
1/7 2017年8月9月新着案内

書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 IT全史　情報技術の250年を読む 中野明 祥伝社 007.2 ナ

2 アルゴリズム図鑑　絵で見てわかる26のアルゴリズム 石田保輝 　宮崎修一 翔泳社 007.6 イ

3 この一冊で全部わかる Web技術の基本 小林恭平 　坂本陽 SBクリエイティブ 007.6 コ

4 この一冊で全部わかる クラウドの基本 林雅之 SBクリエイティブ 007.6 ハ

5 サインはもっと自由につくる　人と棚とをつなげるツール 中川卓美 日本図書館協会 014.5 ナ

6 高校図書館デイズ　生徒と司書の本をめぐる語らい 成田康子 筑摩書房 017.4 ナ 新書

7 学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本300 東京・学校図書館スタンプ
ラリー実行委員会 ぺりかん社 019.5 ガ

8 ぐるぐる♡博物館 三浦しをん 実業之日本社 069 ミ

9 人間はだまされる　フェイクニュースを見分けるには 三浦準司 理論社 070 ミ

10 読みたい心に火をつけろ!　学校図書館大活用術 木下 通子 岩波書店 081 イ 855 岩波ジュニア新書

11 中国の近現代史をどう見るか　シリーズ中国近現代史⑥ 西村成雄 岩波書店 081 イ 1254 岩波新書

12 矢内原忠雄　戦争と知識人の使命 赤江達也 岩波書店 081 イ 1665 岩波新書

13 在日米軍　変貌する日米安保体制 梅林宏道 岩波書店 081 イ 1666 岩波新書

14 夏目漱石と西田幾多郎　共鳴する明治の精神 小林敏明 岩波書店 081 イ 1667 岩波新書

15 親権と子ども 榊原富士子 　池田清貴 岩波書店 081 イ 1668 岩波新書

16 縮小ニッポンの衝撃　 NHKスペシャル取材班 講談社 081 コ 2436 講談社現代新書

17 ハイデガー『存在と時間』入門 轟孝夫 講談社 081 コ 2437 講談社現代新書

18 飛行機の戦争1914-1945　総力戦体制への道 一ノ瀬俊也 講談社 081 コ 2438 講談社現代新書

19 発想法　創造性開発のために 川喜田二郎 中央公論新社 081 チ 136 中公新書

20 地政学入門　外交戦略の政治学 曽村保信 中央公論新社 081 チ 721 中公新書

21 中国ナショナリズム　民族と愛国の近現代史 小野寺史郎 中央公論新社 081 チ 2437 中公新書

22 ミルクと日本人　近代社会の「元気の源」 武田尚子 中央公論新社 081 チ 2438 中公新書

23 入門 公共政策学　社会問題を解決する「新しい知」 秋吉貴雄 中央公論新社 081 チ 2439 中公新書

24 バルカン　「ヨーロッパの火薬庫」の歴史 マーク・マゾワー 中央公論新社 081 チ 2440 中公新書

25 大伴家持　波乱にみちた万葉歌人の生涯 藤井一二 中央公論新社 081 チ 2441 中公新書

26 海賊の世界史　古代ギリシアから大航海時代、現代ソマリアまで 桃井治郎 中央公論新社 081 チ 2442 中公新書

27 観応の擾乱　室町幕府を二つに裂いた足利尊氏・直義兄弟の戦い 亀田俊和 中央公論新社 081 チ 2443 中公新書

28 最後の辺境　極北の森林、アフリカの氷河　カラー版 水越武 中央公論新社 081 チ 2444 中公新書

平成２９年８月９月　  新着図書一覧

東京都市大学付属中学校・高等学校　図書館
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29 物語 ポーランドの歴史　東欧の「大国」の苦難と再生 渡辺克義 中央公論新社 081 チ 2445 中公新書

