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新着図書案内 2017年 7月発行 

    

ラベル記号 タイトル 著者 出版社 
タイトルにマーキングしている本は、小論文対策の参考図書として、学研および駿台予備校が推薦リストに挙げているものです。 

 

学問・情報 

002/ナ/ 
質問する、問い返す／主体的に学ぶというこ

と／岩波ジュニア新書 
名古谷隆彦 著 岩波書店 

007.1/コ/ 
ＡＩの衝撃／人工知能は人類の敵か 

講談社現代新書 
小林雅一 著 講談社 

007.1/マ/ 人工知能とは 松尾豊 編著 近代科学社 

071// 朝日新聞縮刷版／２０１７年５月 朝日新聞社 編 朝日新聞出版 

 

歴史・地理 

209/ハ/ まんがでわかるサピエンス全史の読み方 葉月 まんが 宝島社 

210.6/ツ/ 
日本人は何を捨ててきたのか／思想家・鶴見

俊輔の肉声／ちくま学芸文庫 

鶴見俊輔 著 

関川夏央 著 
筑摩書房 

233.9/ヤ/ 図説アイルランドの歴史／ふくろうの本 山本正 著 河出書房新社 

292.3/タ/ シンガポール絶品！ローカルごはん 丹保美紀 著 
ダイヤモンド社

（発売） 

 

社会 

304/ト/ 
グローバリズム以後／アメリカ帝国の失墜と

日本の運命／朝日新書 

エマニュエル トッ

ド 著 
朝日新聞出版 

311.7/ヤ/ 
ポピュリズム／世界を覆い尽くす「魔物」の正

体／新潮新書 
薬師院仁志 著 新潮社 

323.1/キ/ 憲法という希望／講談社現代新書 木村草太 著 講談社 

332.1/ヨ/ 
人口と日本経済／長寿、イノベーション、経済

成長／中公新書 
吉川洋 著 中央公論新社 

361.4/マ/ 
うわさとは何か／ネットで変容する「最も古い

メディア」／中公新書 
松田美佐 著 中央公論新社 

364.1/ヒ/ 
人口減少社会という希望／コミュニティ経済

の生成と地球倫理／朝日選書 
広井良典 著 朝日新聞出版 

366/ア/ 
これだけは知っておきたい働き方の教科書／

ちくま新書 
安藤至大 著 筑摩書房 

367.4/ヤ/ 
家族難民／中流と下流－二極化する日本人

の老後／朝日文庫 
山田昌弘 著 朝日新聞出版 

369.2/ア/ 
つながりの作法／同じでもなく違うでもなく／

生活人新書 

綾屋紗月 著／熊

谷晋一郎 著 

日本放送出版協

会 

377.2/ヨ/ 「文系学部廃止」の衝撃／集英社新書 吉見俊哉 著 集英社 

319.8/マ/ 
旅する平和学／世界の戦地を歩き傷跡から

考える 
前田朗 著 彩流社 

350.1/カ/ １歩前からはじめる「統計」の読み方・考え方 神林博史 著 ミネルヴァ書房 

367.2/カ/ はじめてのジェンダー論／有斐閣ストゥディア 加藤秀一 著 有斐閣 

369.3/ネ/ 
難民鎖国ニッポンのゆくえ／日本で生きる難

民と支える人々の姿を追って／ポプラ新書 
根本かおる 著 ポプラ社 

351/ヤ/ 
日本国勢図会／２０１７／１８／日本がわかる

データブック 

矢野恒太記念会 

編集 
矢野恒太記念会 

372.1/イ/ ２０２０年からの教師問題／ベスト新書 石川一郎 著 ベストセラーズ 

376.8/イ/ ２０２０年の大学入試問題／講談社現代新書 石川一郎 著 講談社 

377.9/タ/ 
先生は教えてくれない大学のトリセツ 

ちくまプリマー新書 
田中研之輔 著 筑摩書房 

383.1/セ/ 
戦国ファッション図鑑／イラストで解説する戦

国時代スタイリング 
山田順子 監修 立東社 

 

理科・医学 

404/ワ/ 
理系のネタ全書／話してウケる！不思議がわ

かる！ 

話題の達人倶楽部 

編 
青春出版社 

450.2/チ/ 地球・生命の大進化／ビジュアル版 田近英一 監修 新星出版社 

460.7/サ/ 
自然観察のポイント／生態系と生物多様性を

五感でとらえる 
桜谷保之 著 文一総合出版 

461.1/シ/ 
寿命図鑑／生き物から宇宙まで万物の寿命を

あつめた図鑑 
やまぐちかおり 絵 いろは出版 

491.7/イ/ もやしもんと感染症屋の気になる菌辞典 岩田健太郎 著 朝日新聞出版 

493.9/オ/ 
犬が来る病院／命に向き合う子どもたちが教

えてくれたこと 
大塚敦子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
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498.1/サ/ 作業療法士になろう！ 齋藤さわ子 著 青弓社 

