
書名 著　者 出版社

学校図書館をハックする　学びのハブになるための10の方法 クリスティーナ・A.ホルズワイス, ストーニー・エヴァンス [著]　松田ユリ子, 桑田てるみ, 吉田新一郎 訳新評論

朝日新聞報道写真集　２０２１ 朝日新聞社∥編 朝日新聞社

はじめてのニュース・リテラシー 白戸圭一 著 筑摩書房

16歳からの相対性理論　アインシュタインに挑む夏休み 佐宮圭 著　松浦壮 監修 筑摩書房

「自分らしさ」と日本語 中村桃子 著 筑摩書房

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 著 筑摩書房

高校生からの韓国語入門 稲川右樹 著 筑摩書房

ガウディ 鳥居徳敏 著 筑摩書房

勉強する気はなぜ起こらないのか 外山美樹 著 筑摩書房

問う方法・考える方法　「探究型の学習」のために 河野哲也 著 筑摩書房

みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT 遠藤まめた 著 筑摩書房

壊れた脳と生きる　高次脳機能障害「名もなき苦しみ」の理解と支援 鈴木大介, 鈴木匡子 著 筑摩書房

死者と霊性　近代を問い直す 末木文美士 編 岩波書店

ブッダが説いた幸せな生き方 今枝由郎 著 岩波書店

東南アジア史10講 古田元夫 著 岩波書店

ユーゴスラヴィア現代史 柴宜弘 著 岩波書店

ネルソン・マンデラ　分断を超える現実主義者 堀内隆行 著 岩波書店

サードドア　精神的資産のふやし方 アレックス・バナヤン 著　大田黒奉之 訳 東洋経済新報社

なるほど知図帳世界　2021 昭文社

「オピニオン」の政治思想史　国家を問い直す 堤林剣, 堤林恵 著 岩波書店

日韓関係史 木宮正史 著 岩波書店

おとめ六法 上谷さくら, 岸本学 著　Caho イラスト KADOKAWA

高校生からの法学入門 Introduction to Law for Young Readers 中央大学法学部 編 中央大学出版部

やさしいことばで日本国憲法　新訳条文+英文憲法+憲法全文　For Peace-Loving People 池田香代子 訳　C.ダグラス・ラミス 監修・解説マガジンハウス

