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019.9/D16/2
019/2020 100029540 書評キャンパスat読書人 2019

大学生と「週
刊読書人」編
集部著

読書人 2階西側

122.04/MO7
2/1997 100029510 中国古典「一日一話」 (知的生きかた文庫) 守屋洋著 三笠書房 2階西側

123.84/MO8
1/[1]/1968 100029511

孟子 上 (岩波文庫:青-204-2, 青-423-424, 6932ー6934, 6935-
6937b, 青(33)-204-1, 2)

小林勝人訳
注 岩波書店 2階西側

182.8/Y84/2
012 100029546

ブッダを知りたい。 : 知られざるお釈迦様の素顔と仏教文化のす
べて (Gakken mook)

頼富本宏監
修

学研パブリッ
シング/学研
マーケティン

2階西側大型

188.72/SH69
/2009 100029545

親鸞 : 愚禿釈ノ鸞建仁辛酉ノ暦雑行ヲ棄テテ本願ニ帰ス (別冊太
陽) 平凡社 2階西側大型

210.04/SH15
/2010 100029505

空海～斎藤道三 (中公文庫:[し-6-61]. 司馬遼太郎歴史のなかの
邂逅)

司馬遼太郎
著

中央公論新
社 2階西側

210.19/O93/
[1]/2014 100029519

30の戦いからよむ日本史 上 (日経ビジネス人文庫:727-728, [お
6-2] - [お6-3])

造事務所編
著

日本経済新
聞出版社 2階西側

210.19/O93/
[2]/2014 100029520

30の戦いからよむ日本史 下 (日経ビジネス人文庫:727-728, [お
6-2] - [お6-3])

造事務所編
著

日本経済新
聞出版社 2階西側

210.4/KU72/
2004 100029526 絵画史料で歴史を読む (ちくまプリマーブックス:153)

黒田日出男
著 筑摩書房 2階西側

219.6/KA96/
2020 000128629 ガキの頃

河野包 著/
大上敏男 画

河野包,
2020.11 2階西側大型

288.3/MI97/
2009 100029508 謎の渡来人秦氏 (文春新書:734) 水谷千秋著 文藝春秋 2階西側

289.1/KU74/
2020 000128665 アフターコロナを勝ち抜く処方箋 : 名古屋どえりゃあ列伝 黒川公明著

時局社/出版
文化社 (発
売) 2階西側

289.1/MU93
/2020 000126349 武藤山治と帝人事件 (國民會館叢書:101) 武藤治太著 國民會館 2階西側

302.235/N73
/2014 000126347 Nikoにこカンボジア : エナジーをあなたに 二胡著 文芸社 2階西側

304/Y84/20
14 100029523 「自分」の壁 (新潮新書:576) 養老孟司著 新潮社 2階西側

311.235/N15
/2018 000128666 コンドルセと「光」の世紀 : 科学から政治へ 永見瑞木著 白水社 2階西側

318.263/H38
/2011 100029514 体制維新 : 大阪都 (文春新書:827)

橋下徹, 堺屋
太一著 文藝春秋 2階西側

318.8/KO45/
2013 100029524

来るべき民主主義 : 小平市都道328号線と近代政治哲学の諸問
題 (幻冬舎新書:315)

國分功一郎
著 幻冬舎 2階西側

323.149/W11
/2020 000126348 だから今こそ憲法改正を (WiLL:Special[保存版]) ワック 2階西側

327.04/N71/
2020 000128645 裁判官だから書けるイマドキの裁判 (岩波ブックレット:No.1037)

日本裁判官
ネットワーク
著 岩波書店 2階西側

361.1/Y42/2
010 100029530

公共哲学 (放送大学大学院教材:8930562-1-1011. 社会経営科学
プログラム)

山岡龍一, 齋
藤純一編著

放送大学教
育振興会 2階西側

361.45/O38/
2020 000128641

この世の中を動かす暗黙のルール : 人づきあいが苦手な人のた
めの物語 岡田尊司著

日本図書セ
ンター 2階西側

369.26/O51/
2020 000128646

あなたの老後を助けるケアマネさんの仕事がわかる本 (岩波ブッ
クレット:No.1038) 沖藤典子著 岩波書店 2階西側

369.31/F63/
2013 100029521 ニッポンのジレンマぼくらの日本改造論 (朝日新書:422)

藤村竜至
[ほか] 著

朝日新聞出
版 2階西側

370.4/TS85/
2010 100029509 教育再定義への試み (岩波現代文庫:社会:199) 鶴見俊輔著 岩波書店 2階西側

370.8/SO94/
2014 100029529 教職概論 (教師教育講座:第1巻)

