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

007.3/O15/2
020 000128146

働き方5.0 : これからの世界をつくる仲間たちへ (小学館新
書:[371]) 落合陽一著 小学館 2階西側

024.1/Y11/2
020 000128130 本を売る技術

矢部潤子著/
杉江由次編 本の雑誌社 2階西側

135.23/D64/
2006 100029149 省察 (ちくま学芸文庫)

ルネ・デカル
ト著/山田弘
明訳

筑摩書房
1階西側指
定・推薦

135.23/D64/
2014 100029146 省察/情念論 (中公クラシックス:W21)

デカルト
[著]/井上庄
七, 森啓訳/

中央公論新
社

1階西側指
定・推薦

159/H76/20
18 000128154 前祝いの法則 : 日本古来最強の引き寄せ予祝のススメ

ひすいこたろ
う, 大嶋啓介
著

フォレスト出
版 2階西側

201/H36/20
20 000128138 エゴ・ドキュメントの歴史学

長谷川貴彦
編 岩波書店 2階西側

209/SC9/20
19 000128076 反穀物の人類史 : 国家誕生のディープヒストリー

ジェームズ・
C・スコット
[著]/立木勝 みすず書房 2階西側

210.1/U59/
［1］/2020 000128139 もう一つ上の日本史 : 『日本国紀』読書ノート 古代-近世篇 浮世博史著 幻戯書房 2階西側

210.1/U59/
［2］/2020 000128140 もう一つ上の日本史 : 『日本国紀』読書ノート 近代-現代篇 浮世博史著 幻戯書房 2階西側

210.3/N51/2
020 000128078 木簡 : 古代からの便り

奈良文化財
研究所編 岩波書店 2階西側

210.61/MI58
/2020 000128080 日本史のなかの「普遍」 : 比較から考える「明治維新」 三谷博著

東京大学出
版会 2階西側

210.69/I43/2
020 000128079 関東大震災と中国人虐殺事件 今井清一著 朔北社 2階西側

210.75/KO97
/2019 000128077 女たちのシベリア抑留

小柳ちひろ
著 文藝春秋 2階西側

221.07/MA2
9/2020 000128081 朝鮮戦争の正体 : なぜ戦争協力の全貌は隠されたのか 孫崎享著 祥伝社 2階西側

222.043/Y79
/1/1974 000128247 三国志 1-60 横山光輝 潮出版社 1階東側漫画

222.043/Y79
/[61]/1983 000128307 横山光輝三国志事典 (希望コミックス:100)

論風社編集・
制作 潮出版社 1階東側漫画

289.2/O24/2
020 000128061 パンと牢獄 : チベット政治犯ドゥンドゥップと妻の亡命ノート

小川真利枝
著

集英社クリエ
イティブ/集
英社 (発売)

2階西側

289.3/TR8/2
020 000128244 世界で最も危険な男 : 「トランプ家の暗部」を姪が告発

メアリー・トラ
ンプ著/草野
香[ほか]訳/

小学館 2階西側

290.9/A46/2
020 000128083 旅の効用 : 人はなぜ移動するのか

ペール・アン
デション著/
畔上司訳 草思社 2階西側

291.62/I55/2
020 000128084 京都まみれ (朝日新書:760) 井上章一著

朝日新聞出
版 2階西側

292.92/KA24
/2020 000128085 サガレン : 樺太/サハリン境界を旅する 梯久美子著 KADOKAWA 2階西側

302/H32/20
19 000128086

21 lessons (トゥエンティワン・レッスンズ) : 21世紀の人類のための
21の思考

ユヴァル・ノ
ア・ハラリ著/
柴田裕之訳

河出書房新
社 2階西側

302/W47/20
07 100029144 世界を見る目が変わる50の事実 : みんなで考えよう

ジェシカ・ウィ
リアムズ著/
酒井泰介訳/

草思社 2階西側

302.2/E63/2
020 000128141 中国学術の東アジア伝播と古代日本 (アジア遊学:242)

榎本淳一, 吉
永匡史, 河内
春人編

勉誠出版 2階西側

302.389/H89
/2020 000128131

フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか (ポプラ新
書:182)

