
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 YA心の友だちシリーズ　中高生の悩みを「理系センス」で解決する40のヒント 竹内 薫 PHP研究所 002 タ

2 われわれはどんな「世界」を生きているのか　来るべき人文学のために 山室 信一 ほか[編] ナカニシヤ出版 002 ワ

3 機械脳の時代　データサイエンスは戦略・組織・仕事をどう変えるのか? 加藤エルテス聡志 ダイヤモンド社 007.1 カ  

4 気をつけよう!ネット動画　①動画を見るのがやめられない 小寺 信良 [監修] 汐文社 007.3 キ 1

5 気をつけよう!ネット動画　②動画投稿に潜むワナ 小寺 信良 [監修] 汐文社 007.3 キ 2

6 気をつけよう!ネット動画　③大丈夫!?動画の著作権 小寺 信良 [監修] 汐文社 007.3 キ 3

7 イノベーションはいかに起こすか　AI・IoT時代の社会革新 坂村 健 NHK出版 007.3 サ 新書

8 ネット興亡記　敗れざる者たち 杉本 貴司 
日経BP
日本経済新聞
出版本部

007.3 ス

9 GAFAという悪魔に ジャック・セゲラ 緑風出版 007.3 セ

10 トレイルブレイザー　企業が本気で社会を変える10の思考
マーク・ベニオフ
モニカ・ラングレー

東洋経済新報社 007.3 ベ

11 一生モノの教養が身につく　世界の古典　必読の名作・傑作200冊 佐藤 優 [監修] 宝島社 019.9 イ

12 中古典のすすめ 斎藤 美奈子 紀伊國屋書店 019.9 サ

13 旅をする本　開こう、心おどる読書の扉 丸山 晃 ラグーナ出版 019.9 マ

14 メディアが動かすアメリカ　民主政治とジャーナリズム 渡辺 将人 筑摩書房 070.2 ワ 新書

15 海から読み解く日本古代史　太平洋の海上交通 近江 俊秀 朝日新聞出版 081 ア 1000

16 こころと身体の心理学 山口 真美 岩波書店 081 イ 923 岩波ジュニア

17 過労死しない働き方　働くリアルを考える 川人 博 岩波書店 081 イ 924 岩波ジュニア

18 暴君　シェイクスピアの政治学 スティーブン・グリーンブラット 岩波書店 081 イ 1846 岩波新書

19 ドイツ統一 アンドレアス・レダー 岩波書店 081 イ 1847 岩波新書

20 道教思想10講 神塚 淑子 岩波書店 081 イ 1848 岩波新書

21 有島武郎　地人論の最果てへ 荒木 優太 岩波書店 081 イ 1849 岩波新書

22 捨てられる銀行 4　消えた銀行員　地域金融変革運動体 橋本 卓典 講談社 081 コ 2584 講談社現代新書

23 証券会社がなくなる日　IFAが「株式投資」を変える 浪川 攻 講談社 081 コ 2585 講談社現代新書

24 未来の医療年表　10年後の病気と健康のこと 奥 真也 講談社 081 コ 2586 講談社現代新書

25 はじめての催眠術 漆原 正貴 講談社 081 コ 2587 講談社現代新書

26 アフター・リベラル　怒りと憎悪の政治 吉田 徹 講談社 081 コ 2588 講談社現代新書

27 音楽の危機　《第九》が歌えなくなった日 岡田 暁生 中央公論新社 081 チ 2606 中公新書

28 アジアの国民感情　データが明かす人々の対外認識 園田 茂人 中央公論新社 081 チ 2607 中公新書

29 万葉集講義　最古の歌集の素顔 上野 誠 中央公論新社 081 チ 2608 中公新書

令和２年１１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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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

