
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 機械学習をめぐる冒険 小高 知宏 オーム社 007.1 オ

2 NFTの教科書　ビジネス・ブロックチェーン・法律・会計までデジタルデータが資産になる未来 天羽 健介　増田 雅史 朝日新聞出版 007.3 エ

3 思考からの逃走 岡嶋 裕史 
日経BP
日本経済新聞
出版本部

007.3 オ

4 ディープフェイク　ニセ情報の拡散者たち ニーナ・シック
日経
ナショナル
ジオグラフィック社

007.3 シ

5 改訂版　高校生からはじめる　プログラミング 吉村 総一郎 KADOKAWA 007.6 ヨ

6 ほんのよもやま話　作家対談集 瀧井 朝世 [編] 文藝春秋 019 ホ

7 夜ふかしの本棚 朝井 リョウ ほか 中央公論新社 019.9 ヨ 文庫

8 絶滅危惧動作図鑑 藪本 晶子 祥伝社 049 ヤ

9 親を頼らないで生きるヒント　家族のことで悩んでいるあなたへ コイケ ジュンコ
ブリッジフォースマイル[協力]

岩波書店 081 イ 942 岩崎ジュニア新書

10 数理の窓から世界を読みとく　素数・AI・生物・宇宙をつなぐ 初田 哲男　柴藤 亮介 岩波書店 081 イ 943 岩崎ジュニア新書

11 自分を変えたい　殻を破るためのヒント 宮武 久佳 岩波書店 081 イ 944 岩崎ジュニア新書

12 ヨーロッパ史入門　原形から近代への胎動 池上 俊一 岩波書店 081 イ 945 岩崎ジュニア新書

13 ロボットと人間　人とは何か 石黒 浩 岩波書店 081 イ 1901 岩波新書

14 視覚化する味覚　食を彩る資本主義 久野 愛 岩波書店 081 イ 1902 岩波新書

15 江戸の学びと思想家たち 辻本 雅史 岩波書店 081 イ 1903 岩波新書

16 金融サービスの未来　社会的責任を問う 新保 恵志 岩波書店 081 イ 1904 岩波新書

17 企業と経済を読み解く小説50 佐高 信 岩波書店 081 イ 1905 岩波新書

18 スポーツからみる東アジア史　分断と連帯の20世紀 高嶋 航 岩波書店 081 イ 1906 岩波新書

19 うつりゆく日本語をよむ　ことばが壊れる前に 今野 真二 岩波書店 081 イ 1907 岩波新書

20 激動　日本左翼史　学生運動と過激派1960-1972 池上 彰 　佐藤 優 講談社 081 コ 2643 講談社現代新書

21 裏道を行け　ディストピア世界をHACKする 橘 玲 講談社 081 コ 2644 講談社現代新書

22 ブルシット・ジョブの謎　クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか 酒井 隆史 講談社 081 コ 2645 講談社現代新書

23 神社とは何か 新谷 尚紀 講談社 081 コ 2646 講談社現代新書

24 ジョン・ロールズ　社会正義の探究者 齋藤 純一 　田中 将人 中央公論新社 081 チ 2674 中公新書

25 江戸　平安時代から家康の建設へ 齋藤 慎一 中央公論新社 081 チ 2675 中公新書

26 地球外生命　アストロバイオロジーで探る生命の起源と未来 小林 憲正 中央公論新社 081 チ 2676 中公新書

27 エビはすごい　カニもすごい　体のしくみ、行動から食文化まで 矢野 勲 中央公論新社 081 チ 2677 中公新書

28 北条義時　鎌倉殿を補佐した二代目執権 岩田 慎平 中央公論新社 081 チ 2678 中公新書

29 胡適文選　2 胡 適 平凡社 081 ト 906 　

30 科学的思考のススメ　「もしかして」からはじめよう 牧野 悌也 ほか ミネルヴァ書房 141.5 カ
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

