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007.13/SH12
/2021 100031251

おバカな答えもAI (あい) してる : 人工知能はどうやって学習してい
るのか?

ジャネル・
シェイン著/
千葉敏生訳

光文社 2階西側

007.35/F74/
2021 100031252

内側から見た「AI大国」中国 : アメリカとの技術覇権争いの最前線
(朝日新書:814) 福田直之著

朝日新聞出
版 2階西側

019.9/H89/2
021 100031315

読書大全 : 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴
史・科学200冊 堀内勉著

日経BP/日
経BPマーケ
ティング (発

2階西側

021.2/U45/2
021 100031316

教育現場と研究者のための著作権ガイド 上野達弘編 有斐閣 2階西側

021.4/MO45
/2021 000129943

鬼才 : 伝説の編集人 : 齋藤十一 森功著 幻冬舎 2階西側

023.8/Y31/2
021 100031276

検閲官 : 発見されたGHQ名簿 (新潮新書:894)
山本武利著

新潮社 2階西側

061/SA85/2
021 000129957

学問の自由が危ない : 日本学術会議問題の深層
佐藤学, 上野
千鶴子, 内田
樹編/長谷部

晶文社 2階西側

102.8/B97/2
021 100031277

哲学の女王たち : もうひとつの思想史入門
レベッカ・バ
クストン, リ
サ・ホワイ

晶文社 2階西側

114.2/H71/2
021 100031293

無と意識の人類史 : 私たちはどこへ向かうのか 広井良典著
東洋経済新
報社 2階西側

141.93/Y45/
2021 100031279

ひとはなぜ「認められたい」のか : 承認不安を生きる知恵 (ちくま新
書:1547) 山竹伸二著 筑摩書房 2階西側

146.8/H33/2
021 100031278

自信がなくても行動すれば自信はあとからついてくる : マインドフル
ネスと心理療法ACT (アクト) で人生が変わる

ラス・ハリス
著/岩下慶一
訳

筑摩書房 2階西側

151.2/KO61
/2021 100031280

「自己決定権」という罠 : ナチスから新型コロナ感染症まで 増補決
定版

小松美彦著/
今野哲男聞
き手

現代書館 2階西側

159.6/MI77/
2021 100031282

デジタルネイティブ世代のニューノーマル人生が動き出す妄想する
力 宮本香奈著

日経BP/日
経BPマーケ
ティング(発

2階西側

159/H47/20
21 100031281

「科学的」は武器になる : 世界を生き抜くための思考法 早野龍五著 新潮社 2階西側

160/N37/20
21 000129874

宗教図像学入門 : 十字架、神殿から仏像、怪獣まで (中公新
書:2668) 中村圭志著

中央公論新
社 2階西側

164/G72/20
17 100031255

世界神話学入門 (講談社現代新書:2457)
後藤明著 講談社 2階西側

167/G39/20
21 100031283

現代人のためのイスラーム入門 : クルアーンからその真髄を解き
明かす一二章

ガーズィー・
ビン・ムハン
マド王子著/

中央公論新
社 2階西側

188.42/MO7
5/2021 000129876

最澄と徳一 : 仏教史上最大の対決 (岩波新書:新赤版 1899)
師茂樹著

岩波書店 2階西側

192.53/MO5
5/2020 100031267

不寛容論 : アメリカが生んだ「共存」の哲学 (新潮選書)
森本あんり
著 新潮社 2階西側

204/B72/1/
2021 100031268

Humankind希望の歴史 : 人類が善き未来をつくるための18章 上 ルトガー・ブ
レグマン著/
野中香方子

文藝春秋
2階西側

204/B72/2/
2021 100031269

Humankind希望の歴史 : 人類が善き未来をつくるための18章 下 ルトガー・ブ
レグマン著/
野中香方子

文藝春秋
2階西側

209/F46/1/
2018 100031258

戦略の世界史 : 戦争・政治・ビジネス 上
ローレンス・
フリードマン
著/貫井佳子

日本経済新
聞出版社 2階西側

209/F46/2/
2018 100031259

戦略の世界史 : 戦争・政治・ビジネス 下
ローレンス・
フリードマン
著/貫井佳子

日本経済新
聞出版社 2階西側

210.025/MA
76/2021 100031322

はじめての考古学 (ちくまプリマー新書:389) 松木武彦著
筑摩書房

2階西側

210.25/TA62
/2021 100031260

土偶を読む : 130年間解かれなかった縄文神話の謎 竹倉史人著 晶文社 2階西側

210.34/TA69
/2021 100031261

持統天皇と男系継承の起源 : 古代王朝の謎を解く (ちくま新
書:1570) 武澤秀一著 筑摩書房 2階西側

210.4/N86/2
021 100031262

中世は核家族だったのか : 民衆の暮らしと生き方 (歴史文化ライブ
ラリー:524) 西谷正浩著 吉川弘文館 2階西側

210.75/H29/
2021 100031263

戦争というもの 半藤一利著 PHP研究所 2階西側
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219.9/MA74
/2021 100031264

沖縄の植民地的近代 : 台湾へ渡った人びとの帝国主義的キャリア
(神戸学院大学現代社会研究叢書:5)

