
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 なぜ日本からGAFAは生まれないのか
山根 節
牟田 陽子 光文社 007.3-ヤ 新書

2 ベリングキャット　デジタルハンター、国家の噓を暴く エリオット・ヒギンズ 筑摩書房 070.4-ヒ

3 ひらめき!英語迷言教室　ジョークのオチを考えよう 右田 邦雄 岩波書店 081-イ-952 岩波ジュニア新書

4 職業としての官僚 嶋田 博子 岩波書店 081-イ-1927 岩波新書

5 日米地位協定の現場を行く　「基地のある街」の現実
山本 章子
宮城 裕也 岩波書店 081-イ-1928 岩波新書

6 西田幾多郎の哲学　物の真実に行く道 小坂 国継 岩波書店 081-イ-1929 岩波新書

7 人種主義の歴史 平野 千果子 岩波書店 081-イ-1930 岩波新書

8 10分で名著 古市 憲寿 講談社 081-コ-2659 講談社現代新書

9 基礎からわかる　論文の書き方 小熊 英二 講談社 081-コ-2660 講談社現代新書

10 日本病　なぜ給料と物価は安いままなのか 永濱 利廣 講談社 081-コ-2661 講談社現代新書

11 お金の未来
山本 康正
ジェリー・チー 講談社 081-コ-2662 講談社現代新書

12 日本共産党　「革命」を夢見た100年 中北 浩爾 中央公論新社 081-チ-2695 中公新書

13 物語スコットランドの歴史　イギリスのなかにある「誇り高き国」 中村 隆文 中央公論新社 081-チ-2696 中公新書

14 戦後日本の安全保障　日米同盟、憲法9条からNSCまで 千々和 泰明 中央公論新社 081-チ-2697 中公新書

15 変異ウイルスとの闘い　コロナ治療薬とワクチン 黒木 登志夫 中央公論新社 081-チ-2698 中公新書

16 新版　大化改新　「乙巳の変」の謎を解く 遠山 美都男 中央公論新社 081-チ-2699 中公新書

17 ミャンマー「民主化」を問い直す　ポピュリズムを越えて 山口 健介 NHK出版 081-ニ-1273

18 死にかた論 佐伯 啓思 新潮社 114.2-サ

19 14歳からの「論語」 齋藤 孝 [監修]
ヤギ ワタル [漫画]

SBクリエイティブ 123.8-ジ

20 だからフェイクにだまされる　進化心理学から読み解く 石川 幹人 筑摩書房 140-イ 新書

21 手術をする外科医はなぜ白衣を着ないのか?　色の不思議を科学する 入倉 隆 日経BP日本経済
新聞出版 141.2-イ

22 臨床心理学小史 サトウ タツヤ 筑摩書房 146-サ 新書

23 10代のための疲れた心がラクになる本
「敏感すぎる」「傷つきやすい」自分を好きになる方法

長沼 睦雄 誠文堂新光社 146.8-ナ  

24 がんばりすぎたきみ。きょうは、うんと休みすぎようね。 もくもくちゃん 大和書房 146.8-モ  

25 カウンセリングの理論　上巻　三大アプローチと自己成長論 諸富 祥彦 誠信書房 146.8-モ-1

26 カウンセリングの理論　下巻　力動論・認知行動論・システム論 諸富 祥彦 誠信書房 146.8-モ-2

27 子ども当事者研究　わたしの心の街には　おこるちゃんがいる
子ども・子育て
当事者研究
ネットワークゆるふわ

コトノネ生活 146.8-ワ

28 21世紀の道徳　学問、功利主義、ジェンダー、幸福を考える ベンジャミン・クリッツァー 晶文社 150-ク
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29 西洋倫理思想の考え方 池松 辰男 山川出版社 150.2-イ

