
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 002-Ta 竹内 薫 中高生の悩みを「理系センス」で解決する４０のヒント  

 007.3-St ルーイ・ストウェル ネットとＳＮＳを安全に使いこなす方法  

書誌学 020    

 024.13-Ts 辻山 良雄 小さな声、光る棚 新刊書店Ｔｉｔｌｅの日常  

一般論文集 040    

 049-F ふしぎ現象研究会‖編 大人も知らない？ふしぎ現象事典  

新聞 070    

 071-A  朝日新聞縮刷版 ＮＯ．１２０１  

哲学 100    

 104-Su 末木 文美士/編 死者と霊性(岩波新書)  

哲学各論 110    

 114.2-I 伊佐敷 隆弘 死んだらどうなるのか？  

東洋思想 120    

 121.6-W 若松 英輔 不滅の哲学池田晶子  

心理学 140    

 141.72-Ha ハイディ・グラント・ハルバーソン やる気が上がる 8つのスイッチ  

 146.1-Ki 岸見 一郎，古賀 史健 幸せになる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え 2  

 146.8-I 伊藤 絵美 セルフケアの道具箱 ストレスと上手につきあう１００のワーク  

倫理学 150    

 159-Cu ナイジェル・カンバーランド 成功者がしている１００の習慣  

 159-Gr リンダ・グラットン，アンドリュー・スコット ＬＩＦＥ ＳＨＩＦＴ １００年時代の人生戦略  

 159-N 中野 善壽 ぜんぶ、すてれば  

 159.84-O 大城 太 華僑の大富豪が教えてくれた「中国古典」勝者のずるい戦略  

歴史 200    

日本史 210    

 210.4-H 本郷 和人 「失敗」の日本史(中公新書ラクレ)  

 210.75-H 堀川 惠子 暁の宇品 陸軍船舶司令官たちのヒロシマ  

 219.3-Ku 黒沢 永紀 軍艦島入門  

（外国史） 220    

 239.3-Sh 柴 宜弘 ユーゴスラヴィア現代史 新版(岩波新書)  

伝記 280    

 288.4934-Na 中野 京子 名画で読み解くプロイセン王家１２の物語(光文社新書)  

地理・紀行 290    



 291-F  ドローン空撮で見えてくる日本の地理と地形  

 291.1-Sh  北海道のトリセツ  

社会科学 300    

政治 310    

 312.9-B バウンド こども地政学 なぜ地政学が必要なのかがわかる本  

 316.81-Sh 下地 ローレンス吉孝 「ハーフ」ってなんだろう？  

経済 330    

 330-Sa 坂本 綾子 節約・貯蓄・投資の前に今さら聞けないお金の超基本  

 332.3-Ta 田中 靖浩 名画で学ぶ経済の世界史  

 336.2-I 飯野 謙次 ミスしない大百科  

 338-Bi ジェーン・ビンハム お金のしくみを知りかしこく扱う方法  

社会 360    

 361.4-Ci ロバート Ｂ．チャルディーニ 影響力の武器 第３版  

 361.42-O おかべ たかし くらべる東西  

 361.454-A 有川 真由美 なぜか話しかけたくなる人、ならない人  

 361.454-N 永松 茂久 人は話し方が９割  

 361.5-F-1 トーマス・フリードマン 遅刻してくれて、ありがとう 上  

 361.5-F-2 トーマス・フリードマン 遅刻してくれて、ありがとう 下  

 365-N 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 狙われる１８歳!? 消費者被害から身を守る１８のＱ＆Ａ  

 367.1-Be メアリー・ビアード 舌を抜かれる女たち  

 367.1-Ri ケイリン・リッチ 世界の半分、女子アクティビストになる  

 367.21-A アルテイシア モヤる言葉、ヤバイ人  

 368.2-Se 瀬戸 大作‖原著 新型コロナ災害緊急アクション活動日誌 2020.4−2021.3  

 368.6-I 岩瀬 達哉 キツネ目 グリコ森永事件全真相  

教育 370    

 377.28-Ku 国谷 裕子，東京藝術大学 クローズアップ藝大(河出新書)  

民俗学 380    

 382-O おかべ たかし くらべる世界  

 388.8-To 時田 昌瑞 たぶん一生使わない？異国のことわざ１１１(イースト新書Ｑ)  

自然科学 400    

 402.106-J 女性科学者に明るい未来をの会‖編 私の科学者ライフ  

数学 410    

 410.4-Su 数理哲人 味わう数学  

宇宙科学 440    

 440.4-Ta 谷口 義明 小さなことにあくせくしなくなる天文学講座  



地球科学 450    

 451.61-A 荒木 健太郎 雲を愛する技術(光文社新書)  

 452-G 蒲生 俊敬 なぞとき深海１万メートル  

生物科学 460    

 461.01-I 稲垣 栄洋 生き物が大人になるまで  

動物学 480    

 485.77-Sh 島野 智之 ダニが刺したら穴２つは本当か？  

 486.8-Ta 竹内 剛 武器を持たないチョウの戦い方 新・動物記２  

 489.6-Ta 田島 木綿子 海獣学者、クジラを解剖する。  

 489.87-Sa 齋藤 美保 キリンの保育園 新・動物記１  

 489.97-Sa 坂巻 哲也 隣のボノボ 新・動物記３  

医学 490    

 490.49-Ma 牧田 香理 考え続けるということ(幻冬舎ルネッサンス新書)  

 491.371-Ba リサ・フェルドマン・バレット バレット博士の脳科学教室７１／２章  

 492-Ma 満身創痍研究会‖編 みんなある！相談しづらい受診しづらい体のお悩み！  

 492.1-Sa リサ・サンダース 診断 : 謎の症状を追う医学ミステリー  

 493.7-Ka  精神の病気 ニュートン式超図解 最強にわかる!!  

