
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  

新聞 070    

 070.21-Mi 三浦 英之，阿部 岳 フェンスとバリケード  

 070.4-Su 杉田 弘毅 国際報道を問いなおす(ちくま新書)  

 070.67-Sa 鮫島 浩 朝日新聞政治部  

 071-A  朝日新聞縮刷版 ＮＯ．１２１４  

哲学 100    

 104-Ta 高橋 昌一郎 実践・哲学ディベート(ＮＨＫ出版新書)  

心理学 140    

 141.5-N  ひらめきスイッチ大全  

 141.5-U 上市 秀雄 後悔を活かす心理学(中公新書)  

倫理学 150    

 158-Ma 真山 仁 “正しい”を疑え！(岩波ジュニア新書)  

 159.4-Ka 金山 宣夫 ドラッカー「答えのない時代」をどう生きるか  

 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  

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

神道 170    

 175-A  世界遺産の神社  

キリスト教 190    

 192-Su 杉崎 泰一郎 世界を揺るがした聖遺物  

歴史 200    

日本史 210    

 210.04-H 本郷 和人 日本史を疑え(文春新書)  

 210.1-A 朝日新聞出版∥編 再現イラストでよみがえる日本史の現場  

 210.12-Sa 佐藤 信∥編 世界遺産の日本史(ちくま新書)  

 210.19-H 本郷 和人∥監修 日本の合戦解剖図鑑  

 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)  

 210.25-Ta 竹倉 史人 土偶を読む図鑑  

 210.4-Mi 三枝 暁子 日本中世の民衆世界(岩波新書)  

 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-H 平井 美帆 ソ連兵へ差し出された娘たち  

 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    

 232.8-Mo 本村 凌二 古代ポンペイの日常生活(祥伝社新書)  

伝記 280    

 289.1-Ta 高橋 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  

 291.62-H 平井 美津子∥文 観光コースでない京都  

 291.83-E エス・ピー・シー∥編 愛媛本 2022 愛媛県公式観光・レジャーガイドブック  

社会科学 300    

 302.224-A 赤松 美和子ほか∥編著 台湾を知るための７２章  

 302.38-I 池上 彰 池上彰の世界の見方 東欧・旧ソ連の国々  

 304-O ユヴァル・ノア・ハラリほか コロナ後の未来(文春新書)  

政治 310    

 311.7-N 成田 悠輔 ２２世紀の民主主義(ＳＢ新書)  

 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)  

 315.1-Ku 蔵前 勝久 自民党の魔力(朝日新書)  

 315.1-N 中北 浩爾 日本共産党(中公新書)  

 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   

 319-Wa ケネス・ウォルツ 国際政治の理論  

 319.3-Ko 高坂 正尭 古典外交の成熟と崩壊 １  

 319.3-Ko 高坂 正尭 古典外交の成熟と崩壊 ２  

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

経済 330    

 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)  

 334.3-Ma 毎日新聞取材班 世界少子化考  

 334.31-Br メアリー・Ｃ・ブリントン 縛られる日本人(中公新書)  

 334.31-H 速水 融 歴史人口学で見た日本(文春新書)  

社会 360    

 366.29-N 二村 大輔∥絵 宇宙人とみつける仕事図鑑  

 366.29-P 山本 健翔 声優になるには  

 367.1-Sh 清水 晶子 フェミニズムってなんですか？(文春新書)  



 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-Sh 澁谷 智子 ヤングケアラーってなんだろう(ちくまプリマー新書)  

 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  

 369.27-F 藤木 和子 「障害」ある人の「きょうだい」としての私  

教育 370    

 370-H 広田 照幸 学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか(ちくまプリマー新書)  

 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！  

 372-Ki キリーロバ・ナージャ ６カ国転校生ナージャの発見  

 376.8-N 橋口 佐紀子 歯学部 中高生のための学部選びガイド  

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

民俗学 380    

 383.8-Y 山田 七絵∥編 世界珍食紀行(文春新書)  

 383.9-Ki 菊地 ひと美 江戸で部屋さがし  

 388.1-Ku 倉持 よつば 桃太郎は嫁探しに行ったのか？  

国防･軍事 390    

 392.1076-C 千々和 泰明 戦後日本の安全保障(中公新書)  

自然科学 400    

数学 410    

 410.78-Su 数学オリンピック財団∥編 ジュニア数学オリンピック ２０１７－２０２２  

物理学 420    

 420-Ko こーじ 理系じゃなくてもハマる面白さ！ゼロからわかる物理エンジン  

宇宙科学 440    

 440.12-Ta 高水 裕一 宇宙の秘密を解き明かす２４のスゴい数式(幻冬舎新書)  

地球科学 450    

 457.87-Ko 小林 快次 恐竜まみれ(新潮文庫)  

 459.7-Su 諏訪 恭一ほか 起源がわかる宝石大全  

動物学 480    

 480.4-St ハラルト・シュテュンプケ 鼻行類 新しく発見された哺乳類の構造と生活  

 481.37-I 入倉 隆 奇想天外な目と光のはなし  

 485.3-Ta 竹下 文雄 カニの歌を聴け(新・動物記 ５)  

 487.79-B バットフィッシャーアキコ バットフィッシュ世界一のなぞカワくん  

 488.45-Sh 柴田 佳秀 となりのハト 身近な生きものの知られざる世界  

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！！)  



