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B002ｲ 知の仕事術 池澤夏樹

S007ｶ 現代暗号入門 いかにして秘密は守られるのか 神永正博

014ｶﾞ 学校図書館のための図書の選択と収集 浅井昭治

015ｶﾞ 読書会をひらこう 長尾幸子

017ﾊ1~11 はじめよう学校図書館1,3,4,8,11 中村伸子

B019ﾖ 打ちのめされるようなすごい本 米原万里

070ｳ 現代史の目撃者　動乱を駆ける記者群像 上原光晴

1
104ﾐ 哲学しててもいいですか？　文系学部不要論へのささやかな反論 三谷尚澄

112ﾌﾞ 時間ってなに？流れるのは時？それともわたしたち？ クリストフ・ブトン

B114ｻ 死を語る 佐藤優,　中村うさぎ

B132ｲ アウグスティヌス　「心」の哲学者 出村和彦

B134ﾀ ハイデガー入門 武田青嗣

☆ B159ｻ 先送りせずにすぐやる人に変わる方法 佐々木正悟

188ﾋ 忘れる力 平井正修

B198ｳ 余はいかにしてキリスト教徒となりしか 内村鑑三

2
209ｾ 世界を変えた世紀の決戦　Best 46 世界戦史研究会

209ﾑ 地政学で読み解く！海がつくった世界史 村山秀太郎監修

210ｱ こうして歴史問題は捏造される 有馬哲夫

210ｼ 「南京事件」を調査せよ 清水潔

210ｾ 花押・印章図典 瀬野精一郎監修

213ﾌ 埋もれた江戸　東大の地下の大名屋敷 藤本強

221ﾐ 韓国の歴史　A HISTORY OF KOREA 水野俊平

S222ｱ 世にも恐ろしい中国人の戦略思考 麻生川静男

B230ｷﾞ 中世ヨーロッパの騎士 フランシス・ギース

231ｼ3 ギリシア人の物語 Ίστορία τŵν Έλλήνων 3 塩野七生

S235ｻ 物語オランダの歴史 大航海時代から「寛容」国家の現代まで 桜田美津夫

S235ﾏ 物語ベルギーの歴史　ヨーロッパの十字軍 松尾秀哉

235ﾐ 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

S236ﾍﾟ ハプスブルク･スペイン黒い伝説 帝国はなぜ憎まれるか ジョゼフ・ペレス

S237ﾄﾞ 教養のイタリア近現代史 土肥秀行、山手昌樹

238ｸ ヴァイキングの歴史　実力と友情の社会 熊野聰

S239ﾏ バルカン　「ヨーロッパの火薬庫」の歴史 マーク・マゾワー

B289ｻ 南洲翁遺訓 西郷隆盛

291ｼ 秘島図鑑 THE BOOL OF SECRET ISLANDS IN JAPAN 清水浩史

3
302ｸ 中国人の本音　日本をこう見ている 工藤哲

304ｲ 池上彰の世界はどこに向かうのか 池上彰

S313ｴ 日本人と象徴天皇 「NHKスペシャル」取材班

歴史（歴史、伝記、地理）

総記（図書館、図書、百科事典、一般論文集他）

哲学（哲学、心理学、倫理学、宗教）

社会科学（政治、法律、経済、統計、社会、教育、風俗習慣、国防）

新着案内 
☆はリクエスト 

Bは文庫、Sは新書  発行日 2018年 2月 26日 

Eは絵本              司書室  

 

お知らせ 

3/19(月)から 3/23(金)までの間 

蔵書点検のため図書館は閉館です 

蔵書点検は、本がなくなっていないか 

確認する作業です 

3/14(水)、3/15(木)に、 

ふろく･ポスターの抽選会をします。 

結果発表は 3/16(金)です。 

11 ぴきのねこ、のん、文ストなど 

 

 

 

 



