
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 AI研究者と俳人　人はなぜ俳句を詠むのか
川村 秀憲
大塚 凱 dZERO 007.1-カ

2 図解まるわかり　AIのしくみ 三津村 直貴 翔泳社 007.1-ミ

3 メタバース　さよならアトムの時代 加藤 直人 集英社 007.3-カ

4 岩波ジュニアスタートブックス　10代と考える「スマホ」　ネット・ゲームとかしこくつきあう 竹内 和雄 岩波書店 007.3-タ

5 メタバース進化論　仮想現実の荒野に芽吹く「解放」と「創造」の新世界 バーチャル美少女ねむ 技術評論社 007.3-バ

6 アメリカの中学生が学んでいる　14歳からのプログラミング
ワークマン
パブリッシング

ダイヤモンド社 007.6-ア

7 アーキビストとしてはたらく　記録が人と社会をつなぐ
下重 直樹 [編]
湯上 良 [編]

山川出版社 018-ア

8 世界のいまを知り未来をつくる　評論文読書案内　高校生から大人の学び直しまで 小池 陽慈 晶文社 019.9-コ

9 高校生と考える新時代の争点21　桐光学園大学訪問授業
桐光学園中学校・
高等学校 [編] 左右社 041-コ

10 何のために伝えるのか?　情報の正しい伝え方・受け取り方 池上 彰 KADOKAWA 070.1-イ

11 <読む>という冒険　イギリス児童文学の森へ 佐藤 和哉 岩波書店 081-イ-947 岩波ジュニア新書

12 私たちのサステイナビリティ　まもり、つくり、次世代につなげる 工藤 尚悟 岩波書店 081-イ-948 岩波ジュニア新書

13 進化の謎をとく発生学　恐竜も鳥エンハンサーを使っていたか 田村 宏治 岩波書店 081-イ-949 岩波ジュニア新書

14 漢字ハカセ、研究者になる 笹原 宏之 岩波書店 081-イ-950 岩波ジュニア新書

15 人権と国家　理念の力と国際政治の現実 筒井 清輝 岩波書店 081-イ-1912 岩波新書

16 政治責任　民主主義とのつき合い方 鵜飼 健史 岩波書店 081-イ-1913 岩波新書

17 土地は誰のものか　人口減少時代の所有と利用 五十嵐 敬喜 岩波書店 081-イ-1914 岩波新書

18 検証　政治改革　なぜ劣化を招いたのか 川上 高志 岩波書店 081-イ-1915 岩波新書

19 東京大空襲の戦後史 栗原 俊雄 岩波書店 081-イ-1916 岩波新書

20 世界史の考え方　シリーズ　歴史総合を学ぶ①
小川 幸司 [編]
成田 龍一 [編] 岩波書店 081-イ-1917 岩波新書

21 タリバン台頭　混迷のアフガニスタン現代史 青木 健太 岩波書店 081-イ-1920 岩波新書

22 ドキュメント <アメリカ世>の沖縄 宮城 修 岩波書店 081-イ-1921 岩波新書

23 人新世の科学　ニュー・エコロジーがひらく地平 オズワルド・シュミッツ 岩波書店 081-イ-1922 岩波新書

24 現代思想入門 千葉 雅也 講談社 081-コ-2653 講談社現代新書

25 独学の思考法　地頭を鍛える「考える技術」 山野 弘樹 講談社 081-コ-2654 講談社現代新書

26 人はどう死ぬのか 久坂部 羊 講談社 081-コ-2655 講談社現代新書

27 新型コロナの不安に答える 宮坂 昌之 講談社 081-コ-2657 講談社現代新書

28 天皇家の恋愛　明治天皇から眞子内親王まで 森 暢平 中央公論新社 081-チ-2687 中公新書
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29 戦国日本の軍事革命　鉄炮が一変させた戦場と統治 藤田 達生 中央公論新社 081-チ-2688 中公新書

