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

141.8/SO73/
2015 000128347 レジリエンス : 人生の危機を乗り越えるための科学と10の処方箋

スティーブ
ン・M・サウス
ウィック, デニ

岩崎学術出
版社 2階西側

166/KA38/2
020 000128316 道教思想10講 (岩波新書:新赤版 1848) 神塚淑子著 岩波書店 2階西側

210.3/N71/2
020 000128245 日本書紀 : 編纂一三〇〇年 (別冊太陽. 日本のこころ:284)

遠山美都男
監修 平凡社 2階西側大型

234.075/R11
/2020 000128315 ドイツ統一 (岩波新書:新赤版 1847)

アンドレア
ス・レダー
[著]/板橋拓

岩波書店 2階西側

369/KO48/2
020-
2021/2020 000128312

国民の福祉と介護の動向 2020/2021 (厚生の指標臨時増刊:第59
巻第10号, 第60巻第10号, 第61巻第10号, 第62巻10号, 第63巻10
号, 第64巻10号, 第65巻第10号, 第66巻第10号,第67巻第10号)

厚生労働統
計協会編

厚生労働統
計協会 1階西側参考

369.4/TA72/
2016 000128350 子どもの心をはぐくむ生活 : 児童心理治療施設の総合環境療法

滝川一廣
[ほか] 編

東京大学出
版会 2階西側

371.42/KA58
/2016 100029252 ネットいじめの構造と対処・予防

加納寛子編
著 金子書房 2階西側

371.42/O59/
2013 100029253 オルヴェウス・いじめ防止プログラム : 学校と教師の道しるべ

ダン・オル
ヴェウス [ほ
か] 著/オル

現代人文社/
大学図書
(発売)

2階西側
373.7/F82ei/
2022/2020 100029319

福岡県・福岡市・北九州市の英語科 : 参考書 2022年度版 (福岡
県・福岡市・北九州市の教員採用試験「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/F82ky
/2022/2020 100029317

福岡県・福岡市・北九州市の教職教養 : 参考書 2022年度版 (福
岡県・福岡市・北九州市の教員採用試験「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/F82sh
/2022/2020 100029318

福岡県・福岡市・北九州市の小学校教諭 : 参考書 2022年度版
(福岡県・福岡市・北九州市の教員採用試験「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/KA19e
i/2022/2020 100029309

鹿児島県の英語科 : 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: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/KA19k
y/2022/2020 100029308

鹿児島県の教職教養 : 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: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/MI88ei
/2022/2020 100029299

宮崎県の英語科 : 参考書 2022年度版 (宮崎県の教員採用試験
「参考書」シリーズ:5) (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/MI88k
y/2022/2020 100029284

宮崎県の教職教養 : 過去問 2022度版 (宮崎県の教員採用試験
「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/MI88k
y/2022/2020 100029289

宮崎県の教職教養 : 参考書 2022年度版 (宮崎県の教員採用試
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/MI88s
h/2022/202
0

100029294

宮崎県の小学校教諭 : 参考書 2022年度版 (宮崎県の教員採用
試験「参考書」シリーズ:2) (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/O34ei
/2022/2020 100029311

大分県の英語科 : 過去問 2022年度版 (大分県の教員採用試験
「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/O34sh
/2022/2020 100029310

大分県の小学校教諭 : 過去問 2022年度版 (大分県の教員採用
試験「過去問」シリーズ:2) (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/O52ei
/2022/2020 100029305

沖縄県の英語科過去問 2022年度版 (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/SA15k
y/2022/2020 100029301

佐賀県の教職教養 :  参考書 2022年度版 (佐賀県の教員採用試
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/SA15s
h/2022/202
0

100029302

佐賀県の小学校教諭 : 参考書 2022年度版 (佐賀県の教員採用
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/TO46/
2022/2020 100029276 一般教養ランナー [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/TO46e
i/2022/2020 100029316

東京都の英語科 : 参考書 2022年度版 (東京都の教員採用試験
「参考書」シリーズ:5) (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/TO46k
y/2022/2020

100029312 東京都の教職教養  :  過去問 2022年度版 (東京都教員試験「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/TO46k
y/2022/2020

100029314 東京都の教職教養  :  参考書 2022年度版 (東京都教員試験「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/TO46s
h/2022/202
0

