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新着図書案内 2017年 9月発行 

ラベル記号 タイトル 著者 出版社 
タイトルが色付きの本は、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 

070/ミ/ 人間はだまされる／フェイクニュースを見分けるには 三浦準司 著 理論社 

 

哲学・心理学 

100/タ/ 哲学用語図鑑／続／中国・日本・英米 編 田中正人 著 プレジデント社 

104/ノ/ 
はじめて考えるときのように／「わかる」ため

の哲学的道案内／ＰＨＰ文庫 

野矢茂樹 文 

植田真 絵 
ＰＨＰ研究所 

121/フ/ 日本文化をよむ／岩波新書 藤田正勝 著 岩波書店 

141.2/テ/ 触楽入門／はじめて世界に触れるときのように テクタイル 著 朝日出版社 

141.3/オ/ つくられる偽りの記憶／ＤＯＪＩＮ選書 越智啓太 著 化学同人 

159/ヒ/ 
無敵の思考／誰でもトクする人になれるコス

パ最強のルール２１ 
ひろゆき 著 大和書房 

 

歴史・地理 

210.1/カ/ 日本史は逆から学べ／光文社知恵の森文庫 河合敦 著 光文社 

227.9/ナ/ １４歳からのパレスチナ問題 奈良本英佑 著 合同出版 

291.6/ア/ 地図・地名からよくわかる！京都謎解き街歩き 浅井建爾 著 実業之日本社 

291.6/カ/ 京都に行く前に知っておくと得する５０の知識 柏井壽 著 ワニブックス 

291.6/キ/ 京都／ハレ旅 
 

朝日新聞出版 

291.6/キ/ 京都さんぽ／ことりっぷ 
 

昭文社 

291.6/マ/ Ｍａｋｉときなこのおさんぽ京都 Ｍａｋｉ 絵と文 ワニブックス 

 

社会 

302.1/フ/ 分断社会・日本／岩波ブックレット 井手英策 編 岩波書店 

314.8/タ/ 中高生からの選挙入門／なるにはＢＯＯＫＳ 谷隆一 著 ぺりかん社 

319.8/カ/ 日本人のための平和論 ヨハン ガルトゥング 著 ダイヤモンド社 

323.1/シ/ １８歳から考える人権／Ｆｒｏｍ １８ 宍戸常寿 編 法律文化社 

326.8/タ/ 共謀罪の何が問題か／岩波ブックレット 高山佳奈子 著 岩波書店 

327.6/ハ/ 裁判の非情と人情／岩波新書 新赤版 原田國男 著 岩波書店 

331.8/オ/ 競争社会の歩き方／中公新書 大竹文雄 著 中央公論新社 

361.4/カ/ モラルの起源／岩波新書 新赤版 亀田達也 著 岩波書店 

361.5/セ/ 
データで読む日本文化／高校生からの文学・

社会学・メディア研究入門 

成蹊大学文学部 

学会 編 
風間書房 

366..3/タ/ 
これを知らずに働けますか？／ちくまプリマー

新書 
竹信三恵子 著 筑摩書房 

367.3/ツ/ 結婚と家族のこれから／光文社新書 筒井淳也 著 光文社 

368.3/ス/ 
自死は、向き合える／遺族を支える、社会で

防ぐ／岩波ブックレット 
杉山春 著 岩波書店 

369.3/ワ/ わかる！取り組む！災害と防災／１～５ 
帝国書院編集部 編

集 
帝国書院 

371.4/カ/ やさしい教育心理学／有斐閣アルマ 
鎌原雅彦 著 

竹綱誠一郎 著 
有斐閣 

375.6/ホ/ 教育の職業的意義／ちくま新書 本田由紀 著 筑摩書房 

377.9/ケ/ 経済的徴兵制をぶっ潰せ！／岩波ブックレット 雨宮処凛 著 岩波書店 

385.9/ヨ/ 
世界に通じるマナーとコミュニケーション／岩

波ジュニア新書 
横手尚子 著 岩波書店 

391.6/ス/ スノーデン日本への警告／集英社新書 エドワード スノーデン 著 集英社 

 

理科・医学 

460.4/フ/ 動的平衡／生命はなぜそこに宿るのか／小学館新書 福岡伸一 著 小学館 

467.3/イ/ 
ヒトの遺伝子改変はどこまで許されるのか／ゲ

ノム編集の光と影／イースト新書Ｑ 

石井哲也 

[著] 
イースト・プレス 

481.7/オ/ 驚くべき世界の野生動物生態図鑑  日東書院本社 

487.7/サ/ マンボウのひみつ／岩波ジュニア新書 澤井悦郎 著 岩波書店 

490.1/シ/ いのちを“つくって”もいいですか？ 島薗進 著 ＮＨＫ出版 

490/ナ/ 先端医療の挑戦／別冊日経サイエンス 中西真人 編 日本経済新聞出版社 

 

技術・産業 

548.3/ホ/ 柔らかヒューマノイド／ＤＯＪＩＮ選書 細田耕 著 化学同人 

609/ヨ/ はかりきれない世界の単位 米澤敬 著 創元社 

689.6/イ/ 世界をもてなす語学ボランティア入門 イーオン 著 朝日出版社 
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芸術・スポーツ 

