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141.8/U38/2
016 000128743

イラスト版子どものレジリエンス : 元気・しなやか・へこたれない心
を育てる56のワーク 上島博著 合同出版 2階西側

289.1/F85/2
020 100029602 福澤諭吉の思想的格闘 : 生と死を超えて 松沢弘陽著 岩波書店 2階西側

336.9/F57/2
021 000128857 入門財務会計 第4版 藤井秀樹著

中央経済社/
中央経済グ
ループパブ 2階西側

369.27/O56/
2020 000128801

障害のある人のための社会生活力プログラム・マニュアル : 自分
らしく生きるために

奥野英子編
著

中央法規出
版 2階西側

369.28/KO67
/2020 000128813 発達障害者の当事者活動・自助グループの「いま」と「これから」 高森明編著 金子書房 2階西側
369.28/N71/
2021/2020 000128742 発達障害白書 2021年版

日本精神薄
弱者福祉連
盟編

日本文化科
学社 1階西側参考

369.4/A12/2
020 000128738 子ども家庭支援論 : 子どもが子どもの生活をするために 阿部和子著 萌文書林 2階西側
369.4/G58/2
020 000128735 子ども支援とSDGs : 現場からの実証分析と提言

五石敬路編
著 明石書店 2階西側

369.4/H87/2
020 000128734 子どもアドボケイト養成講座 : 子どもの声を聴き権利を守るために 堀正嗣著 明石書店 2階西側
369.4/MI37/
2020 000128803 地域で支える子どもの貧困 : これからの地域連携の課題と実践

南野奈津子,
結城康博編
集代表 ぎょうせい 2階西側

369.4/SA85/
2020 000128733 子どもを守る仕事 (ちくまプリマー新書:361)

佐藤優, 遠藤
久江, 池上和
子著 筑摩書房 2階西側

369.41/KA48
/2020 000128739

子づれシングルの社会学 : 貧困・被差別・生きづらさ (神戸学院大
学現代社会研究叢書:4) 神原文子著 晃洋書房 2階西側

369.42/SA13
/2020 000128819 AI保育革命 : 「福祉×テクノロジー」で人口問題の解決に挑む 貞松成著

プレジデント
社 2階西側

369.43/A58/
2020 000128814

ジソウのお仕事 : 50の物語 (ショートストーリー) で考える子ども虐
待と児童相談所

青山さくら,
川松亮著 フェミックス 2階西側

369.43/I89/2
020 000128740

子どもを支える家庭養護のための里親ソーシャルワーク
(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:12)

伊藤嘉余子,
福田公教編
著

ミネルヴァ書
房 2階西側

369.43/SO44
/2020 000128736 子どもに寄り添うライフストーリーワーク : 社会的養護の現場から

園部博範, 秋
月穂高編著 北大路書房 2階西側

369.43/Y31/
2020 000128741 里親家庭で生活するあなたへ : 里子と実子のためのQ&A

山本真知子
著

岩崎学術出
版社 2階西側

369.49/MI84
/2020 000128815

障害児通所支援ハンドブック : 児童発達支援 保育所等訪問支援
放課後等デイサービス 新版

宮田広善, 光
真坊浩史編
著/山根希代

エンパワメン
ト研究所 2階西側

372.53/TO22
/2020 000128802

ハーレム・チルドレンズ・ゾーンの挑戦 : 貧乏人は教育で抜け出せ
るのか?

ポール・タフ
[著]/高山真
由美訳 みすず書房 2階西側

376.1/A26/2
017 000128807 選ばれる園になるための小学校までに育ってほしい学びの姿

相澤妙子, 谷
口康子編著 チャイルド社 2階西側

376.1/A83/2
020 000128816

パターンと練習問題でだれでも書けるようになる!保育実習日誌・
指導案 : 幼稚園の教育実習でも活用できる! (幼児教育サポート
BOOKS)

浅井拓久也
編著

明治図書出
版 2階西側

376.1/C31/2
019 000128806 子ども理解Q&A (保育者応援books)

チャイルド社
編著 チャイルド社 2階西側

376.1/C31/2
019 000128808 健康管理Q&A (保育者応援books)

チャイルド社
編著 チャイルド社 2階西側

376.1/D54ji/
3/2020 000128781 実録保育士でこ先生 3 (Kitora)

でこぽん吾
郎著 KADOKAWA 1階東側漫画

376.1/G72/2
020 000128749

そだちあう5歳児が見える・わかるエピソード : マンガで読む : 成長
をうながす48のポイント (ひかりのくに保育ブックス:27)

