
請求記号 資料ID 書                      名 著者名 出版者 所在

010/KA86/2
021 000129768 図書館文化論 加藤好郎著 丸善出版 2階西側
010.5/TO72
/2021/2021 000129814 図書館年鑑 2021

日本図書館
協会図書館
年鑑編集委

日本図書館
協会 1階西側参考

021.2/Y19/2
021 000129773 著作権は文化を発展させるのか : 人権と文化コモンズ 山田奨治著 人文書院 2階西側
069/KU67/2
019 000129771 現代博物館学入門

栗田秀法編
著

ミネルヴァ書
房 2階西側

141.8/MO48
/2019 000129781

自分をコントロールする力 : 非認知スキルの心理学 (講談社現代新
書:2551) 森口佑介著 講談社 2階西側

160.4/SU16/
2021 000129784 死者と霊性 : 近代を問い直す (岩波新書:新赤版 1891)

末木文美士
編 岩波書店 2階西側

210.2/F65/2
021 000129787

日本の先史時代 : 旧石器・縄文・弥生・古墳時代を読みなおす (中公
新書:2654)

藤尾慎一郎
著

中央公論新
社 2階西側

210.37/SE24
/2021 000129788 刀伊の入寇 : 平安時代、最大の対外危機 (中公新書:2655) 関幸彦著

中央公論新
社 2階西側

210.75/N21/
1996 100030933 原爆被爆記録写真集

[長崎国際文
化会館編]/
ブライアン・

長崎国際文
化会館 2階西側大型

235.3/F76/2
021 000129791 物語パリの歴史 : 「芸術と文化の都」の2000年 (中公新書:2658) 福井憲彦著

中央公論新
社 2階西側

239.3/SH15/
2021 000129786 ユーゴスラヴィア現代史 新版 (岩波新書:新赤版 1893) 柴宜弘著 岩波書店 2階西側
289.1/H66/2
021 000129790 平沼騏一郎 : 検事総長、首相からA級戦犯へ (中公新書:2657) 萩原淳著

中央公論新
社 2階西側

302.3/MI64/
2015 100030930 イスラム化するヨーロッパ (新潮新書:649) 三井美奈著 新潮社 2階西側
304/U96/20
15 100030949 99%の人に伝えたいこの世界を変える方法 : 〈彼ら〉を打倒せよ! 内海聡著

イースト・プ
レス 2階西側

304/U96/20
20 100030951 心の絶対法則 : なぜ「思考」が病気をつくりだすのか? 内海聡著 ユサブル 2階西側
312.27/SH29
/2012 100030931

「アラブの春」の正体 : 欧米とメディアに踊らされた民主化革命 (角川
oneテーマ21:C-231)

重信メイ [著] 角川書店/角
川グループ
パブリッシン

2階西側
317.4/SH33/
2020 100030965

判断推理 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ6. 地方上級/国家総合
職・一般職・専門職)

資格試験研
究会編

実務教育出
版

1階西側就
職・検定等

317.4/SH33/
2020 100030966

人文科学 : 日本史 世界史 地理 思想 文学・芸術 (公務員試験新スー
パー過去問ゼミ6. 地方上級/国家総合職・一般職・専門職)

資格試験研
究会編

実務教育出
版

1階西側就
職・検定等

317.4/SH33/
2020 100030967

社会科学 : 政治 経済 社会 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ6. 地
方上級/国家総合職・一般職・専門職)

資格試験研
究会編

実務教育出
版

1階西側就
職・検定等

317.4/SH33/
2020 100030968 数的推理 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ6)

資格試験研
究会編

実務教育出
版

1階西側就
職・検定等

317.4/SH33/
2020 100030969

文章理解・資料解釈 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ6. 地方上級/
国家総合職・一般職・専門職)

資格試験研
究会編

実務教育出
版

1階西側就
職・検定等

319.8/N82/2
012 100030918

進む対中包囲網、交代する指導者たち (アジアの安全保障:2012-
2013)

平和・安全保
障研究所編 朝雲新聞社 2階西側

319.8/N82/2
013 100030917

混迷の日米中韓 : 緊迫の尖閣、南シナ海 (アジアの安全保障:2013-
2014)

