
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 「専門家」とは誰か 村上 陽一郎 [編]
藤垣 裕子 ほか[著]

晶文社 002 セ

2 機械カニバリズム　人間なきあとの人類学へ 久保 明教 講談社 007.3 ク

3 新装版　図説　本の歴史 樺山 紘一 河出書房新社 020.2 ズ

4 「一万円選書」でつながる架け橋　北海道の小さな町の本屋・いわた書店 岩田 徹 竹書房 024 イ

5 倭と加耶　朝鮮海峡の考古学 東 潮 朝日新聞出版 081 ア 1032

6 学び合い、発信する技術　アカデミックスキルの基礎 林 直亨 岩波書店 081 イ 959 岩波ジュニア新書

7 スピノザ　読む人の肖像 國分 功一郎 岩波書店 081 イ 1944 岩波新書

8 ジョン・デューイ　民主主義と教育の哲学 上野 正道 岩波書店 081 イ 1945 岩波新書

9 世界インフレの謎 渡辺 努 講談社 081 コ 2679 講談社現代新書

10 ふしぎな中国 近藤 大介 講談社 081 コ 2680 講談社現代新書

11 教養の語源英単語 清水 建二 講談社 081 コ 2681 講談社現代新書

12 今を生きる思想　宇沢弘文　新たなる資本主義の道を求めて 佐々木 実 講談社 081 コ 2682 講談社現代新書

13 近代日本外交史　幕末の開国から太平洋戦争まで 佐々木 雄一 中央公論新社 081 チ 2719 中公新書

14 司馬遼太郎の時代　歴史と大衆教養主義 福間 良明 中央公論新社 081 チ 2720 中公新書

15 京都の食文化　歴史と風土がはぐくんだ「美味しい街」 佐藤 洋一郎 中央公論新社 081 チ 2721 中公新書

16 陰謀論　民主主義を揺るがすメカニズム 秦 正樹 中央公論新社 081 チ 2722 中公新書

17 徳川家康の決断　桶狭間から関ケ原、大坂の陣まで10の選択 本多 隆成 中央公論新社 081 チ 2723 中公新書

18 語られざる占領下日本　公職追放から「保守本流」へ 小宮 京 NHK出版 081 ニ 1275

19 ＜イラスト授業シリーズ＞　ひと目でわかる　哲学のしくみとはたらき図鑑 川口 茂雄 [日本語版監修] 創元社 100 ヒ  

20 ちくまQブックス　不思議なテレポート・マシーンの話　なぜ「ぼく」が存在の謎を考えることになったか? 飯田 隆 筑摩書房 104 イ

21 ちくまQブックス　言葉を生きる　考えるってどういうこと? 池田 晶子 筑摩書房 104 イ

22 思想史講義　[明治篇Ⅰ] 山口 輝臣 　福家 崇洋 筑摩書房 121.6 シ 新書

23 試験に出る現代思想 斎藤 哲也 NHK出版 133 サ 新書

24 ヤスパース　■人と思想36 宇都宮 芳明 清水書院 134.9 ヤ

25 道徳の自然誌 マイケル・トマセロ 勁草書房 140 ト

26 図解・最新 心理学大事典　用語・学説・理論の意味がひと目でわかる! 中野 明 秀和システム 140 ナ

27 感情の哲学入門講義 源河 亨 慶應義塾大学出版会 141.6 ゲ

28 ユング　■人と思想59 林 道義 清水書院 146.1 ユ

29 ちくまQブックス　悩んでなんぼの青春よ　頭がいいとはどういうこと? 森 毅 筑摩書房 159.7 モ

30 アメリカの教会　「キリスト教国家」の歴史と本質 橋爪 大三郎 光文社 192.5 ハ 新書

31 歴史を拓いた 明治のドレス 吉原 康和 G.B. 210 ヨ

令和４年１２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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32 郡司と天皇　地方豪族と古代国家 磐下 徹 吉川弘文館 210.3 イ

