
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 エリートと教養　ポストコロナの日本考 村上 陽一郎 中央公論新社 002 ム 新書

2 まだ間に合う　元駐米大使の置き土産 藤崎 一郎 講談社 081 コ 2650 講談社現代新書

3 海外メディアは見た　不思議の国ニッポン クーリエ・ジャポン [編] 講談社 081 コ 2651 講談社現代新書

4 スピノザ　人間の自由の哲学 吉田 量彦 講談社 081 コ 2652 講談社現代新書

5 人類の起源　古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」 篠田 謙一 中央公論新社 081 チ 2683 中公新書

6 中学英語「再」入門　日本語と比べて学ぶ14講 澤井 康佑 中央公論新社 081 チ 2684 中公新書

7 ブラックホール　宇宙最大の謎はどこまで解明されたか 二間瀬 敏史 中央公論新社 081 チ 2685 中公新書

8 中国哲学史　諸子百家から朱子学、現代の新儒家まで 中島 隆博 中央公論新社 081 チ 2686 中公新書

9 人生はゲームなのだろうか?　<答えのなさそうな問題>に答える哲学 平尾 昌宏 筑摩書房 104 ヒ 新書

10 「新しさ」の日本思想史　進歩志向の系譜を探る 西田 知己 筑摩書房 121 ニ 新書

11 裏切り者は顔に出る　上司、顧客、家族のホンネは「表情」から読み解ける 清水 建二 中央公論新社 141.6 シ 新書

12 14歳からの個人主義　自分を失わずに生きるための思想と哲学 丸山 俊一 大和書房 151.4 マ

13 自分のミライの見つけ方　いつか働くきみに伝えたい『やりたいこと探し』より大切なこと 児美川 孝一郎 旬報社 159.4 コ

14 図説　世界の水中遺跡　水底に眠る「時の証人」を求めて 木村 淳　小野 林太郎 グラフィック社 202.5 ズ  

15 シリーズ 地域の古代日本　東アジアと日本 吉村 武彦 ほか[編] KADOKAWA 210.3 ヒ

16 ものがたり戦後史　「歴史総合」入門講義 富田 武 筑摩書房 210.7 ト 新書

17 シリーズ 地域の古代日本　筑紫と南島 吉村 武彦 ほか[編] KADOKAWA 219 ツ

18 図説 武田信玄　クロニクルでたどる“甲斐の虎” 平山 優 戎光祥出版 289.1 タ

19 カルピスをつくった男　三島海雲 山川 徹 小学館 289.1 ミ

20 深掘り!日本の地名　知って驚く由来と歴史 宇田川 勝司 ベレ出版 291 ウ

21 JK、インドで常識ぶっ壊される 熊谷 はるか 河出書房新社 292.5 ク

22 刑務所の精神科医　治療と刑罰のあいだで考えたこと 野村 俊明 みすず書房 326.5 ノ

23 あたらしいお金の教科書　ありがとうをはこぶお金、やさしさがめぐる社会 新井 和宏 山川出版社 337 ア

24 頭がよくなる!　要約力 齋藤 孝 筑摩書房 361.4 サ 新書

25 なぜ私たちは友だちをつくるのか　進化心理学から考える人類にとって一番重要な関係 ロビン・ダンバー 青土社 361.4 ダ

26 <洗う>文化史　「きれい」とは何か
国立歴史民俗
博物館 ほか[編]

吉川弘文館 383.6 ア

27 縁食論　孤食と共食のあいだ 藤原 辰史 ミシマ社 383.8 フ

28 大正ガールズコレクション　女学生・令嬢・モダンガールの生態 石川 桂子 [編著] 河出書房新社 384.6 イ
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29 数式図鑑　楽しく、美しく、役に立つ科学の宝石箱 横山 明日希 講談社 408 ブ 2178 ブルーバックス