30 肝臓のはなし　基礎知識から病への対処まで 竹原 徹郎 中央公論新社 081-チ-2689 中公新書

31 北海道を味わう　四季折々の「食の王国」 小泉 武夫 中央公論新社 081-チ-2690 中公新書

32 キリギリスの哲学　ゲームプレイと理想の人生 バーナード・スーツ ナカニシヤ出版 104-ス

33 現代哲学の論点　人新世・シンギュラリティ・非人間の倫理 仲正 昌樹 NHK出版 104-ナ 新書

34 哲学、する? 平尾 昌宏 萌書房 104-ヒ

35 文学部唯野教授・最終講義　誰にもわかるハイデガー 筒井 康隆 河出書房新社 134.9-ツ 文庫

36 ようこそ、心理学部へ
同志社大学
心理学部 [編] 筑摩書房 140-ヨ 新書

37 共感の正体　つながりを生むのか、苦しみをもたらすのか 山竹 伸二 河出書房新社 141.6-ヤ

38 すごい神話　現代人のための神話学53講 沖田 瑞穂 新潮社 164-オ

39 水中考古学　地球最後のフロンティア　海に眠る遺跡が塗り替える世界と日本の歴史 佐々木 ランディ エクスナレッジ 202.5-サ

40 アメリカの中学生が学んでいる　14歳からの世界史
ワークマン
パブリッシング

ダイヤモンド社 209-ア

41 気候適応の日本史　人新世をのりこえる視点 中塚 武 吉川弘文館 210.1-ナ

42 日本史の賢問愚問② 中里 裕司 [編] 山川出版社 210.1-ニ-2

43 鎌倉幕府はなぜ滅びたのか 永井 晋 吉川弘文館 210.4-ナ

44 「合戦」の日本史　城攻め、奇襲、兵站、陣形のリアル 本郷 和人 中央公論新社 210.4-ホ 新書

45 シリーズ 地域の古代日本　東国と信越 吉村 武彦 ほか[編] KADOKAWA 213-ト

46 ふるさと東京　今昔散歩　特別編　モダン・トウキョウの街と空
生田 誠
坂崎 幸之助

フォト・パブリッシング 213.6-サ  

47 ハレム　女官と宦官たちの世界 小笠原 弘幸 新潮社 227.4-オ

48 イギリスの歴史 君塚 直隆 河出書房新社 233-キ

49 世界と日本がわかる　国ぐにの歴史　一冊でわかるギリシャ史 長谷川 岳男
ほか[監修]

河出書房新社 239.5-ギ

50 英語で読む　日本の歴史をつくった女性たち ロックリー　トーマス 東京書籍 281-ロ

51 国境を超えたウクライナ人 オリガ・ホメンコ 群像社 283.8-ホ

52 物部氏　古代氏族の起源と盛衰 篠川 賢 吉川弘文館 288.3-モ

53 図説　上杉謙信　クロニクルでたどる“越後の龍” 今福 匡 戎光祥出版 289.1-ウ

54 難民に希望の光を　真の国際人緒方貞子の生き方 中村 恵 平凡社 289.1-オ

55 大政所と北政所　関白の母や妻の称号はなぜ二人の代名詞になったか 河内 将芳 戎光祥出版 289.1-カ

56 北里柴三郎　よみがえる天才７ 海堂 尊 筑摩書房 289.1-キ 新書

57 四角六面　キューブとわたし エルノー・ルービック 光文社 289.3-ル

58 その日常、地理学で説明したら意外と深かった。　街と地域を知るための5つの物語 富田 啓介 ベレ出版 290.1-ト

59 東京DEEPタイムスリップ1984↔2022 善本 喜一郎 河出書房新社 291.3-ヨ
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

60 不安の構造　リスクを管理する方法 唐木 英明 エネルギーフォーラム 301-カ 新書

61 台湾を知るための 72章　[第２版]
赤松 美和子
ほか[編著] 明石書店 302.2-タ

62 教えて ! タリバンのこと　世界の見かたが変わる緊急講座 内藤 正典 ミシマ社 302.2-ナ

63 VISIONARY　14歳の特別授業
慶應義塾大学大学院経営管理研究科　EMBA プログラム 5期 VISIONARY 製作委員会

ピークス 304-ビ  

64 17歳からの民主主義とメディアの授業　ぶっちゃけ、誰が国を動かしているのか教えてください 西田 亮介 日本実業出版社 312.1-ニ

65 働く君に伝えたい 「本物の教養」　佐藤優の地政学入門 佐藤 優 [監修] 学研プラス 312.9-サ

66 13歳からの地政学　カイゾクとの地球儀航海 田中 孝幸 東洋経済新報社 312.9-タ

67 六法全書　令和4年版　Ⅰ　公法　刑事法　条約
佐伯 仁志
ほか[編集代表] 有斐閣 320-ロ

68 六法全書　令和4年版　Ⅱ　民事法　社会法　産業法
佐伯 仁志
ほか[編集代表] 有斐閣 320-ロ

69 リベラルアーツの法学　自由のための技法を学ぶ 松田 浩道 東京大学出版会 321-マ

70 少年のための少年法入門 山下 敏雅
ほか[監修]

