
1/7 2016年 5月新着案内

書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 職業としての学問　現代訳　格差が身近になった現代に「働く意味」をいかに見出すのか マックス・ウェーバー プレジデント社 002 ベ 新書

2 バグは本当に虫だった　なぜか勇気が湧いてくるパソコン・ネット「100年の夢」ヒストリー91話 水谷哲也 ペンコム 007.2 ミ

3 11歳からの正しく怖がるインターネット　大人もネットで失敗しなくなる本 小木曽健 晶文社 007.3 オ

4 <インターネット>の次に来るもの　未来を決める12の法則 ケヴィン・ケリー NHK出版 007.3 ケ

5 18歳からはじめる情報法 米丸恒治 法律文化社 007.3 ジ

6 ビッグデータの支配とプライバシー危機 宮下紘 集英社 007.3 ミ 集英社新書

7 スマホ世代のためのパソコン入門　やさしい図解 村松茂 秀和システム 007.6 ム

8 朝日ジュニア学習年鑑　2017 朝日新聞出版
生活・文化編集部 朝日新聞出版 059 ア

9 「ポスト真実」時代のネットニュースの読み方 松林薫 晶文社 070.4 マ

10 朝日・毎日・読売社説総覧　2016-4　10月〜12月 明文書房編集部 明文書房 071 ゼ 16 4 　

11 財政から読みとく日本社会　君たちの未来のために 井手英策 岩波書店 081 イ 848 岩波ジュニア新書

12 正しいコピペのすすめ　模倣、創造、著作権と私たち 宮武久佳 岩波書店 081 イ 849 岩波ジュニア新書

13 日本の近代とは何であったか　問題史的考察 三谷太一郎 岩波書店 081 イ 1650 岩波新書

14 シリア情勢　終わらない人道危機 青山弘之 岩波書店 081 イ 1651 岩波新書

15 中国のフロンティア　揺れ動く境界から考える 川島真 岩波書店 081 イ 1652 岩波新書

16 グローバル・ジャーナリズム　国際スクープの舞台裏 澤康臣 岩波書店 081 イ 1653 岩波新書

17 モラルの起源　実験社会科学からの問い 亀田達也 岩波書店 081 イ 1654 岩波新書

18 『レ・ミゼラブル』の世界 西永良成 岩波書店 081 イ 1655 岩波新書

19 日本経済入門 野口悠紀雄 講談社 081 コ 2416 講談社現代新書

20 ビートたけしと北野武 近藤正高 講談社 081 コ 2417 講談社現代新書

21 2025年日本の農業ビジネス 21世紀政策研究所 講談社 081 コ 2418 講談社現代新書

22 京都のおねだん 大野裕之 講談社 081 コ 2419 講談社現代新書

23 カラー版　東京の森を歩く 福嶋司 講談社 081 コ 2420 講談社現代新書

24 プロテスタンティズム　宗教改革から現代政治まで 深井智朗 中央公論新社 081 チ 2423 中公新書

25 帝国大学　近代日本のエリート育成装置 天野郁夫 中央公論新社 081 チ 2424 中公新書

26 カラー版　ダ・ヴィンチ絵画の謎　 斎藤泰弘 中央公論新社 081 チ 2425 中公新書

27 企業不祥事はなぜ起きるのか　ソーシャル・キャピタルから読み解く組織風土 稲葉陽二 中央公論新社 081 チ 2426 中公新書
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28 日本ノンフィクション史　ルポルタージュからアカデミック・ジャーナリズムまで 武田徹 中央公論新社 081 チ 2427 中公新書