松田ヒロ子
著 世界思想社 2階西側

222.046/A24
/2021 000129873

南北朝時代 : 五胡十六国から隋の統一まで (中公新書:2667) 会田大輔著 中央公論新
社 2階西側

227.1/MA26
/2021 100031265

アフガニスタン史 : 新装版
前田耕作, 山
根聡著

河出書房新
社 2階西側

227/L31/20
21 100031266

イスラームの都市社会 : 中世の社会ネットワーク
アイラ・M.ラ
ピダス [著]/
三浦徹, 太田

岩波書店 2階西側

230.7/TA62/
2021 000129870

歴史修正主義 : ヒトラー賛美、ホロコースト否定論から法規制まで
(中公新書:2664) 武井彩佳著

中央公論新
社 2階西側

234/I45/202
1 000129872

ドイツ・ナショナリズム : 「普遍」対「固有」の二千年史 (中公新
書:2666) 今野元著

中央公論新
社 2階西側

281/KA93/2
021 000129940

殿様は「明治」をどう生きたのか (扶桑社文庫:0732)
河合敦著 扶桑社 2階西側

288.3/A43/2
021 000129871

三好一族 : 戦国最初の「天下人」 (中公新書:2665) 天野忠幸著
中央公論新
社 2階西側

289.1/KO12
/2021 000129944

私がフェミニズムを知らなかった頃
小林エリコ著

晶文社 2階西側

289.1/TE58/
2021 000129941

闇の盾 : 政界・警察・芸能界の守り神と呼ばれた男 寺尾文孝著 講談社 2階西側

289.3/C95/2
021 100031285

人間主義的経営 : ソロメオの夢 : 私の人生と人間のための資本主
義

ブルネロ・ク
チネリ[著]/
岩崎春夫編

クロスメディ
ア・パブリッ
シング/イン

2階西側

289.3/H54/2
020 100031286

第三の性「X」への道 : 男でも女でもない、ノンバイナリーとして生き
る

ジェマ・ヒッ
キー著/上田
勢子訳

明石書店 2階西側

289.3/KH/20
21 100031287

ブラック・ライヴズ・マター回想録 : テロリストと呼ばれて パトリース・
カーン=カ
ラーズ, アー

青土社 2階西側

290.93/I19/2
021 100031288

悲劇の世界遺産 : ダークツーリズムから見た世界 (文春新書:1313)
井出明著 文藝春秋 2階西側

302.27/N43/
2021 100031284

タリバン復権の真実 (ベスト新書:611) 中田考著
ベストセラー
ズ 2階西側

302.27/N86/
2021 000129945

中東・イスラーム世界への30の扉
西尾哲夫, 東
長靖編著

ミネルヴァ書
房 2階西側

302.4/B37/2
021 100031289

アフリカ人類の未来を握る大陸 (集英社新書:1054A)
別府正一郎
著 集英社 2階西側

302.53/SA45
/2020 100031290

Weの市民革命
佐久間裕美
子著 朝日出版社 2階西側

304/KU61/2
021 100031292

サボる哲学 : 労働の未来から逃散せよ (NHK出版新書:658) 栗原康著 NHK出版 2階西側

304/SH89/2
021 000129952

主権者のいない国 白井聡著 講談社 2階西側

304/SM4/20
21 100031291

Numbers don't lie : 世界のリアルは「数字」でつかめ!
バーツラフ・
シュミル著/
栗木さつき,

NHK出版 2階西側

304/TA13/2
021 000129947

無理ゲー社会 (小学館新書:400) 橘玲著 小学館 2階西側

304/TA59/2
021 000129948

偉い人ほどすぐ逃げる 武田砂鉄著 文藝春秋 2階西側

304/TA88/2
/2021 100031294

世界のニュースを日本人は何も知らない 5版 2 (ワニブックス
「Plus」新書:315)

谷本真由美
著 ワニブックス 2階西側

307/TO17/2
020 100031295

エマニュエル・トッドの思考地図
エマニュエ
ル・トッド著/
大野舞訳

筑摩書房 2階西側

309.021/I33/
2021 000129949

真説日本左翼史 : 戦後左派の源流1945-1960 (講談社現代新
書:2620)

池上彰, 佐藤
優著 講談社 2階西側

309.1/TO17
/2021 100031296

自由の限界 : 世界の知性21人が問う国家と民主主義 (中公新書ラ
クレ:715)

エマニュエ
ル・トッド [ほ
か] 著/鶴原

中央公論新
社 2階西側

311.22/G54/
2021 000129950

台湾、あるいは孤立無援の島の思想 : 民主主義とナショナリズム
のディレンマを越えて

呉叡人 [著]/
駒込武訳 みすず書房 2階西側

311.4/MO16
/2021 000129951

世界史講師が語る教科書が教えてくれない「保守」って何? 茂木誠著 祥伝社 2階西側

311.7/SA25/
2021 100031297

多数決は民主主義のルールか? 斎藤文男著
花伝社/共栄
書房 (発売) 2階西側

311.8/A41/2
020 100031298

ファシズム : 警告の書
マデレーン・
オルブライト,
ビル・ウッド

みすず書房 2階西側

312.21/L51/
2021 100031273

The king : 金正恩危険なゲーム
李正民著/木
村高子訳

東洋経済新
報社 2階西側

312.21/MA3
5/2021 100031299

金正恩と金与正 (文春新書:1317) 牧野愛博著 文藝春秋 2階西側

　【３--】　社会科学



312.22/MA6
8/2021 100031274

香港危機の700日全記録 (ちくま新書:1577)
益満雄一郎
著 筑摩書房 2階西側

312.9/D53/2
021 000129954

教養としての「地政学」入門 出口治明著
日経BP/日
経BPマーケ
ティング (発

2階西側

312.9/H36/2
021 100031275

世界史と時事ニュースが同時にわかる新地政学 (だからわかるシ
リーズ)

長谷川敦著/
かみゆ歴史
編集部編/朝

朝日新聞出
版 2階西側

313.61/O74/
2021 000129955

むずかしい天皇制
大澤真幸, 木
村草太著 晶文社 2階西側

313.7/R86/2
020 100031270

民主主義の壊れ方 : クーデタ・大惨事・テクノロジー
デイヴィッド・
ランシマン著
/若林茂樹訳

白水社 2階西側

316.1/F56/2
021 000129956

「自由」の危機 : 息苦しさの正体 (集英社新書:1070B)
藤原辰史, 内
田樹 [ほか
著]/集英社

集英社 2階西側

316.8/KE42/
2021 100031271

アンチレイシストであるためには (&books)
イブラム・X・
ケンディ著/
児島修訳

辰巳出版 2階西側

316.853/D71
/2021 100031239

ホワイト・フラジリティ : 私たちはなぜレイシズムに向き合えないの
か?

