
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

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①　AI<人工知能>のきほん 土屋 誠司 創元社 007 ツ 1

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②　プログラミングのきほん 土屋 誠司 創元社 007 ツ 2

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③　デジタルリテラシーのきほん 土屋 誠司 創元社 007 ツ 3

4 シンギュラリティは近い　人類が生命を超越するとき レイ・カーツワイル NHK出版 007.1 カ

5 やさしく知りたい先端科学シリーズ３　シンギュラリティ 神崎 洋治 創元社 007.1 コ

6 やさしく知りたい先端科学シリーズ６　はじめてのAI 土屋 誠司 創元社 007.1 ツ

7 しくじりから学ぶ　13歳からのスマホルール 島袋 コウ 旬報社 007.3 シ

8 プログラマーになりたい! 長岡 英史 日経BP 007.6 ナ

9 課題解決のための専門図書館ガイドブック 専門図書館協議会
私立図書館小委員会 [編] 読書工房 018 カ

10 物語の海を泳いで 角田 光代 小学館 019.9 カ

11 番号は謎 佐藤 健太郎 新潮社 049 サ 新書

12 数字の噓を見抜く本　カモにされないための数字リテラシー 田口 勇 彩図社 049 タ

13 街角図鑑　街と境界編 三土 たつお 実業之日本社 049 ミ

14 朝日新聞の慰安婦報道と裁判 北野 隆一 朝日新聞出版 081 ア 998

15 一人で思う、二人で語る、みんなで考える　実践!ロジコミ・メソッド
追手門学院大学
成熟社会研究所 [編] 岩波書店 081 イ 921 岩波ジュニア新書

16 できちゃいました!フツーの学校 富士晴英とゆかいな仲間たち 岩波書店 081 イ 922 岩波ジュニア新書

17 グローバル時代のアメリカ　冷戦時代から21世紀　ｼﾘｰｽﾞ アメリカ合衆国史④ 古矢 旬 岩波書店 081 イ 1773 岩波新書

18 「中国」の形成　現代への展望　ｼﾘｰｽﾞ 中国の歴史⑤ 岡本 隆司 岩波書店 081 イ 1808 岩波新書

19 ジョージ・オーウェル　「人間らしさ」への讃歌 川端 康雄 岩波書店 081 イ 1837 岩波新書

20 景観からよむ日本の歴史 金田 章裕 岩波書店 081 イ 1838 岩波新書

21 イスラームからヨーロッパをみる　社会の深層で何が起きているのか 内藤 正典 岩波書店 081 イ 1839 岩波新書

22 コロナ後の世界を生きる　私たちの提言 村上 陽一郎 (編) 岩波書店 081 イ 1840 岩波新書

23 カエサル　内戦の時代を駆けぬけた政治家 小池 和子 岩波書店 081 イ 1841 岩波新書

24 美しい数学入門 伊藤 由佳理 岩波書店 081 イ 1842 岩波新書

25 人口の中国史　先史時代から19世紀まで 上田 信 岩波書店 081 イ 1843 岩波新書

26 性からよむ江戸時代　生活の現場から 沢山 美果子 岩波書店 081 イ 1844 岩波新書

27 国際人権入門　現場から考える 申 惠丰 岩波書店 081 イ 1845 岩波新書
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

