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書名 著者 出版社

007/Ke 5000日後の世界 : すべてがAIと接続された「ミラーワールド」が訪れる ケヴィン・ケリー PHP研究所

015/Ta 読書会の教室 : 本がつなげる新たな出会い 竹田信弥, 田中佳祐 晶文社

104/Ko 言語が消滅する前に 國分功一郎, 千葉雅也 幻冬舎

104/Ko 暇と退屈の倫理学 國分功一郎 新潮社

147/Sa 神様と仏様から聞いた人生が楽になるコツ 桜井識子 宝島社

159/Ku すべてはノートからはじまる : あなたの人生をひらく記録術 倉下忠憲 星海社

159/Sa 教養としての世界の名言365 佐藤優 (監修) 宝島社

159/Ni コーヒーと楽しむ心がほんのり明るくなる50の物語 西沢泰生 PHP研究所

162/Sa 宗教の受容と交流 佐藤文子, 上島享 吉川弘文館

184/Su 怒らないこと アルボムッレ・スマナサーラ 大和書房

188/I 伊藤比呂美の歎異抄 伊藤比呂美 河出書房新社

209/De 人類5000年史 1 . 紀元前の世界 出口治明 筑摩書房

210/Ko 邪馬台国再考 : 女王国・邪馬台国・ヤマト政権 小林敏男 筑摩書房

210/Sa 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/Ta 中世後期の京郊荘園村落 高木純一 吉川弘文館

