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

002.7/MI86/
2020 000128371 実践 自分で調べる技術 (岩波新書:新赤版 1853)

宮内泰介, 上
田昌文著

岩波書店 2階西側

007.3/I89/20
20 000128364

デジタル化する新興国 : 先進国を超えるか、監視社会の到来か
(中公新書:2612)

伊藤亜聖著 中央公論新
社

2階西側

130.2/Y49/2
015 100029327 史上最強の哲学入門 (河出文庫)

飲茶著 河出書房新
社

2階西側

130.2/Y49/2
016 100029328 史上最強の哲学入門 : 東洋の哲人たち (河出文庫:や33-2)

飲茶著 河出書房新
社

2階西側

210.6/B19/2
012 100029329 日本近代史 (ちくま新書:948)

坂野潤治著 筑摩書房 2階西側

222.042/Y79
/1/2001 100029337 史記 1 (小学館文庫)

横山光輝著 小学館 1階東側漫画

222.042/Y79
/10/2001 000128310 史記 10 (小学館文庫)

横山光輝著 小学館 1階東側漫画

222.042/Y79
/11/2001 000128311 史記 11 (小学館文庫)

横山光輝著 小学館 1階東側漫画

222.042/Y79
/2/2001 100029338 史記 2 (小学館文庫)

横山光輝著 小学館 1階東側漫画

222.042/Y79
/3/2001 100029339 史記 3 (小学館文庫)

横山光輝著 小学館 1階東側漫画

222.042/Y79
/4/2001 100029340 史記 4 (小学館文庫)

横山光輝著 小学館 1階東側漫画

222.042/Y79
/5/2001 100029343 史記 5 (小学館文庫)

横山光輝著 小学館 1階東側漫画

222.042/Y79
/6/2001 100029341 史記 6 (小学館文庫)

横山光輝著 小学館 1階東側漫画

222.042/Y79
/7/2001 000128308 史記 7 (小学館文庫)

横山光輝著 小学館 1階東側漫画

222.042/Y79
/8/2001 000128309 史記 8 (小学館文庫)

横山光輝著 小学館 1階東側漫画

222.042/Y79
/9/2001 100029342 史記 9 (小学館文庫)

横山光輝著 小学館 1階東側漫画

222.05/H92k
a/1/2018 000128378 海帝 01 (Big comics special)

星野之宣著 小学館 1階東側漫画

222.05/H92k
a/2/2019 000128379 海帝 02 (Big comics special)

星野之宣著 小学館 1階東側漫画

222.05/H92k
a/6/2020 000128380 海帝 06 (Big comics special)

星野之宣著 小学館 1階東側漫画

227.3/KO12/
2020 000128365

古代メソポタミア全史 : シュメル、バビロニアからサーサーン朝ペ
ルシアまで (中公新書:2613)

小林登志子
著

中央公論新
社

2階西側

234.075/KA9
3/2020 000128367 物語東ドイツの歴史 : 分断国家の挑戦と挫折 (中公新書:2615)

河合信晴著 中央公論新
社

2階西側

312.53/O47/
2020 000128363 アメリカの政党政治 : 建国から250年の軌跡 (中公新書:2611)

岡山裕著 中央公論新
社

2階西側

314.89/KU11
/2020 000128368 アメリカ大統領選 (岩波新書:新赤版 1850)

久保文明, 金
成隆一著

岩波書店 2階西側

361.5/U14/2
020 100029330 これからの幸福について : 文化的幸福観のすすめ

内田由紀子
著

新曜社 2階西側

365/MU43/2
020 000128355 買い物難民対策で田舎を残す (岩波ブックレット:No. 1033)

村上稔著 岩波書店 2階西側

373.7/J49/2
022/2020 100029320

特別支援学校新学習指導要領パスライン [2022年度] (教員採用
試験Pass Line突破シリーズ:7)

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/A 100029321

特別支援学校新学習指導要領パスライン [2022年度] (教員採用
試験Pass Line突破シリーズ:7)

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/TO46/
2022/2020 100029322

小学校全科ランナー [2022年度版] (教員採用試験. システムノー
ト)

東京教友会
編著

一ツ橋書店 1階西側就
職・検定等

　【0--】　総　記

    新 着 情 報 2020年11月11日

　【1--】　哲　学

　【２--】　歴　史

　【３--】　社会科学　（政治, 社会, 教育）



373.7/TO46/
2022/2020 100029324

教職教養ランナー : 平成29年3月告示新学習指導要領対応版
2022年度版 (教員採用試験シリーズシステムノート)

東京教友会
編著

一ツ橋書店 1階西側就
職・検定等

373.7/TO46/
2022/2020/
A

100029323
小学校全科ランナー [2022年度版] (教員採用試験. システムノー
ト)

東京教友会
編著

一ツ橋書店 1階西側就
職・検定等

373.7/TO46/
2022/2020/
A

100029325
教職教養ランナー : 平成29年3月告示新学習指導要領対応版
2022年度版 (教員採用試験シリーズシステムノート)

東京教友会
編著

一ツ橋書店 1階西側就
職・検定等

376.14/Y73/
2020 000128354 保育所・幼稚園危機管理マニュアル

幼保施設リ
スク管理研
究会編

新日本法規
出版

2階西側大型

376.2/KO49/
2016/A 100029326 小中一貫 事例編 (国研ライブラリー)

