
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 学びを結果に変える　アウトプット大全 樺沢 紫苑 サンクチュアリ出版 002.7-カ

2 学び効率が最大化する　インプット大全 樺沢 紫苑 サンクチュアリ出版 002.7-カ

3 13歳からの「ネットのルール」
誰も傷つけないためのスマホリテラシーを身につける本

小木曽 健 [監修]
メイツユニバーサル
コンテンツ 007.3-ジ

4 ヒトの言葉 機械の言葉　「人工知能と話す」以前の言語学 川添 愛 KADOKAWA 007.6-カ 新書

5 コンピュータ、どうやってつくったんですか?
はじめて学ぶ　コンピュータの歴史としくみ

川添 愛 東京書籍 007.6-カ

6 U18　世の中ガイドブック　ネットとSNSを安全に使いこなす方法 ルーイ・ストウェル 東京書籍 007.6-ス

7 ライブラリーぶっくす　司書のお仕事２　本との出会いを届けます 大橋 崇行 勉誠出版 013.1-オ-2

8 現代用語の基礎知識　学習版　2020-2021 現代用語検定協会 [監修] 自由国民社 031 ゲ 2020

9 現代用語の基礎知識 ２０２１ 自由国民社 031 ゲ 2021

10 ギネス世界記録 2021 クレイグ・グレンディ [編] 角川アスキー総合研究所 031.5-ギ

11 人は見た目!　と言うけれど　私の顔で,自分らしく 外川 浩子 岩波書店 081-イ-926 岩波ジュニア新書

12 SDGs　危機の時代の羅針盤
南 博
稲場 雅紀 岩波書店 081-イ-1854 岩波新書

13 地方の論理 小磯 修二 岩波書店 081-イ-1855 岩波新書

14 がんと外科医 阪本 良弘 岩波書店 081-イ-1856 岩波新書

15 文在寅時代の韓国　「弔い」の民主主義 文 京洙 岩波書店 081-イ-1857 岩波新書

16 グローバル・タックス　国境を超える課税権力 諸富 徹 岩波書店 081-イ-1858 岩波新書

17 部長って何だ! 丹羽 宇一郎 講談社 081-コ-2593 講談社現代新書

18 やばいデジタル　“現実”が飲み込まれる日 NHKスペシャル取材班 講談社 081-コ-2594 講談社現代新書

19 はじめてのスピノザ　自由へのエチカ 國分 功一郎 講談社 081-コ-2595 講談社現代新書

20 経済学の堕落を撃つ　「自由」vs「正義」の経済思想史 中山 智香子 講談社 081-コ-2596 講談社現代新書

21 左翼の逆襲　社会破壊に屈しないための経済学 松尾 匡 講談社 081-コ-2597 講談社現代新書

22 法華経とは何か　その思想と背景 植木 雅俊 中央公論新社 081-チ-2616 中公新書

23 暗殺の幕末維新史　桜田門外の変から大久保利通暗殺まで 一坂 太郎 中央公論新社 081-チ-2617 中公新書

24 板垣退助　自由民権指導者の実像 中元 崇智 中央公論新社 081-チ-2618 中公新書

25 もののけの日本史　死霊、幽霊、妖怪の1000年 小山 聡子 中央公論新社 081-チ-2619 中公新書

26 コロナ危機の政治　安倍政権vs.知事 竹中 治堅 中央公論新社 081-チ-2620 中公新書

27 対話の技法 納富 信留 笠間書院 104-ノ

28 なぜ世界は存在しないのか マルクス・ガブリエル 講談社 115.4-ガ

29 存在と時間　8 ハイデガー 光文社 134.9-ハ-8 文庫
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

30
イラスト授業シリーズ

ひと目でわかる　心のしくみとはたらき図鑑
黒木 俊秀 [日本語版監修] 創元社 140-ヒ

31
創元ビジュアル科学シリーズ①

パブロフの犬　実験でたどる心理学の歴史
アダム・ハート=デイヴィス 創元社 140.2-ハ

32
１４歳の世渡り術

「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ
河出書房新社 [編]

