
第206号 
２０２０年 ４月１０日 

名古屋中学・高校図書館 

図書館に新しい本が入りました。ぜひ、利用してください。 

また、生徒・教職員の皆さんからのリクエストも、常時受付しています。  

 

図書 2020 年 2 月５日～４月１０日受入分から（左側の数字は分類番号です） 

 

016 シ 『わたしは 10 歳、本を知らずに育ったの。  アジアの子どもたちに届けられた 27 万冊の本』 鈴木晶子他（合同出版） 

020 カ 『書物の文化史  メディアの変遷と知の枠組み』 加藤好郎他（丸善出版） 

031 ア 『モノのはじまりえほん〈日本人なら知っておきたい!〉』 荒俣宏／ふわこういちろう（日本図書センター） 

059 ア 『朝日ジュニア学習年鑑 ２０２０ 』 （朝日新聞出版）禁帯出 

070 ア 『朝日新聞縮刷版  2019 年12 月～2020 年 2 月』 （朝日新聞社）禁帯出 

070 チ 『中日新聞縮刷版 2019 年 12 月～2020 年 2 月』 （中日新聞本社）禁帯出 

080 ト 『感身学正記2  西大寺叡尊の自伝 〈東洋文庫 901〉』 叡尊／細川涼一（平凡社） 

080 ト 『荻生徂徠全詩  1 〈東洋文庫 900〉』 荻生徂徠／荒井健／田口一郎（平凡社） 

159 ア 『世界の名言名句 1001』  Arp  Robert／大野晶子／高橋知子  寺尾まち子（三省堂）禁帯出 

159 サ 『ヤワな大人にならない!生きかたルールブック』 齋藤孝／林ユミ（日本図書センター） 

159 タ 『メシが食える大人になる!よのなかルールブック』 高濱正伸／林ユミ（日本図書センター） 

159 二 『泣いたあとは、新しい靴をはこう。 10 代のどうでもよくない悩みに作家が言葉で向き合ってみた』 日本ペンクラブ編（ポプラ社） 

193 マ 『世界でいちばん素敵な聖書の教室 = The World's Most Wonderful Classroom of The Bible』 町田俊之（三才ブックス） 

198 エ 『ちいろば』 榎本保郎（聖燈社） 

209 グ 『世界史大図鑑』 Grant  R. G／小島毅／越前敏弥（三省堂）禁帯出 

209 グ 『戦争の世界史大図鑑  コンパクト版』Grant  R. G／樺山紘一（河出書房新社）禁帯出 

210.2 オ 『縄文美術館  新版』 小川忠博／小野正文／堤隆（平凡社） 

210.75 コ 『女たちのシベリア抑留』 小柳ちひろ（文藝春秋） 

210.76 オ 『トランクの中の日本  米従軍カメラマンの非公式記録 J.オダネル写真集』 O'Donnell  Joe／Alldredge  Jennifer（小学館） 

219.9 ウ 『沖縄の名城を歩く』 上里隆史／山本正昭（吉川弘文館） 

230.4 サ 『図説十字軍〈ふくろうの本〉』 櫻井康人（河出書房新社） 

280 ブ 『自分を信じた 100 人の男の子の物語  世界の変え方はひとつじゃない』 Brooks  Ben 他（河出書房新社） 

281 ジ 『徳川家康 〈人物叢書 300〉』 藤井譲治（吉川弘文館） 

281 ジ 『ルイス・フロイス 〈人物叢書 301〉』 五野井隆史（吉川弘文館） 

281 ジ 『二条良基 〈人物叢書 302〉』 小川剛生（吉川弘文館） 

281 ジ 『徳川秀忠 〈人物叢書 303〉』 山本博文（吉川弘文館） 

281 ジ 『人とことば 〈人物叢書 別冊〉』 日本歴史学会 編（吉川弘文館） 

281 ジ 『清和天皇 〈人物叢書 304〉』 神谷正昌（吉川弘文館） 

289.1 カ 『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（佼成出版社） 

291 イ 『日本 200 年地図  伊能図から現代図まで全国 130 都市の歴史をたどる』今尾恵介（河出書房新社）禁帯出 

291 モ 『英語で案内する日本の伝統・大衆文化辞典』 森口稔／Pfeiffer  William S.（三省堂）禁帯出 

291 モ 『伊能図探検  図書館版  伝説の古地図を 200 倍楽しむ』 モリナガヨウ（河出書房新社）禁帯出 

319 ス 『こんなに恐ろしい核兵器  1  ①核兵器はこうしてつくられた』 鈴木達治郎／光岡華子（ゆまに書房） 

319 ス 『こんなに恐ろしい核兵器  2  ②核兵器のない世界へ』 鈴木達治郎／光岡華子（ゆまに書房） 

350 デ 『データが読めると世界はこんなにおもしろい  データブックオブ・ザ・ワールド入門』 （二宮書店） 

 

