
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 21世紀のリベラルアーツ 石井 洋二郎 [編]
藤垣 裕子 ほか[執筆]

水声社 002 ニ

2 やさしく知りたい最先端科学シリーズ10　データサイエンス 生田目 崇 創元社 007.6 ナ

3 <イラスト授業シリーズ>　ひと目でわかる　プログラミングのしくみとはたらき図鑑 渡邉 昌宏 [日本語版監修] 創元社 007.6 ヒ

4 齋藤孝先生が選ぶ　高校生からの読書大全 齋藤 孝 東京堂出版 019.9 サ

5 ギネス世界記録　2023 クレイグ・グレンディ [編] 角川アスキー総合研究所 031.5 ギ  

6 成熟スイッチ 林 真理子 講談社 081 コ 2683 講談社現代新書

7 年収443万円　安すぎる国の絶望的な生活 小林 美希 講談社 081 コ 2684 講談社現代新書

8 ドイツ誕生　神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世 菊池 良生 講談社 081 コ 2685 講談社現代新書

9 真珠湾攻撃隊　隊員と家族の八〇年 大島 隆之 講談社 081 コ 2686 講談社現代新書

10 エーリッヒ・フロム　孤独を恐れず自由に生きる 岸見 一郎 講談社 081 コ 2687 講談社現代新書

11 行動経済学の処方箋　働き方から日常生活の悩みまで 大竹 文雄 中央公論新社 081 チ 2724 中公新書

12 奈良時代　律令国家の黄金期と熾烈な権力闘争 木本 好信 中央公論新社 081 チ 2725 中公新書

13 田中耕太郎　闘う司法の確立者、世界法の探究者 牧原 出 中央公論新社 081 チ 2726 中公新書

14 古代オリエント全史　エジプト、メソポタミアからペルシアまで4000年の興亡 小林 登志子 中央公論新社 081 チ 2727 中公新書

15 孫子　「兵法の真髄」を読む 渡邉 義浩 中央公論新社 081 チ 2728 中公新書

16 日本史を暴く　戦国の怪物から幕末の闇まで 磯田 道史 中央公論新社 081 チ 2729 中公新書

17 残酷人生論 池田 晶子 [著]
わたくし、つまりNobody [編]

毎日新聞社 104 イ  

18 暮らしの哲学 池田 晶子 毎日新聞社 104 イ

19 スマホ時代の哲学　失われた孤独をめぐる冒険 谷川 嘉浩 ディスカヴァー・
トゥエンティワン 104 タ

20 ときは、ながれない　「時間」の分析哲学 八木沢 敬 講談社 112 ヤ

21 佐久間象山　■人と思想48
奈良本 辰也
左方 郁子 清水書院 121.5 サ

22 中江藤樹　■人と思想45 渡部 武 清水書院 121.5 ナ

23 本居宣長　■人と思想47 本山 幸彦 清水書院 121.5 モ

24 和辻哲郎　■人と思想53 小牧 治 清水書院 121.6 ワ

25 孟子　■人と思想37 加賀 栄治 清水書院 124.1 モ

26 荘子　■人と思想38 鈴木 修次 清水書院 124.2 ソ

27 エラスムス　■人と思想62 斎藤 美洲 清水書院 132.6 サ

28 ベンサム　■人と思想16 山田 英世 清水書院 133.4 ベ

29 ラッセル　■人と思想30 金子 光男 清水書院 133.5 ラ

30 フィヒテ　■人と思想90 福吉 勝男 清水書院 134.3 フ

31 ヘーゲル　■人と思想17 澤田 章 清水書院 134.4 サ

32 ショーペンハウアー　■人と思想77 遠山 義孝 清水書院 134.6 シ

33 ウィトゲンシュタイン　■人と思想76 岡田 雅勝 清水書院 134.9 オ
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34 フッサール　■人と思想72 加藤 精司 清水書院 134.9 フ

35 ルソー　■人と思想14 中里 良二 清水書院 135.3 ル

36 アルチュセール　■人と思想56 今村 仁司 清水書院 135.5 ア

37 ドゥルーズ　■人と思想123 船木 亨 清水書院 135.5 ド

38 キレたくないのにキレてしまうあなたへ
岡田 法悦 [著]

田房 永子
 [マンガ・イラスト]

