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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 C++ポケットリファレンス 高橋晶 [ほか] 技術評論社 007.6-シ

2 プログラミングコンテストチャレンジブック
問題解決のアルゴリズム活用力とコーディングテクニックを鍛える

秋葉拓哉 [ほか] マイナビ 007.6-プ

3 親子でかんたん スクラッチプログラミングの図鑑 松下孝太郎/山本光 技術評論社 007.6-マ

4 10代からのプログラミング教室　できる!わかる!うごく! 矢沢久雄 河出書房新社 007.6-ヤ

5
プログラミングコンテスト攻略のための
アルゴリズムとデータ構造

渡部有隆 マイナビ 007.6-ワ

6 政策会議と討論なき国会　官邸主導体制の成立と後退する熟議 野中尚人/青木遙 朝日新聞出版 081-ア-951

7 佐藤栄作　最長不倒政権への道 服部龍二 朝日新聞出版 081-ア-966

8 米国アウトサイダー大統領　世界を揺さぶる「異端」の政治家たち 山本章子 朝日新聞出版 081-ア-967

9 榎本武揚と明治維新　旧幕臣の描いた近代化 黒瀧秀久 岩波書店 081-イ-864 岩波ジュニア新書

10 治安維持法と共謀罪 内田博文 岩波書店 081-チ-1689 岩波新書

11 原子力規制委員会　独立・中立という幻想 新藤宗幸 岩波書店 081-イ-1690 岩波新書

12 トマス・アクィナス　理性と神秘 山本芳久 岩波書店 081-イ-1691 岩波新書

13 義経伝説と為朝伝説　日本史の北と南 原田信男 岩波書店 081-イ-1692 岩波新書

14 語る歴史、聞く歴史　オーラル・ヒストリーの現場から 大門正克 岩波書店 081-イ-1693 岩波新書

15 科学者と軍事研究 池内了 岩波書店 081-イ-1694 岩波新書

16 保守の真髄　老酔狂で語る文明の紊乱 西部邁 講談社 081-コ-2455 講談社現代新書

17 炎の牛肉教室! 山本謙治 講談社 081-コ-2456 講談社現代新書

18 世界神話学入門 後藤明 講談社 081-コ-2457 講談社現代新書

19 核兵器と原発　日本が抱える「核」のジレンマ 鈴木達治郎 講談社 081-コ-2458 講談社現代新書

20 ある明治人の記録　会津人柴五郎の遺書 石光真人 [編著] 中央公論新社 081-チ-252 中公新書

21 藤原氏　権力中枢の一族 倉本一宏 中央公論新社 081-チ-2464 中公新書

22 日本軍兵士　アジア・太平洋戦争の現実 吉田裕 中央公論新社 081-チ-2465 中公新書

23 ナポレオン時代　英雄は何を遺したか アリステア・ホーン 中央公論新社 081-チ-2466 中公新書

24 剣と清貧のヨーロッパ　中世の騎士修道会と托鉢修道会 佐藤彰一 中央公論新社 081-チ-2467 中公新書

25 日本の中小企業　少子高齢化時代の起業・経営・承継 関満博 中央公論新社 081-チ-2468 中公新書

26 コモンウェルス　上/下　<帝国>を超える革命論
アントニオ・ネグリ/
マイケル・ハート NHK出版 081-ニ-1199/1200

27 新版　稲作以前 佐々木高明 NHK出版 081-ニ-1225

28 「人間国家」への改革　参加保障型の福祉社会をつくる 神野直彦 NHK出版 081-ニ-1231

29 維新史再考　公議・王政から集権・脱身分化へ 三谷博 NHK出版 081-ニ-1248

30 おとなのための創造力開発ドリル
「まだないもの」を思いつく24のトレーニング

大岩直人/下浜臨太郎 インプレス 141.5-オ

31 日本の神様解剖図鑑
八百万の神々の起源・性格とご利益がマルわかり

平藤喜久子 エクスナレッジ 172-ヒ

32 神さまの声をきく　おみくじのヒミツ 平野多恵 河出書房新社 176.8-ヒ

33 ブッダたちの仏教 並川孝儀 筑摩書房 180.4-ナ 新書

平成３０年２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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34 梵字入門　願いをかなえるお守り文字 中野展子 東京堂出版 188.5-ナ

