
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 007.13-E 江間 有沙 絵と図でわかるＡＩと社会  

 007.3-Mi 美馬 のゆり ＡＩの時代を生きる(岩波ジュニア新書)  

逐次刊行物 050    

 059-A 朝日新聞出版生活・文化編集部 編 朝日ジュニア学習年鑑 ２０２１  

新聞 070    

 071-A  朝日新聞縮刷版 ＮＯ．１２０３  

哲学 100    

心理学 140    

 146.8-H 原田 隆之 心理職のためのエビデンス・ベイスト・プラクティス入門  

仏教 180    

 188.42-Mo 師 茂樹 最澄と徳一 仏教史上最大の対決(岩波新書)  

歴史 200    

日本史 210    

 210.04-Ta 竹村 公太郎 “地形と気象”で解く！日本の都市誕生の謎  

 210.75-H 半藤 一利 戦争というもの  

 210.75-Ta 高岡修 編 新編 知覧特別攻撃隊  

（外国史） 220    

 222.8-N 中村 清次 シルクロード(新潮新書)  

 231-N 中村 聡一 教養としてのギリシャ・ローマ  

地理・紀行 290    

 290.4-Mi 水野 一晴 世界と日本の地理の謎を解く(ＰＨＰ新書)  

社会科学 300    

政治 310    

 319.53-Sa 佐橋 亮 米中対立(中公新書)  

 319.8-I 池上 彰 池上彰の君と考える戦争のない未来  

経済 330    

 330.4-F 藤野 英人 １４歳の自分に伝えたい「お金の話」  

 332.35-Pi トマ・ピケティ 格差と再分配 ２０世紀フランスの資本  

 338.8-Ha ブルック・ハリントン ウェルス・マネジャー富裕層の金庫番  

社会 360    

 369.27-Te 天畠 大輔 〈弱さ〉を〈強み〉に(岩波新書)  

 369.38-Ja ヴィクトリア・ジェミスン オマルとハッサン ４歳で難民になったぼくと弟の１５年   

民俗学 380    



 388.1-So 左右田 秋満 編 実話怪談幽霊百話  

自然科学 400    

 403.6-Pa ポール・パーソンズ サイエンスペディ 1000 = Sciencepedia 1000  

 407-O 大隅 典子 他 理系女性の人生設計ガイド(ブルーバックス)  

数学 410    

 410-Ka  イラスト＆図解知識ゼロでも楽しく読める！数学のしくみ  

 410-Su 鈴木 貫太郎 大学入試数学不朽の名問１００(ブルーバックス)  

 410.4-Ko 小山 信也 「数学をする」ってどういうこと？  

 414.12-H 細矢 治夫 四角形の七不思議(ブルーバックス)  

 417-U 上藤 一郎 絵と図でわかるデータサイエンス  

物理学 420    

 421.2-F 深川 峻太郎 アインシュタイン方程式を読んだら「宇宙」が見えた(ブルーバックス)  

科学 430    

 431.11-Sa 左巻 健男 編著 図解身近にあふれる「元素」が３時間でわかる本  

地球科学 450    

 457.8-Ts 土屋 健 恐竜・古生物に聞く第６の大絶滅、君たち（人類）はどう生きる  

植物学 470    

 471.3-Ta 田中 修 植物のいのち(中公新書)  

動物学 480    

 485.73-B 馬場 友希 他 クモの巣ハンドブック  

医学 490    

 491.8-To 遠山 祐司 免疫入門最強の基礎知識(集英社新書)  

 493.76-Mc マシュー・マッケイ 他 弁証法的行動療法実践トレーニングブック  

 498.14-I 市原 真 ヤンデル先生のようこそ！病理医の日常へ  

 498.39-Di ジョー・ディスペンザ あなたという習慣を断つ  

 498.6-Le マイケル・ルイス 最悪の予感 パンデミックとの戦い  

 498.6-Y 横倉 義武 新型コロナと向き合う(岩波新書)  

技術・工学 500    

建設工学 510    

 519.13-F 夫馬 賢治 超入門カーボンニュートラル(講談社＋α新書)  

機械工学 530    

 538.8-N 中村 寛治 ジェット旅客機操縦完全マニュアル  

 538.9-Mu 向井 千秋 スペース・コロニー宇宙で暮らす方法(ブルーバックス)  

生活科学 590    

 596.63-I 池田 浩明 パンのトリセツ  



 596.65-F 福岡 直子 ゼリー・プリン・ババロア・ムース  

 596.65-Ma まんまるｋｉｔｃｈｅｎ ラクうまおうちスイーツレシピ  

産業 600    

林業 650    

 652.1-Ku 黒瀧 秀久 森の日本史(岩波ジュニア新書)  

水産業 660    

 661.12-Sa 差間 正樹 他 編 サーモンピープル アイヌのサケ捕獲権回復をめざして  

芸術・美術 700    

 701.4-Ka エリック Ｒ．カンデル なぜ脳はアートがわかるのか  

絵画 720    

 723-B 美術雑学愛好倶楽部 編 名画のミステリー  

 726.9-R リト＠葉っぱ切り絵 いつでも君のそばにいる 小さなちいさな優しい世界  

工芸 750    

 757.3-Ki 北山 建穂 四季彩図鑑  

言語 800    

日本語 810    

 812-Ta 高橋 こうじ 心が豊かになる日本の美しい言葉の由来  

(外国語) 820    

 830.79-O 旺文社 編 英検 1級 過去 6回全問題集  

文学 900    

 908-Se ジャン・アンリ・ファーブル 昆虫記すばらしきフンコロガシ(世界ショートセレクション 18)  