30 現代日本を読む　ノンフィクションの名作・問題作 武田 徹 中央公論新社 081 チ 2609 中公新書

31 ヒトラーの脱走兵　裏切りか抵抗か、ドイツ最後のタブー 對馬 達雄 中央公論新社 081 チ 2610 中公新書

32 力としての現代思想　崇高から不気味なものへ 宇波 彰 論創社 104 ウ  

33 神の亡霊　近代という物語 小坂井 敏晶 東京大学出版会 104 コ  

34 中動態の世界　意志と責任の考古学 國分 功一郎 医学書院 104 コ  

35 いかにして思考するべきか?　言葉と確率の思想史 船木 亨 勁草書房 104 フ  

36 傍らにあること　老いと介護の倫理学 池上 哲司 筑摩書房 114.2 イ  

37 冥顕の哲学 1　死者と菩薩の倫理学 末木 文美士 ぷねうま舎 114.2 ス 1

38 冥顕の哲学 2　いま日本から興す哲学 末木 文美士 ぷねうま舎 114.2 ス 2

39 差異とは何か　<分かること>の哲学 船木 亨 世界思想社 115 フ  

40 名著ではじめる哲学入門 萱野 稔人 NHK出版 130 カ 新書

41 やりたくないことも最速で終わらせる　東大集中力 西岡 壱誠 大和書房 141.5 ニ

42 明日いいことが必ず起こる　孤独の夜に寄り添う117の言葉 しみず たいき 大和書房 146.8 シ 　

43 没頭力　「なんかつまらない」を解決する技術 吉田 尚記 太田出版 159 ヨ

44 世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?　経営における「アート」と「サイエンス」 山口 周 光文社 159.4 ヤ 新書

45 「これからの世界」を生きる君に伝えたいこと ウスビ・サコ 大和書房 159.7 サ

46 みんな、忙しすぎませんかね?　しんどい時は仏教で考える。
笑い飯・哲夫
釈 徹宗 大和書房 180.4 テ

47 これならわかる戦争の歴史Q&A
石出 法太
石出 みどり 大月書店 209 イ

48 沈黙の子どもたち　軍はなぜ市民を大量殺害したか 山崎 雅弘 晶文社 209.7 ヤ

49 日本文化史研究　上・下 内藤 湖南 講談社 210.1 ナ 1-2 文庫

50 日本大衆文化史
日文研大衆文化研究プロジェクト
 [編著]
伊藤 慎吾 ほか[著]

KADOKAWA 210.1 ニ

51 インスタ映えする戦国時代 スエヒロ 大和書房 210.4 ス

52 イエズス会がみた「日本国王」　天皇・将軍・信長・秀吉 松本 和也 吉川弘文館 210.4 マ

53 地図でスッと頭に入る  幕末・維新 木村 幸比古 [監修] 昭文社 210.5 チ

54 明治維新の意味 北岡 伸一 新潮社 210.6 キ

55 くらべる時代　昭和と平成
おかべ たかし [文]

山出 高士 [写真]
東京書籍 210.7 オ  

56 戦後日本を読みかえる　第6巻　バブルと失われた20年 坪井 秀人 臨川書店 210.7 バ

57 エコーする<知>　中央沿線の近現代史 永江 雅和 クロスカルチャー出版 213.6 ナ

58 シルクロード世界史 森安 孝夫 講談社 220 モ

59 教養としての「中国史」の読み方 岡本 隆司 PHPエディターズ・グループ 222 オ

60 ポーランドの歴史を知るための55章 渡辺 克義 明石書店 234.9 ポ
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61 オスマン帝国 英傑列伝
600年の歴史を支えたスルタン、芸術家、そして女性たち

