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140.4/MA52
/2020 000127742 「バカ」の研究

ジャン=フラン
ソワ・マルミ
オン編/ジャ

亜紀書房 2階西側

209.4/N43/2
020 000127751 ビザンツ帝国 : 千年の興亡と皇帝たち (中公新書:2595) 中谷功治著

中央公論新
社 2階西側

304/KA38/2
020 000127756

リスクの正体 : 不安の時代を生き抜くために (岩波新書:新赤版
1836) 神里達博著 岩波書店 2階西側

311.23/SC5/
2020 000127753 カール・シュミット : ナチスと例外状況の政治学 (中公新書:2597) 蔭山宏著

中央公論新
社 2階西側

312.24/KU55
/2020 000127752

インドネシア大虐殺 : 二つのクーデターと史上最大級の惨劇 (中
公新書:2596) 倉沢愛子著

中央公論新
社 2階西側

322.107/KA6
9/2020 000127755

ドキュメント強権の経済政策 (岩波新書:新赤版 1833. 官僚たちの
アベノミクス:2) 軽部謙介著 岩波書店 2階西側

330.59/KE29
ko/2018-
1/2019

100028483 国民経済計算 2018: vol.1(主要統計)

経済協力開
発機構編/鳥
居泰彦監訳

柊風舎 1階西側参考
330.59/KE29
ko/2018-
2/2019

100028484 国民経済計算 2018: vol.2(詳細統計)

経済協力開
発機構編/鳥
居泰彦監訳

柊風舎 1階西側参考330.59/SE22
/2019-
2/2019 100028482

米中貿易摩擦下の世界経済と金融政策 (世界経済の潮流:2019年
2)

内閣府政策
統括官室
(経済財政分

日経印刷/全
国官報販売
協同組合

1階西側参考

335.21/KI56
/2022/2020 100028504

業界と職種がわかる本 : 就活の基本 : 自分に合った業界・職種を
みつけよう! '22年版 岸健二編 成美堂出版

1階西側就
職・検定等335.21/MA3

1/2022/202
0 100028506

業界&職種研究ガイド : 自分に合った仕事は何だろう? [2022年度
版] (内定獲得のメソッド)

マイナビ編集
部編著 マイナビ

1階西側就
職・検定等

335.21/SA63
/2019 100028511 最新ファッション業界大研究 第2版

ファッション&
ソフトマーケ
ティング研究

産学社
1階西側就
職・検定等

335.21/SA63
/2019 100028512 最新コンサルティング業界大研究 第7版

ジョブウェブ
コンサルティ
ングファーム

産学社
1階西側就
職・検定等

335.21/SA63
/2019 100028513 最新化粧品業界大研究

化粧品業界
研究会編 産学社

1階西側就
職・検定等

335.21/SA63
/2019 100028514 エネルギー業界大研究 南龍太著 産学社

1階西側就
職・検定等

335.21/SA63
/2020 100028507 銀行業界大研究 新版 伊藤歩著 産学社

1階西側就
職・検定等

335.21/SA63
/2020 100028508 最新学習塾業界大研究

千葉誠一監
修 産学社

1階西側就
職・検定等

335.21/SA63
/2020 100028509 ロジスティクス業界大研究 新版 二宮護著 産学社

1階西側就
職・検定等

335.21/SA63
/2020 100028510 食品業界大研究 : 最新 小西慶太著 産学社

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
019 100028518

最新小売業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、
転職に役立つ情報満載 第3版 (How-nual図解入門. 業界研究) 平木恭一著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
019 100028519

最新介護ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就
職、転職に役立つ情報満載 第3版 (How-nual図解入門. 業界研
究)

川原経営総
合センター著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
019 100028520

最新鉄鋼業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、
転職に役立つ情報満載 第2版 (How-nual図解入門. 業界研究) 川上清市著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
019 100028521

最新化学業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、
転職に役立つ情報満載 第6版 (How-nual図解入門. 業界研究) 田島慶三著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
019 100028522

