
請求記号 資料ID 書                      名 著者名 出版者 所在

121.55/N31/
1936 000126643 翁問答 (岩波文庫:1385-1386, 青(33)-036-1)

中江藤樹著/
加藤盛一校
註

岩波書店 2階西側

123.1/H84ek
/1/1978 000126638 易 上 (朝日文庫. 中国古典選:1-2) 本田済著 朝日新聞社 2階西側

123.1/H84ek
/2/1978 000126639 易 下 (朝日文庫. 中国古典選:1-2) 本田済著 朝日新聞社 2階西側

123.1/TA28e
k/1/1969 000126636 易経 上 (岩波文庫:青(33)-201-1,2,青-438-439,7135ー7139)

高田真治, 後
藤基巳訳 岩波書店 2階西側

123.1/TA28e
k/2/1969 000126637 易経 下 (岩波文庫:青(33)-201-1,2,青-438-439,7135ー7139)

高田真治, 後
藤基巳訳 岩波書店 2階西側

123.83/U96/
2012 100026878 時代を超えて楽しむ『論語』 (漢文ライブラリー) 謡口明著 朝倉書店 2階西側

141.72/H42/
2020 000126725 無気力の心理学 : やりがいの条件 改版 (中公新書:599)

波多野誼余
夫, 稲垣佳世
子著

中央公論新
社 2階西側

155/MA12/2
019 100026889 新国体論 : 天皇を戴くこの国のあり方を問う : 精神再武装のすすめ 馬渕睦夫著 ビジネス社 2階西側

159.5/SA25/
2019 000126733 生きかたルールブック : ヤワな大人にならない!

齋藤孝監修/
林ユミ絵

日本図書セ
ンター 2階西側

188.63/G34/
1942 000126640 往生要集 (岩波文庫:2992-2996, 青(33)-316-1)

源信[著]/花
山信勝訳注 岩波書店 2階西側

188.69/O28/
1985 000126566 一遍上人語録 (岩波文庫:青(33)-321-1)

一遍 [著]/大
橋俊雄校注 岩波書店 2階西側

198.9/U19/1
973 000126634 内村鑑三所感集 (岩波文庫:7587-7590, 33-119-5) 鈴木俊郎編 岩波書店 2階西側

209/Y43/201
8 000126722

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 : 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

289.1/MA74/
1942 000126632 宇下人言/修行録 (岩波文庫:白-143, 黄-221-2, 2990—2991)

松平定信著/
松平定光校
訂

岩波書店 2階西側

311.21/U39/
1974 000126630 植木枝盛選集 (岩波文庫:青-107-1,33-107-1,青(33)-107-1) 家永三郎編 岩波書店 2階西側

311.21/U39/
1974/A 000126631 植木枝盛選集 (岩波文庫:青-107-1,33-107-1,青(33)-107-1) 家永三郎編 岩波書店 2階西側

319.102/A58
/2020 100026886 日中の興亡2025 (ワニブックス|PLUS|新書:279) 青山繁晴著

ワニ・プラス/
ワニブックス
(発売)