28 同調圧力　日本社会はなぜ息苦しいのか 鴻上 尚史 　佐藤 直樹 講談社 081 コ 2579 講談社現代新書

29 問題発見力を鍛える 細谷 功 講談社 081 コ 2580 講談社現代新書

30 苦しい時は電話して 坂口 恭平 講談社 081 コ 2581 講談社現代新書

31 ペルシア帝国 青木 健 講談社 081 コ 2582 講談社現代新書

32 真実の原敬　維新を超えた宰相 伊藤 之雄 講談社 081 コ 2583 講談社現代新書

33 韓国社会の現在　超少子化、貧困・孤立化、デジタル化 春木 育美 中央公論新社 081 チ 2602 中公新書

34 性格とは何か　より良く生きるための心理学 小塩 真司 中央公論新社 081 チ 2603 中公新書

35 SDGs （持続可能な開発目標） 蟹江 憲史 中央公論新社 081 チ 2604 中公新書

36 民衆暴力　一揆・暴動・虐殺の日本近代 藤野 裕子 中央公論新社 081 チ 2605 中公新書

37 魚食の人類史　出アフリカから日本列島へ 島 泰三 NHK出版 081 ニ 1264

38 ローマ史再考　なぜ「首都」コンスタンティノープルが生まれたのか 田中 創 NHK出版 081 ニ 1265

39 世界哲学史8　現代　グローバル時代の知 伊藤 邦武 ほか[責任編集] 筑摩書房 102 セ 8 新書

40 図鑑 世界の哲学者 サイモン・ブラックバーン [監修]
熊野 純彦 [日本語版監修] 東京書籍 102.8 ズ

41 生きるということ エーリッヒ・フロム 紀伊國屋書店 114 フ

42 随筆集 ベーコン 中央公論新社 133.2 ベ 新書

43 愛するということ エーリッヒ・フロム 紀伊國屋書店 152 フ

44 マンガでわかる! 10代に伝えたい名言集 定政 敬子 [文]

北谷 彩夏 [絵]
大和書房 159.8 サ

45 文学で読む日本の歴史　近代的世界篇　田沼政権-革命・文明 五味 文彦 山川出版社 210.1 ゴ

46 文学で読む日本の歴史　古典文学篇 五味 文彦 山川出版社 210.1 ゴ

47 文学で読む日本の歴史　近世社会篇　元和偃武-綱吉・吉宗 五味 文彦 山川出版社 210.1 ゴ

48 日本史の賢問愚問 中里 裕司 山川出版社 210.1 ニ

49 藤原仲麻呂と道鏡　ゆらぐ奈良朝の政治体制 鷺森 浩幸 吉川弘文館 210.3 フ

50 はじめての昭和史 井上 寿一 筑摩書房 210.7 イ 新書

51 昭和史講義　戦後篇　上・下 筒井 清忠 筑摩書房 210.7 シ 新書

52 東京レトロ写真帖 秋山 武雄 中央公論新社 213.6 ア 新書

53 世界と日本がわかる国ぐにの歴史　一冊でわかる中国史 岡本 隆司 [監修] 河出書房新社 222 イ

54 藤原冬嗣 虎尾 達哉 吉川弘文館 281.8 ジ 306

55 上杉謙信 山田 邦明 吉川弘文館 281.8 ジ 307

56 悪党たちの大英帝国 君塚 直隆 新潮社 283.3 キ

57 湯川秀樹の戦争と平和　ノーベル賞科学者が遺した希望 小沼 通二 岩波書店 289.1 コ
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58 東條英機　「独裁者」を演じた男 一ノ瀬 俊也 文藝春秋 289.1 ト 新書

59 「孤独」は消せる。　私が「分身ロボット」でかなえたいこと 吉藤 健太朗 サンマーク出版 289.1 ヨ

60 DOOR　208の国と地域がわかる国際理解地図　北アメリカ④ 中村 和郎 ほか[監修] 地図情報センター 290 ド 4

61 世界はもっと!ほしいモノにあふれてる　バイヤーが教える極上の旅
NHK
「世界はほしいモノにあふれてる」
制作班 [監修・協力]