498.5/フ/ 

カリカリベーコンはどうして美味しいにおいな

の？／食べ物・飲み物にまつわるカガクのギモ

ン 

ＡＮＤＹ ＢＲＵＮＮＩ

ＮＧ [著] 
化学同人 

490.4/タ/ 患者さんに伝えたい医師の本心／新潮新書 高本眞一 著 新潮社 

498/カ/ 

命の格差は止められるか／ハーバード日本人

教授の、世界が注目する授業／小学館１０１新

書 

イチロー カワチ 著 小学館 

 

技術・産業 

523.1/コ/ 
建築という対話／僕はこうして家をつくる 

／ちくまプリマー新書 
光嶋裕介 著 筑摩書房 

645.6/フ/ 
最新世界の犬種大図鑑／原産国に受け継がれ

た４２０犬種の姿形 
藤田りか子 著 誠文堂新光社 

 

芸術 

728.2/シ/7 
中国書法史／４～７／読んでわかる！見てわか

る！ビジュアル入門編 
鍾明善 著 美術新聞社 

761.2/ナ/ 耳コピ力アップ術／理論と実践と聴き分けのコツ 永野光浩 著 スタイルノート 

 

言語 

801/ヒ/ 
ちいさい言語学者の冒険／子どもに学ぶこと

ばの秘密／岩波科学ライブラリー 
広瀬友紀 著 岩波書店 

837.7/エ/ 英語で読む高校世界史 尾形勇 [ほか著] 講談社 

837/ア/ 天声人語／２０１７春 
朝日新聞論説委員

室 編 
原書房 

小説 

913.6/オオ 
打ち上げ花火、下から見るか？横から見る

か？／角川文庫 
岩井俊二 原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

13.6/オキ ストロベリーライフ 荻原浩 著 毎日新聞出版 

913.6/キタ 化学探偵Ｍｒ．キュリー／６／中公文庫 喜多喜久 著 中央公論新社 

913.6/サト/ 
魔法科高校の劣等生／２２ 

動乱の序章編〈下〉 
佐島 勤 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/シス 検察側の罪人／上・下／文春文庫 雫井脩介 著 文藝春秋 

913.6/トヨ 小説心が叫びたがってるんだ。／小学館文庫 

超平和バスターズ 

原作 

豊田美加 著 

小学館 

913.6/ナツ 門／集英社文庫 夏目漱石 著 集英社 

913.6/フル フラダン／Ｓｕｎｎｙｓｉｄｅ Ｂｏｏｋｓ 古内一絵 作 小峰書店 

913.6/モリ 漁師の愛人／文春文庫 森絵都 著 文藝春秋 

914.6/ナツ 硝子戸の中／新潮文庫 夏目漱石 著 新潮社 

933.7/ステ メアリと魔女の花／新訳／角川文庫 
メアリー スチュアー

ト [著] 
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

986/アレ 
チェルノブイリの祈り／未来の物語／岩波現

代文庫 

スベトラーナ アレク

シエービッチ [著]

／松本妙子 訳 

岩波書店 

コミック 

726.1/フ/ 
シンガポールのオタク漫画家、日本をめざす

／ＭＦ ｃｏｍｉｃ ｅｓｓａｙ 

フー スウィ・チン 

著 
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

  

 

 

★★  本とコミックの情報マガジン「ダ・ヴィンチ 7月号」ｐ.59 より  ★★  
読書と照明、理想の関係とは？ 

 

 皆さんは普段、どこで本を読みますか？ 紹介するのは、「文字を目で追うのに適

した環境を考えてみた」、という記事です。 

 同じ建物内でも、照明器具のタイプにより読みやすさに差が出るのは想像に難くな

いかと思います。また、本好きの人は書店で過ごす時間も長くなりますが、店舗やフ

ロアごとに光量が違うこともあるようです。 さらには、光環境と使用される紙の組

み合わせでも読みやすさが変わる、という興味深い調査も紹介されています。 

今は電子媒体で読書をする人も多いと思いますが、目にやさしい環境を意識して楽

しみたいですね。  


