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002/A64/20
19 000126571 在野研究ビギナーズ : 勝手にはじめる研究生活

荒木優太編
著 明石書店 2階西側

007.13/MA59
/2019 000126572 AI以後 : 変貌するテクノロジーの危機と希望 (NHK出版新書:603)

丸山俊一,
NHK取材班
編著 NHK出版 2階西側

010/TA87/2
019 000126573 これからの図書館 : まちとひとが豊かになるしかけ 谷一文子著 平凡社 2階西側

024.5/Y78/2
019 000126574 潜入ルポamazon帝国 横田増生著 小学館 2階西側

116/KA96/2
019 000126575 人は語り続けるとき、考えていない : 対話と思考の哲学 河野哲也著 岩波書店 2階西側

159.7/KO41/
2019 000126588

「空気」を読んでも従わない : 生き苦しさからラクになる (岩波ジュニア新
書:893) 鴻上尚史著 岩波書店 2階西側

210/Y43/201
9 000126580

一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 : 公立高校教師YouTuber
が書いた 山﨑圭一著

SBクリエイ
ティブ 2階西側

210.3/Y91/2
019 000126576 古代寺院 : 新たに見えてきた生活と文化 (シリーズ古代史をひらく)

吉村武彦, 吉
川真司, 川尻
秋生編 岩波書店 2階西側

227.5/P31/2
019 000126583 シリア震える橋を渡って : 人々は語る

ウェンディ・
パールマン
[著]/安田菜 岩波書店 2階西側

289.1/A33/2
019 000126582 明智光秀・秀満 : ときハ今あめが下しる五月哉 (ミネルヴァ日本評伝選)

小和田哲男
著

ミネルヴァ書
房 2階西側

289.3/SN/20
19 000126581 スノーデン独白 : 消せない記録

エドワード・ス
ノーデン著/
山形浩生訳

河出書房新
社 2階西側

302/I33/201
9 000126584 イギリスとEU : 揺れる連合王国 (池上彰の世界の見方) 池上彰著 小学館 2階西側

316.81/KI41/
2019 000126586

在日コリアン弁護士から見た日本社会のヘイトスピーチ : 差別の歴史から
ネット被害・大量懲戒請求まで

金竜介, 姜文
江, 在日コリ
アン弁護士 明石書店 2階西側

316.823/KU8
2/2019 000126585 ロヒンギャ問題とは何か : 難民になれない難民

日下部尚徳,
石川和雅編
著 明石書店 2階西側

336.3/U26/2
019 000126587 他者と働く : 「わかりあえなさ」から始める組織論

宇田川元一
著

ニューズピッ
クス 2階西側

336.91/TA13
/2020-
3/2019 000126569 第154回をあてるTAC直前予想日商簿記3級

TAC株式会
社(簿記検定
講座)編著

TAC株式会
社出版事業
部

1階西側就
職・検定等

367.9/H25/2
019 000126589 聖なるズー 濱野ちひろ著 集英社 2階西側

367.9/P25/2
005 000126612 デートレイプってなに? : …知りあいからの性的暴力 (10代のセルフケア:2)

アンドレア パ
ロット著/冨
永星訳 大月書店 2階西側

369.4/SA18/
2019 000126620 ひと目でわかる保育者のための児童家庭福祉データブック 2020

西郷泰之, 宮
島清編集

中央法規出
版 2階西側

371.3/MA86/
2019 000126590 教育格差 : 階層・地域・学歴 (ちくま新書:1422) 松岡亮二著 筑摩書房 2階西側

376.1/TO46/
2019 000126621 保育学用語辞典

東京大学大
学院教育学
研究科附属

中央法規出
版 2階西側参考

376.11/O26/
2019 000126618

言葉・非認知的な心・学ぶ力 (赤ちゃん学で理解する乳児の発達と保育:
第3巻)

日本赤ちゃん
学協会編集/
小椋たみ子,

中央法規出
版 2階西側

376.14/KA37
/2019 000126619 事例で学ぶ「要録」の書き方ガイド : 幼稚園、保育所、認定こども園対応

神長美津子
[ほか]著

中央法規出
版 2階西側

376.14/KU52
/2019 000126616

保育を変えるチーム力の高め方 : 職員の意識改革とコミュニケーションの
活性化 倉石哲也著

中央法規出
版 2階西側
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376.15/A83/
2019 000126613 マンガでわかる!幼稚園教育要領 : 2017年告示対応版

浅井拓久也
著/トオノキョ
ウジマンガ

中央法規出
版 2階西側

378/TO79/2
019 000126615

実践!特別支援教育のアクティブ・ラーニング : 子どもの内面を捉え、学び
の過程に寄り添う教員研修

柳川公三子
編集/富山大
学人間発達

中央法規出
版 2階西側

378.8/E59/2
019 000126617 子どもが発達障害といわれたら : 幼児期から大人になるまでのQ&A70

猿渡知子, 楯
雅博編

中央法規出
版 2階西側

378.8/F57/2
019 000126614

発達障害児の偏食改善マニュアル : 食べられないが食べられるに変わる
実践 : 食べられるってうれしいね

藤井葉子編
著

中央法規出
版 2階西側

382.48/SU92
/2019 000126591 「本当の豊かさ」はブッシュマンが知っている

ジェイムス・
スーズマン著
/佐々木知子 NHK出版 2階西側

407/E63/201
9 000126595 研究不正と歪んだ科学 : STAP細胞事件を超えて

榎木英介編
著 日本評論社 2階東側

501.6/R31/2
019 000126596

エネルギー400年史 : 薪から石炭、石油、原子力、再生可能エネルギーま
で

リチャード・
ローズ著/秋
山勝訳 草思社 2階東側

518.1/SU25/
2019 000126597 水道が危ない (朝日新書:735)

菅沼栄一郎,
菊池明敏著

朝日新聞出
版 2階東側

578.47/P71/
2019 000126598 プラスチック・フリー生活 : 今すぐできる小さな革命

シャンタル・
プラモンドン,
ジェイ・シン NHK出版 2階東側

611.1/Y19/2
019 000126592 売り渡される食の安全 (角川新書:[K-276])

山田正彦
[著] KADOKAWA 2階東側

664.69/KA21
/2019 000126593 結局、ウナギは食べていいのか問題 (岩波科学ライブラリー:286) 海部健三著 岩波書店 2階東側

675/R45/20
19 000126594 1時間でわかるSNSマーケティング (スピードマスター)

リンクアップ
著 技術評論社 2階東側

706.9/O42/2
019 000126577 あいちトリエンナーレ「展示中止」事件 : 表現の不自由と日本

岡本有佳, ア
ライ=ヒロユ
キ編 岩波書店 2階東側

913.6/KA94/
2019 000126579 某 川上弘美著 幻冬舎 2階東側

913.6/MI39/
2019 000126578 落日

湊かなえ
[著]

角川春樹事
務所 2階東側
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