210/Na 文禄・慶長の役 中野等 吉川弘文館

210/Mi 日本古代の環境への心性史 : 感性から読み解く環境史 三宅和朗 吉川弘文館

210/Mo 六波羅探題 : 京を治めた北条一門 森幸夫 吉川弘文館

210/Mo 魏志倭人伝と東アジア考古学 門田誠一 吉川弘文館

213/Ji 中央線がなかったら 見えてくる東京の古層 陣内秀信, 三浦展 筑摩書房

215/Sa 古代信濃の氏族と信仰 佐藤雄一 吉川弘文館

234/Mo 英霊 : 世界大戦の記憶の再構築 ジョージ・L・モッセ 筑摩書房

280/Pa すてきで偉大な女性たちが地球を守った ケイト・パンクハースト 化学同人

281/Yo 日本史人物「あの時、何歳?」事典 吉川弘文館編集部 吉川弘文館

289/Ta 評伝岡潔 ; 花の章 高瀬正仁 筑摩書房

289/Ya 尋尊 安田次郎 吉川弘文館

請求記号

■１類　哲学・宗教

■２類　歴史

■０類　総記

新着図書案内



NO.2

書名 著者 出版社請求記号

291/Yo ご近所半日旅 : いちばん気軽な「新しい旅」のスタイル 吉田友和 ワニブックス

305/Se <恋愛>の現在 : 変わりゆく親密さのかたち 青土社

312/Shi 憲法政治 : 「護憲か改憲か」を超えて 清水真人 筑摩書房

331/Se 実践行動経済学 : 健康、富、幸福への聡明な選択 リチャード・テイラー, キャス・サンスティーン 日経BP社

361/I 「人それぞれ」がさみしい : 「やさしく・冷たい」人間関係を考える 石田光規 筑摩書房

361/Tu ふしぎな日本人 : 外国人に理解されないのはなぜか 塚谷泰生, ピーター・バラカン 筑摩書房

364/I 社会保険労務士になるには 柏木高美 ほか ぺりかん社

369/Ko 政策起業家 : 「普通のあなた」が社会のルールを変える方法 駒崎弘樹 筑摩書房

369/Wa 介護福祉士になるには 渡辺裕美 ぺりかん社

382/O ありがとうもごめんなさいもいらない 森の民と暮らして人類学者が考えたこと 奥野克巳 亜紀書房

383/I 「食べること」の進化史 : 培養肉・昆虫食・3Dフードプリンタ 石川伸一 光文社

402/Su 科学史ひらめき図鑑 : 世界を変えた科学者70人のブレイクスルー スペースタイム ナツメ社

404/A サイエンス・ネクスト : 科学者たちの未来予測 ジム・アル=カリーリ 河出書房新社

410/Sa 解きたくなる数学 佐藤雅彦 ほか 岩波書店

465/Ta ウイルスはささやく : これからの世界を生きるための新ウイルス論 武村政春 春秋社

465/Mo 土と内臓 : 微生物がつくる世界 デイビッド・モントゴメリー, アン・ビクレー 築地書館

467/Ko ゲノム編集からはじまる新世界 : 超先端バイオ技術がヒトとビジネスを変える 小林雅一 朝日新聞出版

468/Da 家は生態系 : あなたは20万種の生き物と暮らしている ロブ・ダン 白揚社

468/Su 都市で進化する生物たち : "ダーウィン"が街にやってくる メノ・スヒルトハウゼン 草思社

471/Ki 食虫植物のわな : 虫を食べるふしぎな植物のおはなし 木谷美咲 偕成社

471/Ta 育て方がよくわかる世界の食虫植物図鑑 田辺直樹 日本文芸社

481/Ha 働かないアリに意義がある 長谷川英祐 山と溪谷社

482/Pu 極北の動物誌 ウィリアム・プルーイット 山と溪谷社

491/Bo 人工培養された脳は「誰」なのか : 超先端バイオ技術が変える新生命 フィリップ・ボール 原書房

491/O 世界一ゆかいな脳科学講義 : 頭の中をぐるぐるめぐる11日間 アンジェリーク・ファン・オムベルヘン 河出書房新社

491/Ta メカ屋のための脳科学入門 : 脳をリバースエンジニアリングする 高橋宏知 日刊工業新聞社

491/Fu 脳はバカ、腸はかしこい 藤田紘一郎 三笠書房

491/Ma 意識はいつ生まれるのか : 脳の謎に挑む統合情報理論 マルチェッロ・マッスィミーニ, ジュリオ・トノーニ 亜紀書房

493/A 私はすでに死んでいる : ゆがんだ「自己」を生みだす脳 アニル・アナンサスワーミー 紀伊國屋書店

493/Fu 闇の脳科学 : 「完全な人間」をつくる ローン・フランク 文藝春秋

502/Do 発明と技術の百科図鑑 DK社 原書房

■３類　社会科学

■５類　技術・工学

■４類　自然科学



NO.3

書名 著者 出版社請求記号

504/Ha ザ・テクノロジー2030 : マンガでわかるすぐそこの未来に備える最新技術 春夏アキト 幻冬舎コミックス

504/Mi/1 未来をつくる仕事図鑑 1 . 楽しい世界をつくる 学研プラス

504/Ka 未来をつくる仕事図鑑 2 . 安心できる日常をつくる 学研プラス

504/We いつになったら宇宙エレベーターで月に行けて、3Dプリンターで臓器が作れるんだい!? ケリー・ウィーナースミス, ザック・ウィーナースミス 化学同人

519/Fa Footprints : 未来から見た私たちの痕跡 デイビッド・ファリアー 東洋経済新報社

519/Ya 魚はなぜ減った?見えない真犯人を追う : 東大教授が世界に示した衝撃のエビデンス 山室真澄 つり人社

519/Ri グローバル・グリーン・ニューディール ジェレミー・リフキン NHK出版

538/Mu スペース・コロニー : 宇宙で暮らす方法 向井千秋 講談社

645/Ka 犬にウケる飼い方 鹿野正顕 ワニブックス

645/Ge もちまる日記 下僕 角川書店

721/Go 『一遍聖絵』の世界 五味文彦 吉川弘文館

778/E 新海誠の世界 : 時空を超えて響きあう魂のゆくえ 榎本正樹 KADOKAWA

809/Shi 暗号解読 (上) サイモン・シン 新潮社

809/Shi 暗号解読 (下) サイモン・シン 新潮社

910/I 夜中の電話 : 父・井上ひさし最後の言葉 井上麻矢 集英社

913/A この橋をわたって 新井素子 新潮社

913/A 同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬 早川書房

913/I ジグソーパズル48 乾くるみ 双葉社

913/I 塞王の楯 今村翔吾 集英社

913/I 夜は不思議などうぶつえん 石田祥 双葉社

913/I あちらにいる鬼 井上荒野 朝日新聞出版

913/I いつかの冬、終わらない君へ いぬじゅん ポプラ社

913/Ka 水底図書館 : ダ・ヴィンチの手稿 金子ユミ ポプラ社

913/Ka 神曲 川村元気 新潮社

913/Ko 君の名前の横顔 河野裕 ポプラ社

913/Ku エースの遺言 久和間拓 双葉社

913/Sa 君が落とした青空 櫻いいよ スターツ出版

913/Sa 図書室の神様たち 櫻いいよ 小学館

913/Shi 海に願いを 風に祈りを そして君に誓いを 汐見夏衛 スターツ出版

913/Shi 明日の世界が君に優しくありますように 汐見夏衛 スターツ出版

■６類　産業

■８類　言語

■９類　文学

■７類　芸術



NO.4

書名 著者 出版社請求記号

913/Shi 後宮の烏 白川紺子 集英社

913/Su ブラックボックス 砂川文次 講談社

913/Chi 真夜中のマリオネット 知念実希人 集英社

913/Tsu トリカゴ 辻堂ゆめ 東京創元社

913/Na 特許やぶりの女王 南原詠 宝島社

913/Na ペンギンのバタフライ 中山智幸 PHP研究所

913/Ni コミュ障探偵の地味すぎる事件簿 似鳥鶏 KADOKAWA

913/Ha 丘の上の賢人 : 旅屋おかえり 原田マハ 集英社

913/Hi 桜 : 文豪怪談ライバルズ! 東雅夫 筑摩書房

913/Ma 1R1分34秒 町屋良平 新潮社

913/Ma 星を掬う 町田そのこ 中央公論新社

913/Mi N (エヌ) 道尾秀介 集英社

913/Mo 満月珈琲店の星詠み 望月麻衣 文藝春秋

914/Su ひとまず上出来 ジェーン・スー 文藝春秋

914/Na ここに物語が 梨木香歩 新潮社

914/Wa 悲しみの秘義 若松英輔 文藝春秋

915/Mu 正訳紫式部日記 : 本文対照 紫式部 勉誠出版

923/Li 火守 劉慈欣 KADOKAWA

933/Bu 短編画廊 : 絵から生まれた17の物語 ローレンス・ブロック 岩波書店

933/Chr クリスマスの殺人 : クリスティー傑作選 アガサ・クリスティー 早川書房

933/U 通い猫アルフィーの贈り物 レイチェル・ウェルズ ハーパーコリンズ・ジャパン

934/So 森の生活 : ウォールデン　上 H. D. ソロー 岩波書店

934/So 森の生活 : ウォールデン　下 H. D. ソロー 岩波書店


