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007.3/N71/2
020 000128898

やばいデジタル : "現実 (リアル)" が飲み込まれる日 (講談社現代
新書:2594)

NHKスペシャ
ル取材班著 講談社 2階西側

019.12/TS54
/2019 000128899 「すぐやる人」の読書術 (Asuka business & language books) 塚本亮著

明日香出版
社 2階西側

024.06/SA85
/2020 000128933 amazonのすごい会議 : ジェフ・ベゾスが生んだマネジメントの技法 佐藤将之著

東洋経済新
報社 2階西側

070.21/F11/
2020 000128902 吠えない犬 : 安倍政権7年8カ月とメディア・コントロール

マーティン・
ファクラー著 双葉社 2階西側

131.5/I67/20
20 000128903 ストイック・チャレンジ : 逆境を「最高の喜び」に変える心の技法

ウィリアム・
B・アーヴァイ
ン著/月沢李

NHK出版 2階西側

159/TS54/2
018 000128905 図解「すぐやる人」と「やれない人」の習慣 塚本亮著

明日香出版
社 2階西側

159.4/H84/2
020 000128906 仕事消滅時代の新しい生き方 本田健著

プレジデント
社 2階西側

159.4/TO73/
2020 000128904

世界のエリートはなぜ、「この基本」を大事にするのか? (朝日文
庫:[と13-1]) 戸塚隆将著

朝日新聞出
版 2階西側

162.1/SH36/
2020 000128907

捨てられる宗教 : 葬式・墓・戒名を捨てた日本人の末路 (SB新
書:518) 島田裕巳著

SBクリエイ
ティブ 2階西側

209/U98/20
20 000128910 「民族」で読み解く世界史 : 教養として知っておきたい 宇山卓栄著

日本実業出
版社 2階西側

210.02/N93/
2020 000128909 元号戦記 : 近代日本、改元の深層 (角川新書:[K-335])

野口武則
[著] KADOKAWA 2階西側

210.3/Y91/2
020 000128911 渡来系移住民 : 半島・大陸との往来 (シリーズ古代史をひらく)

吉村武彦, 吉
川真司, 川尻
秋生編

岩波書店 2階西側

210.5/TA84/
2021 000128886 江戸問答 (岩波新書:新赤版 1863)

田中優子, 松
岡正剛著 岩波書店 2階西側

210.6/SE27/
2020 000128912 関口宏・保阪正康のもう一度!近現代史 : 明治のニッポン

関口宏, 保阪
正康著 講談社 2階西側

210.61/KI72
/2020 000128913 明治維新の意味 (新潮選書) 北岡伸一著 新潮社 2階西側

222.39/C22/
2020 000128914 香港の歴史 : 東洋と西洋の間に立つ人々 (世界歴史叢書)

ジョン・M・
キャロル著/
倉田明子, 倉

明石書店 2階西側

238.07/B53/
2020 000128925

ロシアン・ルーレットは逃がさない : プーチンが仕掛ける暗殺プロ
グラムと新たな戦争

ハイディ・ブ
レイク著/加
賀山卓朗訳

光文社 2階西側

289.1/U47/2
021 000128888 上杉鷹山 : 「富国安民」の政治 (岩波新書:新赤版 1865)

小関悠一郎
著 岩波書店 2階西側

289.3/R72/2
021 000128881

フランクリン・ローズヴェルト : 大恐慌と大戦に挑んだ指導者 (中公
新書:2626)

佐藤千登勢
著

中央公論新
社 2階西側

309.1/Y31/2
021 000128882 戦後民主主義 : 現代日本を創った思想と文化 (中公新書:2627) 山本昭宏著

中央公論新
社 2階西側

316.8/H71/2
020 000128926 黄禍論 : 百年の系譜 (講談社選書メチエ:734) 廣部泉著 講談社 2階西側

316.823/N38
/2021 000128884 ロヒンギャ危機 : 「民族浄化」の真相 (中公新書:2629) 中西嘉宏著

中央公論新
社 2階西側

319.38/G67/
2020 000128924 ミハイル・ゴルバチョフ : 変わりゆく世界の中で

ミハイル・セ
ルゲービッ
チ・ゴルバ

朝日新聞出
版 2階西側

319.8/O72/2
021 000128880

入門人間の安全保障 : 恐怖と欠乏からの自由を求めて 増補版
(中公新書:2195) 長有紀枝著

中央公論新
社 2階西側

327.3/I89/20
21 000128889 倒産法入門 : 再生への扉 (岩波新書:新赤版 1866) 伊藤眞著 岩波書店 2階西側

332.107/KO1
2/2020 000128929 コロナ危機の経済学 : 提言と分析

小林慶一郎,
森川正之編
著

日経BP日本
経済新聞出
版本部/日経

2階西側

332.107/MI8
8/2021 000128887 地域衰退 (岩波新書:新赤版 1864) 宮﨑雅人著 岩波書店 2階西側

334.31/Y19/
2020 000128931

日本の少子化対策はなぜ失敗したのか? : 結婚・出産が回避され
る本当の原因 (光文社新書:1067) 山田昌弘著 光文社 2階西側

    新 着 情 報 2021年 3月10日

　【1--】　哲　学　

　【0--】　総　記

　【2--】　歴　史　

　【３--】　社会科学　（政治, 法律, 経済, 社会, 教育）



334.41/H66/
2020 000128928 ルポ入管 : 絶望の外国人収容施設 (ちくま新書:1521) 平野雄吾著 筑摩書房 2階西側

335.6/SC5/2
020 000128932

ネクスト・シェア : ポスト資本主義を生み出す「協同」プラットフォー
ム

ネイサン・
シュナイダー
著/月谷真紀

東洋経済新
報社 2階西側

361.454/F62
/2020 000128934 なぜか好かれる人がやっている100の習慣

藤本梨恵子
著

明日香出版
社 2階西側

367.234/KU9
5/2020 000128901

ナチス機関誌「女性展望」を読む : 女性表象、日常生活、戦時動
員

桑原ヒサ子
著 青弓社 2階西側

369/I89/202
0 000128870

障害のある青年たちとつくる「学びの場」 : ステキな人生を歩んで
いくために

大阪障害者
センター総合
実践研究所

かもがわ出
版 2階西側

369.16/A82/
2021 000128890 地域を変えるソーシャルワーカー (岩波ブックレット:No.1039)

