
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 002-Sa 齋藤 孝 図解学問のすすめ  カラリと晴れた生き方をしよう  

(図書館学) 010    

 019.12-Yo 吉田 裕子 明日の自分が確実に変わる１０分読書  

新聞 070    

 070.21-U 上西 充子 政治と報道(扶桑社新書)  

 071-A-21-5  朝日新聞縮刷版 ＮＯ．１１９９  

 071-A-21-6  朝日新聞縮刷版 ＮＯ．１２００  

哲学 100    

 100-F 藤田 正勝 はじめての哲学（岩波ジュニア新書）  

哲学各論 110    

 114.2-I 池上 彰 池上彰と考える「死」とは何だろう  

心理学 140    

 141.5-O 小川 仁志 １分間思考法  

 147-Ca ドロレス・キャノン イエスとエッセネ派  

倫理学 150    

 151.5-I 中島 岳志 他 「利他」とは何か(集英社新書)  

 159-Al ジェームズ・アレン ジェームズ・アレンの心を新たにする 365日の言葉  

 159-H 早野 龍五 「科学的」は武器になる  

 159-Mi 三浦 崇宏 他 「何者」かになりたい  

 159-N  １３歳から分かる！７つの習慣  

 159-U 内海 実 ひとの痛みがわかる人はやっぱり強い  

 159.4-O 大西 洋/画 １３歳から分かる！プロフェッショナルの条件  

神道 170    

 170-Sh 渋谷 申博 図解はじめての神道と仏教  

 175-Ki 北川 達也 祈り方が９割  願いが叶う神社参り入門 寄贈 

歴史 200    

日本史 210    

 210.25-Ta 竹倉 史人 土偶を読む  

 210.7-H 保阪 正康 保阪正康歴史を見つめて 寄贈 

 219.9-U 楳澤 和夫 これならわかる沖縄の歴史Ｑ＆Ａ 第２版  

（外国史） 220    

 221.01-Mi 三橋 広夫 これならわかる韓国・朝鮮の歴史Ｑ＆Ａ 第２版  

 223-F 古田 元夫 東南アジア史１０講（岩波新書）  



伝記 280    

 289.1-Ku 桑原 功一 フリーハグ！  

 289.3-H 堀内 隆行 ネルソン・マンデラ（岩波新書）  

地理・紀行 290    

 290-Ka かみゆ歴史編集部/編 世界の国々 地理×文化×雑学で今が見える  

 290.93-Mi 三砂ちづる 少女のための海外の話  

 291-H 平岡 昭利 他/編 図説日本の島  

 291.17-Ta 田口 智子 とっておき！小樽さんぽ 寄贈 

 291.369-C  小笠原 改訂第２版  

 291.369-N 中村 風詩人 小笠原のすべて  

 291.43-Jt  るるぶ金沢能登加賀温泉郷 ’２２最新版  

 291.43-Ma  金沢能登・加賀温泉郷 ’２２最新版  

 291.93-Jt  るるぶ長崎ハウステンボス佐世保雲仙 ’２１最新版  

 291.97-Ma  鹿児島指宿・霧島 ’２１最新版  

 291.99-C  沖縄本島周辺１５離島  

 292.58-Fr サングマ・フランシス エベレスト  命・祈り・挑戦  

社会科学 300    

 302.53-I-2 池上 彰 池上彰の世界の見方アメリカ ２  

 304-B ブレイディ みかこ 何とかならない時代の幸福論  

 304-Ga マルクス・ガブリエル つながり過ぎた世界の先に(ＰＨＰ新書)  

 304-U 内田 樹/編 ポストコロナ期を生きるきみたちへ  

政治 310    

 311.7-Y 山本 圭 現代民主主義(中公新書)  

 313.61-H 堀 新 １３歳からの天皇制  

 319.1021-Ki 木宮 正史 日韓関係史（岩波新書）  

 319.1022-Sa 笹川平和財団海洋政策研究所 東アジア海洋問題研究 寄贈 

 319.8-Wi アリ・ウィンター ＰＥＡＣＥ ＡＮＤ ＭＥわたしの平和  

法律 320    

 323.14-H 楾 大樹 檻を壊すライオン  時事問題で学ぶ憲法  

 327.8-H 廣瀬 健二 少年法入門（岩波新書）  

 329.269-Te 寺島 紘士 海洋ガバナンス 寄贈 

経済 330    

 334.41-N ナディ ふるさとって呼んでもいいですか ６歳で「移民」になった私の物語  

 336.1-D 出口 治明 カベを壊す思考法(扶桑社新書)  

 338-N 日本証券業協会 金融経済教育の課題と展開 寄贈 



社会 360    

 361.45-To 鳥飼 玖美子 異文化コミュニケーション学（岩波新書）  

 361.454-O 岡田 尊司 この世の中を動かす暗黙のルール  

 361.8-H ホン・ソンス ヘイトをとめるレッスン  

 361.8-Sa マイケル・サンデル 実力も運のうち能力主義は正義か？  

 369.3-Sa ３．１１写真記録委員会 災害列島・日本４９人の写真家が伝える“地球異変”の記録  

 369.36-I いとう せいこう 福島モノローグ  

教育 370    

 371.47-O 小野 善郎 思春期を生きる  

 376.8-N 三井 綾子 国際学部 中高生のための学部選びガイド  

 376.8-N 山下 久猛 経済学部 中高生のための学部選びガイド  

 379.9-N 中内 玲子 シリコンバレー式世界一の子育て  

民俗学 380    

 383.8-Sh 白石 あづさ 世界のへんな肉（新潮文庫）  

自然科学 400    

 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-O 大栗 博司 探究する精神(幻冬舎新書)  

