
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 007.13-Du マーカス・デュ・ソートイ レンブラントの身震い 科学道 100 

書誌学 020    

 024-I 岩田 徹 一万円選書(ポプラ新書)  

逐次刊行物 050    

 069-Ku 栗原 祐司 教養として知っておきたい博物館の世界  

新聞 070    

 071-A  朝日新聞縮刷版 ＮＯ．１２０６  

哲学 100    

心理学 140    

 141.5-B バウンド こどもロジカル思考  

 146.1-Ki きたやま おさむ ハブられても生き残るための深層心理学  

倫理学 150    

 159-A 安藤 美冬 つながらない練習  

 159.7-H 服部 みれい 自分をたいせつにする本(ちくまプリマー新書)  

 159.5-Y 山崎 聡一郎 １０代の君に伝えたい学校で悩むぼくが見つけた未来を切りひらく思考  

 159.7-Mi 宮武 久佳 自分を変えたい(岩波ジュニア新書)  

歴史 200    

 202.5-Y 山舩 晃太郎 沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う  

 204-Ｉ 井上 章一 歴史のミカタ(祥伝社新書)  

 209-D 出口 治明 人類 5000年史 ４(ちくま新書)  

 209-En ベングト・エリック・エングホルム こどもサピエンス史  

 209-Ha Yuval Noah Harari Homo deus 洋書 

日本史 210    

 210.32-Ko 譽田 亜紀子 知られざる古墳ライフ  

 210.58-Su 須田 努 幕末社会(岩波新書)  

（外国史） 220    

 230.5-I 池上 俊一 ヨーロッパ史入門(岩波ジュニア新書)  

伝記 280    

 280-Pa ケイト・パンクハースト すてきで偉大な女性たちが地球を守った 科学道 100 

 289-Se 前田 弘毅 アッバース１世(世界史リブレット人)  

 289-Se 徳永 和喜 西郷隆盛(日本史リブレット人)  

 289.1-Y 山中 伸弥，藤井 聡太 挑戦 常識のブレーキをはずせ  

地理・紀行 290    



 290-C 地球の歩き方編集室 世界のすごい巨像(地球の歩き方)  

 290.92-Sh 椎名 誠 漂流者は何を食べていたか  

 290.93-To  ＴＲＡＮＳＩＴ Ｎｏ．47（Ｓｐｒｉｎｇ 2020）  

 292.48-Jt  るるぶフィリピンセブ島・マニラ  

 293.88-Sa Ｓａｎｎａ バルト三国  

 295.394-H 星野 道夫 アラスカ永遠なる生命(小学館文庫)  

 297.1-Jt  るるぶオーストラリア  

社会科学 300    

 304-Ha Yuval Noah Harari 21 lessons for the 21st century  

政治 310    

 311.15-U 鵜飼 健史 政治責任(岩波新書)  

 312.1-Ka 川上 高志 検証政治改革(岩波新書)  

 312.271-N 中田 考 タリバン復権の真実(ベスト新書)  

 312.9-H 長谷川 敦 新地政学  

 316.1-I 池内 了，他 日本学術会議の使命(岩波ブックレット)  

 316.1-Ts 筒井 清輝 人権と国家(岩波新書)  

 319-I 池上 彰 知らないと恥をかく世界の大問題 12(角川新書)  

経済 330    

 331-Sa 佐藤 雅彦，菅 俊一‖原著 ヘンテコノミクス 行動経済学まんが 科学道 100 

 331-Th リチャード・セイラー 実践行動経済学 科学道 100 

 332.06-Br ウルリッヒ・ブラント 地球を壊す暮らし方  

 333-O 翁 邦雄 人の心に働きかける経済政策(岩波新書)  

 334.41-Sh 塩入 すみ 表象のベトナム、表象の日本  

 334.6-I 五十嵐 敬喜 土地は誰のものか(岩波新書)  

 338.5-Sh 新保 恵志 金融サービスの未来(岩波新書)  

社会 360    

 361.4-Ca ジョン Ｔ．カシオポ 孤独の科学 人はなぜ寂しくなるのか(河出文庫) 科学道 100 

 361.4-Ka 河出書房新社‖編 見た目が気になる  

 361.4-N 中谷内 一也 リスク心理学(ちくまプリマー新書)  

 366.021-I 石井 拓児 高校生・若者たちと考える過労死・過労自殺  

 369.37-Ku 栗原 俊雄 東京大空襲の戦後史(岩波新書)  

 369.4-Y 湯浅 誠 つながり続けるこども食堂  

教育 370    

 376.8-N 佐藤 成美 農学部(なるにはＢＯＯＫＳ 大学学部調べ)  

民俗学 380    



 380.1-Ki 菊地 暁 民俗学入門(岩波新書)  

