
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 002.7-U 上野 千鶴子 情報生産者になる(ちくま新書)  

 007.3-Ke ケヴィン・ケリー ５０００日後の世界(ＰＨＰ新書)  

 007.3-Ta 高安 篤史 ＩｏＴモノのインターネット  

 007.3-Ts 堤 未果 デジタル・ファシズム(ＮＨＫ出版新書)  

書誌学 020    

 023.067-A 東 浩紀 ゲンロン戦記(中公新書ラクレ)  

新聞 070    

 070.21-Sh 下山 進 ２０５０年のジャーナリスト  

 071-A  朝日新聞縮刷版 ＮＯ．１２０７  

 071-A  朝日新聞縮刷版 ＮＯ．１２０８  

 071-A  朝日新聞縮刷版 ＮＯ．１２０９  

哲学 100    

 100-I  哲学(ニュートン式超図解 最強に面白い！！)  

西洋哲学 130    

 134.94-O 岡本 裕一朗 教養として学んでおきたいニーチェ(マイナビ新書)  

倫理学 150    

 159.7-A 雨宮 処凛 生きのびるための「失敗」入門(１４歳の世渡り術)  

歴史 200    

 209.5-O  シリーズ歴史総合を学ぶ１世界史の考え方（岩波新書）  

日本史 210    

 210.4-I 伊藤 俊一 荘園(中公新書)  

 210.7-C 地理情報開発‖編 地図と写真でみる半藤一利「昭和史１９２６−１９４５」  

 219.9-Mi 宮城 修 ドキュメント〈アメリカ世〉の沖縄（岩波新書）  

（外国史） 220    

 227.107-A 青木 健太 タリバン台頭（岩波新書）  

伝記 280    

 289-Se 加藤 玄 ジャンヌ・ダルクと百年戦争（世界史リブレット人）  

 289.1-N 池田 眞朗 ボワソナード（日本史リブレット人）  

 289.3-Ka 増田 ユリヤ 世界を救うｍＲＮＡワクチンの開発者カタリン・カリコ(ポプラ新書)  

地理・紀行 290    

 290-C 地球の歩き方編集室 世界１９７ヵ国のふしぎな聖地＆パワースポット  

 290-U 漆原 和子 他‖編 図説世界の地域問題１００  

 291.0189-O 大武 美緒子 不思議な山名個性の山名  



 291.09-Ki 木村 聡 不謹慎な旅 負の記憶を巡る「ダークツーリズム」  

社会科学 300    

 302.1-H 本田 由紀 「日本」ってどんな国？(ちくまプリマー新書)  

 302.22-I 池上 彰 池上彰の世界の見方中国  

 302.34-Me マライ・メントライン他 本音で対論！いまどきの「ドイツ」と「日本」  

 302.386-H 服部倫卓，原田義也‖編著 ウクライナを知るための６５章  

 304-Ki キッズトリビア倶楽部‖編 知って話そうニュースの言葉  

政治 310    

 312.53-Y 横田 増生 「トランプ信者」潜入一年  

 314.8-Pr アダム・プシェヴォスキ それでも選挙に行く理由  

 314.85-W 和田 靜香 選挙活動、ビラ配りからやってみた。「香川１区」密着日記  

 315.1-Se 選挙ウォッチャーちだい 「ＮＨＫから国民を守る党」とは何だったのか？  

 316.1-A 芦名 定道 学問と政治(岩波新書)  

 316.1-Sh 将基面 貴巳 従順さのどこがいけないのか(ちくまプリマー新書)  

 316.81-I 石原 真衣‖編著 アイヌからみた北海道１５０年  

 316.81-H 平山 裕人 アイヌ民族の現在、過去と未来！  

 319-Ha リチャード・ハース Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ 世界のしくみ  

 319.1-Ma 松竹 伸幸 １３歳からの日米安保条約  

 319.1038-Su 鈴木 美勝 北方領土交渉史(ちくま新書)  

法律 320    

 326-Mo 森 達也 ぼくらの時代の罪と罰  

 327.13-Jo デイビッド・Ｔ．ジョンソン 検察審査会(岩波新書)  

経済 330    

 330-Ta 田内 学 お金のむこうに人がいる  

 331-N 根井 雅弘 １６歳からの経済学  

 333.6-Ka 郭 四志 産業革命史(ちくま新書)  

 334.41-Mu 室橋 裕和 ルポコロナ禍の移民たち  

 335.8-Sh 白木 夏子 ファッションの仕事で世界を変える(ちくまプリマー新書)  

 338.7-Ko 小島 庸平 サラ金の歴史(中公新書)  

財政 340    

 345.2-Fr ドミニク・フリスビー 税金の世界史  

社会 360    

 361.04-U 上野ゼミ卒業生チーム 情報生産者になってみた(ちくま新書)  

 361.4-I 石田 光規 「人それぞれ」がさみしい(ちくまプリマー新書)  

 361.47-Su 鈴木 督久 世論調査の真実  



 365.3-Ka 川崎 直宏 これからの住まい(岩波新書)  

 366.89-O 「お隣は外国人」編集委員会‖編 お隣は外国人 北海道で働く、暮らす  

 367.21-J 「性差の日本史」展示プロジェクト‖編 性差の日本史(インターナショナル新書)  

