
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 白と黒のとびら　オートマトンと形式言語をめぐる冒険 川添 愛 東京大学出版会 007.1 カ

2 精霊の箱　チューリングマシンをめぐる冒険　上・下 川添 愛 東京大学出版会 007.1 カ 1-2

3 AIにできること、できないこと　ビジネス社会を生きていくための4つの力
藤本 浩司
柴原 一友

日本評論社 007.1 フ

4 歴史を変えた100冊の本 スコット・
クリスチャンソン　ほか

エクスナレッジ 028 ク

5 ひとりで、考える　哲学する習慣を 小島 俊明 岩波書店 081 イ 895 岩波ジュニア新書

6 平成時代 吉見 俊哉 岩波書店 081 イ 1777 岩波新書

7 アメリカ人のみた日本の死刑 デイビッド・T.ジョンソン 岩波書店 081 イ 1778 岩波新書

8 マキァヴェッリ　『君主論』をよむ 鹿子生 浩輝 岩波書店 081 イ 1779 岩波新書

9 外資の流儀　生き残る会社の秘密 中澤 一雄 講談社 081 コ 2521 講談社現代新書

10 良い加減に生きる　歌いながら考える深層心理
きたやま おさむ
前田 重治 講談社 081 コ 2522 講談社現代新書

11 院政　天皇と上皇の日本史 本郷 恵子 講談社 081 コ 2523 講談社現代新書

12 漢帝国　400年の興亡 渡邉 義浩 中央公論新社 081 チ 2542 中公新書

13 日米地位協定　在日米軍と「同盟」の70年 山本 章子 中央公論新社 081 チ 2543 中公新書

14 なぜ人は騙されるのか　詭弁から詐欺までの心理学 岡本 真一郎 中央公論新社 081 チ 2544 中公新書

15 物語　ナイジェリアの歴史　「アフリカの巨人」の実像 島田 周平 中央公論新社 081 チ 2545 中公新書

16 自分で考えてみる哲学 ブレンダン・ウィルソン 東京大学出版会 100 ウ

17 論理学超入門 グレアム・プリースト 岩波書店 116 プ

18 マンガで入門　世界一ゆるい哲学　「人生の答えがわかる」かもしれない23賢人の教え
マイケル・F.パットン
ケヴィン・キャノン

ダイヤモンド社 130 パ

19 パイドン　魂について プラトン 光文社 131.3 プ 文庫

20 不道徳的倫理学講義　人生にとって運とは何か 古田 徹也 筑摩書房 151 フ 新書

21 考古学講義 北條 芳隆[編] 筑摩書房 210 コ 新書

22 元号通覧 森 鷗外 講談社 210 モ 文庫

23 東大教授が教える!　超訳　戦乱図鑑 山本 博文[監修] かんき出版 210.1 チ

24 ｼﾘｰｽﾞ・実像に迫る 020　江戸三百藩の崩壊　版籍奉還と廃藩置県 勝田 政治 戎光祥出版 210.6 カ

25 蝦夷の古代史 工藤 雅樹 吉川弘文館 212 ク

26 新宿の迷宮を歩く　300年の歴史探検 橋口 敏男 平凡社 213.6 ハ 新書

27 図説　オランダの歴史 佐藤 弘幸 河出書房新社 235.9 サ

28 藤原彰子 服藤 早苗 吉川弘文館 281.8 ジ 294
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29 諡　天皇の呼び名 野村 朋弘 中央公論新社 288.4 ノ

