
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 007.37-I ＮＲＩセキュアテクノロジーズ‖監修 サイバーセキュリティー会社図鑑  

(図書館学) 010    

 019.12-To 苫野 一徳 未来のきみを変える読書術(ちくまＱブックス)  

哲学 100    

西洋哲学 130    

 130.28-Pe シャルル・ペパン フランスの高校生が学んでいる１０人の哲学者  

 131.8-Ci キケロ ２０００年前からローマの哲人は知っていた政治家を選ぶ方法  

 131.8-Ci キケロ 古代ローマ最強の弁護士キケロが教える心を動かす話し方  

心理学 140    

 140-N 同志社大学心理学部‖編 ようこそ、心理学部へ(ちくまプリマー新書)  

 146.82-F 古荘 純一 「自己肯定感」を高めて自分を大切にしよう  

倫理学 150    

 159.7-Mo 森 毅 悩んでなんぼの青春よ(ちくまＱブックス)  

 159.8-Ka 梶山 健‖編著 世界名言大辞典 新装版  

神道 170    

 172-H 平藤 喜久子 神話でたどる日本の神々(ちくまプリマー新書)  

歴史 200    

日本史 210    

 210.025-Ma 松木 武彦 はじめての考古学(ちくまプリマー新書)  

 210.5-Z 江戸人文研究会‖編 イラスト・図説でよくわかる江戸の用語辞典  

 210.58-W 渡辺 京二 逝きし世の面影  

（外国史） 220    

 234.8-Sa 薩摩 秀登 図説｜チェコとスロヴァキアの歴史  

伝記 280    

 281.04-Ma 真山 知幸 泣ける日本史  

 281.1-Sh 柴田 美幸‖原作 北海道の土木のパイオニア 水害と泥炭を克服した技術者たち  

 288.1-N ２１世紀研究会‖編 人名の世界地図 カラー新版(文春新書)  

 288.44-I 井沢 元彦 聖徳太子のひみつ  

 289.1-O 中村 恵 難民に希望の光を 真の国際人緒方貞子の生き方  

 289.3-Ru エルノー・ルービック 四角六面 キューブとわたし  

地理・紀行 290    

 290-C 地球の歩き方編集室 世界の祝祭(地球の歩き方 Ｗ)  

社会科学 300    



 302.1-Sa 佐藤 智恵‖編著 コロナ後 ハーバード知日派１０人が語る未来(新潮新書)  

 302.25-I 池亀 彩 インド残酷物語(集英社新書)  

 304-Ta オードリー・タン‖語り まだ誰も見たことのない「未来」の話をしよう  

政治 310    

 310.4-N 中島 岳志，若松 英輔 いのちの政治学  

 312.1-H 本間 康司 覚えておきたい総理の顔１００  

 316.1-Sa 齋藤 純一 平等ってなんだろう？  

 316.1-Wi カトリーヌ・ヴィトール・ド・ヴァンダン‖編 地図とデータで見る人権の世界ハンドブック  

 317.75-Ku 久保 正行 君は一流の刑事になれ  

法律 320    

 320-O 小貫 篤 法は君のためにある(ちくまＱブックス)  

 323.149-N 南部 義典 超早わかり国民投票法入門 改訂新版  

 324.9-Ku 栗田 路子，他 夫婦別姓(ちくま新書)  

経済 330    

 331-N 日本経済新聞社‖編 経済学名著と現代  

 336.55-Ka 亀谷 誠一郎 通過率８４．６％のプロが教える資料作成＆プレゼン大全  

 338.07-N 日本証券業協会‖編著 金融経済教育の課題と展開  

 338.155-Y 山崎 将志 父さんが子供たちに７時間で教える株とお金儲けの教養。  

社会 360    

 364.6-Ma マンガデザイナーズラボ‖まんが 年金のひみつ  

 366.29-P 飯島 一孝 弁護士になるには 改訂版(なるにはＢＯＯＫＳ)  

 366.29-P 小杉 眞紀 アニメ業界で働く  

 367.3-Ta 田房 永子 なぜ親はうるさいのか(ちくまＱブックス)  

 367.3-Tr リズ・トリンダー他 養子縁組の再会と交流のハンドブック  

 369.4-O 大久保 真紀 児童養護施設の子どもたち  

 369.43-N 楢原 真也 児童養護施設で暮らすということ  

 369.43-Y 吉田 菜穂子 里親になりませんか  

教育 370    

 375-Ka 鎌田 浩毅 １００年無敵の勉強法(ちくまＱブックス)  

