
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1
シリーズ　大学生の学びをつくる

大学1年生からの社会を見る眼のつくり方
大学初年次教育
研究会 大月書店 002 ダ

2
スタディサプリ　三賢人の学問探求ノート

人間を究める
松尾 豊 ほか[著] ポプラ社 002 ニ

3 知的創造の条件　AI的思考を超えるヒント 吉見 俊哉 筑摩書房 002 ヨ

4 もっと!　京大変人講座　世界を変える人たちの、新しい発想のヒント 市岡 孝朗 ほか[著] 三笠書房 002.7 モ

5 あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠 キャシー・オニール インターシフト 007.3 オ

6 「作る」と「使う」の2つで変わる　動画で稼ぐ仕事術
Zoom、YouTube時代の新しい働き方

木村 博史 WAVE出版 007.3 キ

7 Scratchの絵本　プログラミングを楽しくはじめる9つの扉 アンク 翔泳社 007.6 ス

8 コンテンツ別　ウェブサイトの著作権Q&A 雪丸 真吾 ほか[編] 中央経済社 021.2 ウ

9 改訂版　著作権とは何か　文化と創造のゆくえ 福井 健策 集英社 021.2 フ 新書

10 高校生と考える日本の論点 2020-2030 桐光学園大学訪問授業
桐光学園中学校・
高等学校 [編] 左右社 041 コ

11 知のフィールドガイド　異なる声に耳を澄ませる 東京大学教養学部 [編] 白水社 041 コ

12 その話、諸説あります。 ナショナルジオグラフィック [編]

鈴木 悠介 ほか[監修]
日経ナショナル
ジオグラフィック社 049 ソ

13 朝日ジュニア学習年鑑 ２０２０ 朝日新聞出版
生活・文化編集部 [編]

朝日新聞出版 059 ア

14 フェイクニュース時代を生き抜く　データ・リテラシー マーティン・ファクラー 光文社 070 フ 新書

15 伝える仕事 池上 彰 講談社 070.1 イ

16 吉田茂　戦後日本の設計者 保阪 正康 朝日新聞出版 081 ア 995 　

17 漱石と鉄道 牧村 健一郎 朝日新聞出版 081 ア 996 　

18 議会制民主主義の活かし方　未来を選ぶために 糠塚 康江 岩波書店 081 イ 918 岩波ジュニア新書

19 繊細すぎてしんどいあなたへ　HSP相談室 串崎 真志 岩波書店 081 イ 919 岩波ジュニア新書

20 陸海の交錯 明朝の興亡　シリーズ 中国の歴史④ 檀上 寛 岩波書店 081 イ 1807 岩波新書

21 マックス・ヴェーバー　主体的人間の悲喜劇 今野 元 岩波書店 081 イ 1834 岩波新書

22 紫外線の社会史　見えざる光が照らす日本 金 凡性 岩波書店 081 イ 1835 岩波新書

23 還暦からの底力　歴史・人・旅に学ぶ生き方 出口 治明 講談社 081 コ 2568 講談社現代新書

24 あぶない法哲学　常識に盾突く思考のレッスン 住吉 雅美 講談社 081 コ 2571 講談社現代新書

25 「自閉症」の時代 竹中 均 講談社 081 コ 2574 講談社現代新書

26 白人ナショナリズム　アメリカを揺るがす「文化的反動」 渡辺 靖 中央公論新社 081 チ 2591 中公新書

27 戦国武将の叡智　人事・教養・リーダーシップ 小和田 哲男 中央公論新社 081 チ 2593 中公新書

28 マックス・ウェーバー　近代と格闘した思想家 野口 雅弘 中央公論新社 081 チ 2594 中公新書

令和２年７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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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

29 哲学とは何か 竹田 青嗣 NHK出版 081 ニ 1262

30 世界哲学史 4　中世Ⅱ 個人の覚醒
伊藤 邦武 ほか
[責任編集] 筑摩書房 102 セ 4 新書

31 世界哲学史 5　中世Ⅲ バロックの哲学
伊藤 邦武 ほか
[責任編集] 筑摩書房 102 セ 5 新書

32 存在と時間　7 ハイデガー 光文社 134.9 ハ 7 文庫

33 図解 心理学用語大全　人物と用語でたどる心の学問
齊藤 勇 [監修]
田中 正人 [編著]
玉井 麻由子 [イラスト]

