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007.13/KO99
/2019 000126507 AIの時代と法 (岩波新書:新赤版 1809)

小塚荘一郎
著 岩波書店 2階西側

198.25/SA85
/2019 000126512 歴史探究のヨーロッパ : 修道制を駆逐する啓蒙主義 (中公新書:2567) 佐藤彰一著

中央公論新
社 2階西側

222/W46/20
19 000126506 中華の成立 : 唐代まで (岩波新書:新赤版 1804. シリーズ中国の歴史:1)

渡辺信一郎
著 岩波書店 2階西側

304/O26/20
17 100026730 誰が何を論じているのか : 現代日本の思想と状況 小熊英二著 新曜社 2階西側

319.22/MA6
8/2019 000126513 中国の行動原理 : 国内潮流が決める国際関係 (中公新書:2568)

益尾知佐子
著

中央公論新
社 2階西側

332.107/Y56
/2019 000126382 日本経済30年史 : バブルからアベノミクスまで (岩波新書:新赤版 1799)

山家悠紀夫
著 岩波書店 2階西側

366.44/N71/
2019 000126385 最低賃金 : 生活保障の基盤 (岩波ブックレット:No.1012)

日本弁護士
連合会貧困
問題対策本

岩波書店 2階西側

369.4/SA31/
2019 000126510 「孤独な育児」のない社会へ : 未来を拓く保育 (岩波新書:新赤版 1816) 榊原智子著 岩波書店 2階西側

373.1/H74/2
019 100026731 教育改革のやめ方 : 考える教師、頼れる行政のための視点 広田照幸著 岩波書店 2階西側
373.7/TO46s
h/2021/2019 100026727

東京都の小学校教諭 : 過去問 2021年度版 (東京都の教員採用試験「過
去問」シリーズ:2) (教員採用試験「過去問」シリーズ)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

375.762/TA3
3/2017 100026728 初等音楽科教育法 : 音楽療法的視点からインクルーシブ教育に向かって

高橋多喜子
著

オンキョウパ
ブリッシュ 2階西側

376.1/SH49/
2019 100026732

子育てをめぐる公私再編のポリティクス : 幼稚園における預かり保育に着
目して 清水美紀著 勁草書房 2階西側

383.1/TA84/
2019 100026729 リクルートスーツの社会史 田中里尚著 青土社 2階西側

411.2/TA24/
2019 000126392

対数 : あなたも知らずに使っている! (Newtonライト : 理系脳をきたえ
る!:2.0) (Newtonムック) (ニュートンムック) (ニュートン別冊)

ニュートンプ
レス 2階東側

413.3/B41/2
019 000126391

微分積分 : これなら, よくわかる! (Newtonライト : 理系脳をきたえる!:2.0)
(Newtonムック) (ニュートンムック) (ニュートン別冊)

ニュートンプ
レス 2階東側

443.6/G46/2
019 000126404

銀河のすべて : ここまでわかった!謎多き銀河の構造と進化 増補第2版
(ニュートン別冊) (Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側大型

491.371/N97
/2019 000126405

脳とは何か : ここまで解明された!脳研究の最前線 (ニュートン別冊)
(Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側大型

683.2/TA59/
2019 000126511 海の地政学 : 覇権をめぐる400年史 (中公新書:2566)

竹田いさみ
著

中央公論新
社 2階東側

699.1/KA91/
2019 000126508 放送の自由 : その公共性を問う (岩波新書:新赤版 1810) 川端和治著 岩波書店 2階東側

709.1/I23/20
19 000126384

文化財返還問題を考える : 負の遺産を清算するために (岩波ブックレッ
ト:No.1011) 五十嵐彰著 岩波書店 2階東側

726.1/H89/2
3/2019 000126524 僕のヒーローアカデミア 23 (ヤングジャンプ・コミックス) 堀越耕平 集英社 1階東側漫画

726.1/H89/2
4/2019 000126525 僕のヒーローアカデミア 24 (ヤングジャンプ・コミックス) 堀越耕平 集英社 1階東側漫画

726.1/H89/2
5/2019 000126526 僕のヒーローアカデミア 25 (ヤングジャンプ・コミックス) 堀越耕平 集英社 1階東側漫画

726.1/Y31ow
/19/2019 000126523 終わりのセラフ 19 (ヤングジャンプ・コミックス)

鏡貴也原作/
山本ヤマト漫
画

集英社 1階東側漫画

767.8/O73/2
019 000126514 古関裕而 : 流行作曲家と激動の昭和 (中公新書:2569) 刑部芳則著

中央公論新
社 2階東側

783.2/F92ha
/40/2019 000126527 ハイキュー!! 40 (ジャンプ・コミックス) 古舘春一 集英社 1階東側漫画

　【4--】　自然科学

    　　新 着 情 報  2019年12月18日

　【0--】　総　記 

　【1--】　哲　学

　【２--】　歴　史 

　【３--】　社会科学 

　【6--】　産　業　

　【7--】　芸　術　



813.7/G34/2
020/2020 000126406 現代用語の基礎知識 2020

自由国民社
編 自由国民社 1階西側参考

911.04/H36/
1/2019 000126509 俳句 1 (岩波新書:新赤版 1811. 大岡信『折々のうた』選) 長谷川櫂編 岩波書店 2階東側

911.36/Y92/
2019 000126383 日曜俳句入門 (岩波新書:新赤版 1803) 吉竹純著 岩波書店 2階東側

PIC/376.156
/MA83/2009 000126122 いろがみびりびり

まつながあき
さく/はやしる
いえ

くもん出版 2階東側絵本

PIC/376.156
/MA83/2010 000126126 のりものくれよん (はじめてであうえほんシリーズ)

