
書　名 者名 出版社名 請求記号 備考

1 スタディサプリ　三賢人の学問探求ノート (5)　生活を究める 渡邊 恵太 ほか
スタディサプリ進路 [編] ポプラ社 002 セ

2 スタディサプリ　三賢人の学問探求ノート (4)　表現を究める ドミニク・チェン ほか
スタディサプリ進路 [編] ポプラ社 002 ヒ

3 AIの雑談力 東中 竜一郎 KADOKAWA 007.1 ヒ 新書

4 難しい本をどう読むか 齋藤 孝 草思社 019.1 サ

5 中高生のための本の読み方　読書案内・ブックトーク・PISA型読解 大橋 崇行 ひつじ書房 019.5 オ

6 はじめてのニュース・リテラシー 白戸 圭一 筑摩書房 070 シ 新書

7 伝える技術はこうみがけ!　読売KODOMO新聞・読売中高生新聞の現場から
新庄 秀規
藤山 純久

中央公論新社 070.1 シ  

8 ドイツ史10講 坂井榮八郎 岩波書店 081 I1 826 岩波新書

9 人がつなぐ源氏物語　藤原定家の写本からたどる物語の千年 伊井 春樹 朝日新聞出版 081 ア 1017

10 ナショナリズムを陶冶する　ドイツから日本への問い 藤田 直央 朝日新聞出版 081 ア 1018

11 平安男子の元気な ! 生活 川村 裕子 岩波書店 081 イ 930 岩波ジュニア新書

12 SDGs時代の国際協力　アジアで共に学校をつくる 西村 幹子 ほか 岩波書店 081 イ 931 岩波ジュニア新書

13 コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術 上坂 博亨 ほか 岩波書店 081 イ 932 岩波ジュニア新書

14 ヒンドゥー教10講 赤松 明彦 岩波書店 081 イ 1867 岩波新書

15 プライバシーという権利　個人情報はなぜ守られるべきか 宮下 紘 岩波書店 081 イ 1868 岩波新書

16 花粉症と人類 小塩 海平 岩波書店 081 イ 1869 岩波新書

17 尊厳　その歴史と意味 マイケル・ローゼン 岩波書店 081 イ 1870 岩波新書

18 戦後政治史 第四版
石川 真澄
山口 二郎 岩波書店 081 イ 1871 岩波新書

19 労働組合とは何か 木下 武男 岩波書店 081 イ 1872 岩波新書

20 時代を撃つノンフィクション 100 佐高 信 岩波書店 081 イ 1873 岩波新書

21 日本の構造　50の統計データで読む国のかたち 橘木 俊詔 講談社 081 コ 2609 講談社現代新書

22 仕事と人生 西川 善文 講談社 081 コ 2610 講談社現代新書

23 百人一首　うたものがたり 水原 紫苑 講談社 081 コ 2612 講談社現代新書

24 戦争の中国古代史 佐藤 信弥 講談社 081 コ 2613 講談社現代新書

25 歴代天皇総覧　皇位はどう継承されたか 笠原 英彦 中央公論新社 081 チ 1617 中公新書

26 文部科学省　揺らぐ日本の教育と学術 青木 栄一 中央公論新社 081 チ 2635 中公新書

27 古代日本の官僚　天皇に仕えた怠惰な面々 虎尾 達哉 中央公論新社 081 チ 2636 中公新書

28 英語の読み方　ニュース、SNSから小説まで 北村 一真 中央公論新社 081 チ 2637 中公新書
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書　名 者名 出版社名 請求記号 備考