723/イ/ 絵とき印象派 池上英洋 監修 エムディエヌコーポレーション 

783.7/ソ/ ソフトボール基本と戦術 佐藤理恵 監修 実業之日本社 

 

言語 

801.7/ウ/ 
リングイストを知っていますか？／言語・経

験・おもてなしの世界で働く 

マサミ コバヤシ・ウ

ィーズナー 著 
現代書館 

814/ク/ 
オノマトペの謎／ピカチュウからモフモフまで

／岩波科学ライブラリー 
窪薗晴夫 編 岩波書店 

830.7/タ/ 日本人として英語を学び・英語を使う 田中浩司 著 新評論 

834/ク/ 同時通訳者の英単語暗記メソッド１１１ 工藤紘実 著 秀和システム 

837.5/セ/ サバイバル英文読解／ＮＨＫ出版新書 関正生 著 ＮＨＫ出版 

837.5/ホ/ 「星の王子さま」を英語で読もう 西きょうじ 注 解説 研究社 

837.8/コ/ 海外ドラマはたった３５０の単語でできている Ｃｏｚｙ 著 西東社 

837/ア/ ［英文対照］天声人語／２０１７夏 朝日新聞論説委員 編 原書房 

 

文学 

910.26 夏目漱石解体全書 香日ゆら 著 河出書房新社 

910.26 漱石先生の手紙が教えてくれたこと／岩波ジュニア新書 小山慶太 著 岩波書店 

 

小説 

913.6/アカ/ 二度めの夏、二度と会えない君／小学館文庫 赤城大空 著 小学館 

913.6/イサ ＡＸ 伊坂幸太郎 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/イヌ いつか、眠りにつく日／スターツ出版文庫 いぬじゅん 著 スターツ出版 

913.6/イマ 星の子 今村夏子 著 朝日新聞出版 

913.6/イワ 少年たちは花火を横から見たかった／角川文庫 岩井俊二 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ウフ 十二人の死にたい子どもたち 冲方丁 著 文藝春秋 

913.6/ウ/ 海と真珠／ハルキ文庫 梅田みか 著 角川春樹事務所 

913.6/オン 真ん中の子どもたち 温又柔 著 集英社 

913.6/カヘ ２．４３／清陰高校男子バレー部／集英社文庫 壁井ユカコ 著 集英社 

913.6/サ/ 月の満ち欠け 佐藤正午 著 岩波書店 

913.6/サト 君を一人にしないための歌／だいわ文庫 佐藤青南 著 大和書房 

913.6/シケ 幼な子われらに生まれ／幻冬舎文庫 重松清 〔著〕 幻冬舎 

913.6/シラ/ 世界のすべてのさよなら 白岩玄 著 幻冬舎 

913.6/スカ/ 夏の祈りは／新潮文庫 須賀しのぶ 著 新潮社 

913.6/ナカ トリガール！／角川文庫 中村航 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ナカ ニュータウンクロニクル 中澤日菜子 著 光文社 

913.6/ナツ 吾輩は猫である／上・下／集英社文庫 夏目漱石 著 集英社 

913.6/ニタ 彼女の色に届くまで 似鳥鶏 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ヌカ 潮風エスケープ 額賀澪 著 中央公論新社 

913.6/ヌマ 影裏 沼田真佑 著 文藝春秋 

913.6/ノナ ウツボカズラの夢／双葉文庫 乃南アサ 著 双葉社 

913.6/フシ 最後の晩ごはん／ふるさととだし巻き卵／角川文庫 椹野道流 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ホン ｄｅｌｅ (ディーリー） 本多孝好 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ホン 監督の問題 本城雅人 著 講談社 

913.6/マエ 散歩する侵略者／角川文庫 前川知大 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ヤマ 名のないシシャ／角川文庫 山田悠介 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ワカ 静かな炎天／文春文庫 若竹七海 著 文藝春秋 

913.68 宮辻薬東宮 宮部みゆき 著 講談社 

913.68/タン 短編少女／短編少年／短編学校／集英社文庫 
集英社文庫編集部 編 

 
集英社 

 

進路関係 

366.2/赤/105 保健師・養護教諭になるには 山崎京子 監修 ぺりかん社 

366.2/赤/113 言語聴覚士になるには 中島匡子 著 ぺりかん社 

366.2/赤/146 義肢装具士になるには 益田美樹 著 ぺりかん社 

366.2/赤/86 歯科医師になるには 笹田久美子 著 ぺりかん社 

376.8/サ/ 理学部・理工学部／なるにはＢＯＯＫＳ 佐藤成美 著 ぺりかん社 

376.8/ナ/ 社会学部・観光学部／なるにはＢＯＯＫＳ 中村正人 著 ぺりかん社 

376.8/ナ/ 大合格／参考書じゃなくオレに聞け！ 中田敦彦 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

コミック・ライトノベル 

726.1/アラ 銀の匙 Silver Spoon（14） 荒川弘 小学館 

726.1/スキ ナナマルサンバツ／１４／角川コミックス・エース 杉基イクラ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/サト 魔法科高校の劣等生／２３／孤立編 佐島勤 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
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