
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 未来をつくる言葉　わかりあえなさをつなぐために ドミニク・チェン 新潮社 007 チ

2 LIFE3.0　人工知能時代に人間であるということ マックス・テグマーク 紀伊國屋書店 007.1 テ

3 VRが変える　これからの仕事図鑑
赤津 慧
鳴海 拓志 [監修]

光文社 007.3 ア

4 オードリー・タン　デジタルとAIの未来を語る オードリー・タン プレジデント社 007.3 オ

5 「最初の1冊」から「仕上げの1冊」まで　本には読む順番がある 齋藤 孝
クロスメディア・
パブリッシング 019.1 サ

6 青春の本棚　中高生に寄り添うブックガイド 高見 京子 [編著] 全国学校図書館協議会 019.5 タ

7 新自由主義にゆがむ公共政策　生活者のための政治とは何か 新藤 宗幸 朝日新聞出版 081 ア 1016

8 日韓関係論草稿　ふたつの国の溝を埋めるために 徐 正敏 朝日新聞出版 081 ア 1015

9 地域学をはじめよう 山下 祐介 岩波書店 081 イ 927 岩波ジュニア新書

10 自分を励ます英語名言101
小池 直己
佐藤 誠司 岩波書店 081 イ 928 岩波ジュニア新書

11 デモクラシーの整理法 空井 護 岩波書店 081 イ 1859 岩波新書

12 英語独習法 今井 むつみ 岩波書店 081 イ 1860 岩波新書

13 広島平和記念資料館は問いかける 志賀 賢治 岩波書店 081 イ 1861 岩波新書

14 太平天国　皇帝なき中国の挫折 菊池 秀明 岩波書店 081 イ 1862 岩波新書

15 U　相模原に現れた世界の憂鬱な断面 森 達也 講談社 081 コ 2598 講談社現代新書

16 証言　羽生世代 大川 慎太郎 講談社 081 コ 2599 講談社現代新書

17 超解読!　はじめてのヘーゲル『法の哲学』
竹田 青嗣
西 研 講談社 081 コ 2600 講談社現代新書

18 リベラルとは何か　17世紀の自由主義から現代日本まで 田中 拓道 中央公論新社 081 チ 2621 中公新書

19 明智光秀　織田政権の司令塔 福島 克彦 中央公論新社 081 チ 2622 中公新書

20 古代マヤ文明　栄華と衰亡の3000年 鈴木 真太郎 中央公論新社 081 チ 2623 中公新書

21 「徴用工」問題とは何か　朝鮮人労務動員の実態と日韓対立 波多野 澄雄 中央公論新社 081 チ 2624 中公新書

22 新型コロナの科学　パンデミック、そして共生の未来へ 黒木 登志夫 中央公論新社 081 チ 2625 中公新書

23 世界哲学史　別巻　未来をひらく 伊藤 邦武 ほか[責任編集] 筑摩書房 102 セ 9 新書

24 歩行する哲学 ロジェ=ポル・ドロワ ポプラ社 104 ド

25 哲学ってどんなこと?　とっても短い哲学入門 トマス・ネーゲル 昭和堂 104 ネ

26 分解の哲学　腐敗と発酵をめぐる思考 藤原 辰史 青土社 104 フ

27 哲学トレーニングブック　考えることが自由に至るために 山口 尚 平凡社 104 ヤ

28 メノン プラトン 岩波書店 131.3 プ 文庫

29 弁論術 アリストテレス 岩波書店 131.4 ア 文庫
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

