ko 小塚 真啓 高校生のための税金入門  

 345.1-Mo 諸富 徹 グローバル・タックス 国境を超える課税権力  

社会 360    

 361.4-To 外川 浩子 人は見た目！と言うけれど  

 361.7-Ki 岸 政彦 地元を生きる 沖縄的共同性の社会学  

 361.7-Y  山下 祐介 地域学をはじめよう  

 366.29-H 星 賢人 自分らしく働くＬＧＢＴの就活・転職の不安が解消する本  

 366.89-To 鳥井 一平 国家と移民 外国人労働者と日本の未来  

 367.21-I 飯田 未希 非国民な女たち  

 367.9-A 赤坂 真理 愛と性と存在のはなし  

 367.9-Y 吉野 靫 誰かの理想を生きられはしない  

 367.98-Ts 津島つしま 夫は実は女性でした  

 367.99-F フクチマミ おうち性教育はじめます  

 368.3-Sa 坂口 恭平 苦しい時は電話して  

教育 370    

 375.18-Y 読売中高生新聞編集室 部活魂！この文化部がすごい  

 375.183-Ka 神谷 拓 僕たちの部活動改革  

 377.04-Y 吉見 俊哉 大学という理念 絶望のその先へ  

 377.28-Y 山本 秀樹 世界のエリートが今一番入りたい大学ミネルバ  

 379.7-Bo ボーザー Ｌｅａｒｎ Ｂｅｔｔｅｒ  

 379.7-U 梅田明日佳 ぼくの「自学ノート」  

民俗学 380    

 382.11-H 平凡社 アイヌをもっと知る図鑑  

 382.11-Ki 北原モコットゥナシ アイヌの真実  

 383.833-Pa パナイー フィッシュ・アンド・チップスの歴史  

 386.03-Cr クランプ 世界のお正月百科事典  

 388-Ha ホーキンス 妖精図鑑  

国防･軍事 390    

 395.39-To 豊下 楢彦 沖縄を世界軍縮の拠点に  

自然科学 400    

 400-I 小林 東一 生物多様性を守る 今解き教室サイエンス 4  

 400-I 小林 東一 感染症の科学 今解き教室サイエンス 5  



 404-N 信定 邦洋 声に出して読みたい理系用語  

数学 410    

 410-Ma 間地 秀三 快感数学ドリル  

 410-Ya イェーツ 生と死を分ける数学  

 410.78-Su 数学オリンピック財団 ジュニア数学オリンピック ２０１６−２０２０  

物理学 420    

 420-N ニュートンプレス 物理大図鑑 Ｎｅｗｔｏｎ大図鑑シリーズ  

 420-N ニュートンプレス 化学大図鑑 Ｎｅｗｔｏｎ大図鑑シリーズ  

 423.5-H 広中清一郎 新しい摩擦の科学 トライボロジー入門  

地球科学 450    

 457-Nh NHK そして”目”が生まれた 生命大躍進 第一集 DVD 

 457-Nh NHK こうして"母の愛"が生まれた 生命大躍進 第二集 DVD 

 457-Nh NHK ついに"知性"が生まれた 生命大躍進 第三集 DVD 

 457-Ts 土屋 健 リアルサイズ古生物図鑑 新生代編  

生物科学 460    

 467-Nh NHK 遺伝子 驚異の小宇宙人体Ⅲ DVD 

 467.5-I 稲垣 栄洋 はずれ者が進化をつくる  

 468.4-N 成田 聡子 えげつない！寄生生物  

動物学 480    

 481-I 今泉 忠明 夜のいきもの図鑑 昼とはちがうおもしろ生態  

 481.7-Ko 小林 朋道 先生、大蛇が図書館をうろついています！  

 482.1-I 今泉 忠明 北海道・本州・四国・九州に住む固有種  

 482.1-I 今泉 忠明 南西諸島・小笠原諸島にすむ固有種  

 482.1-I 今泉 忠明 日本に固有種が多いわけ  

医学 490    

 490.154-Mo 森下 直貴 「生きるに値しない命」とは誰のことか  

 490.2-Da デイビーズ ザ・ヒストリー医学大百科  

 491.11-Ky 京都大学 ｉＰＳ細胞の研究室  

 491.11-Ky 京都大学 ｉＰＳ細胞の歩みと挑戦  

 491.371-Nh NHK 脳と心 驚異の小宇宙人体Ⅱ DVD 

 493.745-A 雨こんこん 摂食障害オバケの“ササヤキ”  