朝比奈ミカ,
菊池馨実編 岩波書店 2階西側

376.1/O23/0
～2/2021 000129028

ワークで学ぶ子どもの「育ち」をとらえる保育記録の書き方 : 幼稚
園・保育所・認定こども園対応 0〜2歳児編

大方美香編
著

中央法規出
版 2階西側

376.1/O23/3
～5/2021 000129029

ワークで学ぶ子どもの「育ち」をとらえる保育記録の書き方 : 幼稚
園・保育所・認定こども園対応 3〜5歳児編

大方美香編
著

中央法規出
版 2階西側

376.11/I43/2
016 000129030

0歳児から5歳児行動の意味とその対応 : 見えてますか?子どもか
らのシグナル 今井和子著 小学館 2階西側

376.14/O61/
2020 000129031

日本版保育ドキュメンテーションのすすめ : 「子どもはかわいいだ
けじゃない!」をシェアする写真つき記録 (教育技術. 新幼児と保育
MOOK)

大豆生田啓
友, おおえだ
けいこ著

小学館 2階西側

377.28/SA29
/2019 000128900 京大変人講座

酒井敏 [ほ
か] 著 三笠書房 2階西側

378.6/O81/2
020 000128873 知的障害教育総論 改訂新版 (放送大学教材:1529374-1-2011)

太田俊己, 佐
藤愼二編著

放送大学教
育振興会 2階西側

378.8/B64/2
020 000128872 自閉症児と絵カードでコミュニケーション : PECSとAAC 第2版

アンディ・ボ
ンディ, ロリ・
フロスト著/ 二瓶社 2階西側

378.8/MI81/
2020 000128875

ASD(自閉症スペクトラム障害)、ADHD、LD発達障害の子どもが
持っている長所に気づいて、伸ばす本 : 隠れている"得意"をつぶ
さない対応とサポート : 発達障害の子どもの長所や得意分野を

宮尾益知監
修

河出書房新
社 2階西側

378.8/TA84/
2020 000128869

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたいADHD注意欠如・多動症
(発達障害お悩み解決ブック:2)

田中康雄監
修

ミネルヴァ書
房 2階西側

378.8/U25/2
020 000128868

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたいASD自閉スペクトラム症
(発達障害お悩み解決ブック:1)

内山登紀夫
監修

ミネルヴァ書
房 2階西側

378.8/U77/2
020 000128874

「うちの子は字が書けないかも」と思ったら : 発達性読み書き障害
の子の自立を考える

宇野彰著/千
葉リョウコ漫
画 ポプラ社 2階西側

480.9/TA98/
2020 000128812 荷を引く獣たち : 動物の解放と障害者の解放

スナウラ・テ
イラー著/今
津有梨訳 洛北出版 2階東側

493.76/MI81
/2020 000128877

対人関係がうまくいく「大人の自閉スペクトラム症」の本 : 正しい理
解と生きづらさの克服法 (心のお医者さんに聞いてみよう)

宮尾益知監
修 大和出版 2階東側

493.76/SH15
/2020 000128876

大人の発達障害「ASD・ADHD」シーン別解決ブック : 最新版 (実用
No.1シリーズ)

司馬理英子
著 主婦の友社 2階東側

493.937/SA4
2/2020 000128871

就学前発達障害が映す子どもたち : 0歳から始まる症状 (シリー
ズ・症例が語る「発達障害」:1) 崎濱盛三著

ミネルヴァ書
房 2階東側

726.07/N99/
2021 000128885 現代音楽史 : 闘争しつづける芸術のゆくえ (中公新書:2630) 沼野雄司著

中央公論新
社 2階東側

786/H35/20
19 000128878

ブッシュクラフト読本 : bushcraft : beginner's bible (コツがわかる
本)

長谷部雅一
著 メイツ出版 2階東側

801.2/F85/2
017 000128879

ことばによる望ましいコミュニケーションの方法 : 教師、保育者、カ
ウンセラーにおくる一般意味論の招待状

福沢周亮, 藪
中征代著 萌文書林 2階東側

835/SA94/2
021 000128883 英文法再入門 : 10のハードルの飛び越え方 (中公新書:2628) 澤井康佑著

中央公論新
社 2階東側

M/General/
Popular/763.
2 000129018 おさえておきたい!ベストヒット総集編 2020-2021 (ピアノソロ/中級)

安蒜佐知子,
井戸川忠臣,
内田美雪, 大

2階東側楽譜

PIC/388.68/
U87/2021 000128714 カメとクロジャガー : ペルーの昔話 (こどものとも年中向き:419号)

ルイス・ウル
テアガ採話・
原文/星野由

福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/489.5/F

66/2021 000128716 じゃがーくん (こどものとも0.1.2.:311号)

藤島由美さく

福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/913.8/M

U59/2021 000128713 プレゼントをかいに (こどものとも年少版:527号)
村田エミコさ
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/Y

32/2021 000128715 ゆめみのえ (こどものとも:779号) 山村浩二作 福音館書店
2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かが

　【7--】　芸　術

　【8--】　言　語

　楽　譜

　絵　本

　【4--】　自然科学