31 あなたがあなたであることの科学　人の個性とはなんだろうか デイヴィッド・J.リンデン 河出書房新社 141.9 リ

32 ハブられても生き残るための深層心理学 きたやま おさむ 岩波書店 146.1 キ

33 二十一世紀の子供たちへ　君の思いは必ず実現する 稲盛 和夫 財界研究所 159.5 イ

34 大人も気づいていない48の大切なこと　キミの心をラクにするかんたんなヒント Testosterone 学研プラス 159.5 テ

35 10代の君に伝えたい 学校で悩むぼくが見つけた 未来を切りひらく思考 山崎 聡一郎 朝日新聞出版 159.5 ヤ

36 本当の「心の強さ」ってなんだろう?　一生を支える折れないメンタルのつくり方 齋藤 孝 誠文堂新光社 159.7 サ  

37 世界でいちばん素敵な　神話の教室 蔵持 不三也 [監修]
ロム・インターナショナル [編集・文]

三才ブックス 164 セ

38 旧約聖書　人物図鑑 山我 哲雄 [監修] 東京書店 193.1 キ

39 東大名誉教授がおしえる!　建築でつかむ世界史図鑑 本村 凌二 [監修] 二見書房 209 ト

40 60年前と現在の世界地図　くらべて楽しむ地図帳 関 眞興 山川出版社 209.7 セ

41 地図でスッと頭に入る縄文時代 山田 康弘 [監修] 昭文社 210.2 チ

42 新知見! 武士の都　鎌倉の謎を解く 伊藤 一美 戎光祥出版 210.4 イ

43 風刺画が描いたJAPAN　世界が見た近代日本 若林 悠 国書刊行会 210.6 ワ

44 世界と日本がわかる　国ぐにの歴史　一冊でわかる韓国史 六反田 豊 [監修] 河出書房新社 221 イ

45 アフガニスタン史 前田 耕作 　山根 聡 河出書房新社 227.1 マ

46 図説　ソ連の歴史 下斗米 伸夫 河出書房新社 238 シ

47 『三国志』の英雄　諸葛孔明 林田 愼之助 清水書院 289.2 ソ

48 マリメッコの救世主　キルスティ・パーッカネンの物語 ウッラーマイヤ・パーヴィライネン 祥伝社 289.3 パ

49 地図でスッと頭に入る　47都道府県　知られざる魅力大図鑑 なるほど知図帳編集部 [編] 昭文社 291 キ

50 日本 歴史地図帳 　 昭文社 291 ニ  

51 アメリカの<周縁>をあるく　旅する人類学 中村 寛 　松尾 眞 平凡社 295.3 ナ

52 イラン　「反米宗教国家」の素顔 新冨 哲男 平凡社 302.2 シ 新書

53 タリバンの眼　戦場で考えた 佐藤 和孝 PHP研究所 302.2 タ 新書

54 黒人と白人の世界史　「人種」はいかにつくられてきたか オレリア・ミシェル 明石書店 316.8 ミ

55 ナッジ!?　自由でおせっかいなリバタリアン・パターナリズム 那須 耕介　橋本 努 勁草書房 331 ナ

56 岩波ジュニアスタートブックス　SDGs入門　未来を変えるみんなのために 蟹江 憲史 岩波書店 333.8 カ

57 あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」習慣 原 貫太 KADOKAWA 333.8 ハ

58 桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか?　日本の昔話で身につく税の基本 高橋 創 　井上 マサキ ダイヤモンド社 345 タ

59 第71回(2022)　日本統計年鑑 総務省統計局 [編] 日本統計協会 351 ニ 2021  

60 操作される現実　VR・合成音声・ディープフェイクが生む虚構のプロパガンダ サミュエル・ウーリー 白揚社 361.4 ウ

61 「印象」の心理学　認知バイアスが人の判断をゆがませる 田中 知恵 日本実業出版社 361.4 タ

62 話すより10倍ラク!　新　聞く会話術 西任 暁子 ディスカヴァー・
トゥエンティワン 361.4 ニ

63 １４歳の世渡り術　見た目が気になる　「からだ」の悩みを解きほぐす26のヒント 河出書房新社 [編]

青木 美沙子 ほか[著]
河出書房新社 361.4 ミ
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

