
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 インスタグラム　野望の果ての真実 サラ・フライヤー ニューズピックス 007.3 イ

2 ちくまQブックス　未来のきみを変える読書術　なぜ本を読むのか? 苫野 一徳 筑摩書房 019 ト

3 “ひとり出版社”という働きかた 西山 雅子 河出書房新社 023.1 ヒ

4 俳句のきた道　芭蕉・蕪村・一茶 藤田 真一 岩波書店 081 イ 940 岩波ジュニア新書

5 ジョブ型雇用社会とは何か　正社員体制の矛盾と転機 濱口 桂一郎 岩波書店 081 イ 1894 岩波新書

6 ヒトラー　虚像の独裁者 芝 健介 岩波書店 081 イ 1895 岩波新書

7 スペイン史10講 立石 博高 岩波書店 081 イ 1896 岩波新書

8 知的文章術入門 黒木 登志夫 岩波書店 081 イ 1897 岩波新書

9 会社がなくなる! 丹羽 宇一郎 講談社 081 コ 2632 講談社現代新書

10 不安に克つ思考　賢人たちの処方箋 クーリエ・ジャポン 講談社 081 コ 2633 講談社現代新書

11 倭国　古代国家への道 古市 晃 講談社 081 コ 2634 講談社現代新書

12 シンプルな英語 中山 裕木子 講談社 081 コ 2635 講談社現代新書

13 経済社会の学び方　健全な懐疑の目を養う 猪木 武徳 中央公論新社 081 チ 2659 中公新書

14 原敬　「平民宰相」の虚像と実像 清水 唯一朗 中央公論新社 081 チ 2660 中公新書

15 アケメネス朝ペルシア　史上初の世界帝国 阿部 拓児 中央公論新社 081 チ 2661 中公新書

16 荘園　墾田永年私財法から応仁の乱まで 伊藤 俊一 中央公論新社 081 チ 2662 中公新書

17 物語　イスタンブールの歴史　「世界帝都」の1600年 宮下 遼 中央公論新社 081 チ 2663 中公新書

18 胡適文選　1 胡 適 平凡社 081 ト 905 東洋文庫

19 ハイデガー『存在と時間』を解き明かす 池田 喬 NHK出版 081 ニ 1270

20 対面的　<見つめ合い>の人間学 大浦 康介 筑摩書房 104 オ

21 経験をリセットする　理論哲学から行為哲学へ 河本 英夫 青土社 104 カ

22 教養として学んでおきたいニーチェ 岡本 裕一朗 マイナビ出版 134.9 オ 新書

23 贈与論　資本主義を突き抜けるための哲学 岩野 卓司 青土社 135 イ

24 悲しみとともにどう生きるか 入江 杏 ほか[編著] 集英社 141.6 イ 新書

25 図説 新約聖書の考古学 杉本 智俊 河出書房新社 193 ス

26 地図でスッと頭に入る平安時代 繁田 信一 [監修] 昭文社 210.3 チ

27 分裂と統合で読む日本中世史 谷口 雄太 山川出版社 210.4 タ

28 図説 鎌倉北条氏　鎌倉幕府を主導した一族の全歴史 野口 実 戎光祥出版 210.4 ノ

29 始皇帝の地下宮殿　隠された埋蔵品の真相 鶴間 和幸 山川出版社 222 ツ
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30 欧米の歴史・文化・思想 布施 将夫 晃洋書房 230 フ

