
「東大生が選んだ本 2022 Spring」展示図書リスト 

 

総合図書館本館 3 階ホールで、特設展示「東大生が選んだ本 2022 Spring」を開催しています（期間：

2022 年 2月 21日（月）から 5 月 31日（火）まで）。2021 年秋冬の新刊を中心に、総合図書館ジュニア・ス

タッフが選んだ本を購入し、展示しています。 

このリストには、実際に展示している図書を掲載しています。タイトルをクリックすれば、東京大学 OPAC

の資料詳細ページを見ることができます。 

特におすすめの本については、ジュニア・スタッフが紹介文を書いています。（このリストで★マークを

つけている資料です。）紹介文は総合図書館のブクログに掲載されていますので、ぜひご覧ください。 

総合図書館ブクログ「Shelf of UTokyo General Library」：https://booklog.jp/users/utokyogenlib 

 

請求記号 書名 著者名 出版社 出版年 

002.7:I74 
★卒論・修論研究の攻略本 : 有意義な研究室生活を

送るための実践ガイド 
石原 尚 森北出版 2021.10 

007.1:Ts42 
フェイクとの闘い : 暗号学者が見た大戦からコロナ

禍まで 

辻井 重男 コトニ社 2021.9 

007.35:W46 デジタルプラットフォームの法律問題と実務 渡邊 涼介 青林書院 2021.9 

007.6:O97 
データサイエンスの考え方 : 社会に役立つ AI×デー

タ活用のために 

小澤 誠一 オーム社 2021.11 

007.6:Sh66 
データサイエンスの無駄遣い : 日常の些細な出来事

を真面目に分析する 

篠田 裕之 翔泳社 2021.10 

019.5:Sa25 子ども、本、祈り 斎藤 惇夫 教文館 2021.9 

100:To17 哲学入門 戸田山 和久 筑摩書房 2014.3 

146.1:O76 

個性化における「私」と「身体」 : アニメ映画『Ghost 

in the shell/攻殻機動隊』と『イノセンス』の分析を

通じて 

齋藤 眞 創元社 2021.11 

162:Ta87 諸宗教の歩み : 事実と本質のあいだで 谷口 静浩 晃洋書房 2021.10 

172:Sh87 神社の成立と展開 白山 芳太郎 富山房企畫 2021.11 

204:G16 新・歴史遊学 : 覚える歴史学から考える歴史学へ 

学習院大学文学部史学

科 
山川出版社 2021.10 

209.2:C25 
人類の歴史をつくった 17の大発見 : 先史時代の名も

なき天才たち 

Cassidy Cody 河出書房新社 2021.11 

210.4:Ku53 日本中世社会と村住人 蔵持 重裕 勉誠出版 2021.9 

223.1:H98 ベトナム : ドイモイと権力 Huy Đức めこん 2021.5 

233.07:O92 夕闇の時代 : 大戦間期のイギリスの逆説 Overy R. J.  
九州大学出版

会 
2021.9 

234.07:Sc1 
あるヒトラーユーゲント団員の日記 1928-35 : 「総統

に仕えた」青年シャルの軌跡 

Schall Franz Albrecht 白水社 2021.10 

236.07:St3 スペイン内戦と国際旅団 : ユダヤ人兵士の回想 Stein Sygmunt みすず書房 2021.7 

289.1:Ta29 戦後革新の墓碑銘 中北 浩爾 旬報社 2021.12 

289.2:H81 彭明敏 : 蔣介石と闘った台湾人 近藤 伸二 白水社 2021.5 

289.3:H99 ヒュパティア : 後期ローマ帝国の女性知識人 Watts Edward Jay  白水社 2021.11 

289.3:J86 秘密の戦争 : 共産主義と東欧の 20 世紀 Snyder Timothy 
慶應義塾大学

出版会 
2021.11 

290.1:U47 みわたす・つなげる人文地理学 上杉 和央 古今書院 2021.11 

291.3:Ts93 利根川民俗誌 : 日本人の原風景を歩く 筒井 功 河出書房新社 2021.9 

304:Kr9 
★グッド・アンセスター : わたしたちは「よき祖先」

になれるか 
Krznaric Roman あすなろ書房 2021.9 
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309.33:G76 
グラムシ「未完の市民社会論」の探究 : 『獄中ノー