29 日本とフランス「官僚国家」の戦後史 大嶽秀夫 NHK出版 081 ニ 1245 NHKブックス

30 人生がうまくいく哲学的思考術 白取春彦 ディスカヴァー・
トゥエンティワン 104 シ 　

31 哲学しててもいいですか?　文系学部不要論へのささやかな反論 三谷尚澄 ナカニシヤ出版 104 ミ

32 時間ってなに?流れるのは時?それともわたしたち? クリストフ・ブトン/文
ジョシェン・ギャルネール/絵 岩崎書店 112 ブ

33 学びなおすと倫理はおもしろい 村中和之 ベレ出版 130 ム

34 超図解「21世紀の哲学」がわかる本 中野明 学研プラス 133 ナ

35 北欧の神話 山室静 筑摩書房 164.3 ヤ 文庫

36 氏神さまと鎮守さま　神社の民俗史 新谷尚紀 講談社 175 シ 講談社選書メチエ

37 <世界史>の哲学　近世篇 大澤真幸 講談社 209 オ

38 「謎トキ」世界史写真・絵画が語る歴史　西洋史編 清水書院集部 清水書院 209 ナ

39 鳥瞰図で見る古代都市の世界　歴史・建築・文化 ジャン=クロード・ゴルヴァン 原書房 209.3 ゴ

40 「謎トキ」日本史 写真・絵画が語る歴史 阿部泉 編著 清水書院 210 ナ

41 知られざる縄文ライフ　え?貝塚ってごみ捨て場じゃなかったんですか!? 譽田亜紀子 誠文堂新光社 210.2 コ

42 列島を翔ける平安武士　九州・京都・東国 野口実 吉川弘文館 210.3 ノ

43 前方後円墳国家 広瀬和雄 中央公論新社 210.3 ヒ 文庫

44 レンズが撮らえた　オックスフォード大学所蔵幕末明治の日本 フィリップ・グローヴァー 山川出版社 210.5 レ

45 英字新聞が語る日本史　幕末から東京オリンピックまで デイビッド・セイン 秀和システム 210.6 セ

46 英語で学ぶ近現代史　外国人は歴代総理の談話をどう読んだのか　 畠山雄二 開拓社 210.7 ハ

47 <ヤミ市>文化論 井川充雄[ほか] ひつじ書房 210.7 ヤ

48 幕末・明治の横浜　西洋文化事始め 斎藤多喜夫 明石書店 213.7 サ

49 増補　十字軍の思想 山内進 筑摩書房 230.4 ヤ 文庫

50 図説　ハプスブルク帝国 加藤雅彦 河出書房新社 234.6 カ

51 人をあるく　蘇我氏と飛鳥 遠山美都男 吉川弘文館 288.3 ト

52 甘くてかわいいお菓子の仕事　自分流・夢の叶え方 KUNIKA 河出書房新社 289.1 ク

53 円周率の謎を追う　江戸の天才数学者・関孝和の挑戦 鳴海風 くもん出版 289.1 ナ

54 足利尊氏 森茂暁 KADOKAWA 289.1 モ 角川選書

55 大人が読みたいエジソンの話　発明王にはネタ本があった!? 石川憲二 日刊工業新聞社 289.3 イ

56 太陽王ルイ14世　ヴェルサイユの発明者 鹿島茂 KADOKAWA 289.3 カ

57 渋谷学 石井研士 弘文堂 291.3 イ

58 江戸東京の聖地を歩く 岡本亮輔 筑摩書房 291.3 オ ちくま新書

59 アジアの基礎知識３　インドネシアの基礎知識 加納啓良 めこん 292.4 カ
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60 バルト海を旅する40章　7つの島の物語 小柏葉子 明石書店 293 オ

