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

007.13/J52/
2020 000127157

人工知能 : ゼロからでも人工知能のしくみがよくわかる! (Newtonライト :
理系脳をきたえる!:2.0) (Newtonムック) (ニュートンムック) (ニュートン別冊)

ニュートンプ
レス 2階西側

081.8/MO45
mo/10/1979 100027507 森有正全集 10 [森有正著] 筑摩書房 2階西側

081.8/MO45
mo/11/1979 100027508 森有正全集 11 [森有正著] 筑摩書房 2階西側

081.8/MO45
mo/12/1979 100027509 森有正全集 12 [森有正著] 筑摩書房 2階西側

081.8/MO45
mo/13/1979 100027510 森有正全集 13 [森有正著] 筑摩書房 2階西側

081.8/MO45
mo/14/1981 100027511 森有正全集 14 [森有正著] 筑摩書房 2階西側

081.8/MO45
mo/2/1978 100027499 森有正全集 2 [森有正著] 筑摩書房 2階西側

081.8/MO45
mo/3/1978 100027500 森有正全集 3 [森有正著] 筑摩書房 2階西側

081.8/MO45
mo/4/1978 100027501 森有正全集 4 [森有正著] 筑摩書房 2階西側

081.8/MO45
mo/5/1979 100027502 森有正全集 5 [森有正著] 筑摩書房 2階西側

081.8/MO45
mo/6/1979 100027503 森有正全集 6 [森有正著] 筑摩書房 2階西側

081.8/MO45
mo/7/1979 100027504 森有正全集 7 [森有正著] 筑摩書房 2階西側

081.8/MO45
mo/8/1978 100027505 森有正全集 8 [森有正著] 筑摩書房 2階西側

081.8/MO45
mo/9/1979 100027506 森有正全集 9 [森有正著] 筑摩書房 2階西側

081.8/MO45
mo/補/1982 100027512 森有正全集 補巻 [森有正著] 筑摩書房 2階西側

108/I96iw/1/
1981 100027573 岩崎武雄著作集 第一巻 新地書房 2階西側

108/I96iw/2/
1981 100027574 岩崎武雄著作集 第ニ巻 新地書房 2階西側

113.7/N81/2
013 100027470 虚無の構造 (中公文庫:[に-5-5]) 西部邁著

中央公論新
社 2階西側

116.4/U71um
/9/1978 100027544 梅本克己著作集 9

梅本克己
[著]/梅本克
己著作集編

三一書房 2階西側

120.8/N37to
/1/1961 100027536 東洋人の思惟方法 1 (中村元選集:第1-4巻) 中村元著 春秋社 2階西側

120.8/N37to
/2/1961 100027537 東洋人の思惟方法 2 (中村元選集:第1-4巻) 中村元著 春秋社 2階西側

120.8/N37to
/3/1962 100027538 東洋人の思惟方法 3 (中村元選集:第1-4巻) 中村元著 春秋社 2階西側

120.8/N37to
/4/1962 100027539 東洋人の思惟方法 4 (中村元選集:第1-4巻) 中村元著 春秋社 2階西側

121.52/SA18
/1965 100027552 国学の批判 : 方法に関する覚えがき 西郷信綱著 未来社 2階西側

133/N81/20
12 100027599 思想の英雄たち : 保守の源流をたずねて (ハルキ文庫:に1-5) 西部邁著

角川春樹事
務所 2階西側

134.4/H51/1
961 100027528 哲学史 中巻の1 (ヘ-ゲル全集:12) 真下信一訳 岩波書店 2階西側

134.4/H51/1
992 100027529 ヘーゲル哲学史講義 中巻

G.W.F.ヘーゲ
ル [著]/長谷
川宏訳

河出書房新
社 2階西側

139/L96lu/1
/1986 100027541 ルカーチ著作集 1 ルカーチ著 白水社 2階西側

139/L96lu/4
/1986 100027542 ルカーチ著作集 4 ルカーチ著 白水社 2階西側

140/KI13/19
68 100027551 心理学問題史

城戸幡太郎
著 岩波書店 2階西側

    　新 着 情 報  2020年 4月22日

　【0--】　総　記 

　【1--】　哲　学



146.13/F46/
別-1/2020 000127165 フロイト全集 別巻1

フロイト著/新
宮一成 [ほ
か] 編集委員

岩波書店 2階西側

146.8/MA23/
2010 100027480 芸術と心理療法 : 創造と実演から表現アートセラピーへ

ショーン・マク
ニフ著/小野
京子訳

誠信書房 2階西側

146.8/SE17/
2019 100027474 開かれた対話と未来 : 今この瞬間に他者を思いやる

ヤーコ・セ
イックラ, ト
ム・アーンキ

医学書院 2階西側

150.23/O26/
1986 100027550 近代変革期の倫理思想 小倉志祥編 以文社 2階西側

158/TE83/1
973 100027533 手島堵庵全集 増補

手島堵庵著/
柴田實編 清文堂出版 2階西側

159.5/Y92/1
982 100027603 君たちはどう生きるか (岩波文庫:青(33)-158-1)

吉野源三郎
著 岩波書店

1階西側指
定・推薦

190.4/MO45
/1975 100027546 古いものと新しいもの : 森有正講演集 森有正著

日本基督教
団出版局 2階西側

190.4/MO45
/1977 100027547 光と闇 : 森有正説教・講演集 森有正著

日本基督教
