
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 ゆっくり学ぶ　人生が変わる知の作り方 岸見 一郎 集英社クリエイティブ 002 キ  

2 相対化する知性　人工知能が世界の見方をどう変えるのか 西山 圭太 ほか[著] 日本評論社 007.1 ソ  

3 未来をつくる仕事がここにある　サイバーセキュリティー会社図鑑
NRIセキュア
テクノロジーズ
[監修] ほか

日経BP 007.3 サ  

4 SNS炎上なんてしないと思っている人が読むべき本
宮下 由多加
中澤 佑一

ジャムハウス 007.3 ミ  

5 ソーシャルメディア解体全書　フェイクニュース・ネット炎上・情報の偏り 山口 真一 勁草書房 007.3 ヤ  

6 高校生からのPython入門 立山 秀利 ジャムハウス 007.6 タ  

7 13歳からの「差がつく読書術」　心にささる1冊と出会える本　今だから読みたい&将来に役立つ 200冊 大居 雄一 メイツユニバーサルコンテンツ 019.5 オ  

8 13歳からの著作権　正しく使う・作る・発信するための　「権利」とのつきあい方がわかる本 久保田 裕 [監修] メイツユニバーサルコンテンツ 021.2 ジ  

9 現代用語の基礎知識　学習版　2022-2023 現代用語検定協会 [監修] 自由国民社 031 ゲ 2022  

10 高校生のための現代思想ベーシック　ちくま 評論入門 [二訂版] 岩間 輝生 ほか[編] 筑摩書房 041 チ  

11 47都道府県・博物館百科 可児 光生 ほか[著] 丸善出版 069 ヨ  

12 喜怒哀楽のお経を読む 釈 徹宗 朝日新聞出版 081 ア 1029  

13 抑留を生きる力　シベリア捕虜の内面世界 富田 武 朝日新聞出版 081 ア 1030  

14 大絶滅は、また起きるのか? 高橋 瑞樹 岩波書店 081 イ 953 岩波ジュニア新書

15 歴史像を伝える　「歴史叙述」と「歴史実践」　シリーズ 歴史総合を学ぶ② 成田 龍一 岩波書店 081 イ 1918 岩波新書

16 中国のデジタルイノベーション　大学で孵化する起業家たち 小池 政就 岩波書店 081 イ 1931 岩波新書

17 読書会という幸福 向井 和美 岩波書店 081 イ 1932 岩波新書

18 空海 松長 有慶 岩波書店 081 イ 1933 岩波新書

19 ゼロからわかる量子コンピュータ 小林 雅一 講談社 081 コ 2663 講談社現代新書

20 NHKスペシャル取材班、「デジタルハンター」になる NHKミャンマープロジェクト 講談社 081 コ 2664 講談社現代新書

21 枢密院　近代日本の「奥の院」 望月 雅士 講談社 081 コ 2665 講談社現代新書

22 新疆ウイグル自治区　中国共産党支配の70年 熊倉 潤 中央公論新社 081 チ 2700 中公新書

23 日本のコメ問題　5つの転換点と迫りくる最大の危機 小川 真如 中央公論新社 081 チ 2701 中公新書

24 ミュージカルの歴史　なぜ突然歌いだすのか 宮本 直美 中央公論新社 081 チ 2702 中公新書

25 帝国日本のプロパガンダ　「戦争熱」を煽った宣伝と報道 貴志 俊彦 中央公論新社 081 チ 2703 中公新書

26 転身力　「新しい自分」の見つけ方、育て方 楠木 新 中央公論新社 081 チ 2704 中公新書

27 羇旅漫録 曲亭 馬琴 [著]

木越 俊介 [校註] 平凡社 081 ト 907  

28 近代の虚妄　現代文明論序説 佐伯 啓思 東洋経済新報社 104 サ  

令和４年８月　  新着図書一覧

東京都市大学付属中学校・高等学校　図書館

1/9 2022年 8～9月新着案内
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29 <私>をめぐる対決　独在性を哲学する
永井 均
森岡 正博 明石書店 104 ナ  