小笠原 弘幸 幻冬舎 282.7 オ 新書

62 平成と天皇 半藤 一利 ほか[著] 大和書房 288.4 ヘ

63 宇喜多秀家　秀吉が認めた可能性 大西 泰正 平凡社 289.1 ウ

64 アフリカ出身　サコ学長、日本を語る ウスビ・サコ 朝日新聞出版 289.1 サ

65 反省記
ビル・ゲイツとともに成功をつかんだ僕が、ビジネスの“地獄”で学んだこと

西 和彦 ダイヤモンド社 289.1 ニ

66 地名で読み解く世界史の興亡　その由来と変遷から意外な歴史が浮上する 宮崎 正勝 河出書房新社 290.1 ミ 新書

67 ウンコはどこから来て、どこへ行くのか　人糞地理学ことはじめ 湯澤 規子 筑摩書房 290.1 ユ 新書

68 日本習合論 内田 樹 ミシマ社 304 ウ

69 社会を知るためには 筒井 淳也 筑摩書房 304 ツ 新書

70 大衆への反逆 西部 邁 文藝春秋 304 ニ 文庫

71 政治的省察　政治の根底にあるもの 宇野 邦一 青土社 310.4 ウ

72 明治憲法史 坂野 潤治 筑摩書房 312.1 バ 新書

73 中東政治入門 末近 浩太 筑摩書房 312.2 ス 新書

74 黄禍論　百年の系譜 廣部 泉 講談社 316.8 ヒ

75 ブラック・ライヴズ・マター　黒人たちの叛乱は何を問うのか 　 河出書房新社 316.8 ブ

76 戦場 亀山 亮 晶文社 319 カ

77 戦後日本を問いなおす　日米非対称のダイナミズム 原 彬久 筑摩書房 319.1 ハ 新書

78 なぜ原爆が悪ではないのか　アメリカの核意識 宮本 ゆき 岩波書店 319.8 ミ

79 平和のバトン　広島の高校生たちが描いた8月6日の記憶 弓狩 匡純 くもん出版 319.8 ユ

80 リベラリズムの系譜学　法の支配と民主主義は「自由」に何をもたらすか 中村 隆文 みすず書房 321.1 ナ

81 危機の現場に立つ 中満 泉 講談社 329.3 ナ

82 高校生からの経済入門 中央大学経済学部 [編] 中央大学出版部 331 コ

83 いま読む！名著　「富」なき時代の資本主義　マルクス『資本論』を読み直す 沖 公祐 現代書館 331.6 オ

84 30年分の経済ニュースが1時間で学べる 崔 真淑 大和書房 332.1 サ

85 戦国  経済の作法 小和田 哲男 [監修] G.B. 332.1 セ

86 チカーノとは何か　境界線の詩学 井村 俊義 水声社 334.4 イ

87 渋沢栄一　日本のインフラを創った民間経済の巨人 木村 昌人 筑摩書房 335.1 シ 新書

88 ソニー 盛田昭夫　“時代の才能”を本気にさせたリーダー 森 健二 ダイヤモンド社 335.1 モ

89 やさしく知りたい先端科学シリーズ 4　フィンテック 大平 公一郎 創元社 338 フ

90 歴史にこだわる社会学 犬飼 裕一 八千代出版 361 イ

91 信頼の構造　こころと社会の進化ゲーム 山岸 俊男 東京大学出版会 361.4 ヤ
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92 近代・組織・資本主義　日本と西欧における近代の地平 佐藤 俊樹 ミネルヴァ書房 362 サ

93 統計で考える働き方の未来　高齢者が働き続ける国へ 坂本 貴志 筑摩書房 366 サ 新書

94 働き方改革の世界史
濱口 桂一郎
海老原 嗣生 筑摩書房 366.5 ハ 新書

95 令和2年版　子供・若者白書 内閣府 [編集] 日経印刷 367.6 コ

96 <若者>の溶解
川崎 賢一
浅野 智彦 勁草書房 367.6 ワ

97 “今”からできる!日常防災　心配が安心に変わる! 永田 宏和 [監修]
ボーイスカウト日本連盟 [監修]

池田書店 369.3 イ

98 人に寄り添う防災 片田 敏孝 集英社 369.3 カ 新書

99 レスキューナースが教える　プチプラ防災 辻 直美 扶桑社 369.3 ツ

100 防災イツモマニュアル
防災イツモプロジェクト [編]
寄藤 文平 [絵]
プラス・アーツ [監修]

ポプラ社 369.3 ボ 　

101 子どもを守る仕事 佐藤 優 ほか[著] 筑摩書房 369.4 コ 新書

102 共生社会への教育学　自律・異文化葛藤・共生 岡田 敬司 世織書房 371 オ

103 大学入試がわかる本　改革を議論するための基礎知識
中村 高康 [編]

吉野 剛弘 ほか[著]
岩波書店 376.8 ダ

104 素が出るワークショップ　人とまちへの視点を変える22のメソッド
饗庭 伸 ほか[編著]