30 告白　1-3 アウグスティヌス 中央公論新社 132.1 ア 1-3 文庫

31 自由論 ミル 光文社 133.4 ミ 文庫

32 哲学入門 バートランド・ラッセル 筑摩書房 133.5 ラ 文庫

33 モナドロジー　他二篇 ライプニッツ 岩波書店 134.1 ラ 文庫

34 カント　純粋理性批判　シリーズ世界の思想 御子柴 善之 KADOKAWA 134.2 ミ

35 道徳の系譜学 ニーチェ 光文社 134.9 ニ 文庫

36 技術とは何だろうか　三つの講演 マルティン・ハイデガー 講談社 134.9 ハ 文庫

37 哲学入門 ヤスパース 新潮社 134.9 ヤ 文庫

38 工場日記 シモーヌ・ヴェイユ みすず書房 135.5 ウ゛

39 ポジシオン ジャック・デリダ 青土社 135.5 デ

40 心はどこにあるのか ダニエル・C.デネット 筑摩書房 141.5 デ 文庫

41 生まれてこないほうが良かったのか?　生命の哲学へ! 森岡 正博 筑摩書房 150 モ

42 働く君に伝えたい「お金」の教養　人生を変える5つの特別講義 出口 治明 ポプラ社 159 デ

43 イスラーム学 中田 考 作品社 167 ナ

44 4コマで日本史　日本をみなおす50の視点
小越 建典 [著]
中里 裕司 [監修]

山川出版社 210 オ

45
気候変動から読みなおす日本史　5
気候変動から近世をみなおす　数量・システム・技術

中塚 武 [監修]
鎌谷 かおる [編集]
渡辺 浩一 [編集]

臨川書店 210.1 キ

46 日中関係史　1500年の交流から読むアジアの未来 エズラ・F.ヴォーゲル 日本経済新聞出版社 210.1 ボ

47 ザ・フィフティーズ　1-3　1950年代アメリカの光と影 デイヴィッド・ハルバースタム 筑摩書房 253 ハ 1-3 文庫

48 阿部謹也自伝 阿部 謹也 新潮社 289.1 ア

49 中世から近世へ　織田信長　戦国時代の「正義」を貫く 柴 裕之 平凡社 289.1 オ

50 オレの東大物語　1966-1972 加藤 典洋 集英社 289.1 カ

51 コロンブスの図書館 エドワード・ウィルソン=リー 柏書房 289.3 ウ

52 コペルニクス　よみがえる天才５ 高橋 憲一 筑摩書房 289.3 コ 新書

53 地理学的旅ガイド　旅がもっと面白くなる地理の教科書 松本 穂高 ベレ出版 290.1 マ

54 旅の効用　人はなぜ移動するのか ペール・アンデション 草思社 290.9 ア

55 明治・昭和・平成の大合併で激変した日本地図　市町村名のつくり方 今尾 恵介 日本加除出版 291 イ

56 草原の国キルギスで勇者になった男 春間 豪太郎 新潮社 292.9 ハ

57 社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」 マックス・ヴェーバー 岩波書店 301.6 ベ 文庫

58 命の経済　パンデミック後、新しい世界が始まる ジャック・アタリ プレジデント社 304 ア

59 マルクス　古き神々と新しき謎　失われた革命の理論を求めて マイク・デイヴィス 明石書店 309.3 マ

60 活動の奇跡　アーレント政治理論と哲学カフェ 三浦 隆宏 法政大学出版局 311.2 ミ

61 ケアするのは誰か?　新しい民主主義のかたちへ ジョアン・C.トロント 白澤社 311.7 ト
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

