
著者名 請求番号 出版社

独楽の科学 回転する物体はなぜ倒れないのか? 山崎 詩郎 423.4 ﾔﾏ  講談社

私たちは時空を超えられるか 松原 隆彦 443.9 ﾏﾂ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
横山 祐典 451.8 ﾖｺ  講談社
石川 理夫 453.9 ｲｼ  中央公論新社

日本列島の下では何が起きているのか 中島 淳一 455.1 ﾅｶ  講談社
桜井 武 491.3 ｻｸ  講談社
ｴﾑﾗﾝ･ﾒｲﾔｰ 491.3 ﾒｲ  紀伊国屋書店

免疫力をｱｯﾌﾟする科学 腸内細菌で病気知らず! 藤田 紘一郎 491.8 ﾌｼﾞ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

まぼろしの奇想建築 天才が夢みた不可能な挑戦 ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ｳｨﾙｷﾝｿﾝ 520.2 ｳｨ  日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
★ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ幕末日本の城 来本 雅之 521.8 ｸﾙ  山川出版社
★大聖堂ものがたり 聖なる建築物をつくった人々 ｱﾗﾝ･ｴﾙﾗﾝﾄﾞ=ﾌﾞﾗﾝﾀﾞﾝﾌﾞﾙｸﾞ 523 ｴﾙ  創元社
★ﾖｰﾛｯﾊﾟ古城物語 ｼﾞｬﾝ･ﾒｽｷ 523.3 ﾒｽ 135 創元社
空を飛べるのはなぜか もっと高く､より遠くへ! 秋本 俊二 538 ｱｷ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
L.M.ﾓﾝｺﾞﾒﾘの｢赤毛のｱﾝ｣ｸｯｸﾌﾞｯｸ 料理で楽しむ物語の世界  L.M.ﾓﾝｺﾞﾒﾘ 596 ﾏｸ  原書房

天皇の美術史 1 古代国家と仏教美術 奈良･平安時代 増記 隆介  702.1 ﾏｽ 1 吉川弘文館
伊藤 大輔 702.1 ｲﾄ 2 吉川弘文館

天皇の美術史 3 乱世の王権と美術戦略 室町･戦国時代 高岸 輝 702.1 ﾀｶ 3 吉川弘文館
天皇の美術史 4 雅の近世､花開く宮廷絵画 江戸時代前期 野口 剛  702.1 ﾉｸﾞ 4 吉川弘文館
天皇の美術史 5 朝廷権威の復興と京都画壇 江戸時代後期 五十嵐 公一  702.1 ｲｶﾞ 5 吉川弘文館
天皇の美術史 6 近代皇室ｲﾒｰｼﾞの創出 明治･大正時代 塩谷 純  702.1 ｼｵ 6 吉川弘文館
いちばんやさしい美術鑑賞 青い日記帳 707.9 ｱｵ  筑摩書房
怖いへんないきものの絵 中野 京子 723 ﾅｶ  幻冬舎
人騒がせな名画たち 目からｳﾛｺ 木村 泰司 723.3 ｷﾑ  ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ
MINIATURE LIFE Conceptual art of MINIATURE CALENDAR 〔1〕･〔2〕 MINIATURE CALENDAR 748 ﾐﾆ 1･2 水曜社
★ﾒﾀﾙ脳 天才は残酷な音楽を好む 中野 信子 764.7 ﾅｶ  角川書店

著者名 請求番号 出版社 ★これがｵﾘﾝﾋﾟｯｸだ 決定版 ｵﾘﾝﾋﾟｽﾞﾑがわかる100の真実 舛本 直文 780.6 ﾏｽ  講談社
782.3   洋泉社

文系と理系はなぜ分かれたのか 隠岐 さや香 002 ｵｷ  講談社 ★金栗四三 消えたｵﾘﾝﾋﾟｯｸ走者 佐山 和夫 782.3 ｻﾔ  潮出版社

人工知能ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｢ﾛﾎﾞｯﾄは東大に入れるか｣ 新井 紀子 007.1 ｱﾗ  東京大学出版会 ★嘉納治五郎 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸを日本に呼んだ国際人 真田 久 789.2 ｻﾅ  潮出版社

★無敵の東大脳ｸｲｽﾞ 君は東大生に勝てるか!? 伊沢 拓司 031.7 ｲｻﾞ  主婦の友社
★記号の歴史 ｼﾞｮﾙｼﾞｭ･ｼﾞｬﾝ 801 ｼﾞ 39 創元社