アサダ ワタル ほか[著]
学芸出版社 379.6 ワ

105 フィッシュ・アンド・チップスの歴史　英国の食と移民 パニコス・パナイー 創元社 383.8 パ

106 外国人とわかりあうために　英語で伝える日本のマナー　英文対訳付 小笠原 敬承斎 淡交社 385.9 Ｏ

107 ことばだけでは伝わらない　コミュニケーションの文化人類学 西江 雅之 幻戯書房 389 ニ

108 文化人類学の思考法 松村 圭一郎 ほか[編] 世界思想社 389 ブ

109 レヴィ=ストロース　構造 渡辺 公三 講談社 389 レ 文庫

110 もっと知りたい科学入門　すごく面白くてとてもよくわかる生物・化学・物理 アレックス・フリス ほか[著] 東京書籍 400 モ

111 ゼロからつくる科学文明　タイムトラベラーのためのサバイバルガイド ライアン・ノース 早川書房 404 ノ

112 専門知と公共性　科学技術社会論の構築へ向けて 藤垣 裕子 東京大学出版会 404 フ

113 近代科学を超えて 村上 陽一郎 [著] 講談社 404 ム 文庫

114 日本史サイエンス　蒙古襲来、秀吉の大返し、戦艦大和の謎に迫る 播田 安弘 講談社 408 ブ 2149 ブルーバックス

115 「意思決定」の科学　なぜ、それを選ぶのか 川越 敏司 講談社 408 ブ 2151 ブルーバックス

116 数学が好きになる数の物語100話 コリン・スチュアート ニュートンプレス 410.4 ス

117 身の回りを数学で説明する事典 コリン・ベバリッジ ニュートンプレス 410.4 ベ

118 笑う数学　ルート4 日本お笑い数学協会 KADOKAWA 410.4 ワ

119 多角的思考力を鍛える　55の論理パズル 北村 良子 彩図社 410.7 キ

120 円をめぐる冒険　幾何学から文化史まで アルフレッド・S.ポザマンティエ
ロベルト・ゲレトシュレーガー 紀伊國屋書店 414.1 ポ

121 やさしく知りたい先端科学シリーズ１　ベイズ統計学 松原 望 創元社 417 マ

122 予測学　未来はどこまで読めるのか 大平 徹 新潮社 417.1 オ

123 物理が楽しくなる!　キャラ図鑑 川村 康文 新星出版社 420 カ

124 絵でわかる物理学の歴史 並木 雅俊 講談社 420.2 ナ
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125 アインシュタインの戦争　相対論はいかにして国家主義に打ち克ったか マシュー・スタンレー 新潮社 421.2 ア

126 怖くて眠れなくなる化学 左巻 健男 PHPエディターズ・グループ 430.4 サ

127 知りたい！サイエンス　化学の目で見る気体　身近な物質のヒミツ 齋藤 勝裕 技術評論社 431 サ

128 太陽ってどんな星? 宮原 ひろ子 新日本出版社 444 ミ

129 みんなが知りたいシリーズ④　海水の疑問50
上ノ山 周 [編著]

日本海水学会 [編]
成山堂書店 452.3 カ

130 みんなが知りたいシリーズ⑩　水草の疑問50
田中 法生 [監修]