30 詩と哲学のあいだ 三好 由紀彦 晃洋書房 104 ミ  

31 親指が行方不明　心も身体もままならないけど生きてます 尹 雄大 晶文社 114.2 ユ  

32 孔子 内野 熊一郎 ほか[共著] 清水書院 124.1 コ  

33 ベーコン 石井 栄一 清水書院 133.2 ベ  

34 現象学とは何か　哲学と学問を刷新する
竹田 青嗣 ほか[編著]

石川 輝吉 ほか[著]
河出書房新社 134.9 ゲ  

35 スピノザ 工藤 喜作 清水書院 135.2 ス  

36 私たちはどう学んでいるのか　創発から見る認知の変化 鈴木 宏昭 筑摩書房 141.5 ス 新書

37 やらかした時にどうするか 畑村 洋太郎 筑摩書房 141.5 ハ 新書

38 インド宗教興亡史 保坂 俊司 筑摩書房 162.2 ホ 新書

39 地図でスッと頭に入る　世界の三大宗教 保坂 俊司 [監修] 昭文社 165 チ  

40 日本人の神道　神・祭祀・神社の謎を解く 島田 裕巳 筑摩書房 170 シ 新書

41 不寛容論　アメリカが生んだ「共存」の哲学 森本 あんり 新潮社 192.5 モ  

42 歴史的に考えるとはどういうことか 南塚 信吾 ほか[編著] ミネルヴァ書房 201 レ  

43 ユダヤ人を命がけで救った人びと　ホロコーストの恐怖に負けなかった勇気 キャロル・リトナー ほか[編] 河出書房新社 209.7 ホ  

44 戦争記念碑は物語る　第二次世界大戦の記憶に囚われて キース・ロウ 白水社 209.7 ロ  

45 空白の日本古代史 水谷 千秋 [監修] 宝島社 210.3 ク 新書

46 律令国家前夜　遺跡から探る飛鳥時代の大変革 前園 実知雄 新泉社 210.3 マ  

47 古代の人・ひと・ヒト　名前と身体から歴史を探る 三宅 和朗 吉川弘文館 210.3 ミ  

48 明治史講義　グローバル研究篇 瀧井 一博 [編] 筑摩書房 210.6 メ 新書

49 シリーズ 地域の古代日本　陸奥と渡島 吉村 武彦 ほか[編] KADOKAWA 212 ム  

50 東京の古墳を探る 松崎 元樹 吉川弘文館 213.6 マ  

51 原爆　広島を復興させた人びと 石井 光太 集英社 217.6 イ  

52 日本人として知っておきたい琉球・沖縄史 原口 泉 PHP研究所 219.9 ハ 新書

53 スコットランド全史　「運命の石」とナショナリズム 桜井 俊彰 集英社 233.2 サ 新書

54 ドイツ史　上・下 木村 靖二 [編] 山川出版社 234 ド 1-2  

55 図説　フランスの歴史 佐々木 真 河出書房新社 235 サ  

56 中学生から知りたい　ウクライナのこと
小山 哲
藤原 辰史 ミシマ社 238.6 コ  
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57 Woman's　Style　100　世界の女性偉人たち ヤマザキ マリ [監修] 昭文社 280.4 ウ  

58 Woman's　Style　100　日本の女性偉人たち ヤマザキ マリ [監修] 昭文社 281 ウ  

59 遠山景晋 藤田 覚
日本歴史学会 [編集]

