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007.6/SA32/
2019 100029363

五感を探るオノマトペ : 「ふわふわ」と「もふもふ」の違いは数値化
できる (共立スマートセレクション:29. Kyoritsu smart selection)

坂本真樹著/
鈴木宏昭
コーディネー 共立出版 2階西側

289.1/I75/19
99 100029345 石井十次の研究 (同志社大学人文科学研究所研究叢書:32)

室田保夫, 田
中真人編著/
同志社大学

同朋舎/角川
書店(発売) 2階西側

289.1/I75/20
09 100029360

石井十次と岡山孤児院 : 近代日本と慈善事業 (MINERVA社会福
祉叢書:26) 細井勇著

ミネルヴァ書
房

1階西側指
定・推薦

291.96/Y53/
2020 100029371 綾町地名の謎解き 柳田康博著 鉱脈社 2階西側

318.036/SH2
4/2020/2020 000128376 全国市町村要覧 令和2年版

自治省行政
局振興課編
集

第一法規出
版 1階西側参考

318.464/C31
/2020 000128374

独立警察監視機関と公職選挙法 : 福崎町長選挙介入・不当捜査
事件に学んで

茶畑保夫編
著 茶畑保夫 2階西側

324.86/N77/
2020 100029372 土地家屋調査士白書 2020

日本土地家
屋調査士会
連合会編

日本加除出
版

2階西側大型
（参考）

336.9/KO78/
基本/2020 000128409

コンピュータ会計基本問題集 : 弥生会計20プロフェッショナル 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

336.9/Z3/3/
2020 000128411

全経 : コンピュータ会計能力検定試験 : 最新過去問題集 : 3級 令
和2年度版 : 第32回-第39回 (全経過去問題シリーズ)

全国経理教
育協会編著

全国経理教
育協会/ネッ
トスクール

1階西側指
定・推薦

336.9/Z3/初
級/2020 000128410

全経 : コンピュータ会計能力検定試験 : 最新過去問題集 : 初級
令和2年度版 : 第32回-第39回 (全経過去問題シリーズ)

全国経理教
育協会編著

全国経理教
育協会/ネッ
トスクール

1階西側指
定・推薦

344.1/KO41/
2020 100029370 会計検査事例100選 令和2年版

公会計研究
協会編

公会計研究
協会 2階西側

345.04/Z2/1
5/2019 100029369 税に関する論文入選論文集 第15回 2019年

納税協会連
合会 2階西側

361.3/N29/2
001 100029361 いじめの社会理論 : その生態学的秩序の生成と解体 内藤朝雄著 柏書房 2階西側

367.99/U75/
2020 100029368

国際セクシュアリティ教育ガイダンス : 科学的根拠に基づいたアプ
ローチ 改訂版

ユネスコ編/
浅井春夫
[ほか] 訳 明石書店 2階西側

371/H36/20
08 100029367 教育方法学 長谷川榮著 協同出版 2階西側

371.3/Ｉ
83/1949 100029366 地域社會學校 (教育学全書:4) 石山脩平著 金子書房 1階東側貴重

372.389/I89/
2014 100029348

フィンランドの小学校英語教育 : 日本での小学校英語教科化後の
姿を見据えて 伊東治己著 研究社 2階西側

373.7/KA19e
i/2022/2020 100029344

鹿児島県の英語科 : 過去問 2022年度版 (鹿児島県の教員採用
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

375.2/I64/20
20 000128407

子どもの貧困とチームアプローチ : "見えない""見えにくい"を乗り
越えるために

入江優子, 加
瀬進編著

書肆クラルテ
/朱鷺書房
(発売) 2階西側

376.1/Z3/20
20/2020 000128395 保育白書 2020年版

全国保育団
体合同研究
集会実行委 草土文化 1階西側参考

376.156/I97/
2019 100029365

遊びの中で試行錯誤する子どもと保育者 : 子どもの「考える力」を
育む保育実践

東京学芸大
学附属幼稚
園小金井園 明石書店 2階西側

378/H84/20
16 100029362

自閉症スペクトラムの子のソーシャルスキルを育てる本 幼児・小
学生編 (健康ライブラリー:スペシャル)

本田秀夫, 日
戸由刈監修 講談社 2階西側

378/MI73/20
20 100029356 マンガでわかる境界知能とグレーゾーンの子どもたち

宮口幸治著/
宮口円シナリ
オ制作/佐々 扶桑社 1階東側漫画

378.8/KO75/
2017 100029347

自立活動に取り入れたい!発達に障害のある子どものためのとけ
あい動作法 (特別支援教育サポートBOOKS) 今野義孝著

明治図書出
版 2階西側

379.04/N71/
2020 100029351 「学習の自由」と社会教育 (日本の社会教育:第64集)

日本社会教
育学会編

東洋館出版
社 2階西側

379.9/I72/20
18/A 100029359 子どもの自己肯定感を高める10の魔法のことば 石田勝紀著 集英社 2階西側

379.9/SH39/
2020 100029346

自分でできる子に育つほめ方叱り方 : モンテッソーリ教育・レッ
ジョ・エミリア教育を知り尽くしたオックスフォード児童発達学博士
が語る

島村華子
[著]

ディスカ
ヴァー・トゥエ
ンティワン 2階西側

385.3/TA84/
2020 000128400 成人式とは何か (岩波ブックレット:No.1035) 田中治彦著 岩波書店 2階西側

390.36/A81/
2020/2020 100029354 防衛ハンドブック 2020年版

朝雲新聞社
編著 朝雲新聞社 1階西側参考

392.1/N71/2
020/2020 100029352 日本の防衛 令和2年版 防衛庁編 防衛庁 1階西側参考

    新 着 情 報 2020年11月18日

　【0--】　総　記

　【２--】　歴　史

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



395/A81/20
20-
2021/2020

100029353 自衛隊装備年鑑 2020-2021
朝雲新聞社
編集局編著 朝雲新聞社 1階西側参考

410.79/SU23
/2020 000128394

数学パズル : 図形のセンスが自然と身につく! 図形編 (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階東側