水草保全ネットワーク 成山堂書店 471.7 ミ

131 知っておきたい 日本の絶滅危惧植物図鑑
長澤 淳一
瀬戸口 浩彰 創元社 472.1 ナ

132 パンダワールド　We　love　PANDA 中川 美帆 大和書房 489.5 ナ

133 みんなが知りたいシリーズ⑨　クジラ・イルカの疑問50
加藤 秀弘
中村 玄 成山堂書店 489.6 ク

134 エンド・オブ・ライフ 佐々 涼子 集英社インターナショナル 490.1 サ

135 岩波科学ライブラリー296　新版ウイルスと人間 山内 一也 岩波書店 491.7 ウ

136 感染症の日本史 磯田 道史 文藝春秋 493.8 イ 新書

137 史上最悪のインフルエンザ　忘れられたパンデミック アルフレッド・W.クロスビー みすず書房 493.8 イ

138 イラスト図解　感染症と世界史　人類はパンデミックとどう戦ってきたか 神野 正史 [監修] 宝島社 493.8 イ

139 ウイルスの世紀　なぜ繰り返し出現するのか 山内 一也 みすず書房 493.8 ヤ

140 七訂 食品成分表　2020 本表編 香川 明夫 [監修] 女子栄養大学出版部 498.5 シ

141 七訂 食品成分表　2020 資料編 香川 明夫 [監修] 女子栄養大学出版部 498.5 シ

142 イギリス王立植物園キューガーデン版　世界薬用植物図鑑 モニク・シモンズ ほか[著] 原書房 499.8 セ

143 事故の哲学　ソーシャル・アクシデントと技術倫理 齊藤 了文 講談社 504 サ

144
イラスト授業シリーズ

ひと目でわかる　テクノロジーのしくみとはたらき図鑑
村上 雅人
ほか[日本語版監修] 創元社 504 ヒ

145 江戸・東京水道史 堀越 正雄 講談社 518.1 ホ 文庫

146 水都 東京　地形と歴史で読みとく下町・山の手・郊外 陣内 秀信 筑摩書房 518.8 ジ 新書

147 グレタのねがい　地球をまもり　未来に生きる ヴァレンティナ・キャメリニ 西村書店 519 カ

148 建築用語図鑑　西洋篇
杉本 龍彦 ほか[著]

越井 隆 [イラスト]
オーム社 520 ケ

149 生きられた家　経験と象徴 多木 浩二 青土社 520.4 タ

150 ロマネスクとは何か　石とぶどうの精神史 酒井 健 筑摩書房 523 サ 新書

151 世界の夢の　ルネサンス建築 飛ケ谷 潤一郎 エクスナレッジ 523 ヒ

152 図説　パリ　名建築でめぐる旅 中島 智章 河出書房新社 523.3 ナ

153 仏具とノーベル賞　京都・島津製作所創業伝 鵜飼 秀徳 朝日新聞出版 535 シ

154
理系アタマを育てる  「はやぶさ2」「イカロス」に強くなる!!
こども 実験教室　宇宙を飛ぶスゴイ技術! 川口 淳一郎 ビジネス社 538.9 カ

155 電柱マニア
オーム社 [編]

須賀 亮行 [著]
オーム社 544.1 ス

156 エレクトロニクスラボ　ものの仕組みがわかる18の電子工作 DK社 オライリー・ジャパン 549 エ

157 しくみ図解シリーズ　最新  二次電池が一番わかる
充電・放電の化学からポスト・リチウムイオン電池まで

白石 拓 技術評論社 572.1 シ
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158 おうちで一流レストランの味になるロジカル洋食 前田 量子 主婦の友社 596.2 マ

159 SUPERサイエンス　人類を救う農業の科学 齋藤 勝裕 シーアンドアール研究所 610.1 サ

160 東京農業クリエイターズ　 小野 淳 イカロス出版 611.7 オ

161 カラー図鑑　スパイスの秘密　利用法・効能・歴史・伝承
ジル・デイヴィーズ [著]

ダリア・マオリ[栄養学監修] 西村書店 617.6 デ

162 けものが街にやってくる　人口減少社会と野生動物がもたらす災害リスク 羽澄 俊裕 地人書館 654.8 ハ

163 GOOD　DESIGN　FILE　愛されつづけるデザインの秘密
高橋 克典 [著]

彩蘭弥 [絵]
遊泳舎 675.3 タ 　

164 地図で読み解く JR中央線沿線
岡田 直 [監修]

栗原 景 [文]
三才ブックス 686.2 ク

165 懐かしい京王電鉄沿線にタイムトリップ　京王線、井の頭線古地図さんぽ 坂上 正一 フォト・パブリッシング 686.2 サ

166 テレビリサーチャーという仕事 高橋 直子 青弓社 699.3 タ

167 スローモーション考　残像に秘められた文化 阿部 公彦 南雲堂 701.4 ア

168 平面論　1880年代西欧 松浦 寿輝 岩波書店 704 マ 文庫

169 大仏師運慶　工房と発願主そして「写実」とは 塩澤 寛樹 講談社 712.1 ウ

170 一目置かれる知的教養　日本美術鑑賞 秋元 雄史 大和書房 721 ア

171 ニッポンの浮世絵　浮世絵に描かれた「日本のイメージ」
太田記念美術館 [監修]

