
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 頭の良い人がやっている「調べ方」究極のコツ　仕事も人生もうまくいく!大人の探究学習 齋藤 孝 学研プラス 002.7 サ

2 AI新世　人工知能と人類の行方 小林 亮太/篠本 滋 [著]

甘利 俊一 [監修]
文藝春秋 007.1 コ 新書

3 東京大学の先生伝授　文系のための　めっちゃやさしい　人工知能 松原 仁 [監修] ニュートンプレス 007.1 ブ

4 難しい本を読むためには 山口 尚 筑摩書房 019.1 ヤ 新書

5 世界はさわらないとわからない　「ユニバーサル・ミュージアム」とは何か 広瀬 浩二郎 平凡社 069 ヒ 新書

6 「ヤングケアラー」とは誰か　家族を “気づかう” 子どもたちの孤立 村上 靖彦 朝日新聞出版 081 ア 1031

7 いま、この惑星で起きていること　気象予報士の眼に映る世界 森 さやか 岩波書店 081 イ 954 岩波ジュニア新書

8 世界の神話　躍動する女神たち 沖田 瑞穂 岩波書店 081 イ 955 岩波ジュニア新書

9 16テーマで知る　鎌倉武士の生活 西田 友広 岩波書店 081 イ 956 岩波ジュニア新書

10 応援消費　社会を動かす力 水越 康介 岩波書店 081 イ 1934 岩波新書

11 哲人たちの人生談義　ストア哲学をよむ 國方 栄二 岩波書店 081 イ 1935 岩波新書

12 曾国藩　「英雄」と中国史 岡本 隆司 岩波書店 081 イ 1936 岩波新書

13 森鷗外　学芸の散歩者 中島 国彦 岩波書店 081 イ 1937 岩波新書

14 アメリカとは何か　自画像と世界観をめぐる相剋 渡辺 靖 岩波書店 081 イ 1938 岩波新書

15 ミャンマー現代史 中西 嘉宏 岩波書店 081 イ 1939 岩波新書

16 江戸漢詩の情景　風雅と日常 揖斐 高 岩波書店 081 イ 1940 岩波新書

17 歴史学者という病 本郷 和人 講談社 081 コ 2670 講談社現代新書

18 ほんとうの定年後　「小さな仕事」が日本社会を救う 坂本 貴志 講談社 081 コ 2671 講談社現代新書

19 英語は決まり文句が8割　今日から役立つ「定型表現」学習法 中田 達也 講談社 081 コ 2672 講談社現代新書

20 農協の闇 窪田 新之助 講談社 081 コ 2673 講談社現代新書

21 日本インテリジェンス史　旧日本軍から公安、内調、NSCまで 小谷 賢 中央公論新社 081 チ 2710 中公新書

22 京都の山と川　「山紫水明」が伝える千年の都 鈴木 康久 　肉戸 裕行 中央公論新社 081 チ 2711 中公新書

23 韓国併合　大韓帝国の成立から崩壊まで 森 万佑子 中央公論新社 081 チ 2712 中公新書

24 「美味しい」とは何か　食からひもとく美学入門 源河 亨 中央公論新社 081 チ 2713 中公新書

25 国鉄　「日本最大の企業」の栄光と崩壊 石井 幸孝 中央公論新社 081 チ 2714 中公新書

26 尹致昊日記　1上　1883-1885年 尹 致昊 平凡社 081 ト 909 東洋文庫

27 尹致昊日記　1下　1886-1889年 尹 致昊 平凡社 081 ト 910 東洋文庫

28 「修養」の日本近代　自分磨きの150年をたどる 大澤 絢子 NHK出版 081 ニ 1274

29 哲学者たちの思想、戦わせてみました　比べてわかる哲学事典
畠山 創 [監修]
たきれい [イラスト]