31 尋尊 安田 次郎 吉川弘文館 281.8 ジ 311

32 「データ+地図」で読み解く地域のすがた　日本あっちこっち 加藤 一誠 ほか 清水書院 291 ニ  

33 地理院地図で東京を歩く②　山谷堀から府中まで16コース 地理教育研究会 清水書院 291.3 チ 2

34 池上彰の世界の見方　中国　巨龍に振り回される世界 池上 彰 小学館 302.2 イ

35 シンガポールを知るための65章 田村 慶子 明石書店 302.2 シ

36 現代アメリカ社会を知るための 63章　2020年代 明石 紀雄 ほか 明石書店 302.5 ア

37 オードリー・タン　自由への手紙 オードリー・タン [語り] 講談社 304 オ

38 死産される日本語・日本人　「日本」の歴史-地政的配置 酒井 直樹 講談社 304 サ 文庫

39 この明るい場所　ポストモダンにおける公共性の問題 五十嵐 沙千子 ひつじ書房 311.1 イ

40 代表制という思想 早川 誠 風行社 313.7 ハ

41 従順さのどこがいけないのか 将基面 貴巳 筑摩書房 316.1 シ 新書

42 9/11レポート　2001年米国同時多発テロ調査委員会報告書
アメリカ合衆国に対する
テロリスト攻撃に関する
国家委員会

ころから 316.4 ア

43 サクッとわかる ビジネス教養　行動経済学 阿部 誠 [監修] 新星出版社 331 コ

44 ファッションの仕事で世界を変える　エシカル・ビジネスによる社会貢献 白木 夏子 筑摩書房 335.8 シ 新書

45 生き抜くためのメディア読解 小林 真大 笠間書院 361.4 コ

46 メディアの臨界　紙と電子のはざまで 粉川 哲夫 せりか書房 361.4 コ

47 フェイクニュースの生態系 藤代 裕之 青弓社 361.4 フ

48 レジリエンス　復活力　あらゆるシステムの破綻と回復を分けるものは何か
アンドリュー・ゾッリ
アン・マリー・ヒーリー

ダイヤモンド社 361.6 ゾ

49 「差別はいけない」とみんないうけれど。 綿野 恵太 平凡社 361.8 ワ

50 図解でわかる　14歳からのLGBTQ+ 社会応援ネットワーク 太田出版 367.9 ズ  

51 クリエイティブ・ラーニング　創造社会の学びと教育 井庭 崇 ほか 慶應義塾大学出版会 370.4 イ

52 学校の役割ってなんだろう 中澤 渉 筑摩書房 373.1 ナ 新書

53 ちくまQブックス　100年無敵の勉強法　何のために学ぶのか? 鎌田 浩毅 筑摩書房 375 カ

54 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　2　 ブレイディみかこ 新潮社 376.3 ブ 2

55 はみだしの人類学　ともに生きる方法 松村 圭一郎 NHK出版 389 マ

56 教養としての東大理科の入試問題 竹田 淳一郎 ベレ出版 404 タ

57 図解・天気予報入門　ゲリラ豪雨や巨大台風をどう予測するのか 古川 武彦 　大木 勇人 講談社 408 ブ 2181 ブルーバックス

58 マンガ一　晩でわかる中学数学　実社会で役立つ数学力を身につける 端野 洋子 講談社 408 ブ 2182 ブルーバックス

59 数学オリンピック　2017〜2021 数学オリンピック財団 [監修] 日本評論社 410 ス

60 世界でいちばん美しい　こども元素ずかん セオドア・グレイ ほか 創元社 431.1 グ  

61 みんなが知りたいシリーズ⑯　雷の疑問 56 鴨川 仁 ほか[共著] 成山堂書店 451.7 カ
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62 多摩・武蔵野スリバチの達人 多摩武蔵野スリバチ学会 [監修] 昭文社 454.9 タ