64 みんなに好かれなくていい 和田 秀樹 小学館 361.4 ワ 新書

65 サブカル昆虫文化論　アニメ・ゲーム・漫画・特撮・玩具 保科 英人 ほか 総合科学出版 361.5 ホ

66 はじめての西洋ジェンダー史　家族史からグローバル・ヒストリーまで 弓削 尚子 山川出版社 367.2 ユ

67 ヤングケアラー　介護する子どもたち 毎日新聞取材班 毎日新聞出版 369 ヤ

68 福島モノローグ いとう せいこう 河出書房新社 369.3 イ

69 岩波ジュニアスタートブックス　支える、支えられる、支え合う サヘル・ローズ 岩波書店 369.4 ロ

70 なるにはBooks　社会保険労務士になるには 池田 直子 ぺりかん社 375 ナ 63

71 なるにはBooks　日本語教師になるには 益田 美樹 ぺりかん社 375 ナ 84

72 お菓子の由来物語 猫井 登 幻冬舎 383.8 ネ

73 食べているのは生きものだ 森枝 卓士 [文・写真] 福音館書店 383.8 モ

74 理科年表　第95冊(令和4年) 国立天文台 [編] 丸善出版 403.6 コ

75
清少納言がみていた宇宙と、
わたしたちのみている宇宙は同じなのか?　新しい博物学への招待

池内 了 青土社 404 イ

76 未来の科学者たちへ 大隅 良典 　永田 和宏 KADOKAWA 404 オ

77 マルチメッセンジャー天文学が捉えた新しい宇宙の姿　宇宙の物質の起源に迫る 田中 雅臣 講談社 408 ブ 2187 ブルーバックス

78 世界は「e」でできている　オイラーが見出した神出鬼没の超越数 金 重明 講談社 408 ブ 2188 ブルーバックス

79 1つの定理を証明する99の方法 フィリップ・オーディング 森北出版 410 オ

80 統計学の絵本
竹内 俊彦 [著]

山口 真理子 [絵]
オーム社 417 タ

81 宇宙はなぜ「暗い」のか?　オルバースのパラドックスと宇宙の姿 津村 耕司 ベレ出版 440 ツ

82 ついに見えたブラックホール　地球サイズの望遠鏡がつかんだ謎 谷口 義明 丸善出版 443.5 タ

83 地図 鳴海 邦匡 法政大学出版局 448.9 ナ

84 地形散歩のすすめ　凸凹からまちを読みとく方法 新之介 学芸出版社 454.9 シ

85 教養としての「日本列島の地形と地質」 橋本 純 PHP研究所 454.9 ハ

86 ハエトリグモ　ハンドブック 須黒 達巳 文一総合出版 485.7 ス

87 日本野鳥の会のとっておきの野鳥の授業
日本野鳥の会 [編]

上田 恵介 [監修]
山と溪谷社 488.1 ニ

88 オオカミ　SPIRIT OF THE WILD
トッド・K.フラー
幸島 司郎 ほか[監修]

化学同人 489.5 オ  

89 認知症世界の歩き方　認知症のある人の頭の中をのぞいてみたら?
筧 裕介
認知症未来共創ハブ
ほか[監修]

ライツ社 493.7 カ

90 学校では教えてくれない　自分を休ませる方法 井上 祐紀 KADOKAWA 498.3 イ

91 海をわたった母子手帳　かけがえのない命をまもるパスポート 中村 安秀 旬報社 498.7 ナ

92 だれでもデザイン　未来をつくる教室 山中 俊治 朝日出版社 501.8 ヤ

93 やりたいことから引ける!　ジオラマテクニックバイブル 瀬川 たかし 成美堂出版 507.9 セ

94 SDGsな生活のヒント　あなたの物の使い方が地球を救う タラ・シャイン 創元社 519 シ

95 はじめて学ぶ環境倫理　未来のために「しくみ」を問う 吉永 明弘 筑摩書房 519 ヨ 新書

96 今日からモノ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしい消臭・脱臭の本 光田 恵 ほか 日刊工業新聞社 519.7 ミ
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97 ハチドリのひとしずく　いま、私にできること 辻 信一 [監修] 光文社 519.8 ハ