団出版局 2階西側

193.05/U19s
e/16/1971 100027555 聖書之研究 第16巻 (150号〜161号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/17/1971 100027556 聖書之研究 第17巻 (162号〜173号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/18/1971 100027557 聖書之研究 第18巻 (174号〜185号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/19/1971 100027558 聖書之研究 第19巻 (186号〜197号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/20/1971 100027559 聖書之研究 第20巻 (198号〜209号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/21/1971 100027560 聖書之研究 第21巻 (210号〜221号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/22/1971 100027561 聖書之研究 第22巻 (222号〜233号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/23/1971 100027562 聖書之研究 第23巻 (234号〜245号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/24/1971 100027563 聖書之研究 第24巻 (246号〜257号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/25/1971 100027564 聖書之研究 第25巻 (258号〜269号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/26/1971 100027565 聖書之研究 第26巻 (270号〜281号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/27/1972 100027566 聖書之研究 第27巻 (282号〜293号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/28/1972 100027567 聖書之研究 第28巻 (294号〜305号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/29/1972 100027568 聖書之研究 第29巻 (306号〜317号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/30/1972 100027569 聖書之研究 第30巻 (318号〜329号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/31/1972 100027570 聖書之研究 第31巻 (330号〜341号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/32/1972 100027571 聖書之研究 第32巻 (342号〜353号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

193.05/U19s
e/33/1972 100027572 聖書之研究 第33巻 (354号〜357号)

聖書之研究
復刻版刊行
会

2階西側

216.04/B12/
2020 000127160 椿井文書 : 日本最大級の偽文書 (中公新書:2584) 馬部隆弘著

中央公論新
社 2階西側

220/O42/20
20 000127162 東アジアの論理 : 日中韓の歴史から読み解く (中公新書:2586) 岡本隆司著

中央公論新
社 2階西側

222.05/F93/
2020 000127131

草原の制覇 : 大モンゴルまで (岩波新書:新赤版 1806. シリーズ中国の歴
史:3) 古松崇志著 岩波書店 2階西側

230.46/SA85
/2020 000127158 百年戦争 : 中世ヨーロッパ最後の戦い (中公新書:2582) 佐藤猛著

中央公論新
社 2階西側

289.1/U79/1
977 100027553 折蘆書簡集 魚住影雄著 岩波書店 2階西側

304/N81/19
85 100027475 幻像の保守へ 西部邁著 文藝春秋 2階西側

322.15/I75/1
959 100027548 御仕置裁許帳/厳牆集/元禄御法式 復刊訂正 (近世法制史料叢書:第1) 石井良助編 創文社 2階西側

　【２--】　歴　史 

　【３--】　社会科学 



322.15/N76/
1974 100027554 人足寄場史 : 我が国自由刑・保安処分の源流

人足寄場顕
彰会編 創文社 2階西側

330.8/O88ot
/2/1969 100027530 近代欧洲経済史序説 (大塚久雄著作集:第2巻) 大塚久雄著 岩波書店 2階西側

330.8/O88ot
/4/1969 100027531 資本主義社会の形成 1 (大塚久雄著作集:第4-5巻) 大塚久雄著 岩波書店 2階西側

330.8/O88ot
/5/1969 100027532 資本主義社会の形成 2 (大塚久雄著作集:第4-5巻) 大塚久雄著 岩波書店 2階西側

336.9/J51/2
020/2020 000127143

コンピュータ会計初級テキスト・問題集 : コンピュータ会計学習入門書 令
和2年度版 (弥生school)