30 人口減少時代の土地問題　「所有者不明化」と相続、空き家、制度のゆくえ 吉原祥子 中央公論新社 081 チ 2446 中公新書

31 柏木如亭詩集　2 柏木如亭 平凡社 081 ト 883 東洋文庫

32 続　哲学用語図鑑　中国・日本・英米(分析哲学)編 田中正人 プレジデント社 100 タ 2

33 現代思想の名著30 仲正昌樹 筑摩書房 133 ナ 新書

34 世界史「意外な結末」大全 日本博学倶楽部 PHP研究所 204 セ 文庫 

35 1493<入門世界史>　コロンブスからはじまるグローバル社会 チャールズ・C.マン あすなろ書房 209.5 マ

36 世界の特別な1日　未来に残したい100の報道写真 マルゲリータ・ジャコーザ　[ほか] 日経ナショナルジオグラフィック社 209.6 セ

37 土偶界へようこそ　縄文の美の宇宙 譽田亜紀子 山川出版社 210.2 コ

38 文明に抗した弥生の人びと 寺前直人 吉川弘文館 210.2 テ

39 渡来氏族の謎 加藤謙吉 祥伝社 210.3 カ 新書

40 家光は、なぜ「鎖国」をしたのか 山本博文 河出書房新社 210.5 ヤ 文庫 

41 帝都復興の時代　関東大震災以後 筒井清忠 中央公論新社 210.6 ツ 文庫 

42 日本近代の歴史　2　「主権国家」成立の内と外 大日方純夫 吉川弘文館 210.6 ニ 2

43 日本近代の歴史　3　日清・日露戦争と帝国日本 飯塚一幸 吉川弘文館 210.6 ニ 3

44 日本近代の歴史　4　国際化時代「大正日本」 櫻井良樹 吉川弘文館 210.6 ニ 4

45 日本近代の歴史　5　戦争とファシズムの時代へ 河島真 吉川弘文館 210.6 ニ 5

46 日本近代の歴史　6　総力戦のなかの日本政治 源川真希 吉川弘文館 210.6 ニ 6

47 消えゆく太平洋戦争の戦跡 「消えゆく太平洋戦争の戦
跡」編集委員会 山川出版社 210.7 キ

48 昭和史講義　3　リーダーを通して見る戦争への道 筒井清忠編 筑摩書房 210.7 シ 3 新書

49 14歳からのパレスチナ問題　これだけは知っておきたいパレスチナ・イスラエルの120年 奈良本英佑 合同出版 227.9 ナ

50 図説　神聖ローマ帝国 菊池良生 河出書房新社 234 キ

51 覚えておきたい幕末・維新の100人+1　勤王から佐幕までの人物伝 本間康司 清水書院 281 ホ

52 Mr.トルネード　藤田哲也世界の空を救った男 佐々木健一 文藝春秋 289.1 サ 今月のお薦め紹介本

53 人はなぜ星を見上げるのか　星と人をつなぐ仕事 高橋真理子 新日本出版社 289.1 タ 緑陰図書展示中

54 僕はこうして科学者になった　益川敏英自伝 益川敏英 文藝春秋 289.1 マ 緑陰図書展示中

55 ナビラとマララ　「対テロ戦争」に巻き込まれた二人の少女 宮田律 講談社 289.2 ミ

56 へこたれないUNBOWED　ワンガリ・マータイ自伝 ワンガリ・マータイ 小学館 289.3 マ 文庫 

57 世界の廃墟・遺跡60 リチャード・ハッパー 東京書籍 290.8 ハ

58 そこらじゅうにて　日本どこでも紀行 宮田 珠己 幻冬舎 291 ミ 文庫 

59 大田舎・東京　都バスから見つけた日本 古市憲寿 文藝春秋 291.3 フ

60 凹凸を楽しむ　東京坂道図鑑 松本泰生 洋泉社 291.3 マ
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61 愉快!痛快!アラスカ暮らし　オーロラ舞う原野のログキャビン生活 河内牧栄 誠文堂新光社 295.3 カ 緑陰図書展示中

