
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 今日からモノ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしい　VRの本　第２版
廣瀬 通孝 [監]
東京大学バーチャルリアリティ
教育研究センター [編]

日刊工業新聞社 007.1 ト

2 アフター・スティーブ　3兆ドル企業を支えた不揃いの林檎たち トリップ・ミックル ハーパーコリンズ・ジャパン 007.3 ア

3 メタバースと経済の未来 井上 智洋 文藝春秋 007.3 イ 新書

4 Web3 とは何か　NFT、ブロックチェーン、メタバース 岡嶋 裕史 光文社 007.3 オ 新書

5 調べる技術　国会図書館秘伝のレファレンス・チップス 小林 昌樹 皓星社 007.5 コ

6 闘う図書館　アメリカのライブラリアンシップ 豊田 恭子 筑摩書房 010.2 ト

7 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 デイヴィッド・S.キダー
ノア・D.オッペンハイム 文響社 033 キ

8 読解力をきたえる英語名文 30 行方 昭夫 岩波書店 081 イ 960 岩波ジュニア新書

9 森鷗外、自分を探す 出口 智之 岩波書店 081 イ 961 岩波ジュニア新書

10 迫りくる核リスク　<核抑止>を解体する 吉田 文彦 岩波書店 081 イ 1946 岩波新書

11 「移民国家」としての日本　共生への展望 宮島 喬 岩波書店 081 イ 1947 岩波新書

12 高橋源一郎の飛ぶ教室　はじまりのことば 高橋 源一郎 岩波書店 081 イ 1948 岩波新書

13 芭蕉のあそび 深沢 眞二 岩波書店 081 イ 1949 岩波新書

14 知っておきたい地球科学　ビッグバンから大地変動まで 鎌田 浩毅 岩波書店 081 イ 1950 岩波新書

15 アフター・アベノミクス　異形の経済政策はいかに変質したのか 軽部 謙介 岩波書店 081 イ 1951 岩波新書

16 ルポ　アメリカの核戦力　「核なき世界」はなぜ実現しないのか 渡辺 丘 岩波書店 081 イ 1952 岩波新書

17 現代カタストロフ論　経済と生命の周期を解き明かす 金子 勝 　児玉 龍彦 岩波書店 081 イ 1953 岩波新書

18 マルクス・アウレリウス　『自省録』のローマ帝国 南川 高志 岩波書店 081 イ 1954 岩波新書

19 未来の年表　業界大変化　瀬戸際の日本で起きること 河合 雅司 講談社 081 コ 2688 講談社現代新書

20 言語ゲームの練習問題 橋爪 大三郎 講談社 081 コ 2689 講談社現代新書

21 今を生きる思想　ミシェル・フーコー　権力の言いなりにならない生き方 箱田 徹 講談社 081 コ 2690 講談社現代新書

22 大塩平八郎の乱　幕府を震撼させた武装蜂起の真相 藪田 貫 中央公論新社 081 チ 2730 中公新書

23 物語　遺伝学の歴史　メンデルからDNA、ゲノム編集まで 平野 博之 中央公論新社 081 チ 2731 中公新書

24 森林に何が起きているのか　気候変動が招く崩壊の連鎖 吉川 賢 中央公論新社 081 チ 2732 中公新書

25 日本の歴史問題　改題新版　「帝国」の清算から靖国、慰安婦問題まで 波多野 澄雄 中央公論新社 081 チ 2733 中公新書

26 尹致昊日記　2　1890-1892年 木下 隆男 [訳注] 平凡社 081 ト 911 　

27 教養として学んでおきたい現代哲学者10人 岡本 裕一朗 マイナビ出版 102.8 オ 新書

28 思想史講義　戦前昭和篇
山口 輝臣 [編]
福家 崇洋 [編] 筑摩書房 121.6 シ 新書

29 「覚える」と「わかる」　知の仕組みとその可能性 信原 幸弘 筑摩書房 141.1 ノ 新書

30 モアイの白目　目と心の気になる関係 小林 洋美 東京大学出版会 141.2 コ

令和５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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31 孤独がきみを強くする 岡本 太郎
平野 暁臣 [プロデュース・構成]

