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1 未来技術の倫理 : 人工知能・ロボット・サイボーグ 河島茂生著 勁草書房 2020.12

2
共鳴する未来 : データ革命で生み出すこれからの世界 (河出新

書:020)
宮田裕章著 河出書房新社 2020.9

3
中国のITは新型コロナウイルスにどのように反撃したのか? : 中国

式災害対策技術読本 (星海社新書:165)
山谷剛史著 星海社/講談社(発売) 2020.8

4
プロ司書の検索術 : 「本当に欲しかった情報」の見つけ方 (図書館

サポートフォーラムシリーズ)
入矢玲子著 日外アソシエーツ 2020.10

5
ヒトの言葉機械の言葉 : 「人工知能と話す」以前の言語学 (角川新

書:[K-339])
川添愛 [著] KADOKAWA 2020.11

6
読む文化をハックする : 読むことを嫌いにする国語の授業に意味

があるのか?

ジェラルド・ドーソン[著]/

山元隆春, 中井悠加, 吉田新一郎訳
新評論 2021.1

7 絵本で世界を学ぼう! 吉井潤, 柏原寛一著 青弓社 2020.7

8 お金は「教養」で儲けなさい (朝日文庫:[か68-2]) 加谷珪一著 朝日新聞出版 2021.1

9 歪んだ名画 : 美術ミステリーアンソロジー (朝日文庫:[せ11-1]) 赤江瀑 [ほか] 著/千街晶之編 朝日新聞出版 2021.1

10
きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける : 「言葉の仕組み」と「助

詞の使い方」がわかれば (朝日文庫)
前田安正著 朝日新聞出版 2020.5

11 京大総長、ゴリラから生き方を学ぶ (朝日文庫:[や44-1]) 山極寿一著 朝日新聞出版 2020.5

12 テーマ別だから理解が深まる日本史 (朝日文庫:や47-1)

山岸良二監修/

かみゆ歴史編集部編/

朝日新聞出版編著

朝日新聞出版 2020.12

13 若い読者のための短編小説案内 (文春文庫:[む-5-7]) 村上春樹著 文藝春秋 2004.10

14 キャッシュレス国家 : 「中国新経済」の光と影 (文春新書:1213) 西村友作著 文藝春秋 2019.4

15 コロナ後の世界 (文春新書:1271)
ジャレド・ダイアモンド [ほか著]/

大野和基編
文藝春秋 2020.7

16 B級グルメで世界一周 (ちくま文庫:[し9-13]) 東海林さだお著 筑摩書房 2021.1

17 必ず食える1%の人になる方法 (ちくま文庫:[ふ29-15]) 藤原和博著 筑摩書房 2020.6

18 21世紀を生きるための社会学の教科書 (ちくま学芸文庫:[フ45-1]) ケン・プラマー著 筑摩書房 2021.1

19 学力格差を克服する (ちくま新書:1511) 志水宏吉著 筑摩書房 2020.8

20 「わかる」とはどういうことか : 認識の脳科学 (ちくま新書:339) 山鳥重著 筑摩書房 2002.4

21 AI倫理 : 人工知能は「責任」をとれるのか (中公新書ラクレ:667) 西垣通, 河島茂生著 中央公論新社 2019.9

22
コロナ後の教育へ : オックスフォードからの提唱 (中公新書ラク

レ:708)
苅谷剛彦著 中央公論新社 2020.12

23
旅に出る時ほほえみを (白水Uブックス:228. 海外小説 : 永遠の本

棚)

ナターリヤ・ソコローワ著/

草鹿外吉訳
白水社 2020.1

24
日本マンガ全史 : 「鳥獣戯画」から「鬼滅の刃」まで (平凡社新

書:944)
澤村修治著 平凡社 2020.6

25 英語独習法 (岩波新書:新赤版 1860) 今井むつみ著 岩波書店 2020.12
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26
神々と人間のエジプト神話 : 魔法・冒険・復讐の物語 (歴史文化ラ