98 味の台湾 焦 桐 みすず書房 596.2 ジ

99 自分で名付ける 松田 青子 集英社 598.2 マ

100 食べる経済学 下川 哲 大和書房 611.3 シ

101 希望の一滴　中村哲、アフガン最期の言葉 中村 哲 西日本新聞社 614.3 ナ

102 アロハで猟師、はじめました 近藤 康太郎 河出書房新社 659 コ

103 君たちに贈る　明日への勇気が湧いてくる広告コピー  パイインターナショナル 674.3 ア

104 天皇陛下と鉄道　5代150年、お召列車の旅 工藤 直通 交通新聞社 686.2 ク 新書

105 最終列車 原 武史 講談社 686.2 ハ

106 今昔写真と路線分析　都電荒川線の全記録 中村 建治 　森川 尚一 フォト・パブリッシング 686.9 ナ

107 天才たちの日課　女性編　自由な彼女たちの必ずしも自由でない日常 メイソン・カリー フィルムアート社 702.8 カ

108 天才たちの日課　クリエイティブな人々の必ずしもクリエイティブでない日々 メイソン・カリー フィルムアート社 702.8 カ

109 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内 有緒 集英社インターナショナル 706.9 カ

110 愛を描いたひと　イ・ジュンソプと山本方子の百年 大貫 智子 小学館 723.2 オ

111 イラストレーション　2022 平泉 康児 [編] 翔泳社 726.5 イ

112 ROCKONOMICS　経済はロックに学べ! アラン・B.クルーガー ダイヤモンド社 760.9 ク

113 クラシック作曲家列伝　バッハからラヴェルまで12人の天才たちの愉快な素顔
やまみち ゆか [絵・文]
飯尾 洋一 [監修] マール社 762.8 ヤ

114 スティーヴン・スピルバーグ　映画の子  河出書房新社 778.2 ス

115 映像の原則　改訂版　ビギナーからプロまでのコンテ主義 富野 由悠季 キネマ旬報社 778.4 ト

116 新海誠の世界　時空を超えて響きあう魂のゆくえ 榎本 正樹 KADOKAWA 778.7 シ

117 辻真先のテレビアニメ道 辻 真先 立東舎 778.7 ツ

118 アニメーターの仕事がわかる本　業界の現実を教わってきました! 西位 輝実
餅井 アンナ [構成・文]

玄光社 778.7 ニ

119 アニメの輪郭　主題・作家・手法をめぐって 藤津 亮太 青土社 778.7 フ

120 子どものスポーツ格差　体力二極化の原因を問う 清水 紀宏 大修館書店 780.1 シ

121 スノーボードを生んだ男　ジェイク・バートンの一生 福原 顕志 文藝春秋 784.3 バ

122 世界のおすもうさん
和田 靜香 [文]

金井 真紀 [文絵]
岩波書店 788.1 ワ

123 動画つき　気持ちが伝わる　はじめての手話 谷 千春 [監修] 主婦の友社 801.9 キ

124 日本語の大疑問　眠れなくなるほど面白い ことばの世界 国立国語研究所 [編] 幻冬舎 810.4 ニ 新書

125 ことばの「省略」とは何か 尹 盛煕 大修館書店 815 ユ

126 モンゴル語のしくみ <新版> 温品 廉三 白水社 829.5 ヌ

127 そもそも英語ってなに？　「侵略の英語史」と「学習の極意」 里中 哲彦 現代書館 830.4 サ

128 バッチリ身につく　英語の学び方 倉林 秀男 筑摩書房 830.7 ク 新書

129 岩波ジュニアスタートブックス　なんで英語、勉強すんの? 鳥飼 玖美子 岩波書店 830.7 ト
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130 とってもナチュラル　ふだんのひとことフランス語 トリコロル・パリ 白水社 857.8 ト