興陽館 159 オ

32 精神科医Tomyが教える　心の執着の手放し方 精神科医Tomy ダイヤモンド社 159 ト

33 限りある時間の使い方 オリバー・バークマン かんき出版 159 バ

34 １４歳の世渡り術　オタクを武器に生きていく 吉田 尚記 河出書房新社 159.4 ヨ

35
岩波ジュニアスタートブックス
なりたい自分との出会い方　世界に飛び出したボクが伝えたいこと

岡本 啓史 岩波書店 159.7 オ

36 君たちが生き延びるために　高校生との22の対話 天童 荒太 筑摩書房 159.7 テ 新書

37 ビジュアル版　はじめての聖書物語 サリー・タグホルム ほか 創元社 193 タ

38 徳川家康と武田信玄 平山 優 KADOKAWA 210.4 ト

39 世界と日本がわかる　国ぐにの歴史　一冊でわかるタイ史 柿崎 一郎 河出書房新社 223.7 イ

40 中世ヨーロッパ　騎士道の作法 祝田 秀全 [監修] G.B. 230.4 チ

41 日本の家紋とデザイン 濱田 信義 [編] パイインターナショナル 288.6 ハ

42 日本伝記　知のパイオニア　今西錦司と自然 斎藤 清明 玉川大学出版部 289.1 イ

43 日本伝記　知のパイオニア　荻野吟子とジェンダー平等 堺 正一 玉川大学出版部 289.1 オ

44 日本伝記　知のパイオニア　岡倉天心と思想 大久保 喬樹 玉川大学出版部 289.1 オ

45 日本伝記　知のパイオニア　田中久重と技術 河本 信雄 玉川大学出版部 289.1 タ

46 日本伝記　知のパイオニア　寺田寅彦と物理学 池内 了 玉川大学出版部 289.1 テ

47 日本伝記　知のパイオニア　留岡幸助と自立支援 藤井 常文 玉川大学出版部 289.1 ト

48 日本伝記　知のパイオニア　宮本常一と民俗学 森本 孝 玉川大学出版部 289.1 ミ

49 日本伝記　知のパイオニア　柳宗悦と美 土田 眞紀 玉川大学出版部 289.1 ヤ

50 ニュージーランド　アーダーン首相　世界を動かす共感力 マデリン・チャップマン 集英社インターナショナル 289.3 ア

51 シャルル・ドゥ・ゴール　自覚ある独裁 佐藤 賢一 KADOKAWA 289.3 ド 文庫

52 ビジュアルでわかる　江戸・東京の地理と歴史 鈴木 理生 　鈴木 浩三 日本実業出版社 291.3 ス

53 ニュージーランドの大らかで自然に寄りそう暮らし365日
何気ない日々の中で紡いでいく穏やかで豊かな時間

草野 亜希子 自由国民社 297.2 ク 　

54 池上彰の世界の見方　中南米　アメリカの裏庭と呼ばれる国々 池上 彰 小学館 302.5 イ

55 カースト　アメリカに渦巻く不満の根源 イザベル・ウィルカーソン 岩波書店 316.8 ウ

56 ウクライナ戦争 小泉 悠 筑摩書房 319.3 コ 新書

57 ボーダー　移民と難民 佐々 涼子 集英社インターナショナル 329.9 サ

58 Net　Positive　ネットポジティブ　「与える>奪う」で地球に貢献する会社
ポール・ポルマン
アンドリュー・ウィンストン 日経BP 335.1 ポ

59 第72回　日本統計年鑑　令和５年 総務省統計局 [編] 日本統計協会 351 ニ 72

60 私たちはなぜ傷つけ合いながら助け合うのか　心理学ビジュアル百科　社会心理学編 越智 啓太 [編] 創元社 361.4 ワ

61 かしこい消費者になろう!　18歳成人になる前に学ぶ 契約とお金の基本ルール
消費者教育支援センター [監修]

さかなこうじ [マンガ] 旬報社 365 ジ

62 13歳から考える住まいの権利　多様な生き方を実現する「家」のはなし 葛西 リサ かもがわ出版 365.3 ク

63
これだけは知っておきたい「働くこと」の決まり
10代からのワークルール ①　ワークルールってなんだ? 上西 充子 [監修] 旬報社 366.1 ジ 1
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64
これだけは知っておきたい「働くこと」の決まり