ロビン・ディ
アンジェロ著
/上田勢子訳

明石書店 2階西側

316.853/G24
/2021 100031241

世界を動かす変革の力 : ブラック・ライブズ・マター共同代表からの
メッセージ

アリシア・
ガーザ著 明石書店 2階西側

316.853/G56
/2021 100031240

逃亡者の社会学 : アメリカの都市に生きる黒人たち
アリス・ゴッフ
マン著/二文
字屋脩, 岸下

亜紀書房 2階西側

316.853/MI3
7/2021 100031272

未完の多文化主義 : アメリカにおける人種、国家、多様性 南川文里著
東京大学出
版会 2階西側

317.6/N73/2
021 100031242

なぜデジタル政府は失敗し続けるのか : 消えた年金からコロナ対
策まで

日経コン
ピュータ著

日経BP/日
経BPマーケ
ティング (発

2階西側

319.21/G54/
2021 000129946

韓国「反日民族主義」の奈落 (文春新書:1308) 呉善花著 文藝春秋 2階西側

319.22/KO7
3/2021 100031244

台湾VS中国謀略の100年史 : なぜ中国共産党は台湾を支配した
がるのか? 近藤大介著 ビジネス社 2階西側

319.8/I55/20
21 100031245

世界は広島をどう理解しているか : 原爆七五年の五五か国・地域
の報道 (広島市立大学国際学部叢書:12巻)

井上泰浩編
著/[大場静
枝ほか執筆]

