
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 絵と図でわかる　AIと社会　未来をひらく技術とのかかわり方 江間 有沙 技術評論社 007.1 エ

2 明日の自分が確実に変わる　10分読書 吉田 裕子 集英社 019.1 ヨ

3 深掘り!中学数学　教科書に書かれていない数学の話 坂間 千秋 岩波書店 081 イ 934 岩崎ジュニア新書

4 日本経済図説　第五版 宮崎 勇 ほか[著] 岩波書店 081 イ 1878 岩波新書

5 ブッダが説いた幸せな生き方 今枝 由郎 岩波書店 081 イ 1879 岩波新書

6 チャリティの帝国　もうひとつのイギリス近現代史 金澤 周作 岩波書店 081 イ 1880 岩波新書

7 日本車は生き残れるか
桑島 浩彰
川端 由美 講談社 081 コ 2617 講談社現代新書

8 はじめてのプラトン　批判と変革の哲学 中畑 正志 講談社 081 コ 2618 講談社現代新書

9 ショパンの名曲　ピアノの名曲 聴きどころ 弾きどころ 2 イリーナ・メジューエワ 講談社 081 コ 2619 講談社現代新書

10 宗教と過激思想　現代の信仰と社会に何が起きているか 藤原 聖子 中央公論新社 081 チ 2642 中公新書

11 イギリス1960年代　ビートルズからサッチャーへ 小関 隆 中央公論新社 081 チ 2643 中公新書

12 植物のいのち　からだを守り、子孫につなぐ驚きのしくみ 田中 修 中央公論新社 081 チ 2644 中公新書

13 天正伊賀の乱　信長を本気にさせた伊賀衆の意地 和田 裕弘 中央公論新社 081 チ 2645 中公新書

14 最先端研究で導きだされた　「考えすぎない」人の考え方 堀田 秀吾 サンクチュアリ出版 159 ホ

15 <世界史>の哲学　近代篇1　<主体>の誕生 大澤 真幸 講談社 209 オ

16
　　　　　　　　せ　　　　ん

西暦一〇〇〇年　グローバリゼーションの誕生
ヴァレリー・ハンセン 文藝春秋 209.4 ハ

17 “地形と気象”で解く!　日本の都市誕生の謎　歴史地形学への招待 竹村 公太郎 ビジネス社 210 タ

18 武士論　古代中世史から見直す 五味 文彦 講談社 210.3 ゴ

19 持統天皇と男系継承の起源　古代王朝の謎を解く 武澤 秀一 筑摩書房 210.3 タ 新書

20 歴史文化ライブラリー　525　<武家の王>足利氏　戦国大名と足利的秩序 谷口 雄太 吉川弘文館 210.4 タ

21 図説　鎌倉幕府 田中 大喜 戎光祥出版 210.4 タ

22 歴史文化ライブラリー　524　中世は核家族だったのか　民衆の暮らしと生き方 西谷 正浩 吉川弘文館 210.4 ニ

23 言いなりにならない江戸の百姓たち　「幸谷村酒井家文書」から読み解く 渡辺 尚志 文学通信 213.5 ワ

24 世界と日本がわかる　国ぐにの歴史　一冊でわかるインド史 水島 司 [監修] 河出書房新社 225 イ

25 教養としてのギリシャ・ローマ
名門コロンビア大学で学んだリベラルアーツの真髄

中村 聡一 東洋経済新報社 231 ナ

26 13歳からのレイチェル・カーソン 上遠 恵子 [監修] かもがわ出版 289.3 カ

27 世界と日本の地理の謎を解く 水野 一晴 PHP研究所 290.4 ミ 新書

28 東京タイムスリップ1984↔2021 善本 喜一郎 [写真] 河出書房新社 291.3 ヨ  

29 エリア・スタディーズ 183　インドを旅する55章
宮本 久義
小西 公大 明石書店 292.5 イ
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30 世界をカエル 10代からの羅針盤　池上彰の 君と考える戦争のない未来 池上 彰 理論社 319.8 イ