誠文堂新光社 140 シ

34 10代から身につけたい　ギリギリな自分を助ける方法 井上 祐紀 KADOKAWA 146.8 イ

35 天職を見つけてお金持ちになる　1億円勉強法 石井 貴士 かんき出版 159 イ

36 中学生の質問箱　禅ってなんだろう?　あなたと知りたい身心を調えるおしえ 石井 清純 平凡社 188.8 イ

37 東大連続講義　歴史学の思考法 東京大学教養学部
歴史学部会 [編] 岩波書店 201 レ

38 ビジュアルマップ大図鑑　世界史 DK社 [編著] 東京書籍 209 ビ

39 偽書が揺るがせた日本史 原田 実 山川出版社 210 ハ

40 キリシタン教会と本能寺の変 浅見 雅一 KADOKAWA 210.4 ア 新書

41 中世から近世へ　水軍と海賊の戦国史 小川 雄 平凡社 210.4 オ

42 中世から近世へ　天下人と二人の将軍　信長と足利義輝・義昭 黒嶋 敏 平凡社 210.4 ク

43 中世史講義　戦乱篇 高橋 典幸 筑摩書房 210.4 チ 新書

44 皇国史観 片山 杜秀 文藝春秋 210.6 カ 新書

45 これならわかる沖縄の歴史Q&A　第2版 楳澤 和夫 大月書店 219.9 ウ

46 20世紀ドイツ史 石田 勇治 白水社 234 イ

47 世界と日本がわかる国ぐにの歴史　一冊でわかるドイツ史 関 眞興 河出書房新社 234 セ

48 フランスの歴史を知るための 50章 中野 隆生・
加藤 玄 [編著] 明石書店 235 フ

49 世界と日本がわかる国ぐにの歴史　一冊でわかるイタリア史 北原 敦 [監修] 河出書房新社 237 イ

50 世界と日本がわかる国ぐにの歴史　一冊でわかるアメリカ史 関 眞興 河出書房新社 253 セ

51 残念な死に方事典 小和田 哲男 [監修] ワニブックス 281 ザ

52 ハリエット・タブマン　彼女の言葉でたどる生涯 篠森 ゆりこ 法政大学出版局 289.3 タ

53 地図とデータでみる　都道府県と市町村の成り立ち 齊藤 忠光 平凡社 291 サ 新書

54 地図でみる城下町 野間 晴雄 ほか[編] 海青社 291 チ  

55 東京地理入門　東京をあるく、みる、楽しむ
菊地 俊夫 ・
松山 洋 [編] 朝倉書店 291.3 ト

56 地図で読むアメリカ ジェームス・M.バーダマン

森本 豊富
朝日新聞出版 295.3 バ

57 現代ネパールを知るための 60章 日本ネパール協会 [編] 明石書店 302.2 ゲ

58 リビアを知るための 60章 塩尻 和子 明石書店 302.4 リ

59 ベストセラーで読み解く現代アメリカ 渡辺 由佳里 亜紀書房 302.5 ワ
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

60 ファシズムの教室　なぜ集団は暴走するのか 田野 大輔 大月書店 311.8 タ

61 平成政治史　政界再編とポスト冷戦型社会運動 大嶽 秀夫 筑摩書房 312.1 オ 新書

62 歴史秘話　外務省研修所　知られざる歩みと実態 片山 和之 光文社 317.2 カ 新書

63 子どものまちのつくり方　明石市の挑戦 泉 房穂 明石書店 318.2 イ

64 首都改造　東京の再開発と都市政治 源川 真希 吉川弘文館 318.7 ミ

65 朝鮮半島と日本の未来 姜 尚中 集英社 319.1 カ 新書

66 日本経済学新論　渋沢栄一から下村治まで 中野 剛志 筑摩書房 331.2 ナ 新書

67 無子高齢化　出生数ゼロの恐怖 前田 正子 岩波書店 334.3 マ

68 日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?　結婚・出産が回避される本当の原因 山田 昌弘 光文社 334.3 ヤ 新書

