
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

新聞 070    

 071-A  朝日新聞縮刷版 ＮＯ．１２０４  

哲学 100    

 104-N 永井 玲衣 水中の哲学者たち  

東洋思想 120    

 121.5-Ts 辻本 雅史 江戸の学びと思想家たち(岩波新書)  

倫理学 150    

 150.4-Ko 小浜 逸郎 人生のトリセツ  

 159.7-J ジュニスタ編集部‖編 ミライを生きる君たちへの特別授業(岩波ジュニアスタートブックス)  

宗教 160    

 162-Sa 佐藤 賢一 よくわかる一神教  

歴史 200    

日本史 210    

 210.12-H 八條 忠基 「勘違い」だらけの日本文化史  

 210.4-E 榎本 秋 将軍の日本史(ＭｄＮ新書)  

 210.42-Ta 田中 大喜‖編著 図説鎌倉幕府  

（外国史） 220    

 225-Mi  一冊でわかるインド史  

伝記 280    

 289.1-Ka 石川 直樹 最後の冒険家(集英社文庫)  

 289.1-Ta  立花隆長崎を語る  

地理・紀行 290    

 290-C 地球の歩き方編集室 地球の歩き方的！世界なんでもランキング  

 290-C 地球の歩き方編集室 世界のグルメ図鑑  

 290-Y 山岡 信幸 教養としての地理  

 290.9-F 福沢 諭吉 福沢諭吉が見た１５０年前の世界  

 291.1-H  北海道・北東北の縄文遺跡群を旅するガイド  

 292.48-Ma  フィリピンセブ島・マニラ(マップルマガジン海外)  

 292.54-Ko 小林 みちたか 死を喰う犬  

 293.49-F 藤田 泉 中世の街と小さな村めぐりポーランドへ 最新版  

 293.89-C 地球の歩き方編集室‖編 北欧 ２０２１〜２０２２年版  

 294.8-C 地球の歩き方編集室‖編 南アフリカ ２０２０〜２０２１年版  

 294.8-Ta 武田 ちょっこ まるまるサファリと大自然の本  



 295.3-C 地球の歩き方編集室‖編 ワシントンＤＣ ２０１９〜２０２０年版  

 297.1-Ma  オーストラリア(マップルマガジン 海外)  

 297.2-G グルービー 美子 大自然と街を遊び尽くすニュージーランドへ  

社会科学 300    

 304-N 中満 泉 未来をつくるあなたへ(岩波ジュニアスタートブックス)  

経済 330    

 333.8-B バウンド 数字でわかる！こどもＳＤＧｓ  

 333.8-H 本田 亮 ムズカシそうなＳＤＧｓのことがひと目でやさしくわかる本  

 333.8-Ka 蟹江 憲史 ＳＤＧｓ入門(岩波ジュニアスタートブックス)  

 333.8-W WORLD DREAM PROJECT‖編 WE HAVE A DREAM 201 ヵ国 202人の夢×SDGs  

 334.7-To 飛田 雅則 資源の世界地図(日経文庫)  

 336.47-Pi ロバート・パイク クリエイティブ・トレーニング・テクニック・ハンドブック 第 3 版  

 336.49-H 堀 公俊，加藤 彰 ファシリテーション・グラフィック  

社会 360    

 361.6-O 太田 肇 同調圧力の正体(ＰＨＰ新書)  

 362.06-H 久野 愛 視覚化する味覚(岩波新書)  

 366.29-P 小熊 みどり 環境専門家になるには  

 366.29-P 小杉 眞紀，他 アプリケーションエンジニアになるには  

 366.29-P 田中 英樹，菱沼 幹男‖編著 社会福祉士・精神保健福祉士になるには  

 366.29-Ko 児美川 孝一郎 自分のミライの見つけ方  

 367.3-Ko コイケ ジュンコ 親を頼らないで生きるヒント(岩波ジュニア新書)  

 367.9-E 遠藤 まめた みんな自分らしくいるためのはじめての LGBT(ちくまプリマー新書)  

 369-Sa サヘル・ローズ‖編著 支える、支えられる、支え合う(岩波ジュニアスタートブックス)  