31 岩波ブックレット No.942　君が戦争を欲しないならば 高畑 勲 岩波書店 319.8 タ

32 ９条の戦後史 加藤 典洋 筑摩書房 323.1 カ 新書

33 経済の論点がこれ1冊でわかる　教養のための経済学　超ブックガイド88
飯田 泰之 ほか[編]

奥山 雅之 ほか[著] 亜紀書房 331 キ

34 日本がわかるデータブック　日本国勢図会　2021/22年版
矢野恒太記念会
 [編集]

矢野恒太記念会 351 ヤ

35 日本を寿ぐ　九つの講演 ドナルド・キーン 新潮社 361.5 キ

36 日本の農村　農村社会学に見る東西南北 細谷 昻 筑摩書房 361.7 ホ 新書

37 なるにはBOOKS 大学学部調べ  経済学部 中高生のための学部選びガイド 山下 久猛 ぺりかん社 375 ナ 別巻

38 図説　戦争と軍服の歴史 辻元 よしふみ
辻元 玲子 [イラスト]

河出書房新社 390.9 ツ

39 理系研究者の「実験メシ」　科学の力で解決!食にまつわる疑問 松尾 佑一 光文社 407 マ 新書

40
岩波ジュニアスタートブックス
なぜ私たちは理系を選んだのか　未来につながる<理>のチカラ

桝 太一 岩波書店 407 マ

41 アインシュタイン方程式を読んだら「宇宙」が見えた　ガチンコ相対性理論 深川 峻太郎 講談社 408 ブ 2169 ブルーバックス

42 理系女性の人生設計ガイド　自分を生かす仕事と生き方 大隅 典子 ほか[著] 講談社 408 ブ 2170 ブルーバックス

43 四角形の七不思議　いちばん身近な図形の深遠な世界 細矢 治夫 講談社 408 ブ 2171 ブルーバックス

44 スペース・コロニー　宇宙で暮らす方法 向井 千秋
ほか[監修・著]

講談社 408 ブ 2172 ブルーバックス

45 計算する生命 森田 真生 新潮社 410.4 モ

46 中学生・高校生・大学生のもっと知りたい!にこたえる　人物でよみとく物理 田中 幸 ほか[著]

藤嶋 昭 [監修]
朝日学生新聞社 420.2 タ  

47 16歳からの相対性理論　アインシュタインに挑む夏休み
佐宮 圭
松浦 壮 [監修]

筑摩書房 421.2 サ 新書

48 改訂版　星の王子さまの天文ノート 縣 秀彦 [編著] 河出書房新社 440 ア

49 地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか? 佐々木 貴教 岩波書店 445 サ

50 方向音痴って、なおるんですか? 吉玉 サキ 交通新聞社 448.9 ヨ

51 Newton 大図鑑シリーズ　地学大図鑑 田近 英一 [監修] ニュートンプレス 450 チ  

52 新版　絵でわかる日本列島の誕生 堤 之恭 講談社 455.1 ツ

53 WHAT　IS　LIFE?　生命とは何か ポール・ナース ダイヤモンド社 461 ナ

54 生物に学ぶ ガラパゴス・イノベーション 稲垣 栄洋 東京書籍 467.5 イ

55 岩波ジュニアスタートブックス　サンゴは語る 大久保 奈弥 岩波書店 483.3 オ

56 昆虫学者の目のツケドコロ　身近な虫を深く楽しむ 井手 竜也 ベレ出版 486 イ

57 新・動物記 2　武器を持たないチョウの戦い方　ライバルの見えない世界で 竹内 剛 
京都大学
学術出版会 486.8 タ

58 もっとディープに!　カラス学　体と心の不思議にせまる 杉田 昭栄 緑書房 488.9 ス

59 ラッコ　霧多布で生まれたA子の物語 片岡 義廣 
藤田印刷
エクセレントブッ
クス

489.5 カ 　

60 新・動物記 1　キリンの保育園　タンザニアでみつめた彼らの仔育て 齋藤 美保
京都大学
学術出版会 489.8 サ

61 脱炭素時代を生き抜くための「エネルギー」入門 齋藤 勝裕 実務教育出版 501.6 サ
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62 しくみ図解ｼﾘｰｽﾞ　CADが一番わかる　CADの操作や機能から産業との関わりまで 大高 敏男 ほか[著] 技術評論社 501.8 キ