35 ゴッホ　燃え上がる色彩 パスカル・ボナフー 創元社 201-チ-3

36 インカ帝国　太陽と黄金の民族 カルメン・ベルナン 創元社 201-チ-6

37 アレクサンダー大王　未完の世界帝国 ピエール・ブリアン 創元社 201-チ-11

38 フロイト　無意識の扉を開く ピエール・ババン 創元社 201-チ-24

39 十字軍　ヨーロッパとイスラム・対立の原点 ジョルジュ・タート 創元社 201-チ-30

40 吸血鬼伝説 ジャン・マリニー 創元社 201-チ-38

41 イエスの生涯 ジェラール・ベシエール 創元社 201-チ-44

42 ブッダの生涯 ジャン・ボワスリエ 創元社 201-チ-45

43 モネ　印象派の誕生 シルヴィ・パタン 創元社 201-チ-67

44 都市国家アテネ　ペリクレスと繁栄の時代 ピエール・ブリュレ 創元社 201-チ-68

45 紋章の歴史　ヨーロッパの色とかたち ミシェル・パストゥロー 創元社 201-チ-69

46 アーサー王伝説 アンヌ・ベルトゥロ 創元社 201-チ-71

47 錬金術　おおいなる神秘 アンドレーア・アロマティコ 創元社 201-チ-72

48 レオナルド・ダ・ヴィンチ　真理の扉を開く アレッサンドロ・ヴェッツォシ 創元社 201-チ-79

49 ワーグナー　祝祭の魔術師 フィリップ・ゴドフロワ 創元社 201-チ-85

50 聖書入門 ピエール・ジベール 創元社 201-チ-93

51 パレスチナ　動乱の100年 エリアス・サンバー 創元社 201-チ-103

52 テンプル騎士団の謎 レジーヌ・ペルヌー 創元社 201-チ-104

53 チベット フランソワーズ・ポマレ 創元社 201-チ-112

54 チェ・ゲバラ　革命を生きる ジャン・コルミエ 創元社 201-チ-120

55 花押・印章図典
瀬野精一郎 [監修]
吉川弘文館編集部 [編] 吉川弘文館 210-カ

56 南北朝　日本史上初の全国的大乱の幕開け 林屋辰三郎 朝日新聞出版 210.4-ハ 新書

57 幕末の海軍　明治維新への航跡 神谷大介 吉川弘文館 210.5-カ

58 東大教授の「忠臣蔵」講義 山本博文 KADOKAWA 210.5-ヤ 新書

59 レンズが撮らえた  幕末維新の日本 高橋則英 [監修] 山川出版社 210.5-レ

60 記録を記憶に残したい 大正時代
時空を超えて現代社会に影響を与えた大正ロマン

山口謠司 [編著] 徳間書店 210.6-ヤ 新書

61 大坂　民衆の近世史　老いと病・生業・下層社会 塚田孝 筑摩書房 216 3-ツ 新書

62 1967中国文化大革命　荒牧万佐行写真集 荒牧万佐行 集広舎 222-ア

63 渤海国とは何か 古畑徹 吉川弘文館 222.5-フ

64 集中講義!ギリシア・ローマ 桜井万里子/本村凌二 筑摩書房 231-サ 新書

65 ギリシア人の物語　3　新しき力 塩野七生 新潮社 231-シ-3

66 1918年最強ドイツ軍はなぜ敗れたのか
ドイツ・システムの強さと脆さ

飯倉章 文藝春秋 234-イ 新書

67 イタリアの歴史を知るための50章 高橋進 /村上義和 [編著] 明石書店 237-イ

68 ロシア革命史入門 広瀬隆 集英社インターナショナル 238-ヒ 新書
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69 ロマノフ王朝　帝政ロシアの栄光と革命に消えた皇家 新人物往来社 [編] 新人物往来社 238-ロ