禁帯出の本は館内で

利用してください。 



350 ワ 『親子で学ぶ!統計学はじめて図鑑  レッツ!データサイエンス』 渡辺美智子他（日本図書センター） 

361 ア 『デジタル時代のアナログ力  問われる現代社会の人間力』 淺間正通／山下巌（学術出版会） 

361 ソ 『社会学大図鑑』 Thorpe  Christopher／沢田博（三省堂）禁帯出 

361 ユ 『10 代からの社会学図鑑』 Yuill  Chris／Thorpe  Christopher／Todd  Megan ／ 田中真知（三省堂） 

361.4 エ 『現代日本人の意識構造 ［第九版］ 〈NHK ブックス 1260〉』 NHK 放送文化研究所 編（NHK 出版） 

366 ナ 『行政書士になるには 〈なるには BOOKS108〉』 三田達治（ぺりかん社） 

366 ナ 『薬剤師になるには 〈なるには BOOKS58〉』 井手口直子（ぺりかん社） 

366 ナ 『福祉業界で働く 〈なるには BOOKS 補巻 24〉』 戸田恭子（ぺりかん社） 

366 ハ 『発達障害と仕事  発達障害者の自立・就労を支援する本』 発達障害者の自立就労を支援する会（河出書房新社） 

371.4 キ 『9 月 1 日  母からのバトン』 樹木希林／内田也哉子（ポプラ社） 

378.8 ミ 『ASD〈アスペルガー症候群〉、ADHD、LD みんなといっしょにまなぶ・あそぶ発達障害のお友だち』 宮尾益知（河出書房新社） 

383 ク 『ラーメンの歴史学  ホットな国民食からクールな世界食へ』 Kushner  Barak／幾島幸子（明石書店） 

383 マ 『ビジュアル日本の服装の歴史  全 3 巻』 増田美子他（ゆまに書房）禁帯出 

388 ロ 『世界モンスターMAP』 Lawrence  Sandra／Hill  Stuart ／小林美幸（河出書房新社）禁帯出 

391 カ 『甲標的全史 』 勝目純也（イカロス出版） 

400 ミ 『科学用語図鑑 = Scientific Term Pictorial Book』 水谷淳／小幡彩貴（河出書房新社） 

402 ハ 『科学大図鑑』 Hart-Davis  Adam／田淵健太（三省堂）禁帯出 

404 ド 『科学ってなあに?  身近にあふれる"なぜ?"が"そうか!"に』 Doyle  James／Goble  Claire／桑原洋子（河出書房新社） 

410 ピ 『ビジュアル数学全史  人類誕生前から多次元宇宙まで』 Pickover  Clifford A／根上生也／水原文（岩波書店）禁帯出 

410 レ 『古代エジプトの数学  文明繁栄のアルゴリズム』 Reimer  David／礒田正美／冨永星（丸善出版） 

420 リ 『世界の歴史を変えたスゴイ物理学 50』 Lees  James／藤崎百合（ゆまに書房） 

421 ニ 『無とは何か  「何もない」世界は存在するのか? 〈ニュートンムック〉』 （ニュートンプレス） 

450 ト 『図説 地球科学の事典』 鳥海光弘／入舩徹男／岩森光（朝倉書店）禁帯出 

452 ヒ 『海の世界地図』 Hinrichsen  Don／こどもくらぶ（丸善出版） 

459 ス 『宝石と鉱物の大図鑑  地球が生んだ自然の宝物』 諏訪恭一他（日東書院本社）禁帯出 

465 ラ 『目に見えない微生物の世界  あらゆるところにたくさんいる!』Rajcak  Hélène 他（河出書房新社）禁帯出 

469 ロ 『人類の進化大図鑑  コンパクト版』 Roberts  Alice M.他（河出書房新社）禁帯出 

486 マ 『昆虫のすごい世界 〈別冊太陽〉』 丸山宗利（平凡社） 

487 ロ 『タツノオトシゴ図鑑』 Lourie  Sara A／曽我部篤（丸善出版） 

491.5 フ 『絵でわかる薬のしくみ = An Illustrated Guide to Medicine 〈絵でわかるシリーズ〉』 船山信次（講談社） 

493.7 ミ 『ASD〈アスペルガー症候群〉、ADHD、LD 大人の発達障害  日常生活編 』 宮尾益知（河出書房新社） 