62 新版　全体主義の起原　1　反ユダヤ主義 ハンナ・アーレント みすず書房 311.8 ア 1

63 新版　全体主義の起原　2　帝国主義 ハンナ・アーレント みすず書房 311.8 ア 2

64 新版　全体主義の起原　3　全体主義 ハンナ・アーレント みすず書房 311.8 ア 3

65 新版　エルサレムのアイヒマン　悪の陳腐さについての報告 ハンナ・アーレント みすず書房 316.8 ア

66 アメリカ黒人史　奴隷制からBLMまで ジェームス・M.バーダマン 筑摩書房 316.8 バ 新書

67 裁判官が答える　裁判のギモン 日本裁判官ネットワーク 岩波書店 327 サ

68 貧乏人の経済学　もういちど貧困問題を根っこから考える
アビジット・V.バナジー
エスター・デュフロ みすず書房 331.8 バ

69 自由の命運　上・下　国家、社会、そして狭い回廊
ダロン・アセモグル
ジェイムズ・A.ロビンソン 早川書房 332 ア 1-2

70 新・資本主義論　「見捨てない社会」を取り戻すために ポール・コリアー 白水社 332 コ

71 会計の日本史　その時“お金”が歴史を動かした! 大村 大次郎 清談社Publico 332.1 オ

72 コロナ危機の経済学　提言と分析
小林 慶一郎 [編著]
森川 正之 [編著]

日経BP
日本経済新聞出版本部 332.1 コ

73 なぜ貧しい国はなくならないのか　正しい開発戦略を考える 大塚 啓二郎 日本経済新聞出版社 333.8 オ

74 開発コンサルタントという仕事　国際協力の現場を駆けめぐる 笹尾 隆二郎 日本評論社 333.8 サ

75 チョンキンマンションのボスは知っている　アングラ経済の人類学 小川 さやか 春秋社 334.4 オ

76 排除と抵抗の郊外　フランス<移民>集住地域の形成と変容 森 千香子 東京大学出版会 334.4 モ

77 ステイ・スモール　会社は「小さい」ほどうまくいく ポール・ジャルヴィス ポプラ社 335 ジ

78 資本主義の再構築　公正で持続可能な世界をどう実現するか レベッカ・ヘンダーソン
日経BP
日本経済新聞出版本部 335.1 ヘ

79 対面以上にうまくいく　すごい!　オンライン会話術 白崎 あゆみ PHP研究所 336.4 シ

80 文系AI人材になる　統計・プログラム知識は不要 野口 竜司 東洋経済新報社 336.5 ノ

81 第七十回 (2021)　日本統計年鑑 総務省統計局 [編集] 日本統計協会 351 ニ 2021

82 リキッド・モダニティを読みとく　液状化した現代世界からの44通の手紙 ジグムント・バウマン 筑摩書房 361 バ 文庫

83 ヴェーバー入門　理解社会学の射程 中野 敏男 筑摩書房 361.2 ウ゛ 新書

84 孤独な群衆　上・下 ディヴィッド・リースマン みすず書房 361.4 リ 1-2

85 日本のセーフティーネット格差　労働市場の変容と社会保険 酒井 正 慶應義塾大学出版会 364.3 サ

86 団地の時代
原 武史
重松 清 新潮社 365.3 ハ

87 ブルシット・ジョブ　クソどうでもいい仕事の理論 デヴィッド・グレーバー 岩波書店 366 グ

88 サイバーグレートゲーム　政治・経済・技術とデータをめぐる地政学 土屋 大洋 千倉書房 368.6 ツ

89 ホンモノの偽物　模造と真作をめぐる8つの奇妙な物語 リディア・パイン 亜紀書房 368.6 パ

90 定本災害ユートピア　なぜそのとき特別な共同体が立ち上がるのか レベッカ・ソルニット 亜紀書房 369.3 ソ

91 階層化日本と教育危機　不平等再生産から意欲格差社会へ 苅谷 剛彦 有信堂高文社 371.3 カ

92 多元化する「能力」と日本社会　ハイパー・メリトクラシー化のなかで 本田 由紀 NTT出版 371.3 ホ

93 「発達障害」とされる外国人の子どもたち
フィリピンから来日したきょうだいをめぐる、10人の大人たちの語り

金 春喜 明石書店 371.5 キ
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94 なるにはBooks　青年海外協力隊になるには 益田 美樹 ぺりかん社 375 ナ 51

