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140.4/D17/2
020 100030603 自分を操り、不安をなくす究極のマインドフルネス

メンタリスト
DaiGo著 PHP研究所 2階西側

146.89/H48/
2019 000129189 発達心理学 (公認心理師スタンダードテキストシリーズ:12) 林創編著

ミネルヴァ書
房 2階西側

162.1/O42/2
021 000129178

宗教と日本人 : 葬式仏教からスピリチュアル文化まで (中公新
書:2639) 岡本亮輔著

中央公論新
社 2階西側

210.34/TO66
/2021 000129104 古代日本の官僚 : 天皇に仕えた怠惰な面々 (中公新書:2636) 虎尾達哉著

中央公論新
社 2階西側

210.38/MI22
/2021 000129176 院政 : もうひとつの天皇制 増補版 (中公新書:1867) 美川圭著

中央公論新
社 2階西側

210.76/I76/2
021 000129107 戦後政治史 第4版 (岩波新書:新赤版 1871)

石川真澄, 山
口二郎著 岩波書店 2階西側

288.41/KA71
/2021 000129102 歴代天皇総覧 : 皇位はどう継承されたか 増補版 (中公新書:1617) 笠原英彦著

中央公論新
社 2階西側

289.1/SH26/
2021 000129177

幣原喜重郎 : 国際協調の外政家から占領期の首相へ (中公新
書:2638) 熊本史雄著

中央公論新
社 2階西側

311.15/R72/
2021 000129106 尊厳 : その歴史と意味 (岩波新書:新赤版 1870)

マイケル・
ローゼン
[著]/内尾太

岩波書店 2階西側

311.23/TS94
/2021 000129173

「オピニオン」の政治思想史 : 国家を問い直す (岩波新書:新赤版
1876)

堤林剣, 堤林
恵著 岩波書店 2階西側

317.27/A53/
2021 000129103 文部科学省 : 揺らぐ日本の教育と学術 (中公新書:2635) 青木栄一著

中央公論新
社 2階西側

329/I96/202
0 100030597 国際法 岩沢雄司著

東京大学出
版会 2階西側

329/KA86/2
020 100030594 ビジュアルテキスト国際法 第2版

加藤信行
[ほか] 編著 有斐閣 2階西側

329/Y53/20
17 100030595 プラクティス国際法講義 第3版

柳原正治, 森
川幸一, 兼原
敦子編

信山社出版 2階西側

329/Y53/20
17 100030596 演習プラクティス国際法 (演習プラクティスシリーズ)

柳原正治, 森
川幸一, 兼原
敦子編/柳原

信山社 2階西側

329.09/I96/2
021/2021 100030598 国際条約集 2021

岩沢雄司, 植
木俊哉, 中谷
和弘編集代

有斐閣 2階西側参考

329.09/KO93
/2011 100030593 国際法判例百選 第2版 (別冊ジュリスト:no. 204)

小寺彰, 森川
幸一, 西村弓
編 有斐閣 2階西側

336.3/A43/2
019 000129195 Leader's KPT : リーダーはどうやってチームに好循環をもたらすか 天野勝著

すばる舎リン
ケージ/すば
る舎 (発売)

