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書名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 これからのエリック・ホッファーのために 在野研究者の生と心得 荒木優太 東京書籍 002ア

2 人工知能はどのようにして「名人」を超えたのか? 山本一成 ダイヤモンド社 007.1ヤ

3 大人を黙らせるインターネットの歩き方 小木曽健 筑摩書房 007.3オ 新書

4 図書館100連発
岡本真
ふじたまさえ 青弓社 010.2オ

5 ぼくは、やっぱり図書館がすき漆原宏写真集 漆原宏 日本図書館協会 016.2ウ

6 世界一ときめく質問、宇宙一やさしい答え 世界の第一人者は子どもの質問にこう答える ジェンマ・エルウィン・ハリス [編] 河出書房新社 033セ

7 もっとヘンな論文 サンキュータツオ KADOKAWA 049サ

8 ネガティブ・ケイパビリティ  答えの出ない事態に耐える力 帚木蓬生 朝日新聞出版 081ア958 朝日新書

9 日本人は大災害をどう乗り越えたのか 遺跡に刻まれた復興の歴史 文化庁[編] 朝日新聞出版 081ア959 朝日新書

10 江戸時代 恋愛事情 若衆の恋、町娘の恋 板坂則子 朝日新聞出版 081ア960 朝日新書

11 歯痛の文化史 古代エジプトからハリウッドまで ジェイムズ・ウィンブラント 朝日新聞出版 081ア961 朝日新書

12 中学生になったら 宮下聡 岩波書店 081イ853 岩波ジュニア新書

13 質問する、問い返す 主体的に学ぶということ 名古谷隆彦 岩波書店 081イ854 岩波ジュニア新書

14 偽りの経済政策 格差と停滞のアベノミクス 服部茂幸 岩波書店 081イ1661 岩波新書

15 霊長類 消えゆく森の番人 井田徹治 岩波書店 081イ1662 岩波新書

16 習近平の中国 百年の夢と現実 林望 岩波書店 081イ1663 岩波新書

17 鏡が語る古代史 岡村秀典 岩波書店 081イ1664 岩波新書

18 真説・企業論 ビジネススクールが教えない経営学 中野剛志 講談社 081コ2425 講談社現代新書

19 東芝解体 電機メーカーが消える日 大西康之 講談社 081コ2426 講談社現代新書

20 みんなの朝ドラ 木俣冬 講談社 081コ2427 講談社現代新書

21 戦争の日本古代史 好太王碑、白村江から刀伊の入寇まで 倉本一宏 講談社 081コ2428 講談社現代新書

22 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 河合雅司 講談社 081コ2431 講談社現代新書

23 部活があぶない 島沢優子 講談社 081コ2432 講談社現代新書

24 <弱いロボット>の思考 わたし・身体・コミュニケーション 岡田美智男 講談社 081コ2433 講談社現代新書

25 生命に部分はない A.キンブレル 講談社 081コ2434 講談社現代新書

26 無意識の構造 河合隼雄 中央公論新社 081チ481 中公新書

27 すごい進化 「一見すると不合理」の謎を解く 鈴木紀之 中央公論新社 081チ2433 中公新書

28 物語  オランダの歴史 大航海時代から「寛容」国家の現代まで 桜田美津夫 中央公論新社 081チ2434 中公新書
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29 カラダの知恵 細胞たちのコミュニケーション 三村芳和 中央公論新社 081チ2435 中公新書