95 なるにはBooks　自衛官になるには 岡田 真理 ぺりかん社 375 ナ 114

96 なるにはBooks　裁判官になるには 飯島 一孝 ぺりかん社 375 ナ 132

97 なるにはBooks　ネイリストになるには 津留 有希 ぺりかん社 375 ナ 137

98 なるにはBooks　イベントの仕事で働く 岡星 竜美 ぺりかん社 375 ナ ﾎ17

99 なるにはBooks　福祉業界で働く 戸田 恭子 ぺりかん社 375 ナ ﾎ24

100 なるにはBooks　大学学部調べ　環境学部　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

101 なるにはBooks　中高生からの防犯　活かそうコミュ力! 武田 信彦 ぺりかん社 375 ナ 別巻

102 誰も知らない自衛隊のおしごと　地味だけれど大切。そんな任務に光あれ 岡田 真理 扶桑社 392.1 オ

103 ヘンな科学　“イグノーベル賞”研究４０講 五十嵐 杏南 総合法令出版 404 イ

104 連星からみた宇宙　超新星からブラックホール、重力波まで 鳴沢 真也 講談社 408 ブ 2150 ブルーバックス

105 脳を司る「脳」　最新研究で見えてきた、驚くべき脳のはたらき 毛内 拡 講談社 408 ブ 2157 ブルーバックス

106 科学とはなにか　新しい科学論、いま必要な三つの視点 佐倉 統 講談社 408 ブ 2158 ブルーバックス

107 数学オリンピック　2016〜2020
数学オリンピック財団
[監修] 日本評論社 410 ス

108 イラスト図解で超わかる　始まりから知ると面白い 物理学の授業
世界は物理法則で成り立っている

左巻 健男 [編著] 山と溪谷社 420 サ

109 はじめまして相対性理論　時間ってなに?空間ってなに?
シェダード・カイド=
サラーフ・フェロン ほか[著] 化学同人 421.2 フ

110 はじめまして量子力学　ふしぎがいっぱいミクロの世界
シェダード・カイド=
サラーフ・フェロン ほか[著] 化学同人 421.3 フ

111 見えざる宇宙のかたち　ひも理論に秘められた次元の幾何学 シン=トゥン・ヤウ ほか[著] 岩波書店 429.6 ヤ

112 宇宙に行ったらこうだった!　宇宙飛行士は見た 山崎 直子 repicbook 440 ヤ

113 地球が燃えている　気候崩壊から人類を救うグリーン・ニューディールの提言 ナオミ・クライン 大月書店 451.8 ク

114 最新科学が映し出す火山　その成り立ちから火山災害の防災、富士山大噴火 萬年 一剛 ベストブック 453.8 マ

115 東京スリバチの達人　分水嶺東京北部編
時空を超える「見比べ三地図」構成現代・明治・江戸

皆川 典久 昭文社 454.9 ミ

116 東京スリバチの達人　分水嶺東京南部編
時空を超える「見比べ三地図」構成現代・明治・江戸

皆川 典久 昭文社 454.9 ミ

117 若い読者に贈る美しい生物学講義　感動する生命のはなし 更科 功 ダイヤモンド社 460 サ

118 学んでみると生命科学はおもしろい 田口 英樹 ベレ出版 460 タ

119 植物園の世紀　イギリス帝国の植物政策 川島 昭夫 共和国 470.7 カ

120 サンゴの白化　失われるサンゴ礁の海とそのメカニズム
中村 崇 [編著]
山城 秀之 [編著] 成山堂書店 483.3 サ

121 岩波科学ライブラリー298　電柱鳥類学　スズメはどこに止まってる? 三上 修 岩波書店 488.1 ミ

122 ホッキョクグマ　北極の象徴の文化史 マイケル・エンゲルハード 白水社 489.5 エ

123 人生で大事なことは　みんなゴリラから教わった 山極 寿一 家の光協会 489.9 ヤ

124 医学全史　西洋から東洋・日本まで 坂井 建雄 筑摩書房 490.2 サ 新書
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125 LIFESPAN　老いなき世界
デビッド・A.シンクレア
ほか[著]