後藤和佳子
著 ; ひかりのくに 2階西側

376.1/H14/2
020 000128746

世界のESDと乳幼児期からの参画 : ファシリテーターとしての保育
者の役割を探る

萩原元昭編
著 北大路書房 2階西側

376.1/KO12/
2020 000128782

保健衛生・安全対策 (Minerva保育士等キャリアアップ研修テキス
ト:5)

小林美由紀
編著

ミネルヴァ書
房 2階西側

376.1/KO38/
2020 000128745 実習場面と添削例から学ぶ!保育・教育実習日誌の書き方 改訂版

小泉裕子編
著

中央法規出
版 2階西側

376.1/KU51/
2020 000128777

やる気を引き出すペップトーク : 幼児期から自己肯定感を高める
言葉の力

倉部雄大, 乾
倫子著 学事出版 2階西側

376.1/MA66
/2020 000128805

仮説・実践・検証思考する保育実践例15 : 子どもが育つ!保育者も
育つ! 増田修治著 チャイルド社 2階西側

376.1/MO92
/2020 000128747 保育の実践 : 愛し、任せ、信じ、見守る

本吉圓子, 奥
田美由紀著 萌文書林 2階西側

376.1/TA99/
2020 000128775

幼児教育から小学校教育への接続 : あそびの中の学びが未来を
開く (プリプリbooks)

田澤里喜, 吉
永安里編著

世界文化ワ
ンダークリエ
イト/世界文 2階西側

    新 着 情 報 2021年 2 月10日

　【1--】　哲　学　

　【２--】　歴　史

　【３--】　社会科学　（政治, 社会, 教育）



376.1/Y58/2
020 000128776

実例でわかる実習の日誌&指導案作成マニュアル : 保育園幼稚
園

矢野真, 上月
智晴, 松崎行
代監修 成美堂出版 2階西側

376.1/Y99/2
020 000128804 保育の中に心地よい暮らしをつくる : 新しい保育のスタイル ユリア著

かもがわ出
版 2階西側

376.11/ME21
/2020 000128817 赤ちゃんは知っている : 認知科学のフロンティア 新版

J・メレール,
E・デュプー
[著]/加藤晴 藤原書店 2階西側

376.11/O24/
2020 000128818

子どもの扉がひらくとき : 「モンテッソーリたんぽぽ子供の家」の子
育てから 小川浅子著

太郎次郎社
エディタス 2階西側

376.11/Y97/
2020 000128779

0歳〜6歳子どもの感情コントロールと保育の本 (Gakken保育
books) 湯汲英史著

[学研教育み
らい]/[学研
プラス] (発 2階西側

376.121/SA8
5/2020 000128780

みんな違って、みんないい : なぜ柿の実幼稚園に親がみんな入園
させたがるのか 佐藤和夫著 あさ出版 2階西側

376.14/C31/
2019 000128809 保育者の働き方Q&A (保育者応援books)

チャイルド社
編著・監修 チャイルド社 2階西側

376.14/C31/
2019 000128810 保育者の人間関係Q&A (保育者応援books)

チャイルド社
編著 チャイルド社 2階西側

376.14/N98/
2020 000128821 保育者論 : 主体性のある保育者を目指して

野津直樹, 宮
川萬寿美編
著 萌文書林 2階西側

376.14/SH59
/2020 000128820

自園で新型コロナウイルスの感染者が出たとき : 事例に学ぶ保育
園・幼稚園・こども園ですぐにすること・日頃から備えておくこと

新保庄三, 野
澤祥子編著

日本保育者
支援協会/ひ
となる書房 2階西側

376.15/A62/
2021 000128822

「10の姿」で展開する!幼児教育の計画&実践アイデア : ICTを活用
した実践例を収録! (幼児教育サポートBOOKS)

浅井拓久也
編著

明治図書出
版 2階西側

376.154/H35
/2020 000128786 自然あそびで子どもの非認知能力が育つ

長谷部雅一
著

東洋館出版
社 2階西側

376.154/I55/
2020 000128774

持続可能な社会をめざす0歳からの保育 : 環境教育に取り組む実
践研究のあゆみ

井上美智子,
登美丘西こ
ども園著 北大路書房 2階西側

376.156/A12
/2020 000128789 アイデアいっぱいシアターあそび : 一年通して楽しめる! 阿部恵著 日本文芸社 2階西側
376.156/A12
/2020 000128790

絵カードでラクラク!季節と行事のかんたんシアター (ナツメ社保育
シリーズ) 阿部直美著 ナツメ社 2階西側

376.156/A45
/2020 000128793 おはなしいっぱい!楽しい手袋シアター (しんせい保育の本) amico著 新星出版社 2階西側
376.156/I55/
2020 000128791 かわいい!たのしい!スケッチブックでシアターあそび

井上明美編
著/イシグロ
フミカイラスト

自由現代社
(発売) 2階西側

376.156/KY9
/2020 000128787 からだあそび145選 : 愉しくなければあそびじゃない!

