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1 AI時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ④　コンピュータのしくみ 土屋 誠司 創元社 007 ツ 4

2 AI時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ⑤　ネットワーク・通信のしくみ 土屋 誠司 創元社 007 ツ 5

3 AI時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ⑥　情報セキュリティのしくみ 土屋 誠司 創元社 007 ツ 6

4 AI時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ⑦　ロボットと生きる世界 土屋 誠司 創元社 007 ツ 7

5 AI時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ⑧　IoTで変わる社会 土屋 誠司 創元社 007 ツ 8

6 AI時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ⑨　ICTが変える未来 土屋 誠司 創元社 007 ツ 9

7 やさしく知りたい最先端科学シリーズ ９　IoT モノのインターネット 高安 篤史 創元社 007.3 タ

8 わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために　その思想、実践、技術 渡邊 淳司 ほか ビー・エヌ・エヌ新社 007.3 ワ

9 100万回死んだねこ　覚え違いタイトル集 福井県立図書館 講談社 015.2 フ

10 ゲンロン 0 (2017April)　観光客の哲学 東 浩紀 ゲンロン 051.3 ゲ

11 命を危険にさらして　5人の女性戦場ジャーナリストの証言 マリーヌ・ジャックマン ほか 創元社 070.1 イ

12 諜報・謀略の中国現代史　国家安全省の指導者にみる権力闘争 柴田 哲雄 朝日新聞出版 081 ア 1025

13 AIの時代を生きる　未来をデザインする創造力と共感力 美馬 のゆり 岩波書店 081 イ 941 岩波ジュニア新書

14 森の日本史 黒瀧 秀久 岩波書店 081 イ 939 岩波ジュニア新書

15 <弱さ>を<強み>に　突然複数の障がいをもった僕ができること 天畠 大輔 岩波書店 081 イ 1898 岩波新書

16 最澄と徳一　仏教史上最大の対決 師 茂樹 岩波書店 081 イ 1899 岩波新書

17 新型コロナと向き合う　「かかりつけ医」からの提言 横倉 義武 岩波書店 081 イ 1900 岩波新書

18 空気を読む人読まない人　人格系と発達系のはなし 老松 克博 講談社 081 コ 2637 講談社現代新書

19 遊廓と日本人 田中 優子 講談社 081 コ 2638 講談社現代新書

20 酔鯨　山内容堂の軌跡　土佐から見た幕末史 家近 良樹 講談社 081 コ 2639 講談社現代新書

21 歴史修正主義　ヒトラー賛美、ホロコースト否定論から法規制まで 武井 彩佳 中央公論新社 081 チ 2664 中公新書

22 三好一族　戦国最初の「天下人」 天野 忠幸 中央公論新社 081 チ 2665 中公新書

23 ドイツ・ナショナリズム　「普遍」対「固有」の二千年史 今野 元 中央公論新社 081 チ 2666 中公新書

24 南北朝時代　五胡十六国から隋の統一まで 会田 大輔 中央公論新社 081 チ 2667 中公新書

25 宗教図像学入門　十字架、神殿から仏像、怪獣まで 中村 圭志 中央公論新社 081 チ 2668 中公新書

26 アンコール王朝興亡史 石澤 良昭 NHK出版 081 ニ 1271

27 「問い」から始まる哲学入門 景山 洋平 光文社 100 カ 新書

28 ポスト・ヒューマニズム　テクノロジー時代の哲学入門 岡本 裕一朗 NHK出版 104 オ 新書

29 WHY　TIME　FLIES　なぜ時間は飛ぶように過ぎるのか アラン・バーディック 東洋館出版社 141.2 バ

30 思いがけず利他 中島 岳志 ミシマ社 151.5 ナ

31 イラストで読む 新約聖書の物語と絵画 杉全 美帆子 河出書房新社 193.5 ス
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32 マンガでわかる　考古遺跡発掘ワーク・マニュアル
今井 しょうこ [著]

植田 真 [監修]
創元社 210 イ

33 復原模型で見る日本の歴史
五味 文彦 [監修]