2階西側

319.102/SA7
5/2019 100026887 日本が消える日 : ここまで進んだ中国の日本侵略 佐々木類著 ハート出版 2階西側

319.22/KA11
/2019 100026885 中国の大プロパガンダ : 恐るべき「大外宣」の実態

何清漣著/福
島香織訳 扶桑社 2階西側

319.53/H54/
2019 100026888

アメリカは中国を破産させる : 最新軍事情報&世界戦略 : ワシントン発
シークレット・リポート 日高義樹著 悟空出版 2階西側

367.61/TO52
/2019 000126734 その子の「普通」は普通じゃない : 貧困の連鎖を断ち切るために 富井真紀著 ポプラ社 2階西側

367.68/I18/2
015 000126714

デートDV・ストーカー対策のネクストステージ : 被害者支援/加害者対応
のコツとポイント 伊田広行著 解放出版社 2階西側

367.68/TA33
/2010 000126712 デートDVと学校 : "あした"がある

高橋裕子編
著

エイデル研
究所 2階西側

367.68/Y24/
2017 000126715 愛する、愛される : デートDVをなくす・若者のためのレッスン7 増補版

山口のり子
著 梨の木舎 2階西側

367.99/SE27
/2017 000126713 性の“幸せ"ガイド : 若者たちのリアルストーリー 新版 関口久志著

エイデル研
究所 2階西側

368.2/I75/20
19 000126723 本当の貧困の話をしよう : 未来を変える方程式 石井光太著 文藝春秋 2階西側

368.64/SA25
/2019 000126735 「小児性愛」という病 : それは、愛ではない 斉藤章佳著 ブックマン社 2階西側

369/O27/20
19 000126736

感情や行動をコントロールできない子どもの理解と支援 : 児童自立支援
施設の実践モデル 大原天青著 金子書房 2階西側

369.17/H76/
2019 000126737 福祉職員こころの強化書 : 穏やかな気持ちで人を支援する専門職になる 久田則夫著

中央法規出
版 2階西側

    　　新 着 情 報  2020年 1月29日

　【1--】　哲　学

　【２--】　歴　史 

　【３--】　社会科学 



369.27/F57/
2019 000126738 いのちを選ばないで : やまゆり園事件が問う優生思想と人権

藤井克徳 [ほ
か] 編 大月書店 2階西側

369.27/I89/2
019 000126739 記憶する体 伊藤亜紗著 春秋社 2階西側

369.28/KA49
/2019 000126741

発達障害の人の会話力がぐんぐん伸びる : アイスブレイク&ワークショップ
(こころライブラリー)

冠地情著/か
なしろにゃん
こ。漫画

講談社 2階西側

369.28/SA29
/2019 000126740 知的障害や発達障害のある人とのコミュニケーションのトリセツ 坂井聡著

エンパワメン
ト研究所 2階西側

369.4/A49/2
019 000126743 子どもの未来をひらくエンパワメント科学 (生存科学叢書)

安梅勅江編
著 日本評論社 2階西側

369.4/KA77/
2020 000126744

子ども家庭福祉における地域包括的・継続的支援の可能性 : 社会福祉の
ニーズと実践からの示唆

柏女霊峰編
著/藤井康弘
[ほか]著

福村出版 2階西側

369.4/O42/2
019 000126742

イギリスの子ども虐待防止とセーフガーディング : 学校と福祉・医療の
ワーキングトゥギャザー

岡本正子 [ほ
か] 編著 明石書店 2階西側

369.43/O67/
2019 000126745

児童虐待対応と「子どもの意見表明権」 : 一時保護所での子どもの人権を
保障する取り組み

小野善郎編
著/藥師寺真
編著

明石書店 2階西側

369.7/B65/2
019 000126746 ボランティア・市民活動実践論

ボランティア
センター支援
機構おおさか

ミネルヴァ書
房 2階西側

371.45/MI28
/2019 000126747

解決志向で子どもとかかわる : 子どもが課題をのり越え、力を発揮するた
めに

ジュディス・ミ
ルナー,
ジャッキー・

金剛出版 2階西側

375.8/Y44/2
013 100026876 高校とってもやさしい古文

山下幸穂, 中
西光雄著 旺文社 2階西側

375.893/N49
/2019 100026882 なぜ、いま小学校で外国語を学ぶのか

直山木綿子
監修/浅原孝
子取材・構成

小学館 2階西側

376.1/O61/2
019 000126748

日本が誇る!ていねいな保育 : 0・1・2歳児クラスの現場から (教育技術. 新
幼児と保育MOOK/ブックレット・シリーズ)

大豆生田啓
友, おおえだ
けいこ著

小学館 2階西側

376.1/TO46/
2018 000126762 子どもが輝く : 幼小中連携の教育が教えてくれたこと

東京学芸大
学附属幼稚
園竹早園舎,

東洋館出版
社 2階西側

376.1/Z3/1/
2018 000126754

ここまで見えてきた赤ちゃんの心の世界 (0・1・2歳児からのていねいな保
育:第1巻)

汐見稔幸 [ほ
か] 著 フレーベル館 2階西側

376.1/Z3/2/
2018 000126755

毎日の保育をより豊かに : 保育の基本 (0・1・2歳児からのていねいな保
育:第2巻)

井桁容子, 岩
井久美子,
汐見稔幸著

フレーベル館 2階西側

376.1/Z3/3/
2018 000126756

ていねいな保育実践のために : 保育の実践 (0・1・2歳児からのていねい
な保育:第3巻)