69 日本がわかるデータブック　日本国勢図会　2020/21
矢野恒太記念会
[編]

矢野恒太記念会 351 ヤ

70
１４歳の世渡り術

あなたの不安を解消する方法がここに書いてあります。
吉田 尚記 河出書房新社 361.4 ヨ

71 大学で学ぶゾンビ学　人はなぜゾンビに惹かれるのか 岡本 健 扶桑社 361.5 オ 新書

72 なぜ僕らは働くのか　君が幸せになるために考えてほしい大切なこと 池上 彰 [監修] 学研プラス 366 ナ

73 障がい者だからって、稼ぎがないと思うなよ。　ソーシャルファームという希望 姫路 まさのり 新潮社 366.2 ヒ

74 ルポ　技能実習生 澤田 晃宏 筑摩書房 366.8 サ 新書

75 炎上CMでよみとくジェンダー論 瀬地山 角 光文社 367.2 セ 新書

76 障害者差別を問いなおす 荒井 裕樹 筑摩書房 369.2 ア 新書

77 保育園に通えない子どもたち　「無園児」という闇 可知 悠子 筑摩書房 369.4 カ 新書

78 「さみしさ」の力　孤独と自立の心理学 榎本 博明 筑摩書房 371.4 エ 新書

79 いじめのことばから子どもの心を守るレッスン 堀田 秀吾 河出書房新社 371.4 ホ

80 教師崩壊　先生の数が足りない、質も危ない 妹尾 昌俊 PHP研究所 374.3 セ 新書

81 なるにはBOOKS　検察官になるには 飯島 一孝 ぺりかん社 375 ナ 130

82 なるにはBOOKS 大学学部調べ　教養学部　中高生のための学部選びガイド 木村 由香里 ぺりかん社 375 ナ 別巻

83
学力を伸ばしたい人 大学に合格したい人のための

改訂版　高校の勉強のトリセツ

船登 惟希
山下 佳祐
伊藤 ささみ[イラスト]

学研プラス 375 フ

84 あたらしい高校生
海外のトップ大学に合格した、日本の普通の女子高生の話

山本 つぼみ IBCパブリッシング 376.8 ヤ

85 東大式スマホ勉強術　いつでもどこでも効率的に学習する新時代の独学法 西岡 壱誠 文藝春秋 379.7 ニ

86 沖縄米軍基地全史 野添 文彬 吉川弘文館 395.3 ノ

87 歴史上の科学者たちから学ぶ魅力的な理科実験 川村 康文 オーム社 407 カ

88 見えない絶景　深海底巨大地形 藤岡 換太郎 講談社 408 ブ 2116 ブルーバックス

89 生命はデジタルでできている　情報から見た新しい生命像 田口 善弘 講談社 408 ブ 2136 ブルーバックス

90 有限の中の無限　素数がつくる有限体のふしぎ
西来路 文朗
清水 健一 講談社 408 ブ 2137 ブルーバックス
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91 理系の文章術　今日から役立つ科学ライティング入門 更科 功 講談社 408 ブ 2138 ブルーバックス