30 通勤電車のはなし 東京・大阪、快適通勤のために 佐藤信之 中央公論新社 081チ2436 中公新書

31 象徴天皇制の成立 昭和天皇と宮中の「葛藤」 茶谷誠一 NHK出版 081ニ1244 NHKBOOKS

32 絶望を生きる哲学  池田晶子の言葉 池田晶子 講談社 104イ

33 哲学書簡 ヴォルテール 光文社 135.3ボ 文庫

34 武士道の精神史 笠谷和比古 筑摩書房 156カ 新書

35 勇者はなぜ、逃げ切れなかったのか 歴史から考えよう「災害を生きぬく未来」 田所真 くもん出版 210.1タ

36 真説  戦国武将の素顔 本郷和人 宝島社 210.4ホ 新書

37 徳川社会の底力 山崎善弘 柏書房 210.5ヤ

38 theChronicle  ザ・クロニクル戦後日本の70年1-14 共同通信社 210.7ザ1-14

39 知らなかった、ぼくらの戦争 アーサー・ビナード[編著] 小学館 210.7ビ

40 カラーでよみがえる東京 不死鳥都市の100年 岩田真治+NHK制作班 NHK出版 213.6カ

41 井伊直虎の真実 黒田基樹 KADOKAWA 215.4ク

42 三国志事典 渡邉義浩 大修館書店 222ワ

43 発見! 不思議の国のアリス 鉄とガラスのヴィクトリア時代 寺嶋さなえ 彩流社 233テ

44 縄文とケルト 辺境の比較考古学 松木武彦 筑摩書房 233マ 新書

45 ドイツ三〇〇諸侯 一千年の興亡 菊池良生 河出書房新社 234キ

46 列伝アメリカ史 松尾弌之 大修館書店 253マ

47 柿本人麻呂 多田一臣 吉川弘文館 281.8ジ288

48 ひらけ蘭学のとびら 『解体新書』をつくった杉田玄白と蘭方医たち 鳴海風 岩崎書店 289.1ナ

49 シリーズ【実像に迫る】008 武市半平太 松岡司 戎光祥出版 289.1マ

50 アレクサンドロス大王 「世界」をめざした巨大な情念 大牟田章 清水書院 289.3オ

51 グレートジャーニー探検記 関野吉晴 徳間書店 290.9セ

52 現代中国入門 光田剛 [編] 筑摩書房 302.2ゲ 新書

53 地図で見る ロシアハンドブック パスカル・マルシャン 原書房 302.3マ

54 <図説>歴代アメリカ大統領百科 ジョージ・ワシントンからドナルド・トランプまで DK社 [編] 原書房 312.5ズ

55 番地の謎 今尾恵介 光文社 318.1イ 文庫

56 お金ってなんだろう? あなたと考えたいこれからの経済 長岡慎介 平凡社 330ナ

57 閉じてゆく帝国と逆説の21世紀経済 水野和夫 集英社 332ミ 新書

58 コーポレートガバナンスの研究 河端真一 信山社出版 335.4カ

59 日本国勢図会 2017/18日本がわかるデータブック 矢野恒太記念会 [編集] 矢野恒太記念会 351ヤ

60 教養としての社会保障 香取照幸 東洋経済新報社 364カ
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61 仕事場のちょっと奥までよろしいですか? 佐藤ジュンコ ポプラ社 366.2サ

62 育児は仕事の役に立つ 「ワンオペ育児」から「チーム育児」へ 浜屋祐子 中原淳 光文社 366.7ハ 新書

63 世界の産声に耳を澄ます 石井光太 朝日新聞出版 368イ

64 共鳴力 ダイバーシティが生み出す新得共働学舎の奇跡 宮嶋望 地湧社 369.5ミ

65 教師失格 夏目漱石教育論集 夏目金之助 東京学芸大学出版会 370.4ナ

66 直感力を高める数学脳のつくりかた バーバラ・オークリー 河出書房新社 371.4オ

67 自分をまもる本 ローズマリー・ストーンズ 晶文社 371.4ス

68 なるにはBooks 保健師・養護教諭になるには 鈴木るり子 [編著ほか] ぺりかん社 375ナ105

69 なるにはBooks 中高生からの選挙入門 谷隆一 ぺりかん社 375ナ別巻

70 なるにはBooks 言語聴覚士になるには 中島匡子 ぺりかん社 375ナ113

71 なるにはBooks 理学部・理工学部 佐藤成美 ぺりかん社 375ナ別巻

72 明治・日本人の住まいと暮らし モースが魅せられた美しく豊かな住文化図解300 モース 紫紅社 383.9モ

73 写真で見る 大正の軍装 藤田昌雄 潮書房光人社 390.9フ

74 航空自衛隊「装備」のすべて 「槍の穂先」として日本の空を守り抜く 赤塚聡 SBクリエイティブ 398.2ア 新書

75 信じられない現実の大図鑑 想像もしなかった発想から大胆にビジュアル化 ドーリング・キンダースリー [編] 東京書籍 400シ

76 南極大陸大紀行 南極観測60年 みずほ高原の探検から観測・内陸基地建設・雪上車の開発 南極OB会編集委員会 成山堂書店 402.9ナ

77 自閉症の世界 多様性に満ちた内面の真実 スティーブ・シルバーマン 講談社 408ブ2014 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ

78 三つの石で地球がわかる 岩石がひもとくこの星のなりたち 藤岡換太郎 講談社 408ブ2015 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ

79 お茶の科学 「色・香り・味」を生み出す茶葉のひみつ 大森正司 講談社 408ブ2016 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ

80 人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 永田和宏 講談社 408ブ2017 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ

81 時空のからくり 時間と空間はなぜ「一体不可分」なのか 山田克哉 講談社 408ブ2019 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ

82 「香り」の科学 匂いの正体からその効能まで 平山令明 講談社 408ブ2020 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ

83 ジュニア数学オリンピック2013-2017 数学オリンピック財団 亀書房 410ジ

84 ビジュアル数学全史 人類誕生前から多次元宇宙まで クリフォード・ピックオーバー 岩波書店 410.2ピ

85 すごい物理学講義 カルロ・ロヴェッリ 河出書房新社 420ロ

86 元素生活 寄藤文平 化学同人 431.1ヨ

87 星界の報告 ガリレオ・ガリレイ 講談社 440ガ 文庫

88 星は友だち!はじめよう星空観察 双眼鏡でも楽しめる!初心者のためのやさしい天体ガイド 永田美絵 NHK出版 440ナ

89 京都の凸凹を歩く 2名所と聖地に秘められた高低差の謎 梅林秀行 青幻舎 454.9ウ2

90 意識の進化とDNA 柳沢桂子 地湧社 460ヤ

91 先生、犬にサンショウウオの捜索を頼むのですか! 小林朋道 築地書館 481.7コ

92 動物言語の秘密 暮らしと行動がわかる ベニュス 西村書店 481.7ベ
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93 最後の楽園の生きものたち NHK「ホットスポット」
制作班 [編] 東京書籍 482サ

94 昆虫-里山に飛翔する生き物たち- 海野和男 NHK出版 486ウ

95 くらべてわかる 昆虫 識別ポイントで見分ける
永幡嘉之[文]
写真奥山清市[写
真]