33 戦国の<大敗>古戦場を歩く　なぜ、そこは戦場になったのか 黒嶋 敏 山川出版社 210.4 ク

34 武士とは何か 呉座 勇一 新潮社 210.4 ゴ

35 江戸想像散歩　江戸図のなかを歩く・眺める 冨岡 一成 旬報社 213.6 ト

36 一駅一話　江ノ電沿線 歴史さんぽ 泉 秀樹 有隣堂 213.7 イ

37 ナチ・ドイツ最後の8日間　1945.5.1-1945.5.8 フォルカー・ウルリヒ すばる舎 234 ウ

38 ベルギーの歴史を知るための 50章 松尾 秀哉 明石書店 235.8 ベ

39 仁明天皇 遠藤 慶太 吉川弘文館 281.8 ジ 317

40 [中世から近世へ]　毛利氏の御家騒動　折れた三本の矢 光成 準治 平凡社 288.3 モ

41 家康の正妻　築山殿　悲劇の生涯をたどる 黒田 基樹 平凡社 289.1 ツ 新書

42 SDGsは地理で学べ 宇野 仙 筑摩書房 290 ウ 新書

43 世界の家の窓から　77カ国201人の人生ストーリー　VIEW  FROM  MY  WINDOW  日本版 主婦の友社 主婦の友社 290.8 セ

44 大学的相模ガイド　こだわりの歩き方 塚田 修一 昭和堂 291.3 ダ

45 地理院地図で東京を歩く③　神楽坂から羽村まで16コース 地理教育研究会 清水書院 291.3 チ 3

46 東京水辺散歩　水の都の地形と時の堆積をめぐる
陣内 秀信 ほか[著]
陣内 秀信 [総監修]
宮越 昭暢 [監修]

技術評論社 291.3 ト

47 ちくまQブックス　トルコから世界を見る　ちがう国の人と生きるには? 内藤 正典 筑摩書房 302.2 ナ

48 オックスフォード大教授が問う　思考停止社会ニッポン　曖昧化する危機言説 苅谷 剛彦 中央公論新社 304 カ 新書

49 社会主義前夜　サン=シモン、オーウェン、フーリエ 中嶋 洋平 筑摩書房 309.2 ナ 新書

50 地図でスッと頭に入る 世界の民族と紛争 祝田 秀全 [監修] 昭文社 316.8 チ  

51 データで読む地域再生　「強い県・強い市町村」の秘密を探る
日本経済新聞社
地域報道センター

日経BP
日本経済新聞出版 318.6 デ  

52 中国パンダ外交史 家永 真幸 講談社 319.2 イ

53 １４歳の世渡り術　from under 30　世界を平和にする第一歩
河出書房新社 [編]
井手上 漠 ほか[著]

河出書房新社 319.8 セ

54 大人になる前に知ってほしい　生きるために必要な「法律」のはなし 木村 真実 ほか[監修] ナツメ社 320 イ

55 ローカルな法秩序　法と交錯する共同性 阿部 昌樹 勁草書房 321.3 ア

56 はてなの国際法 岩本 誠吾 　戸田 五郎 晃洋書房 329 イ

57 雷神と心が読めるヘンなタネ　こどものためのゲーム理論 鎌田 雄一郎 河出書房新社 331.1 カ

58 人新世の「資本論」 斎藤 幸平 集英社 331.6 サ 新書

59 格差の起源　なぜ人類は繁栄し、不平等が生まれたのか オデッド・ガロー NHK出版 332 ガ

60 51のデータが明かす日本経済の構造　物価高・低賃金の根本原因 宮本 弘曉 PHP研究所 332.1 ミ 新書

61 14歳からのSDGs　あなたが創る未来の地球
水野谷 優 [編著]
國井 修 ほか[著] 明石書店 333.8 ミ

62 我々はどこから来て、今どこにいるのか?　上　アングロサクソンがなぜ覇権を握ったか エマニュエル・トッド 文藝春秋 362 ト 1

63 我々はどこから来て、今どこにいるのか?　下　民主主義の野蛮な起源 エマニュエル・トッド 文藝春秋 362 ト 2

64 家事は大変って気づきましたか? 阿古 真理 亜紀書房 367.2 ア

65 ジェンダーと「自由」　理論、リベラリズム、クィア 三浦 玲一 　早坂 静 彩流社 367.2 ジ
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66 ちくまQブックス　なぜ親はうるさいのか　子と親は分かりあえる? 田房 永子 筑摩書房 367.3 タ

