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

010.5/TO72/
2020/2020 000128228 図書館年鑑 2020

日本図書館
協会図書館
年鑑編集委

日本図書館
協会 1階西側参考

146.82/TA84
/2020 000128192 去られるためにそこにいる : 子育てに悩む親との心理臨床 田中茂樹著 日本評論社 2階西側

151.2/SA25/
2020 000128219 自己責任という暴力 : コロナ禍にみる日本という国の怖さ 齋藤雅俊著 未來社 2階西側

222.03/H31/
59/2020 100029217 キングダム 59 (ヤングジャンプ・コミックス) 原泰久著 集英社 1階東側漫画

318.3/TA64/
2020 000128216

官製ワーキングプアの女性たち : あなたを支える人たちのリアル
(岩波ブックレット:No. 1031)

竹信三恵子,
戒能民江, 瀬
山紀子編

岩波書店 2階西側

319.2/SO45/
2020 000128239

アジアの国民感情 : データが明かす人々の対外認識 (中公新
書:2607) 園田茂人著

中央公論新
社 2階西側

335.15/TA92
/2020 000128232 SDGs思考 : 2030年のその先へ17の目標を超えて目指す世界

田瀬和夫,
SDGパート
ナーズ著

インプレス 2階西側

336.5/KU55/
2019 000128233

書く技術・伝える技術 : 仕事の効率をグンと上げるビジネス・ライ
ティング 改訂新版 (スーパー・ラーニング) 倉島保美著 あさ出版 2階西側

336.9/KO78/
基本/2020 000128360 コンピュータ会計基本テキスト 令和2年度版 (弥生school)

弥生/実教出
版 (発売)

1階西側指
定・推薦

364.4/KA21/
2020/2020 000128214 介護保険六法 令和2年版

中央法規出
版 1階西側参考

367/N71/20
20/2020 000128215 ジェンダー不平等を超える : 「北京+25」 (女性白書:2020)

日本婦人団
体連合会編 ほるぷ出版 1階西側参考

369.26/N28/
2020/2020 000128225 高齢社会白書 令和2年版 内閣府編

日経印刷/全
国官報販売
協同組合

1階西側参考

369.27/N28/
2020/2020 000128229 障害者白書 令和2年版 内閣府編

勝美印刷
(印刷) 1階西側参考

369.4/H87/2
020 000128217

子どもの心の声を聴く : 子どもアドボカシー入門 (岩波ブックレッ
ト:No. 1032) 堀正嗣著 岩波書店 2階西側

369.4/N71/2
020/2020 000128213

緊急企画コロナ子どもクライシス 特集希望の学校学びのゆくえ
(子ども白書:2020)

かもがわ出
版 1階西側参考

369.42/H81/
2020/2020 000128235 保育所運営ハンドブック 令和2年版

中央法規出
版 1階西側参考

373.7/J49/2
022/2020 100029246

小学校新学習指導要領パスライン 2022年度版 (教員採用試験パ
スラインシリーズ:5) (教員採用試験Pass Line 突破ンシリーズ:4)

時事通信社
内外教育研
究会編著

時事通信出
版局/時事通
信社(発売)

1階西側就
職・検定等

373.7/J49/2
022/2020 100029248

一般教養30日完成 : 教員採用試験 '22年度 (Pass Line突破シ
リーズ:2)

時事通信出
版局/時事通
信社(発売)

1階西側就
職・検定等373.7/KA19s

h/2022/202
0 100029228

鹿児島県の小学校教諭 : 参考書 2022年度版 (鹿児島県の教員
採用試験「参考書」シリーズ:3) (教員採用試験「参考書」シリーズ)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/KU34e
i/2022/2020 100029227

熊本県・熊本市の英語科参考書 2022年度版 (教員採用試験参考
書シリーズ:5)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/KU34k
y/2022/2020 100029225

熊本県・熊本市の教職教養参考書 2022年度版 (教員採用試験参
考書シリーズ:1)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等373.7/KU34s

h/2022/202
0 100029226

熊本県・熊本市の小学校教諭参考書 2022年度版 (教員採用試験
参考書シリーズ:2)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/N21ei
/2022/2020 100029236

長崎県の英語科 : 過去問 2022年度版 (長崎県の教員採用試験
過去問シリーズ:5)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/N21ei
/2022/2020 100029239

長崎県の英語科 : 参考書 2022年度版 (長崎県の教員採用試験
参考書シリーズ:6)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/N21ky
/2022/2020 100029234

長崎県の教職・一般教養 : 過去問/ 協同教育研究会編 2022年度
版 (長崎県教員試験「過去問」シリーズ:1) 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/N21ky
/2022/2020 100029237

長崎県の教職教養 : 参考書 2022年度版 (教員採用試験「参考
書」シリーズ:1)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/N21sh
/2022/2020 100029235

長崎県の小学校教諭 : 過去問 2022年度版 (長崎県の教員採用
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

