
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 002.7-Sa 佐藤 優 １２歳からはじめよう学びのカタチ  

 007.3-W 若江 雅子 膨張ＧＡＦＡとの闘い(中公新書ラクレ)  

 007.35-F 福田 直之 内側から見た「ＡＩ大国」中国(朝日新書)  

 007.353-Fr サラ・フライヤー インスタグラム 野望の果ての真実  

 007.37-N 日経ＢＰコンサルティング ネットの約束  

(図書館学) 010    

 019.12-Sa 齋藤 孝 難しい本をどう読むか  

 019.2-Z-66 全国学校図書館協議会 編 考える読書 第66回青少年読書感想文全国コンクール入賞作品集  

 019.5-H 本の雑誌編集部 編 １０代のための読書地図  

 019.9-B ブルボン小林 あの人が好きって言うから…有名人の愛読書５０冊読んでみた  

 019.9-H 堀内 勉 読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学２００冊  

新聞 070    

 071-A-21-8  朝日新聞縮刷 ＮＯ．１２０２  

哲学 100    

 104-Sa 佐藤 優 世界のエリートが学んでいる哲学・宗教の授業(ＰＨＰ文庫)  

哲学各論 110    

 113-W 若松 英輔 「生きがい」と出会うために  

心理学 140    

 141.2-Y 吉玉 サキ 方向音痴って、なおるんですか？  

 141.24-Y 山口 創 皮膚はいつもあなたを守ってる  

 141.72-To 外山 美樹 勉強する気はなぜ起こらないのか(ちくまプリマー新書)  

 147-Ta 立花 隆 臨死体験 上(文春文庫)  

 147-Ta 立花 隆 臨死体験 下(文春文庫)  

倫理学 150    

 159-MI 美達 大和 あなたが未来に選択肢を残すための「よりよい」生き方  

 159.7-U 植松 努 不安な時代に踏み出すための「だったらこうしてみたら？」  

宗教 160    

 162.1-O 岡本 亮輔 宗教と日本人  

 167-N  １３歳からのイスラーム  

仏教 180    

 185.91-U 鵜飼 秀徳 お寺の日本地図(文春新書)  

歴史 200    

 209.5-Ta 玉木 俊明 １６世紀「世界史」のはじまり(文春新書)  



日本史 210    

 210.38-Mi 美川 圭 院政 もうひとつの天皇制 増補版(中公新書)  

 210.6-W 渡辺 延志 歴史認識日韓の溝(ちくま新書)  

 213.61-H 土方 勝一郎 江戸の暗号(祥伝社新書)  

（外国史） 220    

 222.077-Y 安田 峰俊 八九六四 完全版(角川新書)  

 230-I 池上 英洋 美術でめぐる西洋史年表  

 236-Ta 立石 博高 スペイン史１０講(岩波新書)  

 242.03-N 仁田 三夫 図説 ツタンカーメン王 改訂新装版  

伝記 280    

 288.41-Ka 笠原 英彦 歴代天皇総覧 増補版(中公新書)  

 289.3-Ja エディ・ジェイク 世界でいちばん幸せな男  

 289.3-Sh 芝 健介 ヒトラー 虚像の独裁者(岩波新書)  

地理・紀行 290    

 290.38-I 成美堂出版編集部 編 今がわかる時代がわかる世界地図 2021年版  

 290.38-I 成美堂出版編集部 編 今がわかる時代がわかる日本地図 2021年版  

 290.93-I 井出 明 悲劇の世界遺産(文春新書)  

 290.93-Ko 小林 克己 ３６６日の美しい都市  

 291.1-KO 米家 志乃布 近世蝦夷地の地域情報  

 291.1093-I 伊藤 健次 北海道の山  

 291.62-Ka 柏井 壽 京都力 人を魅了する力の正体(ＰＨＰ新書)  

 293.4-N 西村 佑子 魔女街道の旅  

社会科学 300    

 304-Br ブレイディ みかこ 他者の靴を履く  

 304-N バーツラフ・シュミル Numbers Don’t Lie 世界のリアルは「数字」でつかめ！  

 304-Ts 辻田 真佐憲 超空気支配社会(文春新書)  

政治 310    

 312.238-Ki 北川 成史 ミャンマー政変(ちくま新書)  

 316.81-Su 角南 圭祐 ヘイトスピーチと対抗報道(集英社新書)  

 317.27-A 青木 栄一 文部科学省(中公新書)  

 319.22-Y 安田 峰俊 中国ｖｓ．世界(ＰＨＰ新書)  

法律 320    

 322.133-N 永崎 孝文 教養として読んでおきたい「十七条憲法」  

経済 330    

 333.8-H 原 佐知子 １０代からのＳＤＧｓ  



 335.13-Ka 河合 敦 渋沢栄一と岩崎弥太郎(幻冬舎新書)  