中央公論新
社 2階西側

319.8/L97/2
020 100031246

ノーベル平和賞の裏側で何が行われているのか?
ゲイル・ルン
デスタッド著
/李敬史訳

彩図社 2階西側

319/KR1/20
21 100031243

模倣の罠 : 自由主義の没落
イワン・クラ
ステフ, ス
ティーヴン・

中央公論新
社 2階西側

323.01/O12/
2021 100031247

コロナの憲法学 大林啓吾編 弘文堂 2階西側

323.14/E12/
2020 100031248

日本国憲法のお誕生 : その受容の社会史 江橋崇著 有斐閣 2階西側

326.21/MA9
8/2021 000129953

ロッキード 真山仁著 文藝春秋 2階西側

326.922/H71
/2021 100031249

香港国家安全維持法のインパクト : 一国二制度における自由・民
主主義・経済活動はどう変わるか

廣江倫子, 阿
古智子編 日本評論社 2階西側

329.02/N34/
2020 100031300

国際法の誕生 : ヨーロッパ国際法からの転換
中井愛子著

京都大学学
術出版会 2階西側

329.23/L86/
2020 100031301

国境の思想 : ビッグデータ時代の主権・セキュリティ・市民
マシュー・ロ
ンゴ著 岩波書店 2階西側

331.19/KA29
/2021 100031302

なぜ、脱成長なのか : 分断・格差・気候変動を乗り越える
ヨルゴス・カ
リス [ほか]
著/上原裕美

NHK出版 2階西側

332.06/B71/
2021 100031303

地球を壊す暮らし方 : 帝国型生活様式と新たな搾取
ウルリッヒ・
ブラント,
マークス・

岩波書店 2階西側

334.453/MU
62/2020 100031304

エクソダス : アメリカ国境の狂気と祈り
村山祐介
[著] 新潮社 2階西側

336.1/H56/2
021 100031306

未来は予測するものではなく創造するものである : 考える自由を取
り戻すための「SF思考」 樋口恭介著 筑摩書房 2階西側

336.1/N87/2
021 100031305

DXの思考法 : 日本経済復活への最強戦略 西山圭太著 文藝春秋 2階西側

336.1/R85/2
012 100031307

良い戦略、悪い戦略
リチャード・
P・ルメルト著
/村井章子訳

日本経済新
聞出版社 2階西側

361.4/E13/2
020 100031308

無意識のバイアス : 人はなぜ人種差別をするのか
ジェニ
ファー・エ
バーハート

明石書店 2階西側

361.5/J36/2
021 100031309

コンヴァージェンス・カルチャー : ファンとメディアがつくる参加型文
化

ヘンリー・
ジェンキンズ
著/渡部宏

晶文社 2階西側

361.85/C25/
2021 100031310

絶望死のアメリカ : 資本主義がめざすべきもの
アン・ケース,
アンガス・
ディートン

みすず書房 2階西側

361.9/E67/2
020 100031311

ランキング : 私たちはなぜ順位が気になるのか?
ペーテル・
エールディ著
/高見典和訳

日本評論社 2階西側

367.1/D64/2
020 100031313

キングコング・セオリー
ヴィルジ
ニー・デパン
ト著/相川千

柏書房 2階西側



367.1/E62/2
020 100031312

バナナ・ビーチ・軍事基地 : 国際政治をジェンダーで読み解く シンシア・エ
ンロー著/望
戸愛果訳

人文書院 2階西側

367.2/SE11/
2020 100031314

女性の世界地図 : 女たちの経験・現在地・これから ジョニー・
シーガー著/
中澤高志

明石書店 2階西側

367.227/Y81
/2020 100031211

ルポルタージュ : イスラムに生まれて : 知られざる女性たちの私生
活

読売新聞中
東特派員著

ミネルヴァ書
房 2階西側

367.5/Y98/2
020 100031214

さよなら、男社会 尹雄大著 亜紀書房 2階西側

367.6/TA89/
2021 000129878

トットちゃんと訪ねた子どもたち : フォトエッセイ : 撮り続けて三十五
年 (岩波ブックレット:No. 1053) 田沼武能著 岩波書店 2階西側

367.68/MI77
/2021 100031215

アンダークラス化する若者たち : 生活保障をどう立て直すか
宮本みち子,
佐藤洋作, 宮
本太郎編著

明石書店 2階西側

368.61/I85/2
021 100031216

令和元年のテロリズム
磯部涼著/山
谷佑介写真 新潮社 2階西側

368.61/O67/
2021 100031217

冷酷 : 座間9人殺害事件
小野一光著

幻冬舎 2階西側

368.83/H33/
2021 100031218

麻薬と人間 : 100年の物語 : 薬物への認識を変える衝撃の真実 ヨハン・ハリ
著/福井昌子
訳

作品社 2階西側

369.27/TE35
/2021 000129875

〈弱さ〉を〈強み〉に : 突然複数の障がいをもった僕ができること (岩
波新書:新赤版 1898) 天畠大輔著 岩波書店 2階西側

369.28/I14/2
019 100031409

知的・発達障害における福祉と医療の連携 市川宏伸編
著 金剛出版 2階西側

369.31/I28/2
021 100031219

東日本大震災の教訓 : 復興におけるネットワークとガバナンスの意
義

D. P. アルド
リッチ著/飯
塚明子, 石田

ミネルヴァ書
房 2階西側

369.36/SA31
/2021 100031220

福島が沈黙した日 : 原発事故と甲状腺被ばく (集英社新書:1051B)
榊原崇仁著 集英社 2階西側

371.42/A42/
2021 100031221

学校、行かなきゃいけないの? : これからの不登校ガイド (14歳の世
渡り術) 雨宮処凛著

河出書房新
社 2階西側

371.42/I75/2
021 100031222

「学校に行きたくない」と子どもが言ったとき親ができること (ポプラ
新書:212) 石井志昂著 ポプラ社 2階西側

371.6/C92/2
012 100031254

社会を変える教育 : 英国のシティズンシップ教育とクリック・レポー
トから (キーステージ21ソーシャルブックス)

バーナード・
クリックほか
著/長沼豊,

キーステー
ジ21

1階西側指
定・推薦

373.7/F82ei/
2023/2021 100031373

福岡県・福岡市・北九州市の英語科 : 参考書 2023年度版 (福岡
県・福岡市・北九州市の教員採用試験「参考書」シリーズ:6) (教員
採用試験「参考書」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

373.7/F82ky
/2023/2021 100031371

福岡県・福岡市・北九州市の教職教養 : 参考書 2023年度版 (福岡
県・福岡市・北九州市の教員採用試験「参考書」シリーズ:1) (教員
採用試験「参考書」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

373.7/F82sh
/2023/2021 100031372

福岡県・福岡市・北九州市の小学校教諭 : 参考書 2023年度版 (福
岡県・福岡市・北九州市の教員採用試験「参考書」シリーズ:3) (教
員採用試験「参考書」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

373.7/J49/2
023/2021 100031318

試験に出る重要教育答申 ['23年度] (教員採用試験Hyper実戦シ
リーズ:1)

時事通信出
版局編

時事通信出
版局/時事通
信社 (発売)

1階西側就
職・検定等

373.7/J49/2
023/2021 100031325

特別支援学校新学習指導要領パスライン [2023年度] (教員採用
試験Pass Line突破シリーズ:7)

時事通信出
版局

1階西側就
職・検定等

373.7/J49/2
023/2021 100031327

小学校全科30日完成 [2023年度版] (教員採用試験Pass Line突破
シリーズ:[3])

時事通信社
内外教育研
究会編著

時事通信出
版局/時事通
信社(発売)

1階西側就
職・検定等

373.7/J49/2
023/2021 100031329

教職教養30日完成 '23年度 (教員採用試験Pass Line突破シリー
ズ:[1])

時事通信出
版局編

時事通信出
版局/時事通
信社(発売)

1階西側就
職・検定等

373.7/J49/2
023/2021 100031331

一般教養30日完成 : 教員採用試験 '23年度 (Pass Line突破シリー
ズ:2)

時事通信出
版局/時事通
信社(発売)

1階西側就
職・検定等

373.7/J49/2
023/2021 100031333

小学校新学習指導要領パスライン [2023年度版] (教員採用試験
パスラインシリーズ:5) (教員採用試験Pass Line 突破ンシリーズ:4)

時事通信社
内外教育研
究会編著

時事通信出
版局/時事通
信社(発売)

1階西側就
職・検定等

373.7/KA19e
i/2023/2021 100031394

鹿児島県の英語科 : 参考書 2023年度版 (鹿児島県の教員採用試
験「参考書」シリーズ:6) (教員採用試験「参考書」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

373.7/KA19k
y/2023/202
1

100031392

鹿児島県の教職教養 : 参考書 2023年度版 (鹿児島県の教員採用
試験「参考書」シリーズ:1) (教員採用試験「参考書」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