2階西側

364.4/R28/2
021 000129203

レセプト作成テキストブック : 医科 点数表の基本とレセプト記載の
原則 令和3年4月版

社会保険研
究所

1階西側就
職・検定等

364.4/SH69/
2021-
1/2021

000129190
診療報酬請求事務能力認定試験 : 受験対策と予想問題集 2021
年度 前期版 医学通信社

1階西側就
職・検定等

364.4/U24/2
021/2021 000129191

初級者のための診療報酬完全マスタードリル : 重要ポイント全300
問 2021年版 内芝修子著 医学通信社

1階西側就
職・検定等

366.6/KI46/
2021 000129108 労働組合とは何か (岩波新書:新赤版 1872) 木下武男著 岩波書店 2階西側

369.16/TA84
/2021 100030602 海外ルーツの子ども支援 : 言葉・文化・制度を超えて共生へ 田中 宝紀 青弓社 2階西側

369.42/TA79
/2011 000129194 子どもの発達と学童保育 : 子ども理解・遊び・気になる子

田丸敏高, 河
崎道夫, 浜谷
直人編著 福村出版 2階西側

371.234/MI7
9/2014 100030610 政治教育と民主主義 : リット政治教育思想の研究 宮野安治著 知泉書館 2階西側

371.234/Y48
/1993 100030611 ケルシェンシュタイナー教育学の特質と意義 山崎高哉著

玉川大学出
版部 2階西側

371.45/F62/
2019 000129193 読んでわかる児童心理学 (ライブラリ読んでわかる心理学:7)

藤本浩一, 金
綱知征, 榊原
久直共著 サイエンス社 2階西側

375.199/SA8
5/2021 000129111

第四次産業革命と教育の未来 : ポストコロナ時代のICT教育 (岩
波ブックレット:No. 1045) 佐藤学著 岩波書店 2階西側

375.893/I99/
2016 100030604

フォーカス・オン・フォームとCLILの英語授業 : 生徒の主体性を伸
ばす授業の提案 (アルク選書シリーズ) 和泉伸一著 アルク 2階西側

376.1/MI82/
0・1/2020 000129205

触れて感じて人とかかわる (思いをつなぐ保育の環境構成:0・1歳
児クラス編)

宮里暁美編
著/文京区立
お茶の水女

中央法規出
版 2階西側

376.1/MI82/
2・3/2020 000129207

遊んで感じて自分らしく (思いをつなぐ保育の環境構成:2・3歳児ク
ラス編)

宮里暁美編
著/文京区立
お茶の水女

中央法規出
版 2階西側

    新 着 情 報 2021年 6月 9日

　【1--】　哲　学　

　【2--】　歴　史　

　【３--】　社会科学



376.1/MI82/
4・5/2020 000129206

遊びを広げて学びに変える (思いをつなぐ保育の環境構成:4・5歳
児クラス編)

宮里暁美編
著/文京区立
お茶の水女

中央法規出
版 2階西側

376.11/N35/
2011 000129199 幼児・児童の発達心理学

中道圭人, 榎
本淳子編

ナカニシヤ出
版 2階西側

377.1/Y91/2
021 000129171 大学は何処へ : 未来への設計 (岩波新書:新赤版 1874) 吉見俊哉著 岩波書店 2階西側

377.13/J55/
2022/2020 100030599

国立大学法人等職員採用試験攻略ブック [令和]3年度 (受験
ジャーナル別冊)

実務教育出
版

1階西側就
職・検定等

404/MU18/2
021 000129161

無限 : 「限りがない」とはどういうことか (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

410/SU23/2
021 000129159

数学の世界 : 知れば知るほど,数と数式のふしぎに魅了される 数
の神秘編 (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

417/Z3/202
1 000129135

ゼロからわかる統計と確率 : ベイズ統計を日常生活にいかし、数
学的に未来を予測する方法 ベイズ統計編 (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

420/MA43/2
021 000129137

学びなおし中学・高校物理 : 苦手だった人も好きだった人も楽しめ
る物理学の珠玉の1冊! 増補第2版 (ニュートン別冊) (Newtonムッ
ク) (ニュートンムック)

和田純夫監
修

ニュートンプ
レス 2階東側大型

440.2/U79ch
/1/2020 000129218 チ。-地球の運動について- 第1集 (ビッグコミックス) 魚豊作・画 小学館 1階東側漫画

440.2/U79ch
/2/2021 000129212 チ。-地球の運動について- 第2集 (ビッグコミックス) 魚豊作・画 小学館 1階東側漫画

491.3/B99/2
021 000129198

病気の科学知識 : 身近な感染症からがんまで今知りたい病気が
よくわかる (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

491.358/O32
/2021 000129197

老いの取扱説明書 : 人生100年時代を生き抜くための、老化の最
新知識 (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