KADOKAWA 290.9 セ

62 ポプラディアプラス日本の地理　1　北海道・東北地方
北海道・青森県・岩手県　宮城県・秋田県　山形県・福島県

寺本 潔 [監修] ポプラ社 291 ポ 1

63 ポプラディアプラス日本の地理　2　関東地方
茨城県・栃木県・群馬県　埼玉県・千葉県　東京都・神奈川県

寺本 潔 [監修] ポプラ社 291 ポ 2

64 ポプラディアプラス日本の地理　3　中部地方
新潟県・富山県・石川県　福井県・山梨県・長野県　岐阜県・静岡県・愛知県

寺本 潔 [監修] ポプラ社 291 ポ 3

65 ポプラディアプラス日本の地理　4　近畿地方
三重県・滋賀県・京都府　大阪府・兵庫県　奈良県・和歌山県

寺本 潔 [監修] ポプラ社 291 ポ 4

66 ポプラディアプラス日本の地理　5　中国・四国地方
鳥取県・島根県・岡山県　広島県・山口県・徳島県　香川県・愛媛県・高知県

寺本 潔 [監修] ポプラ社 291 ポ 5

67 ポプラディアプラス日本の地理　6　九州地方
福岡県・佐賀県・長崎県　熊本県・大分県・宮崎県　鹿児島県・沖縄県

寺本 潔 [監修] ポプラ社 291 ポ 6

68 ポプラディアプラス日本の地理　7　学習資料集・索引 寺本 潔 [監修] ポプラ社 291 ポ 7

69 地図でスッと頭に入る アメリカ50州 デイビッド・セイン [監修] 昭文社 295.3 チ

70 スタディサプリ　三賢人の学問探求ノート(2)　社会を究める 若新 雄純 ほか [著] ポプラ社 300 シ

71 ザンビアを知るための 55章 島田 周平/大山 修一 [編著] 明石書店 302.4 ザ

72 人類の選択　「ポスト・コロナ」を世界史で解く 佐藤 優 NHK出版 304 サ 新書

73 しくみ図解ｼﾘｰｽﾞ　危険物取扱が一番わかる 飯島 晃良 技術評論社 317.7 イ

74 16歳からのはじめてのゲーム理論　“世の中の意思決定”を解き明かす6.5個の物語 鎌田 雄一郎 ダイヤモンド社 331.1 カ

75 村上世彰、高校生に投資を教える。 村上 世彰 KADOKAWA 338.1 ム

76 世界国勢図会　2020/21　世界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 350.9 ヤ

77 歪んだ正義　「普通の人」がなぜ過激化するのか 大治 朋子 毎日新聞出版 361.4 オ

78 人はなぜ「自由」から逃走するのか
エーリヒ・フロムとともに考える

仲正 昌樹 ベストセラーズ 361.4 フ

79 東京裏返し　社会学的街歩きガイド 吉見 俊哉 集英社 361.7 ヨ 新書

80 わたしの身体はままならない　<障害者のリアルに迫るゼミ>特別講義 石田 祐貴 ほか[著] 河出書房新社 369.2 ワ

81 そのとき、どうする?　ただちに命を守るとっさの行動マニュアル 甘中 繁雄 [監修] 大和書房 369.3 ソ

82 孤塁　双葉郡消防士たちの3・11 吉田 千亜 岩波書店 369.3 ヨ

83 教育格差の経済学　何が子どもの将来を決めるのか 橘木 俊詔 NHK出版 372.1 タ 新書

84 なるにはBooks　教育業界で働く 三井 綾子 ぺりかん社 375 ナ ﾎ25

85 なるにはBooks　もっとある!　学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本220
東京・学校図書館
スタンプラリー実行委員会 ぺりかん社 375 ナ 別巻

86 なるにはBooks　ミュージアムを知ろう　中高生からの美術館・博物館入門 横山 佐紀 ぺりかん社 375 ナ 別巻
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87 青春サプリ。　自分がここにいる理由　心が元気になる、5つの部活ストーリー 青木 美帆 ほか[文] ポプラ社 375.1 セ

