
分類 番号 著者名 タイトル 備考 

総記 000    

 007.35-A 天羽 健介，増田 雅史∥編著 ＮＦＴの教科書  

(図書館学) 010    

 019.12-Ka 本要約チャンネル 「読む」だけで終わりにしない読書術  

新聞 070    

 070.21-Mi 三浦 英之，阿部 岳 フェンスとバリケード  

 071-A  朝日新聞縮刷版 ＮＯ．１２１３  

 071-A  朝日新聞縮刷版 ＮＯ．１２１４  

哲学 100    

哲学各論 110    

 116-Po ウィリアム・パウンドストーン パラドックス大全  

心理学 140    

 141.5-N  ひらめきスイッチ大全  

 141.5-Sa 佐宗 邦威 模倣と創造 １３歳からのクリエイティブの教科書  

 141.51-Ta 情報文化研究所 情報を正しく選択するための認知バイアス事典  

倫理学 150    

 158-Ma 真山 仁 “正しい”を疑え！（岩波ジュニア新書）  

 159-Cl ドナルド・Ｏ・クリフトン，トム・ラス 心のなかの幸福のバケツ  

 159-H 堀 正岳 ライフハック大全  

 159.4-Sa サラタメ 真の「安定」を手に入れるシン・サラリーマン  

 159.4-Ta 高嶋 ちほ子 必ず役立つ！「○○業界の法則」事典（ＰＨＰ文庫）  

 159.7-Ku 熊谷 雅之，福井 洸輔 中学校に行くのが楽しくなる本  

宗教 160    

 164-O 沖田 瑞穂 躍動する女神たち（岩波ジュニア新書）  

歴史 200    

日本史 210    

 210.25-Mi 水ノ江 和同 縄文人は海を越えたか？  

 210.25-N 根岸 洋 縄文と世界遺産（ちくま新書）  

 210.4-Mi 三枝 暁子 日本中世の民衆世界（岩波新書）  

 210.42-N 西田 友広 １６テーマで知る鎌倉武士の生活（岩波ジュニア新書）  

 210.6-Te 皓星社編集部∥編 〈記憶の継承〉ミュージアムガイド  

 210.75-Mo 森 重昭 原爆で死んだ米兵秘史(光人社ノンフィクション文庫)  