92 学校では絶対に教えてもらえない　超ディープな算数の教科書 難波 博之 SBクリエイティブ 410 ナ

93 一度読んだらクセになる!　おもしろ化学ネタ50 齋藤 勝裕 秀和システム 430.4 サ

94 深宇宙ニュートリノの発見　宇宙の巨大なエンジンからの使者 吉田 滋 光文社 440.1 ヨ 新書

95 怖くて眠れなくなる天文学 縣 秀彦 PHPエディターズ・グループ 440.4 ア

96 高校生からの天文学　驚異の太陽　太陽風やフレアはどのように起きるのか 鈴木 建 日本評論社 444 ス

97 怖くて眠れなくなる地学 左巻 健男 PHPエディターズ・グループ 450.4 サ

98
いのちの不思議を考えよう④　最前線の生命科学者23人が教える

いのちを科学する仕事
朝日新聞出版 [編] 朝日新聞出版 460.4 イ 4

99 植物はなぜ毒があるのか　草・木・花のしたたかな生存戦略
田中 修
丹治 邦和 幻冬舎 471.9 タ 新書

100 悪のいきもの図鑑 竹内 久美子 平凡社 480 タ

101 先生、大蛇が図書館をうろついています!
[鳥取環境大学]の森の人間動物行動学

小林 朋道 築地書館 481.7 コ

102 海の極小!いきもの図鑑　誰も知らない共生・寄生の不思議 星野 修 築地書館 481.7 ホ

103 考えるナメクジ　人間をしのぐ驚異の脳機能 松尾 亮太 さくら舎 484.6 マ

104 タコの知性　その感覚と思考 池田 譲 朝日新聞出版 484.7 タ 新書

105 アホウドリからオキノタユウへ 長谷川 博 新日本出版社 488.6 ハ

106 森と生きる。 ツキノワグマのすべて 小池 伸介 [著]
澤井 俊彦 [写真]

文一総合出版 489.5 コ

107 iPS細胞の研究室　体のしくみから研究の未来まで
京都大学iPS細胞研究所国
際広報室 [編]
志田 あやか[著]

東京書籍 491.1 シ

108 芸術的創造は脳のどこから産まれるか? 大黒 達也 光文社 491.3 ダ 新書

109 キャラでわかる!はじめての感染症図鑑 岡田 晴恵 [著]
いとう みつる [絵]

日本図書センター 493.8 オ

110 世界史を変えたパンデミック 小長谷 正明 幻冬舎 493.8 コ 新書

111 ビジュアル パンデミック・マップ　伝染病の起源・拡大・根絶の歴史 サンドラ・ヘンペル
日経ナショナル
ジオグラフィック社 493.8 ヘ

112 SUPERサイエンス　身近に潜む食卓の危険物 齋藤 勝裕 シーアンドアール研究所 498.5 サ

113 今日からモノ知りｼﾘｰｽ　トコトンやさしい　地盤工学の本 安田 進 日刊工業新聞社 511.3 ヤ

114 地下鉄の駅はものすごい 渡部 史絵 平凡社 516.7 ワ 新書

115 地球環境問題がよくわかる本
浦野 紘平
浦野 真弥 オーム社 519 ウ

116 岩波科学ライブラリー294　追いつめられる海 井田 徹治 岩波書店 519.4 イ

117 プラスチック・スープの地球　汚染される「水の惑星」 ミヒル・ロスカム・アビング ポプラ社 519.4 ロ

118 シリーズ　自然 いのち ひと(20)　プラスチック惑星・地球
藤原 幸一
[写真と文] ポプラ社 519.7 フ  

119 決定版　日本の城 中井 均 新星出版社 521.8 ナ

120 今日からモノ知りｼﾘｰｽ　トコトンやさしい　工作機械の本 清水 伸二 ほか[著] 日刊工業新聞社 532 ト

121 今日からモノ知りｼﾘｰｽ　トコトンやさしい　冷凍空調技術の本 日本冷凍空調学会 日刊工業新聞社 533.8 ト

122 図解入門よくわかる　よくわかる最新レンズの基本と仕組み[第３版] 桑嶋 幹 秀和システム 535.8 ク
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123 もっと 残念な鉄道車両たち
出来が良かっただけに、さらに残念だった車両たち

