
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

一般論文集 040    

 041-Ta 立花 隆 サピエンスの未来(講談社現代新書)  

新聞 070    

 070-A  朝日新聞縮刷版 ＮＯ．１１９８  

哲学 100    

 104-O 小川 仁志 むかしむかしあるところに、哲学者がやってきた。  

東洋思想 120    

 121.02-Sa 佐伯 啓思 高校生のための人物に学ぶ日本の思想史  

西洋哲学 130    

 132.2-Y 山本 芳久 世界は善に満ちている  

心理学 140    

 141.5-Mi 宮野 公樹 問いの立て方(ちくま新書)  

 141.6-A 阿部 修士 あなたはこうしてウソをつく  

 141.93-Y 山竹 伸二 ひとはなぜ「認められたい」のか(ちくま新書)  

倫理学 150    

 159-Da レイ・ダリオ ＰＲＩＮＣＩＰＬＥＳ ＦＯＲ ＳＵＣＣＥＳＳ成功の原則  

宗教 160    

 160-Ka 鎌田 東二 「負の感情」とのつき合い方  

神道 170    

 175-R 歴史民俗探究会‖編 日本の神様と神社  

仏教 180    

 181-Ki 北川 達也 ブッダの獅子吼  

歴史 200    

（外国史） 220    

 234.074-He ウルリヒ・ヘルベルト 第三帝国(角川新書)  

伝記 280    

 289.1-Ko 近藤 嶺一 Ａｓｋ ｙｏｕｒｓｅｌｆ！ 寄贈 

 289.1-Sh 小前 亮 渋沢栄一伝  

 289.3-Sa 佐藤 千登勢 フランクリン・ローズヴェルト(中公新書)  

地理・紀行 290    

 290.9-I 石川 直樹 地上に星座をつくる  

社会科学 300    

 302.4-B 別府 正一郎 アフリカ人類の未来を握る大陸(集英社新書)  



 304-Ku クーリエ・ジャポン‖編 新しい世界(講談社現代新書)  

 304-Ts 坪内 祐三 最後の人声天語(文春新書)  

 309.1-Ta 田中 拓道 リベラルとは何か(中公新書)  

政治 310    

 312.1-I 猪木 武徳 高校生のための人物に学ぶ日本の政治経済史  

 312.1-Ku 久保田 哲 明治十四年の政変(インターナショナル新書)  

 312.53-Ma 松本 佐保 アメリカを動かす宗教ナショナリズム(ちくま新書)  

 312.9-I インフォビジュアル研究所 図解でわかる１４歳からの地政学 寄贈 

 316.822-Y 楊 海英 内モンゴル紛争(ちくま新書)  

 316.8238-N 中西 嘉宏 ロヒンギャ危機(中公新書)  

 319-B パスカル・ボニファス 最新世界紛争地図 寄贈 

 319.3-Y 山本 健 ヨーロッパ冷戦史(ちくま新書)  

 319.38-H 廣瀬 陽子 ハイブリッド戦争(講談社現代新書)  

 319.8-O 長 有紀枝 入門人間の安全保障 増補版(中公新書)  

 319.8-Sh 篠田 英朗 紛争解決ってなんだろう  

法律 320    

 326.41-Ki 菊田 幸一 死刑廃止を考える 新版  

 329.33-Ka 川内 有緒 パリの国連で夢を食う。 寄贈 

 329.33-N 中満 泉 危機の現場に立つ 寄贈 

経済 330    

 331.84-To 徳田 賢二 値段がわかれば社会がわかる(ちくまプリマー新書)  

 333.8-Ki 紀谷 昌彦 私たちが国際協力する理由 寄贈 

 335-B ララ・ブライアン 図解はじめて学ぶみんなのビジネス  

 335.2-Y 山本 康正 スタートアップとテクノロジーの世界地図  

社会 360    

 360-I 井手 英策 ふつうに生きるって何？  

 361.42-N 中島 恵 中国人のお金の使い道(ＰＨＰ新書)  

 361.5-Mi 御手洗 昭治 どこへ行っても恥をかかない世界の「常識」図鑑  

 367.2-N 中村 敏子 女性差別はどう作られてきたか(集英社新書)  

 368.71-Mi 宮口 幸治 どうしても頑張れない人たち(新潮新書)  

 369.3-Ku クリエイティブ・スイート 大切な家族と自分を災害から守るはじめての防災ブック  

 369.31-I 五十嵐 敬喜/他 震災復興１０年の総点検  

 369.31-Mi 三浦 英之 災害特派員  

教育 370    

 371.42-Ｎh ＮＨＫ「ＦＡＣＥＳ」プロジェクト ＦＡＣＥＳいじめをこえて  



 375-Sa  未来の授業ＳＤＧｓライフキャリアＢＯＯＫ  

 375.42-Ka 神奈川大学広報委員会全国高校生理科・科学論文大賞専門委員会 未来の科学者との対話 １９ 寄贈 

 378.2-N 長嶋 愛 手話の学校と難聴のディレクター(ちくま新書)  

民俗学 380    

 383.8-B テレサ・ベネイテス 世界を変えた１５のたべもの 寄贈 

 383.93-Az エイミー・アザリート 生活道具の文化誌  

 385.6-Ta 高橋 繁行 土葬の村  

 387.91-Ko 小山 聡子 もののけの日本史  

 388.1-E えいとえふ 日本怪異伝説事典  

自然科学 400    

 402.1-I 池内 了 高校生のための人物に学ぶ日本の科学史  

 404-N 仲野 徹 考える、書く、伝える生きぬくための科学的思考法(講談社＋α新書)  

 404-Sa 佐倉 統 科学とはなにか(ブルーバックス)  