316ｻﾞ 在日コリアンの歴史を歩く 未来世代のためのガイドブック 在日コリアン青年連合編著

S317ｲ 警視庁監察係 今井良

S319ﾐ 現代日本外交史 冷戦後の模索、首相たちの決断 宮城大蔵

320ｲ 法の世界へ 池田真朗、犬伏由子、野川忍

320ﾔ ポケット六法　平成30年版 山下友信、宇賀克也　編集代表

323ｻ 高校生のための憲法入門　An Introduction to Constitutional Law for High School Students 斉藤一久編著

S324ｻ 親権と子ども 榊原富士子、池田清貴

327ｱ きょうも傍聴席にいます 朝日新聞社会部

338ｲ 日銀を知れば経済がわかる 池上彰

S361ｵ サギ師が使う人の心を操る「ものの言い方」 多田文明

361ﾀ 一緒にいてもスマホ　SNSとFTF シェリー・タークル

366ｵ ブラックバイト : 体育会系経済が日本を滅ぼす 大内裕和, 今野晴貴

366ｺ 障がい者の就活ガイド 紺野大輝

S366ﾀ これを知らずに働けますか？　学生と考える、労働問題ソボクな疑問30 竹信三恵子

369ﾀ ようそこ、認知症カフェへ Welcome to Dementia Café　未来をつくる地域包括ケアのかたち 武地一

371ﾀ いじめから脱出しよう！自分をまもる方法12か月分 玉聞伸啓

374ﾏ どうすれば子どもたちのいのちは守れるのか　事件・災害の教訓に学ぶ学校安全と安全教育 松井典夫

376ﾅ 文学部 戸田恭子

376ﾅ 看護学部・保健医療学部 松井大助

376ﾅ 社会学部・観光学部 中村正人

376ﾅ 理学部・理工学部 佐藤成美

S377ﾀ 先生は教えてくれない大学のトリセツ 田中研之輔

S388ｱ お化けの愛し方　なぜ人は怪談が好きなのか 荒俣宏

4
400ｽ 対称性　不変性の表現 Ian Stewart

400ﾀ 文系のための理数センス養成講座 竹内薫

410ﾋﾞ ビジュアル数学全史人類誕生前から多次元宇宙まで クリフォード・ビックオーバー

420ｻ 「物理・化学」の単位・記号がまとめてわかる事典 斉藤勝裕

421ｸ 世界でもっとも美しい量子物理の物語 量子のモーメント ロバート・P・クリース他

421ﾔ 時空のからくり 時間と空間はなぜ「一体不可分」なのか 山田克哉

431ｻ 身近に潜む危ない化学反応 齋藤勝裕

440ｻ 歴史のなかの天文 星と暦のエピソード 斉藤国治

453ｽ 海洋地震学　MARINE SEISMOLOGY 末広潔

☆ 460ｲ
池上彰が聞いてわかった生命のしくみ The simple mechanism of life-Asking
 is understanding　東工大で生命科学を学ぶ

池上彰 聞き手
岩﨑博史 田口英樹 著

S467ｲ ゲノム編集を問う 石井哲也

469ｻ 核DNA解析でたどる 日本人の源流 斎藤成也

469ｽ 毛の人類史　なぜ人には毛が必要なのか カート・ステン

470ｷ 官能植物 木谷美咲

474ﾆ 驚きの菌ワールド菌類の知られざる世界 日本菌学会編

481ｺ 先生、犬にサンショウウオの捜索を頼むのですか! 小林朋道

☆ S491ｷ 免疫が挑むがんと難病現代免疫物語beyond 岸本忠三、中嶋彰

491ﾃ サリン事件 科学者の目でテロの真相に迫る Anthony T.Tu

498ﾐ じたばたナース ４年目看護師の奮闘日記 水谷緑 

自然科学（数学、理学、医学）

410ｽ
スウガクって、なんの役に立ちますか？ヘタな字も
方向オンチもなおる！数学は最強の問題解決ツール

杉原厚吉

 

 