池口 英司 イカロス出版 536 イ

124 日本の海と暮らしを支える海の地図　海図入門 八島 邦夫 古今書院 557.7 ヤ  

125 教授にきいた… コスメの科学 野々村 美宗 
フレグランス
ジャーナル社 576.7 ノ

126 お皿の上の生物学 小倉 明彦 KADOKAWA 596 オ 文庫

127 ひとり料理超入門　簡単、健康、ときには贅沢 千葉 道子 農山漁村文化協会 596 チ

128 動物の看護師さん　動物・飼い主・獣医師をつなぐ6つの物語 保田 明恵 大月書店 649.8 ヤ

129 百貨店・デパート興亡史 梅咲 恵司 イースト・プレス 673.8 ウ 新書

130 鉄道路線誕生秘話　日本列島に線路がどんどんできていた頃 米屋 こうじ 交通新聞社 686.2 ヨ 新書

131 乗務員室からみたJR　英語車掌の本当にあった鉄道打ち明け話 関 大地 ユサブル 686.3 ジ

132 消えた! 東京の名駅　失われた『個性派』駅舎を辿る 中村 建治 イカロス出版 686.5 ナ

133 JAL機長たちが教えるコックピット雑学　飛行機とパイロットの仕事がよくわかる 日本航空 JALブランド
コミュニケーション 687 ジ

134 よみがえる天才 ２　レオナルド・ダ・ヴィンチ 池上 英洋 筑摩書房 702.3 レ 新書

135 もっと知りたい　バウハウス 杣田 佳穂 東京美術 707.7 バ  

136 論理的美術鑑賞　人物×背景×時代でどんな絵画でも読み解ける 堀越 啓 翔泳社 707.9 ホ

137 よみがえる天才 １　伊藤若冲 辻 惟雄 筑摩書房 721.4 イ 新書

138 画家とモデル　宿命の出会い 中野 京子 新潮社 723.3 ナ

139 基礎知識から陶芸技法・全国産地情報まで　やきものの教科書 陶工房編集部 [編] 誠文堂新光社 751 ヤ

140 ポール・マッカートニー作曲術 野口 義修 
ヤマハミュージック
エンタテインメントホー
ルディングス

764.7 ノ

141 2010s
宇野 維正
田中 宗一郎 新潮社 767.8 ウ

142 死ぬまでに観たい映画1001本 第四版
スティーヴン・ジェイ・
シュナイダー [総編集]

ネコ・
パブリッシング 778.2 シ

143 令和版 基礎から学ぶ !　スポーツ障害 鳥居 俊 ベースボール・
マガジン社 780.1 ト

144 観るまえに読む大修館スポーツルール２０２０ 大修館書店編集部 [編] 大修館書店 780.3 ス

145 1964年の東京パラリンピック　すべての原点となった大会 佐藤 次郎 紀伊國屋書店 780.6 パ

146 パラリンピックと日本　知られざる60年史 田中 圭太郎 集英社 780.6 パ

147 今日から自宅がジムになる　宅トレ
なりたいカラダは家でつくれる　ストレッチ　筋トレ　有酸素運動

坂詰 真二 カンゼン 781.4 サ

148 競技力が上がる体づくり　陸上競技の筋力トレーニング 五味 宏生 ベースボール・
マガジン社 782 ゴ

149 バスケットボール　判断力を養うスペーシングブック 鈴木 良和 ベースボール・
マガジン社 783.1 ス

150 ポジショナルフットボール教典　ペップ・グアルディオラが実践する支配的ゲームモデル リー・スコット カンゼン 783.4 ス

151 バドミントン 勝利につながる「体づくり」　競技力向上トレーニング 吹田 真士 メイツユニバーサル
コンテンツ 783.5 ス

152 この本を書いたのは誰だ?　統計で探る“文章の指紋” 村上 征勝 勉誠出版 801.6 ム

153 明解日本語学辞典 森山 卓郎・
渋谷 勝己 [編] 三省堂 810.3 メ 国語

154 振仮名の歴史 今野 真二 岩波書店 811.2 コ 文庫

155 大学1年生の君が、はじめてレポートを書くまで。 川崎 昌平 ミネルヴァ書房 816.5 カ

156 生きる力を身につける　14歳からの読解力教室 犬塚 美輪 笠間書院 817.5 イ

157 [英文対照]朝日新聞　天声人語 2020 春 vol.200
朝日新聞論説委員室
[編]国際発信部 [訳] 原書房 837 ア
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158 クリティカル・ワード　文学理論　読み方を学び文学と出会いなおす 三原 芳秋 ほか[編] フィルムアート社 901 ク