数学 410    

 410-Ku 黒木 哲徳 なっとくする数学記号(ブルーバックス)  

物理学 420    

 420-H 橋本 幸士 物理学者のすごい思考法  

 429.56-Ka 「核融合エネルギーのきほん」出版委員会‖編 図解でよくわかる核融合エネルギーのきほん  

科学 430    

 430.2-Sa 左巻 健男 世界史は化学でできている  

宇宙科学 440    

 440-Y 山崎 直子 宇宙飛行士は見た宇宙に行ったらこうだった！  

 443.6-W  銀河（ニュートン式超図解 最強に面白い!!）  

 448.9-U 宇根 寛 地図づくりの現在形  

生物科学 460    

 460.79-Se 生物分類技能検定事務局 2021年度 生物分類技能検定 試験問題集:3級・4級  

 460.79-Se 生物分類技能検定事務局 生物分類技能検定 : 3級・4級解説集   

 461-Nu ポール・ナース ＷＨＡＴ ＩＳ ＬＩＦＥ？ 生命とは何か  

 469.43-B 馬場 悠男 「顔」の進化（ブルーバックス）  

 469.43-Mi 溝口 優司 私の顔はどうしてこうなのか  

医学 490    

 491.358-Si デビッド Ａ．シンクレア ＬＩＦＥＳＰＡＮ 老いなき世界  

 596.65-Su 鈴木 文 世界のおやつ  

 498.06-I いとう せいこう ガザ、西岸地区、アンマン  

 498.3-Su 鈴木 祐 不老長寿メソッド  



 498.6-Ka 河合 香織 分水嶺 ドキュメントコロナ対策専門家会議  

技術・工学 500    

 509.21-O 小川 洋子 そこに工場があるかぎり  

建設工学 510    

 519-I インフォビジュアル研究所 図解でわかる１４歳から知る気候変動 寄贈 

 519-Ko 国際環境ＮＧＯＦｏＥ−Ｊａｐａｎ‖編 気候変動から世界をまもる３０の方法  

建築学 520    

 520.4-B 坂 茂 紙の建築行動する(岩波現代文庫) 寄贈 

 520.7-Ku 隈 研吾 建築家になりたい君へ(１４歳の世渡り術)  

機械工学 530    

 539.091-Y 山本 昭宏 原子力の精神史−〈核〉と日本の現在地(集英社新書)  

電気工学 540    

 543.5-So 添田 孝史 東電原発事故１０年で明らかになったこと(平凡社新書)  

化学工学 570    

 579.97-I 出雲 充 サステナブルビジネス  

生活科学 590    

 594-Ka  世界手芸紀行 寄贈 

 595.6-Su 鈴木 祐 一生リバウンドしないパレオダイエットの教科書 新装版  

産業 600    

 601.126-Ko 小松 理虔 地方を生きる(ちくまプリマー新書)  

農業 610    

 611.3-I インフォビジュアル研究所 図解でわかる１４歳から知る食べ物と人類の１万年史  

 614.3271-N 中村 哲 希望の一滴  中村哲、アフガン最期の言葉  

運輸・交通 680    

 689.2117-Ta 高橋 克英 なぜニセコだけが世界リゾートになったのか  

芸術・美術 700    

演劇 770    

 772.1-Y 山本 太郎 ひとり舞台  

 779.14-Ko 小林 賢太郎 僕がコントや演劇のために考えていること  

 779.14-R ラーメンズ ラーメンズつくるひとデコ  

スポーツ 780    

 783.47-Sa 佐伯 夕利子 教えないスキル(小学館新書)  

言語 800    

(外国語) 820    

 820-A 新井 一二三 中国語は楽しい(ちくま新書)  



※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。 

 829.1-I 稲川 右樹 高校生からの韓国語入門(ちくまプリマー新書)  

 830.1-O 大井 光隆 英語の教養  

 835.2-Ma 前田 まゆみ ライオンのプライド探偵になるクマ  

 837.5-H 本間 正人 やさしい英語でＳＤＧｓ！ 寄贈 

文学 900    

 908-Se-16 モーリス・ルブラン 怪盗ルパンさまよう死神  

日本文学 910    

 913.6-A 天沢 夏月 ヨンケイ！！  

 913.6-A 相沢 沙呼 教室に並んだ背表紙  

 913.6-H 東野 圭吾 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人  

 913.6-I 石川 宏千花 拝啓パンクスノットデッドさま  

 913.6-Ko 小林 栗奈 エディス・グレイの幻の絵(骨董屋・眼球堂２)  

 913.6-Ko 小手鞠 るい 卒業旅行  

 913.6-Ko 小手鞠 るい ラストは初めから決まっていた  

 913.6-Ma まはら 三桃 零から０へ  

 913.6-Ma 松下 隆一 ゲンさんとソウさん  

 913.6-Mu 村本 大志 透明な耳。  

 913.6-N 乗代 雄介 旅する練習  

 913.6-Sh 椎名 誠 階層樹海  

 913.6-Ts 津村 記久子 つまらない住宅地のすべての家  

 913.68-E エブリスタ‖編 ５分後に残酷さに震えるラスト  

 913.68-Sa 櫻井 とりお 図書室の奥は秘密の相談室  

 914.6-Ku 窪島 誠一郎 京の祈り絵・祈りびと 寄贈 

(外国文学) 920    

 933.7-Bo ジョン・ボイン 兄の名は、ジェシカ  

 933.7-Ma チャーリー・マッケジー ぼくモグラキツネ馬  

 933.7-Mo マイケル・モーパーゴ アーニャは、きっと来る  

 933.7-Th アンジー・トーマス オン・ザ・カム・アップ  

 973-Di ドナテッラ・ディ・ピエトラントニオ 戻ってきた娘  