『大学学部調べ理学部・理工学部』 

文学部、看護学部・保健医療学部、 

社会学部・観光学部 

も あるよ 

 
 
 
 
 
 
 

『「物理・化学」の単位・記号が 

まとめてわかる事典』 

どこからでも読める！ 

通読もできる！ 

コラムやイラストも入ってる！ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



5 技術（工学、工業、家政学）
501ﾏ ものづくりの数学のすすめ　技術革新をリードする現代数学活用法 松谷茂樹

507ｻ 世界の商標ハンドブック
三枝国際特許事務所
商標・意匠部編

512ﾎ 東京暗渠学　TOKYO ANKYOLOGY 本田創

517ｵ 知っておきたい水問題 沖大幹、姜益俊

517ﾅ レーダーで洪水を予測する 中尾忠彦

524ｲ 世界の美しい窓
五十嵐太郎、東北大学
都市・建築理論研究室編著

537ｵ 「自動運転」革命 ロボットカーは実現できるか？ 小木津武樹

537ｶ 技術屋の王国　ホンダの不思議力 片山修

E538ｲ ロケット発射場の一日 いわた慎二郎

538ﾅ 航空機産業と日本　再成長の切り札 中村洋明

538ﾏ ニッポン宇宙開発秘史 元祖鳥人間から民間ロケットへ 的川泰宣

540ﾐ 全部わかる電気　オールカラー 三栖貴行監修

547ｵ 音の記憶　技術と心をつなげる 小川理子

578ﾃﾞ プラスチックの逆襲 The Avenging Plastics
デザイン塾監修
青木弘行、松岡由幸編著

S579ｲ 僕はミドリムシで世界を救うことに決めた。 出雲充

6 産業（農林水産業、商業、運輸、通信）
610ﾌ 戦争と農業 藤原辰史

611ﾀﾞ 世界からバナナがなくなるまえに　食糧危機に立ち向かう科学者たち ロブ・ダン

S614ﾌ 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

626ｽ トマトをめぐる知の冒険 杉山信男

645ﾔ ヤギ飼いになる　ミルクがとれて除草にも活躍。ヤギの飼い方最前線！ ヤギ好き編集部編

649ﾆ 寄生虫病学 VETERINARY PARASITOLOGY 日本獣医寄生虫学会監修

653ﾗ 世界の樹木 トニー・ラッセル

664ｵ 深き海の魚たち 資源開拓と有効利用に向けて 落合芳博編著

673ﾌ 世界の屋台メシ ジャン＝フランソワ・マレ

686ｼ 海駅図鑑　THE BOOK OF SEASIDE STATION IN JAPAN　海の見える無人駅 清水浩史

693ｴ 郵便史外伝 繪鳩昌之

699ｴ ブラタモリ8 NHK「ブラタモリ」制作班監修

699ｸ キャスターという仕事 国谷裕子

7 芸術（芸術、音楽、演劇、スポーツ、諸芸、娯楽）
700ｻ 無くならない Never Disappearing アートとデザインの間 佐藤直樹

701ｽ 筋肉・骨の動きがわかる美術解剖図鑑
アンドラス・スンニョギイ
ギョルギ・フェヘール

721ｸ 北斎娘・応為栄女集 久保田一洋 編著

723ﾀ かわいいナビ派　Kawaii Nabis 高橋明也、杉山菜穂子

726ｱ5 百姓貴族5 荒川弘

B726ｽ1,2 百日紅 上下 杉浦日向子

☆ 726ﾕ2 サトコとナダ2 ユペチカ

749ｵ 校正のレッスン 活字との対話のために 大西寿男

753ﾆ 着物の文様とその見方 文様の格付け、意味、時代背景、由来がわかる 似内惠子

760ﾐ マエストロ、時間です サントリーホールステージマネージャー物語 宮崎隆男

 

 