ト』と現代 

松田 博 あけび書房 2021.12 

312.22:G65 香港失政の軌跡 : 市場原理妄信が招いた社会の歪み Goodstadt Leo F. 白桃書房 2021.10 

312.22:Y24 毛沢東の強国化戦略 1949-1976 山口 信治 
慶應義塾大学

出版会 
2021.10 

312.27:Ku72 
戦争の記憶と国家 : 帰還兵が見た殉教と忘却の現代

イラン 

黒田 賢治 世界思想社 2021.9 

316.2:Sh36 日本の宗教と政治 : ふたつの「国体」をめぐって 島田 裕巳 千倉書房 2021.11 

316.85:I94 
自由と解放を求める人びと : アメリカ黒人の闘争と

多面的な連携の歴史 

岩本 裕子 彩流社 2021.11 

318.26:Ko84 
公民連携まちづくりの実践 : 公共資産の活用とスマ

ートシティ 

越 直美 学芸出版社 2021.9 

318.34:A53 地方公務員の給与システムに関する研究 青木 隆 日本評論社 2021.12 

318.9:O91 
世界に学ぶ地域自治 : コミュニティ再生のしくみと

実践 

大内 田鶴子 学芸出版社 2021.8 

319.1:Ka86 日米の絆 : 元駐米大使加藤良三回顧録 加藤 良三 吉田書店 2021.7 

320.4:H81:18 戦争と占領の法文化 出口 雄一 国際書院 2021.1 

323.01:Ko12 
情報社会の憲法学 : 情報プライバシー・データマイ

ニング・司法 

小林 直三 学文社 2021.9 

329.26:Ko99 世界の宇宙ビジネス法 小塚 荘一郎 商事法務 2021.10 

331.19:Sa29 
メカニズムデザインで勝つ : ミクロ経済学のビジネ

ス活用 

坂井 豊貴 

日経 BP 日本経

済新聞出版本

部 

2020.8 

331.76:C85 J.R.コモンズの制度的経済学 柴田 徳太郎 
日本経済評論

社 
2021.10 

331.84:H11 
マーケットデザイン : オークションとマッチングの

理論・実践 

Haeringer Guillaume 中央経済社 2020.3 

331:Ma51 
アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か? : これから

の経済と女性の話 

Marçal Katrine 河出書房新社 2021.11 

333.6:Sa46 バブルの経済理論 : 低金利、長期停滞、金融劣化 櫻川 昌哉 

日経 BP 日本経

済新聞出版本

部 

2021.5 

333.8:P21 
パンデミック時代の SDGs と国際貢献 : 2030 年のゴ

ールに向けて 

北脇 秀敏 朝倉書店 2021.11 

334.45:Ka92 カナダにおける日本人水産移民の歴史地理学研究 河原 典史 古今書院 2021.3 

335.13:H36 SDGs とパーパスで読み解く責任経営の系譜 長谷川 直哉 文眞堂 2021.5 

335.4:N37 コーポレートガバナンス・コードの読み方・考え方 中村 直人 商事法務 2021.9 

335.5:N45 
グローバル・ガバナンス・コンプライアンス : 海外

進出前のデザインから進出後の対応まで 

中山 達樹 中央経済社 2021.10 

335.58:Ki46 韓国財閥と政治 : 大宇を事例として 木下 奈津紀 成文堂 2021.8 

336.42:Y97 日本的ジョブ型雇用 湯元 健治 

日経 BP 日本経

済新聞出版本

部 

2021.11 

345.12:N46 金融取引の課税 中里 実 税務経理協会 2021.10 

361.45:L97 
リスクコミュニケーション標準マニュアル : 「不都

合な事実」をどう発信し、理解を得るか 

Lundgren Regina E.  福村出版 2021.10 

361.5:Sa99 世界を物語として生きるために さやわか 青土社 2021.3 

361.8:W46 
★マイクロアグレッションを吹っ飛ばせ : やさしく

学ぶ人権の話 
渡辺 雅之 高文研 2021.11 

366.21:A12 
地域で暮らせる雇用 : 地方圏の若者のキャリアを考

える 

阿部 誠 旬報社 2021.9 

366.29:N42 
若者の曖昧な進路選択とキャリア形成 : とりあえず

志向の実証的探究 

中嶌 剛 晃洋書房 2021.9 

367.1:I76 ★もう空気なんて読まない 石川 優実 河出書房新社 2021.11 

367.21:Sh69 
女性の生きづらさとジェンダー : 「片隅」の言葉と

向き合う心理学 

心理科学研究会 有斐閣 2021.11 
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367.9:Ky5 