 382-Ro Ｅ．リード・ロス 世界の奇習と奇祭  

 382.243-O 奥野 克巳 ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者 科学道 100 

 384.5-H 初見 健一 昭和ちびっこ未来画報 科学道 100 

 389.04-Le クロード・レヴィ・ストロース われらみな食人種  

国防･軍事 390    

 391-C 千々和 泰明 戦争はいかに終結したか(中公新書)  

自然科学 400    

 402-Su スペースタイム 科学史ひらめき図鑑 科学道 100 

 403.6-R 自然科学研究機構国立天文台‖編 理科年表 第９５冊（令和４年） 禁退出 

 404-Al ジム・アル・カリーリ‖編 サイエンス・ネクスト 科学道 100 

 404-Ta 高水 裕一 宇宙人と出会う前に読む本(ブルーバックス)  

数学 410    

 410.79-Su 数学を愛する会会長いっくん 数学クラスタが集まって本気で大喜利してみた  

宇宙科学 440    

 440.2-W 渡部 潤一 古代文明と星空の謎(ちくまプリマー新書)  

 443.9-Ha スティーヴン Ｗ．ホーキング ホーキング、宇宙を語る(ハヤカワ文庫) 科学道 100 

地球科学 450    

 452.24-G 蒲生 俊敬 インド洋(ブルーバックス)  

 457.8-Ts 土屋 健 ゼロから楽しむ古生物  

生物科学 460    

 465-Mo デイビッド・モントゴメリー 土と内臓  微生物がつくる世界 科学道 100 

 468-Ca ショーン Ｂ．キャロル セレンゲティ・ルール 科学道 100 

 468-Du ロブ・ダン 家は生態系 科学道 100 

 468-Ma 松岡 たつひで ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 科学道 100 

動物学 480    

 487.96-F 福田 雄介 もしも人食いワニに噛まれたら！  

医学 490    

 490.15-SA 佐藤 岳詩 心とからだの倫理学(ちくまプリマー新書)  

 490.49-N 日本臨牀社‖編 若き研究者へ贈る言葉  

 491.11-Ba フィリップ・ボール 人工培養された脳は「誰」なのか 科学道 100 

 491.346-F 藤田 紘一郎 脳はバカ、腸はかしこい(知的生きかた文庫) 科学道 100 

 491.371-Fo エレーヌ・フォックス 脳科学は人格を変えられるか？(文春文庫) 科学道 100 

 491.371-I 池谷 裕二 モヤモヤそうだんクリニック 科学道 100 

 491.371-Ja トム・ジャクソン 脳−心の謎に迫った偉人たち 科学道 100 



 491.371-Ka ミチオ・カク フューチャー・オブ・マインド 科学道 100 

 491.371-Ma マルチェッロ・マッスィミーニ 意識はいつ生まれるのか 科学道 100 

 491.371-Mo 毛内 拡 脳を司る「脳」(ブルーバックス) 科学道 100 

 491.371-Om アンジェリーク・ファン・オムベルヘン 世界一ゆかいな脳科学講義 科学道 100 

 491.371-Ta 高橋 宏知 メカ屋のための脳科学入門 科学道 100 

 491.7-Co アランナ・コリン あなたの体は９割が細菌(河出文庫) 科学道 100 

 493.72-Fr ローン・フランク 闇の脳科学 科学道 100 

技術・工学 500    

 502-D ＤＫ社‖編著 発明と技術の百科図鑑 科学道 100 

 504-H 春夏 アキト ザ・テクノロジー２０３０ 科学道 100 

 504-H  未来をつくる仕事図鑑 1 楽しい世界をつくる 科学道 100 

 504-H  未来をつくる仕事図鑑 2 安心できる日常をつくる 科学道 100 

 504-Wi ケリー・ウィーナースミス いつになったら宇宙エレベーターで月に行けて、3Dプリンターで臓器が作れるんだい!? 科学道 100 

建設工学 510    

 517.5-Ki 岸 由二 生きのびるための流域思考(ちくまプリマー新書)  

 518.85-F 藤井 英二郎，他 街路樹は問いかける  

 519-Br スチュアート・ブランド 地球の論点 科学道 100 

 519-Fa デイビッド・ファリアー ＦＯＯＴＰＲＩＮＴＳ 科学道 100 

 519-Ku 工藤 尚悟 私たちのサステイナビリティ(岩波ジュニア新書)  

 519-Ri ジェレミー・リフキン グローバル・グリーン・ニューディール 科学道 100 

機械工学 530    

 538-A  飛行機(ニュートン式超図解 最強に面白い!!)  