イブラリー:517)
大城道則著 吉川弘文館 2021.2

27 星の王子さま (新潮文庫:7929, サ-1-3)
サン=テグジュペリ [著]/

河野万里子訳
新潮社 2006.4

28 人生のレシピ : 哲学の扉の向こう 神崎繁著 岩波書店 2020.10

29 まったくゼロからの論理学 野矢茂樹[著] 岩波書店 2020.2

30 死者と菩薩の倫理学 (冥顕の哲学:1) 末木文美士著 ぷねうま舎 2018.11

31 現代心理学入門 磯崎三喜年 [ほか] 著 ナカニシヤ出版 2020.4

32 本心は顔より声に出る : 感情表出と日本人 重野純著 新曜社 2020.10

33 多様な人生のかたちに迫る発達心理学 川島大輔 [ほか] 編 ナカニシヤ出版 2020.3

34
やっぱり、それでいい。 : 人の話を聞くストレスが自分の癒しに

変わる方法
細川貂々, 水島広子著 創元社 2018.11

35 地図で見る世界の宗教
ティム・ダウリー著/

蔵持不三也訳
柊風舎 2020.3

36 世界の神話と英雄大図鑑
フィリップ・ウィルキンソン著/

寺西のぶ子, 矢倉美登里, 伊藤理子訳
河出書房新社 2020.10

37 現代イスラームの徒然草
アフマド・アミーン原著/

水谷周編訳
国書刊行会 2020.11

38 復活の丘マリアが見守る浦上の受難 智書房/星雲社 (発売) [2017.3]

39 天使と人の文化史
ピーター・スタンフォード著/

白須清美訳
原書房 2020.8

40 潜伏キリシタン図譜 五野井隆史監修

潜伏キリシタン図譜プロジェク

ト実行委員会/かまくら春秋社

(発売)

2021.1

41 金融が解る世界の歴史 藤田勉, 幸田博人著
金融財政事情研究会/きんざい

(発売)
2020.12

42 世界を変えた100のスピーチ 上
コリン・ソルター著/

大間知知子訳
原書房 2020.9

43 聖徳太子は長屋王である : 冤罪「王の変」と再建法隆寺 木村勲著 国書刊行会 2020.12

44 朝日動画社 : ニュース映画と朝日新聞 1 朝日新聞社 c2013

45 世界は女性が変えてきた : 夢をつないだ84人の勇者たち

ケイト・ホッジス著/

サラ・パップワースイラスト/

西川知佐訳

東京書籍 2020.9

46
第三の性「X」への道 : 男でも女でもない、ノンバイナリーとして

生きる

ジェマ・ヒッキー著/

上田勢子訳
明石書店 2020.12

47
パリの日々 : 言語哲学者の休暇、あるいは字幕翻訳者のプロロー

グ
丸山直子, 丸山垂穂著 三修社 2020.6

48 フランス語っぽい日々 じゃんぽ～る西, カリン西村著 白水社 2020.10

49
デジタル革命で機械の奴隷にならない生き方 : ディストピアを超

えて現代のユートピアへ

R.D.プレヒト [著]/

美濃口坦訳
日本評論社 2021.1

50 国際文化交流を実践する 国際交流基金編 白水社 2020.12
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51 戦争と平和を考えるNHKドキュメンタリー 日本平和学会編 法律文化社 2020.10

52 「法のカタチ」から考える法学の基礎 西田真之著 ミネルヴァ書房 2020.12

53 ミャンマーの法と開発 : 変動する社会経済と法整備の課題 金子由芳著 晃洋書房 2018.11

54 コロナの憲法学 大林啓吾編 弘文堂 2021.3

55 ナッジ!? : 自由でおせっかいなリバタリアン・パターナリズム 那須耕介, 橋本努編著 勁草書房 2020.5

56
プレゼンテーション入門 : 学生のためのプレゼン上達術 (アカデ

ミック・スキルズ)

大出敦編著/

直江健介著
慶應義塾大学出版会 2020.8

57 BLの教科書
堀あきこ, 守如子編/

堀あきこ [ほか執筆]
有斐閣 2020.7

58
大学で学ぶゾンビ学 : 人はなぜゾンビに惹かれるのか (扶桑社新

書:330)
岡本健著 扶桑社 2020.5

59 ランキング : 私たちはなぜ順位が気になるのか?
ペーテル・エールディ著/

高見典和訳
日本評論社 2020.12

60
主婦を問い直した女性たち : 投稿誌『わいふ/Wife』の軌跡にみる

戦後フェミニズム運動
池松玲子著 勁草書房 2020.12

61 世界のひきこもり : 地下茎コスモポリタニズムの出現 ぼそっと池井多著 寿郎社 2020.10

62
なぜ「ごんぎつね」は定番教材になったのか : 国語教師のための

「ごんぎつね」入門
鶴田清司著 明治図書出版 2020.3

63
大学のゼミから広がるキャリア : 構成主義に基づく「自分探し」

の学習環境デザイン
山本良太, 岩﨑千晶, 岸磨貴子編著 北大路書房 2020.2

64
常ならざる音 : 耳を通して異界とつながる (みんぱく映像民族誌:

第36集)
国立民族学博物館撮影・製作 国立民族学博物館

2020.3,

c2020

65 装い・服飾用語事典 : イラスト入り

アレックス・ニューマン著/

ザッキー・シャリフイラスト/

村田綾子訳

柊風舎 2020.8

66 国別世界食文化ハンドブック
ヘレン・C・ブリティン著/

小川昭子, 海輪由香子, 八坂ありさ訳
柊風舎 2019.3

67 ナマハゲを知る事典 稲雄次著 柊風舎 2019.12

68 世界ことわざ比較辞典 日本ことわざ文化学会編 岩波書店 2020.3

69 世界珍虫図鑑 改訂版 川上洋一著 柏書房 2007.6

70
「はやぶさ2」が舞い降りた日々 : 新「喜・怒・哀・楽の宇宙日

記」
的川泰宣著 勉誠出版 2020.12

71 イヌの博物図鑑
アーダーム・ミクローシ編/

小林朋則訳
原書房 2019.2

72 ネコの博物図鑑
サラ・ブラウン著/

角敦子訳
原書房 2020.11

73 仏教美術事典 中村元, 久野健監修 東京書籍 2002.7

74 カルティエ、時の結晶 国立新美術館, 日本経済新聞社編集 日本経済新聞社 c2019

75 ヒトはなぜ絵を描くのか 中原佑介編著 フィルムアート社 2001.7
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76 荒木飛呂彦原画展 : JoJo : 冒険の波紋 [Tokyo] 荒木飛呂彦著 集英社 2018.8-

77 スヌーピー1950～1952 (完全版ピーナッツ全集:1)
チャールズ・M.シュルツ著/

谷川俊太郎訳
河出書房新社 2020.4

78 ドラえもん論 : ラジカルな「弱さ」の思想 (Ele-king books) 杉田俊介著
Pヴァイン/日販アイ・ピー・エ

ス (発売)
2020.3

79
思い出のスケッチブック : 『クマのプーさん』挿絵画家が描く

ヴィクトリア朝ロンドン

E・H・シェパード著/

永島憲江訳
国書刊行会 2020.11

80 ピヨピヨスーパーマーケット 工藤ノリコ作 佼成出版社 2003.12

81 しろくまちゃんのほっとけーき : てんじつきさわるえほん 森比左志, わだよしおみ, 若山憲著 こぐま社 2009.7

82 ちょっとだけ (こどものとも絵本)
瀧村有子さく/

鈴木永子え
福音館書店 2007.11

83 ママとベビーのオルゴール 日本クラウン (発売) p1998

84 高畑勲をよむ : 文学とアニメーションの過去・現在・未来 中丸禎子 [ほか] 編著 三弥井書店 2020.4

85 落語の行間日本語の了見 重金敦之著 左右社 2020.11

86 春風亭一之輔十五夜 : 春風亭一之輔独演会 : DVD book DVD 春風亭一之輔 [出演] 小学館 2019.12

87
24式太極拳対練 : 単練と対練は車の両輪の如し : 相互修練が上達

への王道
増田勝, 増田文子監修・実演・指導 クエスト [2017.11]

88 英語でロジカル・シンキング 遠田和子著 研究社 2020.7

89 コミュニケーションと言語におけるキャラ 定延利之著 三省堂 2020.6

90
漢字・言葉遣い・外国人と日本語 (世論調査報告書. 国語に関する

世論調査:令和元年度)
文化庁国語課 [編] ぎょうせい 2020.10

91 新敬語「マジヤバイっす」 : 社会言語学の視点から 中村桃子著 白澤社/現代書館 (発売) 2020.3

92 大学1年生の君が、はじめてレポートを書くまで。 川崎昌平著 ミネルヴァ書房 2020.4

93 レポート・論文をさらによくする「引用」ガイド 佐渡島紗織 [ほか] 著 大修館書店 2020.6

94 ネット時代の手紙学 宮田穣著 北樹出版 2019.7

95
英語とつきあうための50の問い : 英語を学ぶ・教える前に知って

おきたいこと
田中富士美, 野沢恵美子編著 明石書店 2020.3

96 現代日本の場面設定辞典 ライブ編著 カンゼン 2018.12

97 文学効能事典 : あなたの悩みに効く小説
エラ・バーサド, スーザン・エルダキン著/

金原瑞人, 石田文子訳
フィルムアート社 2017.6

98 図鑑世界の文学者
ピーター・ヒューム監修/

齋藤孝日本語版監修
東京書籍 2019.8

99 てにをは俳句・短歌辞典 阿部正子編 三省堂 2020.9

100 美しく着ることは、美しく暮すこと (花森安治選集:1) 花森安治著 暮しの手帖社 2020.5
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