
別置記号
分類

書名 巻次 著者名 出版者

002.7 先輩、研究ってどうやるんですか 　 　研究ステップ編集委員会∥著 　京都大学学術出版会

010.21 古代日本に於ける「図書館」の起源 　 　新藤　透∥著 　樹村房

016.21 公立図書館における電子図書館サービスの現状 　 　吉井　潤∥著 　樹村房

K018.09 高知県立公文書館年報 　令和２年度  第１号 　高知県立公文書館∥編集 　高知県立公文書館

024.8 稀書探訪 　 　鹿島　茂∥著 　平凡社

R059 ブリタニカ国際年鑑 　２０２２ 　 　ブリタニカ・ジャパン

141.51 認知バイアス見るだけノート 　 　齊藤　勇∥監修 　宝島社

P141.6 １２歳から始めるあがらない技術 　 　鳥谷　朝代∥著 　秀和システム

146.8 リラックマの「ごゆるり」セルフケア 　 　根本　裕幸∥監修 　リベラル社

159 習慣化ベスト１００ 　 　吉井　雅之∥監修 　宝島社

159.79 ８０歳の壁 　 　和田　秀樹∥著 　幻冬舎

203.2 オールカラー図解日本史＆世界史並列年表 　 　歴史の読み方研究会∥著 　ＰＨＰ研究所

210 詳説日本史研究 　 　五味　文彦∥〔ほか〕編 　山川出版社

K210.09 大嘗祭の起こりと神社信仰 　 　森田　勇造∥著 　三和書籍

K218 よど 　第２３号 　予土歴史文化研究会∥(編集) 　予土歴史文化研究会

234.07 アウシュヴィッツのお針子 　 　ルーシー　アドリントン∥著 　河出書房新社

289.3 ザ・クイーン 　 　マシュー　デニソン∥著 　カンゼン

289.3 初めて書籍を作った男 　 　アレッサンドロ　マルツォ　マーニョ∥著 　柏書房

K290.9 私がなぜ旅行作家になったか 　 　森田　勇造∥著 　幻冬舎メディアコンサルティング

K291.84 高知のトリセツ 　 　 　昭文社

K292.2 稲作文化の原郷を訪ねて 　 　森田　勇造∥著 　三和書籍

292.24 るるぶ台北 　’１７ 　 　ＪＴＢパブリッシング

K292.38 チンドウィン川紀行 　 　森田　勇造∥著 　三和書籍

K318.4 宿毛市議会定例会会議録 　令和４年第１回 　宿毛市議会事務局∥編 　宿毛市議会事務局

P318.58 日本一バズる公務員 　 　守時　健∥著 　扶桑社

318.8 自治会・町内会負担軽減＆ＩＴ活用事例ブック 　 　水津　陽子∥著 　実業之日本社

319 地図とデータで見るグローバリゼーションの世界ハンドブック 　 　ロラン　カルルエ∥著 　原書房

319.38 独裁者プーチンはなぜ暴挙に走ったか 　 　池上　彰∥著 　文藝春秋

P319.38 世界の賢人１２人が見たウクライナの未来プーチンの運命 　 　クーリエ　ジャポン∥編 　講談社

327.5 調停による円満解決 　 　日本調停協会連合会∥編 　有斐閣

331.19 経済指標読み方がわかる事典 　 　森永　康平∥著 　日本実業出版社

335 一生安心するためのフリーランスのお金がぜんぶわかる本 　 　関根　俊輔∥監修 　新星出版社

336 ミスを最大のチャンスに変えるリカバリーの技術 　 　後田　良輔∥著 　明日香出版社

338.8 ジェイソン流お金の増やし方 　 　厚切りジェイソン∥著 　ぴあ

361.45 デマの影響力 　 　シナン　アラル∥著 　ダイヤモンド社

K361.5 日本人が気づかない心のＤＮＡ 　 　森田　勇造∥著 　三和書籍

377.9 定年後にもう一度大学生になる 　 　瀧本　哲哉∥著 　ダイヤモンド社

K382
Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ  Ｆｉｅｌｄ  Ｐｌａｙ  ａｎｄ  Ｇａｍｅｓ  ｏｆ  ７１  ｃｏｕ
ｎｔｒｉｅｓ  ｉｎ  ｔｈｅ  Ｗｏｒｌｄ