373.7/N21sh
/2022/2020 100029238

長崎県の小学校教諭 : 参考書 2022年度版 (長崎県の教員採用
試験参考書シリーズ:3)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

    新 着 情 報 2020年10月28日

　【0--】　総　記　（図書）

　【1--】　哲　学　（心理学, 倫理学）

　【２--】　歴　史

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



373.7/O34ei
/2022/2020 100029232

大分県の英語科 : 参考書 2022年度版 (大分県の教員採用試験
「参考書」シリーズ:6) (教員採用試験「参考書」シリーズ)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/O34ky
/2022/2020 100029229

大分県の教職・一般教養 :  過去問 2022年度版 (大分県の教員採
用試験「過去問」シリーズ:1) (教員採用試験「過去問」シリーズ)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/O34ky
/2022/2020 100029230

大分県の教職教養 :  参考書 2022年度版 (大分県の教員採用試
験「参考書」シリーズ:1) (教員採用試験「参考書」シリーズ)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/O34sh
/2022/2020 100029231

大分県の小学校教諭 : 参考書 2022年度版 (大分県の教員採用
試験「参考書」シリーズ:3) (教員採用試験「参考書」シリーズ)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/O52ei
/2022/2020 100029224

沖縄県の英語科参考書 2022年度版 (教員採用試験参考書シリー
ズ:6)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/SA15e
i/2022/2020 100029222

佐賀県の英語科 : 過去問 2022年度版 (佐賀県の教員採用試験
「過去問」シリーズ:5) (教員採用試験「過去問」シリーズ)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/SA15e
i/2022/2020 100029223

佐賀県の英語科 : 参考書 2022年度版 (佐賀県の教員採用試験
「参考書」シリーズ:6) (教員採用試験「参考書」シリーズ)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/SH33/
2022/2020 100029250 教員採用試験特別支援学校らくらくマスター 2022年度版

資格試験研
究会編

実務教育出
版

1階西側就
職・検定等

373.7/TO46/
2022/2020 100029240

小学校全科 : 専門教科 : 問題集/ 東京アカデミー編著 2022年度
(オープンセサミシリーズ. 教員採用試験対策問題集)

ティーエー
ネットワーク/
東京アカデ

1階西側就
職・検定等

373.7/TO46/
2022/2020 100029242

小学校全科 : 専門教科 : 参考書/ 東京アカデミー編著 2022年度
(オープンセサミシリーズ. 教員採用試験対策参考書)

ティーエー
ネットワーク/
東京アカデ

1階西側就
職・検定等

373.7/TO46/
2022/2020 100029244

小学校全科 : 専門教科 : セサミノート 2022年度 (オープンセサミシ
リーズ. 教員採用試験対策セサミノート)

東京アカデ
ミー編著

ティーエー
ネットワーク/
東京アカデ

1階西側就
職・検定等

373.7/TO46e
i/2022/2020 100029233

東京都の英語科 : 過去問 2022年度版 (東京都の教員採用試験
「過去問」シリーズ:5) (教員採用試験「過去問」シリーズ)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

377.21/KO49
/2019 000128153

国連が掲げ、世界193の国と地域が合意した「持続可能な開発目
標」 (東洋経済academic. SDGsに取り組む大学特集)

東洋経済新
報社 2階西側

377.21/P84/
2020 000128220

ポスト2030に向けた知と実践 (東洋経済academic. SDGsに取り組
む大学特集:vol. 2)

東洋経済新
報社 2階西側

378/KA45/2
015 100029218 〔実践〕特別支援教育とAT 第6集

金森克浩編
集代表

明治図書出
版 2階西側

378/N93/20
20 100029219

発達障害のある子どもと周囲との関係性を支援する : コミュニケー
ション支援のための6つのポイントと5つのフォーカス

野口晃菜, 陶
貴行編著

中央法規出
版 2階西側

385.9/SU73/
2020 000128193 「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内えみ著

ダイヤモンド
社 2階西側

393.3/TS91/
2020 000128242

ヒトラーの脱走兵 : 裏切りか抵抗か、ドイツ最後のタブー (中公新
書:2610) 對馬達雄著

中央公論新
社 2階西側

410/SU23/2
020 000128230

数学の世界 : 素数, 虚数, πなど, 数が織りなす不思議な世界 数
と数式編 (ニュートン別冊) (Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側大型

420/B97/20
20 000128212

ゼロからよくわかる力学の超入門書 (Newtonライト : 理系脳をきた
える!) (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

481.78/ME24
/2020 000128234 言葉を使う動物たち

エヴァ・メイ
ヤー著/安部
恵子訳 柏書房 2階東側

490.14/MI97
/2020 000128194

大切な人が死ぬとき : 私の後悔を緩和ケアナースに相談してみた
(BAMBOO ESSAY SELECTION) 水谷緑著 竹書房 1階東側漫画

491.371/N95
/2020 000128211

脳のしくみ : ゼロから脳のしくみがよくわかる! (Newtonライト : 理系
脳をきたえる!) (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

