
分類 書名 著者名 出版社

002 (知識･学問一般) データ・リテラシー マーティン・ファクラー 光文社

002 (知識･学問一般) ネットで勝つ情報リテラシー 小木曽健 筑摩書房

002 (知識･学問一般) 情報の選球眼 山本康正 幻冬舎

007 (情報科学) AIの時代を生きる 美馬のゆり 岩波書店

007 (情報科学) AIの壁 養老孟司 PHP研究所

007 (情報科学) ディープフェイク ニーナ・シック 日経ナショナルジオグラフィック社

007 (情報科学) ヒトの言葉機械の言葉 川添愛 KADOKAWA

007 (情報科学) フェイクニュース 一田和樹 KADOKAWA

007 (情報科学) ブロックチェーン 岡嶋裕史 講談社

007 (情報科学) マンガでわかる世の中の「ウソ」から身を守る 下村健一 監修 学研プラス

007 (情報科学) 人工知能と友だちになれる? 新井紀子 監修 誠文堂新光社

007 (情報科学) 僕とアリスの夏物語 谷口忠大 岩波書店

007 (情報科学) 問題解決のための「アルゴリズム×数学」が基礎からしっかり身につく本米田優峻 技術評論社

049 (雑著) The Intellectual Devotional：『1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365』David S. Kidder Rodale Books

070 (ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ.新聞) フェイクニュースの見分け方 烏賀陽弘道 新潮社

070 (ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ.新聞) マスメディアとは何か 稲増一憲 中央公論新社

070 (ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ.新聞) 国際報道を問いなおす 杉田弘毅 筑摩書房

070 (ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ.新聞) 流言のメディア史 佐藤卓己 岩波書店