61 アナキズム入門 森元斎 筑摩書房 309.7 モ ちくま新書

62 不平等を考える　政治理論入門 齋藤純一 筑摩書房 311.1 サ ちくま新書

63 ポピュリズム　世界を覆い尽くす「魔物」の正体 薬師院仁志 新潮社 311.7 ヤ 新潮社新書

64 増補新版　アメリカ大統領物語 猿谷要 新書館 312.5 ア

65 娘に語る人種差別 タハール・ベン・ジェルーン 青土社 316.8 ベ

66 警察手帳 古野まほろ 新潮社 317.7 フ 新潮社新書

67 返還交渉　沖縄・北方領土の「光と影」 東郷和彦 PHP研究所 319.1 ト PHP新書

68 イスラム唯一の希望の国 日本 宮田律 PHP研究所 319.1 ミ PHP新書

69 六法全書　平成29年版1　公法　刑事法　条約 山下友信 山口厚 [編集代表] 有斐閣 320 ロ

70 六法全書　平成29年版2　民事法　社会法　産業法 山下友信 山口厚 [編集代表] 有斐閣 320 ロ

71 総合商社　その「強さ」と、日本企業の「次」を探る 田中隆之 祥伝社 335.4 タ 祥伝社新書

72 ハタチまでに知っておきたい性のこと　第２版 橋本紀子[ほか] 大月書店 367.9 ハ

73 LGBTを読みとく　クィア・スタディーズ入門 森山至貴 筑摩書房 367.9 モ ちくま新書

74 なるにはBOOKS　動物看護師になるには 井上こみち ぺりかん社 375 ナ 90

75 なるにはBOOKS　ビルメンテナンススタッフになるには 谷岡雅樹 ぺりかん社 375 ナ 145

76 表とグラフでみる　日本のすがた2017　日本をもっと知るための社会科資料集 矢野恒太記念会集 矢野恒太記念会 375.3 ヤ

77 ケンブリッジ・オックスフォード合格基準　英国エリートたちの思考力 ジョン・ファーンドン 河出書房新社 376.8 フ

78 工学部ヒラノ教授の中央大学奮戦記 今野浩 青土社 377.2 コ

79
和食を伝え継ぐとはどういうことか　地域がそだてた食のしくみ
と技に学ぶ

木村信夫 農山漁村文化協会 383.8 キ

80 主婦の友100周年記念　ニッポンの主婦100年の食卓　 主婦の友社 主婦の友社 383.8 ニ

81 パンと昭和 小泉和子 河出書房新社 383.8 パ

82 空想科学読本　3分間で地球を守れ!? 柳田理科雄 KADOKAWA 404 ヤ 文庫

83 科学の技法　東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト 増田建　坂口菊恵　編 東京大学出版会 407 カ

84 痛覚のふしぎ　脳で感知する痛みのメカニズム 伊藤誠二 講談社 408 ブ 2007 ブルーバックス

85 地球はなぜ「水の惑星」なのか　水の「起源・分布・循環」から読み解く地球史 唐戸俊一郎 講談社 408 ブ 2008 ブルーバックス

86 理化学研究所　100年目の巨大研究機関 山根一眞 講談社 408 ブ 2009 ブルーバックス

87 ラマヌジャン探検　天才数学者の奇蹟をめぐる 黒川信重 岩波書店 410.4 ク

88 13歳からの算数・数学が得意になるコツ 小野田博一 PHPエディターズ・グループ 410.7 オ 　

89 図解と実例と論理で、今度こそわかる　ガロア理論 鈴木智秀 SBクリエイティブ 411.7 ス
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90 モノの見方が180度変わる化学 齋藤勝裕 秀和システム 430.4 サ