520 ク 『点・線・面』 隈研吾（岩波書店） 

538 イ 『宇宙から帰ってきた日本人 = In Their Own Words  日本人宇宙飛行士全 12 人の証言』 稲泉連（文藝春秋） 

538 ニ 『飛行機のテクノロジー  増補第 2 版  人気の大型旅客機、戦闘機がぞくぞく登場! 〈ニュートンムック〉』 （ニュートンプレス） 

556 カ 『幕末以降帝国軍艦写真と史実  新装版』 海軍有終会（吉川弘文館）禁帯出 

596 カ 『和食の英語表現事典』 亀田尚己／青柳由紀江／Christiansen  John Martin（丸善出版）禁帯出 

596 ナ 『事典 和菓子の世界  増補改訂版』 中山圭子（岩波書店） 

596 フ 『料理の科学大図鑑』 Farrimond  Stuart／熊谷玲美／渥美興子／辻静雄料理教育研究所（河出書房新社）禁帯出 

598 ノ 『ぼけますから、よろしくお願いします。』 信友直子（新潮社） 

653 タ 『樹木の名前 〈山谷名前図鑑〉』 高橋勝雄／長野伸江／茂木透／石井誠治（山と溪谷社）禁帯出 

673 チ 『ジャック・マー アリババの経営哲学』 張燕／永井麻生子（ディスカヴァー・トゥエンティワン） 

708 エ  『死の美術大全  8000 年のメメント・モリ』 Ebenstein  Joanna／北川玲（河出書房新社）禁帯出 

721 オ 『江戸・幕末・明治おもちゃ絵・遊び絵の世界』 （河出書房新社） 



726 ヤ 『柳原良平の仕事 = The Works of Ryohei Yanagihara』 柳原良平（玄光社） 

726 ヨ 『みえるとかみえないとか』 ヨシタケシンスケ／伊藤亜紗（アリス館） 

727 シ 『日本・中国の文様事典』 （視覚デザイン研究所）禁帯出 

756 フ 『刀剣と格付け  徳川将軍家と名工たち』 深井雅海（吉川弘文館） 

781 ア 『あたらしい草花あそび』 相澤悦子（山と溪谷社） 

782 ブ 『ランニング・サイエンス  「走る」を科学する』 Brewer  John／菅しおり（河出書房新社）禁帯出 

785 マ 『スイミング・サイエンス  水泳を科学する』 Mullen  G.John／黒輪篤嗣（河出書房新社）禁帯出 

801 セ  『世界の文字の図典  普及版』 世界の文字研究会（吉川弘文館）禁帯出                                                 

813 ア 『朝日キーワード ２０２１』 朝日新聞出版編（朝日新聞出版）禁帯出 

813 コ 『『日本国語大辞典』をよむ』 今野真二（三省堂） 

814 フ 『故事成語キャラクター図鑑』 深谷圭助／いとうみつる（日本図書センター） 

814 フ 『四字熟語キャラクター図鑑』 深谷圭助／いとうみつる（日本図書センター） 

814 フ 『ことわざキャラクター図鑑』 深谷圭助／いとうみつる（日本図書センター） 

814 フ 『慣用句キャラクター図鑑』 深谷圭助／いとうみつる（日本図書センター） 

815 マ 『モノの数え方えほん 〈日本人なら知っておきたい！〉』 町田健／ふわこういちろう（日本図書センター） 

815 ヤ 『数え方図鑑  身近なモノをなんでも数えてみたくなる!』 やまぐちかおり（日本図書センター） 

833 マ 『図解 英単語イメージ辞典』 政村秀実／Pimomo  Paulus（大修館書店）禁帯出 

837 テ 『天声人語 ２０１９冬』 朝日新聞論説委員室（原書房） 

908 イ 『ベルリン１９１９ 赤い水兵 上・下 〈岩波少年文庫 621-2〉』 クラウス・コルドン／酒寄進一（岩波書店） 

910.2 イ 『龍彥親王航海記  澁澤龍彥伝』  礒崎純一（白水社） 

910.2 シ 『書物の宇宙誌  澁澤龍彦蔵書目録』 （国書刊行会） 

910.8 キ 『ドナルド・キーン著作集  別巻』 ドナルド・キーン（新潮社） 

911.14 ヨ 『世界でいちばん素敵な百人一首の教室 = The World's Most Wonderful Classroom of the Hundre』 吉海直人（三才ブックス） 