最新医薬品業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就
職、転職に役立つ情報満載 第6版 (How-nual図解入門. 業界研
究) 荒川博之著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
019 100028523

最新電力・ガス業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、
就職、転職に役立つ情報満載 第5版 (How-nual図解入門. 業界研
究) 本橋恵一著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
020 100028515

最新化粧品業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就
職、転職に役立つ情報満載 第5版 (図解入門業界研究 : How‐
nual) 梅本博史著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
020 100028516

最新石油業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、
転職に役立つ情報満載 第2版 (How-nual図解入門. 業界研究) 橋爪吉博著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
020 100028517

最新人材ビジネスの動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就
職、転職に役立つ情報満載 第3版 (How-nual図解入門. 業界研
究) 土岐優美著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

336.42/ENT
RY/TA33/20
22/2020

100028527
内定者はこう書いた!エントリーシート・履歴書・志望動機・自己PR :
完全版 [2022年度版] 坂本直文著 高橋書店

1階西側就
職・検定等

    新 着 情 報 2020年 7月22日

　【1--】　哲　学

　【２--】　歴　史 

　【３--】　社会科学 



336.42/ENT
RY/TA33/20
22/2020

100028528
内定者はこう選んだ!業界選び・仕事選び・自己分析・自己PR : 完
全版 ['22年度版] 坂本直文著 高橋書店

1階西側就
職・検定等

336.42/IPPA
N/SH69/202
2/2020

100028530 一般常識&最新時事 2022年度版 (内定プラス) 翼学院著 新星出版社
1階西側就
職・検定等

336.42/MEN
SET/SU/TA
33/2022/20

100028529
内定者はこう話した!面接・自己PR・志望動機 : 完全版 [2022年度
版] 坂本直文著 高橋書店

1階西側就
職・検定等

336.42/SAK
UBUN/SH69
/2022/2020

100028535
就職試験受かる小論文・作文模範文例 : 内定を勝ち取る自己ア
ピールのヒント満載!! 2022年度版

新星出版社
編集部編 新星出版社

1階西側就
職・検定等

336.42/SAK
UBUN/SH69
/2022/2020

100028536 小論文&作文 : 内定プラス 2022年度版 (内定プラスシリーズ) 喜治賢次著 新星出版社
1階西側就
職・検定等

336.42/TEKI
SEI/N94/20
22/2020

100028534 本気で内定!SPI&テストセンター1200題 2022年度版
ノマド・ワーク
ス著 新星出版社

1階西側就
職・検定等

336.42/ZEN
PAN/TO86/
2022/2020

100028503 就職四季報企業研究・インターンシップ版 2022年版
東洋経済新
報社編

東洋経済新
報社

1階西側就
職・検定等

350.9/SO39/
2020/2020 100028487 世界の統計 (国際統計要覧) 2020

総務庁統計
局編

大蔵省印刷
局 : 日本統
計協会 1階西側参考361.453/B18

/2022-
23/2019 100028524 マスコミ就職完全ガイド 2022-23年度版 阪東恭一編 産学社

1階西側就
職・検定等361.453/TO5

7/2021/201
9 100028525 テレビ局内定獲得! 2021年採用版 (マスコミ就活) 富板敦著

TAC株式会
社出版事業
部

1階西側就
職・検定等

367.6/N71/2
020/2020 100028490 日本子ども資料年鑑 2020

日本総合愛
育研究所編 中央出版 1階西側参考

368.6/A12/2
020 000127516

加害者家族を支援する : 支援の網の目からこぼれる人々 (岩波
ブックレット:No.1027) 阿部恭子著 岩波書店 2階西側370.59/MO3

1/2020/202
0 100028485 文部科学統計要覧 令和2年版(2020)

文部科学省
生涯学習政
策局調査企

財務省印刷
局 1階西側参考

373.22/KY4/
2020/2020 100028486 教育法規便覧 令和2年版 下村哲夫著 学陽書房 1階西側参考373.22/MO3
1/2020/202
0 100028488 文部科学法令要覧 令和2年版