吉川弘文館 281.8 ジ 313  

60 北条時政　頼朝の妻の父、近日の珍物か 野口 実 ミネルヴァ書房 289.1 ホ  

61 読みたくなる「地図」　地方都市編①　日本の都市はどう変わったか 平岡 昭利 [編] 海青社 291 ヨ  

62 それでも、世界はよくなっている ラシュミ・サーデシュパンデ 亜紀書房 304 サ  

63 政治と複数性　民主的な公共性にむけて 齋藤 純一 岩波書店 311 サ 文庫

64 愛国の起源　パトリオティズムはなぜ保守思想となったのか 将基面 貴巳 筑摩書房 311.2 シ 新書

65 知識ゼロからわかる!　そもそも民主主義ってなんですか? 宇野 重規 東京新聞 311.7 ウ  

66 図解でわかる　14歳から考える民主主義 インフォビジュアル研究所 太田出版 311.7 ズ  

67 お白洲から見る江戸時代　「身分の上下」はどう可視化されたか 尾脇 秀和 NHK出版 322.1 オ 新書

68 弁護士のすゝめ　最強資格のリアル。そして令和版司法改革へ
宮島 渉
多田 猛

民事法研究会 327.1 ミ  

69 無国籍と複数国籍　あなたは「ナニジン」ですか? 陳 天璽 光文社 329.9 チ 新書

70 わたしからはじまる!SDGs 川廷 昌弘 [編著] 風鳴舎 333.8 カ  

71 リスクを考える　「専門家まかせ」からの脱却 吉川 肇子 筑摩書房 361.4 キ 新書

72 2度目の会話が続きません 野口 敏 サンクチュアリ出版 361.4 ノ  

73 多文化社会の偏見・差別　形成のメカニズムと低減のための教育 加賀美 常美代 ほか[編著] 明石書店 361.8 タ  

74 ほんとうの多様性についての話をしよう サンドラ・ヘフェリン 旬報社 361.8 ヘ  

75 なるにはBOOKS　大学学部調べ　人間科学部　中高生のための学部選びガイド 大岳 美帆 ぺりかん社 375 ナ 別巻  

76 なるにはBOOKS　大人になる前に知る　老いと死 前沢 政次 ぺりかん社 375 ナ 別巻  

77 なるにはBOOKS　農業者になるには 大浦 佳代 ぺりかん社 375 ナ 46  

78 なるにはBOOKS　化学技術者・研究者になるには 堀川 晃菜 ぺりかん社 375 ナ 158  

79 ボマーマフィアと東京大空襲　精密爆撃の理想はなぜ潰えたか マルコム・グラッドウェル 光文社 396.8 グ  

80 ノーベル賞への夢を紡ぐ　もっと知りたい!　「科学の芽」の世界　PART 8
永田 恭介 [監修]

「科学の芽」賞
実行委員会 [編]

筑波大学出版会 404 モ 8  

81 空想科学読本　Ⅰ 柳田 理科雄 KADOKAWA 404 ヤ 1  

82 地球温暖化はなぜ起こるのか　気候モデルで探る　過去・現在・未来の地球 真鍋 淑郎 ほか 講談社 408 ブ 2202 ブルーバックス

83 カラー図説　生命の大進化40億年史　古生代編　生命はいかに誕生し、多様化したのか
土屋 健 [著]
群馬県立自然史博物館
[監修]

講談社 408 ブ 2203 ブルーバックス

84 新体系・大学数学　入門の教科書　上・下 芳沢 光雄 講談社 408 ブ 2206-2207 ブルーバックス

85 未解決問題から楽しむ数学　3x+1問題,完全数などを例に 今野 紀雄 ほか[共著] 技術評論社 410 コ  
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86 思考力を鍛える場合の数と確率　「分解」と「統合」でみるみる身につく 杉山 博宣 技術評論社 411.2 ス  