 212.03-Y  陸奥と渡島  

 215.505-Ku 久住 祐一郎 江戸藩邸へようこそ（インターナショナル新書）  



 219.7-F 麓 純雄 奄美の歴史入門  

 219.91-N 西高辻 信宏 他∥編 大学的福岡・太宰府ガイド  

（外国史） 220    

 223.807-N 中西 嘉宏 ミャンマー現代史（岩波新書）  

 223.99-I 岩崎 育夫 物語シンガポールの歴史（中公新書）  

 238.6-KO 小山 哲，藤原 辰史 中学生から知りたいウクライナのこと  

伝記 280    

 289.1-I 石村 博子 ピリカチカッポ 美しい鳥  

 289.1-Ta 髙橋 裕子 津田梅子（岩波ジュニア新書）  

地理・紀行 290    

 291.093-N ＮＰＯ法人フォトカルチャー倶楽部∥編 日本で最も美しい村オフィシャルガイド  

 291.23-Jt  るるぶ仙台松島宮城 ’２３（るるぶ情報版）  

 291.43-A 秋元 雄史 おどろきの金沢（講談社＋α新書）  

 291.43-Jt  金沢完全版 〔２０２２〕  

 291.43-Jt  ニッポンを解剖する！金沢能登図鑑  

 291.43-Ma  金沢 ｍｉｎｉ ’２３（まっぷるマガジン）  

 291.53-Ko  飛騨高山・白川郷 ３版（ことりっぷ）  

 291.55-Jt  るるぶ名古屋 ’２３（るるぶ情報版）  

 291.73-Jt  るるぶ松江出雲’２３（るるぶ情報版）  

 291.73-Ma  松江・出雲’２３（まっぷるマガジン）  

 291.73-N 穂坂 豊∥写真 世界遺産石見銀山を歩く  

 291.75-Jt  るるぶ岡山倉敷’２３（るるぶ情報版）  

 291.76-Jt  るるぶ広島 宮島’２３（るるぶ情報版）  

 291.76-Ma  広島・宮島 ｍｉｎｉ ’２３（まっぷるマガジン）  

 291.8-Jt  るるぶ四国 ’２３（るるぶ情報版）  

 291.8-Ma  四国 ’２３（まっぷるマガジン）  

 291.80-Jt  四国（ココミル）  

 291.83-E エス・ピー・シー∥編 愛媛本 ２０２２  

 291.91-Jt  福岡太宰府柳川（ココミル）  

 291.93-Jt  るるぶ長崎 ’２３（るるぶ情報版）  

 291.97-C  奄美大島喜界島加計呂麻島 改訂第３版(地球の歩き方 ＪＡＰＡＮ 島旅)  

 292.399-C  シンガポール 改訂第２版（地球の歩き方 Ｐｌａｔ）  

 292.399-C 地球の歩き方編集室∥編 シンガポール ２０２０～２０２１年版(地球の歩き方Ｄ)  

 292.399-Ma  シンガポールｍｉｎｉ ’２１最新版(マップルマガジン 海外)  