坂井 秀弥 [編集]
山川出版社 210.1 フ

34 六波羅探題　京を治めた北条一門 森 幸夫 吉川弘文館 210.4 モ

35 一冊でわかる江戸時代 大石 学 [監修] 河出書房新社 210.5 イ

36 平成史　[完全版] 小熊 英二 ほか 河出書房新社 210.7 オ

37 江戸移住のすすめ 冨岡 一成 旬報社 213.6 ト

38 図説 チェコとスロヴァキアの歴史 薩摩 秀登 河出書房新社 234.8 サ

39 イギリス王室1000年の歴史 新装版 指 昭博 [監修] カンゼン 288.4 イ

40 ガラシャ　つくられた「戦国のヒロイン」像 山田 貴司 平凡社 289.1 ホ

41 私のいない部屋 レベッカ・ソルニット 左右社 289.3 ソ

42 日本の風景・西欧の景観　そして造景の時代 オギュスタン・ベルク 講談社 290.1 ベ

43 歩く・知る・対話する琉球学　歴史・社会・文化を体験しよう 松島 泰勝 明石書店 291.9 マ

44 狩りの思考法 角幡 唯介 アサヒグループ
ホールディングス 297.8 カ  

45 「日本」ってどんな国?　国際比較データで社会が見えてくる 本田 由紀 筑摩書房 302.1 ホ 新書

46 アフガニスタンを知るための70章
前田 耕作 [編著]

山内 和也 [編著]
明石書店 302.2 ア

47 <賄賂>のある暮らし　市場経済化後のカザフスタン 岡 奈津子 白水社 302.2 オ

48 フランス語っぽい日々
じゃんぽ〜る西
カリン西村 白水社 302.3 ジ

49 ワイルドサイドをほっつき歩け　ハマータウンのおっさんたち ブレイディみかこ 筑摩書房 302.3 ブ

50 コロナ後の世界 内田 樹 文藝春秋 304 ウ

51 世論調査の真実 鈴木 督久 
日経BP
日本経済新聞出版本
部

311 ス 新書

52 グローバル化時代の人権のために　哲学的考察 御子柴 善之 ほか
Sophia　University　Press

上智大学出版 316.1 グ 　

53 ちくまQブックス　法は君のためにある　みんなとうまく生きるには? 小貫 篤 筑摩書房 320 オ

54 法的思考のススメ　大人になる君に知ってもらいたいこと 尾島 史賢 関西大学出版部 321 オ

55 令和3年版　経済財政白書 内閣府 日経印刷 330.5 ナ

56 ナッジで、人を動かす　行動経済学の時代に政策はどうあるべきか キャス・サンスティーン NTT出版 331 サ

57 江戸とアバター　私たちの内なるダイバーシティ 池上 英子 　田中 優子 朝日新聞出版 361.4 イ

58 モラトリアム人間の時代 小此木 啓吾 中央公論新社 361.4 オ

59 「コミュ障」の社会学 貴戸 理恵 青土社 361.4 キ

60 ウスビ・サコの「まだ、空気読めません」 ウスビ・サコ 世界思想社 361.5 サ

61 まとまらない言葉を生きる 荒井 裕樹 柏書房 361.8 ア

62 やさしくない国ニッポンの政治経済学　日本人は困っている人を助けないのか 田中 世紀 講談社 369 タ

63 へろへろ　雑誌『ヨレヨレ』と「宅老所よりあい」の人々 鹿子 裕文 ナナロク社 369.2 カ

64 知ってるつもり　「問題発見力」を高める「知識システム」の作り方 西林 克彦 光文社 371.4 ニ 新書

65 なるにはBooks　弁護士になるには 飯島 一孝 ぺりかん社 375 ナ 21

66 野蛮な大学論 酒井 敏 光文社 377.1 サ 新書
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67 アルバイトの誕生　学生と労働の社会史 岩田 弘三 平凡社 377.9 イ 新書

68 プディングの歴史 ジェリ・クィンジオ 原書房 383.8 ク  

69 あいたくてききたくて旅にでる
小野 和子 [執筆]