堀内都喜子
著 ポプラ社 2階西側

304/R23/20
20 000128115

私たちが、地球に住めなくなる前に : 宇宙物理学者から見た人類
の未来

マーティン・
リース著/塩
原通緒訳 作品社 2階西側

309.022/O24
/2020 000128142 香港デモ戦記 (集英社新書:1021B) 小川善照著 集英社 2階西側

309.1/N56/2
020 000128088 ナッジ!? : 自由でおせっかいなリバタリアン・パターナリズム

那須耕介, 橋
本努編著 勁草書房 2階西側

    新 着 情 報 2020年10月14日

　【0--】　総　記　（図書）

　【1--】　哲　学　（哲学, 倫理学）

　【２--】　歴　史　 （歴史, 伝記, 地理）

　【３--】　社会科学　（政治, 法律, 経済, 社会, 教育, 風俗習慣）



311.8/TA89/
2020 000128089 ファシズムの教室 : なぜ集団は暴走するのか 田野大輔著 大月書店 2階西側

312.1/KA19/
2020 000128090 国策不捜査 : 「森友事件」の全貌

籠池泰典, 赤
澤竜也著 文藝春秋 2階西側

312.38/SNji/
1/2020 000128092 自由なき世界 : フェイクデモクラシーと新たなファシズム 上

ティモシー・
スナイダー著
/池田年穂訳

慶應義塾大
学出版会 2階西側

312.38/SNji/
2/2020 000128093 自由なき世界 : フェイクデモクラシーと新たなファシズム 下

ティモシー・
スナイダー著
/池田年穂訳

慶應義塾大
学出版会 2階西側

316.853/C81
/2020 000128091 世界と僕のあいだに

タナハシ・
コーツ著/池
田年穂訳

慶應義塾大
学出版会 2階西側

319.22/C52/
2019 000128143 日本と中国はまったく違います : 台湾人記者の駐日40年 張茂森著

産経新聞出
版/日本工業
新聞社 (発

2階西側

319.8/MA35
/2020 000128094 不戦条約 : 戦後日本の原点 牧野雅彦著

東京大学出
版会 2階西側

326.95/B28/
2020 000128095 アメリカン・プリズン : 潜入記者の見た知られざる刑務所ビジネス

シェーン・バ
ウアー著/満
園真木訳 東京創元社 2階西側

330.4/N71/2
020 000128096 Neo economy : 世界の知性が挑む経済の謎

日本経済新
聞社編

日経BP日本
経済新聞出
版本部/日経 2階西側

331.04/B18/
2020 000128097 絶望を希望に変える経済学 : 社会の重大問題をどう解決するか

アビジット・
V・バナジー,
エステル・

日経BP日本
経済新聞出
版本部/日経 2階西側

332.107/TO7
9/2020 000128098 コロナショック・サバイバル : 日本経済復興計画 冨山和彦著 文藝春秋 2階西側

332.53/TE33
/2020 000128099 なぜ中間層は没落したのか : アメリカ二重経済のジレンマ

ピーター・テ
ミン著/栗林
寛幸訳

慶應義塾大
学出版会 2階西側

335.21/TO86
/2021/2020 100029140 会社四季報業界地図 2021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

336.43/Y31/
2020 000128133

人事評価制度のつくり方 : 3ステップでできる!小さな会社の人を育
てる : 図解/ 山元浩二著 改訂新版 あさ出版 2階西側

336.49/Y87/
2019 000128132

自分のことは話すな : 仕事と人間関係を劇的によくする技術 (幻
冬舎新書:566, よ-7-1) 吉原珠央著 幻冬舎 2階西側

336.9/SA47/
2019 000128346 財務会計の重要論点 桜井久勝著

税務経理協
会 2階西側

336.9/SA47/
2020 000128319 財務会計講義 第21版 桜井久勝著

中央経済社/
中央経済グ
ループパブ 2階西側

361.3/H38/2
020 000128100 交渉力 : 結果が変わる伝え方・考え方 (PHP新書:1220) 橋下徹著 PHP研究所 2階西側

361.454/MO
73/2020 100029139 あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 : 10代から知っておきたい 森山至貴著 WAVE出版 2階西側

