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

010.21/I89/2
020 000130052 苦学と立身と図書館 : パブリック・ライブラリーと近代日本 伊東達也著 青弓社 2階西側

017/N93/20
21 000130053 変化する社会とともに歩む学校図書館 (ライブラリーぶっくす) 野口武悟著 勉誠出版 2階西側

102/TE86/2
021 000130235

哲学 : 科学を生んだ哲学の考え方がわかる (Newtonライト : 理系
脳をきたえる!:3.0) (Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階西側

123.84/SA66
/2021 100031535

孟子 (角川文庫:19006. ビギナーズ・クラシックス/中国の古典:[A-
3-1], [B-1-17])

佐野大介
[著] KADOKAWA 2階西側

143.7/A47/2
021 000130056 怒れる老人 : あなたにもある老害因子 安藤俊介著

産業編集セ
ンター 2階西側

210.42/G74/
2021 100031556 頼朝と義時 : 武家政権の誕生 (講談社現代新書:2636) 呉座勇一著 講談社 2階西側

210.77/KU45
/2021 100031534 日本政治の一証言 : 社会党と土井たか子の時代 オンデマンド版 国正武重著 アルスロンガ 2階西側

222.03/H31/
62/2021 100031527 キングダム 62 (ヤングジャンプ・コミックス) 原泰久著 集英社 1階東側漫画

222.03/H31/
63/2021 100031528 キングダム 63 (ヤングジャンプ・コミックス) 原泰久著 集英社 1階東側漫画

302.1/U14/2
020 000130068 日本習合論 内田樹著 ミシマ社 2階西側
318.036/SH2
4/2021/202
1

000130156 全国市町村要覧 令和3年版

自治省行政
局振興課編
集

第一法規出
版 1階西側参考

323.01/E59/
2021 000130069 国家とは何か、或いは人間について : 怒りと記憶の憲法学

遠藤比呂通
著 勁草書房 2階西側

330.59/SE22
/2021-
I/2021

100031539 ポストコロナに向けて (世界経済の潮流:2021年1)

内閣府政策
統括官室
(経済財政分

日経印刷/全
国官報販売
協同組合

1階西側参考

331/B14/20
21 000130054 行動経済学 エッセンシャル版 (ハヤカワ文庫:NF570)

ミシェル・バ
デリー著/土
方奈美訳

早川書房 2階西側

332.1/N28/2
021 100031540

レジリエントな日本経済へ : 強さと柔軟性を持つ経済社会に向けた
変革の加速 (経済財政白書: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

333.8/W88/2
021 100031515 We have a dream : 201カ国202人の夢×SDGs

World Dream
Project編 いろは出版 2階西側

338.15/MA2
6/2021 000130055 株式市場の本当の話 (日経プレミアシリーズ:456) 前田昌孝著

日経BP日本
経済新聞出
版本部/日経

2階西側

361.454/H75
/2018 000130064 論破力 (朝日新書:689) ひろゆき著

朝日新聞出
版 2階西側

361.64/KU84
/2012 100031553

多様化社会をつむぐ世代間交流 : 次世代への『いのち』の連鎖を
つなぐ

草野篤子
[ほか] 編著 三学出版 2階西側

367.1/Y98/2
021 000130151 女の子だから、男の子だからをなくす本

ユン・ウン
ジュ文/イ・ヘ
ジョン絵/す

エトセトラ
ブックス 2階西側

367.21/H38/
2021 000130043 妊娠・出産をめぐるスピリチュアリティ (集英社新書:1080B) 橋迫瑞穂著 集英社 2階西側

367.75/U45/
2021 000130057 在宅ひとり死のススメ (文春新書:1295)

上野千鶴子
著 文藝春秋 2階西側

369.26/SA85
/2021 000130058 介護する人される人心に届く介護力 : 毎日の疲れないケア実用集 佐藤典子著 青萠堂 2階西側

369.263/Y84
/2006 100031531

幼老統合ケア : 少子高齢化も安心! : “高齢者福祉"と“子育て"をつ
なぐケアの実践と相乗効果

幼老統合ケ
ア研究会編 黎明書房 2階西側

369.28/I14/2
021 000130030

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたい知的障害 (発達障害お悩
み解決ブック:5)

