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ナウシカの飛行具、作ってみた 真夏の異邦人
: 発想・制作・離陸-メーヴェが飛ぶまでの10年間
超常現象研究会のフィールドワーク
マスカレード・ホテル 集英社文庫き20-1

Androids : 私はなぜロボットを作るのか
野蛮な読書 集英社文庫ひ39-1 人と芸術とアンドロイド = Humans,Art,and
虚言少年
集英社文庫き15-3 インデックス
Qrosの女
計画と無計画のあいだ : 「自由が丘のほがらかな出版社」の話
不本意な敗戦 : エルピーダの戦い
悪医

哲学・心理学
職人力! : トシ・ヨロイヅカのパティシエ哲学
贖罪 集英社文庫こ4-21
なずな
身体で考える。 : 不安な時代を乗り切る知恵
海洋堂創世記 = KAIYODO genesis
イーグルネスト集英社文庫こ36-4
コラプティオ
壺中の回廊
地理歴史
シアワセなお金の使い方 岩波ジュニア新書
音速の鷲 集英社文庫こ36-3
796
誰も戦争を教えてくれなかった 産業
転迷
あいにくの雨で
学校では教えない日本史
ゼロ!熊本市動物愛護センター10年の闘い
見送ル : ある臨床医の告白
集英社文庫か51-2 マモンの審判
紫式部の欲望 集英社文庫さ21-7
阿川佐和子のこの人に会いたいエンジェルフライト
9
: 国際霊柩送還士
白ゆき姫殺人事件
ばらばら死体の夜
集英社文庫さ54-1 地図のない旅
フレンチの侍
エンジェルフライト 国際霊柩送還士
集英社文庫さ58-1
ラッキーガール 集英社文庫さ55-1
芸術・スポーツ
泣くな道真 大宰府の詩 集英社文庫さ56-1
放蕩記
ザ・ラストバンカー : 西川善文回顧録
水木しげるの泉鏡花伝
検察側の罪人
母のはなし
田崎教授の死を巡る桜子准教授
堀木エリ子の生きる力 : 和紙作家
人生とは勇気 児玉清からあなたへラストメッセージ
相棒はドM刑事(デカ)集英社文庫こ33-2
女刑事・海月の受難
集英社文庫し57-1
世にも奇妙なマラソン大会 集英社文庫た58-13
ゴジラで負けてスパイダーマンで勝つ
おしまいのデート
: わがソニー・ピクチャーズ再生記
集英社文庫せ6-1
恋かたみ: 狸穴あいあい坂
Challenges I Faced in Hollywood
食べる。 集英社文庫な58-2 蹴る群れ 集英社文庫き10-4 はとの神様 集英社文庫せ4-5 四十八人目の忠臣
ヨンアの行きつけソウルガイド 文学
ばけもの好む中将 １～３
風の王国
金沢めぐりとっておき話のネタ帖物語ること、生きること
: 地元の観光案内人まいどさんが紹介
浪花の太公望 集英社文庫た59-10鍋奉行犯科帳
展覧会いまだ準備中
金沢めぐりとっておき話のネタ帖われにやさしき人多かりき
: 地元の観光案内人まいどさんが紹介
わたしの文学人生
京へ上った鍋奉行
集英社文庫た3-53
集英社文庫た59-11鍋奉行犯科帳
祈りの朝 集英社文庫や48-1
金沢めぐりとっておき話のネタ帖吸血鬼愛好会へようこそ
地元の観光案内人まいどさんが紹介
集英社文庫あ6-53
あやかし草子 集英社文庫ち6-3
熱帯安楽椅子
だいたい四国八十八ケ所 集英社文庫み45-2
湖底から来た吸血鬼 集英社文庫あ6-52
ワーカーズ・ダイジェスト 集英社文庫つ20-1
色彩の息子
アグルーカの行方 129人全員死亡、フランクリン隊が見た北極
アオハライド 1～５
韃靼の馬
集英社文庫か60-3
上下
ラビット病 集英社文庫や2-5
社会学
アトミック・ボックス = ATOMIC BOX
ある女のプロフィール 集英社文庫と11-12
ジョーカー・ゲーム
イギリス流輝く年の重ね方 集英社文庫い58-7
六月の輝き 集英社文庫い70-1グレイ = Gray
ダブル・ジョーカー
本当の大人の作法 : 価値観再生道場
そこへ行くな 集英社文庫い59-3
内通者 = BETRAYER
パラダイス・ロスト
徹底討論!ニッポンのジレンマ : 絶望の時代の希望論
リタとマッサン集英社文庫う18-4傷