361.454/SA2
5/2020 000128102

アウトプットする力 : 「話す」「書く」「発信する」が劇的に成長する85
の方法 斎藤孝著

ダイヤモンド
社 2階西側

361.46/P78/
2018 000128101 プーチンのユートピア : 21世紀ロシアとプロパガンダ

ピーター・ポ
マランツェフ
著/池田年穂

慶應義塾大
学出版会 2階西側

366/I33/202
0 000128103

なぜ僕らは働くのか : 君が幸せになるために考えてほしい大切な
こと 池上彰監修 学研プラス 2階西側

367.1/MA45
/2019 000128104 ひれふせ、女たち : ミソジニーの論理

ケイト・マン
著/小川芳範
訳

慶應義塾大
学出版会 2階西側

367.5/P42/2
019 000128144 男らしさの終焉

グレイソン・
ペリー著/小
磯洋光訳

フィルムアー
ト社 2階西側

367.6/N28/2
020/2020 100029141 子ども・若者白書 令和2年版 内閣府編 中和印刷 1階西側参考

367.7/B71/2
020 000128087 ワイルドサイドをほっつき歩け : ハマータウンのおっさんたち

ブレイディみ
かこ著 筑摩書房 2階西側

368.6/SA25/
2020 000128105 加害者家族バッシング : 世間学から考える 佐藤直樹著 現代書館 2階西側

369.42/KO83
/2017 000128227 放課後児童クラブ運営指針解説書

厚生労働省
編 フレーベル館 2階西側

373.7/O52sh
/2022/2020 100029136

沖縄県の小学校教諭過去問 2022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

375.2/MO51
/2002 100029143 すぐ始められるピア・サポート指導案&シート集 菱田準子著

ほんの森出
版 2階西側

375.2/TA71/
2009 100029148

異年齢集団による交流で社会性を育む教育プログラム (ピア・サ
ポートではじめる学校づくり:小学校編) 滝充編著 金子書房 2階西側

375.6/MI91/
2020 000128134 産業教育学 : 産業界と教育界の架け橋 三好信浩著 風間書房 2階西側

376.12/KO49
/2020 000128246

幼児教育・保育の国際比較 : OECD国際幼児教育・保育従事者調
査2018報告書 : 質の高い幼児教育・保育に向けて

国立教育政
策研究所編 明石書店 2階西側参考

377.13/SA25
/2020 000128107

大学教授が、「研究だけ」していると思ったら、大間違いだ! : 「不人
気学科教授」奮闘記 斎藤恭一著

イースト・プ
レス 2階西側

378/TA59/2
017 100029142

発達障害の子どもの「できる」を増やす提案・交渉型アプローチ
(学研のヒューマンケアブックス)

武田鉄郎編
著 学研プラス 2階西側

383.8/A95/2
020 000128108 食の歴史 : 人類はこれまで何を食べてきたのか

ジャック・アタ
リ著/林昌宏
訳

プレジデント
社 2階西側



387.021/N72
/2020 000128109

まじないの文化史 : 見るだけで楽しめる! : 日本の呪術を読み解く
(視点で変わるオモシロさ!)

新潟県立歴
史博物館監
修

河出書房新
社 2階西側

389/L11/20
19 000128110 われらみな食人種 (カニバル) : レヴィ=ストロース随想集

クロード・レ
ヴィ=ストロー
ス著/泉克典

創元社 2階西側

421/Y86/20
20 000128116

時間はどこから来て、なぜ流れるのか? : 最新物理学が解く時空・
宇宙・意識の「謎」 (ブルーバックス:B-2124) 吉田伸夫著 講談社 2階東側

450/D42/20
19 000128117 世界の起源 : 人類を決定づけた地球の歴史

ルイス・ダー
トネル著/東
郷えりか訳

河出書房新
社 2階東側

453.021/KA3
7/2020 000128118 あしたの地震学 : 日本地震学の歴史から「抗震力」へ 神沼克伊著 青土社 2階東側

467.5/Q1/20
20 000128119

生命の「系統樹」はからみあう : ゲノムに刻まれたまったく新しい進
化史

デイヴィッド・
クォメン著/
的場知之訳

作品社 2階東側

477/O73/20
18 000128120 美しき小さな雑草の花図鑑

大作晃一写
真/多田多恵
子文

山と溪谷社 2階東側
480.76/N37/
2019 000128121 中村元の全国水族館ガイド125 : 全館訪問取材

中村元写真・
著

講談社ビー
シー/講談社
(発売)