29 むかしむかしあるところに、哲学者がやってきた。
7つの昔話で学ぶ日本一おもしろい哲学入門

小川 仁志 ほか 高橋書店 104 オ

30 あなたはこうしてウソをつく 阿部 修士 岩波書店 141.6 ア

31 最新研究　新説の日本史　古代から近現代まで 河内 春人 ほか SBクリエイティブ 210 シ 新書

32 日本の装束解剖図鑑　古代から現代までイラストで読み解く有職故実の世界 八條 忠基 エクスナレッジ 210 ハ

33 歴史文化ライブラリー514　顔の考古学　異形の精神史 設楽 博己 吉川弘文館 210.2 シ

34 歴史文化ライブラリー518 東大寺の考古学　よみがえる天平の大伽藍 鶴見 泰寿 吉川弘文館 210.3 ツ

35 女帝の古代王権史 義江 明子 筑摩書房 210.3 ヨ 新書

36 図説 享徳の乱　新視点・新解釈で明かす戦国最大の合戦クロニクル 黒田 基樹 戎光祥出版 210.4 ク

37 城郭考古学の冒険 千田 嘉博 幻冬舎 210.4 セ 新書

38 「失敗」の日本史 本郷 和人 中央公論新社 210.4 ホ 新書

39 「暮し」のファシズム　戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた 大塚 英志 筑摩書房 210.7 オ

40 古代近江の三都　大津宮・紫香楽宮(甲賀宮)・保良宮の謎を解く 小笠原 好彦 サンライズ出版 216.1 オ

41 地図でスッと頭に入る 三国志 渡邉 義浩 [監修] 昭文社 222 チ

42 三国志入門 宮城谷 昌光 文藝春秋 222 ミ 新書

43 歴史総合パートナーズ⑥　あなたとともに知る台湾　近現代の歴史と社会 胎中 千鶴 清水書院 222.4 タ

44 イスラーム文明とは何か　現代科学技術と文化の礎 塩尻 和子 明石書店 227 シ

45 第三帝国　ある独裁の歴史 ウルリヒ・ヘルベルト KADOKAWA 234 ヘ 新書

46 世界と日本がわかる　国ぐにの歴史　一冊でわかるスペイン史
永田 智成 [編]

久木 正雄 [編]
河出書房新社 236 イ

47 人物叢書　新装版　幣原喜重郎 種稲 秀司
日本歴史学会 [編集]

吉川弘文館 281.8 ジ 308

48 人物叢書　新装版　大伴旅人 鉄野 昌弘
日本歴史学会 [編集]

吉川弘文館 281.8 ジ 309

49 中世から近世へ　今川のおんな家長 寿桂尼 黒田 基樹 平凡社 289.1 ジ

50 あいぬ物語　新版 山辺 安之助
金田一 京助 [編] 青土社 289.1 ヤ

51 よみがえる天才６　ガウディ 鳥居 徳敏 筑摩書房 289.3 ガ 新書

52 ウィリアム・アダムス　家康に愛された男・三浦按針 フレデリック・クレインス 筑摩書房 289.3 ク 新書

53 東京のトリセツ　地図で読み解く初耳秘話  昭文社 291.3 ト  

54 失われた川を歩く　東京「暗渠」散歩　改訂版 本田 創 [編] 実業之日本社 291.3 ホ

55 ぶらっとヒマラヤ 藤原 章生 毎日新聞出版 292.5 フ 　

56 LAフード・ダイアリー 三浦 哲哉 講談社 295.3 ミ

57 池上彰の世界の見方　アメリカ ２　超大国の光と陰 池上 彰 小学館 302.5 イ 2

58 エリア・スタディーズ　83　現代カナダを知るための 60章　[第２版] 飯野 正子 ほか[総監修]
日本カナダ学会 [編] 明石書店 302.5 カ

59 内山節と語る　未来社会のデザイン　1　民主主義を問いなおす 内山 節 農山漁村文化協会 304 ウ 1
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60 内山節と語る　未来社会のデザイン　2　資本主義を乗りこえる 内山 節 農山漁村文化協会 304 ウ 2