平和・安全保
障研究所編 朝雲新聞社 2階西側

319.8/N82/2
014 100030919

再起する日本 : 緊張高まる東、南シナ海 (アジアの安全保障:2014-
2015)

平和・安全保
障研究所編 朝雲新聞社 2階西側

319.8/N82/2
015 100030915

対立深まる南シナ海, 進む日米越比協力 (アジアの安全保障:2015-
2016)

平和・安全保
障研究所編 朝雲新聞社 2階西側

319.8/N82/2
016 100030920

探るアジアのパワーバランス : 連携進める日米豪印 (アジアの安全保
障:2016-2017)

平和・安全保
障研究所編 朝雲新聞社 2階西側

319.8/N82/2
018 100030916

激変する朝鮮半島情勢 : 厳しさ増す米中競合 (アジアの安全保
障:2018-2019)

平和・安全保
障研究所編 朝雲新聞社 2階西側

329/SU34/2
007 100030927 現代国際法講義 第4版

杉原高嶺
[ほか] 著 有斐閣 2階西側

    新 着 情 報 2021年10月20日

　【0--】　総　記

　【1--】　哲　学　

　【2--】　歴　史　

　【３--】　社会科学



329.39/U47/
2016 100030924

世界に向けたオールジャパン : 平和構築・人道支援・災害救援の新し
いかたち

上杉勇司
[ほか] 編 内外出版 2階西側

334.41/Y92/
2008 100030922

多文化共生社会と外国人コミュニティの力 : ゲットー化しない自助組織
は存在するか? POD版

吉富志津代
著

現代人文社/
大学図書
(発売) 2階西側

335.1/MA59
/2017 000129848 経営の経済学 第3版 丸山雅祥著 有斐閣 2階西側
335.3/MO83
/2014 100030928 アライアンスマネジメント : 米国の実践論と日本企業への適用

元橋一之編
著 白桃書房 2階西側

336.1/SA55/
2002 000129850 戦略経営論

ガース・サ
ローナー, ア
ンドレア・シェ

東洋経済新
報社 2階西側

336.3/MI26/
1997 000129849 組織の経済学

ポール・ミル
グロム, ジョ
ン・ロバーツ NTT出版 2階西側

336.3/MO55
/2006 100030926 現代経営組織論 第3版 森本三男著 学文社 2階西側
361.4/MU41
/2000 100030925 社会心理学へのアプローチ

村井健祐, 土
屋明夫, 田之
内厚三編著

北樹出版 2階西側
366.021/KO
83/2021/20
21

100030939

新型コロナウイルス感染症が雇用・労働に及ぼした影響 (労働経済白
書:令和3年版)

厚生労働省
編

日経印刷/全
国官報販売
協同組合

1階西側参考
366.28/B78/
2018 000129840 ノマド : 漂流する高齢労働者たち

ジェシカ・ブ
ルーダー著/
鈴木素子訳 春秋社 2階西側

367.3/KA99/
2021 000129772 養育者としての男性 : 父親の役割とは何か

数井みゆき
編著

ミネルヴァ書
房 2階西側

367.6/N28/2
021/2021 100030940 子供・若者白書 令和3年版 内閣府編

日経印刷/全
国官報販売
協同組合 1階西側参考

369.3/KA84/
2017 100030921

防災をめぐる国際協力のあり方 : グローバル・スタンダードと現場との
間で (検証・防災と復興:2) 片山裕編著

ミネルヴァ書
房 2階西側

369.3/Y92/2
013 100030929

グローバル社会のコミュニティ防災 : 多文化共生のさきに (阪大リーブ
ル:043)

吉富志津代
著

大阪大学出
版会 2階西側

369.31/SU96
/2012 100030923

東日本大震災と外国人移住者たち (移民・ディアスポラ研究:2.
Migrants and diasporas studies)

鈴木江理子
編著/[大村
昌枝ほか著]

明石書店 2階西側
369.42/H81/
2021/2021 000129815 保育所運営ハンドブック 令和3年版

中央法規出
版 1階西側参考

371.4/N45/2
020 000129797

自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ : 家庭、学校、職場で生かせ
る! 中山芳一著 東京書籍 2階西側