曽余田浩史
編著 協同出版 2階西側

371.3/H84/2
009 100029525 教育の職業的意義 : 若者、学校、社会をつなぐ (ちくま新書:817) 本田由紀著 筑摩書房 2階西側
373.7/MI88s
h/2022/202
0

100029533
宮崎県の小学校教諭 : 過去問 2022年度版 (宮崎県の教員採用
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

    新 着 情 報 2020年12月23日

　【1--】　哲　学　（哲学, 宗教）

　【0--】　総　記　

　【２--】　歴　史 (歴史, 伝記)

　【３--】　社会科学　（政治, 法律, 社会, 教育, 風俗習慣）



373.7/SA15s
h/2022/202
0

100029538
佐賀県の小学校教諭 : 過去問 2022年度版 (佐賀県の教員採用
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

374.3/I34/20
14 100029527 スクールセクハラ : なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか 池谷孝司著 幻冬舎 2階西側

374.3/SH89/
2014 100029517 校長という仕事 (講談社現代新書:2245) 代田昭久著 講談社 2階西側

376.14/KO72
/2021/2020 000128630 これだけ覚える!保育士重要項目 '21年版

コンデックス
情報研究所
編著 成美堂出版

1階西側就
職・検定等

376.14/KO72
/2021/2020 000128631 本試験型保育士問題集 '21年版

コンデックス
情報研究所
編著 成美堂出版

1階西側就
職・検定等

377.21/O63/
2018 000128656

今選ぶなら、地方小規模私立大学! : 偏差値による進路選択から
の脱却

大森昭生
[ほか] 編著・
報告

レゾンクリエ
イト 2階西側

377.28/MU2
7/2020 000128667 武庫川学院80年史

武庫川女子
大学出版部 2階西側

377.28/MU2
7/2020 000128668 わたしたちの80年史

武庫川女子
大学出版部 2階西側

377.3/N71/2
020 000128669 短期大学教育 : 地域社会を支える短期大学 第76号

日本私立短
期大学協会
編

日本私立短
期大学協会 2階西側大型

388.1/A45/1
991 100029544 天の橋地の橋 (いまは昔むかしは今:第2巻) 福音館書店 2階西側

414.12/E63/
2020 000128649

π : 円や球にひそむ無限につづく数 (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

461.1/SH92/
2020 000128648

死とは何か : そのとき私たちの体で何がおきるのか (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

491.1/J52/2
020 000128647

人体の取扱説明書 : 体のしくみと取り扱い方がよくわかる!
(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

720.87/TO46
/1996 100029547

交差するまなざし : ヨーロッパと近代日本の美術 : 東京国立近代
美術館・国立西洋美術館所蔵作品による

東京国立近
代美術館, 国
立西洋美術

東京国立近
代美術館 2階東側大型

721.2/O54/1
969 100029543 絵巻鳥獣戯画 (双書美術の泉:6)

奥平英雄解
題 岩崎美術社 2階東側

726.1/SA21k
o/1/2018 000128659 恋する母たち : koi haha 1～6 (ビッグコミックス) 柴門ふみ著 小学館 1階東側漫画

773.28/SA25
/2012 100029522 世阿弥の能を読む (幻冬舎ルネッサンス新書:066, [さ-4-1]) 斉藤征雄著

幻冬舎ル
ネッサンス 2階東側

792/TO46/2
011 100029542 香り : かぐわしき名宝

東京藝術大
学大学美術
館, 日本経済

日本経済新
聞社 2階東側

810.23/KI39
/2011 100029507 日本語の深層 : ことばの由来、心身のむかし (平凡社新書:570) 木村紀子著 平凡社 2階東側

810.4/KU67/
2010 100029513 日本文化のキーワード : 七つのやまと言葉 (祥伝社新書:201) 栗田勇 [著] 祥伝社 2階東側

821.2/O15/2
007 100029506 甲骨文字の読み方 (講談社現代新書:1905) 落合淳思著 講談社 2階東側

905/H52/74
/2020 100029541 遍歴 VOL.74 遍歴文学会

鉱脈社,
2014-2018/
オーエム,

2階東側

908.9/N71/2
020 100029532 日本動物児童文学賞受賞作品集 第32回 (生きる仲間「特集号」)

日本動物保
護管理協会/
社団法人日

2階東側

909/I56/200
1 100029528 児童文学最終講義 : しあわせな大詰めを求めて

猪熊葉子
[著]