日野原 健司　渡邉 晃 小学館 721.8 ヒ

172 ふたりの約束　アウシュヴィッツの3つの金貨
プニーナ・ツヴィ ほか[文]

イザベル・カーディナル [絵] 西村書店 726.5 バ

173 WHO　DESIGNED　FIRST?　デザイン偉人伝 松田 行正 左右社 727 マ

174 日本印刷文化史
凸版印刷株式会社
印刷博物館 [編] 講談社 749.2 ニ

175 教養みらい選書 004　音楽と出会う　21世紀的つきあい方 岡田 暁生 世界思想社 760.4 オ

176 MIT マサチューセッツ工科大学 音楽の授業
世界最高峰の「創造する力」の伸ばし方

菅野 恵理子 あさ出版 760.7 ス

177 図解入門 よくわかる　最新 音楽の仕組みと科学
音楽の存在を正面から体系的に解き明かす

岩宮 眞一郎 秀和システム 761 イ

178 音楽家の伝記 はじめに読む一冊　チャイコフスキー ひの まどか 
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

762.3 チ

179 よみがえる天才３　モーツァルト 岡田 暁生 筑摩書房 762.3 モ 新書

180 音楽家の伝記 はじめに読む一冊　モーツァルト 萩谷 由喜子 
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

762.3 モ

181 お能の見方
白洲 正子
吉越 立雄 新潮社 773 シ

182 １４歳の世渡り術　夢のつかみ方、挑戦し続ける力　元宝塚トップスターが伝える 早霧 せいな 河出書房新社 775.4 サ

183 連覇　なぜ、佼成学園高校弱小アメフト部が日本一になれたのか 相沢 光一 佼成出版社 783.4 コ

184 不屈のゼルビア　2018年の記憶。“昇格なきチーム”の理屈を超えた快進撃 郡司 聡 スクワッド 783.4 ゼ

185 神奈川で打ち勝つ!　超攻撃的バッティング論 佐相 眞澄 竹書房 783.7 サ

186 これだけで勝てるオセロ　まわりに敵がいなくなる!?オセロ30の鉄則 三屋 伸明 マイナビ出版 795.8 ミ

187 言葉の魂の哲学 古田 徹也 講談社 801 フ

188 コンピューターは人のように話せるか?　話すこと・聞くことの科学 トレヴァー・コックス 白揚社 801.1 コ

189 修辞的表現論　認知と言葉の技巧 山梨 正明 開拓社 801.6 ヤ

190 議論と翻訳　明治維新期における知的環境の構築 桑田 禮彰 新評論 809.6 ク

6/8 2020年11月新着案内



書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

191 つくられた日本語、言語という虚構　「国語」教育のしてきたこと 鈴木 義里 右文書院 810.4 ス

192 「リサとガスパール」と一緒にひとことフランス語 荒川 久美子 白水社 857.8 ア

193 詩を考える　言葉が生まれる現場 谷川 俊太郎 思潮社 901.1 タ 新書

194 <読んだふりしたけど>ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法 三宅 香帆 笠間書院 901.3 ミ

195 ぜんぶ本の話
池澤 夏樹
池澤 春菜

毎日新聞出版 904 イ

196 絶望書店　夢をあきらめた9人が出会った物語 頭木 弘樹 [編] 河出書房新社 908 ゼ

197 風貌　太宰治のこと 小山 清 津軽書房 910.2 ダ

198 平安女子は、みんな必死で恋してた　イタリア人がハマった日本の古典 イザベラ・ディオニシオ 淡交社 910.2 デ

199
読み直し文学講座Ⅰ

夏目漱石『心』を読み直す　病と人間、コロナウイルス禍のもとで
小森 陽一 かもがわ出版 910.2 ナ

200 恋愛学で読みとく　文豪の恋 森川 友義 光文社 910.2 モ 新書

201
世界をカエル　１０代からの羅針盤

江戸っ子漱石先生からの手紙　100年後のきみへ
渡邉 文幸 理論社 910.2 ワ

202 万葉ポピュリズムを斬る 品田 悦一 短歌研究社 911.1 シ

203 未来のサイズ 俵 万智 角川文化振興財団 911.1 タ

204 短歌研究ジュニア　はじめて出会う短歌100
千葉 聡 [編]