東洋経済新報社 491.3 シ

126 14歳からの生物学　学校では教えてくれない<ヒト>の科学 サリー・ヒル [編] 白水社 491.3 ジ

127 世界一やさしい!　からだ図鑑 松本 佐保姫 [監修]
あらい ぴろよ [マンガ] 新星出版社 491.3 セ

128 今日のわたしは、だれ?　認知症とともに生きる ウェンディ・ミッチェル 筑摩書房 493.7 ミ

129 「色のふしぎ」と不思議な社会　2020年代の「色覚」原論 川端 裕人 筑摩書房 496.4 カ

130 新型コロナ対応・民間臨時調査会　調査・検証報告書
アジア・パシフィック・
イニシアティブ

ディスカヴァー・
トゥエンティワン 498.6 シ

131 新型コロナ「正しく恐れる」
西村 秀一
井上 亮 [編]

藤原書店 498.6 ニ

132 武漢日記　封鎖下60日の魂の記録 方方 河出書房新社 498.6 フ

133 地図とデータで見る　エネルギーの世界ハンドブック ベルトラン・バレ ほか[著] 原書房 501.6 バ

134 洪水と水害をとらえなおす　自然観の転換と川との共生 大熊 孝 農文協プロダクション 517.2 オ

135 シビックプライド　都市のコミュニケーションをデザインする
伊藤 香織 ほか[監修]
シビックプライド研究会 [編] 宣伝会議 518.8 シ 1

136 シビックプライド 2　[国内編]　都市と市民のかかわりをデザインする
伊藤 香織 ほか[監修]
シビックプライド研究会 [編] 宣伝会議 518.8 シ 2

137 路地研究　もうひとつの都市の広場
上田 篤 [編]