87 [完全版] 天才ガロアの発想力　対称性と群が明かす方程式の秘密 小島 寛之 技術評論社 411.7 コ  

88 高校生からわかる統計解析 涌井 良幸 ベレ出版 417 ワ  

89 ランダウ＝リフシッツ理論物理学教程　場の古典論　（原書第６版） エリ・デ・ランダウ ほか[著] 東京図書 421.3 ラ  

90 ランダウ＝リフシッツ理論物理学教程　力学　（増訂第３版） エリ・デ・ランダウ ほか[著] 東京図書 423 ラ  

91 地球のしくみがわかる　地学の図鑑 杵島 正洋 技術評論社 450 キ  

92 東京大学の先生伝授　文系のための　めっちゃやさしい　地球46億年 田近 英一 [監修] ニュートンプレス 450 ブ  

93 埼玉スリバチの達人　時空を超える「見比べ地図」構成現代図&古地図 埼玉スリバチ学会 [監修] 昭文社 454.9 サ  

94 千葉スリバチの達人　時空を超える「見比べ地図」構成現代図&古地図 千葉スリバチ学会 [監修] 昭文社 454.9 チ  

95 みんなが知りたいシリーズ⑰　土砂災害の疑問 55 日本応用地質学会
災害地質研究部会 [編] 成山堂書店 455.8 ド  

96 生物ミステリー　こっそり楽しむうんこ化石の世界
土屋 健 [著]
ロバート・ジェンキンズ
[監修]

技術評論社 457.8 ツ  

97 井の頭公園いきもの図鑑　改訂版　季節に観たいいきものたち 高野 丈 [編著] ぶんしん出版 462.1 タ  

98 生きもの毛事典 保谷 彰彦 [文]

川崎 悟司 [イラスト]
文一総合出版 481.1 ホ  

99 沖縄美ら海水族館はなぜ役に立たない研究をするのか?　サメ博士たちの好奇心まみれな毎日 佐藤 圭一 ほか[著] 産業編集センター 487.5 オ  

100 寝ても覚めてもアザラシ救助隊 岡崎 雅子 実業之日本社 489.5 ア  

101 BREATH　呼吸の科学 ジェームズ・ネスター 早川書房 491.3 ネ  

102 免疫学者が語る　パンデミックの「終わり」と、これからの世界 小野 昌弘 筑摩書房 498.6 オ  

103 コロナ後の世界を語る　現代の知性たちの視線
養老 孟司 ほか[著]

朝日新聞社 [編]
朝日新聞出版 498.6 コ 新書

104 進化するトイレ　災害とトイレ　緊急事態に備えた対応 日本トイレ協会 [編] 柏書房 518.5 サ  

105 建築/かたちことば 市原 出 ほか[著]

香山 壽夫 [論考]
鹿島出版会 520.4 ケ  

106 様式とかたちから建築を考える
五十嵐 太郎
菅野 裕子 平凡社 523 イ  

107 メイカーのための　ねじのキホン　ねじを知る、使う、作る、そして未来 門田 和雄 技術評論社 531.4 カ  

108 岩波ジュニアスタートブックス　食品ロスはなぜ減らないの? 小林 富雄 岩波書店 611.3 コ  

109 小麦粉の魅力　豊かで健康な食生活を演出 製粉振興会 [編集] 製粉振興会 619.3 コ  

110 永続孤独社会　分断か、つながりか? 三浦 展 朝日新聞出版 675 ミ 新書

111 地図で読み解く　JR京浜東北・根岸線沿線 岡田 直 [編著]
栗原 景 [著]

三才ブックス 686.2 オ  

112 クラシック偽作・疑作大全
近藤 健児
久保 健 青弓社 762.3 コ  

113 ビジネスでたどる西洋音楽史　歴代作曲家ギャラ比べ２　名曲誕生の裏事情 山根 悟郎 学研プラス 762.8 ヤ  

114 ビジネスでたどる西洋音楽史　歴代作曲家ギャラ比べ 山根 悟郎 学研プラス 762.8 ヤ  

115 お嬢さんと噓と男たちのデス・ロード　ジェンダー・フェミニズム批評入門 北村 紗衣 文藝春秋 778 キ  
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116 中高生のスポーツハローワーク　スポーツを仕事にしたい君へ 学研プラス 780 チ  

117 野球　勝つための最強の準備　しっかり準備できるかどうかが、試合の勝敗を左右する! 本西 厚博 [監修] ナツメ社 783.7 ヤ  

118 知識ゼロからの釣り入門
つり具の上州屋
アウトドアワールド
東大和店 [監修]