憲法主義　条文には書かれていない本質 内山奈月, 南野森 著 PHP研究所

少年法入門 廣瀬健二 著 岩波書店

日本経済図説 宮崎勇, 本庄真, 田谷禎三 著岩波書店

SDGsが生み出す未来のビジネス SDGs:for Future Business 水野雅弘, 原裕 著 インプレス

SDGs入門 村上芽, 渡辺珠子 日本経済新聞出版社

やるべきことがすぐわかる!SDGs実践入門　中小企業経営者&担当者が知っておくべき85の原則 泉貴嗣 著 技術評論社

クオンタム思考 Quantum Thinking　テクノロジーとビジネスの未来に先回りする新しい思考法 村上憲郎 著 日経BP

幸せな会社の作り方 How to make a well-being company　SDGs時代のウェルビーイング経営の教科書 本田幸大 著 扶桑社

世界国勢図会　２０２１／２２年版　世界がわかるデータブック 矢野恒太記念会∥編 矢野恒太記念会

ふれる社会学 Tracing the Outline of Society ケイン樹里安, 上原健太郎 編著北樹出版

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

異文化コミュニケーション学 鳥飼玖美子 著 岩波書店

図解自分の気持ちをきちんと〈伝える〉技術　人間関係がラクになる自己カウンセリングのすすめ 平木典子 著 PHP研究所

弁理士になるには 藤井久子 著 ぺりかん社

国際学部　中高生のための学部選びガイド 三井綾子 著 ぺりかん社

経済学部　中高生のための学部選びガイド 山下久猛 著 ぺりかん社

会社で働く　製品開発ストーリーから職種を学ぶ! 松井大助 著 ぺりかん社

社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中英樹, 菱沼幹男 編著 ぺりかん社

環境専門家になるには 小熊みどり 著 ぺりかん社

アプリケーションエンジニアになるには 小杉眞紀, 吉田真奈, 山田幸彦 著 ぺりかん社

農学部　中高生のための学部選びガイド 佐藤成美 著 ぺりかん社

弁護士になるには 飯島一孝 著 ぺりかん社

大人は知らない今ない仕事図鑑100 澤井智毅 監修　上村彰子, 「今ない仕事」取材班 構成・文　ボビコ 漫画・イラスト講談社

5分でわかる10年後の自分2030年のハローワーク 図子慧 著 KADOKAWA

チャリティの帝国　もうひとつのイギリス近現代史 金澤周作 著 岩波書店

解説教育六法 Compendium of Japanese Law on Education　2021 解説教育六法編修委員会 編 三省堂

大学は何処へ　未来への設計 吉見俊哉 著 岩波書店

もがいて、もがいて、古生物学者!!　みんなが恐竜博士になれるわけじゃないから 木村由莉 著 ブックマン社

煮干しの解剖教室 小林眞理子 文　泉田謙 写真　こばやしちひろ 絵仮説社

法医学者の使命　「人の死を生かす」ために 吉田謙一 著 岩波書店

科学的に元気になる方法集めました 堀田秀吾 [著] 文響社

捨てられる食べものたち　食品ロス問題がわかる本 井出留美 著　matsu 絵 旬報社

グリーン・ニューディール　世界を動かすガバニング・アジェンダ 明日香壽川 著 岩波書店

好循環のまちづくり! 枝廣淳子 著 岩波書店

2021年度前半は以下の
ような本が入っています。

2021年度 秋
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モダン語の世界へ　流行語で探る近現代 山室信一 著 岩波書店