国立教育政
策研究所編

東洋館出版
社

1階西側指
定・推薦

378/KO26/2
020 100029335

学校現場にいかす特別支援教育ワークブック : 多様な子どもたち
への理解を深める

向後礼子, 山
本智子編著

ミネルヴァ書
房

2階西側

378/O81/20
12 100029333

イラスト版発達障害児の楽しくできる感覚統合 : 感覚とからだの発
達をうながす生活の工夫とあそび

太田篤志著 合同出版 2階西側

378/TA67/2
014 000128358 発達障害を乗りこえる (幻冬舎ルネッサンス新書:092)

竹内吉和著 幻冬舎ル
ネッサンス

2階西側

378/TA67/2
017 000128359 発達障害が、少年犯罪の原因ではなかった。

竹内吉和著 ザメディア
ジョン

2階西側

378/TA84/2
015 100029336 発達障害の子どもの心と行動がわかる本 : イラスト図解 第2版

田中康雄監
修

西東社 2階西側

378.3/MI88/
2018 100029331

自立活動へのはじめの一歩 (障害者のための絵でわかる動作
法:2)

宮﨑昭 [ほ
か] 著

福村出版 2階西側

378.8/H84/2
018 100029334

「何度言ったらわかるの?」を「できた!」に変える上手な伝え方 : グ
ズグズ・ソワソワ・イライラを解消するちょっとした工夫 : 発達障害
の子の遂行機能 (学研のヒューマンケアブックス)

本多和子著 学研教育み
らい/学研プ
ラス (発売)

2階西側

431.11/KA59
/2020 000128362

完全図解元素と周期表 : ヨコ読みしたり、タテ読みしたり・・・・・・、
周期表をもっと楽しむ! 改訂第2版 (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

491.3/J52/2
020 000128361

人体の取扱説明書 : 体の正しい使い方と、健康に生きる方法
(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

493.937/A85
/2017 100029332

重症心身障害児のトータルケア : 新しい発達支援の方向性を求め
て 改訂第2版

浅倉次男監
修

へるす出版 2階東側

498.6/O38/2
020 000128356 最新知見で新型コロナとたたかう (岩波ブックレット:No. 1034)

岡田晴恵著 岩波書店 2階東側

723.37/R12/
2020 000128366 ラファエロ : ルネサンスの天才芸術家 : カラー版 (中公新書:2614)

深田麻里亜
著

中央公論新
社

2階東側

910.268/MI5
3/2020 000128370 三島由紀夫 : 悲劇への欲動 (岩波新書:新赤版 1852)

佐藤秀明著 岩波書店 2階東側

PIC/486.7/K
O39/2020 000128222 こぎつねとみつばち (こどものとも年中向き:415号)

こじまさとみ
さく

福音館書店 2階東側絵本

PIC/596/MO
45/2020 000128224 はんぶんこ (こどものとも0.1.2.:307号)

杜今日子さく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/913.8/K
A16/2010/
大型

000128372

だるまさんが (かがくいひろしの大型絵本:1)

かがくいひろ
しさく

ブロンズ新
社

2階東側大型
（絵本･紙芝
居）PIC/913.8/K

A16/2010/
大型/A

000128373

だるまさんが (かがくいひろしの大型絵本:1)

かがくいひろ
しさく

ブロンズ新
社

2階東側大型
（絵本･紙芝
居）PIC/913.8/K

U76/2020 000128223 ぎんいろぴかぴか (こどものとも:775号)

黒崎美穂文/
松成真理子
絵

福音館書店 2階東側絵本

PIC/913.8/S
A75/2020 000128221 わたしてじなし (こどものとも年少版:523号)

佐々木マキ
[作]

福音館書店 2階東側絵本

HC/240/.L4
5/2017 010010121

The OECD and the international political economy since 1948 :
pbk

Matthieu
Leimgruber,
Matthias

Palgrave
Macmillan

3階

HC/241/.S3
47/2017 010010119

The hegemony of growth : the OECD and the making of the
economic growth paradigm : Paperback

Matthias
Schmelzer

Cambridge
University
Press

3階

JV/8722/.L5
8/2020 010010118

Immigrant Japan : mobility and belonging in an ethno-nationalist
society

Gracia Liu-
Farrer

Cornell
University
Press

3階

JZ/5584/.G3
/M55/2019 010010120

Greening democracy : the anti-nuclear movement and political
environmentalism in West Germany and beyond, 1968-1983 : pbk
(New studies in European history)

Stephen
Milder

Cambridge
University
Press

3階

LC/379/.M7
5/2015 010010123

Teaching happiness and well-being in schools : learning to ride
elephants 2nd ed. pbk.

Ian Morris Bloomsbury 3階

PE/1417/.S3
86/2018 010010122 The language of composition : reading, writing, rhetoric 3rd ed.

Renée H.
Shea,
Lawrence

Bedford,
Freeman &
Worth

3階参考

　【9--】　文　学　

　絵　本

　洋　書

　【4--】　自然科学　（ 理学, 医学 ）

　【7--】　芸　術　（美術）


