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102/TE86/2
021 000128799

哲学 : 科学を生んだ人類の思考 (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階西側大型

140/Z3/202
1 000128800

ゼロからわかる心理学 : ネット社会、コロナ禍など、気になる現代
社会の心理を読み解く 増補第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階西側大型

369.4/H32/2
020 000128847 子どもを虐待から守る科学 : アセスメントとケアのエビデンス

原田隆之編/
堀口康太, 田
附あえか, 原

金剛出版 2階西側

369.41/MU9
3/2020 000128849 母子生活支援施設の現状と課題 武藤敦士著 みらい 2階西側

369.49/I89/2
020 000128860 ゼロから学ぶ障害のある子ども・若者のセクシュアリティ 伊藤修毅著

全国障害者
問題研究会
出版部

2階西側

369.49/MI67
/2020 000128850 心の理解と家族支援 : 医療的ケアが必要な子どもたち 三浦幸子著

講談社エディ
トリアル 2階西側

370.5/KA23/
2020 100029665

PISA型読解力 : 論理的な認識に導く言葉の力を (教育フォーラ
ム:66)

梶田叡一責
任編集/日本
人間教育学

金子書房 2階西側

371.1/N92/2
008 100029664 幸せのための教育

ネル・ノディ
ングズ著 知泉書館 2階西側

371.3/KA77/
2020 000128848

貧困・外国人世帯の子どもへの包括的支援 : 地域・学校・行政の
挑戦

柏木智子, 武
井哲郎編著 晃洋書房 2階西側

371.42/I55/2
020 000128837 ストレングス・トーク : 行動の問題をもつ子どもを支え・育てる 井上祐紀著 日本評論社 2階西側

372/KE29/2
020/2020 100029671 図表でみる教育 : OECD教育インディケータ 2020年版

OECD教育
研究革新セ
ンター編集

明石書店,
2005.11- 1階西側参考

373.7/F82ei/
2022/2021 100029670

福岡県・福岡市・北九州市の英語科過去問 2022年度版 (福岡県
の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/F82sh
/2022/2021 100029669

福岡県・福岡市・北九州市の小学校教諭過去問 2022年度版 (福
岡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

375.1/F47/2
020 000128836

コ・ティーチ! : 保育・教育現場でのアクティブラーニング、チーム
ティーチングにも役立つ新たな指導法

マリリン・フレ
ンド著/江角
周子, 佐藤亮

風間書房 2階西側

375.3/MU53
/3・4/2010 100029666

社会科「資料読み取り」トレーニングシート : 「PISA型読解力を鍛え
る」 新版 3・4年編 村野聡編著

明治図書出
版 2階西側

375.3/MU53
/5/2010 100029667

社会科「資料読み取り」トレーニングシート : 「PISA型読解力を鍛え
る」 新版 5年編 村野聡編著

明治図書出
版 2階西側

375.3/MU53
/6/2010 100029668

社会科「資料読み取り」トレーニングシート : 「PISA型読解力を鍛え
る」 新版 6年編 村野聡編著

明治図書出
版 2階西側

376.11/H26/
2020 000128852 やさしく学ぶ保育の心理学 第2版

浜崎隆司, 田
村隆宏, 湯地
宏樹編著

ナカニシヤ出
版 2階西側

376.128/R72
/2020 000128853

北欧の森のようちえん : 自然が子どもを育む : デンマーク・シュタ
イナー幼稚園の実践

リッケ・ロー
セングレン著
/ヴィンス イザラ書房 2階西側

376.14/KI41
/2020 000128854

保育で使える文章の教科書 : もう「書く」「伝える」に困らない! 改訂
版

木梨美奈子
監修 つちや書店 2階西側

376.14/N39/
2020 000128855

ヒューマンエラー防止で減らす保育事故 : ヒヤリハット活動による
安全で働きやすい職場づくり 保育施設編 中目昭男著 三恵社 2階西側

376.15/A83/
2020 000128823

パターンと練習問題でだれでも書けるようになる!0〜5歳児の全体
的な計画・指導計画・要録 : 保育所・幼稚園・認定こども園に対応!
(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

376.156/SA4
7/2015 000128824

アクティブラーニングを取り入れた子どもの発達と音楽表現 : 幼稚
園教諭・保育士養成課程 第2版

櫻井琴音, 上
谷裕子編著 学文社 2階西側

378/H31/20
20 000128861

生き方にゆれる若者たち : 障がいや病いを抱える当事者の自己
の育ち (シリーズ子ども理解と特別支援教育:5)

原まゆみ [ほ
か] 編著

群青社/星雲
社(発売) 2階西側

378/I71/202
0 000128838

よくわかる障害児教育 第4版 (やわらかアカデミズム・「わかる」シ
リーズ)

石部元雄
[ほか] 編

ミネルヴァ書
房 2階西側

378/KI62/20
20 000128832

1日5分!眼と体を楽しく動かすビジョントレーニング・ワークブック :
学習・運動が好きになる (発達をサポートする : 心をつなぐ)