田端 修 [編]
鹿島出版会 518.8 ロ

138 地球に住めなくなる日　「気候崩壊」の避けられない真実 デイビッド・ウォレス・ウェルズ NHK出版 519 ウ

139 京の大工棟梁と七人の職人衆　数寄屋大工　左官　表具師　錺師　石工　畳師　簾師　庭師 笠井 一子 河出書房新社 525.5 カ

140 東京R不動産　2 東京R不動産 太田出版 527 ト 2

141 モビリティ・エコノミクス　ブロックチェーンが拓く新たな経済圏
深尾 三四郎
クリス・バリンジャー

日経BP
日本経済新聞出版本部 537 フ

142 「はやぶさ2」が舞い降りた日々　新「喜・怒・哀・楽の宇宙日記」 的川 泰宣 勉誠出版 538.9 マ

143 原子力の哲学 戸谷 洋志 集英社 539 ト 新書

144 《疑問が解ける》　放射線・放射能の本 多田 順一郎 オーム社 539.6 タ

145 兵器の科学１　弾道弾 多田 将 明幸堂 559.5 タ

146 汚れの科学　汚れはどのように発生し、どのように消えるのか 齋藤 勝裕 SBクリエイティブ 576.5 サ 新書

147 TR-808<ヤオヤ>を作った神々　菊本忠男との対話　電子音楽 in　JAPAN 外伝 田中 雄二 DU　BOOKS 582.7 キ

148 食料危機　パンデミック、バッタ、食品ロス 井出 留美 PHP研究所 611.3 イ 新書

149 魚食文化の系譜 松浦 勉 ほか[著] 雄山閣 662.1 ギ

150 貿易の世界史　大航海時代から「一帯一路」まで 福田 邦夫 筑摩書房 678.2 フ 新書

151 地域公共交通の統合的政策　日欧比較からみえる新時代 宇都宮 浄人 東洋経済新報社 681.1 ウ

152 交通事故は本当に減っているのか?　「20年間で半減した」成果の真相 加藤 久道 花伝社 681.3 カ

153 アニメと鉄道ビジネス　キャラクターが地域と鉄道を進化させる 栗原 景 交通新聞社 686.3 ク 新書

154 ギネス認定カメラマンが各国を歩いた、撮った!　世界の絶景空港撮りある記 チャーリィ古庄 イカロス出版 687.9 チ

155 西洋美術とレイシズム 岡田 温司 筑摩書房 702 オ 新書

156 美術の森の番人たち 酒井 忠康 求龍堂 704 サ

157 ストリートアートの素顔　ニューヨーク・ライティング文化 大山 エンリコイサム 青土社 727 オ
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158 「その日」の前に　Right, before I die アンドルー・ジョージ ONDORI-BOOKS 748 ジ 　

159 コ・デザイン　デザインすることをみんなの手に 上平 崇仁 NTT出版 757 カ

160 名作椅子の解体新書
西川 栄明
坂本 茂

誠文堂新光社 758 ニ

161 音楽で生きる方法　高校生からの音大受験、留学、仕事と将来 相澤 真一 ほか[著] 青弓社 760.7 オ

162 ベートーヴェン　一曲一生 新保 祐司 藤原書店 762.3 ベ

163 見るレッスン　映画史特別講義 蓮實 重彦 光文社 778 ハ 新書

164 ピクサー流 創造するちから　小さな可能性から、大きな価値を生み出す方法
エド・キャットムル
エイミー・ワラス

ダイヤモンド社 778.7 ピ

165 図解入門業界研究　最新スポーツビジネスの動向がよ〜くわかる本 湯浅 真弥 秀和システム 780.9 ユ

166 手話を生きる　少数言語が多数派日本語と出会うところで 斉藤 道雄 みすず書房 801.9 サ

167 人をつなぐ　対話の技術 山口 裕之 日本実業出版社 809.6 ヤ

168 理想のリスニング　「人間的モヤモヤ」を聞きとる英語の世界 阿部 公彦 東京大学出版会 831.1 ア

169 福田恆存　思想の<かたち>　イロニー・演戯・言葉 浜崎 洋介 新曜社 910.2 ハ

170 読み直し文学講座 Ⅲ　樋口一葉、幸田露伴の代表作を読み直す
転換期の女性と男性、江戸と東京のはざまで

小森 陽一 かもがわ出版 910.2 ヒ

171 天才による凡人のための短歌教室 木下 龍也 ナナロク社 911.1 キ 　

172 死んでしまう系のぼくらに 最果 タヒ リトルモア 911.5 サ

173 向日葵を手折る 彩坂 美月 実業之日本社 913.6 ア

174 アンダークラス 相場 英雄 小学館 913.6 ア

175 みがわり 青山 七恵 幻冬舎 913.6 ア

176 夢七日　夜を昼の國 いとう せいこう 文藝春秋 913.6 イ

177 木になった亜沙 今村 夏子 文藝春秋 913.6 イ

178 赤い砂を蹴る 石原 燃 文藝春秋 913.6 イ

179 半分世界 石川 宗生 東京創元社 913.6 イ

180 ボニン浄土 宇佐美 まこと 小学館 913.6 ウ

181 影に対して　母をめぐる物語 遠藤 周作 新潮社 913.6 エ

182 百年の轍 織江 耕太郎 書肆侃侃房 913.6 オ

183 鳩護(はともり) 河﨑 秋子 徳間書店 913.6 カ

184 マスク　スペイン風邪をめぐる小説集 菊池 寛 文藝春秋 913.6 キ 文庫

185 日没 桐野 夏生 岩波書店 913.6 キ

186 もどろき・イカロスの森　ふたつの旅の話 黒川 創 春陽堂書店 913.6 ク

187 心淋し川 西條 奈加 集英社 913.6 サ

188 インビジブル 坂上 泉 文藝春秋 913.6 サ

189 私を月に連れてって 鈴木 るりか 小学館 913.6 ス

190 約束の果て　黒と紫の国 高丘 哲次 新潮社 913.6 タ
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191 まほり 高田 大介 KADOKAWA 913.6 タ

