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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 13歳からの「学問のすすめ」
福澤 諭吉
齋藤 孝 訳・解説 筑摩書房 002 フ  新書

2 グラフをつくる前に読む本　一瞬で伝わる表現はどのように生まれたのか 松本 健太郎 技術評論社 002.7 マ

3 人工知能はこうして創られる 合原 一幸 編著 ウェッジ 007.1 ア

4 JavaScriptの絵本　Webプログラミングを始める新しい9つの扉 アンク 翔泳社 007.6 ジ

5 もう雑談のネタに困らない!　　大人の雑学大全 話題の達人倶楽部 編 青春出版社 049 モ

6 新聞の噓を見抜く　「ポスト真実」時代のメディア・リテラシー 徳山 喜雄 平凡社 070.2 ト  新書

7 日本の歴史を旅する 五味 文彦 岩波書店 081 イ 1676  岩波新書

8 イギリス現代史 長谷川 貴彦 岩波書店 081 イ 1677  岩波新書

9 60歳からの外国語修行　メキシコに学ぶ 青山 南 岩波書店 081 イ 1678  岩波新書

10 抗生物質と人間　マイクロバイオームの危機 山本 太郎 岩波書店 081 イ 1679  岩波新書

11 自分のことがわかる本　ポジティブ・アプローチで描く未来 安部 博枝 岩波書店 081 イ 860  岩波新書

12 福島第一原発1号機冷却「失敗の本質」
NHKスペシャル『メルト
ダウン』取材班 講談社 081 コ 2443  講談社現代新書

13 科学の知恵　怒りを鎮めるうまく謝る 川合 伸幸 講談社 081 コ 2444  講談社現代新書

14 ピアノの名曲　聴きどころ弾きどころ イリーナ・メジューエワ 講談社 081 コ 2446  講談社現代新書

15 正しい本の読み方 橋爪 大三郎 講談社 081 コ 2447  講談社現代新書

16 近代絵画史　上　カラー版　ロマン主義、印象派、ゴッホ 高階 秀爾 中央公論新社 081 チ 385  中公新書

17 近代絵画史　下　カラー版　世紀末絵画、ピカソ、シュルレアリスム 高階 秀爾 中央公論新社 081 チ 386  中公新書

18 トラクターの世界史　人類の歴史を変えた「鉄の馬」たち 藤原 辰史 中央公論新社 081 チ 2451  中公新書

19 斎宮　伊勢斎王たちの生きた古代史 榎村 寛之 中央公論新社 081 チ 2452  中公新書

20 イスラームの歴史　1400年の軌跡 カレン・アームストロング 中央公論新社 081 チ 2453  中公新書

21 人口減少と社会保障　孤立と縮小を乗り越える 山崎 史郎 中央公論新社 081 チ 2454  中公新書

22 世界最古の物語　バビロニア・ハッティ・カナアン Th.H.ガスター 平凡社 081 ト 884

23 深読みジェイン・オースティン　恋愛心理を解剖する 廣野 由美子 NHK出版 081 ニ 1246

24 舞台の上のジャポニスム　演じられた幻想の<日本女性> 馬渕 明子 NHK出版 081 ニ 1247

25 いまこそ知りたい日本の思想家25人 小川 仁志 KADOKAWA 121 オ

26 元号　全247総覧 山本 博文 編著 悟空出版 210 ヤ

27 文学で読む日本の歴史　戦国社会篇　応仁の乱-秀吉・家康 五味 文彦 山川出版社 210.1 ゴ

28 土木技術の古代史 青木 敬 吉川弘文館 210.3 ア

29 人はなぜ戦うのか　考古学からみた戦争 松木 武彦 中央公論新社 210.3 マ 文庫

30 暴かれた伊達政宗「幕府転覆計画」 大泉 光一 文藝春秋 210.5 オ 新書

31 こうして歴史問題は捏造される 有馬 哲夫 新潮社 210.7 ア 新書

32 1990年代論 大澤 聡 編著 河出書房新社 210.7 オ

33 江戸の「事件現場」を歩く 山本 博文 監修 祥伝社 213.6 エ 新書

34 戦国京都の大路小路 河内 将芳 戎光祥出版 216.2 カ

平成２９年１１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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35 フランス現代史隠された記憶　戦争のタブーを追跡する 宮川 裕章 筑摩書房 235 ミ 新書