70 上杉謙信 石渡洋平 戎光祥出版 289.1-イ

71 ベトナムの基礎知識 古田元夫 めこん 292.3-フ

72 北京を知るための52章 櫻井澄夫 [ほか編著] 明石書店 302.2-ペ

73 近代化のねじれと日本社会 竹村洋介 批評社 304-タ

74 新しい時代のお金の教科書 山口揚平 筑摩書房 337-ヤ 新書

75 日本統計年鑑　第67回(2018) 総務省統計局 [編集] 日本統計協会 351-ニ-2018

76 日本メディア史年表 土屋礼子 [編] 吉川弘文館 361.4-ツ

77 目に見えない世界を歩く　「全盲」のフィールドワーク 広瀬浩二郎 平凡社 369.2-ヒ 新書

78 SURVIVE!　「もしも」を生き延びるサバイバル手帖 ガイ・キャンベル [ほか著] 文響社 369.3-サ

79 学習の作法
中学受験生から大学受験生までできる子は、もうやっている

天流 仁志 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン 375-テ

80 日本の保育の歴史　子ども観と保育の歴史150年 汐見稔幸 [ほか] 萌文書林 376.1-ニ

81 図説　遠野物語の世界
石井正己/
浦田穂一 [写真] 河出書房新社 382.1-イ

82 ニッポンの肉食　マタギから食肉処理施設まで 田中康弘 筑摩書房 383.8-タ 新書

83 歴史をつくった洋菓子たち
キリスト教、シェイクスピアからナポレオンまで

長尾健二 築地書館 383.8-ナ

84 大洪水が神話になるとき　人類と洪水五〇〇〇年の精神史 庄子大亮 河出書房新社 388-シ

85 我々はなぜ我々だけなのか
アジアから消えた多様な「人類」たち

川端裕人 講談社 408-ブ-2037
ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ

新書

86 ペンローズのねじれた四次元　時空はいかにして生まれたのか 竹内薫 講談社 408-ブ-2040
ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ

新書

87 時計の科学　人と時間の5000年の歴史 織田一朗 講談社 408-ブ-2041
ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ

新書

88 理系のための微分・積分復習帳
高校の微積分からテイラー展開まで

竹内淳 講談社 408-ブ-2043
ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ

新書

89 ベイズ統計学　やさしく知りたい先端科学シリーズ１ 松原望 創元社 417-マ

90 ファインマンの特別講義　惑星運動を語る
D.L.グッドスティーン /
J.R.グッドスティーン [著] 岩波書店 423-グ 文庫

91 音のチカラ　感じる,楽しむ,そして活かす 岩宮眞一郎 コロナ社 424-イ

92 周期表に強くなる!　身近な例から知る元素の構造と特性 齋藤勝裕 SBクリエイティブ 431.1-サ 新書

93 幻の惑星ヴァルカン
アインシュタインはいかにして惑星を破壊したのか

トマス・レヴェンソン 亜紀書房 440.1-レ

94 天文の世界史 廣瀬匠 集英社インターナショナル 440.2-ヒ 新書

95 ドローンで迫る伊豆半島の衝突 小山真人 岩波書店 454.9-コ

96 東京「スリバチ」地形散歩　多摩武蔵野編　凹凸を楽しむ 皆川典久/真貝康之 洋泉社 454.9-ミ

97 動的平衡　2　生命は自由になれるのか 福岡伸一 木楽舎 460.4-フ-2

98 動的平衡　3　チャンスは準備された心にのみ降り立つ 福岡伸一 木楽舎 460.4-フ-3

99 モノに心はあるのか　動物行動学から考える「世界の仕組み」 森山徹 新潮社 481.7-モ

100 脳の誕生　発生・発達・進化の謎を解く 大隅典子 筑摩書房 491.2-オ 新書

101 マンガでわかる薬理学
枝川義邦 [著]
しおざき 忍 [作画] オーム社 491.5-エ

102 スマホゲーム依存症 樋口進 内外出版社 493.7-ヒ

103 衛生動物をめぐる生物学 芳賀英吾 [監修] アドスリー 498.-エ
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104 [図説] 戦う日本の城最新講座 西股総生 学研プラス 521.8-ニ