性的マイノリティサポートブック : 自治体、小中高

大学など教育機関、企業の相談窓口にかかわる方の必

携書 

共生会 SHOWA かもがわ出版 2021.11 

367.98:D46 
男の子みたいな女の子じゃいけないの? : トムボー

イの過去、現在、未来 

Davis Lisa Selin 原書房 2021.10 

368.61:H24 決闘のヨーロッパ史 浜本 隆志 河出書房新社 2021.9 

368.64:B77 男子という闇 : 少年をいかに性暴力から守るか Brown Emma 明石書店 2021.11 

368.64:G96 
ノーベル文学賞が消えた日 : スウェーデンの#MeToo

運動、女性たちの闘い 

Gustavsson Matilda 

Voss 
平凡社 2021.9 

369.11:N23 
包括的な支援体制のガバナンス : 実践と政策をつな

ぐ市町村福祉行政の展開 

永田 祐 有斐閣 2021.9 

369.3:H36 社会福祉・医療従事者のための災害福祉論 長谷川 洋昭 学文社 2021.9 

375.2:Mi27 日本の体罰 : 学校とスポーツの人類学 Miller Aaron L.  共和国 2021.6 

376.14:Ma66 
乳幼児事故の判例と実務 : 教育・保育施設等におけ

るリスクと法的責任 

升田 純 民事法研究会 2021.10 

377.15:D16 
★コロナ禍で学生はどう学んでいたのか : 質的研究

によって明らかになった実態 
大学教育学会 

ジアース教育

新社 
2021.10 

377.21:W42 岐路の前にいる君たちに : 鷲田清一式辞集 鷲田 清一 朝日出版社 2019.12 

378.2:Y89 ろうと手話 : やさしい日本語がひらく未来 吉開 章 筑摩書房 2021.11 

382.19:H55 沖縄からアジアが見える 比嘉 政夫 吉川弘文館 2021.11 

383.88:Sa11 世界のティータイムの歴史 : ヴィジュアル版 Saberi Helen 原書房 2021.11 

386.19:W47 悪石島民俗誌 : 村落祭祀の世界観 渡山 恵子 南方新社 2021.3 

386:Mo39 
図説クリスマス全史 : 起源・慣習から世界の祝祭と

なるまで 

Moore Tara 原書房 2021.11 

393:W46 ★防衛外交とは何か : 平時における軍事力の役割 渡部恒雄,西田一平太編 勁草書房 2021.10 

393.21:Ta59 
在外邦人の保護・救出 : 朝鮮半島と台湾海峡有事へ

の対応 

武田 康裕 東信堂 2021.9 

404:W46 科学で大切なことは本と映画で学んだ 渡辺 政隆 みすず書房 2021.2 

411.3:St8 ストラング : 線形代数とデータサイエンス Strang Gilbert  近代科学社 2021.10 

413:H32 解析学基礎 = Basics of analysis 原岡 喜重 共立出版 2021.11 

417:Ma73 わかりやすい統計学 : データサイエンス基礎 松原 望 丸善出版 2021.11 

421.3:Ta88 ★量子力学 10 講 谷村 省吾 
名古屋大学出

版会 
2021.11 

425:Sa29 光の数理 左貝 潤一 コロナ社 2021.9 

426.3:P71 熱放射理論の講義 Planck Max  丸善出版 2021.10 

426.5:Ka22 相平衡の熱力学 : 熱力学体系の理解のために 梶原 正憲 コロナ社 2021.7 

431:E48 演習で学ぶ物理化学基礎の基礎 Elliott Joanne  化学同人 2021.9 

440.28:N59 ★女性と天文学 Nazé, Yaёl 恒星社厚生閣 2021.11 

440:C44 地球生命誕生の謎:カラー図解アストロバイオロジー Gargaud Muriel 西村書店 2021.6 

443.9:Ma21 宇宙の終わりに何が起こるのか Mack Katie 講談社 2021.9 

450.91:Ka37 地球科学者と巡るジオパーク日本列島 神沼 克伊 丸善出版 2021.8 

450:C44 地球大図鑑 倉本 圭 
ニュートンプ

レス 
2021.5 

450:N95 地球システムの検証 野中 道郎 
三省堂書店/創

英社 
2021.4 

450:Sh36 宇宙からの地球観測 : 地球物理量の計測原理 島田 政信 
東京電機大学

出版局 
2021.9 

451.5:Ko12 竜巻 : メカニズム・被害・身の守り方 小林 文明 成山堂書店 2021.11 

451.98:H51 世界の天変地異 : 本当にあった気象現象 Hedberg Martin 

日経ナショナ

ルジオグラフ

ィック社 

2021.6 
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451:Te36 天気と気象大図鑑 荒木 健太郎 
ニュートンプ

