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

007.13/Z3/2
020 000128462

ゼロからわかる人工知能 : 新しい働き方をむかえた人間がAIとつ
くる社会とは? 増補第2版 仕事編 (ニュートン別冊) (ニュートンムッ
ク) (Newtonムック)

ニュートンプ
レス 2階西側大型

070.253/W46
/2020 100029462

メディアが動かすアメリカ : 民主政治とジャーナリズム (ちくま新
書:1518) 渡辺将人著 筑摩書房 2階西側

159.7/TA73/
2020 100029413

2020年6月30日にまたここで会おう : 瀧本哲史伝説の東大講義
(星海社新書:160) 瀧本哲史著

星海社/講談
社 (発売) 2階西側

210.04/KA86
/2004 100029440 日本文化のかくれた形(かた) (岩波現代文庫:学術:128)

加藤周一
[ほか]著 岩波書店 2階西側

210.69/W42/
2018 100029442

大正=歴史の踊り場とは何か : 現代の起点を探る (講談社選書メ
チエ:674)

鷲田清一編
著/[佐々木
幹郎, 山室信

講談社 2階西側

210.75/KA24
/2013 100029418 昭和二十年夏、子供たちが見た戦争 (角川文庫:18005)

梯久美子
[著]

角川書店/角
川グループ
ホールディン

2階西側

210.75/KA24
/2019 100029416 昭和二十年夏、僕は兵士だった (角川文庫:16876)

梯久美子
[著]

角川書店/角
川グループ
パブリッシン

2階西側

210.75/KA24
/2019 100029417 昭和二十年夏、女たちの戦争 (角川文庫:17488)

梯久美子
[著]

角川書店/角
川グループ
パブリッシン

2階西側

210.75/KA95
/2018 100029415

陸軍中野学校と沖縄戦 : 知られざる少年兵「護郷隊」 (歴史文化
ライブラリー:466) 川満彰著 吉川弘文館 2階西側

210.76/MI96
/2020 100029420

戦争をいかに語り継ぐか : 「映像」と「証言」から考える戦後史
(NHKブックス:1263) 水島久光著 NHK出版 2階西側

222.05/H92k
a/3/2019 000128464 海帝 03 (Big comics special) 星野之宣著 小学館 1階東側漫画

222.05/H92k
a/5/2020 000128465 海帝 05 (Big comics special) 星野之宣著 小学館 1階東側漫画

281.04/H91/
[2]/2019 100029424 昭和の怪物七つの謎 続 (講談社現代新書:2484, 2518) 保阪正康著 講談社 2階西側

288.3/A12/2
019 100029431 安倍三代 (朝日文庫:[あ71-1]) 青木理著

朝日新聞出
版 2階西側

289.1/SA32/
2013 100029422 龍馬史 (文春文庫:[い-87-1]) 磯田道史著 文藝春秋 2階西側

304/W42/20
17 100029441 都市と野生の思考 (インターナショナル新書:013)

鷲田清一, 山
極寿一著

集英社イン
ターナショナ
ル/集英社

2階西側

304/Y92/20
12 100029438 知の逆転 (NHK出版新書:395)

ジャレド・ダイ
アモンド [ほ
か述]/吉成

NHK出版 2階西側

312.1/A26/2
018 100029428

安倍官邸vs.NHK : 森友事件をスクープした私が辞めた理由 (わ
け) 相澤冬樹著 文藝春秋 2階西側

312.1/MO12
/2020 100029427 伏魔殿 : 菅義偉と官邸の支配者たち

望月衣塑子
[ほか] 著 宝島社 2階西側

312.1/MO45
/2016 100029430 総理の影 : 菅義偉の正体 森功著 小学館 2階西側

312.1/MO45
/2019 100029429 官邸官僚 : 安倍一強を支えた側近政治の罪 森功著 文藝春秋 2階西側

312.8/N34/2
019 100029425 自民党 : 価値とリスクのマトリクス

中島岳志
[著]