日本文学 910    

 913.6-E 榎田 ユウリ 死神と弟子とかなり残念な小説家。(新潮文庫ｎｅｘ)  

 913.6-H 林 真理子 小説８０５０  

 913.6-H 東野 圭吾 透明な螺旋  

 913.6-H 平野 啓一郎 本心  

 913.6-Ka 神永 学 心霊探偵八雲ＡＮＯＴＨＥＲ ＦＩＬＥＳ嘆きの人形(角川文庫)  

 913.6-Ka 神永 学 心霊探偵八雲ＡＮＯＴＨＥＲ ＦＩＬＥＳ沈黙の予言(角川文庫)  

 913.6-Ka カンザキ イオリ あの夏が飽和する。  

 913.6-Ki 桐野 夏生 砂に埋もれる犬  

 913.6-Ki 喜多 みどり 弁当屋さんのおもてなし しあわせ宅配篇 2(角川文庫)  

 913.6-Ki 喜多 みどり 弁当屋さんのおもてなし しあわせ宅配篇 3(角川文庫)  

 913.6-Ko 河野 裕 さよならの言い方なんて知らない。ＢＯＯＫ4(新潮文庫)  

 913.6-Ko 河野 裕 さよならの言い方なんて知らない。ＢＯＯＫ5(新潮文庫)  

 913.6-Mi 南 杏子 ヴァイタル・サイン  



 913.6-Mi 湊 かなえ リバース(講談社文庫)  

 913.6-Mo 望月 麻衣 京都寺町三条のホームズ 14摩天楼の誘惑 (双葉文庫)  

 913.6-Mo 望月 麻衣 京都寺町三条のホームズ 15 劇中劇の悲劇(双葉文庫)  

 913.6-Mo 望月 麻衣 京都寺町三条のホームズ 16 (双葉文庫)  

 913.6-Mo 望月 麻衣 京都寺町三条のホームズ 17 (双葉文庫)  

 913.6-Mu 村山 由佳 ありふれた祈り(集英社文庫)  

 913.6-N 中島 要 大江戸少女カゲキ団 2(ハルキ文庫)  

 913.6-N 中島 要 大江戸少女カゲキ団 3(ハルキ文庫)  

 913.6-N 中島 要 大江戸少女カゲキ団 4(ハルキ文庫)  

 913.6-N 中村 まさみ 呪いの人形 怪談５分間の恐怖   

 913.6-N 中村 まさみ 金縛り 怪談５分間の恐怖  

 913.6-N 中村 まさみ 心霊写真は語る 怪談５分間の恐怖  

 913.6-N 中村 まさみ 覚めない怖い夢 怪談５分間の恐怖  

 913.6-N 中村 まさみ 幽霊のびんづめ 怪談５分間の恐怖  

 913.6-O 小野寺 史宜 とにもかくにもごはん  

 913.6-O 太田 紫織 櫻子さんの足下には死体が埋まっている櫻花の葬送(角川文庫)  

 913.6-Sa 澤村 御影 准教授・高槻彰良の推察(角川文庫)  

 913.6-Sa 澤村 御影 准教授・高槻彰良の推察 2(角川文庫)  

 913.6-Sa 澤村 御影 准教授・高槻彰良の推察 3(角川文庫)  

 913.6-Sa 澤村 御影 准教授・高槻彰良の推察 4(角川文庫)  

 913.6-Sa 澤村 御影 准教授・高槻彰良の推察 5(角川文庫)  

 913.6-Sa 澤村 御影 准教授・高槻彰良の推察 6(角川文庫)  

 913.6-Sa 澤村 御影 准教授・高槻彰良の推察ＥＸ(角川文庫)  

 913.6-Se 瀬川 貴次 ばけもの好む中将 8(集英社文庫)  

 913.6-Se 瀬川 貴次 ばけもの好む中将 9(集英社文庫)  

 913.6-Se 瀬川 貴次 ばけもの好む中将 10(集英社文庫)  

 913.6-Su 住野 よる 麦本三歩の好きなもの 第２集  

 913.6-Ta 田井 ノエル 道後温泉湯築屋 4(双葉文庫)  

 913.6-Ta 田井 ノエル 道後温泉湯築屋 5(双葉文庫)  

 913.6-Ta 田井 ノエル 道後温泉湯築屋 6(双葉文庫)  

 913.6-Ta 田井 ノエル 道後温泉湯築屋 7(双葉文庫)  

 913.6-Ta 竹村 優希 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。6(角川文庫)  

 913.6-Ta 竹村 優希 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。7(角川文庫)  

 913.6-Ta 竹村 優希 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。8(角川文庫)  

 913.6-Ta 竹村 優希 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。9(角川文庫)  



※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-Ta 竹村 優希 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。10(角川文庫)  

 913.6-Ta 瀧森 古都 悲しみの夜にカピバラが教えてくれた大切なこと  

 913.6-Ta 谷口 雅美 私立五芒高校恋する幽霊部員たち  

 913.6-Ta 谷 瑞恵 異人館画廊透明な絵と堕天使の誘惑(集英社オレンジ文庫)  

 913.6-Ts 辻村 七子 宝石商リチャード氏の謎鑑定輝きのかけら(集英社オレンジ文庫)  

 914.6-Ta 高橋 源一郎 「ことば」に殺される前に(河出新書)  

 914.6-Y ヤマザキ マリ ムスコ物語  

 916-O 小野 雅裕 宇宙を目指して海を渡る  

(外国文学) 920    

 933.7-Gr ジョン・グリシャム 少年弁護士セオの事件簿 7  

 949.33-Te トーン・テレヘン キリギリスのしあわせ  