 493.8-I 磯田 道史 感染症の日本史  

 494.5-Sa 阪本 良弘 がんと外科医  

 498.39-A 浅川 雅晴 「スマホ」という病  

 499.8-Ta 田中耕一郎 生薬と漢方薬の事典  



技術・工学 500    

 507.2-I 稲穂 健市 ロボジョ！ 杉本麻衣のパテント・ウォーズ  

建設工学 510    

 519.4-H 保坂 直紀 海洋プラスチック 永遠のごみの行方  

電気工学 540    

 547.4833-O 岡嶋 裕史 絵でわかるネットワーク  

生活科学 590    

 596-A 青木ゆり子 世界の郷土料理事典  

 599-NH NHK ママたちが非常事態!? DVD 

産業 600    

農業 610    

 611.32-I 井出 留美 捨てられる食べものたち 食品ロス問題がわかる本  

園芸 620    

 625.81-I 石井 正子 甘いバナナの苦い現実  

水産業 660    

 664.9-Cl クラーク ラマレラ最後のクジラの民  

 664.9-I 石川 創 クジラをめぐる冒険  

芸術・美術 700    

 702.191-I 池田 忍 問いかけるアイヌ・アート  

絵画 720    

 726.101-Sa 澤村 修治 日本マンガ全史  

 728.5-Ts 角田恵理子 親子で楽しむ「ひらがな」の本  

工芸 750    

 757.3-Co コールズ クロマトピア−色の世界  

 757-H 原田 泰 図解力アップドリル デザイン仕事に必ず役立つ  

音楽 760    

 764.7-H 平野 悠 定本ライブハウス「ロフト」青春記  

 767.8-Ma マキタスポーツ ザ・カセットテープ・ミュージックの本  

演劇 770    

 775.7-C  中学校創作脚本集 ２０１９  

 775.7-C  中学校創作脚本集 ２０２０  

 778.77-Su スタジオジブリ ＴＨＥ ＡＲＴ ＯＦもののけ姫  

言語 800    

日本語 810    

 817.5-I 犬塚 美輪 生きる力を身につける 14歳からの読解力教室  



(外国語) 820    

 830-Ko 小池 直己 自分を励ます英語名言１０１  

 830.7-I 今井むつみ 英語独習法  

 834-Ki キム 知らないと危険な英語表現  

文学 900    

 901.307-Mi 三浦しをん マナーはいらない 小説の書き方講座  

日本文学 910    

 910.268-N 西 法太郎 三島由紀夫事件５０年目の証言  

 910.268-Sa 齋藤 孝 太宰を読んだ人が迷い込む場所  

 913.6-A 朝井まかて 類  

 913.6-A 朝井リョウ スター  

 913.6-A 輿水 泰弘 相棒 ｓｅａｓｏｎ１８ 上  

 913.6-A 輿水 泰弘 相棒 ｓｅａｓｏｎ１８ 中  

 913.6-A 輿水 泰弘 相棒 ｓｅａｓｏｎ１８ 下  

 913.6-A 阿部 智里 楽園の烏  

 913.6-A 有川 浩 だれもが知ってる小さな国  

 913.6-F 深緑 野分 この本を盗む者は  

 913.6-F 深沢 仁 英国幻視の少年たち 1巻  

 913.6-F 深沢 仁 英国幻視の少年たち 2巻  

 913.6-F 深沢 仁 英国幻視の少年たち 3巻  

 913.6-F 深沢 仁 英国幻視の少年たち 4巻  

 913.6-F 深沢 仁 英国幻視の少年たち 5巻  

 913.6-F 深沢 仁 英国幻視の少年たち 6巻  

 913.6-F 深沢 仁 この夏のこともどうせ忘れる  

 913.6-Ko 小島 環 泣き娘  

 913.6-Mi 水野 敬也 ブラックガネーシャの教え 夢をかなえるゾウ３  

 913.6-Mi 水野 敬也 ガネーシャと死神 夢をかなえるゾウ 4  

 913.6-Mo 森見登美彦 四畳半タイムマシンブルース  

 913.6-Mo 森沢 明夫 おいしくて泣くとき  

 913.6-N 額賀 澪 沖晴くんの涙を殺して  

 913.6-N 梨屋アリエ きみの存在を意識する  

 913.6-O 大山 淳子 猫弁と星の王子 続巻 

 913.6-O 太田 愛 彼らは世界にはなればなれに立っている  

 913.6-O 恩田 陸 ドミノｉｎ上海  

 913.6-Sa 西條 奈加 心淋し川  



※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 坂木 司 アンと愛情 続巻 

 913.6-Sa 佐藤さとる だれも知らない小さな国 コロボックル物語 1  

 913.6-Sa 佐藤さとる 豆つぶほどの小さないぬ コロボックル物語 2  

 913.6-Sa 佐藤さとる 星からおちた小さな人 コロボックル物語 3  

 913.6-Sa 佐藤さとる ふしぎな目をした男の子 コロボックル物語 4  

 913.6-Sa 佐藤さとる 小さな国のつづきの話 コロボックル物語 5  

 913.6-Sa 佐藤さとる 小さな人のむかしの話 コロポックル物語外伝  

 913.6-Sa 佐藤さとる コロボックル童話集  

 913.6-Se 瀬尾まいこ 夜明けのすべて  

 913.6-Sh 時雨沢恵一 キノの旅 ２３ 続巻 

 913.6-Sh 斜線堂有紀 私が大好きな小説家を殺すまで  

 913.6-Ta 田丸 久深 小樽おやすみ処カフェ・オリエンタル  

 913.6-W 綿矢 りさ 勝手にふるえてろ  

 913.6-W 綿矢 りさ 私をくいとめて  

 913.6-W 和久井清水 水際のメメント   

 913.6-Y 柳 美里 ＪＲ上野駅公園口  

 913.6-Y 吉川 英梨 新宿特別区警察署Ｌの捜査官  

 913.68-E エブリスタ ５分後に呪われるラスト  

 913.68-Ta たからしげる ラストでわかるだれの手紙  

 914.6-U 上間 陽子 海をあげる  

 914.6-Y ヤマザキマリ たちどまって考える  

 914.6-Y ヤマザキマリ パンデミックの文明論  

(外国文学) 920    

 933.7-Co コルファー コナーの四つの物語 The land of stories５  

 933.7-Co コルファー 魔法の扉がしまるとき The land of stories６  

 949.35-Fr フランク アンネの日記 グラフィック版  

 953.7-Gr グランベール 神さまの貨物  


