
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 ビジネスの構築から最新技術までを網羅　AIの教科書 伊本 貴士 日経BP 007.1 イ

2 人工知能のアーキテクトたち　AIを築き上げた人々が語るその真実 MARTIN　FORD オライリー・ジャパン 007.1 フ

3 TOOls　and　WEAPONs　テクノロジーの暴走を止めるのは誰か
ブラッド・スミス
キャロル・アン・ブラウン

プレジデント社 007.3 ス

4 Coders　凄腕ソフトウェア開発者が新しい世界をビルドする クライブ・トンプソン 日経BP 007.3 ト

5 世界で読み継がれる子どもの本100 コリン・ソルター 原書房 019.5 ソ

6 小中学生のための　初めて学ぶ著作権　新装改訂版 岡本 薫 朝日学生新聞社 021.2 オ

7 博物館ななめ歩き 久世 番子 文藝春秋 069 ク

8 障害者とともに働く 藤井 克徳 　星川 安之 岩波書店 081 イ 925 岩波ジュニア新書

9 アメリカ大統領選 久保 文明 　金成 隆一 岩波書店 081 イ 1850 岩波新書

10 藤原定家　『明月記』の世界 村井 康彦 岩波書店 081 イ 1851 岩波新書

11 三島由紀夫　悲劇への欲動 佐藤 秀明 岩波書店 081 イ 1852 岩波新書

12 実践　自分で調べる技術 宮内 泰介 　上田 昌文 岩波書店 081 イ 1853 岩波新書

13 ペルソナ　脳に潜む闇 中野 信子 講談社 081 コ 2589 講談社現代新書

14 民主主義とは何か 宇野 重規 講談社 081 コ 2590 講談社現代新書

15 私たちはどんな世界を生きているか 西谷 修 講談社 081 コ 2591 講談社現代新書

16 脳から見るミュージアム　アートは人を耕す 中野 信子 　熊澤 弘 講談社 081 コ 2592 講談社現代新書

17 アメリカの政党政治　建国から250年の軌跡 岡山 裕 中央公論新社 081 チ 2611 中公新書

18 デジタル化する新興国　先進国を超えるか、監視社会の到来か 伊藤 亜聖 中央公論新社 081 チ 2612 中公新書

19 古代メソポタミア全史　シュメル、バビロニアからサーサーン朝ペルシアまで 小林 登志子 中央公論新社 081 チ 2613 中公新書

20 カラー版　ラファエロ　ルネサンスの天才芸術家 深田 麻里亜 中央公論新社 081 チ 2614 中公新書

21 物語　東ドイツの歴史　分断国家の挑戦と挫折 河合 信晴 中央公論新社 081 チ 2615 中公新書

22 ケブラ・ナガスト　聖櫃の将来とエチオピアの栄光 蔀 勇造 [訳注者] 平凡社 081 ト 904 東洋文庫

23 100の思考実験　あなたはどこまで考えられるか ジュリアン・バジーニ 紀伊國屋書店 104 バ

24 思考の教室　じょうずに考えるレッスン 戸田山 和久 NHK出版 116 ト

25 哲学の名著50冊が1冊でざっと学べる 岡本 裕一朗 KADOKAWA 130 オ

26 本心は顔より声に出る　感情表出と日本人 重野 純 新曜社 141.2 シ

27 未来の自分に出会える古書店 齋藤 孝 文藝春秋 159.7 サ

28 YA心の友だちシリーズ　中学時代がハッピーになる30のこと 中谷 彰宏 PHP研究所 159.7 ナ

29 入門　埋蔵文化財と考古学 水ノ江 和同 同成社 210 ミ
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30 歴史文化ライブラリー　仏都鎌倉の一五〇年 今井 雅晴 吉川弘文館 210.4 イ