幻冬舎 787.1 チ  

119 堤防釣り　釣魚と仕掛けのすべてがわかる本 大泉書店編集部 [編] 大泉書店 787.1 テ  

120 あなたの知らない、世界の希少言語　世界6大陸、100言語を全力調査! ゾラン・ニコリッチ
日経ナショナル
ジオグラフィック 802 ニ  

121 あいまい・ぼんやり語辞典 森山 卓郎 [編] 東京堂出版 814 ア  

122 やりなおし世界文学 津村 記久子 新潮社 904 ツ  

123 書こうとしない「かく」教室 いしい しんじ ミシマ社 910.2 イ  

124 アイラヴ漱石先生　漱石探求ガイドブック
くまもと漱石文化振興会
ほか[編] 集広舎 910.2 ナ  

125 龍蛇と菩薩　伝承文学論 森 正人 和泉書院 910.2 モ  

126 茨木のり子　増補新版　「言の葉」のいのり  河出書房新社 911.5 イ  

127 石垣りん詩集 石垣 りん 角川春樹事務所 911.5 イ  

128 中原中也詩集 中原 中也 角川春樹事務所 911.5 ナ  

129 まど・みちお詩集 まど みちお 角川春樹事務所 911.5 マ  

130 ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川 佐和子 文藝春秋 913.6 ア  

131 残された人が編む物語 桂 望実 祥伝社 913.6 カ  

132 伊豆の踊子 川端 康成 新潮社 913.6 カ 文庫

133 雪国 川端 康成 新潮社 913.6 カ 文庫

134 山の音 川端 康成 新潮社 913.6 カ 文庫

135 古都 川端 康成 新潮社 913.6 カ 文庫

136 明日へのペダル 熊谷 達也 NHK出版 913.6 ク  

137 おいしいごはんが食べられますように 高瀬 隼子 講談社 913.6 タ  

138 AI法廷のハッカー弁護士 竹田 人造 早川書房 913.6 タ  

139 カレーの時間 寺地 はるな 実業之日本社 913.6 テ  

140 N/A 年森 瑛 文藝春秋 913.6 ト  

141 転がる検事に苔むさず 直島 翔 小学館 913.6 ナ  

142 推理小説年鑑　ザ・ベストミステリーズ2022
日本推理作家協会 [編]

逸木 裕 ほか[著] 講談社 913.6 ニ  

143 両手にトカレフ ブレイディみかこ ポプラ社 913.6 ブ  

144 潮騒 三島 由紀夫 新潮社 913.6 ミ 文庫

145 金閣寺 三島 由紀夫 新潮社 913.6 ミ 文庫

146 信仰 村田 沙耶香 文藝春秋 913.6 ム  

147 絵巻で読む方丈記 鴨 長明 [著]
田中 幸江 [訳注]

東京美術 914.4 カ  

148 井上ひさし　発掘エッセイ・セレクションⅡ　客席のわたしたちを圧倒する 井上 ひさし 岩波書店 914.6 イ  
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149 井上靖　わが一期一会 井上 靖 日本図書センター 914.6 イ  

150 言葉の還る場所で　谷川俊太郎×俵万智対談集
谷川 俊太郎
俵 万智

春陽堂書店 914.6 タ  

151 私と街たち(ほぼ自伝) 吉本 ばなな 河出書房新社 914.6 ヨ  

152 和辻哲郎随筆集 和辻 哲郎 [著]
坂部 恵 [編] 岩波書店 914.6 ワ 文庫

153 文学2022 日本文藝家協会 [編] 講談社 918.6 ニ  

154 ガラスの街 ポール・オースター 新潮社 933.7 オ 文庫

155 アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス 早川書房 933.7 キ 文庫

156 名探偵ポアロ　アクロイド殺し アガサ・クリスティー 早川書房 933.7 ク  

157 図説　アルプスの少女ハイジ　『ハイジ』でよみとく19世紀スイス
ちば かおり
川島 隆

河出書房新社 943.6 ハ  

158 動物奇譚集 ディーノ・ブッツァーティ 東宣出版 973 ブ  

159

160

書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 AI・ロボットと共存の倫理 西垣 通 [編]
河島 茂生 ほか[著]