世界のﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ大事典 大城 道則 202.5 ｵｵ  柊風舎 山口仲美著作集 1 言葉から迫る平安文学 1･2 山口 仲美 810.8 ﾔﾏ 1･2 風間書房
★海賊の歴史 ｶﾘﾌﾞ海､地中海から､ｱｼﾞｱの海まで ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ｼﾞｬｶﾝ 209 ｼﾞﾔ 113 創元社 中高生からの論文入門 小笠原 喜康 816.5 ｵｶﾞ  講談社
花押･印章図典 吉川弘文館編集部 210 ｾﾉ  吉川弘文館 英語の瞬発力をつける9ﾏｽ英作文ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 林 一紀 836 ﾊﾔ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
この場所だけが知っている消えた日本史の謎 友清 哲 210 ﾄﾓ  光文社
観応の擾乱 室町幕府を二つに裂いた足利尊氏･直義兄弟の戦い 亀田 俊和 210.4 ｶﾒ  中央公論新社 牧水の恋 俵 万智 911.1 ﾀﾜ  文芸春秋
承久の乱 真の｢武者の世｣を告げる大乱 坂井 孝一 210.4 ｻｶ  中央公論新社 愛×数学×短歌 横山 明日希 911.1 ﾖｺ  河出書房新社
★大江戸武士の作法 小和田 哲男 210.5 ｵﾜ  G.B. ★実践!すぐに詠める俳句入門 石 寒太 911.3 ｲｼ  日東書院本社
★十字軍 ﾖｰﾛｯﾊﾟとｲｽﾗﾑ･対立の原点 ｼﾞｮﾙｼﾞｭ･ﾀｰﾄ 230.4 ﾀｰ 30 創元社 ★雲上雲下 朝井 まかて 913.6 ｱｻ  徳間書店
★光秀からの遺言 本能寺の変436年後の発見 明智 憲三郎 289.1 ｱｹ  河出書房新社 火のないところに煙は 芦沢 央 913.6 ｱｼ  新潮社

ﾆﾑﾛｯﾄﾞ 上田 岳弘 913.6 ｳｴ  講談社
日本進化論 落合 陽一 304 ｵﾁ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ ★雪の階 奥泉 光 913.6 ｵｸ  中央公論新社
偏見や差別はなぜ起こる? 心理ﾒｶﾆｽﾞﾑの解明と現象の分析 北村 英哉 361.4 ｷﾀ  ちとせﾌﾟﾚｽ ★双子は驢馬に跨がって 金子 薫 913.6 ｶﾈ  河出書房新社
日本ﾒﾃﾞｨｱ史年表 土屋 礼子 361.4 ﾂﾁ  吉川弘文館 ★介護士K 久坂部 羊 913.6 ｸｻ  角川書店
★ﾓﾝｽﾀｰの歴史 ｽﾃﾌｧﾇ･ｵｰﾄﾞｷﾞｰ 388 ｵｰ 148 創元社 木間 のどか 913.6 ｺﾏ  文響社
自衛隊の闇組織 秘密情報部隊｢別班｣の正体 石井 暁 392.1 ｲｼ  講談社 宝島 HERO s ISLAND 真藤 順丈 913.6 ｼﾝ  講談社
歩兵の戦う技術 銃弾や砲弾が飛び交う戦場で勝利して生き残る かの よしのり 396.5 ｶﾉ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 神のﾀﾞｲｽを見上げて 知念 実希人 913.6 ﾁﾈ  光文社

ﾍﾞﾙﾘﾝは晴れているか 深緑 野分 913.6 ﾌｶ  筑摩書房
原子核物理 物質の究極の世界を覗く Frank Close 400 ﾏﾙ 33 丸善出版 1R1分34秒 町屋 良平 913.6 ﾏﾁ  新潮社
山岳 Martin F.Price 400 ﾏﾙ 34 丸善出版 昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき 913.6 ﾐﾔ 5 文芸春秋
対称性 不変性の表現 Ian Stewart 400 ﾏﾙ 35 丸善出版 熱帯 森見 登美彦 913.6 ﾓﾘ  文芸春秋
数はふしぎ 読んだら人に話したくなる数の神秘 今野 紀雄 410 ｺﾝ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ ★太陽と乙女 森見 登美彦 914.6 ﾓﾘ  新潮社
はじめての解析学 微分､積分から量子力学まで 原岡 喜重 413 ﾊﾗ  講談社 これは水です ﾃﾞｳﾞｨｯﾄﾞ･ﾌｫｽﾀｰ･ｳｫﾚｽ 934.7 ｳｫ  田畑書店