　 　森田  勇造∥編著

　Ｙｏｕｔｈ  Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ  Ａｓｓｏ
ｃｉａｔｉｏｎ  ｉｎ  ＪＡＰＡＮ  Ｉｎｓｔｉｔ
ｕｔｅ  ｏｆ  Ｆｉｅｌｄ  Ｃｕｌｔｕｒｅ  Ｒｅ
ｓｅａｒｃｈ

K382 Ｎａｔｕｒｅ－ｖｉｗｓ  ４０  ｃｏｕｎｔｒｉｓ  ｉｎ  ｔｈｅ  Ｗｏｒｌｄ 　 　森田  勇造∥編著

　Ｙｏｕｔｈ  Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ  Ａｓｓｏ
ｃｉａｔｉｏｎ  ｉｎ  ＪＡＰＡＮ  Ｉｎｓｔｉｔ
ｕｔｅ  ｏｆ  Ｆｉｅｌｄ  Ｃｕｌｔｕｒｅ  Ｒｅ
ｓｅａｒｃｈ

384.36 地魚の文化誌 　 　太田　雅士∥著 　創元社

K384.55 世界７１カ国の野外伝承遊び 　 　森田　勇造∥編著 　青少年交友協会野外文化研究所

385.97 日本水引 　 　長浦　ちえ∥著 　誠文堂新光社

R386.8 世界の仮面文化事典 　 　吉田　憲司∥編者代表 　丸善出版

404
「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみ
た

　 　グレゴリー　Ｊ．グバー∥著 　ダイヤモンド社

448.4 緯度を測った男たち 　 　ニコラス　クレーン∥著 　原書房

P450 文系のためのめっちゃやさしい地球４６億年 　 　田近　英一∥監修 　ニュートンプレス

６月
別置記号　→　YA…ヤングアダルト　R…参考図書　K…郷土資料　F…小説(日本)　Ｂ…文庫　 P…国際ソロプチミスト幡多

総記　（図書館、百科事典、一般論文集、逐次刊行物、団体、シャーナリズム、叢書）

哲学　（哲学、心理学、倫理学、宗教）

歴史　（歴史、伝記、地理）

社会科学　（政治、法律、経済、統計、社会、教育、風俗習慣、国防）

自然科学　（数学、理学、医学）



451.4 図説日本の風 　 　真木　太一∥編 　朝倉書店

452 海洋へのいざない 　 　大塚  耕治∥編集 　公益社団法人日本船舶海洋工学会

452 深海学 -深海底希少金属と死んだクジラの教え- 　 　ヘレン　スケールズ∥著 　築地書館

473.3 変形菌 -発見と観察を楽しむ自然図鑑- 　 　川上　新一∥解説 　山と溪谷社

486.1 ダマして生きのびる虫の擬態 　 　海野　和男∥写真と文 　草思社

486.1 虫のオスとメス、見分けられますか？ 　 　森上　信夫∥著 　ベレ出版

489.59 寝ても覚めてもアザラシ救助隊 　 　岡崎　雅子∥著 　実業之日本社

492.79 民間療法は本当に「効く」のか 　 　大野　智∥著 　化学同人

493.18 「家トレ」のきほん 　 　石田　竜生∥著 　翔泳社

493.94 アトピーっ子の安心ごはん 　 　渡辺　雅美∥著 　家の光協会

494.8 ウルトラ図解乾癬 　 　朝比奈　昭彦∥監修 　法研

494.8 新しい皮膚の教科書 　 　豊田　雅彦∥著 　池田書店

496 子どもの目を守る本 　 　三木　淳司∥監修 　講談社

498.3 世界一効率がいい最高の運動 　 　川田　浩志∥著 　かんき出版

498.35 血糖値がどんどん下がる１分早歩き 　 　玉谷　実智夫∥著 　自由国民社

498.8 うつの人のリワークガイド 　 　五十嵐　良雄∥著 　法研

499.87 和ハーブのある暮らし 　 　平川　美鶴∥著 　エクスナレッジ

518.51 災害とトイレ -緊急事態に備えた対応- 　 　日本トイレ協会∥編 　柏書房

519.7 いちからわかる廃棄物処理法 　 　鷺坂　長美∥著 　ぎょうせい

536.86 自転車のある情景展 　 　徳島県立近代美術館∥編 　ＡＲＴ  ＰＬＡＮＮＩＮＧ  ＲＥＹ

547.48 メタバース見るだけノート 　 　岡嶋　裕史∥監修 　宝島社

560 元素のふるさと図鑑 　 　西山　孝∥著 　化学同人

588.3 経営者交代 　 　松崎　隆司∥著 　ダイヤモンド社

589.73 こども文房具 　２０２２ 　たこなお文具堂∥著 　扶桑社

593.12 家庭用ミシンで作る家族みんなのじんべい＆ゆかた 　 　クライ　ムキ∥著 　ブティック社

593.36 ヴィンテージ銘仙の服を着てでかけよう 　 　Ｑｕｉ‐Ｍｅｉｓｅｎ∥著 　文化学園文化出版局