140 (心理学) だからフェイクにだまされる 石川幹人 筑摩書房

141 (普通心理学.各論) あなたはこうしてウソをつく 阿部修士 岩波書店

209 (世界史.文化史) 第二次世界大戦 ゲアハード・L・ワインバーグ 創元社

210(日本史） 戦国大名 五味文彦 監修 山川出版社

210(日本史） アジア太平洋戦争新聞 太平洋戦争研究会 彩流社

210(日本史） 太平洋戦争 家永三郎 岩波書店

210(日本史） 太平洋戦争への道1931-1941 保阪正康 編著 NHK出版

221 (朝鮮) 살아 있는 한국사 교과서: 20세기 를 넘어 새로운 미래 로 전국역사교사모임 Humanist

221 (朝鮮) 살아 있는 한국사 교과서: 20세기 를 넘어 새로운 미래 로 전국역사교사모임 Humanist

230 (ﾖｰﾛｯﾊﾟ史.西洋史) ルネサンス情報革命の時代 桑木野幸司 筑摩書房

238 (ﾛｼｱ.北欧) 中学生から知りたいウクライナのこと 小山哲 ミシマ社

253 (ｱﾒﾘｶ合衆国) 戦争の文化　上下 ジョン・W.ダワー 岩波書店

310 (政治) 14歳からの政治入門 = Politics Introduction From 14 Years Old 池上彰 マガジンハウス

316 (国家と個人･宗教･民) パンデミック監視社会 デイヴィッド・ライアン 筑摩書房

316 (国家と個人･宗教･民) 私の身に起きたこと 清水ともみ 季節社

319 (外交.国際問題) 近代戦争論 リチャード・イングリッシュ 創元社

319 (外交.国際問題) 国際平和協力 山下光 創元社

319 (外交.国際問題) 武器化する世界 マーク・ガレオッティ 原書房

338 (金融.銀行.信託) 教養としての金融危機 宮崎成人 講談社

361 (社会学) イギリス貴族 小林章夫 講談社

361 (社会学) うわさとは何か 松田美佐 中央公論新社

361 (社会学) ケースで学ぶ異文化コミュニケーション 久米昭元, 長谷川典子 有斐閣

361 (社会学) データ・リテラシーの鍛え方 田村秀 イースト・プレス

361 (社会学) ファシリテーターになろう! ちょんせいこ, 西村善美, 松井一恵 解放出版社

361 (社会学) フェイク 中野信子 小学館

361 (社会学) 英語の階級 新井潤美 講談社

361 (社会学) 国際メディア情報戦 高木徹 講談社

361 (社会学) 図説 英国貴族の暮らし  新装版 田中亮三 河出書房新社

361 (社会学) 大人の教養としての英国貴族文化案内 あまおかけい 言視舎

367 (家庭･性問題) ヤングケアラーってなんだろう 澁谷智子 筑摩書房

372 (教育史.事情) 6カ国転校生ナージャの発見 キリーロバ・ナージャ 集英社インターナショナル

375 (教育課程.学習指導.) ルポ誰が国語力を殺すのか 石井光太 文藝春秋

375 (教育課程.学習指導.) 問う方法・考える方法 河野哲也 筑摩書房

379 (社会教育) 成績が上がる学びの習慣 紀野紗良 KADOKAWA

383 (衣食住の習俗) 〈洗う〉文化史 国立歴史民俗博物館, 花王株式会社 編吉川弘文館

391 (戦争.戦略.戦術) 軍事戦略入門 アントゥリオ・エチェヴァリア 著 創元社

397 (海軍) 日本海軍戦史 戸髙一成 KADOKAWA

402 (科学史･事情) 偉人たちの挑戦 東京電機大学 編 東京電機大学出版局

402 (科学史･事情) 偉人たちの挑戦 東京電機大学 編 東京電機大学出版局

407 (研究･指導法.科学教)学生・研究者のための伝わる!学会ポスターのデザイン術 宮野公樹 化学同人

410 (数学) アートで魅せる数学の世界 岡本健太郎 技術評論社

410 (数学) 一目でわかるイメージ式!高校数学・公式図鑑 涌井良幸, 涌井貞美 技術評論社

410 (数学) 世界でいちばん素敵な数学の教室 永野裕之 監修 三才ブックス

414 (幾何学) 美しい幾何学 = THE BEAUTY OF GEOMETRY 谷克彦 著 技術評論社

431 (物理化学.理論化学) 元素創造 キット・チャップマン 白揚社



431 (物理化学.理論化学) 世界で一番美しい分子図鑑 セオドア・グレイ 創元社

431 (物理化学.理論化学) 生物の発光と化学発光 = Bioluminescence and Chemiluminescence松本正勝 共立出版

435 (無機化学) 知られざる水の化学 齋藤勝裕 著 技術評論社

448 (地球.天文地理学) 地図リテラシー入門 = Introduction to Map Literacy 羽田康祐 ベレ出版

451 (気象学) The Uninhabitable Earth: A Story of the Future David Wallace-Wells Penguin Books Ltd.

451 (気象学) 極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか 川瀬宏明 化学同人

451 (気象学) 新・雲のカタログ = The Clouds Catalog 村井昭夫, 鵜山義晃 文と写真 草思社

451 (気象学) 図説日本の風 真木太一 編 朝倉書店

451 (気象学) 地球温暖化はなぜ起こるのか 真鍋淑郎, アンソニー・J・ブロッコリー講談社

451 (気象学) 地球温暖化はなぜ起こるのか 真鍋淑郎, アンソニー・J・ブロッコリー 著講談社

451 (気象学) 竜巻  新訂 小林文明 成山堂書店

456 (地史学.層位学) 楽しい地層図鑑 小白井亮一 文・写真 草思社

458 (岩石学) 日本の石ころ標本箱 渡辺一夫 誠文堂新光社

459 (鉱物学.結晶学) 鉱物分類図鑑323  新版 青木正博 誠文堂新光社

463 (細胞学) Essential細胞生物学  原書第5版 BRUCE ALBERTS, KAREN HOPKIN, ALEXANDER JOHNSON, DAVID MORGAN, MARTIN RAFF, KEITH ROBERTS, PETER WALTER南江堂