清水 チナツ [編集]
PUMPQUAKES 388.1 オ 　

70 うんち学入門　生き物にとって「排泄物」とは何か 増田 隆一 講談社 408 ブ 2106 ブルーバックス

71 早すぎた男　南部陽一郎物語　時代は彼に追いついたか 中嶋 彰 講談社 408 ブ 2183 ブルーバックス

72 呼吸の科学　いのちを支える驚きのメカニズム 石田 浩司 講談社 408 ブ 2184 ブルーバックス

73 解きたくなる数学 佐藤 雅彦 ほか 岩波書店 410 ト  

74 「数学をする」ってどういうこと? 小山 信也 ほか 技術評論社 410.4 コ

75 物理学者、SF映画にハマる　「時間」と「宇宙」を巡る考察 高水 裕一 光文社 420.4 タ 新書

76 宇宙はなぜ物質でできているのか　素粒子の謎とKEKの挑戦 小林 誠 ほか 集英社 429.6 コ 新書

77 元素創造　93〜118番元素をつくった科学者たち キット・チャップマン 白揚社 431.1 チ  

78 SUPERサイエンス　生物発光の謎を解く 近江谷 克裕 　三谷 恭雄 シーアンドアール研究所 431.5 オ  

79 宇宙の終わりに何が起こるのか ケイティ・マック 講談社 443.9 マ  

80 あしたの火山学　地球のタイムスケールで考える 神沼 克伊 青土社 453.8 カ  

81 人間科学 養老 孟司 筑摩書房 460.4 ヨ  

82 歌うキノコ　見えない共生の多様な世界 盛口 満 八坂書房 474.7 モ  

83 1日のおわりに　もふもふタイム 松原 卓二 大和書房 480 マ  

84 たくましくて美しい　ウニと共生生物図鑑 山守 瑠奈 創元社 484.9 ヤ  

85 知って楽しいカモ学講座　カモ、ガン、ハクチョウのせかい
嶋田 哲郎 [著]

森本 元 [監修]
緑書房 488.6 シ  

86 世界で一番美しい　アシカ・アザラシ図鑑 水口 博也 創元社 489.5 ミ  

87 すばらしい人体　あなたの体をめぐる知的冒険 山本 健人 ダイヤモンド社 490.4 ヤ

88 はじめての精神医学 村井 俊哉 筑摩書房 493.7 ム 新書

89 図解でよくわかる　歯のきほん 柿本 和俊 ほか 誠文堂新光社 497 ズ

90 １４歳の世渡り術　「心」のお仕事　今日も誰かのそばに立つ24人の物語
河出書房新社 [編]

荒井 裕樹 ほか[著]
河出書房新社 498.1 コ

91 なぜ日本の列車は秒刻みで動くのか　世界に誇る“ナイス・ガラパゴス”な技術 荒木 文宏 交通新聞社 516 ア 新書

92 図説 人新世　環境破壊と気候変動の人類史
ギスリ・パルソン [著]

長谷川 眞理子 [監修]
東京書籍 519 ギ  

93 地球の未来のため僕が決断したこと　気候大災害は防げる ビル・ゲイツ 早川書房 519 ゲ  

94 公害スタディーズ　悶え、哀しみ、闘い、語りつぐ 安藤 聡彦 ほか ころから 519.2 コ  

95 火星に住むつもりです　二酸化炭素が地球を救う 村木 風海 光文社 574.2 ム  

96 ちくまQブックス　SDGs時代の食べ方　世界が飢えるのはなぜ? 井出 留美 筑摩書房 611.3 イ  

97 猫が歩いた近現代　化け猫が家族になるまで 真辺 将之 吉川弘文館 645.7 マ  

98 板目・柾目・木口がわかる　木の図鑑　日本の有用種101
西川 栄明 [著]

小泉 章夫 [監修]
創元社 657.2 ニ  

99 商店街はなぜ滅びるのか　社会・政治・経済史から探る再生の道 新 雅史 光文社 673.7 ア 　

100 なぜ駅弁がスーパーで売れるのか?　挑戦する郷土の味 長浜 淳之介 交通新聞社 673.9 ナ 新書

101 鉄路にひっそりたたずむ小さな“秘境”　秘境駅大図鑑 「旅と鉄道」編集部 天夢人 686.2 ヒ  
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102 空鉄　諸国鉄道空撮記 吉永 陽一 天夢人 686.2 ヨ  

103 ヴィジュアルを読みとく技術　グラフからアートまでを言語化する 吉岡 友治 筑摩書房 707.9 ヨ 新書

104 初めてでもできる!　『黒板アート』の描き方事典 小野 大輔 明治図書出版 725.4 オ  

105 描きたい!!を信じる　少年ジャンプがどうしても伝えたいマンガの描き方 週刊少年ジャンプ編集部 集英社 726.1 カ

106 フェンダーVSギブソン　音楽の未来を変えた挑戦者たち　THE BIRTH OF LOUD 大きな音はカネになる! イアン・S・ポート DU　BOOKS 764.7 ポ