91 今日からモノ知りシリーズ　トコトンやさしい元素の本 石原顕光 日刊工業新聞社 431.1 イ

92 身近に潜む危ない化学反応 齋藤勝裕 シーアンドアール研究所 431.3 サ

93 宇宙には、だれかいますか?　科学者18人にお尋ねします。 佐藤勝彦 監修
縣秀彦 編集 河出書房新社 440.4 ウ

94 地震・火山や生物でわかる地球の科学 松田准一 大阪大学出版会 450 マ

95 今日からモノ知りシリーズ　トコトンやさしい異常気象の本 日本気象協会 日刊工業新聞社 451 ト

96 絵でわかる地震の科学 井出哲 講談社 453 イ

97 完全解説　日本の火山噴火 島村英紀 秀和システム 453.8 シ

98 いのちの不思議を考えよう③　脳の神秘を探ってみよう　生命科学者21人の特別授業 テルモ生命科学芸術財団[協力] 朝日新聞出版 460.4 イ 3

99 生態系と生物多様性を五感でとらえる 自然観察のポイント　 桜谷保之 文一総合出版 460.7 サ

100 今日からモノ知りシリーズ　トコトンやさしいアミノ酸の本 味の素株式会社[著] 日刊工業新聞社 464.2 ト

101 外来種のウソ・ホントを科学する ケン・トムソン 築地書館 468 ト

102 里山さんぽ植物図鑑 野山や水辺で見られる草花と樹木395種 宮内泰之[監修] 成美堂出版 470.3 サ

103 もやしもんと感染症屋の気になる菌辞典 岩田健太郎 朝日新聞出版 491.7 イ

104 おもしろサイエンス　血圧の科学 毛利博 日刊工業新聞社 493.2 モ

105 正しく怖がる感染症 岡田晴恵 筑摩書房 493.8 オ ちくま新書

106 怖くて眠れなくなる感染症 岡田晴恵 PHPエディターズ・グループ 493.8 オ

107 おもしろサイエンス　枕と寝具の科学 久保田博南
五日市哲雄 日刊工業新聞社 498.3 ク

108 「おもてなし」という残酷社会　過剰・感情労働とどう向き合うか 榎本博明 平凡社 498.8 エ 平凡社新書

109 SUPERサイエンス　「毒」と「薬」の不思議な関係 齋藤勝裕 シーアンドアール研究所 499.1 サ

110 おもしろサイエンス　匠の技の科学　動作編 京都工芸繊維大学伝統
みらい教育研究センター 日刊工業新聞社 509.2 タ

111 世界の美しい名建築の図鑑　家のはじまりから現代建築まで パトリック・ディロン[文]
スティーヴン・ビースティー[画] エクスナレッジ 520.2 デ

112 古建築を復元する　過去と現在の架け橋 海野聡 吉川弘文館 521.8 ウ

113 江戸城の全貌　世界的巨大城郭の秘密 萩原さちこ さくら舎 521.8 ハ

114 世界10000年の名作住宅 菊地尊也[文] エクスナレッジ 527 セ

115 ツウになる!　旅客機の教本　旅客機好きとの会話が盛り上がる! 秋本俊二　チャーリィ古庄 秀和システム 538.6 ア

116 ドローンが拓く未来の空　飛行のしくみを知り安全に利用する 鈴木真二 化学同人 538.6 ス

117 ツウになる!　戦闘機の教本　戦闘機好きとの会話が盛り上がる! 青木謙知 秀和システム 538.7 ア

118 電車基礎講座　“知ってるつもり”から“確かな知識”へ 野元浩 交通新聞社 546.5 ノ

119 灯台に恋したらどうだい? 不動まゆう 洋泉社 557.5 フ

120 最新　業界の常識　よくわかる石油業界 垣見裕司 日本実業出版社 568 カ
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121 今日からモノ知りシリーズ　トコトンやさしい高分子の本 扇澤敏明[ほか] 日刊工業新聞社 578 ト

122 おもしろサイエンス　刃物の科学 朝倉健太郎 日刊工業新聞社 581.7 ア

123 ラフカディオ・ハーンのクレオール料理読本 ラフカディオ・ハーン CCCメディアハウス 596.2 ハ

124 魚料理の教科書　この一冊で魚を極める 川上文代 新星出版社 596.3 カ

125 サツマイモの世界　世界のサツマイモ　新たな食文化のはじまり 山川理 現代書館 616.8 ヤ

126 日本の美しい庭園図鑑 大野暁彦　鈴木弘樹 エクスナレッジ 629.2 オ

127 蚕糸王国長野県　日本の近代化を支えた養蚕・蚕種・製糸 新津新生 川辺書林 632.1 ニ

128 日本犬の誕生　純血と選別の日本近代史 志村真幸 勉誠出版 645.6 シ

129 ショッピングモールの社会史 斉藤徹 彩流社 673.8 サ

130 「あ、それ欲しい!」と思わせる　広告コピーのことば辞典 飯田朝子 日経BP社 674 イ

131 THE阪急電鉄　京阪神を結ぶマルーンライナー伝統が息づく洗練の極み 広岡友紀 彩流社 686 ヒ

132 国鉄広報部専属カメラマンの光跡　レンズの奥の国鉄時代 荒川好夫 交通新聞社 686.2 ア

133 地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み　関西1　阪神・阪急・京阪 今尾恵介 白水社 686.2 イ