岩波書店 007.1 エ

2 監視資本主義　人類の未来を賭けた戦い ショシャナ・ズボフ 東洋経済新報社 007.3 ズ

3 復活への底力　運命を受け入れ、前向きに生きる 出口 治明 講談社 081 コ 2666 講談社現代新書

4 漂流　日本左翼史　理想なき左派の混迷 1972-2022
池上 彰
佐藤 優 講談社 081 コ 2667 講談社現代新書

5 昭和の参謀 前田 啓介 講談社 081 コ 2668 講談社現代新書

6 日本の古代豪族　100 水谷 千秋 講談社 081 コ 2669 講談社現代新書

7 平氏　公家の盛衰、武家の興亡 倉本 一宏 中央公論新社 081 チ 2705 中公新書

8 マスメディアとは何か　「影響力」の正体 稲増 一憲 中央公論新社 081 チ 2706 中公新書

9 大東亜共栄圏　帝国日本のアジア支配構想 安達 宏昭 中央公論新社 081 チ 2707 中公新書

10 最後の審判　終末思想で読み解くキリスト教 岡田 温司 中央公論新社 081 チ 2708 中公新書

11 縄文人と弥生人　「日本人の起源」論争 坂野 徹 中央公論新社 081 チ 2709 中公新書

12 羅振玉自伝　集蓼編その他 羅 振玉 平凡社 081 ト 908 　

13 Newton 大図鑑シリーズ　VISUAL BOOK OF THE PHILOSOPHY　哲学大図鑑 金山 弥平 ほか[監修] ニュートンプレス 100 テ  

14 哲学するってどんなこと? 金杉 武司 筑摩書房 104 カ 新書

15 「みんな違ってみんないい」のか?　相対主義と普遍主義の問題 山口 裕之 筑摩書房 104 ヤ 新書

令和４年９月　新着図書一覧

東京都市大学付属中学校・高等学校　図書館
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16 亡き者たちの訪れ 若松 英輔 亜紀書房 114.2 ワ  

17 BOW BOOKS 009　科学的論理思考のレッスン
高木 敏行
荒川 哲

BOW&PARTNERS 116.1 タ  

18 分析哲学　これからとこれまで 飯田 隆 勁草書房 116.3 イ

19 交わらないリズム　出会いとすれ違いの現象学 村上 靖彦 青土社 116.7 ム

20 老子■人と思想 1 高橋 進 清水書院 124.2 ロ

21 ソクラテス■人と思想 3 中野 幸次 清水書院 131.2 ソ

22 プラトン■人と思想 5 中野 幸次 清水書院 131.3 プ

23 アリストテレス■人と思想 6 堀田 彰 清水書院 131.4 ア

24 トマス=アクィナス■人と思想 114 稲垣 良典 清水書院 132.2 ト

25 ロック■人と思想 13 田中 浩 ほか[共著] 清水書院 133.2 ロ

26 J.S.ミル■人と思想 18 菊川 忠夫 清水書院 133.4 ミ

27 J.デューイ■人と思想 23 山田 英世 清水書院 133.9 デ

28 いまを生きるカント倫理学 秋元 康隆 集英社 134.2 ア 新書

29 ハイデッカー■人と思想35 新井 恵雄 清水書院 134.9 ア

30 ニーチェ■人と思想 22 工藤 綏夫 清水書院 134.9 ニ

31 デカルト■人と思想 11 伊藤 勝彦 清水書院 135.2 イ

32 フーコーの風向き　近代国家の系譜学 重田 園江 青土社 135.5 オ

33 サルトル■人と思想 34 村上 嘉隆 清水書院 135.5 ム

34 キルケゴール■人と思想 19 工藤 綏夫 清水書院 139.3 ク

35 よみぐすり 坂口 恭平 東京書籍 159 サ  

36 釈迦■人と思想 4 副島 正光 清水書院 182.8 ソ

37 親鸞■人と思想 8 古田 武彦 清水書院 188.7 フ

38 イエス■人と思想 7 八木 誠一 清水書院 192.8 ヤ

39 カルヴァン■人と思想 10 渡辺 信夫 清水書院 198.3 カ

40 ルター■人と思想 9
小牧 治
泉谷 周三郎 清水書院 198.3 ル

41 マーティン=L=キング■人と思想 104 梶原 寿 清水書院 198.6 キ

42 内村鑑三■人と思想 25 関根 正雄 [編著] 清水書院 198.9 セ

43 目でみる日本史 岡部 敬史 [文]