 369.3-Mi 宮下 由多加 スマホで防災  

 369.3-Ts 辻 直美 防災ハンドメイド 保存版  

民俗学 380    

 382.11-Ka 茅辺 かのう アイヌの世界に生きる(ちくま文庫)  

 388.1-Sa 佐々木 高弘 妖怪がやってくる(岩波ジュニアスタートブックス)  

自然科学 400    

 404-H 初田哲男，柴藤亮介‖編著 数理の窓から世界を読みとく(岩波ジュニア新書)  

 404-Ko 小谷 太郎 ５分でわかるイラスト図解！理系の「なぜ？」がわかる本  

 407-Ma 桝 太一 なぜ私たちは理系を選んだのか(岩波ジュニアスタートブックス)  

 407-Ts  見つけよう！探検ブック 遊びながら自然の不思議を解明！  

数学 410    

 410.4-Ke ブライアン・カーニハン プリンストン大学教授が教える“数字”に強くなるレッスン１４  



宇宙科学 440    

 440-To 戸谷 友則 爆発する宇宙(ブルーバックス)  

 445-Sa 佐々木 貴教 地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか？(岩波ジュニアスタートブックス)  

地球科学 450    

 450.12-Su 菅沼 悠介 地磁気逆転と「チバニアン」  

 451.85-U 宇佐美 誠 気候崩壊(岩波ブックレット)  

 451.98-He マッティン・ヘードベリ 世界の天変地異  

 453-Ka 鎌田 浩毅 地震はなぜ起きる？(岩波ジュニアスタートブックス)  

 454-H 北海道博物館‖編 あっちこっち湿地 自然と歴史をめぐる旅  

 457.8-Wh ジョン・ウィットフィールド 絶滅動物図鑑  

 457.87-Ta 田中 康平 恐竜学者は止まらない！  

動物学 480    

 483.35-O 大久保 奈弥 サンゴは語る(岩波ジュニアスタートブックス)  

 489.54-N 中林 雅 夜のイチジクの木の上で(新・動物記 ４)  

医学 490    

 490.4-Y 山本 健人 すばらしい人体 あなたの体をめぐる知的冒険  

 491.32-A  循環器のしくみ  

 493.73-Su 鈴木 大介，鈴木 匡子 壊れた脳と生きる(ちくまプリマー新書)  

 493.743-Ma 松本 俊彦 世界一やさしい依存症入門  

技術・工学 500    

建設工学 510    

 519-Ko 小西 雅子 地球温暖化を解決したい(岩波ジュニアスタートブックス)  

 519-Sa  脱プラスチック−データで見る課題と解決策  

機械工学 530    

 539.69-ko 古儀 君男 核のゴミ 「地層処分」は１０万年の安全を保証できるか？！   

電気工学 540    

 548.3-I 石黒 浩 ロボットと人間(岩波新書)  

化学工学 570    

 576.53-U うた 季節を愉しむ手づくり石けん  

生活科学 590    

 594-Ta 高橋 恵美子 手ぬぐいで作る毎日使える手ぬいの布こもの  

 596-E 栄養と料理‖編 １／２日分がとれる！カルシウムおかず  

 596-E 栄養と料理‖編 １／２日分がとれる！鉄レシピ  

 596.65-H ハラペコラボ きらきら鉱物菓子の作り方  

産業 600    



園芸 620    

 626-Da ジル・デイヴィーズ カラー図鑑野菜の秘密  

林業 650    

 651.1-Sh 白井 裕子 森林で日本は蘇る(新潮新書)  

商業 670    

 675.3-A 荒木 博行 世界「失敗」製品図鑑  

運輸・交通 680    

 685.9-Y ヤマトホールディングス‖編 ヤマトグループ 100年史  

 689.251-H 半藤 将代 観光の力 世界から愛される国、カナダ流のおもてなし  

 689.6-Y 吉田 春生 パッケージツアーの文化誌  

通信事業 690    

 699.64-A 阿武野 勝彦 さよならテレビ(平凡社新書)  