井桁容子, 汐
見稔幸著 フレーベル館 2階西側

376.11/KA94
/2018 000126758 子どもたちは人が好き : 幼児期の対人行動

川上清文著 東京大学出
版会 2階西側

376.11/MI27
/2019 000126760 乳幼児観察入門 : 早期母子関係の世界

リサ・ミラー
[ほか] 編/木
部則雄, 鈴木

創元社 2階西側

376.11/O92/
2019 000126757 実践につながる新しい保育の心理学

大浦賢治編
著

ミネルヴァ書
房 2階西側

376.11/SU78
/2018 000126759 3000万語の格差 : 赤ちゃんの脳をつくる、親と保育者の話しかけ

ダナ・サスキ
ンド著/掛札
逸美訳

明石書店 2階西側

376.121/H48
/2019 000126761 幼児教育のエスノグラフィ : 日本文化・社会のなかで育ちゆく子どもたち 林安希子著 明石書店 2階西側

376.123/A49
/2019 000126764

スウェーデンにおける野外保育のすべて : 「森のムッレ教室」を取り入れ
た保育実践

エーバ・エン
グゴード
[著]/高見幸

新評論 2階西側

376.15/MU93
/2019 000126749

イラストと事例でわかる!保育所の子どもの「学び」まるごとガイド : 新保育
所保育指針対応!

無藤隆, 汐見
稔幸編/塩谷
香 [ほか] 著

学陽書房 2階西側

376.15/TA57
/2019 000126750 子どもが育つ遊びと学び : 保幼小の連携・接続の指導計画から実践まで 高櫻綾子編 朝倉書店 2階西側

376.15/Y79/
3/2019 000126751 子どもの力が伸びる3歳児の保育12か月 (ナツメ社保育シリーズ)

横山洋子監
修 ナツメ社 2階西側

376.15/Y79/
4/2019 000126752 子どもの力が伸びる4歳児の保育12か月 (ナツメ社保育シリーズ)

横山洋子監
修 ナツメ社 2階西側

376.15/Y79/
5/2019 000126753 子どもの力が伸びる5歳児の保育12か月 (ナツメ社保育シリーズ)

横山洋子監
修 ナツメ社 2階西側

377.1/MO77
/2019 000126710 学長リーダーシップの条件

両角亜希子
編著 東信堂 2階西側

385.97/O25/
2017 000126719

雑貨&フードラッピングブック : 身近な素材と色合わせで楽しむアイテム別
アイデア150

オギハラナミ
著

誠文堂新光
社 2階西側

412.3/KY5/2
020 000126708

虚数 : ゼロからでも虚数のきほんがよくわかる! (Newtonライト : 理系脳を
きたえる!:2.0) (Newtonムック) (ニュートン別冊) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側

451/KI58/20
20 000126709

気象 : 天気がわかる!雲が好きになる! (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

468/ST2/20
19 000126724 侵略者は誰か? : 外来種・国境・排外主義

ジェームズ・
スタネスク,
ケビン・カミン

以文社 2階東側

　【4--】　自然科学

　【5--】　技　　術　



596.65/I41/2
015 000126603 名作の中のお菓子物語

今田美奈子
著/葉祥明絵

朝日学生新
聞社 2階東側

596.65/O63/
2015 000126720 チョコレートのお菓子 (かわいくておいしい!スイーツレシピ:1) ポプラ社 2階東側

596.65/SH99
/2017 000126721 友チョコBOOK (主婦の友生活シリーズ) 主婦の友社 2階東側

599/KU98/2
019 000126763

スウェーデンの保育園に待機児童はいない : 移住して分かった子育てに
優しい社会の暮らし 久山葉子著 東京創元社 2階東側

701.1/KU28/
1979/A 000126563 「いき」の構造 : 他二篇 (岩波文庫:33-146-1) 九鬼周造著 岩波書店 2階東側

721.8/KA88/
2020 000126552 北斎の春画 (別冊太陽)

早川聞多監
修/石上阿希
[ほか]執筆

平凡社 2階東側大型

754.9/KA97/
2016 000126604 おとぎの国の夢折り紙 川崎敏和著 朝日出版社 2階東側

783.2/F92ha
/41/2020 000126711 ハイキュー!! 41 (ジャンプ・コミックス) 古舘春一 集英社 1階東側漫画

815/O51/20
12 100026879 古典文法の基礎 (日本語ライブラリー)