佐藤 りえ [絵]
短歌研究社 911.1 ハ  

205 そんなとき隣に詩がいます　鴻上尚史が選ぶ谷川俊太郎の詩
谷川 俊太郎
鴻上 尚史 大和書房 911.5 タ

206 Another　2001 綾辻 行人 KADOKAWA 913.6 ア

207 盤上に君はもういない 綾崎 隼 KADOKAWA 913.6 ア

208 スター 朝井 リョウ 朝日新聞出版 913.6 ア

209 半沢直樹　アルルカンと道化師 池井戸 潤 講談社 913.6 イ

210 拝啓パンクスノットデッドさま 石川 宏千花 くもん出版 913.6 イ

211 推し、燃ゆ 宇佐見 りん 河出書房新社 913.6 ウ

212 猫弁と星の王子 大山 淳子 講談社 913.6 オ

213 スキマワラシ 恩田 陸 集英社 913.6 オ

214 境い目なしの世界 角野 栄子 理論社 913.6 カ

215 星くずクライミング 樫崎 茜 くもん出版 913.6 カ

216 昨日星を探した言い訳 河野 裕 KADOKAWA 913.6 コ

217 デルタの羊 塩田 武士 KADOKAWA 913.6 シ

218 続　家族のあしあと　 椎名 誠 集英社 913.6 シ 2

219 この気持ちもいつか忘れる 住野 よる 新潮社 913.6 ス

220 暗闇にレンズ 高山 羽根子 東京創元社 913.6 タ

221 始まりの木 夏川 草介 小学館 913.6 ナ

222 推理小説年鑑　ザ・ベストミステリーズ　2020
日本推理作家協会 [編]

矢樹 純 ほか[著]
講談社 913.6 ニ

223 お父さんはユーチューバー 浜口 倫太郎 双葉社 913.6 ハ
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224 やがて訪れる春のために はらだ みずき 新潮社 913.6 ハ

225 お誕生会クロニクル 古内 一絵 光文社 913.6 フ

226 意味が分かると震える話 藤白 圭 河出書房新社 913.6 フ

227 われもまた天に 古井 由吉 新潮社 913.6 フ

228 ほんものの友情、現在進行中! 菊池 寛 ほか[作] くもん出版 913.6 ホ

229 イーブン 村上 しいこ 小学館 913.6 ム

230 徒然草をよみなおす 小川 剛生 筑摩書房 914.4 ツ 新書

231 楽しい終末 池澤 夏樹 中央公論新社 914.6 イ 文庫

232 志賀直哉随筆集
志賀 直哉 [著]

高橋 英夫 [編]
岩波書店 914.6 シ 文庫

233 こころの旅 須賀 敦子 角川春樹事務所 914.6 ス 文庫

234 シオンズ・フィクション　イスラエルSF傑作選 シェルドン・テイテルバウム
ほか[編] 竹書房 929.7 シ 文庫

235 新訳ペスト ダニエル・デフォー 興陽館 933.6 デ

236 名探偵ポアロ　ナイルに死す アガサ・クリスティー 早川書房 933.7 ク

237 ヴィジュアル注釈版　オズの魔法使い　上・下 ライマン・フランク・ボーム 原書房 933.7 バ 1-2

238 わたしがいどんだ戦い　1940年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー 評論社 933.7 ブ

239 ウィトゲンシュタインの愛人 デイヴィッド・マークソン 国書刊行会 933.7 マ

240 それでもあなたを「赦す」と言う
黒人差別が引き起こした教会銃乱射事件

ジェニファー・ベリー・ホーズ 亜紀書房 936 ホ

241 4歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した マイケル・ボーンスタイン
ほか[著] NHK出版 936 ボ

242 オルラ/オリーヴ園　モーパッサン傑作選 モーパッサン 光文社 953.6 モ 文庫

243 日本秋景　ピエール・ロチの日本印象記 ピエール・ロチ 中央公論新社 955.6 ロ

244 ぼくは君たちを憎まないことにした アントワーヌ・レリス ポプラ社 956 レ

245 カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ 白水社 963 セ 新書

246 笑いの方法　あるいはニコライ・ゴーゴリ[増補新装版] 後藤 明生 つかだま書房 980.2 ゴ
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