 491.37-Ka  カンデル神経科学 第 2版  

 491.69-O 奥田 昌子 日本人の「遺伝子」からみた病気になりにくい体質のつくりかた(ブルーバックス)  

 493.152-Ta 高峰 武 水俣病を知っていますか  

 493.764-Ha アンデシュ・ハンセン ストレス脳(新潮新書)  

 493.87-N 中村 祐輔 ゲノムに聞け(文春新書)  

 495.43-Y 善方 裕美∥監修 女性の生き方を左右する子宮のきほん  

 498-Sa ジェラール・サレムほか 地図とデータで見る健康の世界ハンドブック  

 498.14-Ta 高須賀 とき ほんとうの医療現場の話をしよう  

技術・工学 500    

 502.1-Sa 左巻 健男∥編著 日本人なら知っておきたい世界が驚く日本のすごい科学と技術  

建築学 520    

 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  

海洋工学 550    

 559.02-A 安斎 育郎 戦争と科学者  

 559.3-H 樋口 健二∥写真 毒ガスの島 増補新版  

製造工学 580    

 586.3-Lo ジャック・ルール リネンの歴史とその関連産業(文庫クセジュ)  

生活科学 590    

 596.2-O 荻野 恭子 おうちでできる世界のおそうざい  

 596.9-Ka 加納 亜美子ほか あたらしい洋食器の教科書  

産業 600    

 609-N 中田 宗隆ほか きちんと単位を書きましょう  

農業 610    

 611.3-I ワールド・ビジョン・ジャパン∥編著 いのちのバトンをつなぎたい  

園芸 620    

 627.85-B ビリ 植物との暮らし方超入門 これで私も枯らさない人  

商業 670    

 675.4-W 藁谷 友紀∥編著 スマート物流  

運輸・交通 680    

 686.22-Ko 小牟田 哲彦 アジアの停車場  

芸術・美術 700    

彫刻 710    

 718-Y 薬師寺 君子 日本の仏像 写真・図解  



演劇 770    

 778.04-Ki 北村 紗衣 お嬢さんと嘘と男たちのデス・ロード  

スポーツ 780    

 783.7-Su 鈴木 忠平 嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか  

言語 800    

 801.8-Ni ゾラン・ニコリッチ あなたの知らない、世界の希少言語  

 804-Ka 川原 繁人 フリースタイル言語学  

日本語 810    

 810.2-Ma 松本 修 言葉の周圏分布考(インターナショナル新書)  

 810.7-O 大森 和夫，大森 弘子∥編著 日本という国  

 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)  

 814.6-H 堀越 英美 エモい古語辞典  

 814.7-Z 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)  

(外国語) 820    

 829.1-Ku 黒田 勝弘 韓国語楽習法(角川新書)  

文学 900    

 901.3-Y 吉田 篤弘 物語のあるところ(ちくまプリマー新書)  

 904-Ts 津村 記久子 やりなおし世界文学  

日本文学 910    

 910.268-Ka 海堂 尊 森鴎外(ちくまプリマー新書)  

 910.263-Ta 高橋 源一郎 ぼくらの戦争なんだぜ(朝日新書)  

 913.6-I 柞刈 湯葉 まず牛を球とします。  

 913.6-Ka 川和田 恵真 マイスモールランド  

 913.6-Ka 川村 元気，近藤 麻理恵 おしゃべりな部屋  

 913.6-Ki 如月 かずさ スペシャルＱトなぼくら  

 913.6-Ku 黒川 博行 喧嘩(角川文庫)  

 913.6-Ku 黒川 博行 泥濘(角川文庫)  

 913.6-Ku 楠谷 佑 ルームメイトと謎解きを  

 913.6-Ma 町田 そのこ 宙ごはん  

 913.6-Ma まさき としか レッドクローバー  

 913.6-Mi 宮部 みゆき 子宝船(きたきた捕物帖 ２)  

 913.6-Se 瀬尾 まいこ 夏の体温  

 913.6-Se 瀬尾 まいこ 掬えば手には  

 913.6-Sh 白尾 悠 いまは、空しか見えない(新潮文庫)  

 913.6-Ta 瀧羽 麻子 博士の長靴  



※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。 

 913.68-E エブリスタ∥編 ５分後に衝撃のどんでん返し  

 913.68-Se  青春サプリ。〔６〕好きだから負けたくない  

 913.68-Se  青春サプリ。〔７〕自分らしくあるために  

 913.68-Se  青春サプリ。〔８〕この一瞬にすべてを  

 916-N 永田 豊隆 妻はサバイバー  

 916-U 上田 啓太 人は２０００連休を与えられるとどうなるのか？  

(外国文学) 920    

 923.7-R 劉 慈欣 三体 ３上(死神永生)  

 923.7-R 劉 慈欣 三体 ３下(死神永生)  

 929.13-I イ ギョンヘ ある日、僕が死にました  

 933.7-Ch エイダン・チェンバーズ おれの墓で踊れ(徳間文庫)  

 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)  

 933.7-Cl スザンナ・クラーク ピラネージ  

 933.7-Ka エリカ・カッツ ボーイズクラブの掟(ハヤカワ・ミステリ文庫)  

 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  