SBクリエイティブ 104 テ
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

30 思想史講義　[大正篇] 山口 輝臣/福家 崇洋 [編] 筑摩書房 121.6 シ 新書

31 パスカル■人と思想 12 小松 攝郎 清水書院 135.2 パ

32 「推し」の科学　プロジェクション・サイエンスとは何か 久保(川合)南海子 集英社 141.5 ク 新書

33 フロイト■人と思想 24 鈴村 金彌 清水書院 146.1 ス

34 <世界史>の哲学　現代篇1　フロイトからファシズムへ 大澤 真幸 講談社 209 オ

35 地政学で読み解く日本合戦史 海上 知明 PHP研究所 210.1 ウ 新書

36 歴史文化ライブラリー555　東アジアからみた「大化改新」 仁藤 敦史 吉川弘文館 210.3 ニ

37 武者から武士へ　兵乱が生んだ新社会集団 森 公章 吉川弘文館 210.3 モ

38 論争　関ケ原合戦 笠谷 和比古 新潮社 210.4 セ

39 レンズが撮らえた　幕末日本の事件史 日本カメラ博物館 [監修] 山川出版社 210.5 レ  

40 日本の島　産業・戦争遺産 斎藤 潤 マイナビ出版 210.6 サ 新書

41 青弓社ライブラリー106　1970年代文化論 日高 勝之 [編著] 青弓社 210.7 ヒ

42 世界史としての「大東亜戦争」 細谷 雄一 [編著] PHP研究所 210.7 ホ 新書

43 地図でスッと頭に入る　中国戦国時代 渡邉 義浩 [監修] 昭文社 222 チ

44 地政学×歴史で理由がわかる　ロシア史　キエフ大公国からウクライナ侵攻まで
祝田 秀全 [監修]

かみゆ歴史編集部 [編]

朝日新聞出版 [編著]

朝日新聞出版 238 チ

45 北欧史　上・下　デンマーク・ノルウェー・スウェーデン・フィンランド・アイスランド 百瀬 宏 ほか[編] 山川出版社 238.9 ホ 1-2

46 里見義堯 滝川 恒昭 [著]
日本歴史学会 [編集]

吉川弘文館 281.8 ジ 314

47 黒田孝高
中野 等 [著]
日本歴史学会 [編集]

吉川弘文館 281.8 ジ 315

48 これからを生きる君へ 天野 篤 毎日新聞出版 289.1 ア

49 音楽家の伝記　はじめに読む１冊　小泉文夫 ひの まどか 
ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディングス

289.1 コ

50 地図でスッと頭に入る　中東&イスラム30の国と地域 高橋 和夫 [監修] 昭文社 292.7 チ  

51 エリア・スタディーズ　189　ウルグアイを知るための 60章 山口 恵美子 [編著] 明石書店 302.6 ウ

52 政治的なものの概念 カール・シュミット 岩波書店 311 シ 文庫

53 日本にレイシズムがあることを知っていますか?
人種・民族・出自差別をなくすために私たちができること

原 由利子 合同出版 316.8 ハ

54 ウクライナ戦争と世界のゆくえ 池内 恵 ほか[著] 東京大学出版会 319.3 ウ

55 地政学と歴史で読み解くロシアの行動原理 亀山 陽司 PHP研究所 319.3 カ 新書

56 おとなになるあなたへ　法むるーむ　社会と法がわかる15のストーリー 法むるーむネット [編集・執筆] 清水書院 320 ホ  

57 高校生のための法学入門　法学とはどんな学問なのか 内田 貴 信山社 321 ウ  

58 法哲学 瀧川 裕英 ほか[著] 有斐閣 321.1 ホ  

59 法と社会科学をつなぐ 飯田 高 有斐閣 321.3 イ  

60 令和4年版　経済財政白書 内閣府 [編集] 日経印刷 330.5 ナ  

61 世界国勢図会　2022/23 矢野恒太記念会 [編集] 矢野恒太記念会 350.9 ヤ  
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