山と溪谷社 486ナ

96 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎 光文社 486.4マ 新書

97 美しき羽毛 松原卓二 東京書籍 488マ

98 面白くて眠れなくなる解剖学 坂井建雄 PHPエディターズ・グループ 491.1サ

99 まんが人体の不思議 茨木保 筑摩書房 491.3イ 新書

100 においと味を可視化する 化学感覚を扱う科学技術の最前線
都甲潔
中本高道

フレグランスジャーナル社 491.3ト 新書

101 脳に効く香り 精油の効果をモノアミンで考える 鳥居伸一郎 フレグランスジャーナル社 491.3ト 新書

102 脳とからだ 運動,感覚,思考のひみつ スティーブ・パーカー 西村書店 491.3パ

103 よくわかるみんなの救急 ガイドライン2015対応 坂本哲也 [編] 大修館書店 492.2ヨ

104 食物と健康の化学シリーズ だしの科学 的場輝佳 外内尚人 [編] 朝倉書店 498.5ダ

105 隔離の記憶ハンセン病といのちと希望と 高木智子 彩流社 498.6タ

106 監察医が泣いた 死体の再鑑定 2度は殺させない 上野正彦 東京書籍 498.9ウ

107 ややっ、ひらめいた!奇想天外発明百科 マウゴジャタ・ミチェルスカ 徳間書店 507.1ミ

108 建築という対話 僕はこうして家をつくる 光嶋裕介 筑摩書房 523.1コ 新書

109 日本の建築家はなぜ世界で愛されるのか 五十嵐太郎 PHP研究所 523.1ニ 新書

110 ロケットを理解するための10のポイント 青木宏 森北出版 538.9ア

111 深く、深く掘りすすめ!<ちきゅう>世界にほこる地球深部探査船の秘密 山本省三 くもん出版 556.7ヤ

112 最新オールカラー図解 錆・腐食・防食のすべてがわかる事典 藤井哲雄 [監修] ナツメ社 563.7サ

113 ジャムの本 田中博子 東京書籍 596タ

114 楽しい食品成分のふしぎ 調理科学のなぜ? 朝日新聞出版 [編著] 朝日新聞出版 596チ

115 およばれのテーブルマナー ポール・イテス先生とフィリップ・デュマによる フィリップ・デュマ 西村書店 596.8デ

116 47都道府県・くだもの百科 井上繁 丸善出版 625イ

117 ハムスター 毎日のお世話から幸せに育てるコツまでよくわかる! 大野瑞絵 誠文堂新光社 645.9オ

118 14歳からのマーケティング 中野明 総合法令出版 675ナ  

119 東京の路線バスのすべて 首都圏の路線バス情報を完全網羅 加藤佳一 マイナビ出版 685.5カ  

120 朝日新聞社機が撮った 1960〜70年代の鉄道駅首都圏/国鉄編 生田誠 フォト・パブリッシング 686.2イ

121 今尾恵介責任編集 地図と鉄道 今尾恵介 [編著] 洋泉社 686.2イ

122 首都圏通勤路線網はどのようにつくられたのか 首都圏通勤路線研究会 洋泉社 686.2シ

123 廃線駅舎を歩く あの日見た駅の名は 杉崎行恭 交通新聞社 686.5ス

124 最高の空港の歩き方 齊藤成人 ポプラ社 687.9サ 新書

125 もっと知りたい ミケランジェロ 生涯と作品 池上英洋 東京美術 702.3イ
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126 絵とき印象派 美術展が10倍楽しくなる名画鑑賞ガイド 石川マサル フレア [著] エムディエヌコーポレーション 723エ

127 庭のマロニエ アンネ・フランクを見つめた木
ジェフ・ゴッテスフェルド ぶ
ん
ピーター・マッカーティ え

評論社 726.5ゴ

128 名刀に挑む 日本刀を知れば日本の美がわかる 松田次泰 PHP研究所 756.6マ 新書

129 クラシックでわかる世界史 時代を生きた作曲家、歴史を変えた名曲 西原稔 アルテスパブリッシング 762.3ニ

130 おもしろ 管楽器事典 佐伯茂樹 ヤマハミュージック 763.6サ

131 世界スタジアム物語 競技場の誕生と紡がれる記憶 後藤健生 ミネルヴァ書房 780.6ゴ

132 忍者の兵法 三大秘伝書を読む 中島篤巳 [著] KADOKAWA 789.8ナ 文庫

133 文字と書の消息 落書きから漢字までの文化誌 古賀弘幸 工作舎 801.1コ

134 目からうろこ! 知っているようで知らない日本語 宮腰賢 評論社 810.4ミ

135 外国語を身につけるための日本語レッスン 三森ゆりか 白水社 810.7サ

136 オノマトペの謎 ピカチュウからモフモフまで 窪薗晴夫 [編] 岩波書店 814オ

137 概説文語文法 亀井孝 筑摩書房 815カ 文庫

138 東京のきつねが大阪でたぬきにばける 誤解されやすい方言小辞典 篠崎晃一 三省堂 818シ

139 天声人語 2017春 朝日新聞論説委員室 [編] 原書房 837ア

140 漱石と日本の近代 上・下 石原千秋 新潮社 910.2イ1-2

141 夏目漱石 『坊っちゃん』をどう読むか 石原千秋 [責任編集] 河出書房新社 910.2ナ

142 万葉集から古代を読みとく 上野誠 筑摩書房 911.1ウ 新書

143 ほんとうのじぶん 石津ちひろ [詩]
加藤久仁生 [絵 ] 理論社 911.5イ

144 こころをゆさぶる言葉たちよ。詩 島崎藤村 [ほか] くもん出版 911.5コ

145 グッドモーニング 最果タヒ 新潮社 911.5サ 文庫

146 教科書で読む名作 一つのメルヘンほか詩 中原中也 [ほか著] 筑摩書房 911.5ヒ 文庫

147 教科書で読む名作 羅生門・蜜柑ほか 芥川龍之介 筑摩書房 913.6ア 文庫

148 羅生門 芥川龍之介
作松尾清貴　[現代語訳] 理論社 913.6ア

149 星の子 今村夏子 朝日新聞出版 913.6イ

150 お面屋たまよし [5] 流浪ノ祭 石川宏千花 講談社 913.6イ5

151 給食のおにいさん 受験 遠藤彩見 幻冬舎 913.6エ 文庫

152 給食のおにいさん 進級 遠藤彩見 幻冬舎 913.6エ 文庫

153 給食のおにいさん 卒業 遠藤彩見 幻冬舎 913.6エ 文庫

154 給食のおにいさん 浪人 遠藤彩見 幻冬舎 913.6エ 文庫

155 エチュード春一番　第2曲三日月のボレロ 荻原規子 講談社 913.6オ2 文庫

156 教科書で読む名作 伊豆の踊子・禽獣ほか 川端康成 筑摩書房 913.6カ 文庫

157 敵の名は、宮本武蔵 木下昌輝 KADOKAWA 913.6キ

158 蟹工船 小林多喜二
渡邉文幸 [現代語訳] 理論社 913.6コ
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159 会津執権の栄誉 佐藤巖太郎 文藝春秋 913.6サ