朝日新聞出版 141.6 オ

39 増補新版　人間の条件　そんなものない 立岩 真也 新曜社 159.7 タ

40 宗教を「信じる」とはどういうことか 石川 明人 筑摩書房 160 イ 新書

41 コルベ　■人と思想122 川下 勝 清水書院 198.2 コ

42 地形で見る江戸・東京発展史 鈴木 浩三 筑摩書房 213.6 ス 新書

43 ケルトの世界　神話と歴史のあいだ 疋田 隆康 筑摩書房 230.3 ヒ 新書

44 増補改訂版　図説 ポルトガルの歴史 金七 紀男 河出書房新社 236.9 キ

45 河上肇　■人と思想55 山田 洸 清水書院 289.1 カ

46 幸徳秋水　■人と思想51 絲屋 壽雄 清水書院 289.1 コ

47 西光万吉　■人と思想110 師岡 佑行 清水書院 289.1 サ

48 孫文　■人と思想27
横山 英
中山 義弘 清水書院 289.2 ソ

49 ダーウィン　■人と思想66 江上 生子 清水書院 289.3 ダ

50 トインビー　■人と思想69 吉澤 五郎 清水書院 289.3 ト

51 ハイゼンベルク　■人と思想98 小出 昭一郎 清水書院 289.3 ハ

52 ヴァイツゼッカー　■人と思想111 加藤 常昭 清水書院 289.3 バ

53 ブルクハルト　■人と思想97 西村 貞二 清水書院 289.3 ブ

54 マルクス　■人と思想20 小牧 治 清水書院 289.3 マ

55 増補新版　いま生きているという冒険 石川 直樹 新曜社 290.9 イ

56 世界の祝祭　歴史と文化に彩られた世界のお祭り&祝日を旅の雑学とともに解説 地球の歩き方編集室 [編集] 地球の歩き方 290.9 セ

57 日本を旅する 大旅行地図帳　歴史編 平凡社 [編] 平凡社 291 ニ  

58 地形を楽しむ東京半日散歩30 内田 宗治 実業之日本社 291.3 ウ  

59 ここからはじめる国際法　事例から考える国際社会と日本の関わり 佐藤 義明 ほか[著] 有斐閣 329 コ

60 アダム=スミス　■人と思想84
浜林 正夫
鈴木 亮 清水書院 331.4 ス

61 <イラスト授業シリーズ>　ひと目でわかる　マネジメントのしくみとはたらき図鑑 野田 稔 [日本語版監修] 創元社 336 ヒ

62 マックス=ヴェーバー　■人と思想78 住谷 一彦 ほか[著] 清水書院 361.2 ベ

63 改訂版　やる気を出したい人 成績を上げたい人のための　中学の勉強のトリセツ
梁川 由香 [著]
しましま [マンガ] 学研プラス 375 ヤ

64 レヴィ=ストロース　■人と思想96 吉田 禎吾 ほか[著] 清水書院 389 レ

65 基地はなぜ沖縄でなければいけないのか 川名 晋史 筑摩書房 395.3 カ

66 量子の世界をみる方法　「スピン」とは何か 村上 洋一 講談社 408 ブ 2217 ブルーバックス

67 宇宙の終わりに何が起こるのか　最新理論が予言する「5つの終末シナリオ」 ケイティ・マック 講談社 408 ブ 2218 ブルーバックス

68 こんな数学だったら 絶対に嫌いにならなかったのに　ICU高校数学科の読めば解ける入試問題 ICU高校数学科 アチーブメント出版 410 コ

69 東京大学の先生伝授　文系のための めっちゃやさしい 次元 浅井 祥仁 [監修] ニュートンプレス 421 ブ
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70 身のまわりのあんなことこんなことを 地質学的に考えてみた 渡邉 克晃 ベレ出版 455 ワ

71 環境省レッドリスト　日本の絶滅危惧生物図鑑
岩槻 邦男 [編]
太田 英利 [編] 丸善出版 460.3 ニ

72 苦しいとき脳に効く動物行動学　ヒトが振り込め詐欺にひっかかるのは本能か? 小林 朋道 築地書館 481.7 コ

73 タコのはなし　その意外な素顔 池田 譲 成山堂書店 484.7 イ

74 <イラスト授業シリーズ>　ひと目でわかる　脳のしくみとはたらき図鑑
黒木 俊秀 [日本語版監修]

神野 尚三 [日本語版監修]
創元社 491.3 ヒ

75 「気の持ちよう」の脳科学 毛内 拡 筑摩書房 491.3 モ 新書

76 新型コロナウイルスを制圧する　ウイルス学教授が説く、その「正体」
河岡 義裕 [著]
河合 香織 [聞き手]