30 牡蠣の森と生きる　「森は海の恋人」の30年 畠山 重篤 中央公論新社 289.1 ハ

31 ビジュアルストーリー　世界の秘密都市 ジュリアン・ビークロフト
日経ナショナル
ジオグラフィック社 290.8 ビ  

32 ポプラディアプラス　世界の国々　1　アジア州  ポプラ社 290.8 ポ 1

33 ポプラディアプラス　世界の国々　2　アフリカ州  ポプラ社 290.8 ポ 2

34 ポプラディアプラス  世界の国々　3　ヨーロッパ州  ポプラ社 290.8 ポ 3

35 ポプラディアプラス　世界の国々　4　北アメリカ州　南アメリカ州　オセアニア州  ポプラ社 290.8 ポ 4

36 ポプラディアプラス　世界の国々  5  学習資料集・索引  ポプラ社 290.8 ポ 5

37 十五の夏　1975  上・下 佐藤 優 幻冬舎 293.8 サ 1-2

38 リヤカー引いてアフリカ縦断　時速5キロの歩き旅 吉田 正仁 小学館クリエイティブ 294 ヨ

39 エリア・スタディーズ　53　北朝鮮を知るための55章　[第２版] 石坂 浩一 [編著] 明石書店 302.2 キ

40 ニュージーランドTODAY ニュージーランド学会 [編] 春風社 302.7 ニ

41 未来を生きるスキル 鈴木 謙介 KADOKAWA 304 ス 新書

42 自公政権とは何か　「連立」にみる強さの正体 中北 浩爾 筑摩書房 312.1 ナ 新書

43 官僚制と公文書　改竄、捏造、忖度の背景 新藤 宗幸 筑摩書房 317 シ 新書

44 国籍の?がわかる本　日本人ってだれのこと?外国人ってだれのこと? 木下 理仁
山中 正大 [イラスト]

太郎次郎社エディタス 329.9 キ

45 親子で学ぶ 　お金と経済の図鑑 子どものための
「お金と経済」プロジェクト 技術評論社 330 オ  

46 なぜデフレを放置してはいけないか　人手不足経済で甦るアベノミクス 岩田 規久男 PHP研究所 332.1 イ 新書

47 なぜ、男子は突然、草食化したのか　統計データが解き明かす日本の変化 本川 裕 日本経済新聞出版社 351 ホ

48 日本国勢図会　2019/20　日本がわかるデータブック 矢野恒太記念会 [編集] 矢野恒太記念会 351 ヤ

49 池上彰と考える　フェイクニュースの見破り方　1　「正しい情報」って、なに? 池上 彰 [監修] 文溪堂 361.4 イ 1  

50 池上彰と考える　フェイクニュースの見破り方　2　インターネットのしくみ 池上 彰 [監修] 文溪堂 361.4 イ 2  

51 池上彰と考える　フェイクニュースの見破り方　3　知らないとあぶないSNS 池上 彰 [監修] 文溪堂 361.4 イ 3  

52 池上彰と考える　フェイクニュースの見破り方　４
「ウソの情報」を出さない、受け取らない

池上 彰 [監修] 文溪堂 361.4 イ 4  

53 職務格差　女性の活躍推進を阻む要因はなにか 大槻 奈巳 勁草書房 366.3 オ

54 結婚不要社会 山田 昌弘 朝日新聞出版 367.4 ヤ 新書

55 大人になる前に知る命のこと　心と体の変化・思春期・自分らしく生きる 加納 尚美 [編著] ぺりかん社 375 ナ 別巻

56 なるにはBooks　証券・保険業界で働く 生島 典子 ぺりかん社 375 ナ ﾎ23

57 なるにはBooks　大学学部調べ　獣医学部　中高生のための学部選びガイド 斉藤 智 ぺりかん社 375 ナ 別巻

58 平成日本の音楽の教科書 大谷 能生 新曜社 375.7 オ

59 「食」の図書館　コーヒーの歴史 ジョナサン・モリス 原書房 383.8 コ
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60 死体は誰のものか　比較文化史の視点から 上田 信 筑摩書房 385.6 ウ 新書

61 ルポ　人は科学が苦手　アメリカ「科学不信」の現場から 三井 誠 光文社 404 ミ 新書

62 富士山噴火と南海トラフ　海が揺さぶる陸のマグマ 鎌田 浩毅 講談社 408 ブ 2094 ブルーバックス

63 深海-極限の世界　生命と地球の謎に迫る 藤倉 克則 ほか [編著] 講談社 408 ブ 2095 ブルーバックス

64 2つの粒子で世界がわかる　量子力学から見た物質と力 森 弘之 講談社 408 ブ 2096 ブルーバックス

65 宇宙を生きる　世界を把握しようともがく営み 磯部 洋明 小学館 440 イ

66 地震予測は進化する!　「ミニプレート」理論と地殻変動 村井 俊治 集英社 453.3 ム 新書

67 ならべてくらべる  絶滅と進化の動物史 川崎 悟司 ブックマン社 457.8 カ

68 恐竜・古生物ビフォーアフター 土屋 健 イースト・プレス 457.8 ツ

69 生物学ものしり帖 池田 清彦 KADOKAWA 460.4 イ 新書

70 池の水ぜんぶ“は”抜くな!　外来種はみんなワルモノなのか
池田 清彦 [監修]
月刊つり人編集部
[編集]