493.72/SE19
/2021 000129136

精神科医が語る精神の病気 : うつ病、虐待、コロナ禍による心の
問題 : 気になる精神の病気を完全網羅 増補第2版 (ニュートン別
冊) (Newtonムック)

[仮屋暢聡監
修]

ニュートンプ
レス 2階東側大型

498.12/A47/
2021 000129204

最新医療関連法の完全知識 : これだけは知っておきたい医療実
務101法 2021年版

安藤秀雄, 望
月稔之, 並木
洋, 小笠原一

医学通信社
1階西側就
職・検定等

498.16/Z3/2
021/2021 000129192

初級者のための医療事務BASIC問題集 : 医療事務・医療秘書・医
療事務OA・電子カルテ・医師事務作業補助者実務能力認定試験
2021 医学通信社

1階西側就
職・検定等

498.5/SH96/
2021 000129160

食と栄養 : 健康を支える栄養素とかしこい食事法 (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

559/D55/20
21 100030600 AI・兵器・戦争の未来

ルイス・A・デ
ルモンテ著/
川村幸城訳

東洋経済新
報社 2階東側

601.1/E21/2
021 000129174 好循環のまちづくり! (岩波新書:新赤版 1877) 枝廣淳子著 岩波書店 2階東側

615.71/KO82
/2021 000129110

有機農業で変わる食と暮らし : ヨーロッパの現場から (岩波ブック
レット:No. 1044)

香坂玲, 石井
圭一著 岩波書店 2階東側

686.21/SA85
/2021 000129179

鉄道と政治 : 政友会、自民党の利益誘導から地方の自立へ (中
公新書:2640) 佐藤信之著

中央公論新
社 2階東側

721.2/C53/2
021 000129118

鳥獣戯画決定版 : 「絵の原点」にふれる (別冊太陽. 日本のここ
ろ:288)

増記隆介監
修 平凡社 2階東側大型

726.1/A32os
/1/2020 000129213 推しの子 1-4 (ヤングジャンプ・コミックス)

赤坂アカ, 横
槍メンゴ著 集英社 1階東側漫画

726.1/Y19so
/1/2020 000129208 葬送のフリーレン VOL.1-4 (少年サンデーコミックス)

山田鐘人原
作/アベツカ
サ作画

小学館 1階東側漫画

740.21/SH13
/2021 000129155 写真集を編む。 (別冊太陽:スペシャル) 平凡社 2階東側大型

809.2/MO83
/2021 000129146 ありふれた言葉が武器になる伝え方の法則 本橋亜土著 かんき出版 2階東側

814.7/Y32/2
021 000129172

モダン語の世界へ : 流行語で探る近現代 (岩波新書:新赤版
1875) 山室信一著 岩波書店 2階東側

837.5/KI68/
2021 000129105 英語の読み方 : ニュース、SNSから小説まで (中公新書:2637) 北村一真著

中央公論新
社 2階東側

911.56/G34/
246/2021 000129183 松岡政則詩集 (現代詩文庫:246) 松岡政則著 思潮社 2階東側

911.56/G34/
247/2021 000129182 斎藤恵子詩集 (現代詩文庫:247) 斎藤恵子著 思潮社 2階東側

911.56/G34/
248/2021 000129181 福井桂子詩集 (現代詩文庫:248) 福井桂子著 思潮社 2階東側

916/SA83/2
021 000129109 時代を撃つノンフィクション100 (岩波新書:新赤版 1873) 佐高信著 岩波書店 2階東側

　【6--】　産　業

　【8--】　言　語

　【7--】　芸　術

　【9--】　文　学

　【4--】　自然科学

　【5--】　技　術



933.6/H71/2
021 000129180 小説読解入門 : 『ミドルマーチ』教養講義 (中公新書:2641)

廣野由美子
著

中央公論新
社 2階東側

M/General/
Popular/763.
2

000129187
こどもポップス定番30 : ありがとうの花 : レッスンや練習で役立つ
指導・演奏のアドバイスつき (ピアノソロ初級)