文藝春秋 493.8 カ

77 ちゃんと知りたい!　新型コロナの科学　人類は「未知のウイルス」にどこまで迫っているか 出村 政彬 日経サイエンス 493.8 デ

78 安藤忠雄の建築　3　Inside　Japan 安藤 忠雄 TOTO出版 520.8 ア 3  

79 安藤忠雄の建築　4　New　Endeavors 安藤 忠雄 TOTO出版 520.8 ア 4  

80 ドイツの家と町並み図鑑
久保田 由希
チカ・キーツマン

エクスナレッジ 523.3 ク

81 日本全国タイル遊覧 吉田 真紀 書肆侃侃房 529 ヨ

82 電車の顔図鑑　1　改訂新版　JR線を走る鉄道車両 江口 明男 天夢人 536 エ 1

83 宇宙からの帰還　新版 立花 隆 中央公論新社 538.9 タ 文庫

84 ソ連核開発全史 市川 浩 筑摩書房 539 イ 新書

85 みんなが知りたいシリーズ⑱　地熱エネルギーの疑問 50 日本地熱学会 編 成山堂書店 543.7 チ

86 面白いことは上司に黙ってやれ　日本発の新ビジネスを生み出すには? 春日 知昭 光文社 548.3 カ 新書

87 人に優しいロボットのデザイン　「なんもしない」の心の科学 高橋 英之 福村出版 548.3 タ

88 YKKのグローバル経営戦略　「善の巡環」とは何か 高橋 浩夫 同文舘出版 589.2 ワ

89 13歳からの家事のきほん46 アントラム栢木利美 赤ちゃんとママ社 590 ア

90 新! 掃除の解剖図鑑　やり方次第でこんなに変わる 日本ハウスクリーニング協会 エクスナレッジ 597.9 シ

91 今日からモノ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしい 物流の本 第２版 鈴木 邦成 日刊工業新聞社 675.4 ス

92 鉄道まるわかり 002　小田急電鉄のすべて 改訂版 「旅と鉄道」編集部 [編] 天夢人 686 オ

93 鉄道まるわかり 001　京急電鉄のすべて 改訂版 「旅と鉄道」編集部 [編] 天夢人 686 ケ

94 鉄道まるわかり 016　京王電鉄のすべて 「旅と鉄道」編集部 [編] 天夢人 686 ケ

95 歴史と文化とミステリー!　東京の鉄道の謎を探る
結解 学
渡部 史絵 天夢人 686.2 ケ

96 列車ダイヤのはなし　世界一正確なダイヤと定時運行のしくみ 富井 規雄 成山堂書店 686.7 ト

97 切手デザイナーの仕事　日本郵便切手・葉書室より 間部 香代 グラフィック社 693.8 マ

98 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい 延暦寺の歴史
久保 智康
宇代 貴文 東京美術 702.1 エ

99 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい 東寺の仏たち
根立 研介 [著]
新見 康子 [著]
東寺 [監修]

東京美術 702.1 ネ

100 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい 中国の美術 富田 淳 [監修・著] 東京美術 702.2 ト

101 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい 伊藤若冲 生涯と作品 改訂版 佐藤 康宏 東京美術 721.4 イ

102 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい 尾形光琳 生涯と作品 改訂版 仲町 啓子 東京美術 721.5 オ

103 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい 長沢蘆雪 生涯と作品 金子 信久 東京美術 721.6 ナ

104 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい 円山応挙 生涯と作品 改訂版 樋口 一貴 東京美術 721.6 マ

105 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい 歌川国芳 生涯と作品 改訂版 悳 俊彦 東京美術 721.8 ウ
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106 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい 葛飾北斎 生涯と作品 改訂版 永田 生慈 [監修] 東京美術 721.8 カ

107 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい 横山大観 生涯と作品
古田 亮 [監修・著]
鶴見 香織 [著]
勝山 滋 [著]

東京美術 721.9 ヨ

108 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい 岸田劉生 生涯と作品 蔵屋 美香 東京美術 723.1 キ

109 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい 熊谷守一 生涯と作品
池田 良平 [監修・著]

蔵屋 美香 [著]
東京美術 723.1 ク

110 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい クリムト 生涯と作品 改訂版 千足 伸行 東京美術 723.3 ク