レス 
2021.7 

453.82:Ka37 あしたの火山学 : 地球のタイムスケールで考える 神沼 克伊 青土社 2021.11 

454:Ma79 ★地形学 = Geomorphology 松倉 公憲 朝倉書店 2021.9 

455.89:H48 
斜面崩壊・地すべり・土石流による土砂災害の発生構

造 

林 拙郎 技報堂出版 2021.5 

456.91:Ko39 楽しい地層図鑑 小白井 亮一 草思社 2021.11 

459:Ma73 図説鉱物の博物学 : 地球をつくる鉱物たち 松原 聰 秀和システム 2021.10 

459:Ma73 図説鉱物肉眼鑑定事典 松原 聰 秀和システム 2021.9 

462.19:To41 恵みの島 : 徳之島町史自然編 徳之島町誌編纂室 南方新社 2021.11 

464:St8 ストライヤー基礎生化学 Tymoczko John L.  東京化学同人 2021.11 

490.15:Ki39 
医療の外れで : 看護師のわたしが考えたマイノリテ

ィと差別のこと 

木村 映里 晶文社 2020.11 

491.37:I59 
自由エネルギー原理入門 : 知覚・行動・コミュニケ

ーションの計算理論 

乾 敏郎 岩波書店 2021.11 

493.8:Mu43 「感染」の社会史 : 科学と呪術のヨーロッパ近代 村上 宏昭 中央公論新社 2021.11 

498.5:W17 
食育共創論 : 地域密着と世代重視の実践から食の未

来を拓く 

若林 良和 筑波書房 2021.10 

498.6:Y42 コロナ戦記 : 医療現場と政治の 700 日 山岡 淳一郎 岩波書店 2021.11 

507:Ka62 科学・技術倫理とその方法 唐木田 健一 緑風出版 2021.10 

511.3:H32 
フーリエ変換と応用 : 地震動・ランダム波動場の解

析と数値計算法 

原田 隆典 現代図書 2021.9 

517.09:Ka23 
近 現 代 日 本 の 河 川 行 政  : 政 策 ・ 法 令 の 展

開:1868?2019 

梶原 健嗣 法律文化社 2021.9 

517.1:Sa64 水理学 : 試験対策から水理乱流現象のカラクリまで 山上 路生 コロナ社 2021.10 

518.54:F57 
ごみ収集とまちづくり : 清掃の現場から考える地方

自治 

藤井 誠一郎 朝日新聞出版 2021.8 

518.8:Ka94 都市計画 川上 光彦 森北出版 2021.11 

518.8:Ki74 未来都市はムラに近似する 北山 恒 彰国社 2021.3 

519.3:U77 大気環境モデリング 鵜野 伊津志 森北出版 2021.1 

519:W12 地球環境保全論 : 持続可能な社会をめざして 和田 武 創元社 2021.3 

523.13:To72 
都市建築 TOKYO : 超高層のあけぼのから都市再生前

夜まで 

都市建築 TOKYO 編集委

員会 
鹿島出版会 2021.9 

537:Su26 自動車の操縦安定性 : 運動性能の力学的理解 菅沢 深 コロナ社 2021.10 

543.5:Sa93 核災 10 年、福島からの声 : 原発・裁判・文学の記録 沢 正宏 
クロスカルチ

ャー出版 
2021.11 

547.1:D58 

ディジタル信号処理におけるシステム最適化技術 : 