36 国旗で読む世界史 吹浦 忠正 祥伝社 288.9 フ 新書

37 武田勝頼　試される戦国大名の「器量」 丸島 和洋 平凡社 289.1 マ

38 大人が読みたいニュートンの話 石川 憲二 日刊工業新聞社 289.3 イ

39 アインシュタイン-大人の科学伝記 新堂 進 SBクリエイティブ 289.3 シ 新書

40 大人のための社会科　未来を語るために 井手 英策[ほか」 有斐閣 301 オ

41 スロヴェニアを知るための60章 柴 宜弘[ほか」 編著 明石書店 302.3 ス

42 ベラルーシを知るための50章 服部 倫卓/越野 剛 編著 明石書店 302.3 ベ

43 ぼくは13歳、任務は自爆テロ。　テロと紛争をなくすために必要なこと 永井 陽右 合同出版 316.4 ナ

44 火災と消防の科学 齋藤 勝裕 シーアンドアール研究所 317.7 サ

45 図解でわかる14歳からのお金の説明書 インフォビジュアル研究所 太田出版 330 ズ

46 経済学講義 飯田 泰之 筑摩書房 331 イ 新書

47 統計は暴走する 佐々木 彈 中央公論新社 361.9 サ 新書

48 国家がなぜ家族に干渉するのか　法案・政策の背後にあるもの
本田 由紀 /伊藤 公雄 編
著 青弓社 367.3 コ

49 「なんとかする」子どもの貧困 湯浅 誠 KADOKAWA 369.4 ユ 新書

50 半径5メートルからの教育社会学 片山 悠樹[ほか」編 大月書店 371.3 ハ

51 教えてみた「米国トップ校」 佐藤 仁 KADOKAWA 377.2 サ 新書

52 喫茶の歴史 木村 栄美 淡交社 383.8 キ 新書

53 ねじ曲げられた「イタリア料理」 ファブリツィオ・グラッセッリ 光文社 383.8 グ 新書

54 美しい科学の世界　ビジュアル科学図鑑 伊知地 国夫 写真・文 東京堂出版 404 イ

55 人間の建設 小林 秀雄 　岡 潔 新潮社 404 コ

56 生命(いのち)を支えるATPエネルギー 二井 將光 講談社 408 ブ 2029 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ

57 時間とはなんだろう　最新物理学で探る「時」の正体 松浦 壮 講談社 408 ブ 2031 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ

58 佐藤文隆先生の量子論　干渉実験・量子もつれ・解釈問題 佐藤 文隆 講談社 408 ブ 2032 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ

59 数学オリンピック　2013〜2017
数学オリンピック財団 監
修 日本評論社 410 ス

60 ビジュアル高校数学大全 涌井 良幸 　涌井 貞美 技術評論社 410 ワ

61 色と光のはなし　科学の眼で見る日常の疑問 稲場 秀明 技報堂出版 425 イ

62 水の不思議　科学の眼で見る日常の疑問 稲場 秀明 技報堂出版 435.4 イ

63 はじめての地質学　日本の地層と岩石を調べる 日本地質学会 編著 ベレ出版 455 ハ

64 すごい博物画　歴史を作った大航海時代のアーティストたち デイビッド・アッテンボロー [ほか] グラフィック社 460.2 ス

65 絵でわかる生物多様性 鷲谷 いづみ 　後藤 章 絵 講談社 468 ワ

66 スイカのタネはなぜ散らばっているのか　タネたちのすごい戦略
稲垣 栄洋 　西本 眞理子
絵 草思社 471.1 イ

67 図説植物の不思議　ミクロの博物学 西永 奨 写真　西永 裕 秀和システム 471.3 ニ

68 しっかり見わけ観察を楽しむ　　きのこ図鑑
中島 淳志 [ほか]監修
大作 晃一 写真 ナツメ社 474.8 ナ

69 似ている動物「見分け方」事典
木村 悦子 執筆
北澤 功 監修 ベレ出版 481.1 キ

70 日本人と動物の歴史　1　家畜 小宮 輝之 ゆまに書房 482.1 コ 1

71 エビ・カニの疑問50 日本甲殻類学会 編 成山堂書店 485.3 エ
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72 蟲の饗宴　僕はこうして虫屋になった 奥本 大三郎 世界文化社 486 オ