スタンド・ブッ
クス 2階西側

312.8/SA83/
2020 100029460 竹中平蔵への退場勧告(レッドカード) 佐高信著 旬報社 2階西側

331.81/I89/2
017 100029435 9 (ナイン) プリンシプルズ : 加速する未来で勝ち残るために

伊藤穰一,
ジェフ・ハウ
著/山形浩生 早川書房 2階西側

336/SA85/2
020 100029434

ハーバードはなぜ日本の「基本」を大事にするのか (日経プレミア
シリーズ:425) 佐藤智恵著

日経BP日本
経済新聞出
版本部/日経

2階西側

361.65/U47/
2016 100029432

日本会議とは何か : 「憲法改正」に突き進むカルト集団 (合同ブッ
クレット:08) 上杉聰著 合同出版 2階西側

368.4/TA29/
2020 100029459 売春島 : 「最後の桃源郷」渡鹿野島ルポ 高木瑞穂著 彩図社 2階西側

369.3/KA81/
2012 100029444 人が死なない防災 (集英社新書:0633B) 片田敏孝著 集英社 2階西側

370.4/E63/2
020 100029437

教育現場は困ってる : 薄っぺらな大人をつくる実学志向 (平凡社
新書:943) 榎本博明著 平凡社 2階西側

371.42/SM5
/2016 100029423 学校におけるいじめ : 国際的に見たその特徴と取組への戦略

ピーター・K・
スミス著/葛
西真記子, 金 学事出版 2階西側

    新 着 情 報 2020年12月 2日

　【0--】　総　記

　【1--】　哲　学　

　【２--】　歴　史 (歴史, 伝記)

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



372.107/SU8
7/2017 100029436 教育改革の9割が間違い (ベスト新書:565) 諏訪哲二著

ベストセラー
ズ 2階西側

376.1/N83/2
019 100029409 新しい指針・要領からみる0歳児から主体性を育む保育のQ&A

西川正晃, 大
橋美智子編
著 みらい 2階西側

376.15/TS36
/2018 100029410 子どもの主体性を育む保育内容総論 (新時代の保育双書)

津金美智子,
新井美保子
編/安部孝

みらい 2階西側

377.2/KA67/
2020 100029439

大学はもう死んでいる? : トップユニバーシティーからの問題提起
(集英社新書:1006E)

苅谷剛彦, 吉
見俊哉著 集英社 2階西側

382.1/TA84/
2012 100029421

グローバリゼーションの中の江戸 (岩波ジュニア新書:717. 「知の
航海」シリーズ) 田中優子著 岩波書店 2階西側

392.1/TO17
/2020 100029414

帝国軍人 : 公文書、私文書、オーラルヒストリーからみる (角川新
書:[K-325])

戸高一成, 大
木毅 [著] KADOKAWA 2階西側

415.2/J48/2
020 000128461

次元のすべて : ホログラフィー理論がみせる次元の新しい世界 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

493.7/SE19/
2020 000128463

精神の病気 : 最新脳科学と行動心理学で発達障害のしくみがよく
わかる 発達障害編 (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

699.21/KA95
/2019 100029433 変容するNHK : 「忖度」とモラル崩壊の現場 川本裕司著

花伝社/共栄
書房 (発売) 2階東側

721.4/TS41/
2020 100029445 伊藤若冲 (ちくまプリマー新書:349. よみがえる天才:1) 辻惟雄著 筑摩書房 2階東側

726.1/MO65
hi/1/2012 000128466 日々蝶々 1-12 (マーガレットコミックス) 森下suu著 集英社 1階東側漫画

764.7/TA41/
2013 100029408 ポピュラー音楽の社会経済学 高増明編

ナカニシヤ
出版 2階東側

821.2/A95/2
009 100029447 漢字文化の源流 (京大人気講義シリーズ) 阿辻哲次著 丸善 2階東側

821.2/O15/2
020 100029446 漢字の構造 : 古代中国の社会と文化 (中公選書:108) 落合淳思著

中央公論新
社 2階東側

835/H77/20
07 100029461

キク英文法 : 聞いて覚えるコーパス英文法 (英語の超人になる!ア
ルク学参シリーズ)