市川奈緒子
監修

ミネルヴァ書
房 2階西側

369.4/SU19/
2021 000130028 子育て罰 : 「親子に冷たい日本」を変えるには (光文社新書:1143)

末冨芳, 桜井
啓太著 光文社 2階西側

    新 着 情 報 2022年 1月12日

　【0--】　総　記

　【1--】　哲　学　

　【2--】　歴　史　

　【３--】　社会科学



369.4/Y96/2
021 000130157 つながり続けるこども食堂 湯浅誠著

中央公論新
社 2階西側

370.4/G79/2
018 100031524 遊びが学びに欠かせないわけ : 自立した学び手を育てる

ピーター・グ
レイ著/吉田
新一郎訳

築地書館 2階西側

371.5/TS41/
2021 100031541

小さな学校の時代がやってくる : スモールスクール構想・もうひとつ
の学校のつくり方 辻正矩著 築地書館

1階西側指
定・推薦

372.107/N37
/2021 000130032

どの子も違う : 才能を伸ばす子育て潰す子育て (中公新書ラク
レ:731) 中邑賢龍筆

中央公論新
社 2階西側

373.7/KA19e
i/2023/2022

100031558 鹿児島県の英語科 : 過去問 2023年度版 (鹿児島県の教員採用試
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/KU34k
y/2023/202
1

100031510 熊本県・熊本市の教職教養過去問 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/SA15k
y/2023/202
1

100031511 佐賀県の教職・一般教養 :  過去問 2023年度版 (佐賀県の教員採
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

374/SH53/1
996 100031537 少子時代の学校 (シリーズ・現代の教育課題に挑む:2)

下村哲夫編
集 ぎょうせい

1階西側指
定・推薦

374/TA33/2
018 100031555

少子化に対応した学校教育充実の処方箋 : 進む学校の小規模化
にどう向き合うか 高橋興著 ぎょうせい

1階西側指
定・推薦

374.12/
F72/2020 100031538

単学級担任・複式学級担任の学級経営 : へき地・小規模校での実
践事例を中心に オンデマンド版

深見智一著

ふくろう出版
1階西側指
定・推薦

375.1/MA43
/2019 100031542 リフレクション入門 : The book of reflection

学び続ける
教育者のた
めの協会

学文社
1階西側指
定・推薦

375.314/Z3/
2020 100031543

今日からできる考える「公共」70時間 : 主体的・対話的な深い学び
を実現する授業案

全国民主主
義教育研究
会編・著

清水書院
1階西側指
定・推薦

375.72/KA98
/2019 100031548

木版画・紙版画指導のすべて : どの子も、スゴイ作品! : 完成まで
の全情報

河田孝文, 林
健広,
TOSS/Adva

学芸みらい
社 2階西側

375.72/MI37
/2021 100031546 子どもとつくる図画工作 南育子編著

日本文教出
版 2階西側

375.72/TS41
/2015 100031526

子どもの発想力と創造力が輝く絵画・版画指導 : 小学校の図工の
授業で扱う基本技法から、授業の題材、鑑賞と展示、指導案、評価
の仕方まで (ナツメ教育書ブックス) 辻政博監修 ナツメ社 2階西側

375.72/U22/
2016 100031545 造形素材にくわしい本 : 子どもが見つける創造回路 内野務著

日本文教出
版 2階西側

375.72/Y69/
2019 100031525

どこからそう思う?学力をのばす美術鑑賞 : ヴィジュアル・シンキン
グ・ストラテジーズ

フィリップ・ヤ
ノウィン著/
京都造形芸

淡交社 2階西側

376.1/KA92/
2018 000130666 0歳～6歳子どもの発達と保育の本 第2版 (Gakken保育books)

河原紀子監
修・執筆/港
区保育を学

[学研プラス] 2階西側

376.1/SA85/
2021 000130158

子どもと保育士がつくる哲学の時間 : 保育的雰囲気が支える対話
的な学びの世界

佐藤嘉代子
著 萌文書林 2階西側

376.14/A37/
2020 000130652 マネジメント 第2版 (保育士等キャリアアップ研修テキスト:7)