67 新版 少年犯罪　18歳、19歳をどう扱うべきか 鮎川 潤 平凡社 368.7 ア 新書

68 中学生のための 東大生の勉強法カタログ　8人の東大生が教える100種類の勉強法 飴嶋 彩織 ほか[執筆] 学研プラス 375 チ

69 なるにはBooks　大学学部調べ　芸術学部　中高生のための学部選びガイド 浅野 恵子 ぺりかん社 375 ナ 別巻

70 なるにはBooks　大学学部調べ　情報学部　中高生のための学部選びガイド 漆原 次郎 ぺりかん社 375 ナ 別巻

71 理数探究の考え方 石浦 章一 筑摩書房 375.4 イ 新書

72 ちくまQブックス　世界一くさい食べもの　なぜ食べられないような食べものがあるのか? 小泉 武夫 筑摩書房 383.8 コ

73 ちくまQブックス　科学はこのままでいいのかな　進歩?いえ進化でしょ 中村 桂子 筑摩書房 404 ナ

74 宇宙を解くパズル　「真理」は直観に反している カムラン・バッファ 講談社 408 ブ 2215 ブルーバックス

75 カラー図解　脳の教科書　はじめての「脳科学」入門 三上 章允 講談社 408 ブ 2216 ブルーバックス

76 東京大学の先生伝授　文系のためのめっちゃやさしい 数学　数と数式 編 山本 昌宏 [監修] ニュートンプレス 410 ブ

77 世界を支配する人々だけが知っている10の方程式　成功と権力を手にするための数学講座 デイヴィッド・サンプター 光文社 410.4 サ

78 世界を支えるすごい数学　CGから気候変動まで イアン・スチュアート 河出書房新社 410.4 ス

79 ノーベル化学賞に輝いた研究のすごいところをわかりやすく説明してみた 山口 悟 ベレ出版 430.4 ノ

80 元素に名前をつけるなら
江頭 和宏 [著]
黒抹茶 [絵] オーム社 431.1 エ

81 分子をはかる　がん検診から宇宙探査まで 藤井 敏博 文藝春秋 433.2 フ 新書

82 ＜イラスト授業シリーズ＞　ひと目でわかる  宇宙のしくみとはたらき図鑑 渡部 潤一 [日本語版監修] 創元社 440 ヒ  

83 面白くて眠れなくなる宇宙 高水 裕一 PHPエディターズ・グループ 440.4 タ

84 キリンのひづめ、ヒトの指　比べてわかる生き物の進化 郡司 芽久 NHK出版 481.1 グ

85 鳥脳力　小さな頭に秘められた驚異の能力 渡辺 茂 化学同人 488.1 ワ 文庫

86 新・動物記 6　アザラシ語入門　水中のふしぎな音に耳を澄ませて 水口 大輔 京都大学学術出版会 489.5 ア

87 ちくまQブックス　生命倫理のレッスン　人体改造はどこまで許されるのか? 小林 亜津子 筑摩書房 490.1 コ

88 今と未来がわかる 脳と心 毛内 拡 [監修] ナツメ社 491.3 イ

89 ドーパミン中毒 アンナ・レンブケ 新潮社 493.7 レ 新書

90 渡りたい!くぐりたい!　橋とトンネル 鉄道探究読本 小野田 滋 河出書房新社 516.2 オ

91 知ってたのしい!  鉄道の信号　安全のキホン、乗って観察・見て納得 土屋 武之 ほか[著] 交通新聞社 516.6 シ 新書

92 今日からモノ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしい 下水道の本 第2版 高堂 彰二 日刊工業新聞社 518.2 コ

93 安藤忠雄の建築　5　Dialogues 安藤 忠雄 TOTO出版 520.8 ア 5  

94 天守　芸術建築の本質と歴史 三浦 正幸 吉川弘文館 521.8 ミ

95 新装版　図説 西洋建築の歴史　美と空間の系譜 佐藤 達生 河出書房新社 523 サ

96 増補新装版　図説 キリスト教会建築の歴史 中島 智章 河出書房新社 523 ナ

97 増補版　天下無双の建築学入門 藤森 照信 筑摩書房 527 フ 文庫

98 鉄道運転進化論　自動運転の時代に運転士は必要か? 西上 いつき 交通新聞社 536.6 ニ 新書

99 ホンダジェット誕生物語　経験ゼロから世界一へ 杉本 貴司 日本経済新聞出版社 538.6 ス 文庫

100 ビデオのメディア論 永田 大輔 ほか[著] 青弓社 547.8 ビ
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101 スパコン富岳の挑戦　GAFAなき日本の戦い方 松岡 聡 文藝春秋 548.2 マ 新書