 375-Ka 片岡 則夫 マイテーマの探し方(ちくまＱブックス)  

 376.8-N 元木 裕 社会福祉学部  

 376.87-Ki  共通テスト過去問研究数学１・Ａ／２・Ｂ ２０２３年版  

 376.87-Ki  共通テスト過去問研究英語 ２０２３年版  

 376.87-Ki  共通テスト過去問研究国語 ２０２３年版  

 376.87-Ki  共通テスト過去問研究世界史Ｂ ２０２３年版  



 376.87-Ki  共通テスト過去問研究地理Ｂ ２０２３年版  

 376.87-Ki  共通テスト過去問研究現代社会 ２０２３年版  

 376.87-Ki  共通テスト過去問研究地学基礎 ２０２３年版  

 376.87-Ki  共通テスト過去問研究生物／生物基礎 ２０２３年版  

 376.87-Ki  共通テスト過去問研究物理／物理基礎 ２０２３年版  

 376.87-Ki  共通テスト過去問研究政治・経済 ２０２３年版  

 376.87-Ki  共通テスト過去問研究倫理，政治・経済／倫理 ２０２３年版  

 376.87-Ki  共通テスト過去問研究化学／化学基礎 ２０２３年版  

 376.87-Ki  共通テスト過去問研究日本史Ｂ ２０２３年版  

 377.13-Sa 桜井 良 大学教員を目指す若者へ  

民俗学 380    

 382.11-H 北海道博物館‖編 アイヌのくらし  

 383.8-Ko 小泉 武夫 世界一くさい食べもの(ちくまＱブックス)  

自然科学 400    

 404-H 子供の科学編集部‖編 自然の一生図鑑  

 407-N 中村 陽子 理系脳をつくる食べられる実験図鑑  

物理学 420    

 425-Ki  光(ニュートン式超図解 最強に面白い！！)  

 427-H 堀越 智，他 光・電波・電磁波の基本と応用がよくわかる本  

宇宙科学 440    

 440-H 平松 正顕 宇宙はどのような姿をしているのか  

地球科学 450    

 451.28-Mi 水野 敏明 元校長が、６９歳で気象予報士になっちゃった  

 452-Do ＤＫ社‖編 まるごとわかる！海の科学大図鑑  

 452.96-Su 杉山 慎 南極の氷に何が起きているか(中公新書)  

 456-Ko 小白井 亮一 楽しい地層図鑑  

生物科学 460    

 460.79-Se 生物分類技能検定事務局‖編 2022 年度 生物分類技能検定 試験問題集 : 3級・4 級  

植物学 470    

 471-I 稲垣 栄洋 植物たちのフシギすぎる進化(ちくまＱブックス)  

動物学 480    

 480.76-J  ＃かわいい＃楽しい＃癒し＃水族館に行こう  

 480.76-J  ＃かわいい＃楽しい＃癒し＃動物園に行こう  

 480.9-N 山と溪谷社いきもの部‖編 いきもの六法  

 488.99-H 樋口 広芳 ニュースなカラス、観察奮闘記  



 489.57-Ku 黒柳徹子と仲間たち パンダとわたし  

 489.6-Ma 松田 純佳 クジラのおなかに入ったら  

医学 490    

 490-O 奥 真也 未来の医療で働くあなたへ(１４歳の世渡り術)  

 491.3-Ki  人体 取扱説明書編(ニュートン式超図解 最強に面白い！！)  

 491.33-I 石田 浩司 呼吸の科学(ブルーバックス)  

 496.9-I 伊藤 亜紗 きみの体は何者か(ちくまＱブックス)  

技術・工学 500    

 501.83-Sh  ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ １  

建設工学 510    

 519.3-H 北海道開発協会‖編集 北海道における脱炭素社会に向けた取組み  

建築学 520    

 523.33-Ri マシュー・ライス 英国建築の解剖図鑑  

機械工学 530    

 538.9-Ka 片山 俊大 超速でわかる！宇宙ビジネス  

電気工学 540    

 549.8-Ma 牧本 次生 日本半導体復権への道(ちくま新書)  

生活科学 590    

 596.21-D 土井 善晴，土井 光 お味噌知る。  

 596.37-Sa 佐藤 政人 世界のサラダ図鑑  

産業 600    

農業 610    

 611.32- 井出 留美 ＳＤＧｓ時代の食べ方(ちくまＱブックス)  