61 内山節と語る　未来社会のデザイン　3　新しい共同体の思想とは 内山 節 農山漁村文化協会 304 ウ 3

62 帝国主義を歴史する 大澤 広晃 清水書院 311.4 テ  

63 18歳から考える日本の政治 [第三版] 五十嵐 仁 法律文化社 312.1 イ  

64 明治十四年の政変 久保田 哲 集英社インターナショナル 312.1 ク 新書

65 アメリカを動かす宗教ナショナリズム 松本 佐保 筑摩書房 312.5 マ 新書

66 教養としての「地政学」入門 出口 治明 日経BP 312.9 デ

67 学問の自由が危ない　日本学術会議問題の深層
佐藤 学 ほか[編]
長谷部 恭男 ほか[著] 晶文社 316.1 ガ

68 カラー版　王室外交物語　紀元前14世紀から現代まで 君塚 直隆 光文社 319 キ 新書

69 大学4年間の国際政治学が10時間でざっと学べる 小原 雅博 KADOKAWA 319 コ

70 歴史総合パートナーズ⑩　国境は誰のためにある?　境界地域サハリン・樺太 中山 大将 清水書院 319.1 ナ

71 ヨーロッパ冷戦史 山本 健 筑摩書房 319.3 ヤ 新書

72 六法全書　令和3年版Ⅰ　公法　刑事法　条約 佐伯 仁志
ほか[編集代表]

有斐閣 320 ロ  

73 六法全書　令和3年版Ⅱ　民事法　社会法　産業法 佐伯 仁志
ほか[編集代表]

有斐閣 320 ロ  

74 今こそ読みたいガルブレイス 根井 雅弘 集英社インターナショナル 331.2 ネ 新書

75 値段がわかれば社会がわかる　はじめての経済学 徳田 賢二 筑摩書房 331.8 ト 新書

76 日本のSDGs　それってほんとにサステナブル? 高橋 真樹 大月書店 333.8 タ

77 史料で読む日本の金融 浜中 秀一郎 きんざい 338.2 ハ

78 ジェンダー分析で学ぶ　女性史入門 総合女性史学会 [編]
服藤 早苗 ほか[執筆] 岩波書店 367.2 ジ

79 介助の仕事　街で暮らす／を支える 立岩 真也 筑摩書房 369.2 タ 新書

80 原発事故 自治体からの証言 今井 照 [編]

自治総研 [編]
筑摩書房 369.3 ゲ 新書

81 １４歳の世渡り術　学校、行かなきゃいけないの?　これからの不登校ガイド 雨宮 処凛 河出書房新社 371.4 ア

82 日本の教育はダメじゃない　国際比較データで問いなおす 小松 光 ほか 筑摩書房 372.1 コ 新書

83 なるにはBooks29　小学校教諭になるには
森川 輝紀 [編]

山田 恵吾 [編]
ぺりかん社 375 ナ 29
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84 なるにはBooks40　弁理士になるには 藤井 久子 ぺりかん社 375 ナ 40

85 なるにはBooks 大学学部調べ　国際学部　中高生のための学部選びガイド 三井 綾子 ぺりかん社 375 ナ 別巻

86 日本のすがた2021　表とグラフでみる社会科資料集 矢野恒太記念会 [編集] 矢野恒太記念会 375.3 ヤ

87 江戸の妖怪革命 香川 雅信 角川学芸出版 388.1 カ 文庫

88 宇宙研究のつれづれに　「慣性」と「摩擦」のはざまで 池内 了 青土社 404 イ

89 SUPERサイエンス　ニセ科学の栄光と挫折 齋藤 勝裕 シーアンドアール
研究所 404 サ

90 迷走生活の方法 福岡 伸一 文藝春秋 404 フ

91 カラー図解　アメリカ版　新・大学生物学の教科書　第2巻　分子遺伝学 D.サダヴァ ほか 講談社 408 ブ 2164 ブルーバックス

92 寿命遺伝子　なぜ老いるのか　何が長寿を導くのか 森 望 講談社 408 ブ 2166 ブルーバックス

93 三体問題　天才たちを悩ませた400年の未解決問題 浅田 秀樹 講談社 408 ブ 2167 ブルーバックス

94 岩波科学ライブラリー 302　子どもの算数、なんでそうなる? 谷口 隆 岩波書店 410.4 タ

95 それはあくまで偶然です　運と迷信の統計学
ジェフリー・
S.ローゼンタール 早川書房 417 ロ

96 マンガでわかる物理数学 馬場 彩
河村 万理 [作画]