102 産業用ロボット　Theビギニング 西田 麻美 日刊工業新聞社 548.3 ニ

103 海と灯台学 日本財団 海と灯台プロジェクト 文藝春秋 557.5 ウ

104 １４歳の世渡り術　お金に頼らず生きたい君へ　廃村「自力」生活記 服部 文祥 河出書房新社 611.9 ハ

105 ウシのげっぷを退治しろ　地球温暖化ストップ大作戦
大谷 智通 [著]
小林 泰男 [監修] 旬報社 645.3 オ

106 相棒は秋田犬　現代の縄文犬と共に過ごした3989日 村山 二朗 カンゼン 645.6 ム

107 観光立国・日本　ポストコロナ時代の戦略 箱谷 真司 光文社 689.2 ハ 新書

108 名画の中で働く人々　「仕事」で学ぶ西洋史 中野 京子 集英社 723 ナ

109 名画から学ぶ　写真の見方・撮り方 東京カメラ部 　塚崎 秀雄 翔泳社 743 メ

110 その日本語、ヨロシイですか?　楽しい校閲教室 井上 孝夫 草思社 749.1 イ 文庫

111 文にあたる 牟田 都子 亜紀書房 749.1 ム

112 プロダクト、建築、テキスタイル　名作をつくった人と時代とアイデンティティ　「北欧デザイン」の考え方 渡部 千春 誠文堂新光社 757 ワ

113 唱歌「蛍の光」と帝国日本 大日方 純夫 吉川弘文館 767.7 オ

114 椎名林檎論　乱調の音楽 北村 匡平 文藝春秋 767.8 シ

115 教養としての能楽史 中村 雅之 筑摩書房 773.2 ナ 新書

116 投げる 捕る 打つ　野球解析図鑑　イラストでわかる体の細部の動き 川村 卓 イースト・プレス 783.7 カ

117 正岡子規ベースボール文集
正岡 子規 [著]
復本 一郎 [編] 岩波書店 783.7 マ 文庫

118 思い込む力　やっと「好きなこと」を仕事にできた ネモ 日経BP 798.5 ネ

119 ちくまQブックス　ふしぎなことば　ことばのふしぎ　ことばってナァニ? 池上 嘉彦 筑摩書房 804 イ

120 ちくまQブックス　苦手から始める作文教室　文章が書けたらいいことはある? 津村 記久子 筑摩書房 816 ツ

121 物語のカギ　「読む」が10倍楽しくなる38のヒント 渡辺祐真/スケザネ 笠間書院 901.3 ワ

122 翻訳、一期一会 鴻巣 友季子 左右社 904 コ

123 女を書けない文豪たち　イタリア人が偏愛する日本近現代文学 イザベラ・ディオニシオ KADOKAWA 910.2 デ

124 教養としての日本古典文学史 村尾 誠一 笠間書院 910.2 ム

125 ことばの歳時記 山本 健吉 KADOKAWA 911.3 ヤ 文庫

126 窪島誠一郎 詩集　のこしてゆくもの 窪島 誠一郎 アーツアンドクラフツ 911.5 ク

127 はぐれんぼう 青山 七恵 講談社 913.6 ア

128 夜の道標 芦沢 央 中央公論新社 913.6 ア

129 水底のスピカ 乾 ルカ 中央公論新社 913.6 イ

130 小説家の一日 井上 荒野 文藝春秋 913.6 イ

131 老害の人 内館 牧子 講談社 913.6 ウ

132 君のクイズ 小川 哲 朝日新聞出版 913.6 オ

133 イコトラベリング1948- 角野 栄子 KADOKAWA 913.6 カ

134 余命10年 小坂 流加 文芸社 913.6 コ 文庫

135 超短編小説で読む 47都道府県　旅する54字の物語
氏田 雄介 [編著]
武田 侑大 [絵] PHP研究所 913.6 ゴ
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136 超短編小説で学ぶ日本の歴史　54字の物語　史
氏田 雄介 ほか[著]
武田 侑大 [絵] PHP研究所 913.6 ゴ

137 プリテンド・ファーザー 白岩 玄 集英社 913.6 シ

138 きみが忘れた世界のおわり 実石 沙枝子 講談社 913.6 ジ

139 太陽諸島 多和田 葉子 講談社 913.6 タ

140 財布は踊る 原田 ひ香 新潮社 913.6 ハ

141 方舟 夕木 春央 講談社 913.6 ユ

142 栞と噓の季節 米澤 穂信 集英社 913.6 ヨ

143 吹上奇譚　第四話　ミモザ 吉本 ばなな 幻冬舎 913.6 ヨ 4

144 虎のたましい人魚の涙 くどう れいん 講談社 914.6 ク

145 放哉の本を読まずに孤独 せきしろ 春陽堂書店 914.6 セ

146 つたなさの方へ 那須 耕介 ちいさいミシマ社 914.6 ナ

147 魯迅を読もう　<他者>を求めて 王 欽 春秋社 920.2 ロ

148 ガリバー旅行記 ジョナサン・スウィフト 朝日新聞出版 933.6 ス

149 ホットミルク デボラ・レヴィ 新潮社 933.7 レ

150 この夜を越えて イルムガルト・コイン 左右社 943.7 コ

151 どんなふう サミュエル・ベケット 河出書房新社 953.7 ベ

152 カレル・チャペックの見たイギリス カレル・チャペック 海山社 989.5 チ
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