
日本大学鶴ヶ丘高等学校図書館

2類 歴史・地理

グローバル時代のアメリカ 冷戦時代から21世紀

古矢旬S-253.07-フ

真実の原敬 維新を超えた宰相 伊藤之雄 S-289.1-ハ

読む喜びをすべての人に 日本点字図書館を創った本間一夫

金治直美289.1-ホ

それでも、逃げない 三浦瑠麗S-289.1-ミ

カエサル 内戦の時代を駆けぬけた政治家

小池和子 S-289.3-カ

未熟児を陳列した男 新生児医療の奇妙なはじまり

ドーン・ラッフェル 289.3-ラ

世界でいちばん虚無な場所 旅行に幻滅した人のためのガイド

ブックダミアン・ラッド 290.18-ラ

もうひとつの屋久島から 世界遺産の森が伝えたいこと

武田剛 291.97-タ

新着図書案内 ２０２０年 号

0類 総記・コンピュータ・読書

クオリアと人工意識 茂木健一郎 S-007.13-モ
スマホ廃人 石川結貴 S-007.3-イ
パソコンの超残念な使い方 プロが教える新常識

吉岡S-007.6-ヨ
絵でわかるサイバーセキュリティ 岡嶋裕史007.60-オ
岩波新書解説総目録1938-2019 S-025.9-イ
その話、諸説あります。 049-ソ

1類 哲学・宗教・自己啓発

図解心理学用語大全 人物と用語でたどる心の学問

田中正人140-タ

大学で学ぶ心理学 学部生・大学院生のための専攻ガイドブック

P.J.シルビア140.7-ダ

問題発見力を鍛える 細谷功 S-141.5-ホ

夢の正体 夜の旅を科学する アリス・ロブ145.2-ロ

明日咲く言葉の種をまこう 心を耕す名言100

岡崎武志159.8-オ

10代から考える生き方選び 竹信三恵子 S-159.7-タ

日本人と山の宗教 菊地大樹 S-163.1-キ

世界の神話伝説図鑑 フィリップ・ウィルキンソン164-セ

物語北欧神話 上下 ニール・ゲイマン164.389-ゲ

ニッポン神様ごはん 全国の神饌と信仰を訪ねて

吉野りり花176.5-ヨ

こども聖書 鈴木秀子 193-ス

2類 歴史・地理

文字世界で読む文明論 比較人類史七つの視点

鈴木董 S-209-ス

景観からよむ日本の歴史 金田章裕 S-210.1-キ

知識ゼロからの古文書を読む 古賀弘幸210.02-コ

3万年前の航海の謎を解く 210.23-サ

戸籍が語る古代の家族 今津勝紀210.3-イ

世界でいちばん素敵な古代史の教室 瀧音能之210.3-セ

木簡古代からの便り 奈良文化財研究所210.3-モ

英語で語ろう!私たちの昭和、平成そして令和 210.7-エ

はじめての昭和史 井上寿一 S-210.7-イ

「中国」の形成 現代への展望 岡本隆司 S-222.06-オ

ペルシア帝国 青木健 S-227.2-ア

3類 社会科学

リスクの正体 不安の時代を生き抜くために

神里達博 S-301-カ

ワイルドサイドをほっつき歩け ハマータウンのおっさんたち

ブレイディみかこ 302.33-ブ

社会を知るためには 筒井淳也S-304-ツ

イスラームからヨーロッパをみる

社会の深層で何が起きているのか 内藤正典 S-316.83-ナ

公務員という仕事 村木厚子 S-317.3-ム

消防官になるには 益田美樹317.79-マ

140字の戦争 SNSが戦場を変えた

デイヴィッド・パトリカラコス 319-パ

18歳までに知っておきたい法のはなし 神坪浩喜 320-カ

塀の中の事情 刑務所で何が起きているか

清田浩司S-326.52-キ

ギヴ・ミー・ア・チャンス 犬と少年の再出発

大塚敦子 327.85-オ

国際人権入門 現場から考える

申惠【ボン】S-329.21-シ

国籍の?がわかる本 日本人ってだれのこと?外国人ってだれのこと? 