つり人社 468 イ

71 葉っぱはなぜこんな形なのか?　植物の生きる戦略と森の生態系を考える 林 将之 [文・写真] 講談社 470 ハ

72 47都道府県・花風景百科 西田 正憲 [編著]
上杉 哲郎 ほか[著] 丸善出版 472.1 ニ

73 鳥頭なんて誰が言った?　動物の「知能」にかんする大いなる誤解 エマニュエル・プイドバ 早川書房 481.7 プ

74 虫ぎらいはなおるかな?　昆虫の達人に教えを乞う 金井 真紀 [文・絵] 理論社 486 カ

75 鳥はなぜ鳴く?ホーホケキョの科学 松田 道生 [著]
中村 文 [絵] 理論社 488.9 ウ

76 クジラ博士のフィールド戦記 加藤 秀弘 光文社 489.6 カ 新書

77 歴史に学史料ぶ②　近世城郭の謎を解く 城郭史料研究会 [編] 戎光祥出版 521.8 キ

78 味なたてもの探訪  看板建築　昭和の商店と暮らし 萩野 正和 [監修] トゥーヴァージンズ 523.1 カ

79 古いのに新しい!　リノベーション名建築の旅 常松 祐介 講談社 523.1 ツ

80 名機300選　ライト・フライヤーからF-35、A350まで 帆足 孝治 イカロス出版 538.6 ホ

81 超ロボット化社会　ロボットだらけの未来を賢く生きる 新山 龍馬 日刊工業新聞社 548.3 ニ

82 今日からモノ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしい塗料の本
中道 敏彦
坪田 実

日刊工業新聞社 576.8 ナ

83
歴史、文化、生産、品種から味わい方まで

宇治抹茶問屋4代目が教える　お抹茶のすべて
桑原 秀樹 誠文堂新光社 619.8 ク

84 牙　アフリカゾウの「密猟組織」を追って 三浦 英之 小学館 659.7 ミ

85 海上物流を支える若者たち　内航海運と船員のいまを知る 森 隆行 海文堂出版 683.8 モ

86 電鉄は聖地をめざす　都市と鉄道の日本近代史 鈴木 勇一郎 講談社 686.2 ス

87 航空のゆくえ　自由化の先にあるもの 柴田 伊冊 筑摩書房 687.2 シ 新書

88 想像のレッスン 鷲田 清一 筑摩書房 704 ワ 文庫

89 絵を見る技術　名画の構造を読み解く 秋田 麻早子 朝日出版社 720.7 ア

90 すぐわかる　キリスト教絵画の見かた 千足 伸行 [監修] 東京美術 723 ス

91 手塚治虫とトキワ荘 中川 右介 集英社 726.1 テ
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92 漱石のいない写真　文豪たちの陰影 前田 潤 現代書館 740.2 マ

93 新・ベーシストのための全知識 山口 タケシ リットーミュージック 763.5 ヤ

94 新・ドラマーのための全知識 長野 祐亮 リットーミュージック 763.8 ナ

95 ムーンウォーク　マイケル・ジャクソン自伝 マイケル・ジャクソン 河出書房新社 767.8 ジ

96 フランシス・フォード・コッポラ、映画を語る　ライブ・シネマ、そして映画の未来 フランシス・フォード・コッポラ フィルムアート社 778 コ

97 <知的>スポーツのすすめ　スキルアップのサイエンス 深代 千之 東京大学出版会 780.1 フ

98 スポーツまちづくりの教科書 松橋 崇史 ほか[編著]
笹生 心太 ほか[著] 青弓社 780.2 ス

99 三島由紀夫スポーツ論集 三島 由紀夫 岩波書店 780.4 ミ 文庫

100 陸上競技　走跳投に必要なトップスピードを高める練習 柴田 博之 ベースボール・
マガジン社 782 シ

101 子どもの足がどんどん速くなる 伊東 純也 アスコム 782.3 イ

102 スポーツに活きる!正しい走り方講座
日本一のスプリンター直伝!サッカー日本代表を育てた練習プログラム!