62 世界の見方が変わる50の概念 齋藤孝 草思社 301 サ

63 カリブ海世界を知るための70章 国本伊代 明石書店 302.5 ク

64 日本の覚醒のために　内田樹講演集 内田樹 晶文社 304 ウ

65 直感はわりと正しい　内田樹の大市民講座 内田樹 朝日新聞出版 304 ウ 文庫 

66 分解するイギリス　民主主義モデルの漂流 近藤康史 筑摩書房 312.3 コ 新書

67 ほんとうの憲法　戦後日本憲法学批判 篠田英朗 筑摩書房 323 シ 新書

68 超入門　資本論 木暮太一 日本経済新聞出版社 331.6 コ 文庫 

69 フェイクニュースの見分け方 烏賀陽弘道 新潮社 361.4 ウ 新書

70 「外国」の学び方 石田 洋子[ほか] ラピュータ 361.5 ガ

71 東京郊外の生存競争が始まった!　静かな住宅地から仕事と娯楽のある都市へ 三浦展 光文社 361.7 ミ 新書

72 これを知らずに働けますか?　学生と考える、労働問題ソボクな疑問30 竹信三恵子 筑摩書房 366 タ 新書

73 親子白書 明治安田生活福祉研究所 きんざい 367.3 オ

74 なるにはBOOKS　義肢装具士になるには 益田美樹 ぺりかん社 375 ナ 146

75 なるにはBOOKS　歯科医師になるには 笹田久美子 ぺりかん社 375 ナ 86

76 オックスフォードからの警鐘　グローバル化時代の大学論 苅谷剛彦 中央公論新社 377.2 カ 新書

77 うちの子は字が書けない　発達性読み書き障害の息子がいます 千葉リョウコ ポプラ社 378.8 チ

78 和菓子を愛した人たち 虎屋文庫 山川出版社 383.8 ワ

79 シンデレラの謎　なぜ時代を超えて世界中に拡がったのか 浜本隆志 河出書房新社 388 ハ 今月のお薦め紹介本

80 航空部隊の戦う技術　空を制する者が戦場を制する かのよしのり SBクリエイティブ 398.3 カ 新書

81 暮らしのなかのニセ科学 左巻健男 平凡社 404 サ 新書

82 空想科学読本　正義のパンチは光の速さ!? 柳田理科雄 KADOKAWA 404 ヤ 文庫 

83 カラー図解　古生物たちのふしぎな世界　繁栄と絶滅の古生代3億年史 土屋健 講談社 408 ブ 2018 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ新書

84 海に沈んだ大陸の謎　最新科学が解き明かす激動の地球史 佐野貴司 講談社 408 ブ 2021 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ新書

85 曲がった空間の幾何学　現代の科学を支える非ユークリッド幾何とは 宮岡礼子 講談社 408 ブ 2023 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ新書

86 アルツハイマー病は「脳の糖尿病」　2つの「国民病」を結ぶ驚きのメカニズム 鬼頭昭三 　新郷明子 講談社 408 ブ 2025 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ新書

87 世界は数字でできている　数の「超」活用法 野口悠紀雄 新潮社 410.4 ノ 文庫 

88 数学ガールの秘密ノート　積分を見つめて 結城浩 SBクリエイティブ 410.4 ユ

89 世にも不思議で美しい「相対性理論」 佐藤勝彦 実務教育出版 421.2 サ

90 料理の科学　加工・加熱・調味・保存のメカニズム 齋藤勝裕 SBクリエイティブ 430 サ 新書

91 宇宙人に、いつ、どこで会えるか?　地球外生命との遭遇 二間瀬敏史 さくら舎 440 フ

92 カリスマ解説員の楽しい星空入門 永田美絵 筑摩書房 443.8 ナ 新書
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93 地球は本当に丸いのか?　身近に見つかる9つの証拠 武田康男 草思社 448 タ