文部科学法
令研究会監
修 ぎょうせい 1階西側参考

373.7/N93/2
020 100028537

模擬授業・場面指導 [2021年度版] (教員採用試験α シリーズ:[N-
391], [391]) 野口芳宏著 一ツ橋書店

1階西側就
職・検定等

373.7/TS36/
2020 100028538

教員採用試験36日間 : 短期集中「教採」学習プログラム 2021 (教
育ジャーナル選書) 津金邦明著

学研教育み
らい/学研プ
ラス (発売)

1階西側就
職・検定等

376.14/W23/
2020 000127777

保育参加のススメ : 園と保護者がつながり子どももハッピーに! (ひ
ろばブックス) 若盛清美著 メイト 2階西側

410/KA86/2
020 000127749

数学する精神 : 正しさの創造、美しさの発見 増補版 (中公新
書:1912) 加藤文元著

中央公論新
社 2階東側

502.1/KA16/
2020/2020 100028491

科学技術が広げる未来社会の可能性と選択肢 (科学技術白書:令
和2年版)

文部科学省
編集

日経印刷/全
国官報販売
協同組合

1階西側参考519.1/KA56/
2019・
20/2020 100028492

気候変動時代における私たちの役割 (環境白書/循環型社会白書
/生物多様性白書:令和2年版) 環境省編

日経印刷/全
国官報販売
協同組合

1階西側参考

673.93/B91/
2021/2020 100028532

ブライダルのお仕事 : my work style book : 就活&ワークスタイル
サポートブック 2021 (Geibun mooks:No.1025)

ウエディング
ジョブ/芸文
社 (発売)

1階西側就
職・検定等

674.4/SE59/
2021/2019 100028526 広告界就職ガイド/ 宣伝会議出版部編 2021年版 宣伝会議

1階西側就
職・検定等

686.36/I31/2
021/2019 100028531 鉄道業界就職ガイドブック 2021 (イカロスMOOK) イカロス出版

1階西側就
職・検定等

687.3/I31/20
21/2020 100028533 航空業界就職ガイドブック 2021 (イカロスMOOK) イカロス出版

1階西側就
職・検定等

754.9/SH62/
2007 000127731 どうぶつ (創造力でおるおりがみえほん)

しんぐうふみ
あき著 文渓堂 2階東側

754.9/SH62/
2007 000127733 みずのなかま (創造力でおるおりがみえほん)

しんぐうふみ
あき著 文渓堂 2階東側

754.9/SH62/
2007 000127735 きょうりゅう (創造力でおるおりがみえほん)

しんぐうふみ
あき著 文渓堂 2階東側

754.9/SH62/
2007 000127737 むし (創造力でおるおりがみえほん)

しんぐうふみ
あき著 文渓堂 2階東側

759/KO79/2
017 000127726 人形 是澤博昭著 文溪堂 2階東側

759/Y62/20
16 000127725 からくり

安田真紀子
文 文溪堂 2階東側

　【6--】　産　業　

　【7--】　芸　術　

　【5--】　技　術　

　【4--】　自然科学



795/D59/20
20 000127729 囲碁

伝承遊びを
伝える会著 文溪堂 2階東側

796/D59/20
20 000127730 将棋

伝承遊びを
伝える会著 文溪堂 2階東側

796.9/D59/2
020 000127728 チェス

伝承遊びを
伝える会著 文溪堂 2階東側

798/N93/20
13 000127724 あやとり

シシドユキオ
文 文溪堂 2階東側

798/O66/19
97 000127762 お手玉 : otedama

大西伝一郎
文 文溪堂 2階東側

798/TO46/2
017 000127727 おはじき

東京おもちゃ
美術館監修/
文 文溪堂 2階東側

830.5/E37/2
020/2020 100028489 英語年鑑 2020年版

「英語年鑑」
編集部編 研究社出版 1階西側参考

911.108/KU1
4/40/2020 000127758 玉葉和歌集 下 (和歌文学大系:39) 中川博夫著 明治書院 2階東側

911.12/E59/
2020 000127750 万葉集の起源 : 東アジアに息づく抒情の系譜 (中公新書:2592)