 538.9-Ko 小泉 宏之 人類がもっと遠い宇宙へ行くためのロケット入門  

製造工学 580    

 588.32-I 井出 留美 捨てないパン屋の挑戦  

生活科学 590    

 596.4-A 青木 ゆり子 食文化・郷土料理がわかる世界の国旗弁当  

産業 600    

畜産業 640    

 645.6-Y 山田 あかね 犬は愛情を食べて生きている  

水産業 660    

 662.1-Sa 佐々木 貴文 東シナ海(角川新書)  

商業 670    

運輸・交通 680    

 689-E 遠藤 英樹‖編著 アフターコロナの観光学  



 689-N 西田 理一郎 アフターコロナ時代のトラベルトランスフォーメーション  

 689.1-Ka 上山 肇，他‖編著 ポストマスツーリズムの地域観光政策  

 689.237-Mu 宗田 好史 インバウンド再生  

 689.4-I 岩崎 邦彦 地域引力を生み出す観光ブランドの教科書  

芸術・美術 700    

絵画 720    

 723-N 中野 京子 美貌のひと ２(ＰＨＰ新書)  

 726.1-A 餡乃雲‖原作 商社マンの異世界サバイバル:絶対人とはつるまねえ 寄贈 

音楽 760    

 761.2-To 轟 千尋‖編著 いちばん親切な音楽記号用語事典  

 764.6-O オザワ部長 吹奏楽部バンザイ！！  

スポーツ 780    

 780.19-N 中澤 公孝 パラリンピックブレイン 科学道 100 

 780.22-Ta 高嶋 航 スポーツからみる東アジア史(岩波新書)  

言語 800    

 801.04-Wo メアリアン・ウルフ プルーストとイカ 科学道 100 

 804-Y 吉岡 乾 フィールド言語学者、巣ごもる。  

日本語 810    

 810.2-Ko 今野 真二 うつりゆく日本語をよむ(岩波新書)  

 814.5-I ２５２％ 気持ちを表すことばの辞典  

(外国語) 820    

 829.2-N 中川 裕 ニューエクスプレスプラスアイヌ語  

 830-I 井上 逸兵 英語の思考法(ちくま新書)  

文学 900    

 909-Sa 佐藤 和哉 〈読む〉という冒険(岩波ジュニア新書)  

日本文学 910    

 910.26-R 立東舎‖編 文豪きょうは何の日？  

 910.264-Sa 佐高 信 企業と経済を読み解く小説５０(岩波新書)  

 911.04-H 長谷川 櫂 四季のうた(中公文庫)  

 911.304-H 長谷川 櫂 俳句と人間(岩波新書)  

 913.6-A 輿水 泰弘，他 相棒 ｓｅａｓｏｎ19 上(朝日文庫)  

 913.6-A 輿水 泰弘，他 相棒 ｓｅａｓｏｎ19 中(朝日文庫)  

 913.6-A 輿水 泰弘，他 相棒 ｓｅａｓｏｎ19 下(朝日文庫)  

 913.6-A 餡乃雲 商社マンの異世界サバイバル 寄贈 

 913.6-A 青山 美智子 赤と青とエスキース 本屋大賞 



※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-A 有川 ひろ みとりねこ  

 913.6-A 朝井 リョウ 正欲 本屋大賞 

 913.6-A 浅倉 秋成 六人の嘘つきな大学生 本屋大賞 

 913.6-C 知念 実希人 硝子の塔の殺人 本屋大賞 

 913.6-H 廣嶋 玲子 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 16  

 913.6-Ka 海堂 尊 医学のつばさ  

 913.6-Ka 海堂 尊 医学のひよこ  

 913.6-Ma 町田 そのこ 星を掬う 本屋大賞 

 913.6-N 中山 七里 合唱岬洋介の帰還(宝島社文庫)  

 913.6-N 西 加奈子 夜が明ける 本屋大賞 

 913.6-O 小田 雅久仁 残月記 本屋大賞 

 913.6-Ts 津村 記久子 現代生活独習ノート  

 913.6-U 浮穴 みみ 小さい予言者  

 913.68-E エブリスタ‖編 ５分後に最悪のラスト  

 913.68-E エブリスタ‖編 ５分後に大冒険なラスト  

 916-C 中央公論新社‖編 少女たちの戦争  

(外国文学) 920    

 933-Mo Michael Morpurgo Flamingo Boy 洋書 

 933-Mo Michael Morpurgo Private Peaceful 洋書 

 933-Mo Michael Morpurgo War horse 洋書 

 933-Mo Michael Morpurgo Why the whales came 洋書 

 933.7-Ri リック・リオーダン アポロンと５つの神託 １ 太陽の転落  

 933.7-Ri リック・リオーダン アポロンと５つの神託 ２ 闇の予言  

 933.7-Ri リック・リオーダン アポロンと５つの神託 ３ 炎の迷路  

 933.7-Ri リック・リオーダン アポロンと５つの神託 ４ 傲慢王の墓  

 933.7-Ri リック・リオーダン アポロンと５つの神託 ５ 太陽の神  

 934.6-Th ヘンリー Ｄ．ソロー ウォールデン森の生活 上(小学館文庫) 科学道 100 

 934.6-Th ヘンリー Ｄ．ソロー ウォールデン森の生活 下(小学館文庫) 科学道 100 