467 (遺伝学.進化論) 遺伝子とは何か? 中屋敷均 講談社

468 (生態学) 光る生きものはなぜ光？ 大場裕一 文一総合出版

471 (一般植物学) 〈ヴィジュアルで見る〉歴史を進めた植物の姿 河野智謙 グラフィック社

471 (一般植物学) 花と昆虫のしたたかで素敵な関係 石井博 ベレ出版

471 (一般植物学) 教養のための植物学 久保山京子 朝倉書店

474 (藻類と菌類) 菌類のふしぎ  第2版 国立科学博物館 編 東海大学出版部

477 (種子植物) 野の花拡大図鑑 岩槻秀明 日本文芸社

480 (動物学) 沖縄美ら海水族館はなぜ役に立たない研究をするのか? 佐藤圭一, 冨田武照, 松本瑠偉 産業編集センター

481 (一般動物学) 進化のたまもの!どうぶつのタマタマ学 丸山貴史 緑書房

481 (一般動物学) 動物たちのナビゲーションの謎を解く デイビッド・バリー インターシフト

482 (動物地理.動物誌) 希少生物のきもち 大島健夫 メイツユニバーサルコンテンツ

486 (昆虫類) アリハンドブック  増補改訂版 寺山守 解説 文一総合出版

486 (昆虫類) フィールドガイド日本のチョウ 日本チョウ類保全協会 編 誠文堂新光社

486 (昆虫類) 蛾の生態標本図鑑 今井初太郎 メイツユニバーサルコンテンツ

488 (鳥類) 知って楽しいカモ学講座 嶋田哲郎 緑書房

498 (衛生学.公衆衛生.法) ゲノム編集食品が変える食の未来 松永和紀 ウェッジ

519 (公害.環境工学) 60分でわかる!カーボンニュートラル超入門 前田雄大 技術評論社

519 (公害.環境工学) SDGsの大嘘 池田清彦 宝島社

519 (公害.環境工学) 火星に住むつもりです 村木風海 光文社

519 (公害.環境工学) 図解でわかるカーボンニュートラル燃料 CN2燃料の普及を考える会 編 技術評論社

520 (建築学) 代表作でわかる世界の建築史入門 田所辰之助, 川嶋勝 監修 世界文化社

523 (西洋の建築) 図説 英国貴族の城館  新装版 田中亮三 文 河出書房新社

523 (西洋の建築) 西洋の名建築がわかる七つの鑑賞術 中島智章 エクスナレッジ

548 (情報工学) いいかげんなロボット 鈴森康一 化学同人

559 (兵器.軍事工学) 戦争と技術 アレックス・ローランド 創元社

588 (食品工業) 捨てないパン屋の挑戦しあわせのレシピ 井出留美 あかね書房

591 (家庭経済･経営) 執事とメイドの裏表 新井潤美 白水社

591 (家庭経済･経営) 図説 英国メイドの日常 村上リコ 河出書房新社

591 (家庭経済･経営) 図説 英国執事 村上リコ 河出書房新社

611 (農業経済) エシカルフード 山本謙治 KADOKAWA

674 (広告.宣伝) セールスコピー大全 大橋一慶 ぱる出版

674 (広告.宣伝) 必携インターネット広告 日本インタラクティブ広告協会 編 インプレス

689 (観光事業) 思い出のとしまえん 練馬区立石神井公園ふるさと文化館 編文学通信

699 (放送事業:テレビ,ラ) 何が記者を殺すのか 斉加尚代 集英社

721 (日本画) マンガでわかる「日本絵画」のテーマ 矢島新 監修 誠文堂新光社

723 (洋画) ミロのヴィーナスはなぜ傑作か? 高階秀爾 小学館

726 (漫画.挿絵.童画) Dr.STONE 稲垣理一郎 原作 集英社

726 (漫画.挿絵.童画) この世界の片隅に　上中下 こうの史代 双葉社

726 (漫画.挿絵.童画) 夕凪の街桜の国 こうの史代 双葉社

757 (ﾃﾞｻﾞｲﾝ.装飾美術) 世界のふしぎな色の名前 城一夫, カラーデザイン研究会 グラフィック社

760 (音楽) 数字と科学から読む音楽 西原稔, 安生健 ヤマハ

761 (音楽の一般理論.音) 科学で読み解くクラシック音楽入門 横山真男 技術評論社