山出 高士 [写真] 東京書籍 210 オ  

44 鎌倉幕府抗争史　御家人間抗争の二十七年 細川 重男 光文社 210.4 ホ 新書

45 昭和史講義　[戦後文化篇]  (上) (下) 筒井 清忠 [編] 筑摩書房 210.7 シ 新書

46 福沢諭吉■人と思想 21 鹿野 政直 清水書院 289.1 フ
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47 ガンジー■人と思想 28 坂本 徳松 清水書院 289.2 ガ

48 シュバイツァー■人と思想 31
小牧 治
泉谷 周三郎 清水書院 289.3 シ

49 マキアヴェリ■人と思想 54 西村 貞二 清水書院 289.3 マ

50 リプトン自伝 トーマス・リプトン 論創社 289.3 リ

51 現代ホンジュラスを知るための 55 章 中原 篤史 [編著] 明石書店 302.5 ホ

52 フェミニズムの政治学　ケアの倫理をグローバル社会へ 岡野 八代 みすず書房 311.1 オ

53 アンネ・フランクはひとりじゃなかった　アムステルダムの小さな広場　1933-1945 リアン・フェルフーフェン みすず書房 316.8 フ

54 人をつなぐ街を創る　東京・世田谷の街づくり報告 小柴 直樹 花伝社 318.7 コ

55 まだ、法学を知らない君へ　未来をひらく13講 東京大学法学部
「現代と法」委員会 [編] 有斐閣 321 マ

56 増補版　自衛隊と憲法　危機の時代の憲法論議のために 木村 草太 晶文社 323.1 キ

57 ぼくらの時代の罪と罰　増補新版　きみが選んだ死刑のスイッチ 森 達也 ミツイパブリッシング 326 モ

58 ケインズ■人と思想 93 浅野 栄一 清水書院 331.7 ケ

59 中学生の質問箱　障害者ってだれのこと?　「わからない」からはじめよう 荒井 裕樹 平凡社 369.2 ア

60 高校生のための「探究」学習図鑑 廣瀬 志保 [編著]

田村 学 [監修] 学事出版 375 ヒ  

61 「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた
「ネコの空中立ち直り反射」という驚くべき謎に迫る

グレゴリー・J.グバー ダイヤモンド社 404 グ

62 桝太一が聞く　科学の伝え方　Science　Communication 桝 太一 東京化学同人 407 マ

63 生物を分けると世界が分かる　分類すると見えてくる、生物進化と地球の変遷 岡西 政典 講談社 408 ブ 2208 ブルーバックス

64 東京大学の先生伝授　文系のための　めっちゃやさしい　数学　幾何<図形>編 山本 昌宏 [監修] ニュートンプレス 410 ブ

65 東京大学の先生伝授　文系のための　めっちゃやさしい　相対性理論 吉田 直紀 [監修] ニュートンプレス 421.2 ブ

66 富士山はいつ噴火するのか?　火山のしくみとその不思議 萬年 一剛 筑摩書房 453.8 マ 新書

67 化石の復元、承ります。　古生物復元師たちのおしごと 木村 由莉 [監修] ブックマン社 457.8 カ

68 図説　世界の吸血動物　甘く芳しい匂いに魅かれて闇に集いし美しき彼ら
浅川 満彦 [監修]
葛西 真治 ほか[編著]