594 ナチュラルスタイルのフェルトままごと 　 　山添　智恵子∥〔著〕 　日本ヴォーグ社

594.2 キキとララの刺繍 　 　文化出版局∥編 　文化学園文化出版局

594.2 フェルト刺しゅうの花図鑑 　 　ＰｉｅｎｉＳｉｅｎｉ∥著 　日本ヴォーグ社

594.3 着せたいね、ベビーニット 　 　川路　ゆみこ∥〔著〕 　主婦の友社

594.3 かぎ針で、とびきりかわいいベビーニット 　 　川路　ゆみこ∥〔著〕 　主婦の友社

594.3 かぎ針編み刺しゅう糸で編む昆虫図鑑 　 　 　アップルミンツ

594.9 ハローキティのフェルトマスコット＆こもの 　 　寺西　恵里子∥手芸デザイン 　サンリオ

596 みんなの台所暮らし日記 　 　ＳＥ編集部∥編 　翔泳社

596.3 オートミールでずぼら痩せ！ 　 　こてぃん食堂∥著 　ワニブックス

596.37 ＪＡ全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方 　 　ＪＡ全農広報部∥監修 　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

596.65 ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ　ＢＡＫＥ 　 　ムラヨシ　マサユキ∥著 　主婦と生活社

P596.7 おうちで楽しむティー＆フードペアリングＬＥＳＳＯＮ 　 　安達　由香里∥監修 　メイツユニバーサルコンテンツ

611.98 子育て世代のための快適移住マニュアル 　 　金丸　知弘∥著 　誠文堂新光社

619.3 小麦粉の魅力 　 　製粉振興会∥編集 　製粉振興会

P627.77 はじめての鉢バラ育て方の基本がわかる本 　 　後藤　みどり∥著 　メイツユニバーサルコンテンツ

645.99 カワウソをよく知るための本 　 　コツメカワウソ研究会∥編著 　グラフィック社

P673.97 飲食店人気のテイクアウト 　 　旭屋出版「近代食堂」編集部∥編著 　旭屋出版

674.3
すみません素人でも仕事の写真を上手に撮影する方法っ
てないですか？

　 　矢島　直美∥著 　インプレス

686.21 空鉄 　 　吉永　陽一∥著 　天夢人

K706.9 企画展収集→保存  あつめてのこす 　 　 　高知県立美術館

K720.87 竹﨑和征  雨が降って晴れた日 　 　高知県立美術館∥編 　高知県立美術館

K720.87 平川恒太  －Ｃｅｍｅｔｅｒｙ－祈りのケイショウ 　 　高知県立美術館∥編 　高知県立美術館

726.6 ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ　ＩＳ… 　 　リサ　スウェーリング∥著 　文響社

748 産業人魂 　３ 　海田　悠∥著 　文藝春秋企画出版部

754.3 焦がして描くぬくもりのハンドメイドウッドバーニングのすべて 　 　 　ブティック社

756.6 知識ゼロからの日本刀入門 　 　土子　民夫∥監修 　幻冬舎

P783.1 バスケットボール勝利につながる体づくり 　 　川崎ブレイブサンダース∥監修 　メイツユニバーサルコンテンツ

787.1 超ゼロからはじめる釣り入門 　 　西野　弘章∥著 　山と溪谷社

P787.15 テナガエビ釣りの「コツ」全部 　 　つり人編集部∥編 　つり人社

P788.1 七転び八起き -豊ノ島自伝- 　 　井筒　大樹∥著 　ベースボール・マガジン社

793 花と器の素敵な合わせ方 　 　小川　典子∥著 　誠文堂新光社

801.1 音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む 　 　川原　繁人∥著 　朝日出版社

829.17 推したい私の韓国語 　 　イ　ダヒ∥著 　ワニブックス

830.7 日本の「英文法」ができるまで 　 　斎藤　浩一∥著 　研究社

技術　（工学、工業、家政学）

産業　（農林水産業、商業、運輸、通信）

芸術　（美術、音楽、演劇、スポーツ、諸芸、娯楽）

言語



909.3 絵本のつぎに、なに読もう？ 　 　越高　綾乃∥著 　かもがわ出版

910.23 平安貴族サバイバル 　 　木村　朗子∥著 　笠間書院

K911.56 高知詩集 　２０２２年 　 　[大家  正志]