トーキョー・プリズン
社会の抜け道
ニコニコ時給800円 集英社文庫う21-1
ラスト・コード = THE LAST CODE
怒り 上下
池上彰の大衝突 : 終わらない巨大国家の対立
L change the WorLd 集英社文庫え11-1
検証捜査
MONSTERZ
坂の下の湖
職業は武装解除
デッド・リミット 集英社文庫え12-1
親子の肖像
抱擁、あるいはライスには塩を 上 集英社文庫え6-13
僕たちの前途
刑事の絆
世界中で迷子になって
「話し方」の品格 「品のいい人」になれる10か条
抱擁、あるいはライスには塩を 下
壊れる心
集英社文庫え6-14
: 警視庁犯罪被害者支援課
猫怪々
幻夏
本当の仕事の作法
複合捜査 集英社文庫と23-6 小説を、映画を、鉄道が走る
そうか、もう君はいないのか
雇用の常識 : 本当に見えるウソ夏の果て
凍る炎
長く働いてきた人の言葉
アゲイン 集英社文庫お76-1 ぼくは明日、昨日のきみとデートする
下駄でカラコロ朝がえり
絶望の国の幸福な若者たち
我が家の問題 集英社文庫お57-4
東京観光 集英社文庫な41-6 人はなぜ恋に破れて北へいくのか
未解決 : 封印された五つの捜査報告
百舌の叫ぶ夜 集英社文庫お16-15
彼岸過迄 集英社文庫な19-9 ひとりでも生きられる
〈刑務所〉で盲導犬を育てる 岩波ジュニア新書
幻の翼797集英社文庫お16-16 行人 集英社文庫な19-10
春楡の木陰で
お年寄りが笑顔になる楽しい壁面かざり12か月
砕かれた鍵 集英社文庫お16-17
道草 集英社文庫な19-11
ナガオカケンメイの考え
教育破綻が日本を滅ぼす! : 立ち去る教師、壊れる子ども達
よみがえる百舌 集英社文庫 明暗 集英社文庫な19-12
師父の遺言
アイデアいっぱい!!壁面&室内飾り
?の巣 集英社文庫
サラの柔らかな香車 集英社文庫は43-1
望遠ニッポン見聞録
PriPri千金美穂の壁面&イラストカット
アクアマリンの神殿
淡雪記 集英社文庫は31-5
シャドウ・ストーカー
かわいい壁面12か月DX(デラックス)
カレイドスコープの箱庭
十二年目の映像 集英社文庫は32-7
陪審員に死を
くさいものにフタをしない
華、散りゆけど 集英社文庫か67-1
冬姫 集英社文庫は45-1
イン・ザ・ブラッド
自然科学
月は怒らない 集英社文庫か64-1
旅屋おかえり 集英社文庫は44-1
甦ったスパイ
遺伝子はダメなあなたを愛してる
チーズと塩と豆と 集英社文庫か37-6
葉桜 集英社文庫は36-2
11/22/63 上下
ヒトは人のはじまり : 霊長類学の窓から
猫の手、貸します 猫の手屋繁盛記
くちぬい
集英社文庫か66-1
集英社文庫は25-10 ステイ・クロース
技術・家庭
あとは泣くだけ 集英社文庫か54-4
薔薇窓の闇 上下
アウト・オブ・レンジ : 射程外
苦い雨
MAKERS : 21世紀の産業革命が始まる
ブラックスローン 集英社文庫か61-5インディゴの夜
短くて恐ろしいフィルの時代
宮大工千年の知恵 : 語りつぎたい、日本の心と技と美しさ
漂砂のうたう 集英社文庫き18-3
マスカレード・イブ 集英社文庫ひ15-11
米中対決 : 見えない戦争

ちょこっと

図書館学

～その２

「本に貼ってあるラベルの数字はどういう意味？」とよく訊ねられます。さずが金商
生、良い質問をしてくれます。実は、このラベルの数字にはものすごく重要な意味がある
のです。図書館には、色々な分野の本があります。その本がアトランダムに並んでいたら、
必要な本をみつけることは難しいでしょう。そこで、誰でも本が探せるように、ある決まりに基づいて
本を並べ てあります。その決まりを『日本十進分類法（ＮＤＣ）』といいます。その日本十進分類法に
従って本の内容を 数字に置き換え、数字の順番に図書館の本は並んでいるのです。ラベルの数字
は、本の番地でもあり、本 の情報内容を表す記号でもあるのです。日本十進分類法は公共図書館・
学校図書館で使用されています。 知っているようで知らない、けれど知っていればものすごく役に立
つ情報です。