10代からのワークルール ②　こんなときこそワークルール!　アルバイト編
上西 充子 [監修] 旬報社 366.1 ジ 2

65
これだけは知っておきたい「働くこと」の決まり

10代からのワークルール ③　こんなときこそワークルール!　就活・就職編 上西 充子 [監修] 旬報社 366.1 ジ 3

66
これだけは知っておきたい「働くこと」の決まり
10代からのワークルール④　ワークルールでつくる豊かな社会 上西 充子 [監修] 旬報社 366.1 ジ 4

67 なるにはBooks　港で働く 鑓田 浩章 ぺりかん社 375 ナ ﾎ28

68 洋装の日本史 刑部 芳則 集英社インターナショナル 383.1 オ 新書

69 くさい食べもの大全 小泉 武夫 東京堂出版 383.8 コ

70 ハロウィーンの文化誌 リサ・モートン 原書房 386 モ

71 科学オモテウラ大事典 左巻 健男 [編] 東洋館出版社 404 サ

72 数理は世界を創造できるか　宇宙・生命・情報の謎にせまる 横倉 祐貴 ほか 東京大学出版会 404 ス

73 科学用語図鑑
水谷 淳 [文]
小幡 彩貴 [絵]

河出書房新社 404 ミ

74 なぜ理系に女性が少ないのか 横山 広美 幻冬舎 407 ヨ 新書

75 量子力学の多世界解釈　なぜあなたは無数に存在するのか 和田 純夫 講談社 408 ブ 2219 ブルーバックス

76 人体最強の臓器　皮膚のふしぎ　最新科学でわかった万能性 椛島 健治 講談社 408 ブ 2220 ブルーバックス

77 見て楽しむ　数のふしぎショートストーリー200 ジュリア・コリンズ 丸善出版 410.4 コ

78 今日からモノ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしい　エントロピーの本　第２版 石原 顕光 日刊工業新聞社 426.5 イ

79 天文年鑑2023年版 天文年鑑編集委員会 [編] 誠文堂新光社 440 テ

80 噴火した!　火山の現場で考えたこと 荒牧 重雄 東京大学出版会 453.8 ア

81 自然科学ハンドブック　恐竜・古生物図鑑 ヘイゼル・リチャードソン ほか 創元社 457.8 リ

82 飛ばないトカゲ　ようこそ!　サイエンスの「森」へ 小林 洋美 東京大学出版会 460.4 コ

83 新種発見!　見つけて、調べて、名付ける方法
馬場 友希 [編]
福田 宏 [編] 山と溪谷社 461 シ

84 岩波科学ライブラリー 315　環境DNA入門　ただよう遺伝子は何を語るか 源 利文 岩波書店 468 ミ

85
岩波ジュニアスタート

はじめての動物地理学　なぜ北海道にヒグマで、本州はツキノワグマなの?
増田 隆一 岩波書店 482 マ

86 森のちいさな天使　エゾモモちゃん 小原 玲 講談社ビーシー 489.4 オ  

87 明日、シカに会いに行こう　奈良公園で見つけた幸せのかたち 佐藤 和斗 青菁社 489.8 サ  

88 寝るのが楽しくなる　睡眠のひみつ ヴィッキー・ウッドゲート 創元社 491.3 ウ  

89 東京大学の先生伝授　文系のための　めっちゃやさしい　睡眠 林 悠 [監修] ニュートンプレス 491.3 ブ  

90 一晩置いたカレーはなぜおいしいのか　食材と料理のサイエンス 稲垣 栄洋 新潮社 498.5 イ 文庫

91 20XX年のパンデミック　致死的感染症との闘いから考える未知のパンデミックへの備え 浦島 充佳 化学同人 498.6 ウ  

92 体はゆく　できるを科学する<テクノロジー×身体> 伊藤 亜紗 文藝春秋 501.8 イ  

93 みんなで考える地球環境 Q&A 145　地球に代わる惑星はない マイク・バーナーズ‐リー 丸善出版 519 バ

94 「気候変動・脱炭素」14のウソ 渡辺 正 丸善出版 519 ワ

95 世界建築史ノート　「人類の夢」を巡歴する 中川 武 [編] 東京大学出版会 520.2 セ

96 イラストで読む建築　日本の水族館　五十三次
宮沢 洋 [編]
Office　Bunga [編] 青幻舎 523.1 ミ
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97 ル・コルビュジエと近代絵画　二０世紀モダニズムの道程 呉谷 充利 中央公論美術出版 523.3 ル