371.47/I94/2
013 100030958

好きなのにはワケがある : 宮崎アニメと思春期のこころ (ちくまプリ
マー新書:207) 岩宮恵子著 筑摩書房 2階西側

372.33/B71/
2/2021 000129839

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー : the real British
secondary school days 2

ブレイディみ
かこ著 新潮社 2階西側

373.1/MO31
/2020/2021 100030941 文部科学白書 令和2年度

文部科学省
編

財務省印刷
局 1階西側参考

375.49/N71/
2021 100030952 体育科教育学研究ハンドブック

日本体育科
教育学会編 大修館書店 2階西側

376.11/Y79/
2021 000129779 非認知能力が育つこれからの保育 : 0〜5歳児

横山洋子監
修 池田書店 2階西側

376.156/KI5
4/2021 000129469 そざい探究labo : 何をつくるか決めない造形遊び (ひろばブックス) 桐嶋歩著 メイト 2階西側
377.9/TS41/
2021 100030943

日本のGPAトップ大学生たちはなぜ就活で楽勝できるのか? (星海社
新書:198)

辻太一朗著/
曽和利光著

星海社/講談
社(発売) 2階西側

378.02/O38/
1993 100030970

ドイツ治療教育学の歴史研究 : 治療教育学理論の狭義化と補助教育
学の体系化

岡田英己子
著 勁草書房 2階西側

378.28/Z3/2
021/2021 000129793

これで合格!全国手話検定試験 : 第15回全国手話検定試験解説集
2021

全国手話研
修センター編
集

中央法規出
版

1階西側就
職・検定等

379.9/N45/2
020 000129796 非認知能力を伸ばすおうちモンテッソーリ77のメニュー

しののめモン
テッソーリ子
どもの家, 中

東京書籍 2階西側
379.9/O48/2
021 000129778

「やり抜く子」と「投げ出す子」の習慣 : 非認知能力を育て、「投げ出す
子」を「やり抜く子」へ変える50の行動習慣 岡崎大輔著

明日香出版
社 2階西側

380.8/Y53/1
990 100030957 柳田國男全集 28 (ちくま文庫) 柳田國男著 筑摩書房 2階西側
390/TO55/2
017 100030932 軍事のリアル (新潮新書:742) 冨澤暉著 新潮社 2階西側

410.9/P23/2
021 000129802

パラドックス : 悩ましくも面白い。宇宙と物理の迷宮 宇宙・物理編
(Newtonライト : 理系脳をきたえる!:2.0) (Newtonムック) (ニュートン別
冊) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側

417/B32/20
21 000129804

ベイズ統計 : ベイズ統計のきほんが一気にわかる入門書 (Newtonライ
ト : 理系脳をきたえる!:2.0) (Newtonムック) (ニュートン別冊) (ニュートン
ムック)

ニュートンプ
レス 2階東側

417.1/TO29
/2021 000129805

統計パズル : パズルやクイズでデータ判断力をみがく 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

443.9/U25/2
021 000129807

宇宙のはじまり : 138億年前のそのとき、何がおきたのか? (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

　【4--】　自然科学



451.28/SA64
/2021 000129803

3時間でわかる天気予報 : しくみがわかると面白い。天気予報の科学
(Newtonライト : 理系脳をきたえる!:2.0) (Newtonムック) (ニュートン別
冊) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側

481.78/O11/
2021 000129789 本能 : 遺伝子に刻まれた驚異の知恵 (中公新書:2656) 小原嘉明著

中央公論新
社 2階東側

495.5/N23/2
017 100030960 周産期のこころのケア : 親と子の出会いとメンタルヘルス 新版 永田雅子著 遠見書房 2階東側
495.5/SO15
/2017 100030947 これからはじめる周産期メンタルヘルス : 産後うつかな?と思ったら 宗田聡著 南山堂 2階東側
495.8/J76/2
021 100030938 助産雑誌 Vol.75, Np.4 医学書院 医学書院 2階東側
495.8/KI68/
2007 100030946