94 雨はどのような一生を送るのか　降る前から降った後までのメカニズム 三隅良平 ベレ出版 451.6 ミ

95 トレーニングという仕事　水族館トレーナーの知恵と技 志村博 東海大学出版部 480.7 シ

96 ぼくの村がゾウに襲われるわけ。　野生動物と共存するってどんなこと? 岩井雪乃 合同出版 480.9 イ

97 歌うカタツムリ　進化とらせんの物語 千葉聡 岩波書店 484.6 チ

98 ゲッチョ先生の昆虫と自然の描き方教室　初めてでも楽しくできる 盛口満 ナツメ社 486 モ

99 バッタハンドブック 槐真史 文一総合出版 486.4 エ

100 カラスと人の巣づくり協定 後藤三千代 築地書館 488.9 ゴ 今月のお薦め紹介本

101 Zooっとたのしー!動物園　小さい耳にはワケがある!大きな角には意味がない? 小宮輝之 文一総合出版 489 コ 　

102 イルカと話したい 村山司 新日本出版社 489.6 ム 緑陰図書展示中

103 音楽療法はどれだけ有効か　科学的根拠を検証する 佐藤正之 化学同人 493.7 サ

104 医療者が語る答えなき世界　「いのちの守り人」の人類学 磯野真穂 筑摩書房 498.1 イ 新書

105 今日からモノ知りシリーズ　トコトンやさしい　3Dものづくりの本 柳生浄勲[ほか] 日刊工業新聞社 501.8 ト

106 オートメーション・バカ　先端技術がわたしたちにしていること ニコラス・G.カー 青土社 504 カ

107 しくみ図解シリーズ　自動車整備が一番わかる　点検・メンテナンス・修理・分解整備を理解する 松平智敬 技術評論社 537.7 マ

108 秒速8キロメートルの宇宙から　訓練編
大西卓哉
宇宙航空研究開発機構 教育評論社 538.9 ビ

109 秒速8キロメートルの宇宙から　宇宙編
大西 卓哉
宇宙航空研究開発機構 教育評論社 538.9 ビ

110 新幹線はなぜあの形なのか　流線形からカモノハシ形まで 小島英俊 交通新聞社 546.5 コ 新書

111 地質のプロが教える　街の中で見つかる「すごい石」 西本昌司 日本実業出版社 569.8 ニ

112 庖丁 和食文化をささえる伝統の技と心 信田圭造 ミネルヴァ書房 581.7 シ

113 おいしいものには理由(わけ)がある 樋口直哉 KADOKAWA 588 ヒ

114 なぜ、ユニフォームは、働く人を美しく魅せるのか?　仕事服の「なぜ」と「魅力」をこの一冊に 長尾孝彦 ダイヤモンド・ビジネス企画 589.2 ナ

115 これからの地域再生 浅川芳裕[ほか] 晶文社 601.1 コ

116 今日からモノ知りシリーズ　トコトンやさしい　土壌の本 藤原俊六郎[ほか] 日刊工業新聞社 613.5 ト

117 メロンとスイカの歴史 シルヴィア・ラブグレン 原書房 626.2 ラ

118 街の木ウォッチング　オモシロ樹木に会いにゆこう 岩谷美苗 東京学芸大学出版会 629.7 イ 緑陰図書展示中

119 牛車で行こう!　平安貴族と乗り物文化 京樂真帆子 吉川弘文館 682.1 キ

120 ここが凄い!日本の鉄道　安全・正確・先進性に見る「世界一」 青田孝 交通新聞社 686.2 ア 新書

121 秘境駅跡探訪 牛山隆信 自由国民社 686.2 ウ

122 朝日新聞社機が撮った　中央線の街と駅　1960〜80年代 矢嶋 秀一[解説]
朝日新聞社[写真]