100029313 東京都の小学校教諭 : 過去問 2022年度版 (東京都の教員採用
試験「過去問」シリーズ:2) (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/TO46s
h/2022/202
0

100029315 東京都の小学校教諭 : 参考書 2022年度版 (東京都の教員採用
試験「参考書」シリーズ:2) (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

375.1/W46/2
015 100029254

中学生・高校生のためのソーシャルスキル・トレーニング : スマホ
時代に必要な人間関係の技術

渡辺弥生, 原
田恵理子編
著

明治図書出
版 2階西側

    新 着 情 報 2020年11月 4日

　【1--】　哲　学　（心理学, 宗教）

　【２--】　歴　史

　【３--】　社会科学　（社会, 教育）



378/A72/20
15 100029278

発達障害の子の「イライラ」コントロール術 (健康ライブラリー:スペ
シャル)

有光興記監
修 講談社 2階西側

378/F74/20
18 100029280

気になる子へのピアノレッスン : できた!を明日の自信へ : 事例で
わかるグレーゾーン・障がい児指導 福田りえ著 音楽之友社 2階西側

378.2/L23/2
019 100029281

難聴児の豊かな子育てガイドブック : 聴くことで世界が広がる!/北
野庸子, 井上ひとみ, シュタイガー知茶子, 星野友美子, 矢崎牧編
訳

スーザン・レ
イン, ロリ・ベ
ル, テリー・

ココ出版 2階西側
378.3/MO63
/2014 100029282

からだの動きを学習しよう : 肢体不自由児への今日から使える自
立活動の手立て

森崎博志, 小
柳津和博, 船
橋篤彦著

三恵社 2階西側

410.79/SU23
/2020 000128353

数学パズル : 楽しみながら計算に強くなれる! 計算編 (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 000128352

宇宙:宇宙のすべてがよくわかる! (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

493.125/Y61
/2020 000128351

やせる科学:この1冊で,健康な体が手に入る! (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

493.74/KA21
/2019 000128348

レジリエンスを育む : ポリヴェーガル理論による発達性トラウマの
治癒

キャシー・L・
ケイン, ステ
ファン・J・テ

岩崎学術出
版社 2階東側

493.937/TA7
2/2017 000128344 子どものための精神医学 滝川一廣著 医学書院 2階東側

686.21/N71/
2020 000128345 日本鉄道風景地図鑑 (別冊太陽)

中井精也写
真/越信行写
真/地理情報

平凡社 2階東側大型

689.5/TO46/
2007 100029255 東京ディズニーシー物語 東京図鑑編 講談社 2階東側

718.021/MI8
4/2020 000128329

ニッポン脱力神さま図鑑 : 仁王、道祖神、狛犬などが大集合! : 空
前絶後の神仏PHOTO BOOK 宮田珠己著 廣済堂出版 2階東側

830.79/TOEI
C/N37/2/20
19/A

100029283 TOEICテスト新形式精選模試リーディング 2

加藤優, 野村
知也, Paul
McConnell著

ジャパンタイ
ムズ

1階西側就
職・検定等

910.268/A76
/2020 000128317 有島武郎 : 地人論の最果てへ (岩波新書:新赤版 1849) 荒木優太著 岩波書店 2階東側

913.6/A57/2
020 000128326 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳碧人著 双葉社 2階東側

913.6/A83/2
020 000128330 類

朝井まかて
著 集英社 2階東側

913.6/G72ki
/［2］/2020 000128342

きょうだいの絆と鬼殺隊編 (集英社みらい文庫:こ-13-2. 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

932.5/G82/2
020 000128314 暴君 : シェイクスピアの政治学 (岩波新書:新赤版 1846)

スティーブ
ン・グリーン
ブラット [著]/

岩波書店 2階東側

F/C58/1/20
03 000128340

スタイルズ荘の怪事件 (ハヤカワ文庫. クリスティー文庫:1/クリス
ティー ブンコ:1)

アガサ・クリ
スティー著/
矢沢聖子訳

早川書房 2階西側文庫

F/C58/15/2
020 000128331 ナイルに死す 新訳版 (ハヤカワ文庫:8569. クリスティー文庫:15)

アガサ・クリ
スティー著/
黒原敏行訳

早川書房 2階西側文庫

F/C58/18/2
004 000128336 杉の柩 (ハヤカワ文庫:5399. クリスティー文庫:18)