134 南武線、鶴見線、青梅線、五日市線　1950〜1980年代の記録 山田亮 アルファベータブックス 686.2 ヤ

135 東京メトロ東西線・都営地下鉄新宿線　街と駅の半世紀　昭和の街角を紹介 山下ルミコ アルファベータブックス 686.2 ヤ

136 東京オリンピック時代の都電と街角　昭和30年代〜40年代の記憶 小川峯生　生田誠 アルファベータブックス 686.9 オ

137 JALの謎とふしぎ 秋本俊二[監修] PHP研究所 687 ジ

138 最新　業界の常識　よくわかる旅行業界 橋本亮一 日本実業出版社 689.6 ハ

139 ジャポニスムと近代の日本 東田雅博 山川出版社 702 ト

140 鉛筆デッサン基本の「き」　やさしく、楽しく、デッサンを始めよう スタジオ・ものくろーむ ホビージャパン 725.5 エ

141 世界まんが塾 大塚英志+世界まんが塾 KADOKAWA 726.1 セ

142 “天才”を売る　心と市場をつかまえるマンガ編集者 堀田純司 KADOKAWA 726.1 ホ

143 漫画吾輩は猫である 近藤浩一路 岩波書店 726.5 コ 文庫

144 臨書で学ぶ古典の美 加藤泰玄 日本習字普及協会 728 カ

145 デザインってなんだろ? 松田行正 紀伊國屋書店 757 マ 　

146 ベートーヴェンの生涯 ロマン・ロラン 岩波書店 762.3 ロ 文庫

147 《ニーベルングの指環》教養講座　読む・聴く・観る!リング・ワールドへの扉 山崎太郎 アルテスパブリッシング 766.1 ヤ

148 必ず役立つ合唱の本　ボイストレーニングと身体の使い方編 北條加奈 ヤマハミュージックメディア 767.4 カ

149 団十郎とは何者か　歌舞伎トップブランドのひみつ 赤坂治績 朝日新聞出版 774.2 ア 朝日新書

150 ジブリの文学 鈴木敏夫 岩波書店 778.7 ス

151 Disney　Sketchbook　ディズニーアニメーションスケッチ画集 ウォルト・ディズニー・
ジャパン株式会社監修 うさぎ出版 778.7 デ 　

152 アスリートのこころの悩みと支援　スポーツカウンセリングの実際 中込四郎　鈴木壯 誠信書房 780.1 ナ

153 パラスポーツルールブック　パラリンピックを楽しもう コンデックス情報研究所[編著] 清水書院 780.3 パ

154 プロ野球語辞典　プロ野球にまつわる言葉をイラストと豆知識でカッキーンと読み解く 長谷川晶一 誠文堂新光社 783.7 ハ
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155 ちいさい言語学者の冒険　子どもに学ぶことばの秘密 広瀬友紀 岩波書店 801 ヒ