160 ブランケット・キャッツ 重松清 朝日新聞出版 913.6シ 文庫

161 風とにわか雨と花 小路幸也 キノブックス 913.6シ

162 関ケ原 上・中・下巻 司馬遼太郎 新潮社 913.6シ1-3 映画化・文庫

163 教科書で読む名作 セメント樽の中の手紙ほかプロレタリア文学 葉山嘉樹 [ほか著] 筑摩書房 913.6セ 文庫

164 めぐみ園の夏 高杉良 新潮社 913.6タ  

165 教科書で読む名作 走れメロス・富嶽百景ほか 太宰治 筑摩書房 913.6ダ 文庫

166 父 辻仁成 集英社 913.6ツ

167 かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社 913.6ツ

168 教科書で読む名作 山月記・名人伝ほか 中島敦 筑摩書房 913.6ナ 文庫

169 教科書で読む名作 夏の花ほか戦争文学 原民喜 [ほか著] 筑摩書房 913.6ナ 文庫

170 山月記 中島敦
小前亮 [現代語訳] 理論社 913.6ナ

171 A 中村文則 河出書房新社 913.6ナ 文庫

172 ザ・ベストミステリーズ2017推理小説年鑑 薬丸岳　[ほか著] 講談社 913.6ニ

173 ラジオ・ガガガ 原田ひ香 双葉社 913.6ハ

174 アノニム 原田マハ KADOKAWA 913.6ハ

175 きまぐれロボット 星新一
ロバート・マシュー訳 講談社 913.6ホ 英語文庫

176 劇場 又吉直樹 新潮社 913.6マ

177 カブールの園 宮内悠介 文藝春秋 913.6ミ 芥川賞候補作品

178 美しい星 三島由紀夫 新潮社 913.6ミ 文庫

179 あとは野となれ大和撫子 宮内悠介 KADOKAWA 913.6ミ

180 注文の多い料理店
宮沢賢治
ジョン・ベスター
[訳]

講談社 913.6ミ 英語文庫

181 教科書で読む名作 高瀬舟・最後の一句ほか 森鷗外 筑摩書房 913.6モ 文庫

182 ピエロがいる街 横関大 講談社 913.6ヨ

183 言葉と悲劇 柄谷行人講演集成1985-1988 柄谷行人 筑摩書房 914.6カ 文庫

184 敗者の想像力 加藤典洋 集英社 914.6カ 新書

185 ジョーがくれた石　12の旅の物語 山尾三省 地湧社 914.6ヤ

186 大空のサムライ 上・下 坂井三郎 [著] 講談社 916サ1-2 文学

187 教科書で読む名作 陰翳礼讃・刺青ほか 谷崎潤一郎 筑摩書房 918.6タ 文庫

188 青空のかけら S.E.デュラント 鈴木出版 933.7デ

189 消えた王 ジェニファー・A.ニールセン ほるぷ出版 933.7ニ

190 ねらわれた王座 ジェニファー・A.ニールセン ほるぷ出版 933.7ニ

191 ケンジントン公園のピーター・パン バリー 光文社 933.7バ 文庫
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192 ライオンと魔女Thelion,thewitchandthewardrobeナルニア国ものがたり C.S.ルイス 講談社インターナショナル 933.7ル 英語文庫

193 ナルニア国物語④ カスピアン王子 C.S.ルイス 光文社 933.7ル4 文庫

194 ジオノ作品の舞台を訪ねて 山本省 彩流社 950.2ヤ

195 星の王子さま Thelittleprince サン=テグジュペリ
RichardHoward[英訳]

講談社インターナショナル 953.7サ 英語文庫

196 まっぷたつの子爵 カルヴィーノ岩波書店 973カ 文庫
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