30 思考実験　科学が生まれるとき 榛葉 豊 講談社 408 ブ 2193 ブルーバックス

31 宇宙を支配する「定数」　万有引力定数から光速、プランク定数まで 臼田 孝 講談社 408 ブ 2194 ブルーバックス

32 ニュースの数字をどう読むか　統計にだまされないための22章
トム＆デイヴィッド
・チヴァース 筑摩書房 417 チ 新書

33 デジタル社会の　地図の読み方 作り方 若林 芳樹 筑摩書房 448.9 ワ 新書

34 図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか?　生きものの“同定”でつまずく理由を考えてみる 須黒 達巳 ベレ出版 460 ス  

35 先生、モモンガがお尻でフクロウを脅しています? 小林 朋道 築地書館 481.7 コ  

36 ビーバー　世界を救う可愛いすぎる生物 ベン・ゴールドファーブ 草思社 489.4 ビ  

37 歌うサル　テナガザルにヒトのルーツをみる
井上 陽一
岡ノ谷 一夫
[コーディネーター]

共立出版 489.9 イ  

38 配線で読み解く鉄道の魅力 川島 令三 天夢人 516.1 カ  

39 今日からモノ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしい 水道の本 第2版 高堂 彰二 日刊工業新聞社 518.1 コ  

40 最新 カーボンニュートラルの基本と動向がよ〜くわかる本　脱炭素社会をめぐる全体像を概観 池原 庸介 秀和システム 519.3 イ  

41 今日からモノ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしい サービスロボットの本 清水 祐一郎 日刊工業新聞社 548.3 シ  

42 「欲しい!」はこうしてつくられる　脳科学者とマーケターが教える「買い物」の心理
マット・ジョンソン
プリンス・ギューマン 白揚社 675 ジ  

43 羽田の今昔　写真家がみた羽田空港の100年 近藤 晃 天夢人 687.9 コ  

44 はい、こんにちは　Chim↑Pomエリイの生活と意見 エリイ 新潮社 702.1 エ  

45 もっと知りたい ミロ 生涯と作品
松田 健児
副田 一穂

東京美術 723.3 ミ  

46 音楽する脳　天才たちの創造性と超絶技巧の科学 大黒 達也 朝日新聞出版 761.1 ダ 新書

47 アメリカ音楽の新しい地図 大和田 俊之 筑摩書房 767.8 オ

48 マンガで学ぶスポーツ倫理　わたしたちはスポーツで何をめざすのか 林 芳紀 ほか 化学同人 780.1 ハ

49 イントゥ・ザ・プラネット　ありえないほど美しく、とてつもなく恐ろしい水中洞窟への旅 ジル・ハイナース 新潮社 785.2 ハ

50 「ジョー」のモデルと呼ばれた男　天才ボクサー・青木勝利の生涯 葛城 明彦 彩図社 788.3 カ

51 悪い言語哲学入門 和泉 悠 筑摩書房 801 イ 新書

54 [英文対照]  朝日新聞　天声人語 2021 冬 vol.207
朝日新聞論説
委員室 [編]

国際発信部 [訳]
原書房 837 ア  

55 サーキット・スイッチャー 安野 貴博 早川書房 913.6 ア

56 凛として弓を引く 碧野 圭 講談社 913.6 ア 文庫

57 オオルリ流星群 伊与原 新 KADOKAWA 913.6 イ

58 いえ 小野寺 史宜 祥伝社 913.6 オ

59 楽園ジューシー 坂木 司 KADOKAWA 913.6 サ

60 タイムマシンに乗れないぼくたち 寺地 はるな 文藝春秋 913.6 テ

61 強制終了、いつか再起動 吉野 万理子 講談社 913.6 ヨ
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62 階段ランナー 吉野 万理子 徳間書店 913.6 ヨ

63 あのころなにしてた? 綿矢 りさ 新潮社 915.6 ワ

64 ルーミーとオリーブの特別な10か月 ジョーン・バウアー 小学館 933.7 バ

65 『ニューヨーク・タイムズ』のドナルド・キーン ドナルド・キーン 中央公論新社 934.7 キ

66 チェルノブイリの祈り　未来の物語
スヴェトラーナ・
アレクシエーヴィチ 岩波書店 986 ア

67

68

69

70

71

72

73

74

75
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77
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79
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