373.7/KA19s
h/2023/202
1

100031393

鹿児島県の小学校教諭 : 参考書 2023年度版 (鹿児島県の教員採
用試験「参考書」シリーズ:3) (教員採用試験「参考書」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

373.7/KU34e
i/2023/2021 100031391

熊本県・熊本市の英語科参考書 2023年度版 (教員採用試験参考
書シリーズ:5)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/KU34k
y/2023/202
1

100031389

熊本県・熊本市の教職教養参考書 2023年度版 (教員採用試験参
考書シリーズ:1)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/KU34s
h/2023/202
1

100031390

熊本県・熊本市の小学校教諭参考書 2023年度版 (教員採用試験
参考書シリーズ:2)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/MI88ei
/2023/2021 100031341

宮崎県の英語科 : 参考書 2023年度版 (宮崎県の教員採用試験
「参考書」シリーズ:5) (教員採用試験「参考書」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

373.7/MI88ei
/2023/2021 100031343

宮崎県の英語科 : 過去問 2023年度版 (宮崎県の教員採用試験
「過去問」シリーズ:5) (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

373.7/MI88k
y/2023/202
1

100031355

宮崎県の教職教養 : 過去問 2023度版 (宮崎県の教員採用試験
「過去問」シリーズ:1) (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



373.7/MI88k
y/2023/202
1

100031360

宮崎県の教職教養 : 参考書 2023年度版 (宮崎県の教員採用試験
「参考書」シリーズ:1) (教員採用試験「参考書」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

373.7/MI88s
h/2023/202
1

100031345

宮崎県の小学校教諭 : 過去問 2023年度版 (宮崎県の教員採用試
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

373.7/MI88s
h/2023/202
1

100031350

宮崎県の小学校教諭 : 参考書 2023年度版 (宮崎県の教員採用試
験「参考書」シリーズ:2) (教員採用試験「参考書」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

373.7/N21ei
/2023/2021 100031376

長崎県の英語科 : 過去問 2023年度版 (長崎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/N21ei
/2023/2021 100031379

長崎県の英語科 : 参考書 2023年度版 (長崎県の教員採用試験参
考書シリーズ:6)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/N21ky
/2023/2021 100031374

長崎県の教職・一般教養 : 過去問 2023年度版 (長崎県教員試験
「過去問」シリーズ:1)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/N21ky
/2023/2021 100031377

長崎県の教職教養 : 参考書 2023年度版 (教員採用試験「参考書」
シリーズ:1)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/N21sh
/2023/2021 100031375

長崎県の小学校教諭 : 過去問 2023年度版 (長崎県の教員採用試
験過去問シリーズ:2)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/N21sh
/2023/2021 100031378

長崎県の小学校教諭 : 参考書 2023年度版 (長崎県の教員採用試
験参考書シリーズ:3)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/O34ei
/2023/2021 100031397

大分県の英語科 : 過去問 2023年度版 (大分県の教員採用試験
「過去問」シリーズ:5) (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

373.7/O34ei
/2023/2021 100031400

大分県の英語科 : 参考書 2023年度版 (大分県の教員採用試験
「参考書」シリーズ:6) (教員採用試験「参考書」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

373.7/O34ky
/2023/2021 100031395

大分県の教職・一般教養 :  過去問 2023年度版 (大分県の教員採
用試験「過去問」シリーズ:1) (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

373.7/O34ky
/2023/2021 100031398

大分県の教職教養 :  参考書 2023年度版 (大分県の教員採用試
験「参考書」シリーズ:1) (教員採用試験「参考書」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

373.7/O34sh
/2023/2021 100031396

大分県の小学校教諭 : 過去問 2023年度版 (大分県の教員採用試
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

373.7/O34sh
/2023/2021 100031399

大分県の小学校教諭 : 参考書 2023年度版 (大分県の教員採用試
験「参考書」シリーズ:3) (教員採用試験「参考書」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

373.7/O52ei
/2023/2021 100031385

沖縄県の英語科過去問 2023年度版 (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/O52ei
/2023/2021 100031388

沖縄県の英語科参考書 2023年度版 (教員採用試験参考書シリー
ズ:6)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/O52ky
/2023/2021 100031383

沖縄県の教職・一般教養過去問 2023年度版 (教員採用試験過去
問シリーズ:1)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/O52ky
/2023/2021 100031386

沖縄県の教職教養参考書 2023年度版 (教員採用試験参考書シ
リーズ:1)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/O52sh
/2023/2021 100031384

沖縄県の小学校教諭過去問 2023年度版 (教員採用試験過去問シ
リーズ:2)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/O52sh
/2023/2021 100031387

沖縄県の小学校教諭参考書 2023年度版 (教員採用試験参考書シ
リーズ:3)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

373.7/SA15e
i/2023/2021 100031382

佐賀県の英語科 : 参考書 2023年度版 (佐賀県の教員採用試験
「参考書」シリーズ:6) (教員採用試験「参考書」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

373.7/SA15i
p/2023/202
1

100031380

佐賀県の一般教養 : 参考書 2023年度版 (佐賀県の教員採用試験
参考書シリーズ:2) (教員採用試験「参考書」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

373.7/SA15k
y/2023/202
1

100031381

佐賀県の教職教養 :  参考書 2023年度版 (佐賀県の教員採用試
験「参考書」シリーズ:1) (教員採用試験「参考書」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