131 クロアチア語のしくみ <新版> 三谷 惠子 白水社 889.2 ミ

132 バスク語のしくみ <新版> 吉田 浩美 白水社 893.5 ヨ

133 うろん紀行 わかしょ文庫 代わりに読む人 910.2 ワ

134 和歌のタイムライン　年表でよみとく和歌・短歌の歴史
和歌文学会
出版企画委員会 [編] 三弥井書店 911.1 ワ

135 教室に並んだ背表紙 相沢 沙呼 集英社 913.6 ア

136 新しい星 彩瀬 まる 文藝春秋 913.6 ア

137 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 早川書房 913.6 ア

138 パラソルでパラシュート 一穂 ミチ 講談社 913.6 イ

139 薔薇色の門　誘惑　遠藤周作初期中篇 遠藤 周作 河出書房新社 913.6 エ

140 残月記 小田 雅久仁 双葉社 913.6 オ

141 神曲 川村 元気 新潮社 913.6 カ

142 あなたに安全な人 木村 紅美 河出書房新社 913.6 キ

143 マイブラザー 草野 たき ポプラ社 913.6 ク

144 パパララレレルル 最果 タヒ 河出書房新社 913.6 サ

145 テスカトリポカ 佐藤 究 KADOKAWA 913.6 サ

146 ブラザーズ・ブラジャー 佐原 ひかり 河出書房新社 913.6 サ

147 元彼の遺言状 新川 帆立 宝島社 913.6 シ

148 倒産続きの彼女 新川 帆立 宝島社 913.6 シ

149 答えは風のなか
重松 清
ミロコマチコ [絵]

朝日出版社 913.6 シ

150 夕焼けポスト ドリアン助川 ポプラ社 913.6 ド

151 虚魚(そらざかな) 新名 智 KADOKAWA 913.6 ニ

152 滅私 羽田 圭介 新潮社 913.6 ハ

153 夏休み ルーム はやみね かおる 朝日新聞出版 913.6 ハ

154 都会(まち)のトム&ソーヤ⑱　未来からの挑戦 はやみね かおる 講談社 913.6 ハ

155 ゲームの名は誘拐 東野　圭吾 光文社 913.6 ヒ 文庫

156 探偵少女アリサの事件簿　さらば南武線 東川 篤哉 幻冬舎 913.6 ヒ 3

157 畏れ入谷の彼女の柘榴 舞城 王太郎 講談社 913.6 マ

158 もしも徳川家康が総理大臣になったら　ビジネス小説 眞邊 明人 サンマーク出版 913.6 マ

159 N 道尾 秀介 集英社 913.6 ミ

160 博多さっぱそうらん記 三崎 亜記 KADOKAWA 913.6 ミ

161 静かに、ねぇ、静かに 本谷 有希子 講談社 913.6 モ

162 犬神家の戸籍　「血」と「家」の近代日本 遠藤 正敬 青土社 913.6 ヨ
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163 謹訳　徒然草
吉田 兼好
林 望 [訳著]

祥伝社 914.4 ヨ

164 ぜんぶ愛。 安藤 桃子 集英社
インターナショナル 914.6 ア

165 神様の友達の友達の友達はぼく 最果 タヒ 筑摩書房 914.6 サ

166 複眼人 呉 明益 KADOKAWA 923.7 ゴ

167 書くことについて スティーヴン・キング 小学館 930.2 キ 文庫

168 謎ときサリンジャー　「自殺」したのは誰なのか 竹内 康浩 　朴 舜起 新潮社 930.2 サ

169 丸い地球のどこかの曲がり角で ローレン・グロフ 河出書房新社 933.7 グ

170 サワー・ハート ジェニー・ザン 河出書房新社 933.7 ザ

171 息吹 テッド・チャン 早川書房 933.7 チ

172 星のせいにして エマ・ドナヒュー 河出書房新社 933.7 ド

173 過ぎにし夏、マーズ・ヒルで　エリザベス・ハンド傑作選 エリザベス・ハンド 東京創元社 933.7 ハ

174 地上で僕らはつかの間きらめく オーシャン・ヴオン 新潮社 933.7 ボ

175 打ちのめされた心は フランソワーズ・サガン 河出書房新社 953.7 サ

176 だれも死なない日 ジョゼ・サラマーゴ 河出書房新社 969.3 サ
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