九州合研常
任委員会編

かもがわ出
版 2階西側

376.156/N83
/2021 000128744 遊びが広がる保育内容のアイディア

西海聡子編
著/榎本眞実
[ほか著] 萌文書林 2階西側

376.156/N95
/2020 000128778 子どもの感情表現を育てるあそび60 : すぐに保育に使える! 野村恵里著

中央法規出
版 2階西側

376.156/O26
/2020 000128792 3・4・5歳児の運動あそび : 写真たっぷり! (あそびのポッケ) 小倉和人著 ひかりのくに 2階西側
376.156/O74
/2020 000128783 自然が子どもと未来を創る! : 心と体にやさしい自然あそび

大澤力, 井上
美智子編著 一藝社 2階西側

376.156/U84
/2020 000128788

1年中作れる!0～5歳児の製作・造形あそび : 子どもたちが主体的
に活動できる!製作アイディア91+実践例 (ナツメ社保育シリーズ)

浦中こういち
著 ナツメ社 2階西側

376.156/Y44
/2020 000128811 五感をはぐくむ感触あそび : 人やものと友だちになろう

広島・口田な
かよし保育
園編/山下慶

かもがわ出
版 2階西側

376.157/G72
/2016 000128785

寒い日も元気に!アレンジいっぱい!冬の外遊び : 0～5歳児たっぷり
充実! : 「保育の質の向上」にもつながる! (保カリbooks:47)

後藤和佳子,
中尾博美, 荒
井まこよ著 ひかりのくに 2階西側

376.157/O86
/2020 000128784 どきどき!マジックシアター (potブックスmini)

大友剛著/ナ
ツ企画著

チャイルド本
社 2階西側

379.9/H32/2
020 000128748

「見えない力」を育てる武蔵野幼稚園の教え : 「あと伸び」する子ど
もは強い心をもっている!

原田小夜子
著 清流出版 2階西側

493.937/KA3
5/2020 000128737

子ども虐待とトラウマケア : 再トラウマ化を防ぐトラウマインフォー
ムドケア 亀岡智美著 金剛出版 2階東側

518.8/F74/2
020 100029605 都市と建築のブログ総覧 : 50 + Notes on captivating destinations

福田知弘著/
フォーラムエ
イトパブリッ

フォーラムエ
イトパブリッ
シング 2階東側

723.48/KE51
/2009 100029604

ウィリアム・ケントリッジ--歩きながら歴史を考える : そしてドローイ
ングは動き始めた……

[ウィリアム・
ケントリッジ
画]/池澤茉

京都国立近
代美術館 2階東側大型

835/N95/20
20 100029603

英文法の考え方 : 英語学習者のための認知英文法講義 (開拓社
言語・文化選書:87) 野村益寛著 開拓社 2階東側

913.6/SA19/
2020 000128897 心淋し川 (うらさびしがわ) 西條奈加著 集英社 2階東側
913.6/U92/2
020 000128856 推し、燃ゆ

宇佐見りん
著

河出書房新
社 2階東側

　【5--】　技　術 

　【4--】　自然科学 

　【7--】　芸　術

　【8--】　言　語

　【9--】　文　学



BF/575/.T45
/S53/2014 010010196

Bullies : how the left's culture of fear and intimidation silences
America pbk. Ben Shapiro

Threshold
Editions 3階

BH/301/.M3
/H36/2006 010010185 New philosophy for new media 1st MIT Press pbk. ed : pb

Mark B.N.
Hansen MIT Press 3階

DD/284.5/.C
4/K63/2016 010010188

Zufluchtsort DDR? : chilenische Flüchtlinge und die Auslä
nderpolitik der SED (Sammlung Schöningh zur Geschichte und
Gegenwart)

Sebastian
Koch

Ferdinand
Schöningh 3階

E/183.8/.C4
/H87/2020 010010190

The gathering storm : Eduardo Frei's revolution in liberty and
Chile's cold war (The United States in the world)

Sebastián
Hurtado-
Torres

Cornell
University
Press 3階

F/3099/.C76
/2016 010010182

The cry of the renegade : politics and poetry in interwar Chile
pbk.