磯野 真穂 ほか[著]
河出書房新社 159.7-シ

33 反知性主義　アメリカが生んだ「熱病」の正体 森本 あんり 新潮社 192.5-モ 　

34 ヴィジュアル歴史百科 DK社 [編著] 原書房 209-ビ  

35 独裁の世界史 本村 凌二 NHK出版 209-モ 新書

36 古代史の基礎知識 吉村 武彦 [編] KADOKAWA 210.3-コ

37 世界のなかの日本の歴史　一冊でわかる戦国時代 大石 学 [監修] 河出書房新社 210.4-イ

38 世界のなかの日本の歴史　一冊でわかる幕末 大石 学 [監修] 河出書房新社 210.5-イ

39 大潟村物語　新生の大地・湖底のふるさと 戸井田 克己 ナカニシヤ出版 212.4-ト 　

40 図解でスッと頭に入る江戸時代 大石 学 [監修] 昭文社 213.6-ズ

41 下町はなぜ人を惹きつけるのか?　「懐かしさ」の正体 三浦 展 光文社 213.6-ミ 新書

42 超約　ヨーロッパの歴史 ジョン・ハースト 東京書籍 230-ハ

43 神秘と謎に満ちた古代文明のすべて　古代エジプト解剖図鑑 近藤 二郎 エクスナレッジ 242-コ

44 よみがえる天才 4　アレクサンドロス大王 澤田 典子 筑摩書房 289.3-ア 新書

45 信念は社会を変えた！　ルース・ベイダー・ギンズバーグ ジェフ・ブラックウェル [編]

ルース・ホブデイ [編]
あすなろ書房 289.3-ギ  

46 信念は社会を変えた！　ブライアン・スティーヴンソン ジェフ・ブラックウェル [編]

ルース・ホブデイ [編]
あすなろ書房 289.3-ス  

47 信念は社会を変えた！　グロリア・スタイネム ジェフ・ブラックウェル [編]

ルース・ホブデイ [編]
あすなろ書房 289.3-ス  

48 信念は社会を変えた! シリーズの指針として　ネルソン・マンデラ
セロ・ハタン
ヴァーン・ハリス

あすなろ書房 289.3-マ  

49 絶対に行けない 世界の非公開区域99
ガザの地下トンネルから女王の寝室まで

ダニエル・スミス 日経ナショナル
ジオグラフィック社 290-ス

50 東大塾　現代アメリカ講義　トランプのアメリカを読む 矢口 祐人 [編] 東京大学出版会 302.5-ア  

51 文春ムック　文藝春秋オピニオン　2021年の論点100 文藝春秋 304-ブ

52 歴史文化ライブラリー513　昭和陸軍と政治　「統帥権」というジレンマ 高杉 洋平 吉川弘文館 312.1-タ  

53 国際化の時代に生きるためのQ&A①　移民や難民ってだれのこと?
マイケル・ローゼン
アンネマリー・ヤング 創元社 316.1-コ-1  

54 国際化の時代に生きるためのQ&A②　ジェンダーってなんのこと? ジュノ・ドーソン 創元社 316.1-コ-2  

55 国際化の時代に生きるためのQ&A③　フェミニズムってなんのこと?
ルイーズ・スピルズベ
リー
ビー・アップルビー

創元社 316.1-コ-3  

56 国際化の時代に生きるためのQ&A④　合意ってなに?なぜだいじなの?
ルイーズ・スピルズベ
リー
ヤズ・ネジャティ

創元社 316.1-コ-4  

57 国際化の時代に生きるためのQ&A⑤　どうして肌の色が問題になるの?
ニケシュ・シュクラ
クレア・フーチャン 創元社 316.1-コ-5

58 救う男たち　東京消防庁の精鋭ハイパーレスキュー 亀山 早苗 WAVE出版 317.7-カ-1 　

59 明日の平和をさがす本　戦争と平和を考える　絵本からYAまで300 宇野 和美 ほか[編著] 岩崎書店 319.8-ア

60 令和2年版　経済財政白書　コロナ危機:日本経済変革のラストチャンス 内閣府 [編集] 日経印刷 330.5-ナ  

61 ドーナツ経済学が世界を救う　人類と地球のためのパラダイムシフト ケイト・ラワース 河出書房新社 331-ラ  
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62 会計の世界史　イタリア、イギリス、アメリカ-500年の物語 田中 靖浩 日本経済新聞出版社 336.9-タ

63 お金のしくみを知りかしこく扱う方法
ジェーン・ビンハム
ホリー・バシー 東京書籍 338-ビ

64 トーキング・トゥ・ストレンジャーズ　「よく知らない人」について私たちが知っておくべきこと マルコム・グラッドウェル 光文社 361.4-グ

65 メディア論の名著30 佐藤 卓己 筑摩書房 361.4-サ 新書

66 他者を感じる社会学　差別から考える 好井 裕明 筑摩書房 361.8-ヨ 新書

67 社会保障と財政の危機 鈴木 亘 PHP研究所 364-ス 新書

68 Z世代　若者はなぜインスタ・TikTokにハマるのか? 原田 曜平 光文社 367.6-ハ 新書

69 なるにはBooks　小学校教師になるには 森川 輝紀 [編著] ぺりかん社 375-ナ-29

70 みんなの民俗学　ヴァナキュラーってなんだ? 島村 恭則 平凡社 380.1-シ 新書

71 誰がメンズファッションをつくったのか?　英国男性服飾史 ニック・コーン DU　BOOKS 383.1-コ

72 クリスマスの文化史 若林 ひとみ 白水社 386-ワ

73 想像もしなかった発想から大胆にビジュアル化　信じられない現実の大図鑑②
DK社 [編著]