63 地形と歴史で読み解く　鉄道と街道の深い関係　東京周辺 内田 宗治 [編著] 実業之日本社 516.1 ウ

64 今日からﾓﾉ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしい 新幹線技術の本 辻村 功 日刊工業新聞社 516.7 ツ

65 図解でわかる　14歳からの 脱炭素社会 インフォビジュアル
研究所 太田出版 519 ズ  

66 ジェット旅客機操縦完全マニュアル　パイロットはコクピットで何をしているのか? 中村 寛治 SBクリエイティブ 538.8 ナ

67 甘さと権力　砂糖が語る近代史 シドニー・W.ミンツ 筑摩書房 588.1 ミ 文庫

68 幻想と異世界への扉　産業遺産
黒沢 永紀
前畑 洋平 昭文社 602.1 ク

69 東急田園都市線　ぶらり歴史散歩 坂上 正一 フォト・パブリッシング 686.2 サ

70 昭和・平成を生き抜いた 鉄道遺産　関東編 塩塚 陽介 昭文社 686.2 シ

71 DJ鉄ぶらブックス 032　鉄道と地図　時刻表と地形図が描いた鉄道の歩み
須田 寛
野々村 邦夫

交通新聞社 686.2 ス  

72 東急田園都市線が開業した時代の各駅記録
山田 亮
生田 誠

フォト・
パブリッシング 686.2 ヤ  

73 街場の芸術論 内田 樹 青幻舎 704 ウ

74 メンタルに効く西洋美術　逆境にもくじけないアーティストたち 宮本 由紀 マール社 723 ミ

75 ウルトラマンの「正義」とは何か 花岡 敬太郎 青弓社 778.8 ハ

76 日本の道化師　ピエロとクラウンの文化史 大島 幹雄 平凡社 779.5 オ 新書

77 穂高小屋番レスキュー日記 宮田 八郎 山と溪谷社 786.1 ミ

78 「自分らしさ」と日本語 中村 桃子 筑摩書房 810.1 ナ 新書

79 １４歳の世渡り術　学校では教えてくれないゆかいな漢字の話 今野 真二 河出書房新社 811.2 コ

80 [英文対照] 朝日新聞　天声人語　2021 春 VOL.204
朝日新聞論説
委員室 [編] 原書房 837 ア

81 感染症文学論序説　文豪たちはいかに書いたか 石井 正己 河出書房新社 910.2 イ  

82 正欲 朝井 リョウ 新潮社 913.6 ア

83 片見里荒川コネクション 小野寺 史宜 幻冬舎 913.6 オ

84 医学のひよこ 海堂 尊 KADOKAWA 913.6 カ

85 声の在りか 寺地 はるな KADOKAWA 913.6 テ

86 小説8050 林 真理子 新潮社 913.6 ハ

87 リボルバー 原田 マハ 幻冬舎 913.6 ハ

88 東京のぼる坂くだる坂 ほしお さなえ 筑摩書房 913.6 ホ

89 上方落語ひとくち絵本
もりた はじめ [編]
はやかわ ひろただ
[絵]

はじ芽企画 913.7 カ  

90 鉄道無常　内田百間と宮脇俊三を読む 酒井 順子 KADOKAWA 915.6 サ

91 文学　2021 日本文藝家協会 [編] 講談社 918.6 ニ

92 三体Ⅲ　死神永生　上・下 劉 慈欣 早川書房 923.7 リ 3 1-2
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