105 東京の名教会さんぽ　心が洗われる東京の美しい聖堂 鈴木元彦 エクスナレッジ 523.1-ス

106 JR東日本はこうして車両をつくってきた
多種多様なラインナップ誕生の舞台裏

白川保友/和田洋 交通新聞社 536-シ 新書

107 ラーメンを科学する
年間消費量60億食超!　国民食の「うまさ」の正体

川口友万 カンゼン 596.3-カ

108 サルはなぜ山を下りる?　野生動物との共生 室山泰之 京都大学学術出版会 615.8-ム

109 ハチミツの歴史 ルーシー・M.ロング 原書房 646.9-ロ

110 大量生産品のデザイン論　経済と文化を分けない思考 佐藤卓 PHP研究所 674.E963-サ 新書

111 徹底カラー図解 東京メトロのしくみ マイナビ出版編集部 [編] マイナビ出版 686.2-テ

112 銀座線の90年　東洋初の地下鉄、今昔物語 渡辺雅史 河出書房新社 686.2-ワ

113 もじ鉄　書体で読み解く日本全国全鉄道の駅名標 石川祐基 三才ブックス 686.5-イ

114 ギリシャ美術史入門
中村るい
加藤公太 [作画] 三元社 702-ナ

115 ストーリーのある50の名作椅子案内 萩原健太郎 スペースシャワーネットワーク 758-ハ

116 スポーツメンタルの科学　メンタルを自分でコントロールする! 若松健太 [ほか監修] 洋泉社 780.1-ス

117 筋トレのための人体解剖図　しくみと動きをビジュアル解説 石井直方/肥田岳彦 [監修] 成美堂出版 780.7-キ

118 ボウリングの社会学　<スポーツ>と<レジャー>の狭間で 笹生心太 青弓社 783.9-サ

119 本のお茶
川口葉子 [抄訳・文]/
藤田一咲[写真] KADOKAWA 791-オ 文庫

120 アルファ碁は何を考えていたのか?
トップ棋士3人による徹底解剖

河野臨/小松英樹/一力遼 マイナビ出版 795-ア

121 テトリス・エフェクト　世界を惑わせたゲーム ダン・アッカーマン 白揚社 798.5-ア

122 ゲームシナリオの書き方
基礎から学ぶキャラクター・構成・テキストの秘訣

佐々木智広 SBクリエイティブ 798.5-サ

123 「あ」は「い」より大きい!?　音象徴で学ぶ音声学入門 川原繁人 ひつじ書房 801 1-カ

124 通じない日本語　世代差・地域差からみる言葉の不思議 窪薗晴夫 平凡社 814.9-ク 新書

125 漱石を知っていますか 阿刀田高 新潮社 910.2-ア

126 深読み日本文学 島田雅彦 集英社インターナショナル 910.2-シ 新書

127 大人になるまでに読みたい15歳の詩　4－6 青木健編 ゆまに書房 911.オ-4-6

128 日本文学全集　02　口訳万葉集　百人一首　新々百人一首 池澤夏樹 [個人編集] 河出書房新社 911.1-ニ

129 日本文学全集　12
松尾芭蕉 おくのほそ道　与謝蕪村　小林一茶　とくとく歌仙

池澤夏樹 [個人編集] 河出書房新社 911.3-ニ

130 能楽名作選　上/下　原文・現代語訳 天野文雄 [訳著] KADOKAWA 912.3-ノ-1-2

131 國語元年 井上ひさし 新潮社 912.6-イ

132 日本文学全集　01　古事記 池澤夏樹 [個人編集] 河出書房新社 913.2-ニ

133 日本文学全集　03
竹取物語　伊勢物語　堤中納言物語　土左日記　更級日記

池澤夏樹 [個人編集] 河出書房新社 913.3-ニ

134 日本文学全集　08
日本霊異記　今昔物語　宇治拾遺物語　発心集

池澤夏樹 [個人編集] 河出書房新社 913.3-ニ

135 日本文学全集　09　平家物語 池澤夏樹 [個人編集] 河出書房新社 913.4-ニ

136 日本文学全集　11
好色一代男　雨月物語　通言総籬　春色梅児誉美

池澤夏樹 [個人編集] 河出書房新社 913.5-ニ

137 アキラとあきら 池井戸潤 徳間書店 913.6-イ 文庫

138 ホワイトラビット　a　night 伊坂幸太郎 新潮社 913.6-イ
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139 暗いところで待ち合わせ 乙一 [著] 幻冬舎 913.6-オ