周産期メンタルヘルスケアの理論 : 産後うつ病発症メカニズムの理解
のために : 事例で読み解く

北村俊則編
集/北村俊則
[ほか] 執筆

医学書院 2階東側
495.8/SO15
/2017 100030945

EPDS活用ガイド : 産後うつ病スクリーニング法と産後健診での正しい
対応

宗田聡著

南山堂 2階東側
495.8/Y22/2
014 100030961

産後、つらくなったら読む本 : ママの心と体が楽になる安心産後ケア やまがたて
るえ著/ほり
みき絵

合同出版 2階東側
498.04/Y84/
2021 100030963 養老先生、病院へ行く

養老孟司, 中
川恵一著

エクスナレッ
ジ 2階東側

498.7/Y86/2
017 100030948 妊娠中から始めるメンタルヘルスケア : 多職種で使う3つの質問票

吉田敬子, 山
下洋, 鈴宮寛
子監修

日本評論社 2階東側
498.9/Y86/2
021 000129783

法医学者の使命 : 「人の死を生かす」ために (岩波新書:新赤版 1890)

吉田謙一著 岩波書店 2階東側
498.937/TA4
3/2019 100030962

摂食障害の子どもたち : 家庭や学校で早期発見・対応するための工
夫 (子どものこころの発達を知るシリーズ:09) 高宮靜男著 合同出版 2階東側

595.6/Y61/2
021 000129806

やせる科学 : 健康的にやせるための科学知識 (Newtonムック) (ニュー
トン別冊) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側大型

599/O61/20
19 000129780

非認知能力を育てるあそびのレシピ : 0歳〜5歳児のあと伸びする力を
高める (こころライブラリー)

大豆生田啓
友, 大豆生田
千夏著

講談社 2階東側
599/O61/20
21 000129777

非認知能力を育てる「しつけない」しつけのレシピ : 0歳〜5歳児の生活
習慣が身につく (こころライブラリー)

大豆生田啓
友, 大豆生田
千夏著

講談社 2階東側
599/SH99/2
010 100030944

子育てウツからスルリと抜け出す100のコツ : つらいのは、あなたのせ
いじゃない!

主婦の友社
編 主婦の友社 2階東側

673.97/N84/
2008 100030950

繁盛店の「ほめる」仕組み : スタッフが育ち、売上がアップする (Do
books) 西村貴好著 同文舘出版

1階西側指
定・推薦

682.1/KO45
/2021/2021 100030937 危機を乗り越え豊かな未来へ (国土交通白書:2021 令和3年版)

国土交通省
編

サンワ/全国
官報販売協
同組合 (発

1階西側参考

689/KO45/2
021/2021 100030936 観光白書 令和3年版 総理府編

大蔵省印刷
局 1階西側参考

692.1/SO39
/2021/2021 100030935 デジタルで支える暮らしと経済 (情報通信白書:令和3年版) 総務省編

日経印刷/全
国官報販売
協同組合

1階西側参考

750.21/KO2
5/2021 000129813 工芸王国 : 金沢・能登・加賀への旅 (別冊太陽:スペシャル)

木村ふみ・木
村宗慎監修 平凡社

2階東側大型

753.8/SE83/
2021 000129812 芹沢銈介の日本 (別冊太陽. 日本のこころ:293)

静岡市立芹
沢銈介美術
館監修

平凡社
2階東側大型

778.77/A52/
2004 100030942 宮崎アニメの暗号 (新潮新書:079) 青井汎著 新潮社 2階東側
778.77/F93/
2017 100030959 ジブリの授業 : 語りえぬものたちの残響と変奏に耳を澄ます 古川晴彦著

アルファベー
タブックス 2階東側

778.77/SA19
/2009 100030934 千と千尋の神話学 (新典社新書:38) 西條勉著 新典社 2階東側

911.12/O84/
2021 000129785 万葉集に出会う (岩波新書:新赤版 1892) 大谷雅夫著 岩波書店 2階東側
913.41/C67/
14/2021 000129792 松浦宮物語/雲隠六帖 (中世王朝物語全集:14)

室城秀之校
訂・訳注/小
川陽子校訂・

笠間書院 2階東側
993.61/KA56
/2021 100030964 清少納言を求めて、フィンランドから京都へ

ミア・カンキ
マキ著/末延
弘子訳

草思社 2階東側

M/General/
Classic/763.
2

000129844 バロック・ピアニストへの道 (プリュ・バロック) : フランスの舞曲編

大塚直哉 編
/市瀬陽子ダ
ンス監修/吉

学研プラス
2階東側楽譜

　【5--】　技　術

　【6--】　産　業

　【7--】　芸　術

　【9--】　文　学

　楽　譜

　絵　本



PIC/425.3/T
A68/2021 000129782 かげみつけた (かがくのとも:631号)