493.758/H36
/2020 000128197

ボクはやっと認知症のことがわかった : 自らも認知症になった専門
医が、日本人に伝えたい遺言

長谷川和夫,
猪熊律子著 KADOKAWA 2階東側

493.758/MI5
9/2020 000128196 今日のわたしは、だれ? : 認知症とともに生きる

ウェンディ・
ミッチェル著/
宇丹貴代実 筑摩書房 2階東側

493.764/U36
/2020 000128195 断薬記 : 私がうつ病の薬をやめた理由 (新潮新書:860) 上原善広著 新潮社 2階東側

493.9/SH66/
2015 100029220 肢体不自由児の医療・療育・教育 改訂3版

沖高司, 岡川
敏郎, 土橋圭
子編 金芳堂 2階東側

496.9/KO39/
2016 100029221 図解やさしくわかる言語聴覚障害

小嶋知幸編
著 ナツメ社 2階東側498/KO83/2

020-
2021/2020 000128226 国民衛生の動向 2019/2020年 (厚生の指標臨時増刊)

厚生統計協
会編

厚生統計協
会 1階西側参考

498/SA71/2
020 000128236 エンド・オブ・ライフ 佐々涼子著

集英社イン
ターナショナ
ル/集英社

2階東側

498.5/KA16/
2020 000128231

科学的に正しい食品の大百科 : 身近な食品、気になる食品の疑
問に答えます (ニュートン別冊) (Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側大型

723.53/H86/
2019 000128218 エドワード・ホッパー : 静寂と距離 青木保著 青土社 2階東側

760.4/O38/2
020 000128238 音楽の危機 : 「第九」が歌えなくなった日 (中公新書:2606) 岡田暁生著

中央公論新
社 2階東側

　【7--】　芸　術　（美術, 音楽）

　【8--】　言　語

　【4--】　自然科学　（数学, 理学, 医学 ）



830.79/TOEI
C/KO33/201
8 100029212 はじめて受けるTOEIC L&Rテスト全パート完全攻略 小石裕子著 アルク

1階西側就
職・検定等830.79/TOEI

C/KO51/202
0 100029203 公式TOEIC Listening & Readingプラクティス リーディング編

Educational
Testing
Service著

国際ビジネ
スコミュニ
ケーション協

1階西側就
職・検定等830.79/TOEI

C/KO51/202
0 100029205 公式TOEIC Listening & Reading プラクティス リスニング編

Educational
Testing
Service著

国際ビジネ
スコミュニ
ケーション協

1階西側就
職・検定等830.79/TOEI

C/KO51/202
0 100029214 公式TOEIC Listening & Reading問題集 6

Educational
Testing
Service著

国際ビジネ
スコミュニ
ケーション協

1階西側就
職・検定等

830.79/TOEI
C/N37/2019 100029210 TOEICテスト新形式精選模試リスニング 2

加藤優, 野村
知也, 小林美
和, Bradley

ジャパンタイ
ムズ

1階西側就
職・検定等830.79/TOEI

C/TE93/201
9 100029207 TOEIC L&R TEST出る単特急金のセンテンス TEX加藤著

朝日新聞出
版

1階西側就
職・検定等

911.12/U45/
2020 000128240 万葉集講義 : 最古の歌集の素顔 (中公新書:2608) 上野誠著

中央公論新
社 2階東側

913.6/G72/2
020 000128320

炭治郎と禰豆子、運命のはじまり編 (集英社みらい文庫:こ-13-1.
鬼滅の刃 : ノベライズ)

吾峠呼世晴
原作・絵/松
田朱夏著 集英社 2階東側

913.6/MA16
/2020 000128199 52ヘルツのクジラたち

町田そのこ
著

中央公論新
社 2階東側

916.02/TA59
/2020 000128241 現代日本を読む : ノンフィクションの名作・問題作 (中公新書:2609) 武田徹著

中央公論新
社 2階東側

F/H14/2020 000128198 ソルハ (集英社文庫:[は32-12]) 帚木蓬生著 集英社 2階西側文庫

PIC/479.35/
N97/2020 000128155 うきくさ (かがくのとも:619号) 野坂勇作さく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/913.8/T
A26/2020 000128210 つかまえた

田島征三
[作] 偕成社 2階東側絵本

BV/3625/.J8
7/2020 010010114

"Brückenbauen" gegen Apartheid? : Auslandspfarrer in Südafrika
und Namibia (Hamburger Beiträge zur Sozial- und
Zeitgeschichte:Band 59)

Sebastian
Justke

Wallstein
Verlag 3階

P/106/.C278
13/1998 010010113 Language wars and linguistic politics : pbk

Louis-Jean
Calvet/transl
ated by

Oxford
University
Press 3階

　【9--】　文　学　

　文庫本 （小説）

　絵　本

　洋　書