111 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい ゴーガン 生涯と作品 六人部 昭典 東京美術 723.3 ゴ

112 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい ターナー 生涯と作品 荒川 裕子 東京美術 723.3 タ

113 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい ボナール 生涯と作品
高橋 明也 [監修・著]
島本 英明 [著] 東京美術 723.3 ボ

114 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい ミレー 生涯と作品
高橋 明也 [監修]
安井 裕雄 [著]

東京美術 723.3 ミ

115 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい ムンク 生涯と作品
千足 伸行 [監修・著]
冨田 章 [著] 東京美術 723.3 ム

116 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい モネ 生涯と作品 改訂版
高橋 明也 [監修]
安井 裕雄 [著]

東京美術 723.3 モ

117 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい モディリアーニ 生涯と作品 島本 英明 東京美術 723.3 モ

118 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい ミュシャ 生涯と作品 改訂版 千足 伸行 東京美術 726.5 ミ

119 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい 柳宗悦と民藝運動 杉山 享司 [監修] 東京美術 750.2 ヤ

120 アート・ビギナーズ・コレクション　もっと知りたい やきもの 柏木 麻里 東京美術 751.1 カ

121 カラー版 図説　デザインの歴史 暮沢 剛巳 ほか[著] 学芸出版社 757 デ

122 ジョン・レノン作曲術 野口 義修 
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

764.7 ノ

123 16人16曲でわかる　オペラの歴史 加藤 浩子 平凡社 766.1 カ 新書

124 ガチガチの世界をゆるめる 澤田 智洋 百万年書房 780.4 サ

125 東欧サッカークロニクル　モザイク国家に渦巻くサッカーの熱源を求めて 長束 恭行 カンゼン 783.4 ナ

126 ゲームの歴史　1-3
岩崎 夏海
稲田 豊史 講談社 798.5 イ 1-3

127 語学の天才まで1億光年 高野 秀行 集英社インターナショナル 804 タ

128 読む力をつけるノンフィクション選　中高生のための文章読本 澤田 英輔 ほか[編] 筑摩書房 817.7 チ

129 [英文対照] 朝日新聞　天声人語 2022 秋 VOL.210 朝日新聞論説委員室 [編] 原書房 837 ア

130 教養としての「ラテン語の授業」　古代ローマに学ぶリベラルアーツの源流 ハン ドンイル ダイヤモンド社 892 ハ

131 村上春樹　映画の旅
早稲田大学
坪内博士記念
演劇博物館 [監修]

フィルムアート社 910.2 ム

132 月の立つ林で 青山 美智子 ポプラ社 913.6 ア

133 なんとかしなくちゃ。　青雲編 恩田 陸 文藝春秋 913.6 オ

134 清浄島 河崎 秋子 双葉社 913.6 カ

135 犬を盗む 佐藤 青南 実業之日本社 913.6 サ

136 都会のトム&ソーヤ⑯　スパイシティ はやみね かおる 講談社 913.6 ハ 16

137 すべての恋が終わるとしても　140字の恋の話 冬野 夜空 スターツ出版 913.6 フ

138 春になったら莓を摘みに 梨木 香歩 新潮社 914.6 ナ 文庫

139 レモン石鹼泡立てる 東 直子 共和国 914.6 ヒ 　

140 偶然の散歩 森田 真生 ミシマ社 914.6 モ

141 杜甫　■人と思想57 鈴木 修次 清水書院 921.4 ト
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142 ペストの夜　上・下 オルハン・パムク 早川書房 929.5 パ 1-2

143 宝島 ロバート・L.スティーヴンソン 新潮社 933.6 ス 文庫

144 十二番目の天使 オグ・マンディーノ 求龍堂 933.7 マ 文庫

145 一杯のおいしい紅茶　ジョージ・オーウェルのエッセイ ジョージ・オーウェル 中央公論新社 934.7 オ 文庫

146 ブレヒト　■人と思想64 岩淵 達治 清水書院 940.2 ブ

147 リルケ　■人と思想161
星野 慎一
小磯 仁 清水書院 941.7 リ

148 ロマン=ロラン　■人と思想26
村上 嘉隆
村上 益子 清水書院 950.2 ロ

149 ヴァレリー　■人と思想99 山田 直 清水書院 951.7 バ

150 ダンテ　■人と思想65 野上 素一 清水書院 971 ダ

151 ドストエフスキイ　■人と思想82 井桁 貞義 清水書院 980.2 ド

152

153

154     
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