旬報社 327.8-シ

71 働く君に伝えたい 「本物の教養」　池上彰の行動経済学入門 池上 彰 [監修] 学研プラス 331-イ

72 ホモ・エコノミクス　「利己的人間」の思想史 重田 園江 筑摩書房 331.1-オ 新書

73 10代からの地球の守り方　SDGsの教科書　フジテレビCSR・SDGs推進プロジェクト編 池上 彰 ほか[著] 誠文堂新光社 333.8-エ 　

74 厨房で見る夢　在日ネパール人コックと家族の悲哀と希望 ビゼイ・ゲワリ 上智大学出版 334.4-ゲ

75 知識ゼロからの SDGs 入門 夫馬 賢治 [監修] 幻冬舎 335.1-チ

76 財閥のマネジメント史　誕生からバブル崩壊、令和まで 武藤 泰明 
日経BP
日本経済新聞
出版本部

335.5-ム

77 物価とは何か 渡辺 努 講談社 337.8-ワ

78 社会変革のためのシステム思考実践ガイド
共に解決策を見出し、コレクティブ・インパクトを創造する

デイヴィッド・
ピーター・ストロー 英治出版 360-ス

79 プレイ・マターズ　遊び心の哲学 ミゲル・シカール フィルムアート社 361.5-シ

80 16歳の仕事塾　高校生と親・先生のためのキャリアデザイン
堀部 伸二
山岸 慎司

中央経済社 366.2-ホ

81 最後の講義 完全版　上野 千鶴子　これからの時代を生きるあなたへ　安心して弱者になれる社会をつくりたい 上野 千鶴子 主婦の友社 367.1-ウ

82 失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック
新聞労連ジェンダー
表現ガイドブック
編集チーム

小学館 367.2-シ

83 デザインと障害が出会うとき グラハム・プリン オライリー・ジャパン 369.2-プ

84 １４歳の世渡り術　嫌いな教科を好きになる方法、教えてください! 河出書房新社 [編]

新井 リオ ほか[著]
河出書房新社 375-キ

85 東大生の勉強法カタログ　8人の東大生が教える100種類の勉強法　改訂版 　 学研プラス 375-ト

86 なるにはBooks　外交官になるには 飯島 一孝 ぺりかん社 375-ナ-23

87 なるにはBooks　土木技術者になるには 三上 美絵 ぺりかん社 375-ナ-157

88 日本のすがた　2022　最新データで学ぶ社会科資料集 矢野恒太記念会 [編集] 矢野恒太記念会 375.3-ヤ

89 ろうと手話　やさしい日本語がひらく未来 吉開 章 筑摩書房 378.2-ヨ

90 ジャパンファッションクロニクルインサイトガイド　日本現代服飾文化史　1945〜2021 日本服飾文化振興財団 [編] 講談社エディトリアル 383.1-ジ
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91 「食」の図書館　昆虫食の歴史
ジーナ・ルイーズ・
ハンター 原書房 383.8-ハ