フォト・パブリッシング 686.2 ヤ

123 東京に汽車があった頃　昭和40年代のカメラ少年 山口雅人 交通新聞社 686.2 ヤ

124 なぜ、上野駅に18番線がないのか?　あなたの知らない東京「鉄道」の謎 米屋こうじ 洋泉社 686.2 ヨ

125 人と出会う場所　世界の市場 小松義夫 アリス館 726.5 コ 緑陰図書展示中
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126 あるかしら書店 ヨシタケシンスケ ポプラ社 726.6 ヨ

127 グラフィックの天才たち。　名作の100年 ペン編集部 CCCメディアハウス 727 グ

128 英語訳つき　おりがみBest　50 青木真理[訳]
主婦の友社[編] 主婦の友社 754.9 エ

129 図鑑デザイン全史 柏木博[監修] 東京書籍 757 ズ

130 まるごとエレキギターの本 藤城裕樹 青弓社 763.5 フ

131 読むオペラ　聴く前に、聴いたあとで 堀内修 音楽之友社 766.1 ホ

132 ジブリアニメで哲学する　世界の見方が変わるヒント 小川仁志 PHP研究所 778.7 オ 文庫 

133 思い出のマーニー スタジオジブリ/文春文庫[編] 文藝春秋 778.7 オ 文庫 

134 人生を味わう 古典落語の名文句 立川談慶 PHP研究所 779.1 タ 文庫 

135 登山の科学　ペース配分、補給、体力づくり…科学が教える山でバテない歩き方! 能勢博[ほか]監修 洋泉社 786.1 ト

136 9マス将棋の本 青野照市/日本将棋連盟 幻冬舎 796 キ

137 だめだし日本語論 橋本治
橋爪 大三郎 太田出版 810.2 ハ

138 コモリくん、ニホン語に出会う 小森陽一 KADOKAWA 810.4 コ 文庫 

139 ギリシア・ローマ神話を知れば 英語はもっと上達する 西森マリー 講談社 830.4 ニ

140 日英ことわざ文化事典 山田雅重 丸善出版 833.4 ヤ

141 文学研究から現代日本の批評を考える　批評・小説・ポップカルチャーをめぐって 西田谷洋 ひつじ書房 904 ブ

142 漱石辞典 小森陽一[ほか]編 翰林書房 910.2 ソ

143 英語対訳で読むサラダ記念日
俵 万智
J.スタム[訳]

河出書房新社 911.1 タ

144 かぜのてのひら　俵万智歌集 俵万智 河出書房新社 911.1 タ

145 チョコレート革命 俵万智 河出書房新社 911.1 タ

146 みだれ髪 与謝野晶子 KADOKAWA 911.1 ヨ 文庫 

147 まど・みちお詩集 まど みちお[著]
谷川 俊太郎[編] 岩波書店 911.5 マ 文庫 

148 風が吹いたり、花が散ったり 朝倉宏景 講談社 913.6 ア

149 年末の一日・浅草公園　他十七篇 芥川竜之介 岩波書店 913.6 ア 文庫 

150 アポリア　あしたの風 いとうみく 童心社 913.6 イ

151 クジャクを愛した容疑者 大倉崇裕 講談社 913.6 オ ドラマ化

152 小川洋子の陶酔短篇箱 小川洋子　 河出書房新社 913.6 オ 文庫 

153 横濱エトランゼ 大崎梢 講談社 913.6 オ

154 トンヤンクイがやってきた 岡崎ひでたか 新日本出版社 913.6 オ

155 蜂に魅かれた容疑者 大倉崇裕 講談社 913.6 オ

156 さよなら、ムッシュ 片岡翔 小学館 913.6 カ

157 駅鈴(はゆまのすず) 久保田香里 くもん出版 913.6 ク 緑陰図書展示中
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158 15歳、ぬけがら 栗沢 まり 講談社 913.6 ク