62 バナナの魅力を100文字で伝えてください　誰でも身につく36の伝わる法則 柿内 尚文 かんき出版 361.4 カ

63 昭和の東京郊外　住宅開発秘史 三浦 展 光文社 365.3 ミ 新書

64 差別は思いやりでは解決しない　ジェンダーやLGBTQから考える 神谷 悠一 集英社 367.1 カ 新書

65 非国民な女たち　戦時下のパーマとモンペ 飯田 未希 中央公論新社 367.2 イ

66 令和4年版　子供・若者白書 内閣府 [編集] 日経印刷 367.6 コ  

67 誰も断らない　こちら神奈川県座間市生活援護課 篠原 匡 朝日新聞出版 369.2 シ

68 なるにはBOOKS　大学学部調べ　生活科学部・家政学部　中高生のための学部選びガイド 木村 由香里 ぺりかん社 375 ナ 別巻

69 自治体と大学　少子化時代の生き残り策 田村 秀 筑摩書房 377.1 タ 新書

70 民俗知は可能か 赤坂 憲雄 春秋社 380.4 ア

71 わかりやすい　ひもとロープの結び方 小暮 幹雄 ほか[監修] 成美堂出版 383 ワ

72 食で読み解くヨーロッパ　地理研究の現場から 加賀美 雅弘 朝倉書店 383.8 カ

73 空想科学〈生活〉読本 柳田 理科雄 扶桑社 404 ヤ  

74 空想科学読本　Ⅱ-Ⅲ 柳田 理科雄 KADOKAWA 404 ヤ 2-3

75 50歳からの科学的「筋肉トレーニング」　若いときとは違う体をどう鍛えるか フィンク・ジュリウス 講談社 408 ブ 2209 ブルーバックス

76 天変地異の地球学　巨大地震、異常気象から大量絶滅まで 藤岡 換太郎 講談社 408 ブ 2210 ブルーバックス

77 最小にして人類最大の宿敵　病原体の世界　歴史をも動かすミクロの攻防 旦部 幸博 　北川 善紀 講談社 408 ブ 2211 ブルーバックス

78 一度読んだら絶対に忘れない　物理の教科書 池末 翔太 SBクリエイティブ 420 イ

79 講談社基礎物理学シリーズ　４　電磁気学
横山 順一 [著]
二宮 正夫 ほか[編]

講談社 420.8 コ 4

80 講談社基礎物理学シリーズ　5　解析力学
伊藤 克司 [著]
二宮 正夫 ほか[編]

講談社 420.8 コ 5

81 講談社基礎物理学シリーズ　6　量子力学　Ⅰ 原田 勲/杉山 忠男 [著]

二宮 正夫 ほか[編] 講談社 420.8 コ 6

82 講談社基礎物理学シリーズ　7　量子力学　Ⅱ
二宮 正夫 ほか[著]
二宮 正夫 ほか[編]

講談社 420.8 コ 7

83 講談社基礎物理学シリーズ　8　統計力学 北原和夫/杉山忠男 [著]

二宮 正夫 ほか[編] 講談社 420.8 コ 8

84 講談社基礎物理学シリーズ　9　相対性理論
杉山 直 [著]
二宮 正夫 ほか[編]

講談社 420.8 コ 9

85 講談社基礎物理学シリーズ　10　物理のための数学入門
二宮 正夫 ほか[著]
二宮 正夫 ほか[編] 講談社 420.8 コ 10

86 東京大学の先生伝授　文系のための めっちゃやさしい　無とは何か 佐々木 真人 [監修] ニュートンプレス 421 ブ

87 東京大学の先生伝授　文系のための めっちゃやさしい　量子論 松尾 泰 [監修] ニュートンプレス 421.3 ブ

88 20世紀科学論文集　現代宇宙論の誕生 須藤 靖 [編] 岩波書店 443.9 ゲ 文庫

89 あしたの防災学　地球科学者と考える災害と防災 神沼 克伊 青土社 450.9 カ

90 日本の自然風景ワンダーランド　地形・地質・植生の謎を解く 小泉 武栄 ベレ出版 450.9 コ

91 富士山測候所のはなし　日本一高いところにある研究施設 佐々木 一哉 ほか[編著] 成山堂書店 451.2 フ

92 噴火と寒冷化の災害史　「火山の冬」がやってくる 石 弘之 KADOKAWA 453.8 イ 新書

93 弱者の戦略 稲垣 栄洋 新潮社 468 イ
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

94 知識ゼロからの京大講義　化石が語る　サルの進化・ヒトの誕生 高井 正成 　中務 真人 丸善出版 469.2 タ

95 身近な雑草の愉快な生きかた 稲垣 栄洋 　三上 修 [画] 筑摩書房 470.4 イ 文庫

96 カタニア先生は、キモい生きものに夢中!　その不思議な行動・進化の謎をとく ケネス・カタニア 化学同人 480.4 カ

97 もえる!　いきもののりくつ 中田 兼介 ミシマ社 481.7 ナ

98 ネイチャーウォッチングガイドブック　特徴がひと目でわかる図解付き　新版　ウミウシ 小野 篤司 　加藤 昌一 誠文堂新光社 484.6 ウ

99 きらわれ虫の真実　なぜ、ヤツらはやってくるのか
谷本 雄治
コハラ アキコ [イラスト]