761 (音楽の一般理論.音) 和音の正体 舟橋三十子 YAMAHA

763 (楽器.器楽) 楽器の科学 フランソワ・デュボワ 講談社

775 (各種の演劇) ミュージカルの歴史 宮本直美 中央公論新社

778 (映画) ショートアニメーションメイキング講座  増補改訂版 吉邉尚希 技術評論社

780 (ｽﾎﾟｰﾂ.体育) 子どものスポーツ格差 清水紀宏 編 大修館書店

796 (将棋) すごすぎる将棋の世界 高橋茂雄 マイナビ出版

798 (室内娯楽) eスポーツの科学 FeRC 監修 ベースボール・マガジン社



798 (室内娯楽) すこしずるいパズル2 たつなみ アリス館

813 (辞典) にゃんこ四字熟語辞典 西川清史 飛鳥新社

813 (辞典) 類語の辞典 芳賀矢一 校閲 講談社

813 (辞典) 類語の辞典 芳賀矢一 校閲 講談社

817 (読本.解釈.会話) 生きる力を身につける14歳からの読解力教室 犬塚美輪 笠間書院

913 (小説.物語) Bullet Train Kotaro Isaka Vintage Publishing

913 (小説.物語) あずかりやさん 大山淳子 ポプラ社

913 (小説.物語) おいしいベランダ。 竹岡葉月 KADOKAWA

913 (小説.物語) カレーの時間 寺地はるな 実業之日本社

913 (小説.物語) さよならの言い方なんて知らない。 河野裕 新潮社

913 (小説.物語) さよならの言い方なんて知らない。 河野裕 新潮社

913 (小説.物語) さよならの言い方なんて知らない。 河野裕 新潮社

913 (小説.物語) セカイを科学せよ! 安田夏菜 講談社

913 (小説.物語) たんぽぽ球場の決戦 越谷オサム 幻冬舎

913 (小説.物語) ツナグ想い人の心得 辻村深月 新潮社

913 (小説.物語) ビブリア古書堂の事件手帖 三上延 KADOKAWA

913 (小説.物語) リバース 湊かなえ 講談社

913 (小説.物語) 鬼人幻燈抄 中西モトオ 双葉社

913 (小説.物語) 鬼人幻燈抄 中西モトオ 双葉社

913 (小説.物語) 掬えば手には = If you reach for it,you can scoop it up. 瀬尾まいこ 講談社

913 (小説.物語) 競争の番人 = GUARDIAN OF THE MARKET 新川帆立 講談社

913 (小説.物語) 競歩王 額賀澪 光文社

913 (小説.物語) 金阁寺 三岛由纪夫 天地出版社出版的图书

913 (小説.物語) 空をこえて七星のかなた 加納朋子 集英社

913 (小説.物語) 剣持麗子のワンナイト推理 新川帆立 宝島社

913 (小説.物語) 紫式部 源氏物語 三田村雅子 NHK出版

913 (小説.物語) 全力でアナウンサーしています。 吉川圭三 文藝春秋

913 (小説.物語) 宙ごはん 町田そのこ 小学館

913 (小説.物語) 怒り　上下 吉田修一 中央公論新社

913 (小説.物語) 彼女が天使でなくなる日 寺地はるな 角川春樹事務所

913 (小説.物語) 平家物語 佚名 上海訳文出版社

913 (小説.物語) 明日のフリル 松澤くれは 光文社

913 (小説.物語) 噓つきジェンガ 辻村深月 文藝春秋

914 (評論.小品.随筆) 絵巻で読む方丈記 鴨長明 東京美術

914 (評論.小品.随筆) 私の方丈記 三木卓 河出書房新社

916 (ﾙﾎﾟﾙﾀｰｼﾞｭ) 哀しみを得る 村中李衣 かもがわ出版

929 (東洋文学) 僕の狂ったフェミ彼女 ミン・ジヒョン イースト・プレス

933 (小説) パープル・ハイビスカス チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ 河出書房新社