92 昆虫食スタディーズ　ハエやゴキブリが世界を変える 水野 壮 化学同人 383.8-ミ

93 アメリカの中学生が学んでいる　14歳からの科学 ワークマンパブリッシング ダイヤモンド社 400-ア

94 虹の解体　いかにして科学は驚異への扉を開いたか リチャード・ドーキンス 早川書房 404-ド

95 科学のトリセツ 元村 有希子 毎日新聞出版 404-モ

96 統計学が見つけた野球の真理　最先端のセイバーメトリクスが明らかにしたもの 鳥越 規央 講談社 408-ブ-2195 ブルーバックス

97 ゼロから学ぶ量子力学　普及版　量子世界への、はじめの一歩 竹内 薫 講談社 408-ブ-2196 ブルーバックス

98 日本人の「遺伝子」からみた病気になりにくい体質のつくりかた 奥田 昌子 講談社 408-ブ-2197 ブルーバックス

99 アメリカの中学生が学んでいる　14歳からの数学 ワークマンパブリッシング ダイヤモンド社 410-ア

100 数学ガールの秘密ノート　図形の証明 結城 浩 SBクリエイティブ 410.4-ユ

101 世の中は奇跡であふれている　前向きになれる確率の話 鳥越 規央 WAVE出版 417.1-ト

102 怖くて眠れなくなる元素 左巻 健男 PHPエディターズ・グループ 431.1-サ

103 江戸の宇宙論 池内 了 集英社 440.2-イ 新書

104 地図の進化史　人類はいかにして世界を描いてきたか?
トーマス・レイネルセン
・ベルグ 青土社 448.9-レ

105 なぜ地球は人間が住める星になったのか? 山賀 進 筑摩書房 450-ヤ 新書

106 ウイルスの進化史を考える　「巨大ウイルス」研究者がエヴィデンスを基に妄想ばなしを語ってみた 武村 政春 技術評論社 465.8-タ

107 食虫植物　進化の迷宮をゆく 福島 健児 岩波書店 471.7-フ

108 動物園を考える　日本と世界の違いを超えて 佐渡友 陽一 東京大学出版会 480.7-サ

109 いきもの六法　日本の自然を楽しみ、守るための法律 中島 慶二 ほか 山と溪谷社 480.9-イ

110 奇想天外な目と光のはなし 入倉 隆 雷鳥社 481.3-イ

111 東京大学の先生伝授　文系のためのめっちゃやさしい脳 河西 春郎 [監修] ニュートンプレス 491.3-ブ

112 ゲノムに聞け　最先端のウイルスとワクチンの科学 中村 祐輔 文藝春秋 493.8-ナ 新書

113 今日からモノ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしいユニバーサルデザインの本
宮入 賢一郎
実利用者研究機構

日刊工業新聞社 501.8-ト  

114 図解でわかる　14歳から知る　ごみゼロ社会 インフォビジュアル研究所 太田出版 518.5-ズ  

115 一億人のSDGsと環境問題 藤岡 達也 講談社 519-フ  

116 ビジュアル解説　みんなで考える脱炭素社会 松尾 博文 
日経BP
日本経済新聞
出版本部

519-マ  

117 建築から世界史を読む方法 祝田 秀全 河出書房新社 523-イ 新書

118 電車の顔図鑑　5　関東大手私鉄の鉄道車両 江口 明男 天夢人 536-エ-5

119 図でわかる電車入門　電車のしくみを感じるための基礎知識 川辺 謙一 交通新聞社 536.5-カ

120 はやぶさ2のプロジェクトマネジャーはなぜ「無駄」を大切にしたのか? 津田 雄一 朝日新聞出版 538.9-ツ

121 はやぶさと日本人　私たちが手にしたもの 永山 悦子 毎日新聞出版 538.9-ナ

4/6 2022年 5月新着案内
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122 今日からモノ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしいロボットの本 日本ロボット工業会
日刊工業新聞社

日刊工業新聞社 548.3-ト

123 １４歳の世渡り術　生き抜くためのごはんの作り方　悩みに効く16人のレシピ
河出書房新社 [編]

有賀 薫 ほか[著]
河出書房新社 596-イ

124 ビギナーさんいらっしゃい!　ゆる自炊BOOK　料理って意外に簡単らしい  オレンジページ 596-ユ

125 捨てられる食べものたち　食品ロス問題がわかる本
井出 留美
matsu [絵]

旬報社 611.3-イ

126 図説　中世ヨーロッパの商人 菊池 雄太 河出書房新社 672.3-キ

127 鉄道趣味人の世界　ゆりかごから墓場まで 池口 英司 交通新聞社 686-イ 新書

128 鉄道好きのための法律入門 小島 好己 天夢人 686.1-コ

129 想い出の国鉄・JRアルバム　第3巻　東海道本線(東京〜豊橋)　1960年代〜80年代の記録
長渡 朗 [写真]

三好 好三 [解説]
フォト・パブリッシング 686.2-オ-3  

130 日本のもじ鉄　鉄道サインと書体の図鑑 石川 祐基 三才ブックス 686.5-イ  

131 エアラインオペレーション入門　<改訂新版＞　決定版! 航空現場のプロが伝えます ANA総合研究所 [編集] イカロス出版 687.3-エ  

132 進化する羽田空港 唯野 邦男 交通研究協会 687.9-ハ  

133 エドワード・ホッパー作品集 江崎 聡子 東京美術 723.5-ホ  

134 新しい教養としてのポップカルチャー　マンガ、アニメ、ゲーム講義 内藤 理恵子 日本実業出版社 726.1-ナ  

135 プロの講師が教える　マンガの描き方　専門学校で教えるすべてのエッセンスがここに! つちや書店 726.1-プ  

136 もっと知りたい　アイヌの美術 山崎 幸治 東京美術 750.2-ヤ  

137 和音の正体　和音の成り立ち、仕組み、進化の歴史 舟橋 三十子 
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