オーム社 421.5 バ

97 絶対に面白い化学入門　世界史は化学でできている 左巻 健男 ダイヤモンド社 430.2 サ

98 人物でよみとく化学　中学生・高校生・大学生のもっと知りたい!にこたえる 藤嶋 昭 ほか 朝日学生新聞社 430.2 ジ  

99 その問題、デジタル地図が解決します　はじめてのGIS 中島 円 ベレ出版 448.9 ナ

100 気候で読み解く人物列伝　日本史編 田家 康 
日経BP
日本経済新聞
出版本部

451.8 タ  

101 なぞとき　深海1万メートル　暗黒の「超深海」で起こっていること
蒲生 俊敬
窪川 かおる 講談社 452 ガ

102 増補改訂　凹凸を楽しむ 東京「スリバチ」地形散歩 皆川 典久 宝島社 454.9 ミ

103 はじめての動物倫理学 田上 孝一 集英社 480.9 タ 新書

104 鳥類学は、あなたのお役に立てますか? 川上 和人 新潮社 488 カ  

105 知りたいサイエンス　今だから知りたいワクチンの科学
効果とリスクを正しく判断するために

中西 貴之
宮坂 昌之 [監修]

技術評論社 493.8 ナ

106
岩波科学ライブラリー 301
次なるパンデミックを回避せよ　環境破壊と新興感染症

井田 徹治 岩波書店 498.6 イ

107 プロブレムQ&A　プラスチックごみ問題入門　安心して暮らせる未来のために 栗岡 理子 緑風出版 519 ク

108 １４歳の世渡り術　建築家になりたい君へ 隈 研吾 河出書房新社 520.7 ク

109 パーツから考える 戦国期城郭論 西股 総生 ワン・パブリッシング 521.8 ニ

110
歴史文化ライブラリー520
平安貴族の住まい　寝殿造から読み直す日本住宅史

藤田 勝也 吉川弘文館 521.8 フ

111 よみがえる白鳳の美　国宝薬師寺東塔解体大修理全記録 加藤 朝胤 ほか 朝日新聞出版 521.8 ヨ
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112 往年の塗装を振り返り体系的にまとめた決定版　国鉄色車両ガイドブック
広田 尚敬 [写真]
坂 正博 ほか[文]

誠文堂新光社 536 コ  

113 先を見過ぎた鉄道車両たち 富田 松雄 イカロス出版 536 ト

114 JR全車両大図鑑 原口 隆行 [編]
井上 廣和 [写真]

世界文化社 536 ハ  

115 JAL機長たちが教えるパイロット雑学　キャプテンの仕事にかける想い 日本航空 [編]
JALブランド
コミュニケーション 538 ジ

116 はやぶさ2の宇宙大航海記 津田 雄一 宝島社 538.9 ツ

117
今日からモノ知りｼﾘｰｽ　トコトンやさしい
ウェアラブルの本　キーテクノロジーと活用分野がわかる!

塚本 昌彦 日刊工業新聞社 548.2 ウ

118 イチバン親切な　小麦粉料理の教科書 川上 文代 新星出版社 596.3 カ

119 らく弁　メインのおかずは10種類だけ! 上島 亜紀 主婦と生活社 596.4 カ

120 図解でわかる　14歳から知る　食べ物と人類の1万年史 インフォビジュアル研究所 太田出版 611.3 ズ

121 最新　日本の農業図鑑 八木 宏典 [監修] ナツメ社 612.1 サ

122 コーヒーで読み解くSDGs José.川島良彰 ほか ポプラ社 617.3 コ 新書

123 ダチョウはアホだが役に立つ 塚本 康浩 幻冬舎 646.2 ダ

124 狩猟を仕事にするための本 東雲 輝之 秀和システム 659 シ

125 鉄道高速化物語　最速から最適へ 小島 英俊 創元社 686 コ

126 戦時下の地下鉄　新橋駅幻のホームと帝都高速度交通営団 枝久保 達也 青弓社 686.2 エ

127 昭和〜平成　京王電鉄沿線アルバム 辻 良樹 [解説] アルファベータブックス 686.2 ケ

128 旅鉄BOOKS 039　ポツンと秘境駅　何もないから行ってみたい! 「旅と鉄道」編集部 [編] 天夢人 686.2 ポ

129 鉄道と時刻表の150年　紙の上のタイムトラベル 松本 典久 東京書籍 686.2 マ

130 旅鉄BOOKS 038　貨物鉄道読本　日本を支える物流の大動脈貨物鉄道のひみつ 「旅と鉄道」編集部 [編] 天夢人 686.6 カ

131 基礎から身につく「大人の教養」　東京藝大で教わる西洋美術の見かた 佐藤 直樹 世界文化社 702.3 サ

132 美術鑑賞がグッと楽しくなる!　暗号(アトリビュート)で読み解く名画 岡部 昌幸 [監修] 世界文化社 723 ア

133 イラストでわかる　日本の甲冑
古代から戦国・安土桃山までの鎧・兜・武器・馬具を徹底図解

渡辺 信吾
日本甲冑武具研究
保存会 [監修]