73 はしかの脅威と驚異 山内 一也 岩波書店 493.8 ヤ

74 建設中。 勝田 尚哉 写真・文 グラフィック社 510.9 カ

75 ごみを資源にまちづくり　肥料・エネルギー・雇用を生む 中村 修 農山漁村文化協会 518.5 ナ

76 日本の最も美しい町
一度は訪れたい歴史と文化を今に伝える119の建築遺産群

美しい町研究会 エクスナレッジ 521.8 ニ

77 東京モダン建築さんぽ
倉方 俊輔
下村 しのぶ 写真 エクスナレッジ 523.1 ク

78 安藤忠雄　住宅 安藤 忠雄 エーディーエー・エディタ・トーキョー 527 ア

79 小さな家の間取り解剖図鑑
コンパクトにつくり豊かに暮らす住まいの仕組み

本間 至 エクスナレッジ 527.1 ホ

80 電車の顔図鑑　JR線を走る鉄道車両 江口 明男 天夢人 536 エ

81 小田急ロマンスカー物語
生方 良雄
諸河 久 共著 復刊ドットコム 536.5 ウ

82 これから始まる自動運転社会はどうなる!?　2020年? 森口 将之 秀和システム 537 モ

83 闘え!高専ロボコン　ロボットにかける青春 萱原 正嗣[ほか] ベストセラーズ 548.3 カ

84 最新ミサイルがよ〜くわかる本
各種ミサイルの機能・動作・長短所を知る

井上 孝司 秀和システム 559.5 イ

85 小麦粉の科学 大楠 秀樹 日刊工業新聞社 619.3 オ

86 あたらしい盆栽の教科書　ちいさな景色盆栽をつくる・愛でる・育てる 小林 健二 エクスナレッジ 627.8 コ

87 誰でもチャレンジできる!　イラストマニュアル・はじめての養蜂
東雲 輝之
高安 和夫 監修 秀和システム 646.9 シ

88 キャビアの歴史 ニコラ・フレッチャー 原書房 667.4 フ

89 消費大陸アジア　巨大市場を読みとく 川端 基夫 筑摩書房 672.2 カ 新書

90 世界に広がる日本の職人　アジアでうけるサービス 青山 玲二郎 筑摩書房 673.9 ア 新書

91 あらゆる業種につかえる!　アイコン・ピクトグラム大全 パイインターナショナル 674.3 ア

92 都営交通の世界　身近な鉄路とバスの“本格派”雑学 交通新聞社 681.8 ト

93 京浜東北線<東京〜大宮>、埼京線<赤羽〜大宮>
街と鉄道の歴史探訪

生田 誠 フォト・パブリッシング 686.2 イ

94 鉄道と観光の近現代史 老川 慶喜 河出書房新社 686.2 オ

95 今を駆ける蒸気機関車　春夏秋冬煙情日記 都築 雅人 交通新聞社 686.2 ツ

96 ANAグランドハンドリング　やりがいのある仕事には理由がある
ANAエアポートサービス（株）
中西 克吉 取材・文 アプレ 687 エ

97 葛飾北斎　江戸から世界を魅了した画狂 美術手帖 編 美術出版社 721.8 カ

98 二つの「この世界の片隅に」　マンガ、アニメーションの声と動作 細馬 宏通 青土社 726.1 ホ

99 写真総合 岡嶋 和幸 インプレス 740 オ

100 新しい分かり方 佐藤 雅彦 中央公論新社 757 サ

101 能　650年続いた仕掛けとは 安田 登 新潮社 773 ヤ 新書

102 この世は落語 中野 翠 筑摩書房 779.1 ナ 文庫

103 図説日本の文字 今野 真二 河出書房新社 811 コ

104 英語のセンスを磨く　英文快読への誘い 行方 昭夫 岩波書店 837.5 ナ 文庫

105 漱石ゴシップ　完全版 長尾 剛 朝日新聞出版 910.2 ナ 文庫

106 うたげと孤心 大岡 信 岩波書店 911 オ 文庫

107 末ながく、お幸せに あさの あつこ 小学館 913.6 ア

108 花咲舞が黙ってない 池井戸 潤 中央公論新社 913.6 イ 文庫
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109 裏切りのホワイトカード 石田 衣良 文藝春秋 913.6 イ

110 神様のボート 江国　香織 新潮社 913.6 エ 文庫

111 怪人二十面相・青銅の魔人 江戸川 乱歩 岩波書店 913.6 エ 文庫

112 本日も教官なり 小野寺 史宜 KADOKAWA 913.6 オ

113 銀河鉄道の父 門井 慶喜 講談社 913.6 カ

114 太陽ときみの声 川端 裕人 朝日学生新聞社 913.6 カ

115 星ちりばめたる旗 小手鞠 るい ポプラ社 913.6 コ

116 ジュンのための6つの小曲 古谷田 奈月 新潮社 913.6 コ 文庫

117 乗りかかった船 瀧羽 麻子 光文社 913.6 タ

118 花になるらん　明治おんな繁盛記 玉岡 かおる 新潮社 913.6 タ

119 掟上今日子の裏表紙 西尾 維新 講談社 913.6 ニ

120 マスカレード・ナイト 東野 圭吾 集英社 913.6 ヒ

121 編集ども集まれ! 藤野 千夜 双葉社 913.6 フ

122 オリンピックがやってきた　1964年北国の家族の物語 堀川 アサコ KADOKAWA 913.6 ホ

123 この世の春　上 宮部 みゆき 新潮社 913.6 ミ 1

124 この世の春　下 宮部 みゆき 新潮社 913.6 ミ 2

125 阪堺電車177号の追憶 山本 巧次 早川書房 913.6 ヤ 文庫

126 「マコトよりウソ」の法則 外山 滋比古 さくら舎 914.6 ト

127 中国文学の愉しき世界 井波 律子 岩波書店 920.4 イ 文庫

128 その日の後刻に グレイス・ペイリー 文藝春秋 933.7 ペ

129 ナルニア国物語　5　ドーン・トレッダー号の航海 C.S.ルイス 光文社 933.7 ル 5 文庫

130 オイディプス王 ソポクレス 光文社 991.2 ソ 文庫
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