木下理仁 329.91-キ



3類 社会科学

ドキュメント強権の経済政策 官僚たちのアベノミクス2

軽部謙介 S-332.10-カ

人口の中国史 先史時代から19世紀まで

上田信 S-334.32-ウ

日本人と海外移住 移民の歴史・現状・展望

日本移民学会334.51-ニ

1分で話せ
世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術

伊藤羊一 336.49-イ

アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書

アンドリュー・O・スミス338-ス

証券・保険業界で働く 生島典子338.17-イ

同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいのか

鴻上尚史S-361.4-コ

人は、なぜ他人を許せないのか?       中野信子361.4-ナ

賀茂川コミュニケーション塾 ビブリオバトルから人工知能まで

谷口忠大 361.45-タ

フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ

森達也361.45-モ

英語でガイド!外国人がいちばん不思議に思う日本のくらし

デイビッド・セイン 361.5-セ

日本文化の核心 「ジャパン・スタイル」を読み解く

松岡正剛 S-361.5-マ

格差は心を壊す 比較という呪縛

リチャード・ウィルキンソン361.8-ウ

ミッシングワーカーの衝撃 働くことを諦めた100万人の中高年

NHKスペシャル取材S-366.02-ミ

LGBTヒストリーブック 絶対に諦めなかった人々の100年の闘い

ジェローム・ポーレン 367.97-ポ

舌を抜かれる女たち メアリー・ビアード367.2-ビ

苦しい時は電話して 坂口恭平 S-368.3-サ

ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治 S-368.71-ミ

障害者差別を問いなおす 荒井裕樹S-369.27-ア

あったらいいな、こんな義足 斎藤多加子369.27-サ

そのとき、どうする? ただちに命を守るとっさの行動マニュアル

甘中繁雄369.3-ソ

行列のできる児童相談所
子ども虐待を人任せにしない社会と行動のために

井上景 369.43-イ

4類 自然科学

LaTeX超入門 ゼロからはじめる理系の文書作成術
水谷正大 S-407-ミ

美しい数学入門 伊藤由佳理 S-410-イ
日常にひそむうつくしい数学 冨島佑允 410.4-ト
今日から使える微積分 基礎から大学数学の入り口まで

大村平 S-413.3-オ
ネコとはじめる統計学 黒瀬奈緒子 417-ク
最強に面白い!!物理 ニュートンプレス420-サ
時間は逆戻りするのか 宇宙から量子まで、可能性のすべて

高水裕一 S-421.2-タ
宮沢賢治の元素図鑑 作品を彩る元素と鉱物

桜井弘 431.11-サ

3類 社会科学

子どもの貧困と地域の連携・協働

<学校とのつながり>から考える支援

吉住隆弘 371.3-コ

学校3.0×SDGs 時代を生き抜く教育への挑戦

諏訪哲郎371.5-ガ

一人で思う、二人で語る、みんなで考える
実践!ロジコミ・メソッド

追手門学院大学成熟社会研究所 S-375-ヒ

10代と語る英語教育民間試験導入延期までの道のり

鳥飼玖美子S-375.89-ト

幼稚園教諭になるには 大豆生田啓友376.14-オ

獣医学部 中高生のための学部選びガイド 斉藤智376.8-サ

栄養学部 中高生のための学部選びガイド 佐藤成美376.8-サ

外国語学部 中高生のための学部選びガイド 元木裕376.8-モ

できちゃいました!フツーの学校

富士晴英とゆかいな仲間たちS-376.48-フ

受験学力 和田秀樹 S-376.8-ワ

日本の中の外国人学校 『イオ』編集部376.9-ニ

就職力で選ぶ大学2021
コロナで大学への進学・授業と就職はどうなる!? 

朝日新聞出版 377.21-シ

日本のお弁当文化知恵と美意識の小宇宙

権代美重子 383.81-ゴ

性からよむ江戸時代生活の現場から 沢山美果子 S-384.7-サ

図解日本人なら知っておきたいしきたり大全

岩下宣子386.1-イ



7類 芸術・スポーツ

天使と悪魔の絵画史 キリスト教美術の深淵に触れる

春燈社 723-テ
COCOON/ぱらいそ/アノネ、上下巻

今日マチ子 726.1-キ
ペリリュー8 楽園のゲルニカ 武田一義726.1-タ-8
萩尾望都作画のひみつ 萩尾望都726.10-ハ

新写真論 スマホと顔 大山顕 740.4-オ
13 ハンセン病療養所からの言葉 石井正則748-イ
古関裕而の昭和史 国民を背負った作曲家

辻田真佐憲 S-762.1-コ
バリ島の影絵人形芝居ワヤン 梅田英春 777.8-ウ
絶滅危惧職、講談師を生きる神田松之丞 779.12-カ
どこからお話ししましょうか 柳家小三治自伝

柳家小三治779.13-ヤ

アスリートの科学能力を極限まで引き出す秘密
久木留毅 S-780.1-ク

勝つためのソフトテニス基本の強化書 小林幸司783.5-カ

4類 自然科学

ブラックホールってすごいやつ 国立天文台教授が教える

本間希樹440-ホ
日本の星名事典 北尾浩一443-キ
ORIGINS 原始の地球、創造の40億年を巡る旅

オリヴィエ・グリューネヴァルト450-グ
グレタのねがい
地球をまもり未来に生きる 大人になるまで待つ必要なんてない

V・キャメリニ 451.85-カ
フタバスズキリュウ もうひとつの物語

佐藤たまき 457.87-サ

若い読者に贈る美しい生物学講義 感動する生命のはなし
更科功 460-サ

博物図譜 武蔵野美術大学コレクション デジタルアーカイブの試み

荒俣宏462-ハ
ゲノム編集とはなにか
「DNAのハサミ」クリスパーで生命科学はどう変わるのか

山本卓 S-467.25-ヤ
温暖化で日本の海に何が起こるのか
水面下で変わりゆく海の生態系 山本智之 S-468.8-ヤ
すごいぜ!菌類 星野保 S-474.7-ホ
生物に世界はどう見えるか 感覚と意識の階層進化