B913.68 日本ハードボイルド全集 　４ 　北上　次郎∥編 　東京創元社

914.42 絵巻で読む方丈記 　 　鴨　長明∥著 　東京美術

914.6 捨てることから始まる 　 　瀬戸内　寂聴∥著 　祥伝社

914.6 今日は、これをしました 　 　群　ようこ∥著 　集英社

914.6 私と街たち〈ほぼ自伝〉 　 　吉本　ばなな∥著 　河出書房新社

914.68 とあるひととき 　 　三浦　しをん∥著 　平凡社

K918.6 高知文学 　第４８号 　 　高知文学学校

930.26 小泉八雲 　 　池田　雅之∥監修 　平凡社

933.7 リリアンと燃える双子の終わらない夏 　 　ケヴィン　ウィルソン∥著 　集英社

933.7 血を分けた子ども 　 　オクテイヴィア　Ｅ．バトラー∥著 　河出書房新社

B933.7 凍える霧 　 　サンドラ　ブラウン∥著 　集英社

B933.7 赤い衝動 　 　サンドラ　ブラウン∥著 　集英社

B933.7 壊された夜に 　 　サンドラ　ブラウン∥著 　集英社

943.7 呼び出し 　 　ヘルタ　ミュラー∥著 　三修社

F ナゾトキ・ジパング 　 　青柳　碧人∥著 　小学館

BF 三姉妹探偵団 　２１ 　赤川　次郎∥〔著〕 　講談社

YAF 後宮の花は偽りに染まる ＜後宮の花シリーズ ７＞ 　 　天城　智尋∥著 　双葉社

YAF ウィル様は今日も魔法で遊んでいます。 　６ 　綾河　ららら∥著 　一二三書房

BF 啄木鳥探偵處 　 　伊井　圭∥著 　東京創元社

F 朽ちゆく庭 　 　伊岡　瞬∥著 　集英社

F 禁猟区 　 　石田　衣良∥著 　集英社

YAF 悪役令嬢ですが攻略対象の様子が異常すぎる 　５～６ 　稲井田　そう∥著 　ＴＯブックス

BF 日雇い浪人生活録 　１３ 　上田　秀人∥著 　角川春樹事務所

BF 勘定侍柳生真剣勝負 　５ 　上田　秀人∥著 　小学館

YAF 悪役令嬢の兄に転生しました 　４ 　内河　弘児∥著 　ＴＯブックス

YAF 七つの魔剣が支配する 　９ 　宇野　朴人∥〔著〕 　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F 晩秋行 　 　大沢　在昌∥著 　双葉社

F 奇跡集 　 　小野寺　史宜∥著 　集英社

F あきらめません！ 　 　垣谷　美雨∥著 　講談社

F 広重ぶるう 　 　梶　よう子∥著 　新潮社

YAF 本好きの下剋上 　短編集２ 　香月　美夜∥著 　ＴＯブックス

YAF 本好きの下剋上 　第５部〔７〕～〔８〕 　香月　美夜∥著 　ＴＯブックス

YAF
不遇職とバカにされましたが、実際はそれほど悪くありませ
ん？

　７ 　カタナヅキ∥〔著〕 　アルファポリス

F 残された人が編む物語 　 　桂　望実∥著 　祥伝社

F 空をこえて七星のかなた 　 　加納　朋子∥著 　集英社

F ナイトシフト 　 　香納　諒一∥著 　祥伝社

YAF 後宮茶妃伝 　２ 　唐澤　和希∥〔著〕 　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F 夜に星を放つ 　 　窪　美澄∥著 　文藝春秋

