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分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 007.13-Mu 武藤 ゆみ子，岡田 浩之 ＡＩとうまくつきあう方法  

 007.35-Ko 小池 政就 中国のデジタルイノベーション(岩波新書)  

 007.37-N 中谷 昇 超入門デジタルセキュリティ（講談社＋α新書）  

 007.64-Wo ワークマンパブリッシング アメリカの中学生が学んでいる１４歳からのプログラミング  

(図書館学) 010    

 015.6-Mu 向井 和美 読書会という幸福(岩波新書)  

 015.6-Ta 竹田 信弥，田中 佳祐 読書会の教室  

 019-F 古市 憲寿 １０分で名著（講談社現代新書）  

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 ２０２２  

新聞 070    

 070-Sh 白戸 圭一 はじめてのニュース・リテラシー（ちくまプリマー新書）  

 070.4-Hi エリオット・ヒギンズ ベリングキャット  

 071-A  朝日新聞縮刷版 ＮＯ．１２１１  

 071-A  朝日新聞縮刷版 ＮＯ．１２１２  

哲学 100    

 104-H 平尾 昌宏 人生はゲームなのだろうか？（ちくまプリマー新書）  

西洋哲学 130    

 131.5-Ku 國方 栄二 哲人たちの人生談義(岩波新書)  

心理学 140    

 141.5-Ta オードリー・タン 天才ＩＴ大臣オードリー・タンが初めて明かす問題解決の４ステップ  

倫理学 150    

 159-F 藤屋 伸二∥監修 １３歳から分かる！人を動かす カーネギー人間関係のレッスン  

 159-Ki 岸見 一郎 絶望から希望へ  

 159.6-Mi 美輪 明宏 乙女の教室（集英社文庫）  

宗教 160    

 164-O 沖田 瑞穂 すごい神話 現代人のための神話学５３講  

仏教 180    

 188.52-Ma 松長 有慶 空海(岩波新書)  

歴史 200    

 209.2-Ca コーディー・キャシディー 人類の歴史をつくった１７の大発見  

 209.5-N  シリーズ歴史総合を学ぶ２(岩波新書)  
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日本史 210    

 210.7-Y 梁 澄子 「慰安婦」問題ってなんだろう？  

 211.8-H 濱口 裕介 「星の城」が見た１５０年 誰も知らない五稜郭  

（外国史） 220    

 251-H 細川 道久∥編著 カナダの歴史を知るための５０章  

伝記 280    

 280.4-Ru アンナ・ラッセル だから私はここにいる 世界を変えた女性たちのスピーチ  

 281.1-H 北海道新聞社∥編 夢ひらく大地 新北海道ひと紀行 寄贈 

 289-Se 中野 勝郎 ワシントン（世界史リブレット人)  

 289.1-Ka 海堂 尊 北里柴三郎（ちくまプリマー新書）  

 289.1-N 下向井 龍彦 平将門と藤原純友（世界史リブレット人）  

 289.2-O 岡本 隆司 曾国藩 「英雄」と中国史(岩波新書)  

地理・紀行 290    

 292-I  地図でスッと頭に入るアジア２５の国と地域  

 292.5-Ku 熊谷 はるか ＪＫ、インドで常識ぶっ壊される  

 293-To  地図でスッと頭に入るヨーロッパ４７カ国  

 295.1-C 地球の歩き方編集室∥編 カナダ西部カナディアン・ロッキーとバンクーバー 2020～2021 年版  

 295.1-C 地球の歩き方編集室∥編 カナダ ２０１９～２０２０年版  

 295.1-H 平間 俊行 カナダの謎  

 295.1-Jt  カナダ（タビトモ）  

 295.1-Jt  るるぶカナダ  

社会科学 300    

 302.1-Pa パーラヴィ・アイヤール 日本でわたしも考えた  

 302.22-N 中島 恵 いま中国人は中国をこう見る  

 302.51-I 日本カナダ学会∥編 現代カナダを知るための６０章 第２版  

 304-I 池上 彰∥監修 これから大人になる君たちへ  

政治 310    

 312.1-Ku 倉山 満 歴史検証なぜ日本の野党はダメなのか？（光文社新書）  

 312.224-Ta オードリー・タン∥〔述〕 オードリー・タンが語るデジタル民主主義（ＮＨＫ出版新書）  

 316.8-Ra アリ・ラッタンシ １４歳から考えたいレイシズム  

 316.853-Wi ヘザー・アンドレア・ウィリアムズ １４歳から考えたいアメリカの奴隷制度  

 318.6-N 中村 稔彦 攻める自治体「東川町」  

法律 320    
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 324.11-J 神内 聡 大人になるってどういうこと？  