太郎次郎社エディタス 486 タ

100 電子顕微鏡で見る昆虫・奇蟲図鑑 渡邊 孝平 グラフィック社 486 ワ  

101 面白くて眠れなくなるウンチ学 左巻 健男 PHPエディターズ・グループ 491.3 サ

102 ダマシオ教授の　教養としての「意識」　機械が到達できない最後の人間性 アントニオ・ダマシオ ダイヤモンド社 491.3 ダ

103 面白くて眠れなくなる脳科学 毛内 拡 PHPエディターズ・グループ 491.3 モ

104 ウンコの教室　環境と社会の未来を考える 湯澤 規子 筑摩書房 491.3 ユ 新書

105 水俣病闘争史 米本 浩二 河出書房新社 493.1 ヨ

106 異常の構造 木村 敏 講談社 493.7 キ 文庫

107 ストレス脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社 493.7 ハ 新書

108 エネルギーの地政学 小山 堅 朝日新聞出版 501.6 コ 新書

109 すべてのカーブにはわけがある　曲がる線路の物語 米屋 こうじ 交通新聞社 516.1 ヨ 新書

110 人がつくった川・荒川　水害からいのちを守り、暮らしを豊かにする 長谷川 敦 旬報社 517.2 ア

111 進化するトイレ　SDGsとトイレ　地球にやさしく、誰もが使えるために 日本トイレ協会 [編] 柏書房 518.5 エ

112 岩波ブックレット 1064　誰のための排除アート?　不寛容と自己責任論 五十嵐 太郎 岩波書店 518.8 イ

113 今日からモノ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしい　自動運転の本　第2版 クライソン　トロンナムチャイ 日刊工業新聞社 537 ク

114 今日からモノ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしい　吸着の本
斎藤 恭一 [著]
環境浄化研究所 [編]
須郷 高信 [監修]

日刊工業新聞社 571.5 サ

115 身のまわりの水のはなし 斎藤 恭一 朝倉書店 571.5 サ

116 図解入門　よくわかる　最新代替肉の基本と仕組み 齋藤 勝裕 秀和システム 588 サ

117 そのとき、日本は何人養える?　食料安全保障から考える社会のしくみ 篠原 信 家の光協会 611.3 シ

118 １４歳の世渡り術　タガヤセ!日本　「農水省の白石さん」が農業の魅力教えます 白石 優生 河出書房新社 612.1 シ

119 けなげな野菜図鑑
稲垣 栄洋 [監修]

ヒダカ ナオト [絵]

アマナ
NATURE&SCIENCE [編]

エクスナレッジ 626 ケ

120 サボテンはすごい!　過酷な環境を生き抜く驚きのしくみ 堀部 貴紀 ベレ出版 627.7 サ

121 基本がわかる　実践できる　物流（ロジスティクス）の基本教科書 中谷 祐治 日本能率協会
マネジメントセンター 675.4 ナ

122 東急電鉄とファン大研究読本　進化し続ける銀色電車
久野 知美 [著]
南田 裕介 [監修]

カンゼン 686.2 ト

123 なぜ東急沿線に住みたがるのか　「ブランド路線」再考 永江 朗 交通新聞社 686.2 ナ 新書

124 地球に描こう!　GPSアート Yassan 技術評論社 704 ヤ

125 図説　ヨーロッパの装飾文様 浜本 隆志 河出書房新社 757 ハ  
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

126 音楽家の伝記　はじめに読む１冊　バルトーク ひの まどか 
ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディングス

762.3 バ

127 音楽とファッション　6つの現代的視点 青野 賢一 リットーミュージック 764.7 ア

128 サッカーのルール　ビジュアル解説で正しくわかる　11人制・8人制・フットサル・ジャッジ 岡田 正義 [監修] メイツユニバーサルコンテンツ 783.4 サ

129 バドミントンの歴史　スポーツの国際化・グローバル化の軌跡 鵤木 千加子 大修館書店 783.5 イ

130 岩波科学ライブラリー 312　ことばと算数　その間違いにはワケがある 広瀬 友紀 岩波書店 801 ヒ

131 会話を哲学する　コミュニケーションとマニピュレーション 三木 那由他 光文社 801 ミ 新書

132 漢字はコワくない　クイズ120問 笹原 宏之 東京新聞 811.2 サ  

133 [英文対照]　朝日新聞　天声人語　2022　夏　vol.209 朝日新聞論説委員室 [編] 原書房 837 ア

134 文学問題（F+ｆ）＋ 山本 貴光 幻戯書房 901 ヤ

135 小林秀雄のこと 二宮 正之 岩波書店 910.2 コ 文庫

136 漱石深読 小森 陽一 翰林書房 910.2 ナ

137 新装版　文豪の素顔　写真で見る人間相関図 高橋 敏夫 / 田村 景子 [監修] エクスナレッジ 910.2 ブ

138 寺山修司詩集 寺山 修司 角川春樹事務所 911 テ

139 岩波ジュニアスタートブックス　短歌部、ただいま部員募集中! 小島 なお 　千葉 聡 岩波書店 911.1 コ

140 たった1°のもどかしさ　恋の数学短歌集 横山 明日希 編著 河出書房新社 911.1 タ 文庫

141 金子みすゞ童謠全集 <普及版>
金子 みすゞ
矢崎 節夫 [監修]