秋山さやか,
安蒜佐知子,
石川芳, 岩間

ヤマハミュー
ジックエンタ
テインメント

2階東側楽譜
M/General/
Popular/763.
2

000129188
うたえる! ひける! ピアノ曲集 : こどもの歌で楽しいレッスン アニメ
編

橋本晃一編
著

ドレミ楽譜出
版社 2階東側楽譜

M/General/
Popular/763.
2

000129200
先生が選んだ 発表会で弾きたいポピュラー名曲選 : 素顔のまま
で 中-上級

秋山さやか,
石川芳, 内田
美雪, 菊地理

ヤマハミュー
ジックメディ
ア 2階東側楽譜

M/General/
Popular/763.
2

000129202
ピアノを始めた人のための 映画でおなじみ!クラシック名曲集 :
cinema classic music 深澤舞編曲 カワイ出版 2階東側楽譜

PIC/626.29/
KI77/2021 000129121 いちごになりました (こどものとも年中向き:422号) 鬼頭祈さく 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かが

PIC/781/SA
25/2021 000129119 かめかめたいそう (こどものとも0.1.2.:314号) 齋藤槙さく 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かが

PIC/807.9/N
16/2021 000129120 いちわのからす (こどものとも年少版:530号)

長野ヒデ子さ
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/H
84/2021 000129122 万次郎さんとたぬきのこ (こどものとも:782号)

本田いづみ
ぶん/北村人
え

福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かが

BT/83.57/.D
8713/2013 010010348

Ethics of liberation in the age of globalization and exclusion : pbk
(Latin America otherwise)

Enrique
Dussel/trans
lation edited

Duke
University
Press 3階

D/20/.C78/
2017 010010343 What is global history? : pbk

Sebastian
Conrad

Princeton
University
Press 3階

DD/257/.C6
35/2009 010010339

Die Suche nach Sicherheit : eine Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland von 1949 bis in die Gegenwart 1. Aufl

Eckart
Conze Siedler 3階

DD/290.25/.
M44/2019 010010349

Die neue Bundesrepublik : zwischen Nationalisierung und
Globalisierung (Politik verstehen)

Reinhard
Mehring

Verlag W.
Kohlhammer 3階

HD/75/.M33
/2020 010010342

The mismeasure of progress : economic growth and its critics :
cloth

Stephen J.
Macekura

University of
Chicago
Press

3階

HD/78/.D48
3/2018 010010341

The development century : a global history : pbk (Global and
international history)

edited by
Stephen J.
Macekura,

Cambridge
University
Press

3階

JC/599/.L3/
S55/2004 010010337

Mixed signals : U.S. human rights policy and Latin America : pbk
(A Century Foundation book) (Cornell paperbacks)

Kathryn
Sikkink

Cornell
University
Press

3階

LC/1023/.P6
7/2020 010010350 The post-pandemic college

Bryan
Alexander,
Flower

The
Chronicle of
Higher

3階大型

LC/1090/.C
64/2021 010010340 International education at the crossroads hbk.

edited by
Deborah N.
Cohn, Hilary

Indiana
University
Press

3階

P/221/.R75/
2019 010010344

The Routledge handbook of phonetics (Routledge handbooks in
linguistics) (Routledge handbooks)

edited by
William F.
Katz and Routledge 3階

PE/1066/.B7
5/2020 010010347

Bridging the humor barrier : humor competency training in English
language teaching hbk.

edited by
John
Rucynski Jr.,

Lexington
Books 3階

PE/1128/.A2
/H236/2015 010010346

Handbook of Japanese phonetics and phonology : hbk (Handbooks
of Japanese language and linguistics:v. 2)

edited by
Haruo
Kubozono

De Gruyter
Mouton 3階

QP/306/.F2
1/1960 010010345

Acoustic theory of speech production : with calculations based
on X-ray studies of Russian articulations

by Gunnar
Fant De Gruyter 3階

TK/5102.9/.
L96/2011 010010338 Understanding digital signal processing 3rd ed : hbk

Richard G.
Lyons Prentice Hall 3階

　洋　書

　楽　譜

　絵　本