 329.36-Sh 白川 優子 紛争地のポートレート  

経済 330    

 331-Ma デーヴィッド・Ａ・メイヤー アメリカの高校生が学んでいる経済の教室  

 333.8-H 原 貫太 あなたとＳＤＧｓをつなぐ「世界を正しく見る」習慣  

社会 360    

 361.4-Ha ジャスティン・ハンコック １０代で知っておきたい「同意」の話  

 361.454-Ka 勝浦 雅彦 つながるための言葉  

 361.454-U 浮世 満理子 ＳＮＳコミュニケーション  

 366.29-H 堀部 伸二，山岸 慎司 １６歳の仕事塾  

 366.29-P 飯島 一孝 外交官になるには（なるにはＢＯＯＫＳ）  

 368.2-Je フィリップ Ｎ．ジェファーソン １４歳から考えたい貧困  

 369.38-Ko 小峯 茂嗣 ぼくはロヒンギャ難民。  

教育 370    

 372.11-Sa 佐竹 直子 獄中メモは問う作文教育が罪にされた時代 寄贈 

 375-A  東大生の勉強法カタログ  

 379.7-N なかむら ゆう 高校生の勉強ノートの作り方  

民俗学 380    

 383.3-I 池谷 和信∥編 アイヌのビーズ  

 383.81-E 「江戸楽」編集部 和菓子のひみつ楽しみ方・味わい方がわかる本  

自然科学 400    

 404-Ca レイチェル・カーソン センス・オブ・ワンダー(新潮文庫)  

 404-Do ジェニファー・ダウドナ他 人類が進化する未来（ＰＨＰ新書）  

 407-U うえたに夫婦 ビーカーくんがゆく！工場・博物館・実験施設  

数学 410    

 410.4-Y 結城 浩 数学ガールの秘密ノート 図形の証明  

物理学 420    

 420.75-U 臼田 孝 宇宙を支配する「定数」（ブルーバックス）  

宇宙科学 440    

 443.9-Y  宇宙の終わり(ニュートン式超図解最強に面白い！！)  

 445.3-U 臼井 寛裕他 火星の歩き方（光文社新書）  

 449.1-Ro デイヴィッド・ルーニー 世界を変えた１２の時計  

地球科学 450    
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 450-Y 山賀 進 なぜ地球は人間が住める星になったのか？（ちくまプリマー新書）  

 450.9-Y 山口 耕生∥監修 絶景の成り立ちを学ぶ  

 451-Mo 森 さやか いま、この惑星で起きていること(岩波ジュニア新書)  

生物科学 460    

 460.4-H 日高 敏隆 世界を、こんなふうに見てごらん（集英社文庫）  

 460.4-Mo 森 昭彦∥監修 ビジュアル「奇怪」生物図鑑２００種  

 468-Ta 高橋 瑞樹 大絶滅は、また起きるのか？(岩波ジュニア新書)  