88 青春サプリ。　いつだってそこに仲間がいる　心が元気になる、5つの部活ストーリー 日比野 恭三 ほか[文] ポプラ社 375.1 セ

89 青春サプリ。　乗り越えられない試練なんてない　心が元気になる、5つの部活ストーリー オザワ部長 ほか[文] ポプラ社 375.1 セ

90 青春サプリ。　自分を変えてくれる場所　心が元気になる、5つの部活ストーリー 安藤 隆人 ほか[文] ポプラ社 375.1 セ

91 青春サプリ。　なりたい自分になれる　心が元気になる、5つの部活ストーリー 近江屋 一朗 ほか[文] ポプラ社 375.1 セ

92 10代と語る英語教育　民間試験導入延期までの道のり 鳥飼 玖美子 筑摩書房 375.8 ト 新書

93 古代の食生活　食べる・働く・暮らす 吉野 秋二 吉川弘文館 383.8 ヨ

94 失敗の本質　日本軍の組織論的研究 戸部 良一 ほか[著] ダイヤモンド社 391.3 シ  

95 ぶっ飛び!科学教室　科学オタクが贈るとっておきのネタと実験
ヘレン・アーニー
スティーブ・モールド 化学同人 404 ア

96 さらば、神よ　科学こそが道を作る リチャード・ドーキンス 早川書房 404 ド

97 「役に立たない」科学が役に立つ エイブラハム・フレクスナー
ロベルト・ダイクラーフ

東京大学出版会 404 フ

98 今日から使える微積分　普及版　基礎から大学数学の入り口まで 大村 平 講談社 408 ブ 2141 ブルーバックス

99 ゲノム編集とはなにか　「DNAのハサミ」クリスパーで生命科学はどう変わるのか 山本 卓 講談社 408 ブ 2146 ブルーバックス

100 温暖化で日本の海に何が起こるのか　水面下で変わりゆく海の生態系 山本 智之 講談社 408 ブ 2148 ブルーバックス

101 図解　思わずだれかに話したくなる　身近にあふれる「物理」が3時間でわかる本 左巻 健男 明日香出版社 420.4 サ

102 宮沢賢治の地学読本
宮沢 賢治 [作]

柴山 元彦 [編]
創元社 450 シ

103 スタディサプリ　三賢人の学問探求ノート(3)　生命を究める 福岡 伸一 ほか[著] ポプラ社 460 セ

104 生き物が大人になるまで　「成長」をめぐる生物学 稲垣 栄洋 大和書房 461 イ

105 400年生きるサメ、4万年生きる植物　生物の寿命はどのように決まるのか 大島 靖美 化学同人 461.1 オ

106 世界を変えた微生物と感染症 左巻 健男 祥伝社 465 サ

107 つれてこられただけなのに　外来生物の言い分をきく　生き物たちの心のさけび!
小宮 輝之 [監修]

今井 桂三 ほか
偕成社 468 ツ

108 日本菌類百選　きのこ・カビ・酵母と日本人 日本菌学会 八坂書房 474.7 ニ  

109 リアルな肉食動物図鑑 小宮 輝之 [監修] ワニブックス 480.4 リ

110 ヒトの社会の起源は動物たちが知っている　「利他心」の進化論 エドワード・O.ウィルソン NHK出版 481.7 ウ

111 オオカマキリと同伴出勤　昆虫カメラマン、虫に恋して東奔西走 森上 信夫 築地書館 486 モ

112 寄生バチと狩りバチの不思議な世界 前藤 薫 [編著] 一色出版 486.7 マ

113 だから、もう眠らせてほしい　安楽死と緩和ケアを巡る、私たちの物語 西 智弘 晶文社 490.1 ニ

114 感染症はぼくらの社会をいかに変えてきたのか　世界史のなかの病原体 小田中 直樹 日経BP 493.8 オ

115 １４歳の世渡り術　みんなに話したくなる感染症のはなし
14歳からのウイルス・細菌・免疫入門

仲野 徹 河出書房新社 493.8 ナ

116 やさしく知りたい最先端科学シリーズ５　デジタルヘルスケア
遊間 和子 [著]

武藤 正樹 [監修]
創元社 498 ユ
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117 眠トレ!　ぐっすり眠ってすっきり目覚める66の新習慣 三橋 美穂 三笠書房 498.3 ミ