Raymond B.
Craib

Oxford
University
Press 3階

HD/9259/.G
7/C55/2014 010010181

Buying into the regime : grapes and consumption in cold war
Chile and the United States pbk. (American encounters/global
interactions)

Heidi
Tinsman

Duke
University
Press 3階

HQ/2044/.G
3/R45/2010 010010197

Das Alternative Milieu : antibürgerlicher Lebensstil und linke
Politik in der Bundesrepublik Deutschland und Europa 1968-1983
: hbk (Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte:Bd. 47)

herausgegeb
en von Sven
Reichardt

Wallstein
Verlag 3階

HX/110.5/.A
6/M29/2018 010010183

Latin America's radical left : rebellion and Cold War in the global
1960s : pbk (Cambridge Latin American studies:107)

Aldo
Marchesi/tra
nslated by

Cambridge
University
Press 3階

JL/2631/.R8
3/2010 010010189

Das Erbe Pinochets : Vergangenheitspolitik und Demokratisierung
in Chile, 1990-2006 pbk. (Diktaturen und ihre Überwindung im 20.
und 21. Jahrhundert:Bd. 6)

Stephan
Ruderer Wallstein 3階

N/6922/.V37
/1986 010010191

The great masters : Giotto, Botticelli, Leonardo, Raphael,
Michelangelo, Titian

Giorgio
Vasari/transl
ation by

Hugh Lauter
Levin
Associates : 2階東側大型

N/7396/.K45
/M33/2012 010010187 William Kentridge (Modern artists series)

Kate
McCrickard Tate 3階

P/96/.T42/K
5713/1999 010010180 Gramophone, film, typewriter : pbk (Writing science)

Friedrich A.
Kittler/transl
ated, with an

Stanford
University
Press 3階

TR/15/.K581
3/2010 010010184 Optical media : Berlin lectures 1999 : pbk

Friedrich
Kittler/transl
ated by Polity 3階

TR/187/.A9
8313/2012 010010186

Civil imagination : a political ontology of photography [English-
language ed]

Ariella
Azoulay/tran
slated by Verso 3階

EB/312.53/
C15 100028918

僕の大統領は黒人だった : バラク・オバマとアメリカの8年 上 :
electronic bk

タナハシ・
コーツ著/池
田年穂, 長岡

慶應義塾大
学出版会

EB/312.53/
C15 100028919

僕の大統領は黒人だった : バラク・オバマとアメリカの8年 下 :
electronic bk

タナハシ・
コーツ著/池
田年穂, 長岡

慶應義塾大
学出版会

EB/336.49/J
51 100028924

30時間でマスタープレゼンテーション+PowerPoint 2019 :
Windows10対応 改訂版 : electronic bk

実教出版企
画開発部編 実教出版

EB/336.91/
H75 100028921

基本簿記 : 簿記の基礎から実務までのエッセンス 改訂版 :
electronic bk (専門基礎ライブラリー)

蛭川幹夫
[ほか] 執筆 実教出版

EB/336.91/
H75 100028922 基本簿記演習 改訂版 : electronic bk (専門基礎ライブラリー)

蛭川幹夫
[ほか] 執筆 実教出版

EB/370.4/T
O86 100028915

ポスト・コロナショックの学校で教師が考えておきたいこと :
electronic bk

東洋館出版
社編

東洋館出版
社

EB/374.1/M
O72 100028923 教育現場で役立つ情報リテラシー 改訂版 : electronic bk

守屋誠司
[ほか] 著 実教出版

EB/375.1/I7
2 100028916

日本のオンライン教育最前線 : アフターコロナの学びを考える :
electronic bk

石戸奈々子
編著 明石書店

EB/377.15/F
78 100028912

すぐにできる!双方向オンライン授業 : Zoom、Teams、Googleソフト
を利用して、質の高い講義と化学実験を実現 : electronic bk

福村裕史, 飯
箸泰宏, 後藤
顕一編 化学同人

EB/388.1/H
27 100028910 47都道府県・民話百科 : electronic bk

花部英雄, 小
堀光夫編 丸善出版

EB/410/O42 100028920 基礎数学演習 新版改訂版 : electronic bk (新版数学シリーズ)
岡本和夫
[ほか] 著 実教出版

EB/689.6/T
A84 100028917

日中観光ビジネスの人類学 : 多文化職場のエスノグラフィ :
electronic bk 田中孝枝著

東京大学出
版会

EB/824/KA5
9 100028888

キクタン中国語 : 聞いて覚える中国語単語帳 中級編 : electronic
bk

関西大学中
国語教材研
究会編 アルク

EB/827.8/H
61 100028896

キクタン中国語会話 : 聞いてマネしてすらすら話せる 入門編 :
electronic bk

氷野善寛, 紅
粉芳惠, 海暁
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