すえもりブッ
クス 2階東側

913.6/I91/[1
]-1/2010 100029548 親鸞 上・下 五木寛之著 講談社 2階東側

913.6/I91/[2
]-1/2012 100029550 親鸞 激動篇上・下 五木寛之著 講談社 2階東側

914.6/TE43/
1996 100029512 柿の種 (岩波文庫:緑(31)-37-7) 寺田寅彦著 岩波書店 2階東側

916/I75/202
0 100029531 「山奥ニート」やってます。

石井あらた
著 光文社 2階東側

929.57/SE98
/2020 100029539

オメル・セイフェッティン短編選集 (アジアの現代文芸:Turkey(トル
コ):1)

オメル・セイ
フェッティン
著/鈴木郁子

大同生命国
際文化基金 2階東側

933.7/W82/2
010 000128651

わたしは、わたし (鈴木出版の海外児童文学 : この地球を生きる
子どもたち)

ジャクリー
ン・ウッドソン
作/さくまゆ 鈴木出版 2階東側

ACD/911/A
56 000126346 小さな窓辺から : 詩布絵短歌

青田恵子
[文]/ニコ朗
読

[小さな窓辺
からプロジェ
クト] 1階西側AV

　【7--】　芸　術

　【9--】　文　学

　C D

　文庫 （小説）

　【4--】　自然科学 (数学, 理学, 医学 )



F/C58/92/2
004 000128658 無実はさいなむ (ハヤカワ文庫:5448. クリスティー文庫:92)

アガサ・クリ
スティー著/
小笠原豊樹

早川書房 2階西側文庫

F/C58/95/2
011 000128657 終りなき夜に生れつく (ハヤカワ文庫:6934. クリスティー文庫:95)

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/KA88/200
7 100029518 ボーイズ・ビー (幻冬舎文庫:か-23-1) 桂望実 [著] 幻冬舎 2階西側文庫

F/SH89/199
2 100029515 粗にして野だが卑ではない : 石田礼助の生涯 (文春文庫) 城山三郎著 文芸春秋 2階西側文庫

F/SH89/199
8 100029516 もう、きみには頼まない : 石坂泰三の世界 (文春文庫) 城山三郎著 文藝春秋 2階西側文庫

K/369.27/N3
7 000128589

ぼくはもうどうけんマーク (教育画劇のかみしばい:盲導犬. ありが
とう!はたらく動物・生きもの紙芝居)

中村文人作/
ミヤハラヨウ
コ絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/369.3/I55 000128590
ぼくはきゅうじょ犬! (教育画劇のかみしばい:救助犬. ありがとう!は
たらく動物・生きもの紙芝居)

井上こみち
作/藤本四郎
絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/489.6/TA5
4 000128594

ルカちゃんとイルカ (教育画劇のかみしばい:イルカ. ありがとう!は
たらく動物・生きもの紙芝居)

たかしまなお
こ作・絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/645.7/N97 000128591
ねこのえきちょうさん (教育画劇のかみしばい:ねこ. ありがとう!は
たらく動物・生きもの紙芝居)

のしさやか
作・絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/646.5/TA1
9 000128593

でんしょばとのポー (教育画劇のかみしばい:伝書鳩. ありがとう!は
たらく動物・生きもの紙芝居)

たはらともみ
作・絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/646.9/G63 000128592
はちみつおじさんとミツバチ (教育画劇のかみしばい:ミツバチ. あり
がとう!はたらく動物・生きもの紙芝居)

権田章江作・
絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

PIC/388.227
/O88/1967/
A1

100029552 スーホの白い馬 : モンゴル民話 (日本傑作絵本シリーズ)

大塚勇三再
話/赤羽末吉
画 福音館書店 2階東側絵本

PIC/498.6/K
O73/2020 000128653 コロナウイルスのころなっちとぼく

近藤えり作・
絵 チャイルド社 2階東側絵本

PIC/913.8/N
91/2008 000128654 にんげんごみばこ のぶみ作 えほんの杜 2階東側絵本

PIC/913.8/Y
56/1978 000128652 チリンのすず (フレーベルのえほん:27)

やなせ・たか
し作・絵 フレーベル館 2階東側絵本

PIC/943/D7
3/2016 000128655 メガロポリス : 空から宇宙人がやってきた!

クレア・デュド
ネさく/ドリア
ン助川やく

NHK出版 2階東側絵本

PR/6123/.H
42/C76/201
6

010010142 Crongton knights : pbk Alex Wheatle Atom 3階
PR/6123/.H
47/C36/202
0

010010143 Cane Warriors pbk. Alex Wheatle
Black Sheep,
2020 3階

UA/10.5/.B9
9/2007 010010141

People, states & fear : an agenda for international security
studies in the post-cold war era 2nd ed (ECPR classics) Barry Buzan ECPR Press 3階

　洋　書

　紙芝居

　絵　本