弥生/実教出
版 (発売)

1階西側就
職・検定等

336.91/KU95
/2/2020 000127147 全経簿記能力検定試験公式問題集 : 2級商業簿記 第4版

桑原知之編
著/新田忠誓
監修

ネットスクー
ル株式会社
出版本部

1階西側就
職・検定等

336.91/KU95
/2/2020 000127145 全経簿記能力検定試験公式テキスト : 2級商業簿記 第4版

桑原知之編
著/新田忠誓
監修

ネットスクー
ル株式会社
出版本部

1階西側就
職・検定等

336.91/KU95
/3/2019 000127123 全経簿記能力検定試験公式問題集3級 第4版

桑原知之編
著/新田忠誓
監修

ネットスクー
ル株式会社
出版本部

1階西側就
職・検定等

336.91/TA13
/2/2015 000127127

合格テキスト日商簿記2級工業簿記 第9版(Ver.8.0) (よくわかる簿記シリー
ズ)

TAC簿記検
定講座編著

TAC出版事
業部

1階西側就
職・検定等

336.91/TA13
/3/2020 000127125 合格テキスト日商簿記3級 ver.11 (よくわかる簿記シリーズ)

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

336.91/TA13
/3/2020 000127129 合格トレーニング日商簿記3級 Ver.11.0 (よくわかる簿記シリーズ)

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

336.91/TA13
/3/2020 000127151

スッキリとける日商簿記3級過去+予想問題集 2020年度版 (スッキリとける
シリーズ)

滝澤ななみ
監修/TAC出
版開発グ

TAC株式会
社出版事業
部

1階西側就
職・検定等

336.91/TA73
/3/2020 000127149 スッキリわかる日商簿記3級 第11版 (スッキリわかるシリーズ)

滝澤ななみ
著

TAC株式会
社出版事業
部 (TAC出

1階西側就
職・検定等

338.18/TA13
/155/3/2020 000127141 第155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

338.18/TA13
/2020-
5/3/2020

000127139
2020年5月試験をあてるTAC直前予想FP技能士3級 : この一冊で絶対合
格!

TAC株式会
社(FP講座)
編著

TAC株式会
社出版事業
部

1階西側就
職・検定等

364.4/U45/2
020 000127164 介護保険が危ない! (岩波ブックレット:No. 1024)

上野千鶴子,
樋口恵子編 岩波書店 2階西側

367.9/KA72/
2019 000127171

LGBTQ+の児童・生徒・学生への支援 : 教育現場をセーフ・ゾーンにする
ために

葛西真記子
編著 誠信書房 2階西側

371.42/SA25
/2020 000127163

ひきこもりのライフプラン : 「親亡き後」をどうするか 新版 (岩波ブックレッ
ト:No. 1023)

斎藤環, 畠中
雅子著 岩波書店 2階西側

372.1/KA62/
1974 100027549 貢進生 : 幕末維新期のエリート

唐澤富太郎
著 ぎょうせい 2階西側

372.106/H84
/2020 000127133 教育は何を評価してきたのか (岩波新書:新赤版 1829) 本田由紀著 岩波書店 2階西側
373.7/KU34s
h/2021/2020 100027601

熊本県・熊本市の小学校教諭過去問 2021年度版 (教員採用試験過去問
シリーズ:2)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

375.893/SA2
9/2018 100027471 「学ぶ・教える・考える」ための実践的英語科教育法

酒井英樹, 廣
森友人, 吉田
達弘編著/亘 大修館書店 2階西側

375.893/Y24
/2019 100027600

身近な話題で楽しく話せる!Small Talk月別メニュー88 (小学校英語サポー
トBOOKS) 山口美穂著

明治図書出
版 2階西側

376.14/E15/
2020 000127137

新・食物アレルギーガイドブック : すぐわかる!!よくわかる!!知って安心 園で
役立つ

海老澤元宏,
林典子監修 メイト 2階西側

376.14/E59/
2019 000127136

保育者が知っておきたい0・1・2歳児を守る実践保健マニュアル (ひろば
ブックス) 遠藤登著 メイト 2階西側

380.1/W23/1
969 100027534 歴史研究と民俗学

和歌森太郎
著 弘文堂 2階西側

383.1/R82/1
979 100027540 みっともない人体(からだ)