北出勝也監
修 ナツメ社 2階西側

378/KO91/2
020 000128841 障害のある子どもの保育・教育 : 心に寄り添う援助をめざして

小竹利夫
[ほか] 編著/
井出裕子

建帛社 2階西側

378/N95/20
20 000128859 主体性をはぐくむ障がい児保育

野村朋, 荒木
美知子編 文理閣 2階西側

378/O96/20
20 000128834

よくわかるインクルーシブ保育 (やわらかアカデミズム・「わかる」シ
リーズ)

尾崎康子, 阿
部美穂子, 水
内豊和編著

ミネルヴァ書
房 2階西側

378.28/Z3/2
020 000128864 新しい手話 : わたしたちの手話 2021

全日本ろうあ
連盟編集

全日本ろうあ
連盟 2階西側

    新 着 情 報 2021年 2 月24日

　【1--】　哲　学　

　【３--】　社会科学　（社会, 教育）



378.3/KA95/
2020 000128865 肢体不自由児の教育 新訂 (放送大学教材:1529331-1-2011)

川間健之介,
長沼俊夫編
著

放送大学教
育振興会 2階西側

378.5/F64/2
020 000128863

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたい吃音・チック・トゥレット症候
群 (発達障害お悩み解決ブック:3) 藤野博監修

ミネルヴァ書
房 2階西側

378.8/A87/2
020 000128829

発達障害のある子の相談・支援のキホン52 : 本人理解にもとづく
コミュニケーションとかかわり方

阿佐野智昭
著

中央法規出
版 2階西側

378.8/KA86/
2020 000128835

こんなときどうする?発達が気になる子への指導・支援Q&A100 : 親
も教師も悩み解決! (特別支援教育サポートBOOKS) 加藤博之著

明治図書出
版 2階西側

378.8/KA94/
2020 000128851

発達障害のある子どもの性・人間関係の成長と支援 : 関係をつく
る・きずく・つなぐ (ブックレット子どもの心と学校臨床:2)

川上ちひろ
著 遠見書房 2階西側

378.8/KR1/2
020 000128826

でこぼこした発達の子どもたち : 感覚統合の問題と上手につき
あっていくために

キャロル・ス
トック・クラノ
ウィッツ著/ 金子書房 2階西側

378.8/MA92
/2020 000128833

0〜5歳児発達が気になる子のコミュニケーション力育て : 5つの力
からアプローチ (保育力UP!) 松崎敦子著

[学研教育み
らい]/[学研
プラス(発売)]

2階西側

378.8/MO45
/2020 000128830 "気になる子"の気になる保護者 : 保育者にできるサポート 守巧編著

チャイルド本
社 2階西側

378.8/SA31/
2014 000128825

発達障害のある子のサポートブック : 教育・保育の現場から寄せ
られた不適応行動・学習困難への対応策3300 第2版 (学研の
ヒューマンケアブックス)

榊原洋一
[ほか] 著

学研教育み
らい/学研プ
ラス (発売)

2階西側

378.8/SA85/
2020 000128840

絵カード : ルール・約束 : 発達障がいの子が迷わず動ける! (絵
カードシリーズ. 絵カード : 発達障がいの子が迷わず動ける! :
Pripri発達支援:鹿渡いづみ絵カード・ポスターイラスト||エカード :

世界文化社 2階西側

421.2/Z3/20
21 000128798

ゼロからわかる相対性理論 : この1冊で相対性理論がよくわかる!
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

493.76/A95/
2020 000128867

自閉症スペクトラム障害とセクシュアリティ : なぜぼくは性的問題
で逮捕されたのか

トニー・アト
ウッド, イザ
ベル・エノー, 明石書店 2階東側

493.76/MI81
/2020 000128842

発達障害の悩みに答える一問一答 : 生き難い私はもしかして
ASD?それともADHD? 宮尾益知著

河出書房新
社 2階東側

493.937/KO6
7/2020 000128839

スウェーデンの作業療法士が教える発達障害の子どもと楽しむ
ワークショップ 河本佳子著

かもがわ出
版 2階東側

493.937/MA
83/2020 000128828

発達障害最初の一歩 : お友だちとのかかわり方、言葉の引き出し
方、「療育」の受け方、接し方 松永正訓著

中央公論新
社 2階東側

493.937/SA6
3/2020 000128827

おうちでタッチケア「ぐるーみん」 : 発達障害の子どもの体と心をほ
ぐすプログラム (学研のヒューマンケアブックス) 三宮華子著

学研教育み
らい/学研プ
ラス(発売)

2階東側

496.45/KA62
/2020 000128862

色弱の子どもがわかる本 : 家庭・保育園・学校でできるサポート術
: コミックQ&A 増補改訂版

カラーユニ
バーサルデ
ザイン機構

かもがわ出
版 2階東側

518.8/Y66/2
020 000128846 バリアフリー体験ワークブック 八藤後猛著 彰国社 2階東側

598.4/N59/2
020 000128866

発達障害の私の頭の中は忙しいけどなんだか楽しい : 自分と向か
い合うことで探した(私の場合の)対処法

なずな著/松
本喜代隆著 ぶどう社 2階東側

721.9/MA77
/2021 000128858 松井冬子 : 芸術は覚醒を要求する (別冊太陽:スペシャル)