一杉武史編
著 アルク 2階東側

913.6/A12/2
017 100029456 宗麟の海

安部龍太郎
著 NHK出版 2階東側

913.6/A93/2
004 100029449 尾形光琳 : 江戸の天才絵師

飛鳥井頼道
著 ウェッジ 2階東側

913.6/A99/2
017 100029453 画狂其一 梓沢要著 NHK出版 2階東側

913.6/H26/2
017 100029454 大獄 : 西郷青嵐賦 葉室麟著 文藝春秋 2階東側

913.6/KA84/
2017 100029450 島津の陣風(かぜ) : 義久の深謀、義弘の胆力 片山洋一著

朝日新聞出
版 2階東側

913.6/KA93/
2016 100029452 遊戯神通伊藤若冲 河治和香著 小学館 2階東側

913.6/MA38
/2018 100029426 官邸ポリス : 総理を支配する闇の集団 幕蓮著 講談社 2階東側

913.6/MU45
/2017 100029455 やまと錦 村木嵐著 光文社 2階東側

913.6/SA93/
2015 100029451 若冲 澤田瞳子著 文藝春秋 2階東側

913.6/TA73/
2017 100029443 明治乙女物語 滝沢志郎著 文藝春秋 2階東側

913.6/Y52/[
1]/2017 100029457 風神雷神 風の章 柳広司著 講談社 2階東側

913.6/Y52/[
2]/2017 100029458 風神雷神 雷の章 柳広司著 講談社 2階東側

914.6/I91/20
20 100029411 こころの相続 (SB新書:510) 五木寛之著

SBクリエイ
ティブ 2階東側

914.6/I91/20
20 100029412 他力 (幻冬舎新書:587, [い-5-7]) 五木寛之著 幻冬舎 2階東側

914.6/KA86/
2016 100029448 言葉の降る日 加藤典洋著 岩波書店 2階東側

EP/376.157/
KO57/2018 000128480 おいしく食べよう！ おばけのぱっくん : 食育エプロン

駒井美智子
著 メイト 2階西側大型

　【6--】　産　業　（通信）

　【7--】　芸　術　（美術, 音楽）

　【8--】　言　語

　【9--】　文　学

　エプロンシアター

　【4--】　自然科学　（数学, 医学）



EP/376.157/
N43/2017 000128484 おいしい○△□レストラン : エプロンシアター 中谷真弓著 メイト 2階西側大型

EP/376.157/
N43/2018 000128478 あかずきん・おおかみと７ひきのこやぎ : エプロンシアター 中谷真弓著 メイト 2階西側大型

EP/376.157/
SU73/2017 000128486 できるかな？ 元気いっぱいのおやくそく  : 健康エプロン 砂上史子著 メイト 2階西側大型

EP/376.157/
Y86/2017 000128482 なんでも食べて元気いっぱい！ : 食育エプロン 吉田隆子著 メイト 2階西側大型

F/Y91/2020 100029419 殉国 : 陸軍二等兵比嘉真一 : 新装版 (文春文庫:[よ-1-56]) 吉村昭著 文藝春秋 2階西側文庫

K/369.3/I29 000128510
おばけのモックンとねっちゅうしょうおばけ (教育画劇のかみしば
い. 異常気象からいのちをまもる)

あくざわめぐ
み作絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/369.3/I29 000128512
すずしいよ!みどりのカーテン (教育画劇のかみしばい. 異常気象
からいのちをまもる)

大沢幸子作
絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/369.3/I29 000128514
むしにごようじん (教育画劇のかみしばい. 異常気象からいのちを
まもる)

田中六大作
絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/369.3/I29 000128516
たつまきがおこったら? (教育画劇のかみしばい. 異常気象からい
のちをまもる)

杜今日子作
絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/369.3/I29 000128518
ながあめと2ひきのかえる (教育画劇のかみしばい. 異常気象から
いのちをまもる)

千秋まみこ
作絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/369.3/I29 000128520
たいふうがやってきた! (教育画劇のかみしばい. 異常気象からい
のちをまもる)

たけしたふ
みこ作/相野
谷由起絵

教育画劇
2階東側紙芝
居

K/379.9/Y13 000128522
おやすみなさいっていわないと…… : ねるのやだもんやだもん (教
育画劇のかみしばい. やだもんやだもん!こんな子いないかな～?)

おくだあきこ
作・絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/379.9/Y13 000128524

きれいになあれシュッシュッシュッ : はみがきやだもんやだもん
(教育画劇のかみしばい. やだもんやだもん!こんな子いないかな
～?)

いとうみき
作・絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/379.9/Y13 000128526
どろねこちゃんになっちゃった : おふろやだもんやだもん (教育画
劇のかみしばい. やだもんやだもん!こんな子いないかな～?)

たけしたふ
みこ作/おく
はらゆめ絵

教育画劇
2階東側紙芝
居

K/379.9/Y13 000128528
だだっこだあれ? : かえるのやだもん (教育画劇のかみしばい. や
だもんやだもん!こんな子いないかな～?)