沖森卓也編
著/山本真
吾, 永井悦子

朝倉書店 2階東側

831.1/I43/20
19 100026883 「英語耳」を鍛え「英語舌」を養う (一歩進める英語学習・研究ブックス) 今井邦彦著 開拓社 2階東側

831.1/SH94/
2019 100026875

日本語ネイティブが苦手な英語の音とリズムの作り方がいちばんよくわか
る発音の教科書 靜哲人著 テイエス企画 2階東側

833.5/G16/2
019 100026884 英語ことば選び辞典 (ことば選び辞典) 学研プラス 2階東側参考

910.2/I74/20
17 100026881

教科書で出会った古文・漢文一〇〇 (新潮文庫:10642, し-24-3. 新潮こと
ばの扉)

有馬義貴 [ほ
か] 著 新潮社 2階東側

911.104/MA6
3/1983 000126633 歌よみに与ふる書 改版 (岩波文庫:緑(31)-013-6) 正岡子規著 岩波書店 2階東側

911.12/Y24/
2019 100026880 こんなにも面白い万葉集 山口博著 PHP研究所 2階東側

911.35/KO12
/1958 000126565 一茶俳句集 改版(第21刷) (岩波文庫:1091-1091a, 黄-28, 黄(30)-223-1)

[小林一茶
著]/荻原井
泉水編

岩波書店 2階東側

912.6/KU14/
1955 000126641 大寺學校・ゆく年 (岩波文庫:5441-5442, 緑-295, 31-065-3)

久保田万太
郎作 岩波書店 2階東側

913.32/O87/
1964 000126564 伊勢物語 (岩波文庫:240, 黄(30)-8-1, 黄(30)-008-1)

大津有一校
注 岩波書店 2階東側

913.6/SU63/
2019 100026890 麦本三歩の好きなもの 住野よる著 幻冬舎 2階東側

914.5/Y53/1
936 000126635 雲萍雑志 (岩波文庫:30-254-1, 1132)

柳沢淇園著/
森銑三校訂 岩波書店 2階東側

915.5/MA85/
1979 000126644 おくのほそ道 (岩波文庫:黄(30)-206-2)

芭蕉 [著]/萩
原恭男校注 岩波書店 2階東側

921.43/O21/
2013 100026877 唐詩の抒情 : 絶句と律詩 (漢文ライブラリー) 大上正美著 朝倉書店 2階東側

950.27/SA22
/2012 000126606

庭園の五人の子どもたち : アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリとその家族
のふるさと

シモーヌ・ド・
サン=テグ
ジュペリ著/

吉田書店 2階東側

950.27/SA22
/2017 000126605 サン=テグジュペリ : イメージの連鎖の中で 藤田尊潮著 八坂書房 2階東側

953.7/SA22/
2014 000126610 『星の王子さま』隠された物語 : サン=テグジュペリが伝えたかったこと 鳥取絹子著

ベストセラー
ズ 2階東側

953.7/SA22/
2016 000126609 星の王子さま

サン=テグ
ジュペリ
[著]/ドリアン

皓星社 2階東側

953.7/SA22/
2017 000126608 新釈!「星の王子さま」27の秘密 : サン=テグジュペリからのメッセージ 佐々木隆著 サイゾー 2階東側

953.7/SA22/
2018 000126611 星の王子さま : 新訳

アントワーヌ・
ド・サン=テグ
ジュペリ作/

阿部出版 2階東側

F/L91/1929 000126642 お菊さん (岩波文庫:505-506, 32-546-3)

ピエル・ロチ
作/野上豊一
郎譯

岩波書店 2階西側文庫

F/MA62/192
9 000126567 入江のほとり : 他一篇 (岩波文庫:318, 31-039-2) 正宗白鳥著 岩波書店 2階西側文庫

F/MO61/196
0 000126568 ウィタ・セクスアリス 改版 (岩波文庫:緑(31)-005-3,緑-50,1243,緑5-3) 森鴎外作 岩波書店 2階西側文庫

F/MU71/196
9 000126562 或る少女の死まで : 他2篇 改版 (岩波文庫:緑(31)-066-1, 緑-172) 室生犀星作 岩波書店 2階西側文庫