実重重実 481.37-サ
動物に「心」は必要か 擬人主義に立ち向かう

渡辺茂 481.78-ワ

空気を読む脳 中野信子S-491.37-ナ
40人の脳科学者に脳のいちばん面白いところを聞いてみた

デイヴィッド・Ｊ・リンデン491.37-リ

からだと性の教科書 世界中の女子が読んだ!

エレン・ストッケン・ダール495-ダ

臨床工学技士になるには 岩間靖典498.14-イ

整う食事 たんぱく質リッチでムダ食い・肥えグセ・不安が消える!

豊永彩子 498.58-ト

コロナ後の世界を生きる私たちの提言

村上陽一郎S-498.6-コ

6類 産業

農福連携が農業と地域をおもしろくする
吉田行郷 611.75-ノ

今さら聞けない農薬の話きほんのき 農文協615.87-イ
神木探偵 神宿る木の秘密 本田不二雄 653.21-ホ
薪を焚く ラーシュ・ミッテ 658.2-ミ
トラックドライバーにも言わせて 橋本愛喜 S-685.6-ハ

5類 技術・工業

図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題
インフォビジュアル研究所 519-ズ

風を切って走りたい !夢をかなえるバリアフリー自転車
高橋うらら 536.86-タ

宇宙から帰ってきた日本人 日本人宇宙飛行士全12人の証言
稲泉連 538.9-イ

5G 大容量・低遅延・多接続のしくみ 岡嶋裕史 S-547.5-オ
フランスから届いたパンのはなし 酒巻洋子 596.63-サ



9類 文学

地獄の楽しみ方 京極夏彦 914.6-キ
文学の小路 牧野慶 914.6-マ
猫を棄てる 父親について語るとき 村上春樹 914.6-ム
お嬢さん放浪記 犬養道子 B-915.6-イ
毎朝ちがう風景があった 椎名誠915.6-シ
この顔と生きるということ 岩井建樹 916-イ

となりのヨンヒさん チョンソヨン 929.13-チ
ジョージ・オーウェル 「人間らしさ」への讃歌

川端康雄 S-930.27-オ
サンセット・パーク ポール・オースター933.7-オ
巨神降臨 上下 シルヴァン・ヌーヴェルB-933.7-ヌ
メインテーマは殺人

アンソニー・ホロヴィッツ B-933.7-ホ

ハヤブサが守る家 ランサム・リグズ 933.7-リ
理由のない場所 イーユン・リー933.7-リ
短編画廊 絵から生まれた17の物語

ローレンス・ブロック 933.78-タ
ウォッシュバーンさんがいえからでない13のりゆう

中川ひろたか/高畠那生E-タ

2020.6.29～2020.9.17

9類 文学

オトメの和歌 山下景子 911.10-ヤ
誰も気づかなかった 長田弘 911.56-オ
イマジン?                                     有川ひろ 913.6-ア
流人道中記 上下 浅田次郎 913.6-ア
大名倒産 上 浅田次郎913.6-ア-1
大名倒産 下 浅田次郎913.6-ア-2

むらさきのスカートの女/星の子 今村夏子 913.6-イ
あまねく神竜住まう国 荻原規子 B-913.6-オ
ファミリーポートレイト 桜庭一樹B-913.6-サ
ハンニバル戦争 佐藤賢一913.6-サ
オーダーメイド殺人クラブ 辻村深月B-913.6-ツ
インタビューズ 堂場瞬一913.6-ド

流浪の月 凪良ゆう 913.6-ナ
クスノキの番人 東野圭吾 913.6-ヒ
持続可能な魂の利用 松田青子913.6-マ
神様のコドモ 山田悠介913.6-ヤ

8類 言語

おなかぺこぺこオノマトペ 擬音語・擬態語をバイリンガルで理解

しよう! 

きのとりこ 810.7-キ
中世の語彙 武士と和漢混淆の時代 飛田良文814.08-シ-3
関西弁事典 真田信治818.6-カ
はじめてみようアラビア語 長渡陽一829.76-ナ
「リサとガスパール」と一緒にひとことフランス語

荒川久美子 857.8-ア

書名・著者名の後の番号は分類番号です。

本を探すときの参考にしてください。

番号の前の[S]は新書、[B]は文庫です。

秋の夜長に

本を読もう♪

知らなかった世界と

出会えるかも・・・
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