YAF 鬼の花嫁 　５ 　クレハ∥著 　スターツ出版

F 情事と事情 　 　小手鞠　るい∥著 　幻冬舎

F 石礫 -機捜２３５- 　 　今野　敏∥著 　光文社

F よろずを引くもの ＜お蔦さんの神楽坂日記シリーズ ４＞ 　 　西條　奈加∥著 　東京創元社

BF 風に訊け ＜空也十番勝負シリーズ ７＞ 　 　佐伯　泰英∥著 　文藝春秋

YAF 後宮妃の管理人 　６ 　しきみ　彰∥〔著〕 　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

BF お勝手のあん 　５ 　柴田　よしき∥著 　角川春樹事務所

YAF 百華後宮鬼譚 　〔２〕 　霜月　りつ∥〔著〕 　ポプラ社

YAF 二度転生した少年はＳランク冒険者として平穏に過ごす 　８ 　十一屋　翠∥著 　アース・スターエンターテイメント

F 揚羽の夢 　 　朱川　湊人∥著 　光文社

F 〈磯貝探偵事務所〉からの御挨拶 　 　小路　幸也∥著 　光文社

F 倒産続きの彼女 　 　新川　帆立∥著 　宝島社

YAF 聖なる花婿の癒やしごはん 　２ 　瀬川　月菜∥著 　一迅社

YAF 大阪マダム、後宮妃になる！ 　四題目は銀朱科挙立志編 　田井　ノエル∥著 　小学館

BF あきない世傳金と銀 　１２ 　高田　郁∥著 　角川春樹事務所

BF それでも、警官は微笑（わら）う 　 　日明　恩∥〔著〕 　講談社

YAF 最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い 　８～９ 　タンバ∥著 　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

YAF 田中家、転生する。 　４ 　猪口∥著 　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F カレーの時間 　 　寺地　はるな∥著 　実業之日本社

F 鷹の系譜 　 　堂場　瞬一∥著 　講談社

YAF お飾り王妃になったので、こっそり働きに出ることにしました 　〔５〕 　富樫　聖夜∥〔著〕 　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

YAF 魔法使いの婚約者 　１３ 　中村　朱里∥著 　一迅社

文学



YAF 後宮も二度目なら 　２ 　中村　颯希∥〔著〕 　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F 棘の家 　 　中山　七里∥著 　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

BF 嗤う淑女 　 　中山　七里∥著 　実業之日本社

BF ふたたび嗤う淑女 　 　中山　七里∥著 　実業之日本社

F オリーブの実るころ 　 　中島　京子∥著 　講談社

F 雨滴は続く 　 　西村　賢太∥著 　文藝春秋

F 土佐くろしお鉄道殺人事件 　 　西村　京太郎∥著 　新潮社

F 夏休みの空欄探し 　 　似鳥　鶏∥著 　ポプラ社

F 姫 　 　花村　萬月∥著 　光文社

F うまたん 　 　東川　篤哉∥著 　ＰＨＰ研究所

YAF 小動物系令嬢は氷の王子に溺愛される 　４ 　翡翠∥〔著〕 　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

BF インジョーカー ＜組織犯罪対策課八神瑛子 4＞ 　 　深町　秋生∥〔著〕 　幻冬舎

F スパイコードＷ 　 　福田　和代∥著 　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

BF へんろ宿 　 　藤原　緋沙子∥著 　新潮社

BF 月凍てる ＜人情江戸彩時記＞ 　 　藤原　緋沙子∥著 　新潮社

YAF 転生したらスライムだった件 　１９ 　伏瀬∥著 　マイクロマガジン社

BF コンビニ兄弟 　２ 　町田　そのこ∥著 　新潮社

F 宙ごはん 　 　町田　そのこ∥著 　小学館

F 子宝船 ＜きたきた捕物帖シリーズ　２＞ 　 　宮部　みゆき∥著 　ＰＨＰ研究所

F 信仰 　 　村田　沙耶香∥著 　文藝春秋

YAF ティアムーン帝国物語 　９～１０ 　餅月　望∥著 　ＴＯブックス

YAF マリエル・クララックの祝祭 ＜マリエル・クララックシリーズ ９＞ 　 　桃　春花∥著 　一迅社

KF 不確実な日々 　 　森田　勇造∥著 　新潮社図書編集室

YAF 皇帝陛下の専属司書姫 　２ 　やしろ　慧∥著 　一迅社

F 一心同体だった 　 　山内　マリコ∥著 　光文社

F 忍者に結婚は難しい 　 　横関　大∥著 　講談社