フジイカクホ
作・絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/498.5/MI4
4/1 000128488

くいしんぼうのバークバク : 私たちのからだ (みんなでたべるとお
いしいね! : 食育紙芝居:1) (子どもの心と体を育てる食育教材シ
リーズ)

あきやまただ
し脚本・絵 メイト

2階東側紙芝
居

K/498.5/MI4
4/2 000128490

ゆっくりよくかみおおかみくん : よく噛んで、味わって! (みんなでた
べるとおいしいね! : 食育紙芝居:2) (子どもの心と体を育てる食育
教材シリーズ)

もとしたいづ
み脚本/加藤
晃絵

メイト
2階東側紙芝
居

K/498.5/MI4
4/3 000128492

これなあに? : 私たちの食べ物はどこから? (みんなでたべるとおい
しいね! : 食育紙芝居:3) (子どもの心と体を育てる食育教材シリー
ズ)

島本一男脚
本/浅沼とお
る絵

メイト
2階東側紙芝
居

K/498.5/MI4
4/4 000128494

たのしいおまつり、なにたべる? : 季節や地域の「食」を見つけよう
(みんなでたべるとおいしいね! : 食育紙芝居:4) (子どもの心と体を
育てる食育教材シリーズ)

すとうあさえ
脚本/鈴木博
子絵

メイト
2階東側紙芝
居

K/498.5/MI4
4/5 000128496

ごはんでげんきげんきぴん : みんなで食べたらおいしいね (みん
なでたべるとおいしいね! : 食育紙芝居:5) (子どもの心と体を育て
る食育教材シリーズ)

長野ヒデ子
脚本・絵 メイト

2階東側紙芝
居

K/681.3/MI4
4 000128504

こども忍者もしかして丸 (教育画劇のかみしばい. みんなのいのち
をまもる!交通安全紙芝居)

佐々木一澄
作・絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/681.3/MI4
4 000128498

やくそくしようよ、とびだしきんし! (教育画劇のかみしばい. みんな
のいのちをまもる!交通安全紙芝居)

深山さくら作
/林なつこ絵
/日本交通安

教育画劇
2階東側紙芝
居

K/681.3/MI4
4 000128500

いのちをまもるよこうつうせんたい! (教育画劇のかみしばい. みん
なのいのちをまもる!交通安全紙芝居)

深山さくら作
/ぼーるかな
こ絵/日本交

教育画劇
2階東側紙芝
居

K/681.3/MI4
4 000128502

あそびながらあるいちゃだめ (教育画劇のかみしばい. みんなのい
のちをまもる!交通安全紙芝居)

深見春夫作・
絵/日本交通
安全教育普

教育画劇
2階東側紙芝
居

K/681.3/MI4
4 000128506

ダンプのゲンさん (教育画劇のかみしばい. みんなのいのちをまも
る!交通安全紙芝居)

ときわひろみ
作/藤本四郎
絵/日本交通

教育画劇
2階東側紙芝
居

K/681.3/MI4
4 000128508

じてんしゃももたろう (教育画劇のかみしばい. みんなのいのちを
まもる!交通安全紙芝居)

石田康成作・
絵/日本交通
安全教育普

教育画劇
2階東側紙芝
居

PIC/480/MA
76/2014 000128451 にわのかいじゅうファイル (絵本であそぼ!いきものさがし:3) 松橋利光著 アリス館 2階東側絵本

PIC/481.1/U
25/2010 000128452 どうぶつくらべっこ

内山晟写真/
グループ・コ
ロンブス構

あかね書房 2階東側絵本

PIC/481.7/S
H95/2017 000128449 いきもの : 英語つき (小学館の図鑑NEO. まどあけずかん)

北村直子イ
ラスト 小学館 2階東側絵本

PIC/497.7/M
I39/2018 000128453 にゅうしちゃん minchiさく・え 岩崎書店 2階東側絵本

PIC/596/SH
95/2017 000128450 たべもの : 英語つき (小学館の図鑑NEO. まどあけずかん)

はらぺこめ
がね, 山田タ
クヒロイラス 小学館 2階東側絵本

PIC/596.3/M
U43it/2003 000128454 おにぎりくん (いただきま〜す!シリーズ) 村上康成作 小学館 2階東側絵本

PIC/596.3/M
U43it/2003 000128455 たまごやきくん (いただきま〜す!シリーズ) 村上康成作 小学館 2階東側絵本

PIC/596.3/M
U43it/2003 000128456 からあげくん (いただきま〜す!シリーズ) 村上康成作 小学館 2階東側絵本

　紙芝居

　絵　本

　文庫本 （小説）