八柳サエ監
修 平凡社 2階東側大型

911.108/SH3
3/41/2020 000128843 奈良御集・仁和御集・寛平御集全釈 (私家集全釈叢書:41) 笹川博司著 風間書房 2階東側

BH/301/.C4
/M39/2019 010010204 The power of cute Simon May

Princeton
University
Press 3階

DD/78/.B55
/F55/2020 010010214

Mobilizing Black Germany : Afro-German women and the making
of a transnational movement (Black internationalism)

Tiffany N.
Florvil

University of
Illinois Press 3階

F/3100/.L39
4/2018 010010205

Civil obedience : complicity and complacency in Chile since
Pinochet (Critical human rights)

The
University of
Wisconsin 3階

GN/635/.J2
/K68/2020 010010218

Studying Japan : Handbook of Research Designs, Fieldwork and
Methods

Nora
Kottmann,
Cornelia Nomos 3階

HG/4521/.R
584/2013 010010219

Investing between the lines : how to make smarter decisions by
decoding CEO communications

L.J.
Rittenhouse McGraw Hill 3階HQ/1090.7/.

J3/C37/202
0 010010216

Masculinity and body weight in Japan : grappling with metabolic
syndrome : hbk (RoutledgeCurzon contemporary Japan series:84)

Genaro
Castro-Vá
zquez Routledge 3階

JZ/5584/.G3
/S37/2011 010010220

Der Atomkrieg vor der Wohnungstür : eine Politikgeschichte der
neuen Friedensbewegung in der Bundesrepublik 1970-1985 pbk.
(Historische Politikforschung/19)

Susanne
Schregel

Campus
Verlag 3階

M/Instru-
/mental/Ens
embles/764/

000128671 星の生まれる場所で 芳賀傑作曲 音楽之友社 2階東側楽譜
M/Instru-
/mental/Ens
embles/764/

000128672 星の生まれる場所で 芳賀傑作曲 音楽之友社 2階東側楽譜

　【9--】　文　学

　洋　書

　楽　譜

　【4--】　自然科学　（理学, 医学）

　【5--】　技　術　（工学, 家政学）

　【7--】　芸　術



M/Vocal/76
7/Anthology
/T

000128670 トスティ歌曲集 新版(第4版) 1

編: 畑中良
輔, 中巻寛子
/対訳: 戸口

全音楽譜出
版社 2階東側楽譜

PIC/487.8/T
U5/2018/大
型 000128893 おばけだじょ : tupera tuperaのおおきな絵本

tupera
tuperaさく 学研プラス

2階東側大型
（絵本･紙芝
居）PIC/489/KI2

1/2016/大型 000128895 どうぶつしんちょうそくてい 初版 (アリス館のよみきかせ大型絵本)

聞かせ屋。
けいたろう文
/高畠純絵

アリス館

2階東側大型
（絵本･紙芝
居）PIC/489/KI2

1/2019/大型 000128894 どうぶつたいじゅうそくてい 初版 (アリス館のよみきかせ大型絵本)

聞かせ屋。
けいたろう文
/高畠純絵 アリス館

2階東側大型
（絵本･紙芝
居）

PIC/489/TA
28/2020/大
型 000128896 わんわんわんわん (くすくすえほん. 大型絵本) 高畠純作 理論社

2階東側大型
（絵本･紙芝
居）PIC/489.5/L

51/2021 000128627 とりになりたかったこぐまのはなし (こどものとも:778号)

アデール・ド・
レェーエフ作
/中尾幸訳/ 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/489.8/K

I39/2021 000128625 ながーくなった (こどものとも年少版:526号)
きむらよしお
さく 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/596.4/K

A97/2021 000128616 ななくさつんで : ななくさがゆをつくろう (かがくのとも:622号)

かわしまよう
こぶん/辻川
奈美え 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/596.4/S

H63/2006 000128845 おべんとうバス
真珠まりこ
作・絵

ひさかたチャ
イルド 2階東側絵本

PIC/625/KI4
6/2020 000128891 くだものどうぞ (しかけえほんシリーズ. 大型えほん)

きのしたけい
作/阿部真由
美絵 2階東側絵本

PIC/626/KI4
6/2020 000128892 おやさいどうぞ (しかけえほんシリーズ. 大型えほん)

きのしたけい
作/阿部真由
美絵 2階東側絵本

PIC/686/KU
41/2009 000128844 みんなでんしゃ

薫くみこ作/
かとうようこ
絵

ひさかたチャ
イルド 2階東側絵本

PIC/913.8/N
37/2021 000128626 ゆきだゆきだ (こどものとも年中向き:418号) 中村至男さく 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/913.8/O

96/2021 000128628 ぞろぞろぞろ (こどものとも0.1.2.)

尾崎玄一郎,
尾崎由紀奈
さく 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かが

　絵　本