秋田喜代美,
那須信樹編
集

中央法規出
版 2階西側大型

376.14/KO7
2/2022-
2/2021

000130040 いちばんわかりやすい保育士合格テキスト '22年版下巻

近喰晴子監
修/コンデッ
クス情報研

成美堂出版
1階西側就
職・検定等

376.14/KO7
3/2021 000130029

保育の質を考える : 安心して子どもを預けられる保育所の実現に
向けて

近藤幹生, 幸
田雅治, 小林
美希編著/本 明石書店 2階西側

376.14/TA99
/2021 000130594 保育の質を向上させる園づくり 田澤里喜著

世界文化ワ
ンダークリエ
イト/世界文

2階西側

376.14/Y31/
2021 000130665 保育・教育の評価とマネジメント 山本睦著

ナカニシヤ
出版 2階西側

376.14/Y94/
2021 000130646 保育記録のとり方・生かし方 新装版

幼少年教育
研究所編著 鈴木出版 2階西側

376.15/H76/
2017 000130643 指導計画の考え方・立て方 : 幼稚園・保育所実習 第2版

久富陽子編
著/梅田優子
[ほか著] 萌文書林 2階西側

376.15/KA92
/3/2021 000130617

これなら書ける!3歳児の指導計画 : 各計画の「ねらい」の関連がわ
かる!&指針・要領対応!～2018年度施行～

神長美津子
監修 ひかりのくに 2階西側

376.15/KA92
/4/2021 000130620

これなら書ける!4歳児の指導計画 : 各計画の「ねらい」の関連がわ
かる!&指針・要領対応!～2018年度施行～

神長美津子
監修 ひかりのくに 2階西側

376.15/KA92
/5/2021 000130623

これなら書ける!5歳児の指導計画 : 各計画の「ねらい」の関連がわ
かる!&指針・要領対応!～2018年度施行～

神長美津子
監修 ひかりのくに 2階西側

376.15/KI69
/2020 100031552

子どもと保育者でつくる育ちの記録 : あそびの中の育ちを可視化す
る

北野幸子, 大
阪府私立幼
稚園連盟第 日本標準 2階西側

376.15/Y79/
0/2020 000130631 子どもの力が伸びる0歳児の保育12か月 (ナツメ社保育シリーズ)

横山洋子監
修 ナツメ社 2階西側

376.15/Y79/
1/2020 000130633 子どもの力が伸びる1歳児の保育12か月 (ナツメ社保育シリーズ)

横山洋子監
修 ナツメ社 2階西側

376.15/Y79/
2/2020 000130635 子どもの力が伸びる2歳児の保育12か月 (ナツメ社保育シリーズ)

横山洋子監
修 ナツメ社 2階西側

376.156/SA5
8/2021 100031547 こどものアートブック : つくる・かく・あそぶ

鮫島良一編
著/馬場千晶
編著

日本文教出
版 2階西側



379.4/N29/2
019 100031554 民主的シティズンシップの育て方 名嶋義直編 ひつじ書房

1階西側指
定・推薦

379.9/I27/20
20 000130033

こどものメンタルは4タイプ : 「やる気を引き出す」「自信がみなぎる」
言葉がけの教科書 飯山晄朗著 大和書房 2階西側

379.9/I72/20
21 000130031 子どもの長所を伸ばす5つの習慣 石田勝紀著 集英社 2階西側

383.8/F68/2
020 000130159 縁食論 : 孤食と共食のあいだ 藤原辰史著 ミシマ社 2階西側

387.021/H42
/2021 000130279 医療民俗学序説 : 日本人は厄災とどう向き合ってきたか 畑中章宏著 春秋社 2階西側

410/SA85/2
021 100031557 解きたくなる数学

佐藤雅彦, 大
島遼, 廣瀬隼
也著 岩波書店 2階東側

413.3/B41/2
021 000130234

微分積分 : これならよくわかる!やさしい微積 (Newtonライト : 理系
脳をきたえる!:3.0) (Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側

413.59/SH91
/2021 000130233

指数と対数 : 巨大な数も楽にあつかえる便利な道具 (Newtonライト
: 理系脳をきたえる!:3.0) (Newtonムック)