『ブラタモリ 8』 

タモリが歩く横浜 

横須賀 

会津 

会津磐梯山 

高尾山 

まんが 

『サトコとナダ 2』 

サトコの日本！ 

ナダのサウジアラビア！ 

みんなの        

アメリカ文化！！ 

 

『すぐわかる！ 

４コマ西洋音楽史 1～3』 

まんがを添えて 

音楽史をわかりやすく解説 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

☆ 761ｱ よくわかる作曲の教科書 秋山公良

762ｸﾞ 文化のなかの西洋音楽史 ポール・グリフィス

☆ 762ﾅ ピアニストだって冒険する 中村紘子

☆ B762ﾐ 中世・ルネサンスの音楽 皆川達夫

☆ 762ﾓ1~3 すぐわかる！4コマ西洋音楽史１~3 森本眞由美

☆ 764ﾖ オーケストラ解体新書 読売日本交響楽団編

774ｵ 乙女のための歌舞伎手帖 Kabuki pocket notebook for girls

779ｺ 能面の見かた 日本伝統の名品がひと目でわかる 小林真理編著

782ｽ 義足のアスリート山本篤 鈴木祐子

783ﾓ 僕らがサッカーボーイズだった頃 プロサッカー選手のジュニア時代 元川悦子

8
810ｱ 日本語わからない集 工学博士が留学生から学んだ日本語 秋庭雅夫

811ﾃﾞ 本当は怖い漢字の本 出口汪監修

811ﾋ 日本人とリズム感 「拍」をめぐる日本文化論 樋口桂子

814ｳ 漢字の使い分けハンドブック 氏原基余司

814ｸ オノマトペの謎　ピカチュウからモフモフまで 窪薗晴夫編

816ｷ 公用文と法令に学ぶ漢字と仮名 使い分けの法則 漢字は歌舞伎役者・仮名は黒子 菊池捷男

B816ﾄ 知的文章術 誰も教えてくれない心をつかむ書き方 外山滋比古

816ﾖ 超解文章が面白いほど上手に書ける本 吉岡友治

817ｲ 文章予測　読解力の鍛え方 石黒圭

830ﾄ 日本の英語、英文学 外山滋比古

831ﾎ スペリングの英語史 サイモン・ホロビン

S837ｸ 日本人の9割が間違える英語表現100 キャサリン・A・クラフト

849ｶ ルーン文字の起源 河崎靖

849ｽ デンマーク語のしくみ 鈴木雅子

9
911ｷ 玄関の覗き穴から差してくる光のように生まれたはずだ 木下龍也、岡野大嗣

913ｲ 彼方の友へ 伊吹 有喜

913ｲ 百年泥 石井遊佳

913ｵ キラキラ共和国 小川糸

913ｶ 銀河鉄道の父 門井慶喜

B913ﾋ カエルの楽園 百田尚樹

B913ﾑ4 謹訳源氏物語　四 林望

913ﾜ おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子

☆ B914ﾏ くちぶえサンドイッチ　松浦弥太郎随筆集 松浦弥太郎

B933ｵ 動物農場　新訳版 ジョージ・オーウェル

B933ﾃﾞ クリスマス・キャロル ディケンズ

933ﾋ チップス先生、さようなら　新訳 ジェイムズ・ヒルトン

B933ﾌ グレート・ギャッツビー フィッツジェラルド

B933ﾍ 老人と海 ヘミングウェイ

B949ﾗ1-1,1-2 ミレニアム 1 ドラゴン・タトゥーの女　上下 スティーグ・ラーソン

文学

言語

 

 

 

芥川賞受賞作品 

『百年泥』 

南インドで 

百年に一度の 

洪水に遭遇 

そこには百年分の 

泥が溜まっていた 

 

直木賞受賞作品 

『銀河鉄道の父』 

宮沢賢治の父、 

政次郎の物語 

芥川賞受賞作品 

『おらおらで 

ひとりいぐも』 

「おらは独りで 

生きてみたがったのす。 

思い通りに我れの力で 

生きでみたがった。」 

 

 

 