31 戦国北条家の判子行政　現代につながる統治システム 黒田 基樹 平凡社 210.4 ク 新書

32 諏訪式。 小倉 美惠子 亜紀書房 215.2 オ

33 検証　奈良の古代仏教遺跡　飛鳥・白鳳寺院の造営と氏族 小笠原 好彦 吉川弘文館 216.5 オ

34 世界と日本がわかる　国ぐにの歴史　一冊でわかるロシア史 関 眞興 河出書房新社 238 セ

35 47都道府県・名門/名家百科 森岡 浩 丸善出版 288.3 モ

36 Au　オードリー・タン　天才 I T 相7つの顔
アイリス・チュウ
鄭 仲嵐 文藝春秋 289.2 タ

37 歴史は景観から読み解ける　はじめての歴史地理学 上杉 和央 ベレ出版 290.1 ウ

38 いつかは行きたい　一生に一度だけの旅　BEST500 ナショナルジオグラフィック
日経ナショナル
ジオグラフィック社 290.9 イ

39 古地図と地形図で発見!　江戸・東京古道を歩く 荻窪 圭 山川出版社 291.3 オ

40 地理院地図で東京を歩く①　江戸城から渋谷川まで17コース 地理教育研究会 [編] 清水書院 291.3 チ 1

41 新版　古地図で読み解く　江戸東京地形の謎 芳賀 ひらく 二見書房 291.3 ハ

42 君とまた、あの場所へ　シリア難民の明日 安田 菜津紀 新潮社 302.2 ヤ

43 ポストコロナ期を生きるきみたちへ 内田 樹  [編]
斎藤 幸平 ほか[著] 晶文社 304 ポ

44 世界の「住所」の物語　通りに刻まれた起源・政治・人種・階層の歴史 ディアドラ・マスク 原書房 318.9 マ

45 法学を学ぶのはなぜ?　気づいたら法学部、にならないための法学入門 森田 果 有斐閣 320.7 モ

46 図解でわかる　14歳から考える　資本主義 インフォビジュアル研究所 太田出版 332 ズ

47 ネクスト・シェア　ポスト資本主義を生み出す「協同」プラットフォーム ネイサン・シュナイダー 東洋経済新報社 335.6 シ

48 わけるとつなぐ　これ以上シンプルにできない「論理思考」の講義 深沢 真太郎 ダイヤモンド社 336.2 フ

49 10代から知っておきたい　あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 森山 至貴 WAVE出版 361.4 モ

50 大人になったらしたい仕事 1～3 「好き」を仕事にした35人の先輩たち 朝日中高生新聞編集部 [編] 朝日学生新聞社 366.2 オ 1-2-3

51 女性の世界地図　女たちの経験・現在地・これから ジョニー・シーガー 明石書店 367.1 シ

52 世界のひきこもり　地下茎コスモポリタニズムの出現 ぼそっと池井多 寿郎社 367.6 ボ

53 14歳で“おっちゃん”と出会ってから、15年考えつづけてやっと見つけた「働く意味」 川口 加奈 ダイヤモンド社 368.2 カ

54 ヤングケアラー　わたしの語り　子どもや若者が経験した家族のケア・介護 澁谷 智子 [編] 生活書院 369 ヤ

55 蘇るサバ缶　震災と希望と人情商店街 須田 泰成 廣済堂出版 369.3 ス

56 勉強できる子　卑屈化社会 前川 ヤスタカ 宝島社 371.4 マ

57 ヒマラヤに学校をつくる　カネなしコネなしの僕と、見捨てられた子どもたちの挑戦 吉岡 大祐 旬報社 372.2 ヨ

58 なるにはBooks　販売員・ファッションアドバイザーになるには 浅野 恵子 ぺりかん社 375 ナ 35

59 なるにはBooks　国際公務員になるには 横山 和子 ぺりかん社 375 ナ 83

60 開幕!世界あたりまえ会議　私の「ふつう」は、誰かの「ありえない」 斗鬼 正一 ワニブックス 382 ト

61 幻のアフリカ納豆を追え!　そして現れた<サピエンス納豆> 高野 秀行 新潮社 383.8 タ
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62 スケール　[上・下]　生命、都市、経済をめぐる普遍的法則 ジョフリー・ウェスト 早川書房 404 ウ 1-2