98 富士屋ホテルの営繕さん　建築の守り人 内野 峰樹 トゥーヴァージンズ 526.6 フ

99 建築知識特別編集　犬のための家づくり 　 エクスナレッジ 527 イ

100 建築知識特別編集　猫のための家づくり 　 エクスナレッジ 527 ネ

101 秀和レジデンス図鑑 谷島 香奈子 　haco トゥーヴァージンズ 527.8 ヤ

102 美しいジャバラを求めて　Bella‐Flex(理想のモノづくり)・グローカル経営50年で見えたもの 永井 規夫 日刊工業新聞社 531.2 ナ

103 歴史文化ライブラリー562　国産航空機の歴史　零戦・隼からYS-一一まで 笠井 雅直 吉川弘文館 538 カ

104 図解入門　よくわかる　最新　ジェットエンジンの基本と仕組み 青木 謙知 秀和システム 538.3 ア

105 夢の仕事場　動画と図解でよくわかる　宇宙飛行士 鈴木 喜生 朝日新聞出版 538.9 ス

106 最終結論「発酵食品」の奇跡 小泉 武夫 文藝春秋 588.5 コ

107 スモールハウス　3坪で手に入れるシンプルで自由な生き方 高村 友也 筑摩書房 597 タ 文庫

108 ちくまQブックス　いちばん大切な食べものの話　どこで誰がどうやって作ってるか知ってる? 小泉 武夫 　井出 留美 筑摩書房 610 コ

109 食べものが足りない!　食料危機問題がわかる本 井出 留美 旬報社 611.3 イ

110 地図でスッと頭に入る　世界の三大穀物 宮路 秀作 [監] 昭文社 611.3 チ  

111 ルポ食が壊れる　私たちは何を食べさせられるのか? 堤 未果 文藝春秋 611.3 ツ 新書

112 そうだったのか、都バス　懐かしの車両から最新システムまで 加藤 佳一 交通新聞社 685.5 カ 新書

113 東京の路線バスのすべて　首都圏の路線バス情報を完全網羅 加藤 佳一 マイナビ出版 685.5 カ 新書

114 鉄道まるわかり 006　西武鉄道のすべて　改訂版 「旅と鉄道」編集部 [編] 天夢人 686 セ

115 東急百年　私鉄ビジネスモデルのゲームチェンジ 東浦 亮典 ワニブックス 686 ト 文庫

116 街まで変える鉄道のデザイン　カタチで叶える課題解決 伊原 薫 交通新聞社 686.2 イ 新書

117 小田急電鉄　昭和〜平成の記録 山田 亮 アルファベータブックス 686.2 オ  

118 開封!鉄道秘史　未成線の謎 森口 誠之 河出書房新社 686.2 モ  

119 現代アート事典　モダンからコンテンポラリーまで…　世界と日本の現代美術用語集 美術手帖 [編] 美術出版社 702 ゲ  

120 青春20世紀美術講座　激動の世界史が生んだ冒険をめぐる15のレッスン 新見 隆 東京美術 702 ニ  

121 増補新装　[カラー版]  20世紀の美術 末永 照和 ほか 美術出版社 702 ニ  

122 世界遺産を救え! レオ・ホプキンソン 創元社 709 ホ  

123 イラストレーション　2023 平泉 康児 [編] 翔泳社 726.5 イ  

124 更に、古くて素敵なクラシック・レコードたち 村上 春樹 文藝春秋 760.8 ム  

125 死ぬまでに観たい映画1001本 第五版
スティーヴン・ジェイ・
シュナイダー [総編集]

カルチュア・エンタテインメ
ント株式会社
ネコ・パブリッシング
カンパニー

778.2 シ  

126 江戸の暮らしと落語ことはじめ 三遊亭 兼好
安藤 優一郎 [歴史監修]

KTC中央出版 779.1 サ  

127 史料と写真で見る陸上競技の歴史　ルーツから現在・未来へ
岡尾 惠市
陸上競技歴史研究会 大修館書店 782 シ

128 [メンタルモンスター]になる。 長友 佑都 幻冬舎 783.4 ナ

129 強豪校の練習法　バドミントン 聖ウルスラ学院英智高校　[男子部]式メニュー 畑山 辰徳 ベースボール・マガジン社 783.5 ハ
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130 SHO-TIME　大谷翔平　メジャー120年の歴史を変えた男 ジェフ・フレッチャー 　タカ大丸 訳徳間書店 783.7 オ