杉本 龍勇 [監修]
スタジオタック
クリエイティブ 782.3 ス

103 新GK論　10人の証言から読み解く日本型守護神の未来 田邊 雅之 カンゼン 783.4 タ

104 合気道入門　正確な稽古で基本を極める 植芝 充央 内外出版社 789.2 ウ

105 本当の翻訳の話をしよう
村上 春樹
柴田 元幸

スイッチ・パブリッシング 801.7 ム

106 英語の処方箋　「日本人英語」を変える100のコツ
ジェームス・M.
バーダマン 筑摩書房 830 バ 新書

107 天声人語　2019春 朝日新聞論説委員
室 原書房 837 ア

108 ディストピア・フィクション論　悪夢の現実と対峙する想像力 円堂 都司昭 作品社 901.3 エ

109 物語は人生を救うのか 千野 帽子 筑摩書房 901.3 チ 新書

110 芥川賞ぜんぶ読む　84年間180作品 菊池 良 宝島社 910.2 キ

111 永遠の太宰治　生誕110年記念総特集  河出書房新社 910.2 ダ

112 漱石がいた熊本 村田 由美 風間書房 910.2 ナ

113 わが文学体験 窪田 空穂 岩波書店 911.1 ク 文庫

114 万葉手帳 上野 誠
牧野 貞之 [写真] 東京書籍 911.1 マ

115 古代史で楽しむ万葉集 中西 進 角川学芸出版 911.1 マ 文庫

116 井上陽水英訳詞集 ロバート　キャンベル 講談社 911.6 キ

117 古事記　下 里中 満智子 小学館 913.2 コ 2 文庫

118 日本文学全集　05　源氏物語　中 池澤 夏樹 [個人編集]
紫式部 [角田 光代 訳]

河出書房新社 913.3 ゲ 2

119 マチのお気楽料理教室 秋川 滝美 講談社 913.6 ア

120 夢も見ずに眠った。 絲山 秋子 河出書房新社 913.6 イ

121 彼女たちの場合は 江國 香織 集英社 913.6 エ

122 岡本かの子　アムール幻想傑作集　美少年 岡本 かの子 彩流社 913.6 オ

123 いちごの唄
岡田 惠和
峯田 和伸

朝日新聞出版 913.6 オ

124 魔法がとけたあとも 奥田 亜希子 双葉社 913.6 オ
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

125 くまちゃん 角田 光代 新潮社 913.6 カ 文庫

126 金剛の塔 木下 昌輝 徳間書店 913.6 キ

127 源氏物語　(中) 花村 えい子 小学館 913.6 ゲ 2 文庫

128 凶器は壊れた黒の叫び 河野 裕 新潮社 913.6 コ 文庫

129 夜空の呪いに色はない 河野 裕 新潮社 913.6 コ 文庫

130 きみの世界に、青が鳴る 河野 裕 新潮社 913.6 コ 文庫

131 岳物語 椎名 誠 集英社 913.6 シ

132 HERO 福田 靖 ほか[脚本]
白崎 博史 ノベライズ

フジテレビ出版 913.6 シ 文庫

133 スマホを落としただけなのに　囚われの殺人鬼 志駕 晃 宝島社 913.6 シ 文庫

134 夏の祈りは 須賀 しのぶ 新潮社 913.6 ス 文庫

135 魔法を召し上がれ 瀬名 秀明 講談社 913.6 セ

136 藁の王 谷崎 由依 新潮社 913.6 タ

137 めぐり逢いサンドイッチ 谷 瑞恵 KADOKAWA 913.6 タ

138 夢見る帝国図書館 中島 京子 文藝春秋 913.6 ナ

139 インナー・シティ・ブルース 長谷川 町蔵 スペースシャワー
ネットワーク 913.6 ハ

140 豆の上で眠る 湊 かなえ 新潮社 913.6 ミ 文庫

141 儚い羊たちの祝宴 米澤 穂信 新潮社 913.6 ヨ 文庫

142 「国語」から旅立って 温 又柔 新曜社 914.6 オ

143 みらいめがね　それでは息がつまるので
荻上 チキ
ヨシタケ シンスケ

暮しの手帖社 914.6 オ

144 生きながらえる術 鷲田 清一 講談社 914.6 ワ  

145 偶然仕掛け人 ヨアブ・ブルーム 集英社 929.7 ブ

146 緋(あか)い空の下で　上・下 マーク・サリヴァン 扶桑社 933.7 サ 1-2 文庫

147 声の物語
クリスティーナ・
ダルチャー 早川書房 933.7 ダ

148 地下鉄道
コルソン・
ホワイトヘッド 早川書房 933.7 ホ  

149 千霊一霊物語
アレクサンドル・
デュマ 光文社 953.6 デ 文庫
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