
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 アルゴリズムの時代　機械が決定する世界をどう生きるか ハンナ・フライ 文藝春秋 007.3 フ

2 14歳からのプログラミング 千葉 滋 東京大学出版会 007.6 チ

3 文献調査法　調査・レポート・論文作成必携　情報リテラシー読本 毛利 和弘 DBジャパン 015.2 モ

4 名著のツボ　賢人たちが推す!最強ブックガイド 石井 千湖 文藝春秋 019.9 イ

5 月に3冊、読んでみる? 酒井 順子 東京新聞 019.9 サ

6 ごみ収集とまちづくり　清掃の現場から考える地方自治 藤井 誠一郎 朝日新聞出版 081 ア 1023

7 日本列島四万年のディープヒストリー　先史考古学からみた現代 森先 一貴 朝日新聞出版 081 ア 1024

8 国語をめぐる冒険 渡部 泰明 ほか[著] 岩波書店 081 イ 938 岩崎ジュニア新書

9 法医学者の使命　「人の死を生かす」ために 吉田 謙一 岩波書店 081 イ 1890 岩波新書

10 死者と霊性　近代を問い直す 末木 文美士 岩波書店 081 イ 1891 岩波新書

11 万葉集に出会う 大谷 雅夫 岩波書店 081 イ 1892 岩波新書

12 ユーゴスラヴィア現代史 柴 宜弘 岩波書店 081 イ 1893 岩波新書

13 学校ってなんだ!　日本の教育はなぜ息苦しいのか
工藤 勇一
鴻上 尚史 講談社 081 コ 2628 講談社現代新書

14 幸せに死ぬために　人生を豊かにする「早期緩和ケア」 大津 秀一 講談社 081 コ 2629 講談社現代新書

15 長崎丸山遊廓　江戸時代のワンダーランド 赤瀬 浩 講談社 081 コ 2630 講談社現代新書

16 新型コロナワクチン　本当の「真実」 宮坂 昌之 講談社 081 コ 2631 講談社現代新書

17 日本の先史時代　旧石器・縄文・弥生・古墳時代を読みなおす 藤尾 慎一郎 中央公論新社 081 チ 2654 中公新書

18 刀伊の入寇　平安時代、最大の対外危機 関 幸彦 中央公論新社 081 チ 2655 中公新書

19 本能　遺伝子に刻まれた驚異の知恵 小原 嘉明 中央公論新社 081 チ 2656 中公新書

20 平沼騏一郎　検事総長、首相からA級戦犯へ 萩原 淳 中央公論新社 081 チ 2657 中公新書

21 物語　パリの歴史　「芸術と文化の都」の2000年 福井 憲彦 中央公論新社 081 チ 2658 中公新書

22 暮らしを哲学する 氏家 法雄 明日香出版社 104 ウ

23 わたしたちはなぜ笑うのか　笑いの哲学史 中山 元 新曜社 130.2 ナ

24 ウィトゲンシュタイン、最初の一歩 中村 昇 亜紀書房 134.9 ウ

25 夢を読み解く心理学 松田 英子 ディスカヴァー・
トゥエンティワン 145.2 マ 新書

26 日本を裏で支えた異能の者たち　陰陽師の解剖図鑑 川合 章子 エクスナレッジ 148.4 カ

27 岩波ジュニアスタートブックス　ミライを生きる君たちへの特別授業 ジュニスタ編集部 岩波書店 159.7 ミ
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28 神社にまつわる言葉をイラストと豆知識でかしこみかしこみと読み解く　神社語辞典
本村 のり子 [著]

小野 善一郎 [監修]
誠文堂新光社 170.4 モ

29 歴史からひもとく竹島/独島領有権問題　その解決への道のり 坂本 悠一 清水書院 210.1 サ

30 え?ハニワって　古墳の上に立ってたんですか!?　知られざる古墳ライフ
譽田 亜紀子 [著]
スソ アキコ [イラスト]
松木 武彦 [監修]

誠文堂新光社 210.3 コ

31 女たちの壬申の乱 水谷 千秋 文藝春秋 210.3 ミ 新書

32 戦国「おんな家長」の群像 黒田 基樹 笠間書院 210.4 ク

33 明暦の大火　「都市改造」という神話 岩本 馨 吉川弘文館 210.5 イ

34 慶長遣欧使節　伊達政宗が夢見た国際外交 佐々木 徹 吉川弘文館 210.5 サ

35 武士の時代はどのようにして終わったのか 池田 勇太 清水書院 210.6 イ

36 大正史講義　[文化篇] 筒井 清忠 筑摩書房 210.6 タ 新書

37 世界と日本がわかる　国ぐにの歴史　一冊でわかるトルコ史 関 眞興 河出書房新社 227.4 セ

38 シルクロードとローマ帝国の興亡 井上 文則 文藝春秋 232.8 イ 新書

39 モブなのにすごいことしちゃった!　日本史の偉人たち
大澤 研一 [監修]
伊野 孝行 [イラスト]
笠井 木々路 [編・文]