159 ほうかご探偵隊 倉知淳 東京創元社 913.6 ク 文庫 

160 きみの友だち 重松清 新潮社 913.6 シ 文庫 

161 エイジ 重松清 新潮社 913.6 シ 文庫 

162 幼な子われらに生まれ 重松清 幻冬舎 913.6 シ 映画化

163 ぼくらの魔女戦記　1　黒ミサ城へ 宗田理 ポプラ社 913.6 ソ 1

164 ぼくらの魔女戦記　2　黒衣の女王 宗田理 ポプラ社 913.6 ソ 2

165 ぼくらの魔女戦記　3　黒ミサ城脱出 宗田理 ポプラ社 913.6 ソ 3

166 マイマイ新子 高樹のぶ子 筑摩書房 913.6 タ 文庫 

167 左京区桃栗坂上ル 瀧羽麻子 小学館 913.6 タ

168 明治乙女物語 滝沢志郎 文藝春秋 913.6 タ

169 ビルマの竪琴 竹山道雄 新潮社 913.6 タ 文庫 

170 ぼくたちのリアル 戸森 しるこ 講談社 913.6 ト

171 1934年の地図 堂場瞬一 実業之日本社 913.6 ド

172 少年たちの戦場 那須正幹 新日本出版社 913.6 ナ

173 虞美人草 夏目漱石 KADOKAWA 913.6 ナ 文庫 

174 江の島ねこもり食堂 名取佐和子 ポプラ社 913.6 ナ 緑陰図書展示中

175 もう生まれたくない 長嶋有 講談社 913.6 ナ

176 モモンガの件はおまかせを 似鳥鶏 文藝春秋 913.6 ニ 文庫 

177 午後からはワニ日和 似鳥鶏 文藝春秋 913.7 ニ 文庫 

178 ダチョウは軽車両に該当します 似鳥鶏 文藝春秋 913.6 ニ 文庫 

179 探偵さえいなければ 東川篤哉 光文社 913.6 ヒ

180 武曲(むこく)　Ⅱ 藤沢周 文藝春秋 913.6 フ 2 映画化

181 5まで数える　I　can't　count　Five 松崎有理 筑摩書房 913.6 マ

182 パーマネント神喜劇 万城目学 新潮社 913.6 マ

183 奮闘するたすく まはら三桃 講談社 913.6 マ 今月のお薦め紹介本

184 宮辻薬東宮 宮部みゆき[ほか] 講談社 913.6 ミ

185 風の歌を聴け 村上春樹 講談社 913.6 ム 文庫 

186 羊をめぐる冒険　上・下 村上春樹 講談社 913.6 ム 1-2 文庫 

187 BUTTER 柚木麻子 新潮社 913.6 ユ

188 はっけよい!雷電 吉橋通夫 講談社 913.6 ヨ 緑陰図書展示中

189 ナイスキャッチ! 横沢彰 新日本出版社 913.6 ヨ

190 風と共にゆとりぬ 朝井リョウ 文藝春秋 914.6 ア
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191 深代惇郎エッセイ集 深代惇郎 朝日新聞出版 914.6 フ 文庫 

192 わたしたちが自由になるまえ フーリア・アルバレス ゴブリン書房 933.7 ア 緑陰図書展示中

193 時間線をのぼろう ロバート・シルヴァーバーグ 東京創元社 933.7 シ 文庫 

194 スピニー通りの秘密の絵 L.M.フィッツジェラルド あすなろ書房 933.7 フ 緑陰図書展示中

195 ジェリーフィッシュ・ノート アリ・ベンジャミン 講談社 933.7 ベ

196 紅のトキの空 ジル・ルイス 評論社 933.7 ル 緑陰図書展示中

197 モーパッサン短編集　2 モーパッサン 新潮社 953.6 モ 2 文庫 

198 ちいさな国で ガエル・ファイユ 早川書房 953.7 フ

　


	8月9月A4