　【7--】　芸　術　

　【8--】　言　語　

　【9--】　文　学　

　文庫本　（小説）



F/N97/1989 000126561 青い花 (岩波文庫:赤(32)-412-1)

ノヴァーリス
作/青山隆夫
訳

岩波書店 2階西側文庫

F/SA22/201
7 000126607 星の王子さま (岩波文庫:赤N(37)-516-1)

サン=テグ
ジュペリ作/
内藤濯訳

岩波書店 2階西側文庫

F/SE76/200
7 000126716 卵の緒 (新潮文庫:せ-12-2) 瀬尾まいこ著 新潮社 2階西側文庫

PIC/489.4/F
74/2020 000126687 ころろんころろん (こどものとも0.1.2.:299号) 福知伸夫さく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/537.9/S
U96/2020 000126551 でんしゃをはこぶ (かがくのとも:611号) 鈴木周作さく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/686/KO
12/2020 000126686 イナヅマごうがやってきた (こどものとも:767号)

小林豊文絵・
絵 福音館書店 2階東側絵本

PIC/913.8/I8
4/2020 000126684 ぺんぺんいちざ (こどものとも年少版:515号)

石津ちひろ作
/いぬんこ絵 福音館書店 2階東側絵本

PIC/913.8/S
A75/2020 000126685 まじょのすいぞくかん (こどものとも年中向き:407号)

佐々木マキ
[作] 福音館書店 2階東側絵本

BF/241/.S63
/1996 010009856

Cognition and the visual arts : 1st MIT press pbk. ed (MIT
Press/Bradford Books series in cognitive psychology)

Robert L.
Solso MIT Press 3階

BF/463/.M4
/B47/2012 010009854

Louder than words : the new science of how the mind makes meaning :
hardcover

Benjamin K.
Bergen Basic Books 3階

BH/301/.P45
/2014 010009849

An introduction to neuroaesthetics : the neuroscientific approach to
aesthetic experience, artistic creativity, and arts appreciation

edited by
Jon O.
Lauring

Museum
Tusculanum
Press,

3階

HM/851/.R8
335/2018 010009846

Future presence : how virtual reality is changing human connection,
intimacy, and the limits of ordinary life First edition Peter Rubin

HarperOne,
an imprint of
HarperCollins

3階

N/70/.A68/[
2004] 010009859

Art and visual perception : a psychology of the creative eye New version,
expanded and rev. ed pbk: 50th anniversary printing

Rudolf
Arnheim.

University of
California
Press

3階

N/70/.G63/1
977 010009855

Art and illusion : a study in the psychology of pictorial representation 5th
ed : pbk

by E.H.
Gombrich Phaidon 3階

N/7430.5/.H
66/2014 010009853 The art of deception : illusions to challenge the eye and the mind

Brad
Honeycutt

Imagine
Publishing 3階

NC/750/.A8
8/2018 010009848 The complete guide to perspective drawing : from one-point to six-point

Craig
Attebery

Routledge,
Taylor &
Francis

3階

NC/750/.D3
/2004 010009847 Perspective drawing handbook

Joseph
D'Amelio Dover, 2004 3階

NC/750/.N6
7/2007 010009845 Perspective made easy pbk.

Ernest R.
Norling

BN
Publishing, ©
2007

3階

NK/1510/.B2
58/2016 010009857

Picture this : how pictures work Revised and expanded 25th anniversary
ed : pbk Molly Bang

Chronicle
Books 3階

NX/280/.H35
5/2018 010009850 Handbook of arts-based research pbk.

edited by
Patricia
Leavy

The Guilford
Press 3階

QC/495.3/.E
25/2013 010009851

The secret language of color : science, nature, history, culture, beauty of
red, orange, yellow, green, blue & violet

Joann
Eckstut and
Arielle

Black Dog &
Leventhal
Publishers

3階

QM/455/.B3
9/2017 010009858 The beautiful brain : the drawings of Santiago Ramón y Cajal

edited with
commentarie
s by Eric A.

Abrams 3階大型

QP/363.3/.D
65/2008 010009852

The brain that changes itself : stories of personal triumph from the
frontiers of brain science pbk.

Norman
Doidge

Penguin
Books 3階

　絵　本

　洋　書