63 １４歳の世渡り術　科学者になりたい君へ 佐藤 勝彦 河出書房新社 407 サ

64 免疫の守護者　制御性T細胞とはなにか 坂口 志文 　塚崎 朝子 講談社 408 ブ 2109 ブルーバックス

65 認知バイアス　心に潜むふしぎな働き 鈴木 宏昭 講談社 408 ブ 2152 ブルーバックス

66 多角形と多面体　図形が織りなす不思議世界 日比 孝之 講談社 408 ブ 2153 ブルーバックス

67 細胞とはなんだろう　「生命が宿る最小単位」のからくり 武村 政春 講談社 408 ブ 2154 ブルーバックス

68 とてつもない数学 永野 裕之 ダイヤモンド社 410.4 ナ

69
Newton　大図鑑シリーズ　VISUAL BOOK OF THE MATH PUZZLE
数学パズル大図鑑

ニュートンプレイス 410.7 ス

70 図解　かけ算とわり算で面白いほどわかる　微分積分 佐々木 淳 ソーテック社 413.3 サ

71 家の中のすごい生きもの図鑑
久留飛 克明 [文]

村林 タカノブ [絵]
山と溪谷社 480.4 ク  

72 いきもの人生相談室　動物たちに学ぶ47の生き方哲学
小林 百合子 [文]

今泉 忠明 [監修]

小幡 彩貴 [絵]
山と溪谷社 480.4 コ

73 深海生物大事典 佐藤 孝子 成美堂出版 481.7 サ

74 あなたの中の動物たち　ようこそ比較認知科学の世界へ 渡辺 茂 教育評論社 481.7 ワ

75 驚異の標本箱　昆虫 丸山 宗利 ほか[著] KADOKAWA 486 キ  

76 トリノトリビア　鳥類学者がこっそり教える野鳥のひみつ
川上 和人 [監修]

マツダ ユカ [マンガ]

川上 和人 ほか[著]
西東社 488 ト

77 それでもがんばる!　どんまいなペンギン図鑑 渡辺 佑基 [監修] 宝島社 488.6 ソ

78 岩波 科学ライブラリー 297　医療倫理超入門
マイケル・ダン
トニー・ホープ 岩波書店 490.1 ダ

79 生命とリズム 三木 成夫 河出書房新社 491.1 ミ 文庫

80 脳科学のはなし　科学の眼で見る日常の疑問 稲場 秀明 技報堂出版 491.3 イ

81 シリーズ ケアをひらく　リハビリの夜 熊谷 晋一郎 医学書院 493.7 ク

82 江戸幕府の感染症対策　なぜ「都市崩壊」を免れたのか 安藤 優一郎 集英社 493.8 ア 新書

83 発達障害に生まれて　自閉症児と母の17年 松永 正訓 中央公論新社 493.9 マ

84 「ユーザーフレンドリー」全史　世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則
クリフ・クアン
ロバート・ファブリカント 双葉社 501.8 ク

85
みんなが知りたいシリーズ⑥

空気中に浮遊する放射性物質の疑問25　放射性エアロゾルとは
日本エアロゾル学会 [編]

五十嵐 康人 ほか[著] 成山堂書店 519.3 ク

86 和室学　世界で日本にしかない空間
松村 秀一 [編]

服部 岑生 [編]
平凡社 521.8 ワ

87 スポメニック　旧ユーゴスラヴィアの巨大建造物 ドナルド・ニービル グラフィック社 523.3 ニ

88 13歳からの食と農　家族農業が世界を変える 関根 佳恵 かもがわ出版 611.7 セ

89 地図とデータで見る農業の世界ハンドブック
ジャン=ポール・シャルヴェ
クレール・ルヴァスール
[地図製作]

原書房 612.9 シ

90
最新農業の基礎からドローン技術習得、作業記録と生産管理、新規参入まで

図解でよくわかる スマート農業のきほん
野口 伸 [監修] 誠文堂新光社 614.8 ズ

91 「食」の図書館　豆の歴史 ナタリー・レイチェル・モリス 原書房 616.7 モ

92 猫と東大。　猫を愛し、猫に学ぶ 東京大学広報室 [編] ミネルヴァ書房 645.7 ネ
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93 SUPERサイエンス　鮮度を保つ漁業の科学 齋藤 勝裕 シーアンドアール研究所 660 サ

94 おクジラさま　ふたつの正義の物語 佐々木 芽生 集英社 664.9 サ

95 やさしく知りたい最先端科学シリーズ 7　サブスクリプション 小宮 紳一 創元社 675 サ

96 完全版　世界の地下鉄　主要66都市の詳細路線図と最新写真 日本地下鉄協会 [編] ぎょうせい 686.2 セ  

97 スケッチで学ぶ　美術解剖学 加藤 公太 玄光社 701.5 カ

98 デザインの本質 田中 一雄 Life　Design　Books 757 タ

99 つながりと流れがよくわかる　西洋音楽の歴史
岸本 宏子 ほか[著]