140 RDG　レッドデータガール　氷の靴ガラスの靴 荻原規子 KADOKAWA 913.6-オ

141 カーテンコール! 加納朋子 新潮社 913.6-カ

142 きみが見つける物語　不思議な話編　十代のための新名作 いしいしんじ [ほか著] 角川書店 913.6-キ 文庫

143 きみが見つける物語　こわ〜い話編　十代のための新名作 赤川次郎 [ほか著] KADOKAWA 913.6-キ 文庫

144 きみが見つける物語　スクール編　十代のための新名作 あさのあつこ [ほか著] KADOKAWA 913.6-キ 文庫

145 きみが見つける物語　オトナの話編　十代のための新名作 大崎善生 [ほか著] 角川書店 913.6-キ 文庫

146 きみが見つける物語　切ない話編　十代のための新名作 小川洋子 [ほか著] 角川書店 913.6-キ 文庫

147 きみが見つける物語　放課後編　十代のための新名作 浅田次郎 [ほか著] 角川書店 913/6-キ 文庫

148 ソバニイルヨ 喜多川泰 幻冬舎 913.6-キ

149 いっぺんさん 朱川湊人 文藝春秋 913.6-シ

150 きよしこ 重松清 新潮社 913.6-シ

151 架空の犬と噓をつく猫 寺地はるな 中央公論新社 913.6-テ

152 映画化決定 友井羊 朝日新聞出版 913.6-ト

153 日本文学全集　13　樋口一葉　たけくらべ　夏目漱石　森鷗外 池澤夏樹  [個人編集] 河出書房新社 913.6-ニ

154 真空地帯 野間宏 岩波書店 913.6-ノ 文庫

155 カエルの楽園 百田尚樹 新潮社 913.6-ヒ

156 探偵少女アリサの事件簿　[2]　今回は泣かずにやってます 東川篤哉 幻冬舎 913.6-ヒ-2

157 夢をかなえるゾウ　2　ガネーシャと貧乏神 水野敬也[著] 飛鳥新社 913.-ミ-2

158 夢をかなえるゾウ　3　ブラックガネーシャの教え 水野敬也[著] 飛鳥新社 913.6-ミ-3

159 いまさら翼といわれても 米澤穂信 KADOKAWA 913.6-ヨ

160 意識のリボン 綿矢りさ 集英社 913.6-ワ

161 日本文学全集　07　枕草子　方丈記　徒然草 池澤夏樹 [個人編集] 河出書房新社 914.3-ニ

162 やっぱり友だちはいらない。 押井守 東京ニュース通信社 914.6-オ

163 すべての始まり 吉本ばなな 幻冬舎 914.6-ヨ

164 忘れたふり 吉本ばなな 幻冬舎 914.6-ヨ

165 封神演義　前編 八木原一恵 [編訳] 集英社 923 5-ホ-1 文庫

166 カズオ・イシグロ入門 日吉信貴 立東舎 930.2-ヒ

167 凍てつく海のむこうに ルータ・セペティス 岩波書店 933.7-セ

168 ハリー・ポッターへの旅　イギリス&物語探訪ガイド MOE編集部/山内 史子 [著] 白泉社 933.7-ハ

169 さよなら、スパイダーマン アナベル・ピッチャー 偕成社 933.7-ピ

170 雪の夜は小さなホテルで謎解きを ケイト・ミルフォード 東京創元社 933.7-ミ 文庫

171 ナルニア国物語　6　銀の椅子 C.S.ルイス 光文社 933.7-ル-6 文庫

172 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 J.K.ローリング 静山社 933.7-ロ-3

173 ハリー・ポッターと賢者の石 J.K.ローリング 静山社 933.7-ロ-1
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174 ハリー・ポッターと秘密の部屋 J.K.ローリング 静山社 933.7-ロ-2

175 ハリー・ポッターと炎のゴブレット　上/下 J.K.ローリング 静山社 933.7-ロ-4 1-2

176 ハリー・ポッターと死の秘宝　上/下 J.K.ローリング 静山社 933.7-ロ-7 1-2　

177 ハリー・ポッターと謎のプリンス　上/下 J.K.ローリング 静山社 933.7-ロ-6-1-2

178 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　上/下 J.K.ローリング 静山社 933.7-ロ 5 1-2

179 帰ってきたヒトラー　上/下 ティムール・ヴェルメシュ 河出書房新社 943 7 ウ゛ 1-2 文庫

180 アンネの童話 アンネ・フランク 文藝春秋 949 3-フ 文庫

181 マノン・レスコー プレヴォ 光文社 953.6-プ 文庫

182 怒り　上/下 ジグムント・ミウォシェフスキ 小学館 989.8-ミ 1-2 文庫
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