増田 まもる [監訳]
東京書籍 400-シ-2  

74 令和3年　第94冊　理科年表 ２０２１ （机上版） 国立天文台 [編] 丸善出版 403.6-コ

75 見えない宇宙の正体　ダークマターの謎に迫る 鈴木 洋一郎 講談社 408-ブ-2155 ブルーバックス

76 新型コロナ  7つの謎　最新免疫学からわかった病原体の正体 宮坂 昌之 講談社 408-ブ-2156 ブルーバックス

77 創元ビジュアル科学シリーズ③　フィボナッチの兎　偉大な発見でたどる数学の歴史 アダム・ハート=デイヴィス 創元社 410.2-ハ

78 怠け数学者の記 小平 邦彦 岩波書店 410.4-コ 文庫

79 数学ガールの秘密ノート　確率の冒険 結城 浩 SBクリエイティブ 410.4-ユ

80 岩波オンデマンドブックス　数学、この大きな流れ　群の発見 原田 耕一郎 岩波書店 411.6-ハ  

81 宇宙と宇宙をつなぐ数学　IUT理論の衝撃 加藤 文元 KADOKAWA 412-カ

82 両辺に[インテグラル]つけちゃっていいの?
高校では教えないが、大学でも教えてくれない微積の読み方

中井 晶也 東京図書出版 413.3-ナ

83 微積分のこころに触れる旅　掛谷の問題に導かれて
ヴァンソン・ボレリ
ジャン‐リュック・リュリエール 日本評論社 413.3-ボ

84 創元ビジュアル科学シリーズ②　シュレディンガーの猫　実験でたどる物理学の歴史 アダム・ハート=デイヴィス 創元社 420.2-ハ

85 天文年鑑　2021年版 天文年鑑編集委員会 [編] 誠文堂新光社 440-テ

86 プラネタリウムを作りました。[改訂版]
7畳間で生まれた410万の星、そしてその後

大平 貴之 エクスナレッジ 440.7-オ

87 カラー図解　地球科学入門　地球の観察-地質・地形・地球史を読み解く
平 朝彦
海洋研究開発機構 講談社 450-タ

88 日本に現れたオーロラの謎　時空を超えて読み解く「赤気」の記録 片岡 龍峰 化学同人 451.7-オ

89 南極ダイアリー 水口 博也 講談社 462.7-ミ

90 ビジュアルでわかる  細胞の世界 ジャック・チャロナー 東京書籍 463-チ

91 いきもの寿命ずかん　コドモからオトナまで楽しめる「動物たちの生き様カタログ」
新宅 広二 [著]

イシダ コウ [イラスト]
東京書籍 481.3-シ

92 恋するサル　類人猿の社会で愛情について考えた 黒鳥 英俊 CCCメディアハウス 489.9-ク

93 イラスト授業シリーズ　ひと目でわかる　体のしくみとはたらき図鑑 大橋 順 ほか[日本語版監修] 創元社 491.3-ヒ
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94 教えて!感染症　1　「かぜ」から「新型コロナ」まで　感染症ってなんだろう? 土井 洋平 [監修] 小峰書店 493.8-オ-1