まつながあき
さく/はやしる
いえ

くもん出版 2階東側絵本

PIC/479.824
/H55/2013 000126120 さわさわもみじ (はじめてであうえほんシリーズ)

ひがしなおこ
さく/きうちた
つろうえ

くもん出版 2階東側絵本

PIC/485.3/KI
57/2008 000126106 かにこちゃん

きしだえりこ
さく/ほりうち
せいいちえ

くもん出版 2階東側絵本

PIC/537.9/Y
31/2008 000126110 トンネルねるくんくるまなにかな? (はじめてであうえほんシリーズ)

やまもとしょう
ぞうさく : いち
はらじゅんえ

くもん出版 2階東側絵本

PIC/537.9/Y
31/2011 000126116

しょうぼうじどうしゃウーウー : はたらくくるま ([はじめてであうえほんシリー
ズ])

やまもとしょう
ぞうさく/いち
はらじゅんえ

くもん出版 2階東側絵本

PIC/599.3/I8
4/2014 000126130 おいし～い

いしづちひろ
さく/くわざわ
ゆうこえ

くもん出版 2階東側絵本

PIC/686/Y3
1/2008 000126112 てっきょうてっちゃんでんしゃなにかな?

やまもとしょう
ぞうさく/いち
はらじゅんえ

くもん出版 2階東側絵本

PIC/913.8/I8
4/2013 000126128 に～っこり

いしづちひろ
さく/くわざわ
ゆうこえ

くもん出版 2階東側絵本

PIC/913.8/T
A67/2008 000126108 おはなつんつん 武内祐人さく くもん出版 2階東側絵本

B/5244/.O84
/2014 010009708 인생이 허기질 때 3분 철학

오시로 신야,
박현미

미디어윌,
2014. 3階

BF/175.5/.A
33/O48/201
4

010009707 인생에 지지 않을 용기 : 나에게 힘을 주는 아들러 심리학

Alfred Adler/
오구라 히로
시 ;박미정

와이즈베리 :
미래엔,
2014.

3階
BQ/8999/.K
857/X83/20
14

010009705 空海傳 徐瑨曦編著 扶正堂 3階
DS/849/.K7/
M37/2017 010009698

Japan's relations with North Korea and the recalibration of risk : pbk (The
Sheffield Centre for Japanese Studies/Routledge series:48) Ra Mason Routledge 3階

DS/910.2/.J
3/Y48/2019 010009692 반일 종족주의 : 대한민국 위기의 근원

이영훈 외 지
음 미래사 3階

HC/461.5/.S
48164/2019 010009703

일본의 설계자, 시부사와 에이이치 : 망국의 신하에서 일본 경제의 전
설이 되기까지

시부사와 에
이이치 저/
박훈 역주

21세기북스 :
북이십일,
2019

3階
HC/461.5/.S
48164/2019/
c.1

010009704
일본의 설계자, 시부사와 에이이치 : 망국의 신하에서 일본 경제의 전
설이 되기까지

시부사와 에
이이치 저/
박훈 역주

21세기북스 :
북이십일,
2019

3階

HD/30.29/.S
46/2018 010009709

사마의 자기경영 : 삼국지 최후의 승자에게 배우는 현대인의 수신과
처세 윤석일 밥북, 2018 3階

JX/1391/.O6
8/2017 010009697

World politics : international relations and globalisation in the 21st
century Second edition / Jeffrey Haynes, Peter Hough, Shahin Malik,
Lloyd Pettiford : pbk

SAGE 3階
LB/1043.5/.
G56/2018 010009710 비주얼씽킹, 스토리로 말하라 : 보이지 않는 것을 보게 하는 힘

김소라, 최지
영, 최정은,
김영언, 전현

이비락 : 이
비컴,
2018/Ibirak :

3階
LC/1011/.G
56/2017 010009711 21세기 청소년 인문학 : 청소년이 좀 더 알아야 할 교양 이야기 1

김고연주 외
글씀

단비, 2017

3階
P/53.28/.M4
75/2015/c.1 010009699

Online teaching and learning : sociocultural perspectives : pbk (Advances
in digital language learning and teaching)

[edited by]
Carla Meskill Bloomsbury 3階

P/53.285/.L3
6/2013 010009694

Social networking for language education : pbk (New language learning
and teaching environments)

edited by
Marie-Noëlle
Lamy and

Palgrave
Macmillan 3階

P/53.293/.L5
5/2017 010009696

Applied linguistics perspectives on CLIL : pb (Language learning and
language teaching:v. 47)

edited by
Ana Llinares,
Tom Morton

J. Benjamins 3階

P/53.855/.H
36/2013 010009695

Autonomy and foreign language learning in a virtual learning environment
: HB (Advances in digital language learning and teaching)

Miranda
Hamilton Bloomsbury 3階

P/53.855/.W
67/2017 010009693

WorldCALL : sustainability and computer-assisted language learning pbk.
(Advances in digital language learning and teaching)

edited by
Ana María
Gimeno

Bloomsbury 3階

PL/2471/.Z6
/N76/2018 010009706 논어

공자/소준섭
옮김.,
Confucius,

현대지성,
2018. 3階

PN/56/.E6/
W75/2017 010009702

Writing emotions : theoretical concepts and selected case studies in
literature (Lettre)

Ingeborg
Jandl,
Susanne

Transcript
Verlag ,2017 3階

PR/1307.5/.
B69164/200
7

010009700 리버보이

팀 보울러 지
음/정해영
옮김., Tim

3階

　絵　本

　洋　書 その他

　【8--】　言　語　

　【9--】　文　学　



PS/1872/.G
73164/2013 010009701 큰 바위 얼굴

너새니얼 호
손 글/이종
인 옮김,

3階