 616.2-H 北海道開発協会 おいしい北海道米ができるまで  

 619.3-Se 製粉振興会‖編 小麦粉の魅力  

園芸 620    

 626-F 藤井 雅人 仲卸人が教える本当においしい野菜・果物の見分け方  

畜産業 640    

 648.9-I 稲井 謙一 ゼライスのキセキ  

 649.89-A 浅川 満彦 野生動物の法獣医学  

林業 650    

 650.4-Ta 田中 淳夫 虚構の森  

商業 670    

 674.3-I ｉｎｇｅｃｔａｒ−ｅ マネするだけでセンスのいいフォント  

通信事業 690    



 699.64-Ka 金平 茂紀 筑紫哲也 「ＮＥＷＳ２３」とその時代  

芸術・美術 700    

 702.099-H 早坂 優子 鑑賞のためのキリスト教美術事典  

絵画 720    

 724-Ed ベティ・エドワーズ 脳の右側で描け 決定版 新装版  

 726.1-N 野田 サトル ゴールデンカムイ ２７  

 726.6-En ペーター・ヴァン・デン・エンデ 旅する小舟  

 727-Ko 児山 啓一 世界ピクト図鑑  

工芸 750    

 750.21-H 八條 忠基 宮廷のデザイン  

言語 800    

 801.7-Ka 白水社編集部‖編 『その他の外国文学』の翻訳者  

 809.2-Su 鈴木 深雪 １０歳から知っておきたい魔法の伝え方  

(外国語) 820    

 830.4-Sa 里中 哲彦 そもそも英語ってなに？  

 837.5-Ka 金原 瑞人 翻訳エクササイズ  

文学 900    

 901.1-Y 吉増 剛造 詩とは何か(講談社現代新書)  

 902.3-Y 山北 篤 シナリオのためのファンタジー事典  

日本文学 910    

 910.264-Ki 菊池 良 タイム・スリップ芥川賞  

 913.6-A あさの あつこ 彼女が知らない隣人たち  

 913.6-F 藤沢 周平 決闘の辻(新潮文庫)  

 913.6-H 畠中 恵 御坊日々  

 913.6-H 早見 和真 八月の母  

 913.6-Ka 河野 裕 さよならの言い方なんて知らない。６(新潮文庫)  

 913.6-Ki 喜多 みどり 弁当屋さんのおもてなし〔１０〕(角川文庫)  

 913.6-Ki 木内 昇 剛心  

 913.6-Ko こまつ あやこ ポーチとノート  

 913.6-Ko 小手鞠 るい 文豪中学生日記  

 913.6-Mi 三萩 せんや 七夕の夜におかえり  

 913.6-Mo 望月 麻衣 京都寺町三条のホームズ１８(双葉文庫)  

 913.6-N 中島 要 大江戸少女カゲキ団５(ハルキ文庫)  

 913.6-O 尾崎 世界観 母影  

 913.6-Sa 佐藤 亜紀 喜べ、幸いなる魂よ  



※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-Se 瀬川 貴次 ばけもの好む中将１１(集英社文庫)  

 913.6-Su 雀野 日名子 かぐや姫、物語を書きかえろ！  

 913.6-Ta 田井 ノエル 道後温泉湯築屋９(双葉文庫)  

 913.6-Ta 田井 ノエル 道後温泉湯築屋８(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。１１(角川文庫)  

 913.6-Ts 辻堂 ゆめ 卒業タイムリミット(双葉文庫)  

 913.6-Ts 辻堂 ゆめ いなくなった私へ(宝島社文庫)  

 913.6-Ts 辻堂 ゆめ 君の想い出をください、と天使は言った(角川文庫)  

 913.6-Ts 月村 了衛 脱北航路  

 913.6-U 上橋 菜穂子 香君 上 西から来た少女  

 913.6-U 上橋 菜穂子 香君 下 遥かな道  

 613.68-E エブリスタ‖編 ５分後に妖しい異世界のラスト  

 613.68-E エブリスタ‖編 ５分後に涙腺崩壊のラスト  

(外国文学) 920    

 929.13-Mi ミン ジヒョン 僕の狂ったフェミ彼女  

 930.29-To 都甲 幸治 教養としてのアメリカ短篇小説  

 933.7-Ga Neil Gaiman Coraline  

 933.7-Le Harper Lee To kill a mockingbird  

 933.7-Pe キャロル・アントワネット・ピーコック 赤い糸でむすばれた姉妹  

 933.7-Sc V.E. Schwab The invisible life of Addie Larue  

 933.7-We Sarah Weeks Save me a seat  

 949-Pe エルス・ペルフロム どんぐり喰い  

 986-Al スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ‖原著 戦争は女の顔をしていない２  

 986-Al スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ‖原著 戦争は女の顔をしていない３  