95 教えて!感染症　2　「かぜ」から「新型コロナ」まで　感染症と人類のたたかい 土井 洋平 [監修] 小峰書店 493.8-オ-2

96 疫病と人類　新しい感染症の時代をどう生きるか 山本 太郎 朝日新聞出版 493.8-ヤ 新書

97 心に届く医療・人とともに　チーム医療を支える診療放射線技師になろう 熊谷 孝三 PILAR　PRESS 498.1-ク 新書

98 U18 世の中ガイドブック　自分のこころとうまく付き合う方法
アリス・ジェームズ
ルーイ・ストウェル 東京書籍 498.3-ジ

99 イラスト授業シリーズ　ひと目でわかる  食べ物のしくみとはたらき図鑑 北村 真理 ほか[日本語版監修] 創元社 498.5-ヒ  

100 新幹線の科学　改訂版　進化し続ける日本の「大動脈」を支える技術 梅原 淳 SBクリエイティブ 516.7-ウ 新書

101 ポートランド　世界で一番住みたい街をつくる 山崎 満広 学芸出版社 518.8-ヤ

102 木のストロー 西口 彩乃 扶桑社 519.1-ニ

103 史上最強図解　これならわかる! 機械工学 大高 敏男 ナツメ社 530-オ

104 放射線を科学的に理解する　基礎からわかる東大教養の講義 鳥居 寛之 ほか[著] 丸善出版 539.6-ホ

105 今日からモノ知りｼﾘｰｽ　トコトンやさしい　電線・ケーブルの本 福田 遵 日刊工業新聞社 541.6-フ

106 村の日本近代史 荒木田 岳 筑摩書房 611.2-ア 新書

107 甘いバナナの苦い現実 石井 正子 [編著]
アリッサ・パレデス ほか[著] コモンズ 625.8-バ

108 みんなが知りたいシリーズ⑮　魚の疑問50 高橋 正征 成山堂書店 662.1-タ

109 国道16号線　「日本」を創った道 柳瀬 博一 新潮社 685.2-ヤ 　

110 昭和〜平成　西武鉄道沿線アルバム 牧野 和人 [解説] アルファベータブックス 686.2-セ  

111 懐かしい　国鉄駅舎と鉄道風景 （都区内区間）[東海道線、中央線、山手線] 牧野 和人 フォト・パブリッシング 686.2-マ  

112 懐かしい　国鉄駅舎と鉄道風景 （都区内区間）[東北線、山手線、赤羽線、常磐線、総武線、京葉線] 牧野 和人 フォト・パブリッシング 686.2-マ

113 空港の解体新書　“空の玄関口”をイラストで詳解!! 大野 達也 [編集] イカロス出版 687.9-ク  

114 通信の世紀　情報技術と国家戦略の１５０年史 大野 哲弥 新潮社 694.2-オ 　

115 One　Day　Esquisse：考える「視点」がみつかるデザインの教室
日々の発想をかたちにする、見ること・つくることの練習

原田 祐馬 誠文堂新光社 757-ハ

116 ベートーヴェン　音楽の革命はいかに成し遂げられたか 中野 雄 文藝春秋 762.3-ベ 新書

117 舞台上の青春　高校演劇の世界 相田 冬二 辰巳出版 775.7-ア

118 変わる!　日本のスポーツビジネス 谷塚 哲 カンゼン 780.9-ヤ

119 ステフィン・カリー ジェフ・ブラックウェル [編]

ルース・ホブデイ [編]
あすなろ書房 783.1-カ 文庫

120 チェス  勝ち方の基本戦術 フレッド・レインフェルド 河出書房新社 796.9-レ

121 60分でわかる!　eスポーツ　最前線 鴨志田 由貴 ほか[著]
日本esports促進協会 [監修] 技術評論社 798.5-ロ

122 言葉から社会を考える　この時代に<他者>とどう向き合うか
東京外国語大学
言語文化学部 [編]

白水社 801-コ

123 [英文対照]　朝日新聞　天声人語 2020 秋 VOL.202 朝日新聞論説委員室 [編] 原書房 837-ア

124 読み直し文学講座 Ⅱ二葉亭四迷、森鷗外の代表作を読み直す
近代小説の出発、立身出世主義の時代の失業と恋愛

小森 陽一 かもがわ出版 910.2-フ

125 お探し物は図書室まで 青山 美智子 ポプラ社 913.6-ア
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126 サンクチュアリ 岩城 けい 筑摩書房 913.6-イ

127 銀の夜 角田 光代 光文社 913.6-カ

128 オルタネート 加藤 シゲアキ 新潮社 913.6-カ

129 どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地 はるな 双葉社 913.6-テ

130 水と礫 藤原 無雨 河出書房新社 913.6-フ

131 さよなら鹿ハウス 丸尾 丸一郎 ポプラ社 913.6-マ

132 SIGNAL  シグナル 山田 宗樹 KADOKAWA 913.6-ヤ

133 日曜日は青い蜥蜴 恩田 陸 筑摩書房 914.6-オ

134 親愛なるミスタ崔　隣の国の友への手紙 佐野 洋子 　崔 禎鎬 クオン 915.6-サ

135 101年目の孤独　希望の場所を求めて 高橋 源一郎 岩波書店 916-タ

136 ぼくが13人の人生を生きるには身体(からだ)がたりない。
解離性同一性障害の非日常な日常

haru 河出書房新社 916-ハ

137 ミナの物語 デイヴィッド・アーモンド 東京創元社 933.7-ア

138 The　Twits Roald　Dahl　 Puffin　 933.7-Ｄ

139 Charlie　and　the　great　glass　elevator Roald　Dahl　 Puffin　 933.7-Ｄ

140 James　and　the　giant　peach Roald　Dahl　 Puffin　 933.7-Ｄ

141 Who　moved　my　cheese?　an　amazing　way　 Spencer　Johnson Vermilion 933.7-Ｊ

142 The　magic　finger Roald　Dahl　 Puffin　 933.7-Ｄ

143 Boy　:　tales　of　childhood Roald　Dahl　 Puffin　 933.7-Ｄ
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