30 歴史とは何か　新版 E.H.カー 岩波書店 201-カ

31 帝国の崩壊　上・下　歴史上の超大国はなぜ滅びたのか 鈴木 董 山川出版社 209-テ-1-2

32 日本史を疑え 本郷 和人 文藝春秋 210-ホ 新書

33 世界遺産の日本史 佐藤 信 筑摩書房 210.1-セ 新書

34 インテリジェンス都市・江戸　江戸幕府の政治と情報システム 藤田 覚 朝日新聞出版 210.5-フ 新書

35 戦時下の日常と子どもたち 佐々木 賢 青土社 210.7-サ

36 幻想の都　鎌倉　都市としての歴史をたどる 高橋 慎一朗 光文社 213.7-タ 新書

37 海の東南アジア史　港市・女性・外来者 弘末 雅士 筑摩書房 223-ヒ 新書

38 イスラムがヨーロッパ世界を創造した　歴史に探る「共存の道」 宮田 律 光文社 227-ミ 新書

39 ルネサンス　情報革命の時代 桑木野 幸司 筑摩書房 230.5-ク 新書

40 図説　スペインの歴史
立石 博高
黒田 祐我

河出書房新社 236-タ

41 日本史人物 <あの時、何歳?> 事典　0歳から85歳まで、1,200人の事跡 吉川弘文館編集部 [編] 吉川弘文館 281-ニ

42 命のビザ　評伝・杉原千畝　一人の命を救う者が全世界を救う 白石 仁章 ミネルヴァ書房 289.1-ス

43 上総広常　房総最大の武力を築いた猛将の生涯 千野原 靖方 戎光祥出版 289.1-タ

44 ピリカ　チカッポ （美しい鳥） 知里幸恵と『アイヌ神謡集』 石村 博子 岩波書店 289.1-チ

45 武器ではなく命の水をおくりたい　中村哲医師の生き方 宮田 律 平凡社 289.1-ナ

46 史伝　北条政子　鎌倉幕府を導いた尼将軍 山本 みなみ NHK出版 289.1-ホ 新書

47 ゆるぎなき自由　女性弁護士ジゼル・アリミの生涯
ジゼル・アリミ
アニック・コジャン 勁草書房 289.3-ア

48 国境で読み解くヨーロッパ　境界の地理紀行 加賀美 雅弘 朝倉書店 293-カ

49 そもそもアメリカってなに?　メイキング・オブ・USA 松岡 完 現代書館 295.3-マ 　

50 フィンランドはなぜ「世界一幸せな国」になったのか 岩竹 美加子 幻冬舎 302.3-イ 新書

51 フィンランド　幸せのメソッド 堀内 都喜子 集英社 302.3-ホ 新書

52 新世紀のコミュニズムへ　資本主義の内からの脱出 大澤　真幸 NHK出版 304-オ 新書

53 過剰可視化社会　「見えすぎる」時代をどう生きるか 與那覇 潤 PHP研究所 304-ヨ 新書

54 命を落とした七つの羽根　カナダ先住民とレイシズム、死、そして「真実」 タニヤ・タラガ 青土社 316.8-タ

55 囚われし者たちの国　世界の刑務所に正義を訪ねて バズ・ドライシンガー 紀伊國屋書店 326.9-ド

56 10代からのSDGs　いま、わたしたちにできること
原 佐知子
井筒 節 [監修]

堤 敦朗 [監修]
大月書店 333.8-ハ

57 歴史人口学で見た日本　増補版 速水 融 文藝春秋 334.3-ハ 新書

58 日本がわかるデータブック　日本国勢図会　2022/23 矢野恒太記念会 [編] 矢野恒太記念会 351-ヤ

59 フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ　増補新版　世界を信じるためのメソッド 森 達也 ミツイパブリッシング 361.4-モ
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60 フェミニズムってなんですか? 清水 晶子 文藝春秋 367.1-シ 新書

61 ヤングケアラーってなんだろう 澁谷 智子 筑摩書房 369-ヤ 新書

62 まつろわぬ者たちの祭り　日本型祝賀資本主義批判 鵜飼 哲 インパクト出版会 369.3-ウ

63 児童養護施設で暮らすということ　子どもたちと紡ぐ物語 楢原 真也 日本評論社 369.4-ナ

64 学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか 広田 照幸 筑摩書房 370-ヒ 新書

65 10代からの批判的思考　社会を変える9つのヒント 名嶋 義直 ほか 明石書店 370.4-ナ

66 ちょっとしたことでうまくいく　発達障害の人が上手に勉強するための本 安田 祐輔 翔泳社 378.8-ヤ

67 中国料理の世界史　美食のナショナリズムをこえて 岩間 一弘 慶應義塾大学出版会 383.8-イ

68 桃太郎は嫁探しに行ったのか? 倉持 よつば 新日本出版社 388.1-ク

69 クラウゼヴィッツ　『戦争論』の思想 マイケル・ハワード 勁草書房 391.1-ク

70 本当に役立つ栄養学　肥満、病気、老化予防のカギとなる食べものの科学 佐藤 成美 講談社 408-ブ-2201 ブルーバックス

71 日本史サイエンス＜弐＞　邪馬台国、秀吉の朝鮮出兵、日本海海戦の謎を解く 播田 安弘 講談社 408-ブ-2200 ブルーバックス

72 ジュニア数学オリンピック　2017-2022 数学オリンピック財団 [編] 亀書房 410-ジ

73 実在とは何か　量子力学に残された究極の問い アダム・ベッカー 筑摩書房 421.3-ベ

74 ヒトはなぜ死ぬ運命にあるのか　生物の死　4つの仮説 更科 功 新潮社 461.1-サ

75 進化のたまもの!　どうぶつのタマタマ学 丸山 貴史
成島 悦雄 [監修]

緑書房 481.3-マ

76 ウソをつく生きものたち 森 由民
村田 浩一 [監修]