 493.82-N 中西 貴之 今だから知りたいワクチンの科学  

 498.39-Ja アリス・ジェームズ，ルーイ・ストウェル 自分のこころとうまく付き合う方法  

 498.6-I 井田 徹治 次なるパンデミックを回避せよ  

 498.9-Y 吉田 謙一 法医学者の使命(岩波新書)  

技術・工学 500    

建設工学 510    

 519-Ha ローズ・ホール，他 この星を救うために知っておくべき１００のこと  

建築学 520    

 527.1-Y 山田 佳世子 日本でもできる！英国の間取り  

機械工学 530    

 538.9-H  るるぶ宇宙 ＪＴＢのＭＯＯＫ  

 538.9-Ts 津田 雄一 はやぶさ２の宇宙大航海記  

 539.69-Se 関口 裕士 北海道新聞が伝える核のごみ考えるヒント  

電気工学 540    

 548.232-Ta 立石 泰則 フェリカの真実 増補新版  

 548.291-Ko 小林 雅一 「スパコン富岳」後の日本(中公新書ラクレ)  

生活科学 590    

 591-Sh 渋谷 和宏 知っておきたいお金の常識  



 596.65-O  不思議なお菓子レシピサイエンススイーツ  

産業 600    

商業 670    

 674-Ca ジョン・ケープルズ ザ・コピーライティング  

 675-Su ジョセフ・シュガーマン シュガーマンのマーケティング３０の法則  

 675.1-O おかべ たかし くらべる値段  

芸術・美術 700    

 704-Va ウィリアム・ヴォーン 影の不思議  

 709-Ka  世界でいちばん素敵な世界遺産の教室  

絵画 720    

 721.2-U  鳥獣戯画のすべて 決定版  

 723-O  暗号（アトリビュート）で読み解く名画  

 723.35-A 朝日新聞出版‖編 モネへの招待  

 726.1-N-26 野田 サトル ゴールデンカムイ２６  

音楽 760    

 761.2-Ta 田熊 健 読んで覚える楽譜のカラクリ  

 761.5-Ta 田熊 健 読んで覚えるコードのカラクリ  

スポーツ 780    

 780.36-To 東京書籍書籍編集部‖編 スポーツ観戦手帳  

 783.7-H 早見 和真 あの夏の正解  

 786-Ta 田中 陽希 それでも僕は歩き続ける  

諸芸・娯楽 790    

 796-Ta 谷川 浩司 藤井聡太論(講談社＋α新書)  

言語 800    

日本語 810    

 810-W 渡辺 泰明，他 国語をめぐる冒険(岩波ジュニア新書)  

 810.4-Ka 神永 曉 辞書編集者が選ぶ美しい日本語１０１  

 810.7-Sa 三森 ゆりか 外国語を身につけるための日本語レッスン  

 813.1-N ながさわ 比べて愉しい国語辞書ディープな読み方  

(外国語) 820    

 835-Ka 唐澤 一友 「おかしな英語」で学ぶ生きた英文法  

文学 900    

 908-Se-17 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ 魔法つかいの弟子  

日本文学 910    

 911.147-Mi 水原 紫苑 百人一首うたものがたり(講談社現代新書)  



※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。 

 911.12-O 大谷 雅夫 万葉集に出会う(岩波新書)  

 913.6-C 千早 茜 ひきなみ  

 913.6-H 早瀬 耕 庶務省総務局ＫＩＳＳ室政策白書(ハヤカワ文庫)  

 913.6-H 東野 圭吾 十字屋敷のピエロ(講談社文庫)  

 913.6-H 日向 夏 薬屋のひとりごと１１(ヒーロー文庫)  

 913.6-I 一木 けい ９月９日９時９分  

 913.6-Mi 三浦 しをん エレジーは流れない  

 913.6-N 中村 文則 カード師  

 913.6-R 李 琴峰 彼岸花が咲く島  

 913.6-Sh 白川 紺子 九重家献立暦(講談社タイガ)  

 913.6-Sh-5 白川 紺子 後宮の烏５(集英社オレンジ文庫)  

 913.6-Sh-6 白川 紺子 後宮の烏６(集英社オレンジ文庫)  

 913.6-Y 米澤 穂信 黒牢城  

 913.68-A 阿川 せんり，他 行きたくない(角川文庫)  

 914.6-Ki 岸田 奈美 もうあかんわ日記  

 916-F 古川 日出男 ゼロエフ  

(外国文学) 920    

 933.7-He-1 フランク・ハーバート デューン砂の惑星 上 新訳版(ハヤカワ文庫)  

 933.7-He-2 フランク・ハーバート デューン砂の惑星 中 新訳版(ハヤカワ文庫)  

 933.7-He-3 フランク・ハーバート デューン砂の惑星 下 新訳版(ハヤカワ文庫)  