 367.9-Sh 社会応援ネットワーク 図解でわかる１４歳からのＬＧＢＴＱ＋  

民俗学 380    

 383.86-H オリガ・ホメンコ 国境を超えたウクライナ人  

 384.35-Mi 三宅 岳 山に生きる  

 388.11-Sa 更科 源蔵 アイヌ民話集  

国防･軍事 390    

 390.7-Ma 松田 小牧 防大女子 究極の男性組織に飛び込んだ女性たち  

自然科学 400    

 404-Ka かきもち これってどうなの？日常と科学の間にあるモヤモヤを解消する本  

 407-Ko 近 芳明 暮らしの科学 ５０の実験  

 407-Ra ギタンジャリ・ラオ ギタンジャリ・ラオＳＴＥＭで未来は変えられる  

数学 410    

 410-O 押川 元重 知ってうれしい数学の基本  

 410.78-Su  数学オリンピック ２０１７〜２０２１  

地球科学 450    

 450-C 地球科学研究倶楽部‖編 地球４６億年の秘密がわかる本 最新版  

 451.28-F 古川 武彦 図解・天気予報入門(ブルーバックス)  

 451.77-Ka 鴨川 仁 他 雷の疑問５６  

 452-Ma ジェローム・マーティン  海について知っておくべき１００のこと  

 459-Ma 松原 聰 他 図説鉱物の博物学 第２版  

生物科学 460    

 460.7-Su 須黒 達巳 図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか？  

 468-Sc オズワルド・シュミッツ 人新世の科学（岩波新書）  

動物学 480    

 481.2-Ta 田村 宏治 進化の謎をとく発生学(岩波ジュニア新書)  

 484.038-Ku 黒住 耐二 くらべてわかる貝殻  

 487.51-Ko 幸田 正典 魚にも自分がわかる(ちくま新書)  

 488-Ko 小宮 輝之 ３６６日の誕生鳥辞典  

 489.6-N 中村 玄 クジラの骨と僕らの未来  

医学 490    

 493.7-Mu 村井 俊哉 はじめての精神医学(ちくまプリマー新書)  

 493.758-Ka 筧 裕介 認知症世界の歩き方  



 498.6-F 福岡 伸一 他 ポストコロナの生命哲学(集英社新書)  

 498.6-So 外岡 秀俊 価値変容する世界  

技術・工学 500    

 501.6-N 西宮 伸幸 カーボンニュートラル水素社会入門(ＫＡＷＡＤＥ夢新書)  

建設工学 510    

 519-Ta 田中 優 地球温暖化(扶桑社新書)  

 519-Wi ジョージーナ・ウィルソン・パウエル これってホントにエコなの？  

建築学 520    

 521-U 海野 聡 森と木と建築の日本史(岩波新書)  

 521.818-U 海野 聡 奈良で学ぶ寺院建築入門(集英社新書)  

生活科学 590    

 596.21-Mu 村田 明彦 ムズカシイことぬき！きほんの和食。  

 596.38-A 青木 健 教養としてのラーメン  

 596.65-Ta 高橋 教子 チーズのケーキ３４ 増補改訂版  

産業 600    

 602.1-Y 山本 康正 ２０３０年に勝ち残る日本企業(ＰＨＰビジネス新書)  

農業 610    

 611.3-Sh 下川 哲 食べる経済学  

水産業 660    

 667.9-Ko 小坂 康之，林 公代 さばの缶づめ、宇宙へいく  

商業 670    

 675-Ko フィリップ・コトラー コトラーのマーケティング・コンセプト  

芸術・美術 700    

 704-Sk ベンジャミン・スケッパー アーティストシンキング  

 706.9-Ka 川内 有緒 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく  

絵画 720    

 720.87-Ka  川端龍子ｖｓ．高橋龍太郎コレクション  

 726.1-Ku ク ジョンイン 秘密を語る時間  

音楽 760    

 761-Ku 久保田 慶一 １４歳からの新しい音楽入門  

演劇 770    

 778.4-Me グスタボ・メルカード ＦＩＬＭＭＡＫＥＲ’Ｓ ＥＹＥ  

スポーツ 780    

 780.21-Ma 毎日新聞運動部 最後の一年 緊急事態宣言−学生アスリートたちの闘い  

 785.28-He ジル・ハイナース イントゥ・ザ・プラネット  



※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。 

言語 800    

 801.01-I 和泉 悠 悪い言語哲学入門(ちくま新書)  

日本語 810    

 811.2-Sa 笹原 宏之 漢字ハカセ、研究者になる（岩波ジュニア新書）  

 816.5-To 戸田山 和久 論文の教室  

 818-Sh 篠崎 晃一 それいけ！方言探偵団(平凡社新書)  

(外国語) 820    

 830-Na 中山 裕木子 シンプルな英語(講談社現代新書)  

 837.5-F 福田 尚弘 英語で味わえるようになる名言３６６  

文学 900    

日本文学 910    

 910.26-C 千葉 俊二 作家たちの１７歳(岩波ジュニア新書)  

 913.6-A 青木 俊 逃げる女  

 913.6-Ka 海堂 尊 奏鳴曲 北里と鴎外  

 913.6-Ka 角田 光代 タラント  

 913.6-Ki 君嶋 彼方 君の顔では泣けない  

 913.6-O 太田 紫織 涙雨の季節に蒐集家は(角川文庫)  

 913.6-O 太田 紫織 涙雨の季節に蒐集家は、夏に遺した手紙(角川文庫)  

 913.6-Sh 重松 清 かぞえきれない星の、その次の星  

 913.6-Su 鈴木 るりか 落花流水  

 913.6-Te 寺地 はるな ガラスの海を渡る舟  

(外国文学) 920    

 929.13-I イ ヒヨン ペイント  

 929.13-So ソン ウォンピョン 三十の反撃  

 933.7-Al Ｋ．Ｒ．アレグザンダー 湖の中のレイチェル  

 933.7-Be アラン・ベネット やんごとなき読者  

 933.7-Ja ホリー・ジャクソン 自由研究には向かない殺人(創元推理文庫)  

 986-Al スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 戦争は女の顔をしていない(岩波現代文庫)  