 292.399-Ta 田村 慶子 シンガポールの基礎知識  



社会科学 300    

 302.22-A 青樹 明子 家計簿からみる中国今ほんとうの姿  

 302.224-A 赤松 美和子，若松 大祐∥編著 台湾を知るための７２章  

 302.2399-Mi 峯山 政宏 なぜ？シンガポールは成功し続けることができるのか  

 302.33-B ブレイディみかこ ジンセイハ、オンガクデアル（ちくま文庫）  

 304-O ユヴァル・ノア・ハラリ 他 コロナ後の未来（文春新書）  

 304-Sh 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 ＶＩＳＩＯＮＡＲＹ １４歳の特別授業  

政治 310    

 312.1-N 西田 亮介 ぶっちゃけ、誰が国を動かしているのか教えてください  

 312.2399-H 久末 亮一 転換期のシンガポール  

 312.3-H 橋場 弦 古代ギリシアの民主政（岩波新書）  

 312.53-W 渡辺 靖 アメリカとは何か（岩波新書）  

 312.9-Sa 佐藤 優∥監修 佐藤優の地政学入門  

 316-1-Se 国際基督教大学∥英訳 世界人権宣言 ビジュアル版  

 318.281-Ka 笠松 和市，佐藤 由美 持続可能なまちは小さく、美しい 上勝町の挑戦  

 318.6-Ki 木下 斉 地方創生大全  

 319.8-O 太田 昌克 他 核兵器について、本音で話そう（新潮新書）  

法律 320    

 326.41-H 平野 啓一郎 死刑について  

経済 330    

 331-I 池上 彰∥監修 池上彰の行動経済学入門  

 331.72-Ha フリードリヒ.A.ハイエク 隷従への道 要約版 寄贈 

 332.107-Mo 森永 康平 スタグフレーションの時代（宝島社新書）  

 333.6-O 大村 大次郎 お金で読み解く世界のニュース（ＰＨＰ新書）  

 335.13-Sa 澤田 秀雄 運をつかむ技術 １８年間赤字のハウステンボスを１年で黒字化した秘密  

 335.2155-A カーネルコンセプト∥編著 愛知ブランド企業の底ヂカラ Ｖｏｌ．２  

 335.2155-N 日本経済新聞社∥編 ナゴヤが生んだ「名」企業  

 335.2155-N 日本経済新聞社∥編 ナゴヤが生んだ「名」企業 続  

 336.1-Ko 近藤 哲朗 ビジネスモデル２．０図鑑  

社会 360    

 361.45-Ki 吉川 肇子 リスクを考える（ちくま新書）  

 366.29-P 三上 美絵 土木技術者になるには  

 368.6-Ta 高橋 ユキ 逃げるが勝ち 脱走犯たちの告白（小学館新書）  

 368.7-Ka 川名 壮志 記者がひもとく「少年」事件史（岩波新書）  

 369.2-Sh 篠原 匡 誰も断らない こちら神奈川県座間市生活援護課  



教育 370    

 372-Ki キリーロバ・ナージャ ６カ国転校生ナージャの発見  

 375-Ka 河出書房新社∥編 嫌いな教科を好きになる方法、教えてください！  

 375-P パク ソンヒョク 勉強が面白くなる瞬間  

 375.17-I 今井 むつみほか 算数文章題が解けない子どもたち  

 377.28- 小川 彰 世界一の地域医療を目指して 岩手医科大学物語  

 378.28-Sh 手話教室華乃樹∥監修 やさしくわかるはじめての手話  

国防･軍事 390    

 392.1076-U 上野 友子，武石 恵美子 女性自衛官（光文社新書）  

自然科学 400    

地球科学 450    

 453.8215-Ma 萬年 一剛 富士山はいつ噴火するのか？（ちくまプリマー新書）  

生物科学 460    

 462.197-H 奄美市立奄美博物館∥編 博物館が語る奄美の自然・歴史・文化  

 462.197-Sa 鮫島 正道 奄美大島・徳之島の自然 上巻  

 462.197-Sa 鮫島 正道 奄美大島・徳之島の自然 下巻  

 462.197-Ts 常田 守，外尾 誠 奄美の自然入門  

動物学 480    

 481.37-I 入倉 隆 奇想天外な目と光のはなし  

 486.42-Y 柳澤 静磨 「ゴキブリ嫌い」だったけどゴキブリ研究はじめました  

医学 490    

 491.3-N  人体 病気編(ニュートン式超図解最強にわかる！！)  

 492.916-N 日本看護協会出版会編集部∥編 ナース発東日本大震災レポート  

 493.152-Ta 高峰 武 水俣病を知っていますか  

 498-Sa ジェラール・サレム，フロランス・フルネ 地図とデータで見る健康の世界ハンドブック  

 488.45-Sh 柴田 佳秀 となりのハト  

 498.55-Sa 佐藤 成美 本当に役立つ栄養学（ブルーバックス）  

 493.87-N 中村 祐輔 ゲノムに聞け（文春新書）  

 498.89-Ka  救命 東日本大震災、医師たちの奮闘（新潮文庫）  

 498.89-Y 石巻赤十字病院，由井 りょう子 石巻赤十字病院の１００日間 増補版（小学館文庫）  

技術・工学 500    

 501.6-F 古舘 恒介 エネルギーをめぐる旅  

 501.6-Mo 森川 潤 グリーン・ジャイアント 脱炭素ビジネスが世界経済を動かす(文春新書)  

建設工学 510    

 518.52-Y 山谷 修作 ごみゼロへの挑戦  



 519-F 藤岡 達也 一億人のＳＤＧｓと環境問題  

 519-Ha ポール・ホーケン∥編著 リジェネレーション〈再生〉 気候危機を今の世代で終わらせる  

 519.2194-Ku 熊本学園大学水俣学研究センター∥編著 水俣病を学ぶ、水俣の歩き方  

 523.176-A アーキウォーク広島∥編著 アーキマップ広島  

機械工学 530    

 536-Ma 「旅と鉄道」編集部∥編 事業用車両の世界  

 537.067-O ＯＪＴソリューションズ トヨタ仕事の基本大全  

海洋工学 550    

 559.3-H 樋口 健二∥写真 毒ガスの島 増補新版  

 559.3-Y 行武 正刀∥編著 一人ひとりの大久野島  

生活科学 590    

 596-Y ｙｕｋｏ ほぼ材料３つのごちそう献立  

 596.65-W 若山 曜子 いちごのお菓子  

産業 600    

 600-Mi  るるぶどこからきたの？食べもの＆くらしイラスト大図鑑  

 601.173-Ma 松場 登美 過疎再生奇跡を起こすまちづくり  

 601.182-H 原田 保，岡田 好平∥編著 瀬戸内・小豆島  

 601.182-Ts 椿 昇，他∥編著 小豆島にみる日本の未来のつくり方  

芸術・美術 700    

 706.9-A 秋元 雄史 直島誕生  

 706.9-F 福武 總一郎 他 直島瀬戸内アートの楽園  

絵画 720    

 724.4-U 上田 耕造 イチバン親切な水彩画の教科書  

演劇 770    

 778.04-I 稲田 豊史 映画を早送りで観る人たち（光文社新書）  

スポーツ 780    

 783.7-Ta 田口 耕二 今すぐ実践できる！高校野球メンタルトレーニング  

 786.1-Ko 小林 元喜 さよなら、野口健  

諸芸・娯楽 790    

 796-Ta 高橋 茂雄 すごすぎる将棋の世界  

言語 800    

 801.01-Mi 三木 那由他 言葉の展望台  

日本語 810    

 811.7-Y 山口 謠司 てんまる 日本語に革命をもたらした句読点(ＰＨＰ新書)  