440/U25/20
20 000128393

宇宙論:宇宙の138億年と未来がよくわかる (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階東側

493.7/SE19/
2020 000128392

精神の病気 : 精神科医が語る, こころの病気のきほん (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階東側

493.72/A44/
2014 100029349 DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル

American
Psychiatric
Association 医学書院 2階東側参考

493.73/Y24/
2020 000128401 見えない脳損傷MTBI (岩波ブックレット:No.1036)

山口研一郎
著 岩波書店 2階東側

498.1/KO83/
2020/2020 000128396

令和時代の社会保障と働き方を考える (厚生労働白書:令和2年
版)

厚生労働省
編

日経印刷/全
国官報販売
協同組合 1階西側参考

599/F66/202
0 100029357

モンテッソーリ教育で自信とやる気を伸ばす! : 3～6歳までの実践
版 藤崎達宏著 三笠書房 2階東側

601/Y73/20
20 100029350

地域分析と行動計画の枠組み (日本福祉大学COEプログラム地
域社会開発叢書. 地域社会と開発:第2巻)

余語トシヒロ,
重冨真一共
著 古今書院 2階東側

813.7/G34/2
021/2021 000128381 現代用語の基礎知識 2021

自由国民社
編 自由国民社 1階西側参考

814/F64/201
7 100029355

「声の魔法」を使ってみよう (毎日の生活が楽しくなる「声の魔法」.
1) くもん出版 2階東側

814/H25/20
14 100029364 日本語のオノマトペ : 音象徴と構造 浜野祥子著 くろしお出版 2階東側

814/KU14/2
017 100029358

オノマトペの謎 : ピカチュウからモフモフまで (岩波科学ライブラ
リー:261) 窪薗晴夫編 岩波書店 2階東側

929.37/N69/
2020 000128406

幼い頃に戻る切符をください (アジアの現代文芸:Vietnam (ベトナ
ム):5)

グエン・
ニャット・アイ
ン著/伊藤宏

大同生命国
際文化基金 2階東側

PIC/379.9/A
62/2018 000128398 じゃぶじゃぶじゃぐちくん (講談社の幼児えほん) 新井洋行作 講談社 2階東側絵本

PIC/457.87/
SH95/2019 000128387 きょうりゅう : 英語つき (小学館の図鑑NEO. まどあけずかん)

オガワユミエ,
高橋進絵 小学館 2階東側絵本

PIC/486/SH
95/2019 000128386 むし : 英語つき (小学館の図鑑NEO. まどあけずかん)

じゅえき太郎,
北村直子, い
しもりよしひ 小学館 2階東側絵本

PIC/497.9/A
62/2016 000128399 だーれのは? (講談社の幼児えほん) 新井洋行作 講談社 2階東側絵本

PIC/498.6/W
74/2020 000128390 どうしてしんがたコロナになるの? (やさしくわかるびょうきのえほん)

せべまさゆき
絵/WILLこど
も知育研究 金の星社 2階東側絵本

PIC/536/SH
95/2017 000128388 のりもの : 英語つき (小学館の図鑑NEO. まどあけずかん)

結城嘉徳, 松
岡正記イラス
ト 小学館 2階東側絵本

PIC/807.9/S
H29/2019 000128389 たべものやさんしりとりたいかいかいさいします (コドモエのえほん)

シゲタサヤカ
著 白泉社 2階東側絵本PIC/913.8/N

44/2019/大
型 000128385 どんぐりむらのぱんやさん : 大型絵本

なかやみわ
さく 学研プラス

2階東側大型
（絵本･紙芝
居）

PIC/913.8/N
44do/2011 000128382 どんぐりむらのぱんやさん

なかやみわ
さく

学研教育出
版/学研マー
ケティング

2階東側絵本

PIC/913.8/N
44do/2013 000128383 どんぐりむらのどんぐりえん

なかやみわ
さく

学研教育出
版/学研マー
ケティング

2階東側絵本

PIC/913.8/N
44do/2016 000128397 どんぐりむらのだいくさん

なかやみわ
さく 学研プラス 2階東側絵本

PIC/913.8/N
44do/2018 000128384 どんぐりむらのいちねんかん

なかやみわ
さく 学研プラス 2階東側絵本

PIC/PZ/7/.
G586/2020 010010124 The goldfish got away (英語でたのしむ福音館の絵本)

by Gomi
Taro/english
text by

福音館書店
2階西側洋絵
本

HD/5856/.G
3/G64/2020 010010126

"Wir sind alle Fremdarbeiter!" : Gewerkschaften, migrantische Kä
mpfe und soziale Bewegungen in Westdeutschland : 1960 - 1970
(Studien zur historischen Migrationsforschung:Band 36)

Simon Goeke
Brill
Deutschland 3階

HN/18.3/W5
5/2007/c.1 010010125 50 facts that should change the world : 2.0 Rev. and updated ed

Jessica
Williams

Disinformatio
n

1階西側指
定・推薦

P/53.45/.I58
/2008 010010127 Intercultural language use and language learning : pbk

edited by
Eva Alcón
Soler and Springer 3階

　【6--】　産　業

　【8--】　言　語

　【9--】　文　学　

　洋　書

　【4--】　自然科学　（ 数学, 理学, 医学 ）

　【5--】　技　術　（家政学）