緑書房 481.7-モ

77 虫のオスとメス、見分けられますか? 森上 信夫 ベレ出版 486.1-モ

78 かんたん識別!　身近なチョウ　飛んでるチョウもひと目でわかる 森地 重博 ほか 文一総合出版 486.8-カ

79 寝る脳は風邪をひかない 池谷 裕二 扶桑社 491.3-イ

80 自分ということ 木村 敏 筑摩書房 493.7-キ 文庫

81 誰がために医師はいる　クスリとヒトの現代論 松本 俊彦 みすず書房 493.7-マ

82 国境の医療者
メータオ・クリニック
支援の会 [編]

渋谷 敦志 [写真]
新泉社 498-コ

83 シティ・カスタマイズ　自分仕様に「まち」を変えよう 饗庭 伸 ほか[編著] 晶文社 518.8-シ

84 インベンション　僕は未来を創意する ジェームズ・ダイソン
日経BP
日本経済新聞出版 540.6-ダ

85 ロボット工学者が考える「嫌なロボット」の作り方　ヒューマンエージェントインタラクションの思想 松井 哲也 青土社 548.3-マ

86 万博100の物語 久島 伸昭 ヨシモトブックス 606.9-キ

87 猫に学ぶ　いかに良く生きるか ジョン・グレイ みすず書房 645.7-グ

88 新訂　アオリイカの秘密にせまる　知り、釣り、味わい、楽しむ
上田 幸男
海野 徹也
日本水産学会 [監修]

成山堂書店 664.7-イ

89 日本の伝統 岡本 太郎 光文社 702.1-オ 文庫

90 中野京子と読み解く　フェルメールとオランダ黄金時代 中野 京子 文藝春秋 723.3-フ

91 マークの本 佐藤 卓 紀伊國屋書店 727-サ

92 良い写真とは?　撮る人が心に刻む108のことば ハービー・山口 トゥーヴァージンズ 740.4-ハ
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93 「未熟さ」の系譜　宝塚からジャニーズまで 周東 美材 新潮社 767.8-シ

94 音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む　プリチュワからカピチュウ、おっけーぐるぐるまで 川原 繁人 朝日出版社 801.1-カ

95 日本語とにらめっこ　見えないぼくの学習奮闘記 モハメド・オマル・アブディン 白水社 810.7-モ

96 [英文対照] 朝日新聞　天声人語　2022 春 VOL.208 朝日新聞論説委員室 [編] 原書房 837-ア

97 誰よりも、うまく書く　心をつかむプロの文章術 ウィリアム・ジンサー 慶應義塾大学出版会 901.6-ジ

98 平安貴族サバイバル 木村 朗子 笠間書院 910.2-キ

99 現代文学風土記 酒井 信 西日本新聞社 910.2-サ

100 水上バス浅草行き 岡本 真帆 ナナロク社 911.1-オ 　

101 金子みすゞ詩集 金子 みすゞ 角川春樹事務所 911.5-カ

102 さっきまでは薔薇だったぼく 最果 タヒ 小学館 911.5-サ

103 萩原朔太郎詩集 萩原 朔太郎 角川春樹事務所 911.5-ハ

104 吉野弘詩集 吉野 弘 角川春樹事務所 911.5-ヨ

105 くるまの娘 宇佐見 りん 河出書房新社 913.6-ウ

106 おしゃべりな部屋
川村 元気
近藤 麻理恵

中央公論新社 913.6-カ

107 空をこえて七星のかなた 加納 朋子 集英社 913.6-カ

108 ハジメテヒラク こまつ あやこ 講談社 913.6-コ

109 競争の番人 新川 帆立 講談社 913.6-シ

110 恋する検事はわきまえない 直島 翔 小学館 913.6-ナ

111 八月の母 早見 和真 KADOKAWA 913.6-ハ

112 スタッフロール 深緑 野分 文藝春秋 913.6-フ

113 カルチャーセンター 松波 太郎 書肆侃侃房 913.6-マ

114 夢をかなえるゾウ ０　ガネーシャと夢を食べるバク 水野 敬也 文響社 913.6-ミ-0

115 子供の領分 吉行 淳之介 中央公論新社 913.6-ヨ 文庫

116 ことばの杖　李良枝エッセイ集 李 良枝 新泉社 914.6-イ

117 この世の真実が見えてくる　発掘エッセイ・コレクション 井上 ひさし 岩波書店 914.6-イ

118 海をあげる 上間 陽子 筑摩書房 914.6-ウ

119 教養としてのアメリカ短篇小説 都甲 幸治 NHK出版 930.2-ト

120 メアリ・ヴェントゥーラと第九王国　シルヴィア・プラス短篇集 シルヴィア・プラス 集英社 933.7-プ

121 夜の少年 ローラン・プティマンジャン 早川書房 953.7-プ
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