アガサ・クリ
スティー著/
恩地三保子

早川書房 2階西側文庫

F/C58/24/2
003 000128339

マギンティ夫人は死んだ (ハヤカワ文庫:5298. クリスティー文
庫:24)

アガサ・クリ
スティー著/
田村隆一訳

早川書房 2階西側文庫

F/C58/3/20
03 000128349 アクロイド殺し (ハヤカワ文庫:5293. クリスティー文庫:3)

アガサ・クリ
スティー著/
羽田詩津子

早川書房 2階西側文庫

F/C58/4/20
04 000128338 ビッグ4 (ハヤカワ文庫:5360. クリスティー文庫:4)

アガサ・クリ
スティー著/
中村妙子訳

早川書房 2階西側文庫

F/C58/42/2
004 000128335 鏡は横にひび割れて (ハヤカワ文庫:5443. クリスティー文庫:42)

アガサ・クリ
スティー著/
橋本福夫訳

早川書房 2階西側文庫

F/C58/48/2
004 000128337 NかMか (ハヤカワ文庫:5381. クリスティー文庫:48)

アガサ・クリ
スティー著/
深町真理子

早川書房 2階西側文庫

F/C58/49/2
004 000128334 親指のうずき (ハヤカワ文庫:5481. クリスティー文庫:49)

アガサ・クリ
スティー著/
深町眞理子

早川書房 2階西側文庫

F/C58/53/2
004 000128333 謎のクィン氏 (ハヤカワ文庫:5521. クリスティー文庫:53)

アガサ・クリ
スティー著/
嵯峨静江訳

早川書房 2階西側文庫

F/C58/80/2
010 000128332 そして誰もいなくなった (ハヤカワ文庫:6789. クリスティー文庫:80)

アガサ・クリ
スティー著/
青木久惠訳

早川書房 2階西側文庫

F/C58/81/2
004 000128357 春にして君を離れ (ハヤカワ文庫:5383. クリスティー文庫:81)

アガサ・クリ
スティー著/
中村妙子訳

早川書房 2階西側文庫

　【7--】　芸　術　（美術）

　【8--】　言　語

　【9--】　文　学　

　文庫本 （小説）

　【4--】　自然科学　（数学, 理学, 医学 ）

　【6--】　産　業　（運輸）



F/C58/87/2
004 000128343 ねじれた家 (ハヤカワ文庫:5423. クリスティー文庫:87)

アガサ・クリ
スティー著/
田村隆一訳

早川書房 2階西側文庫

PIC/386.56/
O69/2010 100029279 ポインセチアはまほうの花 : メキシコのクリスマスのおはなし

ジョアンヌ・
オッペンハイ
ム文/ファビ

光村教育図
書 2階東側絵本

PIC/686.6/M
I43/2020 000128318 かもつれっしゃがゆく (かがくのとも:620号)

みねおみつ
さく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/724.7/K
O78/2020 000127924 あぱそこぱーん (こどものとも0.1.2.:306号)

こぺんななさ
く 福音館書店 2階東側絵本

PIC/913.8/F
92/2020 000127922 つきのかがやくよる (こどものとも年中向き:通巻414号) 古内ヨシさく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/913.8/I3
4/2020 000127921 じいじとぼく (こどものとも年少版:522号) 池谷陽子さく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/913.8/K
A48/2020 000127923 こめつぶぼうや (こどものとも:774号)

かなざわめ
ぐみさく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/929.1/P
36 /2020 000128313 ぼくは犬や

ペクヒナ作/
長谷川義史
訳

ブロンズ新
社 2階東側絵本

PIC/949.3/D
56/2020 000128237 ぼくといっしょに

シャルロット・
デマトーン作
/野坂悦子訳

ブロンズ新
社 2階東側絵本

JZ/6369/.H8
95/2020 010010117

Humanitarianism and human rights : a world of differences hbk.
(Human rights in history)

edited by
Michael N.
Barnett

Cambridge
University
Press

3階PS/3556/.O
7418/O54/2
011 010010115 One second after 1st Mass Market ed.

William R.
Forstchen

Forge,
2009/A Tor
Book, 2011

3階

Z/253/.U69/
2017 010010116 The Chicago manual of style 17th ed : hbk

University of
Chicago
Press

3階

　絵　本

　洋　書