書　　　名
４００　自然科学

５００　技　術

７００　芸　術

８００　言　語

★金栗四三の生涯 2019年大河ﾄﾞﾗﾏその主人公の知られざる物語

天皇の美術史 2 治天のまなざし､王朝美の再構築 鎌倉･南北朝時代

腸と脳 体内の会話はいかにあなたの気分や選択や健康を左右するか

｢こころ｣はいかにして生まれるのか 最新脳科学で解き明かす｢情動｣

温泉の日本史 記紀の古湯､武将の隠し湯､温泉番付

地球46億年気候大変動 炭素循環で読み解く､地球気候の過去･現在･未来

９００　文　学

４００　自然科学

★AGRI 三鷹台おでん屋心霊相談所 Anti Ghost Research Institute

　　

新着本の紹介１月～２月　★は選書会の本です
書　　　名

０００　総　記

２００　歴史・地理

３００　社会科学

 現在､170冊弱が刊行されていますが､本校図書館にはそのうち主要なものはほぼ揃っ

ています｡この度の配架は､『十字軍』『記号の歴史』『海賊の歴史』『ﾓﾝｽﾀｰの歴

史』『ﾖｰﾛｯﾊﾟ古城物語』『大聖堂ものがたり』となります｡世界史の資料の補完的な

面からでも､趣味的な世界にいざなってくれる面からでも､是非､知識を深めていただ

きたいと存じ上げております｡ちなみに､既に配架されている中での人気筋は『錬金術

―おおいなる神秘』『ﾃﾝﾌﾟﾙ騎士団の謎』『ﾋｴﾛｸﾞﾘﾌの謎をとく』『美食の歴史』

『｢不思議の国のｱﾘｽ｣の誕生』『ﾌﾘｰﾒｰｿﾝ』といったところでしょうか｡ 

 追伸:それ以外に選書会で選んでくれた､今年のNHK歴史大河ﾄﾞﾗﾏで評判になってい

る｢いだてん｣に関連する､佐山和夫『金栗四三 消えたｵﾘﾝﾋﾟｯｸ走者』･真田久『嘉納治

五郎 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸを日本に呼んだ国際人』･舛本直文『決定版 これがｵﾘﾝﾋﾟｯｸだ ｵﾘﾝﾋﾟｽﾞﾑ

がわかる100の真実』や､これも最近のﾃﾚﾋﾞ番組でよく耳にする､伊沢拓司『無敵の東

大脳ｸｲｽﾞ 君は東大生に勝てるか!?』といった切り口の本はいかがでしょうか｡また､

歴史大河ﾄﾞﾗﾏといえば､来年の｢明智光秀｣を視野に入れた野心作､明智憲三郎(←光秀

の子孫だそうです｡)『光秀からの遺言』も乞うご期待､といったところです｡(美) 
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選書 ― 「知の再発見」 のつぶやき 

 先日､いつもながらに図書委員が各分野の良書を大いに選んでくれました｡その中に｢【知の再発

見】双書｣ｼﾘｰｽﾞから6冊を選んでくれた図書委員がいました｡この元版はﾌﾗﾝｽ･ｶﾞﾘﾏｰﾙ社が刊行して

いる｢ｶﾞﾘﾏｰﾙ発見叢書｣で､その訳書がこのｼﾘｰｽﾞになります｡その際､訳出の正確さを期して日本人

の専門家による監修がなされています｡これらは文化史をﾃｰﾏとし､ﾍﾟｰｼﾞ数やｻｲｽﾞが手頃で､各種の

図版が多用されているのが大きな特徴です｡[B6変形判で約200ﾍﾟｰｼﾞで､そのうち､ｶﾗｰ図版ﾍﾟｰｼﾞが

約120ﾍﾟｰｼﾞ]かねてから､本校生徒や先生方にも愛読者の方が見受けられます。 

第160回直木賞 

第160回芥川賞 

第160回芥川賞 