2階東側

481.1/KA97/
2019 000128122

カメの甲羅はあばら骨 : 人体で表す動物図鑑 (SBビジュアル新
書:0015) 川崎悟司著

SBクリエイ
ティブ 2階東側

481.35/P95/
2020 000128145 美の進化 : 性選択は人間と動物をどう変えたか

リチャード・
O・プラム著/
黒沢令子訳

白揚社 2階東側

490.154/N81
/2020 000128123

だから、もう眠らせてほしい : 安楽死と緩和ケアを巡る、私たちの
物語 西智弘著 晶文社 2階東側

498.6/SE57/
2020 000128124 ウイルスVS人類 (文春新書:1270)

瀬名秀明
[ほか] 著 文藝春秋 2階東側

596/N95/20
20 000128126 受け継ぎたいレセピ : 祖母や母に学び、世代を越えて喜ばれる味 野村紘子著

誠文堂新光
社 2階東側

596.4/F57/2
020 000128125 藤井弁当 : お弁当はワンパターンでいい! 藤井恵著 学研プラス 2階東側

627.85/SA29
/2020 000128111

グリーン : 楽しむ工夫×いま取り入れたい観葉植物64×基礎知識
(暮らしの図鑑)

境野隆祐,
AYANAS著 翔泳社 2階東側

629.41/N71/
2020 000128112 国立公園を旅する : BRAND BOOK

日本国際放
送企画/NHK
出版編集/環

NHK出版 2階東側

674.4/D61/2
020 000128113

仕事に「好き」を、混ぜていく。 : あなたのB面を本業に生かすヒン
ト

電通Bチーム
著 翔泳社 2階東側

689/KO12/2
020 000128114

人はなぜ観光するの? : 観光についてくわしく知ろう (観光を考え
る:1) 小林寛則著

ミネルヴァ書
房 2階東側

726.1/G72ki
/22/2020 000128328 鬼滅の刃 22 (ジャンプ・コミックス)

吾峠呼世晴
著 集英社 1階東側漫画

780.69/G72/
2020 000128128

オリンピック・マネー : 誰も知らない東京五輪の裏側 (文春新
書:1249) 後藤逸郎著 文藝春秋 2階東側

780.69/N71/
2020 000128129 幻のオリンピック : 戦争とアスリートの知られざる闘い

NHKスペシャ
ル取材班著 小学館 2階東側

786/P71/20
20 000128106

Primitive technology : サバイバリストのための、道具や家やいろ
いろなものを自然の中で作るガイド

ジョン プラン
ト著/金井哲
夫訳 技術評論社 2階東側

801.4/SA62/
2016 000128127 翻訳できない世界のことば

エラ・フラン
シス・サン
ダース著イラ 創元社 2階東側

814.9/N37/2
020 000128136 新敬語「マジヤバイっす」 : 社会言語学の視点から 中村桃子著

白澤社/現代
書館 (発売) 2階東側

830.7/O35/2
020 100029138 第二言語習得論と英語教育の新展開

尾島司郎, 藤
原康弘編 金星堂 2階東側

913.6/A83/2
019 100029145 どうしても生きてる 朝井リョウ著 幻冬舎 2階東側

914.6/A12/2
020 000128137 おべんとうの時間がきらいだった 阿部直美著 岩波書店 2階東側

929.13/C37/
2020 000128066 わたしに無害なひと (となりの国のものがたり:05)

チェ・ウニョン
著/古川綾子
訳

亜紀書房 2階東側

929.13/C53/
2020 000128065 保健室のアン・ウニョン先生 (チョン・セランの本:01)