グラフィック社 481.9 ズ

69 「ゴキブリ嫌い」だったけど　ゴキブリ研究はじめました 柳澤 静磨 イースト・プレス 486.4 ヤ

70 What　is　Tanuki? 佐伯 緑 東京大学出版会 489.5 サ

71 ヒトデとクモヒトデ　謎の ☆
ホシ

 形動物 藤田 敏彦 岩波書店 484.9 フ

72 ちくまQブックス　ウイルスって何だろう　どこから来るのか? 青野 由利 筑摩書房 491.7 ア

73 世界最強の研究大学　ジョンズ・ホプキンス 黒瀬 悦成 新潮社 498 ク

74 鉄道“周辺世界”趣味入門　線路 　 イカロス出版 516 テ 1

75 快適なトイレ　便利・清潔・安心して滞在できる空間 日本トイレ協会 [編] 柏書房 518.5 カ

76 電車の顔図鑑  ３ 改訂版　特急・急行の鉄道車両 江口 明男 天夢人 536 エ 3

77 野菜と果物　すごい品種 図鑑 竹下 大学 エクスナレッジ 626.1 タ
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78 地理学で読み解く流通と消費　コンビニはなぜ集中出店するのか 土屋 純 ベレ出版 672.1 ツ

79 東京の名駅舎
大内田 史郎

傍島 利浩 [写真] 草思社 686.5 オ

80 東大×マンガ　マンガだって立派な参考書なんです
東大カルペ・ディエム

西岡 壱誠 [監修]
内外出版社 726.1 ト

81 東京大学　「ボーカロイド音楽論」講義 鮎川 ぱて 文藝春秋 763.9 ア

82 シン・論　おたくとアヴァンギャルド 大塚 英志 太田出版 778.7 オ

83 超ゼロから始める釣り入門 西野 弘章 山と溪谷社 787.1 ニ

84 子どもに学ぶ言葉の認知科学 広瀬 友紀 筑摩書房 801 ヒ 新書

85 日本語の奇跡　<アイウエオ>と<いろは>の発明 山口 謠司 新潮社 810.2 ヤ 新書

86 ちくまQブックス　漢字が日本語になるまで　音読み・訓読みはなぜ生まれたのか? 円満字 二郎 筑摩書房 811.2 エ

87 エモい古語辞典 堀越 英美
海島 千本 [イラスト]

朝日出版社 814.6 ホ

88 チェコ語の隙間の隙間 黒田 龍之助 白水社 889 ク

89 １４歳の世渡り術　はじめて読む!　海外文学ブックガイド　人気翻訳家が勧める、世界が広がる48冊 越前 敏弥 ほか[著] 河出書房新社 902 ハ

90 俳諧の詩学 川本 皓嗣 岩波書店 911.3 カ

91 俺ではない炎上 浅倉 秋成 双葉社 913.6 ア

92 サウンド・ポスト 岩城 けい 筑摩書房 913.6 イ

93 たこせんと蜻蛉玉 尾崎 英子 光文社 913.6 オ

94 家庭用安心坑夫 小砂川 チト 講談社 913.6 コ

95 たんぽぽ球場の決戦 越谷 オサム 幻冬舎 913.6 コ

96 ギフテッド 鈴木 涼美 文藝春秋 913.6 ス

97 掬えば手には 瀬尾 まいこ 講談社 913.6 セ

98 あくてえ 山下 紘加 河出書房新社 913.6 ヤ

99 カタコトのうわごと 多和田 葉子 青土社 914.6 タ

100 スノウ・クラッシュ　上・下 ニール・スティーヴンスン 早川書房 933.7 ス 1-2 文庫

101 車輪の下で ヘッセ 光文社 943.7 ヘ 文庫

102 アルベール=カミュ■人と思想 167 井上 正 清水書院 950.2 カ

103 ガルシア=マルケス中短篇傑作選 G.ガルシア=マルケス 河出書房新社 963 ガ 文庫

104 亜鉛の少年たち　アフガン帰還兵の証言　増補版
スヴェトラーナ・
アレクシエーヴィチ 岩波書店 986 ア

105

106 　 　 　 　 　
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