373.7/SH33/
2023/2021 100031320

教員採用試験教職教養らくらくマスター 2023年度版
資格試験研
究会編

実務教育出
版

1階西側就
職・検定等

373.7/SH33/
2023/2021 100031323

教員採用試験特別支援学校らくらくマスター 2023年度版
資格試験研
究会編

実務教育出
版

1階西側就
職・検定等

373.7/TO46
/2023/2021 100031335

小学校全科 : 専門教科 : 参考書/ 東京アカデミー編著 2023年度
(オープンセサミシリーズ. 教員採用試験対策参考書)

ティーエー
ネットワーク
/東京アカデ

1階西側就
職・検定等

373.7/TO46
/2023/2021 100031337

小学校全科 : 専門教科 : セサミノート 2023年度 (オープンセサミシ
リーズ. 教員採用試験対策セサミノート)

東京アカデ
ミー編著

ティーエー
ネットワーク
/東京アカデ

1階西側就
職・検定等

373.7/TO46
/2023/2021 100031339

小学校全科 : 専門教科 : 問題集/ 東京アカデミー編著 2023年度
(オープンセサミシリーズ. 教員採用試験対策問題集)

ティーエー
ネットワーク
/東京アカデ

1階西側就
職・検定等

373.7/TO46
ei/2023/202
1

100031367

東京都の英語科 : 過去問 2023年度版 (東京都の教員採用試験
「過去問」シリーズ:5) (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

373.7/TO46
ei/2023/202
1

100031370

東京都の英語科 : 参考書 2023年度版 (東京都の教員採用試験
「参考書」シリーズ:5) (教員採用試験「参考書」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

373.7/TO46k
y/2023/202
1

100031365

東京都の教職教養  :  過去問 2023年度版 (東京都教員試験「過去
問」シリーズ:1) (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

373.7/TO46k
y/2023/202
1

100031368

東京都の教職教養  :  参考書 2023年度版 (東京都教員試験「参考
書」シリーズ:1) (教員採用試験「参考書」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

373.7/TO46s
h/2023/202
1

100031366

東京都の小学校教諭 : 過去問 2023年度版 (東京都の教員採用試
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



373.7/TO46s
h/2023/202
1

100031369

東京都の小学校教諭 : 参考書 2023年度版 (東京都の教員採用試
験「参考書」シリーズ:2) (教員採用試験「参考書」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

375.9/TA97/
2020 100031223

戦後教科書運動史 (平凡社新書:963) 俵義文著 平凡社 2階西側

376.1/SA25/
2020 000130272

これ一冊で安心実習ガイドブック : 保育所実習・施設実習・幼稚園
実習・介護等体験に役立つ

齋藤政子
[ほか] 編著 新読書社

2階西側大型

376.1/Y31/2
018 000130222

記入に役立つ保育がわかる実習の記録と指導案 : 0〜5歳児年齢
別実習完全サポート : 部分実習指導案と連動した遊びつき 改訂新
版

山本淳子編
著 ひかりのくに 2階西側

376.1/Y89/2
021 000130202

保育所&幼稚園実習の記録と指導案まるごとBOOK : この一冊で、
実習はOK! : 遊び・絵本・オリエンテーション・先輩の声

横山洋子, ほ
いくる監修 KADOKAWA 2階西側

376.1/I64/20
19/A 000130232

子ども理解の理論及び方法 : 子どもの理解と援助 : ドキュメンテー
ション(記録)を活用した保育

入江礼子, 小
原敏郎編著
/[飯野祐樹

萌文書林 大坪（祥）

376.15/SH74
/2020 000130352

ゆるゆる学ぶ保育の質と指針・要領 : shiomi´s eyes : 2018年版保
育指針、幼稚園・こども園要領 (保育者と親のための学び&交流誌
『エデュカーレ』100号記念mook)

汐見稔幸著
臨床育児・保
育研究会 2階西側

376.154/U57
/2019 000130359

幼児教育と「こども環境」 : 豊かな発達と保育の環境
氏原陽子, 倉
賀野志郎, く
しろせんもん

明石書店 2階西側

376.157/TA7
1/2021 100031411

乳幼児のための豊かな感性を育む身体表現遊び
瀧信子ほか
著 ぎょうせい 2階西側

376.48/H92/
2020 100031224

スタンフォードが中高生に教えていること (SB新書:528) 星友啓著
SBクリエイ
ティブ 2階西側

377.15/I33/2
021 100031225

とがったリーダーを育てる : 東工大「リベラルアーツ教育」10年の軌
跡 (中公新書ラクレ:738)

池上彰, 上田
紀行, 伊藤亜
紗著

中央公論新
社 2階西側

377.21/KA95
/2021 100031226

新・大学序列 : なぜ関関同立・産近甲龍の学生数は急増したのか
(中公新書ラクレ:734) 川村稲造著

中央公論新
社 2階西側

377.9/F63/2
021 100031229

考える力を高めるキャリアデザイン入門 : なぜ大学で学ぶのか
藤村博之編 有斐閣 2階西側

378/H23/20
17 100031410

書くことと描くこと : ディスレクシアだからこそできること 濱口瑛士著
ブックマン社

2階西側

378/I95/202
1 100031256

特別支援教育に使える感覚+動作アセスメントマニュアル : 「感覚
処理の問題」と「不器用」への対応法

岩永竜一郎
著

合同出版 2階西側大型

378/TA33/2
020 100031253

発達障害のある子へのアセスメントと指導プログラム : 通級指導教
室・療育で活かせる! (特別支援教育サポートBOOKS)