社会 360    

 361.454- Ma ケイト・マーフィ ＬＩＳＴＥＮ 知性豊かで創造力がある人になれる  

 366.04-I 生田 博子 編著 世界で学ぶ、働くことは生きること  

 366.21-H 濱口 桂一郎 ジョブ型雇用社会とは何か(岩波新書)  

 366.29-P 松井 大助 会社で働く(なるにはＢＯＯＫＳ 別巻)  

 367.1-Go アイリス・ゴットリーブ イラストで学ぶジェンダーのはなし  

 367.21-Ta 武田 砂鉄 マチズモを削り取れ  

 368.6-Br レイチェル・ブライアン 子どもを守る言葉「同意」って何？  

教育 370    

 371.42-Y 古城 宏 原著 おとなを動かす悩み相談クエスト  

 372-Sa 佐藤 学 第四次産業革命と教育の未来  

 375-Ko 河野 哲也 問う方法・考える方法(ちくまプリマー新書)  

 376.33-Br ブレイディ みかこ ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 2  

民俗学 380    

 388-Ｏm タム・オマリー 幻獣とモンスター 神話と幻想世界の動物たち  

自然科学 400    

 407-H 初田 哲男 他 「役に立たない」研究の未来  

 407-Ko 小谷 太郎 なぜ科学者は平気でウソをつくのか  

数学 410    

 410-Ta 谷口 隆 子どもの算数、なんでそうなる？  

 415.7-Li オリヴァー・リントン フラクタル  

物理学 420    

 420-Ko 小林 晋平 宇宙の見え方が変わる物理学入門  

 421.2-Ka 科学雑学研究倶楽部 編 相対性理論のすべてがわかる本 決定版  

 421.2-Sa 佐宮 圭 １６歳からの相対性理論(ちくまプリマー新書)  

宇宙科学 440    

 443.5-O  世界一やさしいブラックホールの話  

地球科学 450    

 451.98-Sa 斉田 季実治 新・いのちを守る気象情報(ＮＨＫ出版新書)  

 454.91-Su 鈴木 毅彦 日本列島の「でこぼこ」風景を読む  

 457.84-O 大八木 和久 日本のアンモナイト  

 459.04-O 大平 悠麻 おもしろい石と人の物語  

生物科学 460    

 462.615-F 福岡 伸一 生命海流 ＧＡＬＡＰＡＧＯＳ  



 465.8-Mi 宮沢 孝幸 京大おどろきのウイルス学講義(ＰＨＰ新書)  

植物学 470    

 471.1-Ko  子どもと一緒に覚えたい木の実の名前  

動物学 480    

 480-O 岡部 聡 誰かに話したくなる摩訶不思議な生きものたち  

 481.7-Ki ロザムンド・キッドマン・コックス 世界一の動物写真 増補改訂版  

医学 490    

 491.371-Sh 下條 信輔 自分を超える心とからだの使い方(朝日新書)  

 495.13-H 細川 モモ 生理で知っておくべきこと  

 498.2-I 池田 清彦 「現代優生学」の脅威(インターナショナル新書)  

 498.3-N 根来 秀行 新しい免疫力の教科書  

 498.55-F 藤井 義晴 最新カタカナ栄養素事典  

 498.6-N 中村 好一 疫学とはなにか  

 498.6-Sa 左門 新 感染症予防ＢＯＯＫ  

技術・工学 500    

建設工学 510    

 517.2-Y 吉村 生 まち歩きが楽しくなる水路上観察入門  

 519-Ku 栗岡 理子 プラスチックごみ問題入門  

 519.2194-Sm Ｗ．ユージン・スミス ＭＩＮＡＭＡＴＡ  

機械工学 530    

 537.09-Ku 桑島 浩彰 日本車は生き残れるか(講談社現代新書)  

 538.9-Ta 立花 隆 宇宙からの帰還 新版(中公文庫)  