761.5-フ

138 新・ヴォーカリストのための全知識　新装版 高田 三郎 リットーミュージック 767.1-タ

139 異なれ　東京パラリンピック車いすバスケ銀メダリストの限界を超える思考 鳥海 連志 ワニブックス 783.1-チ

140 バット職人　名工が匠の技で描く白球の軌跡 名和 民夫 ベースボール・マガジン社 783.7-ナ

141 幸せな未来は「ゲーム」が創る ジェイン・マクゴニガル 早川書房 798.5-マ

142 13歳からのファシリテーション　クラスで、学校で、社会で役立つ　コミュニケーション力が身につく本 ちょん せいこ メイツユニバーサル
コンテンツ 809.6-チ

143 なぜ日本語はなくなってはいけないのか 齋藤 孝 草思社 810.4-サ

144 文章がフツーにうまくなる　とっておきのことば術 関根 健一 大修館書店 816-セ

145 フットボール de スペイン語 竹澤 哲 ほか 海からの風出版 860-タ

146 もしも紫式部が大企業のOLだったなら　大鏡篇 井上 ミノル 創元社 910.2-イ

147 ななみの海 朝比奈 あすか 双葉社 913.6-ア

148 コンクールシェフ! 五十嵐 貴久 講談社 913.6-イ

149 心心　東京の星、上海の月 石田 衣良 KADOKAWA 913.6-イ

150 香君　上　西から来た少女 上橋 菜穂子 文藝春秋 913.6-ウ-1

151 香君　下　遥かな道 上橋 菜穂子 文藝春秋 913.6-ウ-2

152 稔と仔犬　青いお城　遠藤周作初期童話 遠藤 周作 河出書房新社 913.6-エ

153 副音声 大林 利江子 河出書房新社 913.6-オ

154 奏鳴曲　北里と鷗外 海堂 尊 文藝春秋 913.6-カ

155 タラント 角田 光代 中央公論新社 913.6-カ
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

156 夏の体温 瀬尾 まいこ 双葉社 913.6-セ

157 博士の長靴 瀧羽 麻子 ポプラ社 913.6-タ

158 レジェンドアニメ! 辻村 深月 マガジンハウス 913.6-ツ

159 包帯クラブ　ルック・アット・ミー! 天童 荒太 筑摩書房 913.6-テ

160 図書室のはこぶね 名取 佐和子 実業之日本社 913.6-ナ

161 はじめての 島本 理生 ほか 水鈴社 913.6-ハ

162 古本食堂 原田 ひ香 角川春樹事務所 913.6-ハ

163 空にピース 藤岡 陽子 幻冬舎 913.6-フ

164 無月の譜 松浦 寿輝 毎日新聞出版 913.6-マ

165 風の港 村山 早紀 徳間書店 913.6-ム

166 大人になるまでに読みたい　15歳のエッセイ　①むねにひびく 和合 亮一 [編] ゆまに書房 914.6-オ-1

167 大人になるまでに読みたい　15歳のエッセイ　②こころがさわぐ 和合 亮一 [編] ゆまに書房 914.6-オ-2

168 大人になるまでに読みたい　15歳のエッセイ　③まぶたにのこる 和合 亮一 [編] ゆまに書房 914.6-オ-3

169 寺田寅彦随筆集 串田 孫一 [編] 平凡社 914.6-テ 文庫

170 猫に教わる 南木 佳士 文藝春秋 914.6-ナ

171 ゆく川の流れは、動的平衡 福岡 伸一 朝日新聞出版 914.6-フ

172 ウクライナから愛をこめて オリガ・ホメンコ 群像社 914.6-ホ 　

173 歩道橋の魔術師 呉 明益 白水社 923.7-ゴ

174 エーリッヒ・ケストナー　こわれた時代 クラウス・コルドン 偕成社 940.2-ケ

175 行く、行った、行ってしまった ジェニー・エルペンベック 白水社 943.7-エ

176 サン=テグジュペリの世界　<永遠の子ども>の生涯と思想 武藤 剛史 講談社 950.2-サ

177 八十日間世界一周 ジュール・ヴェルヌ 東京創元社 953.6-ベ 文庫

178 ペンギンの憂鬱 アンドレイ・クルコフ 新潮社 983-ク

179 ボタン穴から見た戦争　白ロシアの子供たちの証言
スヴェトラーナ・
アレクシエーヴィチ 岩波書店 986-ア 文庫
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