高畑英樹, 高
畑芳美著

明治図書出
版 2階西側

379.7/O11/2
021 100031230

学び方の学び方
バーバラ・
オークレー,
オラフ・シー

アチーブメン
ト出版 2階西側

386/MO43/2
021 000130281

図説クリスマス全史 : 起源・慣習から世界の祝祭となるまで
タラ・ムーア
著/黒木章人
訳

原書房 2階西側

410/MA43/2
021 000129868

学びなおし中学・高校の数学 : 面白くて実社会に役立つ! (ニュート
ン別冊) (Newtonムック) (ニュートンムック)

[小山信也監
修]

ニュートンプ
レス

2階東側大型

410/SU23/2
021 000129869

数学の世界 : 楽しみながら数学に強くなる決定版 改訂第4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

492.925/KA8
1/2019 100031405

こどもセルフケア看護理論
片田範子編
集 医学書院 2階東側

493.9/H32/2
018 100031406

医療を受ける子どもへの上手なかかわり方 第2版
原田香奈, 相
吉恵, 祖父江
由紀子編集

日本看護協
会出版会 2階東側

493.92/O73/
2019 100031407

小児緩和ケアガイド
大阪府立母
子保健総合
医療センター

医学書院 2階東側

498.6/Y76/2
021 000129877

新型コロナと向き合う : 「かかりつけ医」からの提言 (岩波新書:新
赤版 1900) 横倉義武著 岩波書店 2階東側

499.1/KU93/
2021 000129867

くすりの科学知識 : 今こそ知っておきたい薬の効能, しくみ, 正しい
つきあいかた 改訂第3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

596.22/A76/
2021 100031227

サンラサーのココロとカラダが整うスパイスカレー
有澤まりこ著

インプレス 2階東側

596.37/KE45
/2021 100031228

おうちで作る!!デパ地下の味 : Salad Cafeのとっておきサラダベスト
セレクション

ケンコーマヨ
ネーズ株式
会社レシピ

東京書店 2階東側

599.8/F67/2
014 000130354

おもちゃと絵本 : 子育てを感動にする 藤田篤著
ゆいぽおと
/KTC中央出
版 (発売)

2階東側

599.8/F67/2
014/A 000130355

おもちゃと絵本 : 子育てを感動にする 藤田篤著
ゆいぽおと
/KTC中央出
版 (発売)

2階東側

726.1/W35to
/23/2021 100031402

東京卍リベンジャーズ 23 (講談社コミックス. 週刊少年マガジン)
和久井健著 講談社

1階東側漫画

726.1/W35to
/24/2021 100031403

東京卍リベンジャーズ 24 (講談社コミックス. 週刊少年マガジン)
和久井健著 講談社

1階東側漫画

　【5--】　技　術

　【7--】　芸　術

　【4--】　自然科学



762.8/H61/2
017 000130358

教科書にでてくる音楽家の伝記 講談社編 講談社 2階東側

786.3/F25/2
021 100031404

キャンプでしたい100のこと
フィグインク
編 西東社 2階東側

801.04/L51/
2006 100031408

実例で学ぶ認知言語学
デイヴィッド・
リー著/宮浦
国江訳

大修館書店 2階東側

831.1/E37/2
021 100031213

そーた式!まるでネイティブのような「英語の発音」が身につく魔法の
法則40

英語のそー
た著 学研プラス 2階東側

831.1/U39/2
007 100031212

英語喉50のメソッド (Native method) 上川一秋,
ジーナ
ジョージ著

三修社 2階東側

837/TO67/2
021 000129942

通訳者たちの見た戦後史 : 月面着陸から大学入試まで (新潮文
庫:11454, と-16-2)

鳥飼玖美子
著 新潮社 2階東側

913.6/TA87/
2021 100031257

『坊っちゃん』の時代 : 凛冽たり近代なお生彩あり明治人 (谷口ジ
ローコレクション:6)

関川夏央, 谷
口ジロー著 双葉社

1階東側漫画

983/F26/20
21 100031250

理不尽ゲーム
サーシャ・
フィリペンコ
著/奈倉有里

集英社 2階東側

BL/60/.B76
/2021 010010478

El mundo de la Antigüedad Tardía : de Marco Aurelio a Mahoma 2ª
ed. (Clásicos radicales)

Peter Brown Taurus,
2021. 3階

PIC/367.3/C
96/1998 000130238

ねえねえ、もういちどききたいなわたしがうまれたよるのこと
ジェイミー・
リー・カー
ティス作/

偕成社
2階東側絵本

PIC/367.3/H
34/2004 000130236

ふうこちゃんのたんじょうび
はるのみえ
こさく/なかに
しやすこえ

くろしお出版
2階東側絵本

PIC/367.3/K
A31/2019 000130237

ふたりのおかあさん
鎌倉女子大
学「家族のつ
ながり」ゼミ

ちとせプレス
2階東側絵本

PIC/367.3/L
75/2003 000130243

どうして私は養子になったの?
キャロル・リ
ヴィングスト
ン文/庄司順

明石書店
2階東側絵本

PIC/386.1/A
12/2020 000130139

氷上カーニバル あべ弘士作
2階東側絵本

PIC/386.1/A
93/2020 000130136

こたつ (日本傑作絵本シリーズ) 麻生知子作 福音館書店
2階東側絵本

PIC/386.1/U
14/2010 000130141

お正月さんありがとう (えほんのぼうけん:23)
内田麟太郎
作/山本孝絵 岩崎書店

2階東側絵本

PIC/386/MA
59/2010 000130239

にんじゃサンタ (PHPにこにこえほん)
丸山誠司
[作]