朝日新聞出版 281 モ

40 フランス革命の女たち ＜新版＞　激動の時代を生きた11人の物語 池田 理代子 新潮社 283.5 イ

41 あの日ジョブズは
片山 恭一 [文]

小平 尚典 [写真]
ワック 289.3 ジ

42 世界の不思議な街の空から パイ　インターナショナル パイインターナショナル 290.8 セ

43 地図でスッと頭に入る　ヨーロッパ47カ国 ジョン・タウンゼント 昭文社 293 チ

44 インドネシア　世界最大のイスラームの国 加藤 久典 筑摩書房 302.2 カ 新書

45 本音で対論!　いまどきの「ドイツ」と「日本」　
マライ・メントライン
池上 彰
増田 ユリヤ

PHP研究所 302.3 イ

46 英国ユダヤ人の歴史 佐藤 唯行 幻冬舎 316.8 サ 新書

47 紛争地の看護師 白川 優子 小学館 329.3 シ

48 16歳からの経済学 根井 雅弘 人文書院 331 ネ

49 日本金融百年史 横山 和輝 筑摩書房 338.2 ヨ 新書

50 世界国勢図会　2021/22 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 350.9 ヤ

51 格差と分断の社会地図　16歳からの<日本のリアル> 石井 光太 日本実業出版社 361.8 イ

52 多様な子どもの近代　稼ぐ・貰われる・消費する年少者たち 元森 絵里子 ほか[著] 青弓社 367.6 タ

53 ルソー　エミール 永見 文雄 KADOKAWA 371.2 ル

54 10代から知っておきたいメンタルケア　しんどい時の自分の守り方 増田 史 ナツメ社 371.4 マ

55 なるにはBOOKS　大学学部調べ　農学部　中高生のための学部選びガイド 佐藤 成美 ぺりかん社 375 ナ 別巻

56 ストリートファッション1980-2020　定点観測40年の記録 ACROSS編集室 パルコ 383.1 ス

57 岩波ジュニアスタート　妖怪がやってくる 佐々木 高弘 岩波書店 388.1 サ

58 これってどうなの?　日常と科学の間にあるモヤモヤを解消する本 かきもち 翔泳社 404 カ
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59 食べる時間でこんなに変わる　時間栄養学入門　体内時計が左右する肥満、老化、生活習慣病 柴田 重信 講談社 408 ブ 2173 ブルーバックス

60 数学とはどんな学問か?　数学嫌いのための数学入門 津田 一郎 講談社 408 ブ 2179 ブルーバックス

61 インド洋　日本の気候を支配する謎の大海 蒲生 俊敬 講談社 408 ブ 2180 ブルーバックス

62 岩波科学ライブラリー 305　抽象数学の手ざわり　ピタゴラスの定理から圏論まで 斎藤 毅 岩波書店 410 サ

63 古代文明と星空の謎 渡部 潤一 筑摩書房 440.2 ワ 新書

64 地図帳の深読み　100年の変遷 今尾 恵介 帝国書院 448.9 イ

65 地図リテラシー入門　地図の正しい読み方・描き方がわかる 羽田 康祐 ベレ出版 448.9 ハ

66 やさしく知りたい先端科学シリーズ８　GIS　地理情報システム 矢野 桂司 創元社 448.9 ヤ

67 時間の日本史　日本人はいかに「時」を創ってきたのか 佐々木 勝浩 ほか[著] 小学館 449.1 ジ  

68 今日からモノ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしい地球学の本 西川 有司 日刊工業新聞社 450 ニ

69 極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか
気象のしくみを理解し、地球温暖化との関係をさぐる

川瀬 宏明 化学同人 451.6 カ

70 恐竜学者は止まらない!　読み解け、卵化石ミステリー 田中 康平 創元社 457.8 タ

71 「性」の進化論講義　生物史を変えたオスとメスの謎 更科 功 PHP研究所 467.5 サ 新書

72 生態学大図鑑 ジュリア・シュローダー
ほか[著] 三省堂 468 セ  

73 どっちがどっち　まぎらわしい生きものたち 梁井 貴史 [著]

金子 貴富 [イラスト]
さくら舎 480.4 ヤ

74 岩波科学ライブラリー 306 <生きもの>　カイメン　すてきなスカスカ 椿 玲未 岩波書店 483.2 ツ

75 「文化昆虫学」の教科書　神話から現代サブカルチャーまで
保科 英人 [編著]