 814.7-W 造事務所 いまさら聞けない「ヨコ文字」事典（イースト新書Ｑ)  



 816-I 印南 敦史 「書くのが苦手」な人のための文章術  

(外国語) 820    

 867.8-H 平見 尚隆，Martha Hidalgo 図解スペイン語日常会話ニュアンス使い分けブック  

文学 900    

日本文学 910    

 913.6-A 青山 美智子 ただいま神様当番（宝島社文庫）  

 913.6-H はやみね かおる 都会のトム＆ソーヤ １８  

 913.6-H はやみね かおる 都会のトム＆ソーヤ １９  

 913.6-Ka 川村 元気，近藤 麻理恵 おしゃべりな部屋  

 913.6-Ku 黒川 博行 暗礁 上（幻冬舎文庫）  

 913.6-Ku 黒川 博行 暗礁 下（幻冬舎文庫）  

 913.6-Ku 黒川 博行 国境 上（文春文庫）  

 913.6-Ku 黒川 博行 国境 下（文春文庫）  

 913.6-Ku 黒川 博行 疫病神（新潮文庫）  

 913.6-Ku 黒川 博行 螻蛄（新潮文庫）  

 913.6-Ma まさき としか 完璧な母親（幻冬舎文庫）  

 913.6-Ma まさき としか レッドクローバー  

 913.6-Mi 三浦 綾子 塩狩峠 横書き・総ルビ 寄贈 

 913.6-Mi 三浦 綾子 泥流地帯 横書き・総ルビ 寄贈 

 913.6-Mi 三浦 綾子 続泥流地帯 横書き・総ルビ 寄贈 

 913.6-Mi 三浦 綾子 銃口 上（角川文庫）  

 913.6-Mi 三浦 綾子 銃口 下（角川文庫）  

 913.6-N 凪良 ゆう 汝、星のごとく  

 913.6-N 中山 七里 死にゆく者の祈り（新潮文庫）  

 913.6-N 名取 佐和子 図書室のはこぶね  

 913.6-O 奥泉 光 ゆるキャラの恐怖 桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活 2(文春文庫)  

 913.6-Se 瀬尾 まいこ 掬えば手には  

 913.6-So そえだ 信 掃除機探偵の推理と冒険（ハヤカワ文庫）  

 913.6-Ta 瀧羽 麻子 博士の長靴  

 916-D 出口 治明 復活への底力（講談社現代新書）  

 919.5-I 揖斐 高 江戸漢詩の情景（岩波新書）  

(外国文学) 920    

 933.7-Ch アガサ・クリスティー オリエント急行の殺人（ハヤカワ文庫）  

 933.7-Ch アガサ・クリスティー 愛国殺人（ハヤカワ文庫）  

 933.7-Ch アガサ・クリスティー 白昼の悪魔（ハヤカワ文庫）  



※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-Ch アガサ・クリスティー スタイルズ荘の怪事件（ハヤカワ文庫）  

 933.7-Ch アガサ・クリスティー 青列車の秘密（ハヤカワ文庫）  

 933.7-Ch アガサ・クリスティー エッジウェア卿の死（ハヤカワ文庫）  

 933.7-Ch アガサ・クリスティー 三幕の殺人（ハヤカワ文庫）  

 933.7-Ch アガサ・クリスティー メソポタミヤの殺人（ハヤカワ文庫）  

 933.7-Ch アガサ・クリスティー 杉の柩（ハヤカワ文庫）  

 933.7-Ch アガサ・クリスティー 五匹の子豚（ハヤカワ文庫）  

 932.7-Ro J.K. Rowling Fantastic Beasts：The Secrets of Dumbledore  

 933.7-Co Suzanne Collins The Hunger Games  

 933.7-Co Suzanne Collins Catching Fire (The Hunger Games 2)  

 933.7-Co Suzanne Collins Mockingjay (The Hunger Games 3)  

 933.7-Lo Lois Lowry Gathering Blue  

 933.7-Ma Yann Martel Life of Pi  