動物学 480    

 481.78-Ko 小林 朋道 先生、モモンガがお尻でフクロウを脅しています？  

 488.1-U 日本野鳥の会∥編 日本野鳥の会のとっておきの野鳥の授業  

 488.21-F 富士元 寿彦∥写真 鳥たちの３６５日 寄贈 

 489.7-I 入江 尚子 ゾウが教えてくれたこと  

医学 490    

 491.358-Ko  文系のためのよくわかる死とは何か  

 492.53-Su 砂川 玄志郎 人類冬眠計画  

 498.583-I 石黒 成治 医師がすすめる少食ライフ  

 498.583-Ma  食材と栄養素の話  

 498.6-Ta 高梨 ゆき子 命のクルーズ  

技術・工学 500    

 501.6-I 今村 雅人 最新再生可能エネルギーの仕組みと動向がよ～くわかる本  

建設工学 510    

 518.52-To インフォビジュアル研究所 図解でわかる１４歳から知るごみゼロ社会  

 519-I 池原 庸介 最新カーボンニュートラルの基本と動向がよ～くわかる本  

 519-I 伊勢 武史 2050年の地球を予測する（ちくまプリマー新書）  

 519.3-Su すなだ ゆか∥作・絵 はじめての脱炭素  

 519.75-Mi 光田 恵∥編著 トコトンやさしい消臭・脱臭の本  

 519.81-Ku 久保田 潤一 絶滅危惧種はそこにいる（角川新書）  

海洋工学 550    

 556.73-H 半田 滋 戦争と平和の船、ナッチャン  

生活科学 590    

 594-O オルソン恵子 スキル０でも一目でわかるソーイング大全  

 596-A 河出書房新社∥編 生き抜くためのごはんの作り方  

産業 600    
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 601.115-N 日本経済新聞社∥編 北の２００万都市 生らサッポロ  

農業 610    

 611.3-I 井出 留美 食べものが足りない！ 食料危機問題がわかる本  

 611.3-Y 山本 謙治 エシカルフード（角川新書）  

商業 670    

 675-Mi 水越 康介 応援消費（岩波新書）  

運輸・交通 680    

 683.21-H 原田 伸一 海峡の鉄路青函連絡船 寄贈 

芸術・美術 700    

 702.22-Ka 川内 有緒 空をゆく巨人（集英社文庫）  

絵画 720    

 725.4-O 小野 大輔 『黒板アート』のアイデア事典  

 726.1-N 野田 サトル ゴールデンカムイ２８  

 726.1-N 野田 サトル ゴールデンカムイ２９  

 726.1-N 野田 サトル ゴールデンカムイ３０  

 726.1-N 野田 サトル ゴールデンカムイ３１  

写真 740    

 743-O 大村 祐里子 身近なものの撮り方辞典１００  

工芸 750    

 750.211-Y 山崎 幸治 もっと知りたいアイヌの美術  

演劇 770    

 775.7-C 中学校創作脚本集 2022編集委員会‖編 中学校創作脚本集 ２０２２  

スポーツ 780    

 783.1-Sa 佐藤 大吾 折茂武彦弧を描く 寄贈 

言語 800    

 807-Ta 種田 輝豊 ２０カ国語ペラペラ 新版（ちくま文庫）  

日本語 810    

 816.5-O 小熊 英二 基礎からわかる論文の書き方（講談社現代新書）  

(外国語) 820    

 830.4-Su 杉田 敏 英語の新常識（インターナショナル新書）  

 832-Sh 清水 建二 英語の語源大全  

文学 900    

日本文学 910    
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 910.268-Mo 毛利 衛 わたしの宮沢賢治地 球生命の未来圏  

 911.36-Ka 神奈川大学広報委員会∥編 １７音の青春 ２０２０  

 911.36-Ka 神奈川大学広報委員会∥編 １７音の青春 ２０２２  

 911.56-Sa 最果 タヒ さっきまでは薔薇だったぼく  

 916.268-N 中島 国彦 森鴎外 学芸の散歩者（岩波新書）  

 913.6-A 阿部 暁子 また君と出会う未来のために（集英社オレンジ文庫）  

 913.6-A 安壇 美緒 ラブカは静かに弓を持つ  

 913.6-A 青崎 有吾 早朝始発の殺風景(集英社文庫)  

 913.6-A 朝井 まかて ボタニカ  

 913.6-C 知念 実希人 天久鷹央の推理カルテ(新潮文庫)  

 913.6-C 知念 実希人 天久鷹央の推理カルテ２(新潮文庫)  

 913.6-C 知念 実希人 天久鷹央の推理カルテ３(新潮文庫)  

 913.6-C 知念 実希人 天久鷹央の推理カルテ４(新潮文庫)  

 913.6-C 知念 実希人 天久鷹央の推理カルテ５(新潮文庫)  

 913.6-C 知念 実希人 スフィアの死天使(天久鷹央の事件カルテ)  

 913.6-C 知念 実希人 幻影の手術室(天久鷹央の事件カルテ)  

 913.6-C 知念 実希人 火焔の凶器(天久鷹央の事件カルテ)  

 913.6-C 知念 実希人 魔弾の射手(天久鷹央の事件カルテ)  