118 未来をつくる　道具  わたしたちのSDGs 川廷 昌弘 ナツメ社 519 カ

119 イラスト授業シリーズ　ひと目でわかる　地球環境のしくみとはたらき図鑑 トニー・ジュニパー 創元社 519 ジ

120 図解でわかる　14歳から知る　気候変動 インフォビジュアル研究所 太田出版 519 ズ

121 海洋プラスチックごみ問題の真実　マイクロプラスチックの実態と未来予測 磯辺 篤彦 化学同人 519.4 イ

122 ゼロからはじめる　建築の[歴史]入門 原口 秀昭 彰国社 520.2 ハ

123 図説　日本建築の歴史　寺院・神社と住宅 玉井 哲雄 河出書房新社 521 タ

124 すごいエスカレーター 田村 美葉 エクスナレッジ 528.5 タ

125 電車を運転する技術
オールカラー&図解で手に取るようにわかる!　安全、定時、快適な運転の秘訣

西上 いつき SBクリエイティブ 536.6 ニ

126 ふくしま原発作業員日誌　イチエフの真実、9年間の記録 片山 夏子 朝日新聞出版 543.5 カ

127 虹色のチョーク　働く幸せを実現した町工場の奇跡 小松 成美 幻冬舎 589.7 コ

128 パパは脳研究者　子どもを育てる脳科学 池谷 裕二 扶桑社 599 イ 新書

129 東大卒、農家の右腕になる。　小さな経営改善ノウハウ100 佐川 友彦 ダイヤモンド社 611.7 サ

130 ぼくは6歳、紅茶プランテーションで生まれて。
スリランカ・農園労働者の現実から見えてくる不平等

栗原 俊輔 合同出版 617.4 ク

131 いちばんよくわかる!  ハムスターの飼い方・暮らし方 青沼 陽子 [監修] 成美堂出版 645.9 ハ  

132 メダカ品種図鑑 II　改良メダカ352  ピーシーズ 666.9 メ 2

133 歩行者事故はなぜ起きるのか 松浦 常夫 東京大学出版会 681.3 マ

134 「ななつ星」「四季島」「瑞風」ぜんぶ乗ってきた!　豪華クルーズトレイン完全乗り比べ 中嶋 茂夫 河出書房新社 686.2 ナ

135 全30駅の今昔風景の記憶　山手線駅ものがたり 南 正時 天夢人 686.2 ミ

136 鳥獣戯画の国　たのしい日本美術 金子 信久 講談社 721 カ

137 ようこそ北斎の世界へ　英訳付 日野原 健司 東京美術 721.8 Ｋ

138 浮世絵の解剖図鑑　江戸の暮らしがよく分かる 牧野 健太郎 エクスナレッジ 721.8 マ

139 英米文学者と読む「約束のネバーランド」 戸田 慧 集英社 726.1 ト 新書

140 だれも知らないレオ・レオーニ 森泉 文美 　松岡 希代子 玄光社 726.6 レ

141 東京、コロナ禍。 初沢 亜利 [写真] 柏書房 748 ハ  

142 それでも音楽はまちを救う 八木 良太 イースト・プレス 760.6 ヤ 新書

143 ハリウッド式映画制作の流儀　最後のコラボレーター=観客に届くまで リンダ・シーガー フィルムアート社 778.4 シ

144 低予算の超・映画制作術　『カメラを止めるな!』はこうして撮られた 曽根 剛 玄光社 778.4 ソ

145 落語　キャラクター絵図　厳選40席の楽しみ方
美濃部 由紀子
辻村 章宏 [イラスト]

メイツユニバーサル
コンテンツ 779.1 ミ

146 勝つための実践的スポーツ心理学　試合で力を発揮する練習と心のもち方 江川 玟成 金子書房 780.1 エ

147 サッカー批評原論　ブラジルのホモ・ルーデンス 今福 龍太 コトニ社 783.4 イ
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148 “総力戦”時代の覇者　リバプールのすべて 結城 康平 ソル・メディア 783.4 リ

149 甲辞園 ベースボール・マガジン社 [編] ベースボール・マガジン社 783.7 コ

150 スキー　オフトレ実践バイブル　すぐに取り組めるフィジカル&テクニック強化 久慈 修 / 久慈 直子 [監修] メイツユニバーサルコンテンツ 784.3 ス