PHP研究所 2階東側絵本

PIC/386/MI
79/2000 000130241

メリークリスマスおおかみさん
みやにした
つや作・絵

女子パウロ
会

2階東側絵本

PIC/386/P3
6/2007 000130089

サンタさんがやってきた (とびだししかけえほん)
デビッド・ペ
ルハムさく/
きたむらまさ

大日本絵画 2階東側絵本

PIC/386/TO
47/2017 000130242

パノフじいちゃんのすてきな日クリスマス
トルストイ原
作/ミグ・ホ
ルダー再話/

女子パウロ
会

2階東側絵本

PIC/386/Y6
4/1996 000130240

サンタがきたらおこしてね
やすいすえ
こ作/鈴木ま
もる絵

女子パウロ
会

2階東側絵本

PIC/414/N4
8/2021 000129855

さんかくならんで (こどものとも0.1.2.:320号) 中辻悦子さく 福音館書店
2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/462.1/H

66/2021 000129798
あきをみつけたよ (こどものとも年少版:535号)

平野恵理子
さく 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/471.7/I9

6/2021 000130132
おちばのほん

いわさゆうこ
著

文一総合出
版

2階東側絵本

PIC/474.8/T
O35/2021 000129801

きのこのこ (こどものとも0.1.2.:319号)
得田之久文/
ザ・キャビン
カンパニー

福音館書店
2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/479.5/I9

6/2019 000130126
ぽっとんころころどんぐり

いわさゆうこ
さく 童心社

2階東側絵本

PIC/479.5/S
U49/2014 000130137

どんぐりころころ : おやまへかえるだいさくせん
スギヤマカ
ナヨ作・絵

赤ちゃんとマ
マ社

2階東側絵本

PIC/489.5/P
23/2016 000130140

おおゆきくまちゃん
シャーリー・
パレントーぶ
ん/デイ

岩崎書店
2階東側絵本

PIC/489.9/K
O41/2021 000129854

ゴリラ (こどものとも:788号)
小風さち文/
阿部知暁絵 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/489/L6

2/2019 000130125
クマさんのいえへいかなくちゃ! (BFC)

ブライアン・
リーズ作・絵
/横山和江訳

徳間書店
2階東側絵本

　絵　本

　【8--】　言　語

　【9--】　文　学

　洋　書



PIC/519.2/A
45/2019 100031317

プラスチック・プラネット (児童図書館・絵本の部屋)
ジョージア・
アムソン=ブ
ラッドショー

評論社
2階東側絵本

PIC/599.4/A
92/2020 000130138

ウィルとふゆのおきゃくさん
リンダ・ア
シュマン文/
チャック・グ

光村教育図
書

2階東側絵本

PIC/599.4/D
88/2021 000129853

まっくらけーのけっけさん (こどものとも年中向き:428号)
土田佳代子
文/垂石眞子
絵

福音館書店
2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/798/W7

1/2015/大
型

000130282

クリスマス : みんなであそべるかくれんぼ絵本 (大型絵本. I spy:3/
ミッケ!)

ジーン・マル
ゾーロ文/
ウォルター・

小学館
2階東側大型
（絵本･紙芝
居）PIC/913.8/F

85/2003 000130133

ふゆじたくのおみせ : おおきなクマさんとちいさなヤマネくん (日本
傑作絵本シリーズ)

ふくざわゆみ
こさく 福音館書店

2階東側絵本

PIC/913.8/K
A84/1991 000130134

たのしいふゆごもり (日本傑作絵本シリーズ)
片山令子作/
片山健絵 福音館書店

2階東側絵本

PIC/913.8/N
11/2021 000129800

いなりまちゆききつねでんしゃ (こどものとも:787号)
鍋田敬子作

福音館書店
2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/913.8/O

67/2021 000129852
ひとりぼっちのけいとだま (こどものとも年少版:536号)

小野寺悦子
文/ささめや
ゆき絵

福音館書店
2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かがPIC/913.8/S

A29/2017 000130130

ちいさなちいさなこおりのくに さかいさちえ
[作・絵] 教育画劇

2階東側絵本

PIC/913.8/T
A59/2021 000129799

こだぬきぽんたのほしいもの (こどものとも年中向き:427号)
たけがみた
え [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/T

A86/2020 000130129
ふぶきのみちはふしぎのみち

種村有希子
作 アリス館

2階東側絵本

PIC/913.8/T
A91/1992 000130135

もりのふゆじたく (もりのおくりもの:1)
たるいしまこ
さく 福音館書店

2階東側絵本

PIC/933.8/B
23/2012 000130128

アナベルとふしぎなけいと
マック・バー
ネット文/ジョ
ン・クラッセン

あすなろ書
房

2階東側絵本

PIC/933.8/S
H99/1998 000130127

ゆき
ユリ・シュル
ヴィッツ作/さ
くまゆみこ訳

あすなろ書
房

2階東側絵本

PIC/933.8/S
P1/2010 000130131

ふゆってたのしいね! (スージー・ズー)
スージー・ス
パッフォード
さく/みはら

BL出版
2階東側絵本

M/General/7
63.2 000130357

たのしくひこうピアノ発表会 ベスト・セレクション : 初級からブルグ
ミュラー程度のレベルまで : レッスン・発表会のレパートリー58曲

かがみえ編 ドリーム・
ミュージック・
ファクトリー

2階東側楽譜

M/General/7
63.2 000130244

Newこどものスケール・アルペジオ
根津栄子著

音楽之友社
2階東側楽譜

M/General/7
63.2

000130357
たのしくひこうピアノ発表会 ベスト・セレクション : 初級からブルグ
ミュラー程度のレベルまで : レッスン・発表会のレパートリー58曲

かがみえ編

ドリーム・
ミュージック・
ファクトリー 2階東側楽譜

　楽　譜