遠藤耕太郎
著

中央公論新
社 2階東側

913.6/N58/1
989 100028493 こころ 改版 (岩波文庫:緑-11-1, 緑(31)-011-1, 31-011-1) 夏目漱石作 岩波書店

1階西側指
定・推薦

PIC/367.3/E
72/2019 000127702 かんぺきなこども (ポプラせかいの絵本:62)

ミカエル・エ
スコフィエ作/
マチュー・モ ポプラ社 2階東側絵本

PIC/376.157
/H28/2020 000127763 せっせせっせ (こどものとも年少版:521号)

花山かずみ
さく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/488.6/M
A66/2020 000127766 かもさんおやこのおさんぽ (こどものとも0.1.2.:305号) 増田純子さく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/489.3/N
34/2020 000127747 カンガルーのふくろ (かがくのとも:617号) 中島良二さく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/489.5/T
A65/2019 000127698 なまえのないねこ

竹下文子文/
町田尚子絵 小峰書店 2階東側絵本

PIC/489.5/W
58/2016 000127696 ねこってこんなふう? (講談社の翻訳絵本)

ブレンダン・
ウェンツェル
さく/石津ち 講談社 2階東側絵本

PIC/807.9/T
S26/2020 000127765 ひふみよかぞえうた (こどものとも:773号)

土橋とし子さ
く 福音館書店 2階東側絵本

PIC/913.8/H
32/2018 000127703 はりねずみくんのあかいマフラー (講談社の創作絵本)

はらだよしこ
作 講談社 2階東側絵本

PIC/913.8/H
56/2015 000127694 せかいいちのねこ (MOEのえほん)

ヒグチユウコ
著 白泉社 2階東側絵本

PIC/913.8/H
56/2017 000127695 いらないねこ (MOEのえほん)

ヒグチユウコ
絵と文 白泉社 2階東側絵本

PIC/913.8/H
56/2018 000127693 ほんやのねこ (MOEのえほん)

ヒグチユウコ
絵と文 白泉社 2階東側絵本

PIC/913.8/N
82/2020 000127764

おばけのおんがく : さくぴーとたろぽうのおはなし (こどものとも年
中向き:通巻413号)

西平あかね
さく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/913.8/T
O63/2019 000127701 ダム・キーパー

トンコハウス
作 KADOKAWA 2階東側絵本

PIC/913.8/Y
92/2019 000127697 ころべばいいのに

ヨシタケシン
スケ作

ブロンズ新
社 2階東側絵本

PIC/923/SO
11/2018 000127690 とおくまで (曹文軒絵本シリーズ:1)

曹文軒文/
ボーデ・ポー
ルセン絵/い

樹立社 2階東側絵本

PIC/923/SO
11/2018 000127689 風のぼうけん (曹文軒絵本シリーズ:2)

曹文軒文/ア
レクサンダ
ル・ゾロティッ

樹立社 2階東側絵本

PIC/929.1/H
19/2018 000127688 あめだま

ペク・ヒナ作/
長谷川義史
訳

ブロンズ新
社 2階東側絵本

PIC/933.8/P
47/2019 000127692 オレ、おおきくなるのいや

デヴ・ペティ
ぶん/マイク・
ボルトえ/こ

マイクロマガ
ジン社 2階東側絵本

PIC/953/C1
6/2019 000127760 このほんよんでくれ!

ベネディクト・
カルボネリ文
/ミカエル・

クレヨンハウ
ス 2階東側絵本

PIC/PZ/7/.Y
82552/2019 010009964 The I Wonder Bookstore

Shinsuke
Yoshitake

Chronicle
Books

2階西側洋絵
本

PIC/PZ/7/.Y
82552/2019 010009965 The boring book

Shinsuke
Yoshitake

Chronicle
Books

2階西側洋絵
本

　【8--】　言　語　

　【9--】　文　学　

　絵　本