107 BOWIE'S　BOOKS　デヴィッド・ボウイの人生を変えた100冊 ジョン・オコーネル 亜紀書房 767.8 ボ

108 『シン・エヴァンゲリオン』を読み解く 五十嵐 太郎 ほか 河出書房新社 778.7 シ

109 しくじり審判　失敗から学ぶサッカー審判の教科書 小幡 真一郎 カンゼン 783.4 オ

110 インターネットは言葉をどう変えたか　デジタル時代の<言語>地図 グレッチェン・マカロック フィルムアート社 801 マ

111 わくわく ! 納得 !　手話トーク
松岡 和美 [著]

高野 乃子 [マンガ]
くろしお出版 801.9 マ

112 だんまり、つぶやき、語らい　じぶんをひらくことば 鷲田 清一 講談社 804 ワ

113 日本人とリズム感　「拍」をめぐる日本文化論 樋口 桂子 青土社 811.1 ヒ

114 偉人たちのポジティブ名言で学ぶ英語表現 小池 直己 世界文化ブックス 830.4 コ

115 星新一の思想　予見・冷笑・賢慮のひと 浅羽 通明 筑摩書房 910.2 ホ

116 百人一首という感情 最果 タヒ リトルモア 911.1 サ

117 あの人と短歌 穂村 弘 NHK出版 911.1 ホ

118 エール　名もなき人たちのうた 朝倉 宏景 講談社 913.6 ア

119 旅のない 上田 岳弘 講談社 913.6 ウ

120 秋のカテドラル　遠藤周作初期短篇集 遠藤 周作 河出書房新社 913.6 エ

121 蛍と月の真ん中で 河邉 徹 ポプラ社 913.6 カ

122 #マイネーム 黒川 裕子 さ・え・ら書房 913.6 ク

123 文豪中学生日記 小手鞠 るい あすなろ書房 913.6 コ

124 鳥がぼくらは祈り、 島口 大樹 講談社 913.6 シ

125 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 汐見 夏衛 スターツ出版 913.6 シ 文庫

126 明日の世界が君に優しくありますように 汐見 夏衛 スターツ出版 913.6 シ 文庫

127 硝子の塔の殺人 知念 実希人 実業之日本社 913.6 チ  

128 7.5グラムの奇跡 砥上 裕將 講談社 913.6 ト  

129 万葉と沙羅 中江 有里 文藝春秋 913.6 ナ  

130 夜が明ける 西 加奈子 新潮社 913.6 ニ  

131 これからの出来事 星 新一 新潮社 913.6 ホ 文庫

132 おのぞみの結末 星 新一 新潮社 913.6 ホ  

133 Fができない 升井 純子 文研出版 913.6 マ  

134 星を掬う 町田 そのこ 中央公論新社 913.6 マ  

135 ばにらさま 山本 文緒 文藝春秋 913.6 ヤ  

136 ミカエルの鼓動 柚月 裕子 文藝春秋 913.6 ユ  
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137 アヤとあや 渡辺 優 小学館 913.6 ワ  

138 石川淳随筆集
石川 淳 [著]

澁澤 龍彦 [編]
平凡社 914.6 イ  

139 故郷喪失の時代 小林 敏明 文藝春秋 914.6 コ  

140 中国文学の歴史　古代から唐宋まで 安藤 信廣 東方書店 920.2 ア  

141 少年が来る ハン ガン クオン 929.1 ハ  

142 菜食主義者 ハン ガン クオン 929.1 ハ  

143 ディディの傘 ファン ジョンウン 亜紀書房 929.1 フ  

144 小説ムッソリーニ　世紀の落とし子　上・下 アントニオ・スクラーティ 河出書房新社 973 ス 1-2  

145 生き抜くためのドストエフスキー入門　「五大長編」集中講義 佐藤 優 新潮社 980.2 ド 文庫

146 ヌマヌマ　はまったら抜けだせない現代ロシア小説傑作選
沼野 充義 [編訳]

沼野 恭子 [編訳]
河出書房新社 983 ヌ  

147 清少納言を求めて、フィンランドから京都へ ミア・カンキマキ 草思社 993.6 カ  
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