151 一八〇秒の熱量 山本 草介 双葉社 788.3 ヤ

152 話し方ひとつでキミは変わる 福田 健 PHP研究所 809.2 フ

153 コンサイスカタカナ語辞典 三省堂編修所 [編] 三省堂 813.7 コ

154 「文」とは何か　愉しい日本語文法のはなし 橋本 陽介 光文社 815 ハ 新書

155 マジ文章書けないんだけど　朝日新聞ベテラン校閲記者が教える一生モノの文章術 前田 安正 大和書房 816 マ  

156 [英文対照]　朝日新聞　天声人語　2020 夏 朝日新聞論説委員室 [編] 原書房 837 ア

157 日本近代小説史　新装版 安藤 宏 中央公論新社 910.2 ア

158 谷崎潤一郎　性慾と文学 千葉 俊二 集英社 910.2 タ 新書

159 文豪の悪態　皮肉・怒り・嘆きのスゴイ語彙力 山口 謠司 朝日新聞出版 910.2 ヤ

160 ベージュ 谷川 俊太郎 新潮社 911.5 タ

161 ハリネズミは月を見上げる あさの あつこ 新潮社 913.6 ア

162 凪に溺れる 青羽 悠 PHP研究所 913.6 ア

163 類 朝井 まかて 集英社 913.6 ア

164 獣たちのコロシアム　池袋ウエストゲートパークXVI 石田 衣良 文藝春秋 913.6 イ

165 タクジョ! 小野寺 史宜 実業之日本社 913.6 オ

166 晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井 あめ 講談社 913.6 ク

167 GENESiS　白昼夢通信　創元日本SFアンソロジー 水見 稜 ほか[著] 東京創元社 913.6 ジ 2

168 GENESiS　されど星は流れる　創元日本SFアンソロジー 堀 晃 ほか[著] 東京創元社 913.6 ジ 3

169 ぼくらののら犬砦 宗田 理 ポプラ社 913.6 ソ

170 ぼくらのロストワールド 宗田 理 ポプラ社 913.6 ソ

171 ぼくらの卒業旅行(グランド・ツアー) 宗田 理 ポプラ社 913.6 ソ

172 首里の馬 高山 羽根子 新潮社 913.6 タ

173 彼女が天使でなくなる日 寺地 はるな 角川春樹事務所 913.6 テ

174 雨の中の涙のように 遠田 潤子 光文社 913.6 ト

175 令夢の世界はスリップする　赤い夢へようこそ -前奏曲- はやみね かおる 講談社 913.6 ハ

176 卒業　雪月花殺人ゲーム 東野 圭吾 講談社 913.6 ヒ 文庫

177 アスク・ミー・ホワイ 古市 憲寿 マガジンハウス 913.6 フ

178 CAボーイ 宮木 あや子 KADOKAWA 913.6 ミ
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179 灯台からの響き 宮本 輝 集英社 913.6 ミ

180 四畳半タイムマシンブルース
上田 誠 [原案]

森見 登美彦 KADOKAWA 913.6 モ

181 純喫茶パオーン 椰月 美智子 角川春樹事務所 913.6 ヤ

182 私捨悟入 安野 光雅 朝日新聞出版 914.6 ア

183 これやこの　サンキュータツオ随筆集 サンキュータツオ KADOKAWA 914.6 サ

184 風と双眼鏡、膝掛け毛布 梨木 香歩 筑摩書房 914.6 ナ

185 ベスト・エッセイ　2020 日本文藝家協会 [編] 光村図書出版 914.6 ベ

186 ブルネイでバドミントンばかりしていたら、なぜか王様と知り合いになった。 大河内 博 集英社インターナショナル 916 オ

187 食べることと出すこと 頭木 弘樹 医学書院 916 カ

188 KEEP MOVING
限界を作らない生き方  27歳で難病ALSになった僕が挑戦し続ける理由

武藤 将胤 誠文堂新光社 916 ム

189 茶色の服の男 アガサ・クリスティー 早川書房 933.7 ク

190 名探偵ポアロ　ABC殺人事件 アガサ・クリスティー 早川書房 933.7 ク

191 2001年宇宙の旅　－決定版ー アーサー・C・クラーク 早川書房 933.7 ク 文庫

192 サブリナとコリーナ カリ・ファハルド=アンスタイン 新潮社 933.7 フ

193 老人と海 ヘミングウェイ 新潮社 933.7 ヘ 文庫

194 心は孤独な狩人 カーソン・マッカラーズ 新潮社 933.7 マ

195 パチンコ　上・下 ミン・ジン・リー 文藝春秋 933.7 リ 1-2

196 パトリックと本を読む　絶望から立ち上がるための読書会 ミシェル・クオ 白水社 936 ク

197 黒い司法　黒人死刑大国アメリカの冤罪と闘う ブライアン・スティーヴンソン 亜紀書房 936 ス

198 紙の心 エリーザ・プリチェッリ・グエッラ 岩波書店 973 プ
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