192 遠の眠りの 谷崎 由依 集英社 913.6 タ

193 pray　human 崔 実 講談社 913.6 チ

194 十の輪をくぐる 辻堂 ゆめ 小学館 913.6 ツ

195 ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ 乗代 雄介 国書刊行会 913.6 ノ

196 階段にパレット 東 直子 ポプラ社 913.6 ヒ

197 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野 圭吾 光文社 913.6 ヒ

198 季節を告げる毳毳は夜が知った毛毛毛毛 藤田 貴大 河出書房新社 913.6 フ

199 月の落とし子 穂波 了 早川書房 913.6 ホ

200 だまされ屋さん 星野 智幸 中央公論新社 913.6 ホ

201 持続可能な魂の利用 松田 青子 中央公論新社 913.6 マ

202 雪のなまえ 村山 由佳 徳間書店 913.6 ム

203 小鳥、来る 山下 澄人 中央公論新社 913.6 ヤ

204 JR上野駅公園口 柳 美里 河出書房新社 913.6 ユ 文庫

205 あしたの君へ 柚月 裕子 文藝春秋 913.6 ユ 文庫

206 哲学の誤配 東 浩紀 ゲンロン 914.6 ア

207 死ぬまでに行きたい海 岸本 佐知子 スイッチ・パブリッシング 914.6 キ

208 玉電松原物語 坪内 祐三 新潮社 915.6 ツ

209 荒潮 陳 楸帆 早川書房 923.7 チ

210 文学少女対数学少女 陸 秋槎 早川書房 923.7 リ 文庫

211 韓国文学を旅する60章 波田野 節子 ほか[編著] 明石書店 929.1 カ

212 わたしたちが光の速さで進めないなら キム チョヨプ 早川書房 929.1 キ

213 屋上で会いましょう チョン セラン 亜紀書房 929.1 チ

214 優しい暴力の時代 チョン イヒョン 河出書房新社 929.1 チ

215 ディキンスン詩集 エミリー・ディキンスン 思潮社 931.6 デ

216 フライデー・ブラック
ナナ・クワメ・アジェイ
=ブレニヤー 駒草出版 933.7-ア

217 レンブラントをとり返せ　ロンドン警視庁美術骨董捜査班 ジェフリー・アーチャー 新潮社 933.7-ア 文庫

218 ライフ・アフター・ライフ ケイト・アトキンソン 東京創元社 933.7-ア

219 夕陽の道を北へゆけ ジャニーン・カミンズ 早川書房 933.7-カ

220 ミスト　短編傑作選 スティーヴン・キング 文藝春秋 933.7-キ 文庫

221 一時帰還 フィル・クレイ 岩波書店 933.7-ク

222 くたばれインターネット ジャレット・コベック Pヴァイン 933.7-コ

223 十二月の十日 ジョージ・ソーンダーズ 河出書房新社 933.7-ソ

224 友だち シーグリッド・ヌーネス 新潮社 933.7-ヌ
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225 夏への扉 ロバート・A.ハインライン 早川書房 933.7-ハ 文庫

226 Xと云う患者　龍之介幻想 デイヴィッド・ピース 文藝春秋 933.7-ピ

227 ニッケル・ボーイズ コルソン・ホワイトヘッド 早川書房 933.7-ホ

228 黒魚都市 サム・J.ミラー 早川書房 933.7-ミ

229 神さまの貨物 ジャン=クロード・グランベール ポプラ社 953.7-グ

230 透明性 マルク・デュガン 早川書房 953.7-デ

231 コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ 早川書房 974-ジ

232 アコーディオン弾きの息子 ベルナルド・アチャガ 新潮社 993.5-ア
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