チョンセラン
著/斎藤真理
子訳

亜紀書房 2階東側

933.7/C41/2
019 000128067 息吹

テッド・チャン
著/大森望訳 早川書房 2階東側

　【5--】　技　術　（家政学）

　【6--】　産　業　（農林水産業, 商業, 運輸）

　【7--】　芸　術　（美術, ｽﾎﾟｰﾂ）

　【8--】　言　語　　

　【9--】　文　学　

　【4--】　自然科学　（理学, 医学）



933.7/C83/2
020 000128068 イエスの学校時代

J・M・クッ
ツェー著/鴻
巣友季子訳

早川書房 2階東側

933.7/L61/2
020 000128069 理由のない場所

イーユン・
リー著/篠森
ゆりこ訳

河出書房新
社 2階東側

933.7/O93/2
020 000128071 ザリガニの鳴くところ

ディーリア・
オーエンズ
著/友廣純訳

早川書房 2階東側

953.7/C84/2
020 000128072 彼女たちの部屋

レティシア・コ
ロンバニ著/
齋藤可津子

早川書房 2階東側

953.7/MA53
/2020 000128073 縫いながら、紡ぎながら

アニエス・マ
ルタン・リュ
ガン著/徳山

TAC株式会
社出版事業
部 2階東側

953.7/V97/2
020 000128074 その日の予定 : 事実にもとづく物語

エリック・ヴュ
イヤール
[著]/塚原史

岩波書店 2階東側

974/G47/20
20 000128075 コロナの時代の僕ら

パオロ・ジョ
ルダーノ著/
飯田亮介訳

早川書房 2階東側

986/A41se/
1/2020 000128050 戦争は女の顔をしていない 1

小梅けいと
作画/スヴェ
トラーナ・ア

KADOKAWA 1階東側漫画

F/H89/2019 000128070 メインテーマは殺人 (創元推理文庫:[Mホ15-3])

アンソニー・
ホロヴィッツ
著/山田蘭訳 東京創元社 2階西側文庫

F/KU86ho/1
7/2020 000128325

ホーンテッド・キャンパス : 最後の七不思議 (角川ホラー文庫:く5-
17, 22261)

櫛木理宇
[著] KADOKAWA 2階西側文庫

PIC/159.5/T
A31/2020 000128204 おやくそくえほん : はじめての「よのなかルールブック」

高濱正伸監
修/林ユミ絵

日本図書セ
ンター 2階東側絵本

PIC/379.9/T
A34wa/2020 000128205 くろくまくんあわあわてあらい (わくわくくろくま)

たかいよしか
ずさく・え くもん出版 2階東側絵本

PIC/379.9/T
A34wa/2020 000128206 くろくまくんトイレでち～! (わくわくくろくま)

たかいよしか
ずさく・え くもん出版 2階東側絵本

PIC/379.9/T
A34wa/2020 000128207 くろくまくんぴかぴかはみがき (わくわくくろくま)

たかいよしか
ずさく・え くもん出版 2階東側絵本

PIC/379.9/T
A34wa/2020 000128208 くろくまくんおふろでさっぱり (わくわくくろくま)

たかいよしか
ずさく・え くもん出版 2階東側絵本

PIC/379.9/T
A34wa/2020 000128209 くろくまくんあいさつなあに? (わくわくくろくま)

たかいよしか
ずさく・え くもん出版 2階東側絵本

PIC/462.1/A
62/2020 000128200 はるといえば…

新井洋行
[作]

アルファポリ
ス/星雲社
(発売)

2階東側絵本

PIC/462.1/A
62/2020 000128201 なつといえば…

新井洋行
[作]

アルファポリ
ス/星雲社
(発売)

2階東側絵本

PIC/462.1/A
62/2020 000128202 あきといえば…

新井洋行
[作]

アルファポリ
ス/星雲社
(発売)

2階東側絵本

PIC/462.1/A
62/2020 000128203 ふゆといえば…

新井洋行
[作]

アルファポリ
ス/星雲社
(発売)

2階東側絵本

PIC/486.8/I9
2/2020 000127919 ヤママユ : まゆをつくるむし (かがくのとも:618号) 岩渕真理さく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/PZ/7/.F
33345/1999 010010096 Bark, George 1st ed (Michael Di Capua books) Jules Feiffer

HarperCollin
s Publishers

2階西側洋絵
本

BF/204.6/.J
67/2015 010010101

Positive psychology in practice : promoting human flourishing in
work, health, education, and everyday life 2nd ed : cloth

edited by
Stephen
Joseph

Wiley 3階BJ/1533/.G
8/G7325/20
17 010010098 Perspectives on gratitude : an interdisciplinary approach pbk.

edited by
David Carr Routledge 3階

KZ/6369/.S9
2813/2020 010010100 A history of humanitarian intervention

Mark
Swatek-
Evenstein

Cambridge
University
Press

3階

P/140/.D59/
1997 010010097 The rise and fall of languages : hbk R.M.W. Dixon

Cambridge
University
Press

3階

PE/2815/.M
65/2016 010010095 Mastering the American accent 2nd ed Lisa Mojsin Barron's 3階

R/702/.L47/
2019 010010099

What really makes you ill? : why everything you thought you knew
about disease is wrong

Dawn Lester,
david Parker

Independentl
y published,
2019

3階

　絵本

　洋書

　文庫本 （小説）