156 統辞理論の諸相　方法論序説 チョムスキー 岩波書店 801.5 チ 文庫

157 時間の言語学　メタファーから読みとく 瀬戸賢一 筑摩書房 801.6 セ ちくま新書

158 その他の外国語エトセトラ 黒田龍之助 筑摩書房 804 ク 文庫

159 教科書で出会った古文・漢文一〇〇 有馬義貴[ほか] 新潮社 817.7 キ 文庫

160 人はなぜ物語を求めるのか 千野帽子 筑摩書房 901.3 チ ちくまプリマー新書

161 13歳からの夏目漱石　生誕百五十年、その時代と作品 小森陽一 かもがわ出版 910.2 コ

162 生誕150年　世界文学としての夏目漱石　 フェリス女学院大学日本文学
国際会議実行委員会[編] 岩波書店 910.2 セ

163 村上春樹翻訳<ほとんど>全仕事 村上春樹 中央公論新社 910.2 ム

164 14歳の世渡り術　ときめき百人一首 小池昌代 河出書房新社 911.1 コ

165 俳句のルール 片山由美子[ほか] 笠間書院 911.3 ハ

166 シリーズ＜本と日本史＞④　宣教師と『太平記』 神田千里 集英社 913.4 カ 集英社新書

167 星に願いを、そして手を。 青羽悠 集英社 913.6 ア

168 暗黒グリム童話集 村田喜代子[ほか] 講談社 913.6 ア 　

169 キトラ・ボックス 池澤夏樹 KADOKAWA 913.6 イ

170 人はアンドロイドになるために 石黒浩　飯田一史 筑摩書房 913.6 イ

171 錆びた太陽 恩田陸 朝日新聞出版 913.6 オ

172 ぼくの死体をよろしくたのむ 川上弘美 小学館 913.6 カ

173 鮪立の海 熊谷達也 文藝春秋 913.6 ク

174 スウィングしなけりゃ意味がない 佐藤亜紀 KADOKAWA 913.6 サ

175 かわうそ堀怪談見習い 柴崎友香 KADOKAWA 913.6 シ

176 暗夜行路　前篇　後編 志賀直哉 岩波書店 913.6 シ 1.2 文庫

177 か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 新潮社 913.6 ス

178 百年の散歩 多和田葉子 新潮社 913.6 タ

179 さすらいの皇帝ペンギン 高橋三千綱 集英社 913.6 タ

180 松ノ内家の居候 瀧羽麻子 中央公論新社 913.6 タ

181 図書室のピーナッツ 竹内真 双葉社 913.6 タ

182 今日のハチミツ、あしたの私 寺地はるな 角川春樹事務所 913.6 テ

183 家と庭 畑野智美 KADOKAWA 913.6 ハ

184 ひとり吹奏楽部　ハルチカ番外篇 初野晴 KADOKAWA 913.6 ハ 文庫

185 我らがパラダイス 林真理子 毎日新聞出版 913.6 ハ

186 都会(まち)のトム&ソーヤ　14下　夢幻　 はやみねかおる 講談社 913.6 ハ 14 2

187 素敵な日本人　東野圭吾短編集 東野圭吾 光文社 913.6 ヒ

188 フラダン 古内一絵 小峰書店 913.6 フ
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189 七帝柔道記 増田俊也 KADOKAWA 913.6 マ 文庫

190 ビブリア古書堂の事件手帖　7　栞子さんと果てない舞台 三上延 KADOKAWA 913.6 ミ 7 文庫

191 出会いなおし 森絵都 文藝春秋 913.6 モ

192 音の糸 堀江敏幸 小学館 914.6 ホ

193 王子と乞食 マーク・トウェーン 岩波書店 933.6 ト 文庫

194 ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルトアリスン・マギー あすなろ書房 933.7 ア

195 ウィル・グレイソン、ウィル・グレイソン ジョン・グリーンデイヴィッド・レヴィサン 岩波書店 933.7 グ

196 人生の段階 ジュリアン・バーンズ 新潮社 933.7 バ

197 不機嫌な女たち　キャサリン・マンスフィールド傑作短篇集 キャサリン・マンスフィールド芹澤恵訳 白水社 933.7 マ

198 ナルニア国物語　3　馬と少年 C.S.ルイス土屋京子訳 光文社 933.7 ル 3

199 小さな家のローラ ローラ・インガルス・ワイルダー安野光雅絵・監訳 朝日出版社 933.7 ワ

200 イートン校の2羽のフクロウ ジョナサン・フランクリン エクスナレッジ 936 フ 　

201 田園交響楽 ジッド 新潮社 953.7 ジ 文庫

202 アレフ J.L.ボルヘス 岩波書店 963 ボ 文庫

203 ふたつの海のあいだで カルミネ・アバーテ 新潮社 973 ア

204 かわいい女・犬を連れた奥さん チェーホフ 新潮社 983 チ 文庫

205 イワン・イリイチの死/クロイツェル・ソナタ トルストイ 光文社 983 ト 文庫
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