JULA出版局 911.5 カ  

142 工藤直子詩集 工藤 直子 角川春樹事務所 911.5 ク

143 宮沢賢治詩集 宮沢 賢治 角川春樹事務所 911.5 ミ

144 『源氏物語』の時間表現 吉海 直人 新典社 913.3 ヨ

145 ナゾトキ・ジパング 青柳 碧人 小学館 913.6 ア

146 ぼくらに噓がひとつだけ 綾崎 隼 文藝春秋 913.6 ア

147 とんこつQ&A 今村 夏子 講談社 913.6 イ

148 月の三相 石沢 麻依 講談社 913.6 イ

149 レペゼン母 宇野 碧 講談社 913.6 ウ

150 夜に星を放つ 窪 美澄 文藝春秋 913.6 ク

151 5分後に意外な結末　赤い悪夢[増補改訂版]
桃戸 ハル [編著]
usi [絵]

学研プラス 913.6 ゴ 1

152 5分後に意外な結末　青いミステリー[増補改訂版]
桃戸 ハル [編著]
usi [絵]

学研プラス 913.6 ゴ 2

153 5分後に意外な結末　白い恐怖[増補改訂版]
桃戸 ハル [編著]
usi [絵]

学研プラス 913.6 ゴ 3

154 5分後に意外な結末　黒いユーモア[増補改訂版]
桃戸 ハル [編著]
usi [絵]

学研プラス 913.6 ゴ 4

155 5分後に意外な結末　黄色い悲喜劇[増補改訂版]
桃戸 ハル [編著]
usi [絵]

学研プラス 913.6 ゴ 5

156 コークスが燃えている 櫻木 みわ 集英社 913.6 サ

157 君は月夜に光り輝く 佐野 徹夜 KADOKAWA 913.6 サ 文庫

158 爆発物処理班の遭遇したスピン 佐藤 究 講談社 913.6 サ
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159 先祖探偵 新川 帆立 角川春樹事務所 913.6 シ

160 小説　すずめの戸締まり 新海 誠 KADOKAWA 913.6 シ 文庫

161 腹を割ったら血が出るだけさ 住野 よる 双葉社 913.6 ス

162 噓つきジェンガ 辻村 深月 文藝春秋 913.6 ツ

163 夏休みの空欄探し 似鳥 鶏 ポプラ社 913.6 ニ

164 モノクロの夏に帰る 額賀 澪 中央公論新社 913.6 ヌ

165 落ち着いたあかつきには 蜂須賀 敬明 双葉社 913.6 ハ

166 海がきこえる 氷室 冴子 徳間書店 913.6 ヒ 文庫

167 旅路 藤原 てい 中央公論社 913.6 フ 文庫

168 その本は
又吉 直樹
ヨシタケ シンスケ ポプラ社 913.6 マ

169 あの子とQ 万城目 学 新潮社 913.6 マ

170 コンビニ兄弟　1-2　テンダネス門司港こがね村店 町田 そのこ 新潮社 913.6 マ 1-2 文庫

171 流れる星をつかまえに 吉川 トリコ ポプラ社 913.6 ヨ

172 犬はどこだ 米澤 穂信 東京創元社 913.6 ヨ 文庫

173 嫌いなら呼ぶなよ 綿矢 りさ 河出書房新社 913.6 ワ

174 井上ひさし　発掘エッセイ・セレクションⅡ　まるまる徹夜で読み通す 井上 ひさし 岩波書店 914.6 イ

175 伽羅を焚く 竹西 寛子 青土社 914.6 タ

176 ベスト・エッセイ　2022 日本文藝家協会 [編] 光村図書出版 914.6 ベ

177 極めて私的な超能力 チャン・ガンミョン 早川書房 929.1 チ

178 名探偵ポアロ　ハロウィーン・パーティ アガサ・クリスティー 早川書房 933.7 ク

179 彼女の思い出/逆さまの森 J.D.サリンジャー 新潮社 933.7 サ

180 いずれすべては海の中に サラ・ピンスカー 竹書房 933.7 ピ 文庫

181 デーミアン ヘッセ 光文社 943.7 ヘ 文庫

182 神曲　煉獄篇 ダンテ KADOKAWA 971 ダ 文庫

183 神曲　天国篇 ダンテ KADOKAWA 971 ダ 文庫

184 神曲　地獄篇 ダンテ KADOKAWA 971 ダ 文庫

185

186

187
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