森鷗外の現代小説　不平等のなかの対等 原貴子 花鳥社

万葉集に出会う 大谷雅夫 著 岩波書店

はつなつみずうみ分光器　after 2000現代短歌クロニクル 瀬戸夏子 著 左右社

短歌タイムカプセル 東直子, 佐藤弓生, 千葉聡 編著 書肆侃侃房

桜前線開架宣言　Born after 1970現代短歌日本代表 山田航 編著 左右社

大岡信　架橋する詩人 大井浩一 著 岩波書店

源氏物語を読む 高木和子 著 岩波書店

雲を紡ぐ 伊吹有喜 著 文藝春秋

晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井あめ 著 講談社

わたしの美しい庭 凪良ゆう 著 ポプラ社

天声人語　ＶＯＬ．２０５（２０２1夏）　英文対照　朝日新聞 朝日新聞論説委員室∥編，国際発信部∥訳 原書房

三体　3[上] 劉慈欣 著 早川書房

三体　3[下] 劉慈欣 著 早川書房

ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ 作　もりうちすみこ 訳小学館

グッバイ、コロンバス フィリップ・ロス 著　中川五郎 訳 朝日出版社

『失われた時を求めて』への招待 吉川一義 著 岩波書店

烏に単は似合わない 阿部智里 著 文藝春秋

烏は主を選ばない 阿部智里 著 文藝春秋

黄金(きん)の烏 阿部智里 著 文藝春秋

空棺の烏 阿部智里 著 文藝春秋

玉依姫 阿部智里 著 文藝春秋

弥栄の烏 阿部智里 著 文藝春秋

烏百花　蛍の章 阿部智里 著 文藝春秋

アインシュタイン方程式を読んだら「宇宙」が見えた　ガチンコ相対性理論 深川峻太郎 著 講談社

理系女性の人生設計ガイド　自分を生かす仕事と生き方 大隅典子, 大島まり, 山本佳世子 著講談社

四角形の七不思議　いちばん身近な図形の深遠な世界 細矢治夫 著 講談社

スペース・コロニー宇宙で暮らす方法 向井千秋 監修・著　東京理科大学スペース・コロニー研究センター 編・著講談社

爆発する宇宙　138億年の宇宙進化 戸谷友則 著 講談社

論理パズル100　世界の名作から現代の良問まで 小野田博一 著 講談社

円周率πの世界　数学を進化させた「魅惑の数」のすべて 柳谷晃 著 講談社

多様体とは何か　空間と次元から学ぶ現代科学の基礎概念 小笠英志 著 講談社

はじめての機械学習　中学数学でわかるAIのエッセンス 田口善弘 著 講談社

宇宙人と出会う前に読む本　全宇宙で共通の教養を身につけよう 高水裕一 著 講談社

大学入試数学不朽の名問100　大人のための"数学腕試し" 鈴木貫太郎 著 講談社

インド洋日本の気候を支配する謎の大海 蒲生俊敬 著 講談社

食べる時間でこんなに変わる時間栄養学入門　体内時計が左右する肥満、老化、生活習慣病 柴田重信 著 講談社

数学とはどんな学問か?　数学嫌いのための数学入門 津田一郎 著 講談社

カラー図解アメリカ版新・大学生物学の教科書　第3巻 D・サダヴァ 他著　石崎泰樹, 中村千春 監訳・翻訳　小松佳代子 訳講談社

新・百人一首　近現代短歌ベスト100 岡井隆, 馬場あき子, 永田和宏, 穂村弘 選文藝春秋

過去は死なない　メディア・記憶・歴史 テッサ・モーリス-スズキ [著]　田代泰子 訳岩波書店

深掘り!中学数学　教科書に書かれていない数学の話 坂間千秋 著 岩波書店

ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検 盛口満 著 岩波書店

はじめての哲学 藤田正勝 著 岩波書店

食べものから学ぶ世界史　人も自然も壊さない経済とは? 平賀緑 著 岩波書店

確かめてナットク!物理の法則 ジョー・ヘルマンス [著]　村岡克紀 訳 岩波書店

国語をめぐる冒険 渡部泰明, 平野多恵, 出口智之, 田中洋美, 仲島ひとみ 著岩波書店

ブロードキャスト 湊かなえ [著] KADOKAWA

徳川家康　時々を生き抜いた男 藤井讓治 著 山川出版社

かがみの孤城　上 辻村深月 [著] ポプラ社

かがみの孤城　下 辻村深月 [著] ポプラ社

世界と日本の地理の謎を解く 水野一晴 著 PHP研究所

中国vs.世界　呑まれる国、抗う国 安田峰俊 著 PHP研究所

NATOの教訓　世界最強の軍事同盟と日本が手を結んだら グレンコ・アンドリー 著 PHP研究所

教師と学校の失敗学　なぜ変化に対応できないのか 妹尾昌俊 著 PHP研究所

同調圧力の正体 太田肇 著 PHP研究所

子どもの発達格差　将来を左右する要因は何か 森口佑介 著 PHP研究所

決断力　誰もが納得する結論の導き方 橋下徹 著 PHP研究所

特攻隊員と大刀洗飛行場　四人の証言 安部龍太郎 著 PHP研究所

日本陸海軍、失敗の研究 歴史街道編集部 編 PHP研究所

韓国の行動原理 小倉紀蔵 著 PHP研究所

緒方竹虎と日本のインテリジェンス　情報なき国家は敗北する 江崎道朗 著 PHP研究所

海洋の日本古代史 関裕二 著 PHP研究所
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脱GHQ史観の経済学　エコノミストはいまでもマッカーサーに支配されている 田中秀臣 著 PHP研究所

京大おどろきのウイルス学講義 宮沢孝幸 著 PHP研究所

京都力　人を魅了する力の正体 柏井壽 著 PHP研究所

自由の奪還　全体主義、非科学の暴走を止められるか アンデシュ・ハンセン, ロルフ・ドベリ, ジャック・アタリ, ネイサン・シュナイダー, ダニエル・コーエン, ダグラス・マレー, サミュエル・ウーリー, ターリ・シャーロット, スティーヴン・マーフィ重松 著　大野和基 インタビュー・編PHP研究所

「性」の進化論講義　生物史を変えたオスとメスの謎 更科功 著 PHP研究所

自由と成長の経済学　「人新世」と「脱成長コミュニズム」の罠 柿埜真吾 著 PHP研究所

日本を前に進める 河野太郎 著 PHP研究所

美貌のひと　2 中野京子 著 PHP研究所

マンガで読む小さいことにくよくよするな! リチャード・カールソン 原作　小沢瑞穂 訳　マツカワチカコ 作画サンマーク出版

謹訳源氏物語　9 [紫式部] [著]　林望 著 祥伝社

謹訳源氏物語　10 [紫式部] [著]　林望 著 祥伝社