933 (小説) 荒野にヒバリをさがして アンソニー・マゴーワン 徳間書店

933 (小説) 図書館島 ソフィア・サマター 著 東京創元社

933 (小説) 噓の木 フランシス・ハーディング 東京創元社

953 (小説) 夜の少年 ローラン・プティマンジャン 早川書房

E わたしのぼうし 佐野洋子 作・絵 ポプラ社

007 (情報科学) Digital Minimalism : Choosing a Focused Life in a Noisy World Cal Newport Penguin Business

024 (図書の販売) The Diary of a Bookseller Shaun Bythell Profile Books Ltd

100 (哲学) A Little History of Philosophy Nigel Warburton YALE Univ. Pre

140 (心理学) Psychology Gillian Butler Oxford Univ Pr

289 (個人伝記) Ruth Bader Ginsburg: in Her Own Words Helena Hunt Surrey Books,U.S.

311 (政治学.政治思想) Democracy Bernard Crick Oxford Univ Pr

312 (政治史･事情) Prisoners Of Geography Tim Marshall SIMON & SCHUSTER

312 (政治史･事情) The Power of Geography Tim Marshall Elliott & Thompson Limited

320 (法律) Law Raymond Wacks Oxford Univ Pr

336 (経営管理) The Culture Map Erin Meyer Ingram Publisher Services

367 (家庭･性問題) Invisible Women Caroline Criado Perez Vintage

429 (原子物理学) The God Equation: The Quest for a Theory of Everything Michio Kaku Doubleday

519 (公害.環境工学) Beyond Global Warming : The Bigger Problem and Real Crisis John Durbin Husher LitPrime Solutions

913 (小説.物語) Bullet Train Kotaro Isaka Vintage Publishing

933 (小説) Beautiful World, Where Are You Sally Rooney Faber & Faber

933 (小説) Book Lovers Emily Henry Berkley

933 (小説) Death of a Salesman Arthur Miller Bloomsbury Publishing 

933 (小説) Finlay Donovan Is Killing It Elle Cosimano Review

933 (小説) Five Total Strangers Natalie D. Richards DREAMSCAPE MEDIA

933 (小説) GRIMDARK D.Kershaw Black Hare Press

933 (小説) Horror Tree 2021: YEAR 5 Stuart Conover



933 (小説) Purple Hibiscus Chimamanda Ngozi Adichie Fourth Estate Ltd

933 (小説) The Boy Who Dared Susan Campbell Bartoletti Scholastic Pr

933 (小説) The Crossing Manjeet Mann Penguin

933 (小説) The Hawthorne Legacy Jennifer Lynn Barnes Little, Brown Books 

933 (小説) The Midnight Library Matt Haig Canongate Books;

943 (小説) Die Verwandlung Franz Kafka FISCHER TASCHENBUCH

943 (小説) Grimms Märchen Jacob Grimm INSEL VERLAG

953 (小説) Les derniers des branleurs Vincent Mondiot Gallimard Jeune

953 (小説) Roslend Nathalie Somers POCHE JEUNESSE

923 (小説) 左耳 饶雪漫 山东文艺出版社,

923 (小説) 沙漏 饶雪漫 当代世界出版社

913 (小説.物語) 宫泽贤治儿童文学经典：银河铁道之夜 宫泽贤治 浙江少年儿童出版社

929 (東洋文学) 불편한 편의점 김호연

929 (東洋文学) 종의 기원 정유정

933 (小説) 클라라와 태양 가즈오 이시구로

946 (ﾙﾎﾟﾙﾀｰｼﾞｭ) 빅터 프랭클의 죽음의 수용소에서 Viktor Frankl

E 烏鸦面包店 加古里子 新星出版社