基礎技術から音声・音響信号処理,産業応用と情報シ

ステムまで 

電気学会・ディジタル信

号処理システム最適化

技術調査専門委員会 

オーム社 2021.10 

548:Th8 
バーチャル・リアリティ百科 : 進化する VR の現在と

可能性 : ビジュアル版 

Thouvenin Indira 原書房 2021.10 

549.8:I57 「半導体」のことが一冊でまるごとわかる 井上 伸雄 ベレ出版 2021.11 

588.51:J86 醸造の事典 = Encyclopedia of jozo 北本 勝ひこ 朝倉書店 2021.6 

606.91:H38 EXPO'70 大阪万博の記憶とアート 橋爪 節也 
大阪大学出版

会 
2021.10 

626:Sa85 
近江を中心とした伝統野菜文化史 : 野菜が物語る地

域の歴史 : 食文化の多様性を探る 

佐藤 茂 養賢堂 2021.10 

645.7:G79 猫に学ぶ : いかに良く生きるか Gray John  みすず書房 2021.11 

666:A77 栽培漁業の変遷と技術開発 : その成果と展望 有瀧 真人 恒星社厚生閣 2021.9 

686.21:F67 
観光列車の経済学的研究 : 地方鉄道の維持振興と地

域活性化に向けて 

藤田 知也 
大阪公立大学

共同出版会 
2021.10 

689.8:N15 「築地ホテル館」物語 : 日本初の外国人専用本格的 永宮 和 原書房 2021.11 
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ホテルをつくった幕末維新の男たち 

704:Ta74 
《黄金の林檎》の樹の下で : アートが変えるこれか

らの教育 

田窪 恭治 三元社 2021.3 

723.35:N61 
ネーデルラント美術の光と闇 : 天国と地獄、あるい

は至福と奈落 

杉山 美耶子 ありな書房 2021.11 

726.1:Sa46 ★ちびまる子ちゃんの社会学 友原 嘉彦 古今書院 2021.11 

726.6:Si9 ピーター・シスの闇と夢 Sis Peter  国書刊行会 2021.10 

727:Ko92 映画のなかのロゴマーク : 視覚言語と物語の構造 小谷 充 水曜社 2021.9 

740.2:To67 教養としての写真全史 鳥原 学 筑摩書房 2021.10 

750.21:Y52 もっと知りたい柳宗悦と民藝運動 杉山 享司 東京美術 2021.10 

762.39:L97 
ラドゥ・ルプーは語らない。 : 沈黙のピアニストを

たどる 20 の素描(デッサン) 

板垣 千佳子 
アルテスパブ

リッシング 
2021.11 

767.8:O81 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 2021.3 

778.77:D83 
私たちにはわかってる。アニメーションが世界で最も

重要だって 

土居 伸彰 青土社 2021.11 

778.77:F67 ★アニメの輪郭 : 主題・作家・手法をめぐって 藤津 亮太 青土社 2021.10 

779.12:Sh96 たたかう講談師 : 二代目松林伯円の幕末・明治 目時 美穂 文学通信 2021.11 

780.69:I84 コロナとオリンピック : 日本社会に残る課題 石坂 友司 人文書院 2021.7 

798.5:Ka24 新たな展開を見せ拡大し続けるムーブメントの未来 筧 誠一郎 白夜書房 2021.9 

810.9:I44 アジア・太平洋における日本語の過去と現在 今村 圭介 ひつじ書房 2021.10 

901.3:E59 物語論序説 : 「私」の物語と物語の「私」 遠藤 健一 松柏社 2021.10 

902.09:Mi76 女の子の謎を解く 三宅 香帆 笠間書院 2021.11 

910.2:Ki16 
読まなければなにもはじまらない : いまから古典を

「読む」ために 

木越 治 文学通信 2021.11 

910.26:N58 感染症の時代と夏目漱石の文学 小森 陽一 かもがわ出版 2021.9 

910.26:Sh29 ★教養としての芥川賞 重里 徹也 青弓社 2021.11 

914.6:Ma73 ことばへの気づき : カフカの小篇を読む 松原 好次 春風社 2021.10 

920.27:H22 少女中国 : 書かれた女学生と書く女学生の百年 濱田 麻矢 岩波書店 2021.11 

933.7:J18 巨匠 : ヘンリー・ジェイムズの人と作品 Tóibín, Colm 論創社 2021.11 

981:B58 アレクサンドル・ブローク詩学と生涯 奈倉 有里 未知谷 2021.11 

989.8:To28 ★優しい語り手 : ノーベル文学賞記念講演 Tokarczuk Olga  岩波書店 2021.9 

 

 

 

Education illustrations by Storyset | 

https://storyset.com/education 

http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003592448
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003592052
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003592052
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003590034
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003590034
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003583759
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003582681
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003578354
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003586429
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003577652
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003592079
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003592079
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003552533
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003592449
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003592449
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003579386
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003591922
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003567901
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003592140
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003585381
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003581287
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003587609
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003591665
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003591665
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003582872
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003592129
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003592151
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003585364
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003592442
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003592209
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003579411
https://storyset.com/education