竹山枝里ぶ
ん/いぬんこ
え

福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/489/Y5

9/2021 000129567 もりでとびっこ (こどものとも年少版:533号)

八百板洋子
文/ナターリ
ヤ・チャルー

福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/537.9/Y

48/2021 000129570 あっちからこっちから (こどものとも0.1.2.:317号) 山﨑杉夫さく 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/664.8/K

A93/2021 000129841 こんぶ (かがくのとも:632号)

川井唯史ぶ
ん/成広のり
子え

福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/685.5/K

I39/2021 000129568 バッバッバスバス (こどものとも年中向き:425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/913.8/A

12/2021 000129569 おやつどろぼう (こどものとも:785号) 阿部結作 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/913.8/A

43/2017 100030971 きつねのおきゃくさま (創作えほん)

あまんきみこ
ぶん/二俣英
五郎え

サンリード 2階東側絵本

BF/637/.S8
/K43/2006 010010459

Mind power into the 21st century : techniques to harness the
astounfing powers of thought John Kehoe Zoetic 3階

DS/135/.N6
/F73/1993 010010450 The diary of a young girl

Anne
Frank/transl
ated from

Bantam
Books 3階

HC/135/.T5
35/2021 010010442

Revolution in development : Mexico and the governance of the global
economy :pbk.

Christy
Thornton

University of
California
Press 3階

HC/197/.O3
3/2021 010010448

Sorting out the mixed economy : the rise and fall of welfare and
developmental states in the Americas pbk. (Histories of economic
life:30)

Amy C.
Offner

Princeton
University
Press 3階

HD/6475/.A
1/S46/2017 010010457

Ambassadors of the working class : Argentina's international labor
activists and Cold War democracy in the Americas

Ernesto Sem
án

Duke
University
Press 3階

HG/4551/.K
752/2019 010010458 A beginner's guide to the stock market

Matthew R.
Kratter 3階

HX/36/.R46
/2021 010010445 New lefts : the making of a radical tradition pbk.

Terence
Renaud

Princeton
University
Press 3階

JC/571/.N8
3/2021 010010449

Die Menschenrechte : Geschichte, Philosophie, Konflikte (Beck'sche
Reihe:2930)

Angelika Nuß
berger C.H.Beck 3階

JC/585/.S7
56/2021 010010440 White freedom : the racial history of an idea Tyler Stovall

Princeton
University
Press 3階

JV/6483/.H
57/2017 010010443

Expelling the poor : Atlantic Seaboard states and the nineteenth-
century origins of American immigration policy : pbk

Hidetaka
Hirota

Oxford
University
Press 3階

KZ/1269/.G
48/2020 010010444

Worldmaking after empire : the rise and fall of self-determination : pbk Adom
Getachew

Princeton
University
Press 3階

PL/974.2/.L
51/2005 010010456

Echoing song : contemporary Korean women poets (Korean voices
series/v. 8)

edited by
Peter H. Lee

White Pine
Press, ©
2005 3階

PS/261/.B5
8/2014 010010454

The postsouthern sense of place in contemporary fiction : pbk
(Southern literary studies)

Martyn Bone
Louisiana
State
University 3階

PS/3511/.A
86/Z783/20
15

010010455
Faulkner's geographies : [hardback] (Faulkner and
Yoknapatawpha:2011)

edited by
Jay Watson
and Ann J.

University
Press of
Mississippi 3階

PS/3529/.H
28/A17/199
5

010010451 The collected poems of Frank O'Hara

edited by
Donald
Allen/with

University of
California
Press 3階

PS/3545/.I5
44/A17/199
1/v.1

010010452

The collected poems of William Carlos Williams v. 1. 1909-1939 (pbk.)
(A New Directions book)

edited by A.
Walton Litz
and

New
Directions 3階

PS/3545/.I5
44/A17/199
1/v.2

010010453

The collected poems of William Carlos Williams v. 2. 1939-1962 (pbk.)
(A New Directions book)

edited by A.
Walton Litz
and

New
Directions 3階

洋　書