159 ビジュアル資料でたどる　文豪たちの東京 日本近代文学館 [編] 勉誠出版 910.2 ビ

160 四季の創造　日本文化と自然観の系譜 ハルオ・シラネ KADOKAWA 910.4 シ

161 誰も気づかなかった 長田 弘 みすず書房 911.5 オ

162 まだ温かい鍋を抱いておやすみ 彩瀬 まる 祥伝社 913.6 ア

163 逆ソクラテス 伊坂 幸太郎 集英社 913.6 イ

164 東京、はじまる 門井 慶喜 文藝春秋 913.6 カ

165 三兄弟の僕らは 小路 幸也 PHP研究所 913.6 シ

166 イエロー・サブマリン 小路 幸也 集英社 913.6 シ

167 図書室のバシラドール 竹内 真 双葉社 913.6 タ

168 女神のサラダ 瀧羽 麻子 光文社 913.6 タ

169 地に這うものの記録 田中 慎弥 文藝春秋 913.6 タ

170 蓼喰う虫 谷崎 潤一郎 新潮社 913.6 タ

171 星に仄めかされて 多和田 葉子 講談社 913.6 タ

172 迷子のままで 天童 荒太 新潮社 913.6 テ

173 水を縫う 寺地 はるな 集英社 913.6 テ

174 あふれる家 中島 さなえ 朝日新聞出版 913.6 ナ

175 掟上今日子の設計図 西尾 維新 講談社 913.6 ニ

176 <あの絵>のまえで　A　Piece　of　Your　Life 原田 マハ 幻冬舎 913.6 ハ

177 都会
　マ　　チ

のトム&ソーヤ　外伝16.5　魔女が微笑む夜 はやみね かおる 講談社 913.6 ハ 16 2

178 クスノキの番人 東野 圭吾 実業之日本社 913.6 ヒ

179 いのちの停車場 南 杏子 幻冬舎 913.6 ミ

180 こんぱるいろ、彼方 椰月 美智子 小学館 913.6 ヤ

181 井上ひさし　発掘エッセイ・セレクション　芝居とその周辺 井上 ひさし 岩波書店 914.6 イ

182 井上ひさし　発掘エッセイ・セレクション　社会とことば 井上 ひさし 岩波書店 914.6 イ

183 陰翳礼讃 谷崎 潤一郎 中央公論新社 914.6 タ

184 猫を棄てる　父親について語るとき
村上 春樹
高 妍 [絵] 文藝春秋 914.6 ム 新書

185 新訳 更級日記 菅原孝標女 [著]

島内 景二 [訳著] 花鳥社 915.3 サ

186 旅のつばくろ 沢木 耕太郎 新潮社 915.6 サ 新書

187 ハイパーハードボイルドグルメリポート 上出 遼平 朝日新聞出版 916 カ
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188 文学　2020 日本文藝家協会 [編] 講談社 918.6 ニ

189 図説 アーサー王物語 普及版 アンドレア・ホプキンズ 原書房 930.2 ホ

190 コピーボーイ ヴィンス・ヴォーター 岩波書店 933.7 ボ

191 ホット・ゾーン　エボラ・ウイルス制圧に命を懸けた人々 リチャード・プレストン 早川書房 936 プ 文庫

192 そよ吹く南風にまどろむ ミゲル・デリーベス 彩流社 963 デ

193 Matilda
Roald Dahl
illustrated by

Quentin Blake
Puffin　Books 933.7-Ｄ

194 The　witches
Roald Dahl
illustrated by

Quentin Blake
Puffin　Books 933.7-Ｄ

195 Fantastic　Mr.Fox
Roald Dahl
illustrated by

Quentin Blake
Puffin　Books 933.7-Ｄ

196 The　giraffe　and　the　pelly　and　me
Roald Dahl
illustrated by

Quentin Blake
Puffin　Books 933.7-Ｄ

197 The　BFG
Roald Dahl
illustrated by

Quentin Blake
Puffin　Books 933.7-Ｄ

198 Danny　the　champion　of　the　world
Roald Dahl
illustrated by

Quentin Blake
Puffin　Books 933.7-Ｄ

199 George's　marvelous　medicine
Roald Dahl
illustrated by

Quentin Blake
Puffin　Books 933.7-Ｄ

200 Charlie　and　the　chocolate　factory
Roald Dahl
illustrated by

Quentin Blake
Puffin　Books 933.7-Ｄ
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