河合 千明 [イラスト]
アルテスパブリッシング 762.3 ツ

100 カラー図解　楽器の歴史 佐伯 茂樹 河出書房新社 763 サ

101 カラー図解　ピアノの歴史 小倉 貴久子 河出書房新社 763.2 オ

102 NO　RULES　世界一「自由」な会社、NETFLIX
リード・ヘイスティングス
エリン・メイヤー

日経BP
日本経済新聞
出版本部

778 ネ

103 MARVEL　倒産から逆転No.1となった映画会社の知られざる秘密
チャーリー・ウェッツェル
ステファニー・ウェッツェル すばる舎 778 マ

104 見えないスポーツ図鑑 伊藤 亜紗 ほか[著] 晶文社 780 ミ

105 スポーツを変えたテクノロジー　アスリートを進化させる道具の科学 スティーヴ・ヘイク 白揚社 780.6 ヘ

106 考えるバスケットボール!　超自主練66 中川 直之 エクシア出版 783.1 ナ

107 声が通らない! 新保 信長 文藝春秋 809.2 シ

108 一生ものの「発信力」をつける!　14歳からの文章術 小池 陽慈 笠間書院 816 コ

109 瞬間!　韓国語会話エクササイズ　イラストをながめるだけで「話す力」がぐんぐん身につく! イ・ダヒ KADOKAWA 829.1 イ

110 中学英語から始める洋書の世界 林 剛司 青春出版社 830.7 ハ

111 音読で学ぶ　ドイツ語　1200の語彙と初級文法が身につく厳選フレーズ集 中川 純子 第三書房 840 ナ

112 マナーはいらない　小説の書きかた講座 三浦 しをん 集英社 901.3 ミ

113 中国・SF・革命 ケン・リュウ ほか[著] 河出書房新社 908.3 チ

114 文豪の死に様 門賀 美央子 誠文堂新光社 910.2 モ

115 星に帰れよ 新 胡桃 河出書房新社 913.6 ア

116 ベーシックインカム 井上 真偽 集英社 913.6 イ

117 龍神の子どもたち 乾 ルカ 祥伝社 913.6 イ

118 犬がいた季節 伊吹 有喜 双葉社 913.6 イ

119 かか 宇佐見 りん 河出書房新社 913.6 ウ

120 死神の棋譜 奥泉 光 新潮社 913.6 オ

121 運転者　未来を変える過去からの使者 喜多川 泰 ディスカヴァー・
トゥエンティワン 913.6 キ

122 ふたり、この夜と息をして 北原 一 ポプラ社 913.6 キ

123 いつの空にも星が出ていた 佐藤 多佳子 講談社 913.6 サ

124 世界とキレル 佐藤 まどか あすなろ書房 913.6 サ
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125 サード・キッチン 白尾 悠 河出書房新社 913.6 シ

126 夜明けのすべて 瀬尾 まいこ 水鈴社 913.6 セ

127 沖晴くんの涙を殺して 額賀 澪 双葉社 913.6 ヌ

128 隣人X パリュスあや子 講談社 913.6 パ

129 きのうのオレンジ 藤岡 陽子 集英社 913.6 フ

130 この本を盗む者は 深緑 野分 KADOKAWA 913.6 フ

131 自転しながら公転する 山本 文緒 新潮社 913.6 ヤ

132 吹上奇譚　第三話　ざしきわらし 吉本 ばなな 幻冬舎 913.6 ヨ 3

133 ゴリラからの警告  「人間社会、ここがおかしい」 山極 寿一 毎日新聞出版 914.6 ヤ

134 アメリカ現代詩入門　エズラ・パウンドからボブ・ディランまで 原 成吉 勉誠出版 931.7 ハ

135 「グレート・ギャツビー」を追え ジョン・グリシャム 中央公論新社 933.7 グ

136 メイドの手帖
最低賃金でトイレを掃除し「書くこと」で自らを救ったシングルマザーの物語

ステファニー・ランド 双葉社 936 ラ

137

138

139

140

141

142

143

144

145
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