電気工学 540    

 543.5-Ka 加藤 就一 ごめんなさい、ずっと嘘をついてきました。  

生活科学 590    

 594.2-Ma 松尾 容巳子 フェルトとビーズで作る刺しゅうブローチ  

産業 600    

 601.1-Ka 鎌田 由美子 「よそもの」が日本を変える  

園芸 620    

 625-Sh 主婦の友社 編 はじめての果樹の育て方 最新版  

畜産業 640    

 645.6-Y ゆりあ 保護犬タック命の奇蹟  

林業 650    

 659-Ki 北尾 トロ 犬と歩けばワンダフル 密着！猟犬猟師の春夏秋冬  

水産業 660    



 666.6-Y 山本 俊政 宇宙マグロのすしを食べる  

商業 670    

 673.3-Mi 御子神 翔吾 ＳＮＳ時代を勝ち抜く！４５秒でファンにさせる話し方  

芸術・美術 700    

 702.1-Ts 辻 惟雄 日本美術の歴史 補訂版  

 703.3-Ha ジェイムズ・ホール 西洋美術解読事典 新装版  

 706.9-Ko 小池 寿子 他 編著 ＮＨＫ８Ｋルーブル美術館  

彫刻 710    

 712.53-N 新見 隆 もっと知りたいイサム・ノグチ  

絵画 720    

 721.8-C 千野 境子 江戸のジャーナリスト葛飾北斎  

 726.1-N 野田 サトル ゴールデンカムイ 25  

 726.6-Sa 桜木 紫乃 いつかあなたをわすれても  

工芸 750    

 759-Y 萬 眞智子 出会いに心ときめくお雛さまの世界  

音楽 760    

 764.6-Sa 佐伯 茂樹 カラー図解楽器から見る吹奏楽の世界 新装版  

 764.7-Mi みの 戦いの音楽史  

演劇 770    

 773.04-O 大倉 源次郎 能から紐解く日本史  

スポーツ 780    

 780-Se 成美堂出版編集部 編 スポーツ観戦を楽しむ本  

 780.19-H 樋口 満 スポーツする人の栄養・食事学(集英社新書)  

諸芸・娯楽 790    

 796-U 上野 裕和 将棋・終盤完全ガイド 基本編  

言語 800    

 804-Ka 川添 愛 言語学バーリ・トゥード Ｒｏｕｎｄ１  

 807-B バトラー 後藤裕子 デジタルで変わる子どもたち(ちくま新書)  

日本語 810    

 813.1-Sa 佐々木 健一 辞書になった男(文春文庫)  

 815-Mi 三上 章 象は鼻が長い 日本文法入門  

 816-Ku 黒木 登志夫 知的文章術入門(岩波新書)  

 816-Ta 田丸 雅智 ショートショートでひらめく文章教室  

(外国語) 820    

 829.12-H 阪堂 千津子 韓国語の語源図鑑  



 830.79-O 旺文社 編 英検 3級過去 6回全問題集 2021年度版  

 830.79-O 旺文社 編 英検準 2級過去 6回全問題集 2021 年度版  

 830.79-O 旺文社 編 英検 2級過去 6回全問題集 2021年度版  

 830.79-O 旺文社 編 英検準 1級過去 6回全問題集 2021 年度版  

 833.1-Wi サイモン・ウィンチェスター 博士と狂人 世界最高の辞書ＯＥＤの誕生秘話  

 837.5-A 阿部 公彦 英文学教授が教えたがる名作の英語  

 837.5-Ki 北村 一真 英語の読み方ニュース、ＳＮＳから小説まで   

 837.7-Va ジェームス Ｍ．バーダマン 世界に紹介したい日本の１００人  

文学 900    

 902.7-C チョン スンファン 私が望むことを私もわからないとき  

日本文学 910    

 911.302-F  俳句のきた道 芭蕉・蕪村・一茶(岩波ジュニア新書)  

 911.304-H 俳句αあるふぁ編集部 編 花と緑の歳時記３６５日  

 911.304-Ta 高柳 克弘 究極の俳句(中公選書)  

 911.56-Sa 最果 タヒ 夜景座生まれ  

 911.56-Sa 最果 タヒ 死んでしまう系のぼくらに  

 911.56-Sa 最果 タヒ 星か獣になる季節(ちくま文庫)  

 812.033-KO 小松 寿雄 編 新明解語源辞典  

 913.6-C 千早 茜 透明な夜の香り  

 913.6-D-1 堂場 瞬一 沈黙の終わり 上  

 913.6-D-2 堂場 瞬一 沈黙の終わり 下  

 913.6-H 濱野 京子 野原できみとピクニック  

 913.6-H はやみね かおる 都会のトム＆ソーヤ １７ 続巻 

 913.6-H 東川 篤哉 新謎解きはディナーのあとで  

 913.6-H 廣嶋 玲子 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １５  

 913.6-I 伊吹 有喜 カンパニー(新潮文庫)  

 913.6-I 井上 荒野 百合中毒  

 913.6-Ka 加藤 シゲアキ チュベローズで待ってる ＡＧＥ２２  

 913.6-Ka 加藤 シゲアキ チュベローズで待ってる ＡＧＥ３２  

 913.6-M 湊 かなえ ドキュメント  

 913.6-N 夏川 草介 臨床の砦  

 913.6-N 額賀 澪 転職の魔王様  

 913.6-O 大島 真寿美 結 妹背山婦女庭訓波模様  

 913.6-Sa 佐原 ひかり ブラザーズ・ブラジャー  

 913.6-Ta 高瀬 隼子 水たまりで息をする  



※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-Ts 辻村 深月 琥珀の夏  

 913.6-Ts 筒井 康隆 残像に口紅を(中公文庫)  

 913.6-Y 弥生 小夜子 風よ僕らの前髪を  

 913.68-E エブリスタ 編 ５分後に絆のラスト  

 915.6- Ka 神里 雄大 越えていく人 南米、日系の若者たちをたずねて  

(外国文学) 920    

 973-Pi ビアンカ・ピッツォルノ ミシンの見る夢  