宮ノ下 明大　高田 兼太 八坂書房 486 ホ

76 カマキリに学ぶ 安藤 喜一 北隆館 486.4 ア

77 クジラの骨と僕らの未来 中村 玄 理論社 489.6 ナ

78 新・動物記 3　隣のボノボ　集団どうしが出会うとき 坂巻 哲也 京都大学学術出版会 489.9 サ

79 心とからだの倫理学　エンハンスメントから考える 佐藤 岳詩 筑摩書房 490.1 サ 新書

80 ジェンダーと脳　性別を超える脳の多様性
ダフナ・ジョエル
ルバ・ヴィハンスキ

紀伊國屋書店 491.3 ジ

81 １４歳の世渡り術　世界一やさしい依存症入門　やめられないのは誰かのせい? 松本 俊彦 河出書房新社 493.7 マ

82 今日からモノ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしい建設機械の本 宮入 賢一郎 日刊工業新聞社 513.8 ミ

83 猫が30歳まで生きる日　治せなかった病気に打ち克つタンパク質「AIM」の発見 宮崎 徹 時事通信出版局 649.2 ミ

84 最新版　図解　知識ゼロからの現代漁業入門 濱田 武士 [監修]

佐々木 貴文 ほか[執筆] 家の光協会 662.1 ズ

85 廃線跡巡りのすすめ　デジタル新時代における鉄道遺構の楽しみ方 栗原 景 交通新聞社 686.2 ク 新書

86 グッド・フライト、グッド・ナイト　パイロットが誘う最高の空旅 マーク・ヴァンホーナッカー 早川書房 687 バ

87 みんなの現代アート　大衆に媚を売る方法、あるいはアートがアートであるために グレイソン・ペリー フィルムアート社 702 ペ

88 世界ピクト図鑑　サインデザイナーが集めた世界のピクトグラム 児山 啓一 ビー・エヌ・エヌ 727 コ

89 現代色彩論講義　本当の色を求めて 港 千尋 MEI 757.3 ミ
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90 ジャパニメーションの成熟と喪失　宮崎駿とその子どもたち 杉田 俊介 大月書店 778.7 ス

91 ボールと日本人　する、みる、つくる　ボールゲーム大国ニッポン 谷釜 尋徳 晃洋書房 783 タ

92 卓球にまつわる言葉をイラストと豆知識でピンポンと読み解く　卓球語辞典
伊藤 条太 [著]

掛丸 翔 [絵]
誠文堂新光社 783.6 イ

93 47都道府県・高校野球百科 森岡 浩 丸善出版 783.7 モ

94 闇を泳ぐ　全盲スイマー、自分を超えて世界に挑む。 木村 敬一 ミライカナイ 785.2 キ

95 [英文対照]　朝日新聞　天声人語　2021 夏 VOL.205 朝日新聞論説委員室 原書房 837 ア

96 20の古典で読み解く世界史 本村 凌二 PHPエディターズ・
グループ 902 モ

97 表札　石垣りん詩集 石垣 りん 童話屋 911.5 イ

98 今昔物語集 作者不詳 光文社 913.3 コ 文庫

99 川のほとりで羽化するぼくら 彩瀬 まる KADOKAWA 913.6 ア

100 invert　城塚翡翠倒叙集 相沢 沙呼 講談社 913.6 ア

101 みとりねこ 有川 ひろ 講談社 913.6 ア

102 とにもかくにもごはん 小野寺 史宜 講談社 913.6 オ

103 猫弁と鉄の女 大山 淳子 講談社 913.6 オ

104 地中の星 門井 慶喜 新潮社 913.6 カ

105 檸檬先生 珠川 こおり 講談社 913.6 タ

106 水たまりで息をする 高瀬 隼子 集英社 913.6 タ

107 やさしい猫 中島 京子 中央公論新社 913.6 ナ

108 転職の魔王様 額賀 澪 PHP研究所 913.6 ヌ

109 Phantom 羽田 圭介 文藝春秋 913.6 ハ

110 ヴァイタル・サイン 南 杏子 小学館 913.6 ミ

111 みつばちと少年 村上 しいこ 講談社 913.6 ム

112 オーラの発表会 綿矢 りさ 集英社 913.6 ワ

113 ベスト・エッセイ　2021 日本文藝家協会 光村図書出版 914.6 ベ

114 向田邦子ベスト・エッセイ
向田 邦子
向田 和子 [編]

筑摩書房 914.6 ム 文庫

115 文豪と感染症　100年前のスペイン風邪はどう書かれたのか
永江 朗　[編]
芥川 龍之介 ほか[著] 朝日新聞出版 918.6 ブ 文庫

116 カミュ伝 中条 省平 集英社インターナショナル 950.2 カ 新書

117 ヴィクトール・ユゴー　言葉と権力　ナポレオン三世との戦い 西永 良成 平凡社 950.2 ユ 新書

118 風車小屋だより ドーデー 岩波書店 953.6 ド 文庫

119

120

121
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