 913.6-C 知念 実希人 神話の密室(天久鷹央の事件カルテ)  

 913.6-C 知念 実希人 久遠の檻(天久鷹央の事件カルテ)  

 913.6-F 藤岡 陽子 金の角持つ子どもたち(集英社文庫)  

 913.6-H 原田 ひ香 東京ロンダリング（集英社文庫）  

 913.6-H 原田 マハ 丘の上の賢人 旅屋おかえり(集英社文庫)  

 913.6-H 柊 サナカ 天国からの宅配便  

 913.6-H 日向 理恵子 火狩りの王〈外伝〉野ノ日々  

 913.6-I 石田 夏穂 我が友、スミス  

 913.6-Ka 加藤 元 本日はどうされました？（英社文庫）  

 913.6-Ki 樹原 アンミツ 東京藝大仏さま研究室(集英社文庫)  

 913.6-Ki 喜多 喜久 青矢先輩と私の探偵部活動(集英社文庫)  

 913.6-Ko 木原 音瀬 捜し物屋まやま（英社文庫）  

 913.6-Ku 窪 美澄 夜に星を放つ  

 913.6-Ma 町田 そのこ コンビニ兄弟(新潮文庫)  

 913.6-Ma 町田 そのこ コンビニ兄弟 ２(新潮文庫)  
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 913.6-Mi 三川 みり 神欺く皇子 龍ノ国幻想１(新潮文庫)  

 913.6-Mi 三川 みり 天翔る縁 龍ノ国幻想２(新潮文庫)  

 913.6-Mi 三島 由紀夫 花ざかりの森，憂国 新版(新潮文庫)  

 913.6-Mu 村山 早紀 桜風堂夢ものがたり  

 913.6-N 中山 七里 ＴＡＳ 特別師弟捜査員(集英社文庫)  

 913.6-O 奥山 景布子 義時運命の輪（集英社文庫）  

 913.6-Sa 西條 奈加 六つの村を越えて髭をなびかせる者  

 913.6-Sa 彩藤 アザミ エナメル その謎は彼女の暇つぶし（新潮文庫）  

 913.6-Sa 坂上 泉 渚の螢火  

 913.6-Sa 坂本 勤 タマゴマンは中学生 愛蔵版 寄贈 

 913.6-Se 瀬尾 まいこ 春、戻る(集英社文庫)  

 913.6-Sh 白川 紺子 後宮の烏７(集英社オレンジ文庫)  

 913.6-Sh 白河 三兎 冬の朝、そっと担任を突き落とす(新潮文庫)  

 913.6-Ta 竹田 人造 ＡＩ法廷のハッカー弁護士  

 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。１２（角川文庫）  

 913.6-Ta 谷 瑞恵 異人館画廊〔７〕（集英社オレンジ文庫）  

 913.6-To 富安 陽子 博物館の少女  

 913.6-To 友井 羊 放課後レシピで謎解きを(集英社文庫)  

 913.6-Ts 辻堂 ゆめ 今、死ぬ夢を見ましたか(宝島社文庫)  

 913.6-Ts 辻村 七子 宝石商リチャード氏の謎鑑定〔１２〕（集英社オレンジ文庫）  

 913.6-U 宇佐見 りん くるまの娘  

 913.68-E エブリスタ∥編 ５分後に犯人に迫るラスト  

 913.68-Mo 森本 浩平∥編 沖縄。人、海、多面体のストーリー（英社文庫）  

 914.6-Sa 桜木 紫乃 おばんでございます 寄贈 

 916-Ko 今 美幸，今 佐和子 さわこのじてん 寄贈 

(外国文学) 920    

 932.7-Ro J.K. Rowling Fantastic beasts, the crimes of Grindelwald  

 933.7-Lo Lois Lowry The giver  

 933.7-Pa R.J. Palacio Wonder  

 933.7-Ro J. K. Rowling Fantastic Beasts and Where to Find Them  

 933.7-Sa ソフィア・サマター 図書館島（創元推理文庫）  

 933.7-St Rebecca Stead Liar and Spy  

 933.7-Ya ケリー・ヤン わたしのアメリカンドリーム  
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※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。 

 953.7-Mu ギヨーム・ミュッソ 夜と少女(集英社文庫)  