913.6 ア 『むかしむかしあるところに、死体がありました。』 青柳碧人（双葉社） 

913.6 ア 『medium  霊媒探偵城塚翡翠』 相沢沙呼（講談社） 

913.6 イ 『銀燭集 〈澁澤龍彥 泉鏡花セレクション 2〉』 泉鏡花／澁澤龍彦（国書刊行会） 

913.6 オ 『約束された移動』 小川洋子（河出書房新社） 

913.6 カ 『熱源』 川越宗一（文藝春秋） 

913.6 カ 『夏物語』 川上未映子（文藝春秋） 

913.6 カ 『天地に燦たり』 川越宗一（文藝春秋） 

913.6 ナ 『流浪の月 = The Wandering Moon』 凪良ゆう（東京創元社） 

913.6 ハ 『店長がバカすぎて』 早見和真（角川春樹事務所） 

913.6 フ 『背高泡立草』 古川真人（集英社） 

913.6 マ 『思いはいのり、言葉はつばさ』 まはら三桃（アリス館） 

913.6 マ 『オーバーロード = OVERLORD  14  滅国の魔女』 丸山くがね（KADOKAWA） 

913.6 モ 『カザアナ』 森絵都（朝日新聞出版） 

913.6 ユ 『みちづれの猫』  唯川恵（集英社） 

913.6 ヨ 『ノースライト = North Light』 横山秀夫（新潮社） 

918 イ 『源氏物語 下〈池澤夏樹＝個人編集 日本文学全集 6〉』 角田光代 訳（河出書房新社） 

929 パ 『赤い髪の女』 Pamuk  Orhan／宮下遼（早川書房） 

933 ウ 『書架の探偵』 Wolfe  Gene／酒井昭伸（早川書房） 

933 グ 『さよならを待つふたりのために』 Green  John／金原瑞人／竹内茜（岩波書店） 

936 デ 『波』 Deraniyagala  Sonali／佐藤澄子（新潮社） 



 

 

973 ラ 『わたしのいるところ』 Lahiri  Jhumpa／中嶋浩郎（新潮社） 

新書・ブックレット  ◆印は、継続受入しています  

 

◆岩 波 新 書 1813『大岡信『折々のうた』選 短歌（一）』 1814『大岡信『折々のうた』選 短歌（二）』 

           1825『客室乗務員の誕生』 1826『小学校英語のジレンマ』 1827『律令国家と隋唐文明』 

           1828『人生の1冊の絵本』 1829『教育は何を評価してきたのか』 

◆岩波ジュニア新書   912『新・大学でなにを学ぶか』 913『統計学をめぐる散歩道  ツキは続く？続かない？』 

           914『読解力を身につける』 915『きみのまちに未来はあるか？  「根っこ」から地域をつくる』 

◆中 公 新 書 2578 『エリザベス女王 』 2579 『米の日本史』 2580『移民と日本社会』 

           2581『台湾の歴史と文化』 2582『百年戦争』 2583『鉄道のドイツ史』 

           2584『椿井文書』 2585『徒然草  無常観を越えた魅力』 2586『東アジアの論理』 

◆講談社現代新書  2561『人生は苦である、でも死んではいけない』 2562『直観を磨く』 2563『日本人のための漢字入門』 

2564 『近代日本と軍部  1868-1945』 2565『22世紀を見る君たちへ 』  

2566 『日本文化の核心』 2567『空海の哲学 』  

◆ちくまプリマー新書 344『日本史でたどるニッポン』 345『一枚の絵で学ぶ美術史 カラヴァッジョ≪聖マタイの召命≫』 

346 『子どもたちに語る 日中二千年史』 347『科学の最前線を切りひらく！』 

◆ブルー・バックス   2125『進化のからくり 現代のダーウィンたちの物語』  

2126『数の世界 自然数から実数、複素数、そして四元数へ』 

2127 『カラー図解 分子レベルで見た薬の働き』 2128『地球は特別な惑星か？』 

2129 『「ファインマン物理学」を読む  電磁気学を中心として』 

2130 『「ファインマン物理学」を読む  力学と熱力学を中心として』 2132『地磁気逆転と「チバニアン」』 

◆岩波ブックレット   1018『ボランティアってなんだっけ？』 1019『インディオの村通い40年  <いのち>みつめて』 

1020 『迷走する教員の働き方改革』 1021『3.11を心に刻んで 2020』 1022『沖縄を世界軍縮の拠点に』 

            『大学図鑑！2021』禁帯出 

文庫 

河出文庫 『悪徳の栄え  上・下』 Sade  Donatien Alphonse François  marquis de 

集英社オレンジ文庫 『ひきこもりを家から出す方法』 猫田佐文 

ちくま学芸文庫 『シュルレアリスムとは何か』 巌谷国士 