芸術・美術 700    

 704-Su 末永 幸歩 １３歳からのアート思考  

版画 730    

 732.1-Ta 滝沢 恭司 もっと知りたい川瀬巴水と新版画  

写真 740    

 743-Ko 河野 鉄平 まねる写真術  

音楽 760    

 760.8-Sh 柴田 克彦 １曲１分でわかる！吹奏楽編曲されているクラシック名曲集  

 768.2-N  雅楽のひみつ見かた・楽しみかたがわかる本  

演劇 770    

 770-Ko 鴻上 尚史 演劇入門(集英社新書)  

 779.14-Ta 田村 淳 母ちゃんのフラフープ  

 779.3-B  必ず成功する激ウケ！マジック 新版  

スポーツ 780    

 780.7-Ta  ジュニアアスリートのための最強の跳び方  

 782.3-Y  「走り」が変わる！陸上競技スプリント最強のコツ５０  

 783.48-O 太田 千尋 ラグビーのフィジカルトレーニング  

 783.7-Ta 田尻 賢誉 JK〈準備と確認〉で人生が変わる 高校野球で結果を出す方法  

諸芸・娯楽 790    

 791-Ta 竹田 理絵 世界のビジネスエリートが知っている教養としての茶道  

 798.3-O 小野田 博一 論理パズル１００(ブルーバックス)  

言語 800    

 809.6-H 堀 公俊，加藤 彰 ワークショップ・デザイン  



日本語 810    

 814.5-G  上品なことば選び辞典  

 814.5-G  ポジティブことば選び辞典  

(外国語) 820    

 829.45-F 古川 敏明，土肥 麻衣子 ハワイ語で話そう  

 830.7-To 鳥飼 玖美子 なんで英語、勉強すんの？(岩波ジュニアスタートブックス)  

文学 900    

日本文学 910    

 901.01-Ko 小林 真大 「感想文」から「文学批評」へ  

 910.2-H 星 瑞穂 ようこそ地獄、奇妙な地獄  

 911.3-Ko 神野 紗希 俳句部、はじめました(岩波ジュニアスタートブックス)  

 913.6-A 芥川 龍之介 或阿呆の一生，侏儒の言葉 改版(角川文庫)  

 913.6-A 逢坂 冬馬 同志少女よ、敵を撃て  

 913.6-F 伏尾 美紀 北緯４３度のコールドケース  

 913.6-I 今井 恭子 縄文の狼  

 913.6-I 今村 翔吾 塞王の楯  

 913.6-I 伊坂 幸太郎 ペッパーズ・ゴースト  

 913.6-I 一穂 ミチ スモールワールズ  

 913.6-Ko 小手鞠 るい 庭  

 913.6-Ma 松本 清張 黒い画集(新潮文庫)  

 913.6-Ma 真山 仁 レインメーカー  

 913.6-Ma 真山 仁 シンドローム 上〈ハゲタカ５〉(講談社文庫)  

 913.6-Ma 真山 仁 シンドローム 下〈ハゲタカ５〉(講談社文庫)  

 913.6-Mu 村上 龍 ６９ｓｉｘｔｙ ｎｉｎｅ(文春文庫)  

 913.6-Sa 桜庭 一樹 砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない(角川文庫)  

 913.6-Sa 佐藤 究 テスカトリポカ  

 913.6-Sa 澤田 瞳子 星落ちて、なお  

 913.6-Ta 高井 浩章 おカネの教室  

 913.6-U 雨穴 変な家  

 913.6-W 和田 秀樹 受験のシンデレラ(小学館文庫)  

 914.6-A 朝井 リョウ 時をかけるゆとり(文春文庫)  

 914.6-Ma 又吉 直樹 東京百景(角川文庫)  

 918.68-I 違星 北斗 違星北斗歌集 アイヌと云ふ新しくよい概念を(角川ソフィア文庫) アイヌ 

(外国文学) 920    

 933-J スペンサー・ジョンソン チーズはどこへ消えた？  



※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。 

 933.7-St スタインベック ハツカネズミと人間(新潮文庫)  

 933.7-Qu エラリー・クイーン Ｘの悲劇(創元推理文庫)  