宇宙科学 440    

 440-H 本間 希樹 宇宙の奇跡を科学する(扶桑社新書)  

生物科学 460    

 460-Ko 小林 武彦 生物はなぜ死ぬのか(講談社現代新書)  

 461.1-O 大島 靖美 ４００年生きるサメ、４万年生きる植物  

 462.199-Mo 盛口 満 ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検（岩波ジュニア新書）  

医学 490    

 491.371-Mo 茂木 健一郎 緊張を味方につける脳科学(河出新書)  

 491.59-Sa 齋藤 勝裕 ビジュアル「毒」図鑑２００種  

 491.65-H 樋野 興夫 がん哲学のレッスン  

 491.7-Ko 古賀 泰裕 プロバイオティクス物語  

 493.87-Ku 忽那 賢志 専門医が教える新型コロナ・感染症の本当の話(幻冬舎新書)  

 498.583-Pe デイビッド・パールマター 「いつものパン」があなたを殺す 完全版  

 498.6-O 大島青松園/編 大島青松園で生きたハンセン病回復者の人生の語り  

技術・工学 500    

建設工学 510    

 519-A 明日香 壽川 グリーン・ニューディール（岩波新書）  

 519-Sh 志葉 玲 １３歳からの環境問題  



 519.4-I 磯辺 篤彦 海洋プラスチックごみ問題の真実  

建築学 520    

 521.8-Mi 光井 渉 日本の歴史的建造物(中公新書)  

電気工学 540    

 548.291-N 日経クロステック/編 富岳世界４冠スパコンが日本を救う  

化学工学 570    

 575.59-Ta 多田 千佳 生ごみからエネルギーをつくろう！  

製造工学 580    

 589.27-Ki 北室 かず子 北の鞄ものがたり 寄贈 

産業 600    

農業 610    

 611.38-H 平賀 緑 食べものから学ぶ世界史（岩波ジュニア新書）  

 615.71-Y 吉田 太郎 コロナ後の食と農  

畜産業 640    

 645.7-Y 吉田 裕吏洋/写真 かべねこ 寄贈 

 645.7-Y 吉田 裕吏洋/写真 ゆきねこ 寄贈 

運輸・交通 680    

 687.3-Se 誠文堂新光社/編 ＡＮＡの本。  

芸術・美術 700    

工芸 750    

 757.3-U 内田 広由紀 ２択でわかる配色基礎トレーニング  

音楽 760    

 761-Sa 坂口 博樹 数と音楽 美しさの源への旅  

演劇 770    

 778.2-N 名取 弘文 ナトセンおすすめＹＡ映画館  

スポーツ 780    

 780.7-Ba ピエルドメニコ・バッカラリオ あこがれのアスリートになるための５０の挑戦  

 783.47-H 北海道新聞社/編著 北海道コンサドーレ札幌ニュースファイナル ２０１９ 寄贈 

 783.7-H 北海道新聞社/編 ファイターズ２０２０オフィシャルグラフィックス 寄贈 

 785.23-Ma ユスラ・マルディニ バタフライ  １７歳のシリア難民少女がリオ五輪で泳ぐまで  

言語 800    

 801.03-N 中村 桃子 「自分らしさ」と日本語(ちくまプリマー新書)  

文学 900    

 908.1-O-1 青木 健/編 大人になるまでに読みたい１５歳の海外の詩 １  愛と季節  

 908.1-O-2 青木 健/編 大人になるまでに読みたい１５歳の海外の詩 １  私と世界  



※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。 

日本文学 910    

 911.04-P Ｐｉｐｐｏ/編 一篇の詩に出会った話  

 911.16-Ki 桔梗 亜紀 ときめく心 中学生の相聞歌  

 911.168-So 杣田 美野里 蕊  礼文短歌 寄贈 

 911.52-O 大井 浩一 大岡信 架橋する詩人（岩波新書）  

 913.36-I いしい しんじ/訳 げんじものがたり  

 913.36-Ta 高木 和子 源氏物語を読む（新潮文庫）  

 913.6-A 有島武郎・木田金次郎プロジェクト‖編 「生れ出づる悩み」を読む 寄贈 

 913.6-A 浅原 ナオト 今夜、もし僕が死ななければ(新潮文庫ｎｅｘ)  

 913.6-E 榎田 ユウリ 宮廷神官物語 １２（角川文庫） 続刊 

 913.6-Ko 小森 香折 青の読み手  

 913.6-Mi 三島 由紀夫 潮騒 新版（新潮文庫）  

 913.6-Mi 水野 梓 蝶の眠る場所  

 913.6-Mo-3 目代 雄一 開けてもいい玉手箱  ショートショートの小箱３  

 913.6-Ta 高橋 久美子 ぐるり  

 913.6-Te 寺地 はるな ほたるいしマジカルランド  

 913.68-A 赤川 次郎，他 吾輩も猫である（新潮文庫）  

 914.6-Mi 三浦 綾子，三浦 光世 信じ合う支え合う 三浦綾子・光世エッセイ集 寄贈 

 914.6-Se せきしろ その落とし物は誰かの形見かもしれない  

 914.6-Sh 塩谷 舞 ここじゃない世界に行きたかった  

 916-Sh 重松 清 希望の地図２０１８（幻冬舎文庫）  

(外国文学) 920    

 933.7-I カズオ・イシグロ クララとお日さま  

 933.7-Ｗo ローレン・ウォーク その年、わたしは嘘をおぼえた  

 949.83-Jo ヨナス・ヨナソン 世界を救う１００歳老人  

 953.7-Y 吉川 一義 「失われた時を求めて」への招待（新潮文庫）  

 963-Ro ガブリ・ローデナス おばあちゃん、青い自転車で世界に出逢う  