マール社 756.7 ワ

134 カラー図解　楽器から見る　吹奏楽の世界 佐伯 茂樹 河出書房新社 764.6 サ

135 青弓社ライブラリー101　ニッポン男性アイドル史　一九六〇-二〇一〇年代 太田 省一 青弓社 767.8 オ

136 10代アスリートのパフォーマンスを最高にする　きほんのスポーツ栄養食 大前 恵 ポプラ社 780.1 オ

137 詰将棋の世界 齋藤 夏雄 日本評論社 796 サ

138 ふだん使いの言語学　「ことばの基礎力」を鍛えるヒント 川添 愛 新潮社 801 カ

139 高校生からの韓国語入門 稲川 右樹 筑摩書房 829.1 イ 新書

140 たった1秒!　韓国語つぶやきレッスン
使える文法とフレーズの基本が面白いほど身につく

たろん 青春出版社 829.1 タ  

141 朝から晩までつぶやく英語表現200 キャサリン・A.クラフト 筑摩書房 837.8 ク 新書

142 「感想文」から「文学批評」へ　高校・大学から始める批評入門 小林 真大 小鳥遊書房 901 コ
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書　名 者名 出版社名 請求記号 備考

143 読み直し文学講座Ⅴ　小林多喜二の代表作を読み直す
プロレタリア文学が切り拓いた「時代を撃つ」表現

島村 輝 かもがわ出版 910.2 コ

144 草原のサーカス 彩瀬 まる 新潮社 913.6 ア

145 9月9日9時9分 一木 けい 小学館 913.6 イ

146 母影 尾崎 世界観 新潮社 913.6 オ

147 おもろい以外いらんねん 大前 粟生 河出書房新社 913.6 オ

148 片をつける 越智 月子 ポプラ社 913.6 オ

149 和菓子迷宮をぐるぐると 太田 忠司 ポプラ社 913.6 オ

150 代理母、はじめました 垣谷 美雨 中央公論新社 913.6 カ

151 リリアン 岸 政彦 新潮社 913.6 キ

152 櫓太鼓がきこえる 鈴村 ふみ 集英社 913.6 ス

153 麦本三歩の好きなもの　第二集 住野 よる 幻冬舎 913.6 ス 2

154 その扉をたたく音 瀬尾 まいこ 集英社 913.6 セ

155 飛び立つ君の背を見上げる 武田 綾乃 宝島社 913.6 タ

156 ほたるいしマジカルランド 寺地 はるな ポプラ社 913.6 テ

157 ムーンライト・イン 中島 京子 KADOKAWA 913.6 ナ

158 都会(まち)のトム&ソーヤ⑰　逆立ちするライオン はやみね かおる 講談社 913.6 ハ 17

159 春を待つ 松下 隆一 PHP研究所 913.6 マ

160 ドキュメント 湊 かなえ KADOKAWA 913.6 ミ

161 そこに工場があるかぎり 小川 洋子 集英社 914.6 オ

162 考えの整頓　ベンチの足 佐藤 雅彦 暮しの手帖社 914.6 サ

163 哲学漫想 山崎 正和 中央公論新社 914.6 ヤ

164 わたしが行ったさびしい町 松浦 寿輝 新潮社 915.6 マ

165 鑑賞 中国の古典　第2巻　論語 　 角川書店 920.8 Ka39 2

166 クララとお日さま カズオ・イシグロ 早川書房 933.7 イ

167 小公子 バーネット 光文社 933.7 バ 文庫

168 大群 ジャン・ジオノ 彩流社 953.7 ジ

169

170
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