131 芝野虎丸　しゃべるのが苦手だった少年が名人になった 芝野 龍之介 朝日出版社 795 シ

132 ものと人間の文化史　189・百人一首 江橋 崇 法政大学出版局 798 エ

133 『その他の外国文学』の翻訳者 白水社編集部 [編] 白水社 801.7 ソ

134 やっぱり悩ましい国語辞典　辞書編集者を困惑させる日本語の謎! 神永 曉 時事通信出版局 810.4 カ

135 中国語は不思議　「近くて遠い言語」の謎を解く 橋本 陽介 新潮社 820.4 ハ

136 Basic　English　Phrases　英語で書こう!　SNS、手帳、カード、ボードにも 朝日新聞出版 [編] 朝日新聞出版 830 エ

137 にぎやかなロシア語メモ　あるいは眠られぬ夜の外国語のために 黒田 龍之助 大修館書店 884 ク

138 よみがえる森鷗外
毎日新聞学芸部 [編]
文京区立森鷗外記念館 [協
力]

毎日新聞出版 910.2 モ

139 現代歌人シリーズ12　きみを嫌いな奴はクズだよ 木下 龍也 書肆侃侃房 911.1 キ

140 あさ/朝
谷川 俊太郎 [文]
吉村 和敏 [写真] アリス館 911.5 タ

141 うま　馬に乗ってこの世の外へ 井上 ひさし 集英社 912.6 イ 　

142 此の世の果ての殺人 荒木 あかね 講談社 913.6 ア

143 ジャクソンひとり 安堂 ホセ 河出書房新社 913.6 ア

144 光のとこにいてね 一穂 ミチ 文藝春秋 913.6 イ

145 この世の喜びよ 井戸川 射子 講談社 913.6 イ

146 地図と拳 小川 哲 集英社 913.6 オ

147 カプチーノ・コースト 片瀬 チヲル 講談社 913.6 カ

148 春のこわいもの 川上 未映子 新潮社 913.6 カ

149 水　本の小説 北村 薫 新潮社 913.6 キ

150 タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース 窪 美澄 筑摩書房 913.6 ク

151 クロコダイル・ティアーズ 雫井 脩介 文藝春秋 913.6 シ

152 噓つきなふたり 武田 綾乃 KADOKAWA 913.6 タ

153 機械仕掛けの太陽 知念 実希人 文藝春秋 913.6 チ

154 鉄道小説 乗代 雄介 ほか 交通新聞社 913.6 テ

155 東京百年物語 3　一九四一～一九六七 ロバート キャンベル ほか[編] 岩波書店 913.6 ト-3

156 汝、星のごとく 凪良 ゆう 講談社 913.6 ナ

157 タスキメシ-五輪- 額賀 澪 小学館 913.6 ヌ

158 三千円の使いかた 原田 ひ香 中央公論新社 913.6 ハ

159 青木きららのちょっとした冒険 藤野 可織 講談社 913.6 フ

160 私のことだま漂流記 山田 詠美 講談社 913.6 ヤ

161 #真相をお話しします 結城 真一郎 新潮社 913.6 ユ

162 旅ドロップ 江國 香織 小学館 914.6 エ 　
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163 フランスの街の夜　遠藤周作初期エッセイ 遠藤 周作 河出書房新社 914.6 エ

164 森毅ベスト・エッセイ
森 毅 [著]
池内 紀 [編] 筑摩書房 914.6 モ 文庫

165 人生の旅をゆく　3-4 吉本 ばなな NHK出版 914.6 ヨ 3-4

166 無人島のふたり　120日以上生きなくちゃ日記 山本 文緒 新潮社 915.6 ヤ

167 シャーロック・ホームズ・バイブル　永遠の名探偵をめぐる170年の物語 日暮 雅通 早川書房 930.2 ド

168 名探偵ポアロ　ポアロのクリスマス アガサ・クリスティー 早川書房 933.7 ク

169 夜中に犬に起こった奇妙な事件 マーク・ハッドン 早川書房 933.7 ハ 文庫

170 ミルクマン アンナ・バーンズ 河出書房新社 933.7 バ

171 O・ヘンリー　ニューヨーク小説集 O・ヘンリー 筑摩書房 933.7 ヘ 文庫

172 Hマートで泣きながら ミシェル・ザウナー 集英社クリエイティブ 936 ザ

173
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