バーナード・
ルドフスキー
著/加藤秀 鹿島出版会 2階西側

391.61/ME25
/2013 100027598 あなたのすぐ隣にいる中国のスパイ

鳴霞, 千代田
情報研究会
著 飛鳥新社 2階西側

402.1/SA18/
1978 100027535 日本科学古典全書 復刻 第8巻 三枝博音編 朝日新聞社 1階東側貴重

410.79/R66/
2020 000127156

ろんりパズル : 論理的思考が養われる, 38の謎解き問題 (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

491.64/MA89
/2019 100027472

もっとよくわかる!炎症と疾患 : あらゆる疾患の基盤病態から治療薬までを
理解する (実験医学:別冊)

松島綱治 [ほ
か] 著 羊土社 2階西側文庫

686.23/B19/
2020 000127159

鉄道のドイツ史 : 帝国の形成からナチス時代、そして東西統一へ (中公新
書:2583) 鴋澤歩著

中央公論新
社 2階東側

686.6/N71/2
020 000127135 日本貨物鉄道地図鑑 : 日本を運ぶ美しき車両たち (別冊太陽)

木村雄一著/
地理情報開
発編

平凡社 2階東側大型

　【6--】　産　業　

　【4--】　自然科学



723.1/SH11/
2020 000127134 写実絵画の画家たち : ホキ美術館コレクション (別冊太陽) 平凡社 2階東側大型

830.79/EIKE
N-
J1/CD/O14/

100027476 英検準1級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2020年度版CD [旺文社]
1階西側就
職・検定等

830.79/EIKE
N-
J1/O14/202

100027478 英検準1級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2020年度版 [旺文社]
1階西側就
職・検定等

835/A88/20
19 100027469 英語の歴史から考える英文法の「なぜ」

朝尾幸次郎
著 大修館書店 2階西側

910.25/I76/1
980 100027545 江戸文學掌記 石川淳著 新潮社 2階東側

911.1/O69/2
/2020 000127132 短歌 2 (岩波新書:新赤版 1813, 1814. 大岡信『折々のうた』選) 水原紫苑編 岩波書店 2階東側

913.6/N26/2
019 000127170 流浪の月 凪良ゆう著 東京創元社 2階東側

914.45/Y86/
2020 000127161 徒然草 : 無常観を超えた魅力 (中公新書:2585) 川平敏文著

中央公論新
社 2階東側

PIC/367.9/H
11/2015 000127155 王さまと王さま

リンダ・ハー
ン, スターン・
ナイランド絵

ポット出版 2階東側絵本

PIC/367.9/M
O52/2019 000127154 女の子になりたい男の子LGBTって何? 森木森も著

みらいパブ
リッシング/
星雲社 (発

2階東側絵本

PIC/489/KI5
5/2020 000127085 ぴったりこ (こどものとも0.1.2.:301号)

木坂涼文/及
川賢治絵 福音館書店 2階東側絵本

PIC/491.3/H
81/2019 000127153 いろいろいろんなからだのほん

メアリ・ホフマ
ンぶん/ロス・
アスクィスえ/

少年写真新
聞社 2階東側絵本

PIC/596.6/K
O75/2020 000127082 ケーキ (こどものとも年少版:517号) 小西英子さく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/913.8/K
A43/2020 000127168 ぼくのつり (こどものとも)

管瞭三原案/
かんかおる
作

福音館書店 2階東側絵本

PIC/913.8/N
11/2020 000127084 こいぬのこたろう (こどものとも:769号) 鍋田敬子さく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/913.8/O
67/2020 000127083 もぐたさんのたんぽぽさんぽ (こどものとも年中向き:409号)

小野寺悦子
文/伊藤夏紀
絵 福音館書店 2階東側絵本

BF/76.7/.P8
3/2020 010009930

Publication manual of the American Psychological Association : the
official guide to APA style 7th ed : pbk

American
Psychologica
l Association

3階
PQ/7797/.B
635/A24/19
98

010009931 Collected fictions : pbk (Penguin classics deluxe edition)

Jorge Luis
Borges/trans
lated by

Penguin
Books 3階

RA/1148/.Z4
5/2018 010009929

Activities for teaching psychology and law : a guide for instructors First
edition pbk.

Amanda D.
Zelechoski,
Melinda

American
Psychologica
l Association

3階大型

　洋　書

　【7--】　芸　術　

　【8--】　言　語　

　【9--】　文　学　

　絵本