63 横浜・川崎・鎌倉スリバチの達人 神奈川スリバチ学会 [監修] 昭文社 454.9 ヨ

64 いきもののカタチ　続　波紋と螺旋とフィボナッチ　多彩なデザインを創り出すシンプルな法則 近藤 滋 学研プラス 463.7 コ

65 家は生態系　あなたは20万種の生き物と暮らしている ロブ・ダン 白揚社 468 ダ

66 ちくまQブックス　植物たちのフシギすぎる進化　木が草になったって本当? 稲垣 栄洋 筑摩書房 471 イ

67 今日からはじめる　ばーどらいふ! 一日一種 文一総合出版 488.1 イ

68 夜のイチジクの木の上で　フルーツ好きの食肉類シベット 中林 雅 京都大学学術出版会 489.5 ナ

69 <死>の臨床学　超高齢社会における「生と死」 村上 陽一郎 新曜社 490.1 ム

70 ちくまQブックス　きみの体は何者か　なぜ思い通りにならないのか? 伊藤 亜紗 筑摩書房 496.9 イ

71 アフガニスタンの診療所から 中村 哲 筑摩書房 498 ナ 文庫

72 平和村で働いた　ドイツで出会った世界の子どもたち 川村 幸輝 ほか[著] あけび書房 498 ヘ

73 図解でわかるカーボンニュートラル　脱炭素を実現するクリーンエネルギーシステム エネルギー総合工学研究所 技術評論社 501.6 ズ

74 <カーボンニュートラル> 水素社会入門 西宮 伸幸 河出書房新社 501.6 ニ 新書

75 街路樹は問いかける　温暖化に負けない<緑>のインフラ 藤井 英二郎 ほか 岩波書店 518.8 ガ

76 きちんと知りたい!　電気自動車用パワーユニットの必須知識 高根 英幸 日刊工業新聞社 537.2 タ

77 船体解剖図　ナゾに満ちた船の内部を大公開! プニップクルーズ　中村辰美 イカロス出版 552 ナ

78 味・香り「こつ」の科学　おいしさを高める味と香りのQ&A 川崎 寛也 柴田書店 596 カ

79 日本の食と農の未来　「持続可能な食卓」を考える 小口 広太 光文社 612.1 オ 新書

80 ヨーグルトの歴史 ジューン・ハーシュ 原書房 648.1 ヨ

81 木々は歌う　植物・微生物・人の関係性で解く森の生態学 D.G.ハスケル 築地書館 653.1 ハ

82 鉄道廃止転換バスをゆく　国鉄&JR&私鉄を引き継ぐ路線バス100路線以上を徹底網羅!! 　 イカロス出版 685.5 テ  

83 歴史のダイヤグラム　鉄道に見る日本近現代史 原 武史 朝日新聞出版 686.2 ハ 新書

84 芸術人類学講義 鶴岡 真弓 筑摩書房 701.3 ゲ 新書

85 社会を変えた50人の女性アーティストたち レイチェル・イグノトフスキー 創元社 702.8 イ  

86 色を分ける　色で分ける 日髙 杏子 京都大学学術出版会 757.3 ヒ

87 ビートルズ 北中 正和 新潮社 764.7 ビ 新書

88 スタジオジブリの想像力　地平線とは何か 三浦 雅士 講談社 778.7 ミ

89 観戦&プレーで役に立つ!　バドミントンのルール　審判の基本 日本バドミントン協会 [監修] 実業之日本社 783.5 バ 新書

90 みんなで楽しむeスポーツ　多様性とICTの時代に即した新しいスポーツの可能性 田簔 健太郎 山川出版社 798.5 ミ

91 日本語をもっとつかまえろ!
飯間 浩明 [文]

金井 真紀 [絵]
毎日新聞出版 810.4 イ

92 日本人が知らない　英語のニュアンス 牧野 髙吉 KADOKAWA 830.4 マ 文庫

93 荷風追想 多田 蔵人 岩波書店 910.2 ナ 文庫
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94 感染症の時代と夏目漱石の文学 小森 陽一 かもがわ出版 910.2 ナ

95 宮沢賢治　デクノボーの叡知 今福 龍太 新潮社 910.2 ミ

96 虚空へ 谷川 俊太郎 新潮社 911.5 タ

97 死にたがりの君に贈る物語 綾崎 隼 ポプラ社 913.6 ア

98 兇人邸の殺人 今村 昌弘 東京創元社 913.6 イ

99 ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎 朝日新聞出版 913.6 イ

100 君の顔では泣けない 君嶋 彼方 KADOKAWA 913.6 キ

101 たまごの旅人 近藤 史恵 実業之日本社 913.6 コ

102 かぞえきれない星の、その次の星 重松 清 KADOKAWA 913.6 シ

103 掌篇歳時記　秋冬 西村 賢太 ほか 講談社 913.6 シ 2

104 ガラスの海を渡る舟 寺地 はるな PHP研究所 913.6 テ

105 透明な螺旋 東野 圭吾 文藝春秋 913.6 ヒ

106 ライブラリー・ツインズ　ようこそ、月島大学図書館へ 日野 祐希 アリス館 913.6 ヒ

107 ダブル・ダブルスター 穂高 明 双葉社 913.6 ホ

108 天路 リービ英雄 講談社 913.6 リ

109 なりきり訳　枕草子　平安の衣食住を知れば古典がわかる 清少納言 　八條 忠基 [訳] 淡交社 914.3 セ

110 試行錯誤に漂う 保坂 和志 みすず書房 914.6 ホ

111 東京ゴースト・シティ バリー・ユアグロー 新潮社 933.7 ユ

112 生きることとしてのダイアローグ　バフチン対話思想のエッセンス 桑野 隆 岩波書店 980.2 バ
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