ニュートンプ
レス 2階東側

467.5/SH99/
2021 000130280 進化の技法 : 転用と盗用と争いの40億年

ニール・
シュービン
[著]/黒川耕

みすず書房 2階東側

491.3/MI18/
2021 000130042

赤ちゃんと体内時計 : 胎児期から始まる生活習慣病 (集英社新
書:1056I) 三池輝久著 集英社 2階東側

493.72/MO5
1/2021 000130034 感じるオープンダイアローグ (講談社現代新書:2614)

森川すいめ
い著 講談社 2階東側

493.758/MI1
4/2021 000130059 認知症の新しい常識 (新潮新書:895) 緑慎也著 新潮社 2階東側

493.758/N73
/2020 000130060 マンガ認知症 (ちくま新書:1500)

ニコ・ニコル
ソン, 佐藤眞
一著

筑摩書房 2階東側

493.76/I95/2
021 000130035 発達障害はなぜ誤診されるのか (新潮選書) 岩波明著 新潮社 2階東側

495.48/KU22
/2021 000130036 近未来の「子づくり」を考える : 不妊治療のゆくえ 久具宏司著 春秋社 2階東側

497.9/G72/2
021 000130061

死ぬまで嚙んで食べる : 誤嚥性肺炎を防ぐ12の鉄則 (光文社新
書:1115) 五島朋幸著 光文社 2階東側

498/O77/20
21 000130062 日本人の健康を社会科学で考える 小塩隆士著

日経BP日本
経済新聞出
版本部/日経

2階東側

498.25/N39/
2021 100031532 「価値を否定された人々」 : ナチス・ドイツの強制断種と「安楽死」

中野智世
[ほか] 著 新評論 2階西側

518.52/I18/2
021 000130037

見すごせない!海洋プラスチック問題 (SDGsでかんがえよう地球の
ごみ問題:1)

保坂直紀指
導 童心社 2階東側大型

518.52/I18/2
021 000130038

どうしたらへらせる?食品ロス問題 (SDGsでかんがえよう地球のご
み問題:2)

小林富雄指
導 童心社 2階東側大型

518.52/I18/2
021 000130039

まったなし!世界にあふれるごみ問題 (SDGsでかんがえよう地球の
ごみ問題:3) 織朱實指導 童心社 2階東側大型

526.36/A87/
2002 100031530 高齢者複合施設 (建築計画・設計シリーズ:15)

浅沼由紀執
筆代表

市ケ谷出版
社 2階東側大型

599/SA75/2
021 000130044 子どもが喜ぶことだけすればいい

佐々木正美
著
/100%ORAN

ポプラ社 2階東側

599.3/A25/2
021 000130045 赤ちゃんのための補完食入門 相川晴著 彩図社 2階東側

601.1/KA31/
2021 000130070 「よそもの」が日本を変える : 地域のものづくりにチャンスあり

鎌田由美子
著

日経BP/日
経BPマーケ
ティング(発

2階東側

675/B32/20
02 100031529 なぜみんなスターバックスに行きたがるのか?

スコット・ベド
ベリ著/土屋
京子訳

講談社 2階東側

726.1/TA78/
2021 000130048 This one summer (ディス・ワン・サマー)

マリコ・タマ
キ作/ジリア
ン・タマキ画/

岩波書店 1階東側漫画

753.8/Y98/2
021 000130245 柚木沙弥郎 : つくること、生きること (別冊太陽:スペシャル) 平凡社 2階東側大型

778.77/SU96
/2021 000130046 スタジオジブリ全作品集 講談社編集 講談社 1階東側漫画

　【5--】　技　術

　【6--】　産　業

　【7--】　芸　術

　【8--】　言　語

　【4--】　自然科学



813.7/G34/2
022/2022 000130155 現代用語の基礎知識 2022

自由国民社
編 自由国民社 1階西側参考

835/C94/20
20 100031516 英文法には「意味」がある

デイヴィッド・
クリスタル著
/伊藤盡, 藤

大修館書店 2階東側

835/O66/20
19 100031513

一億人の英文法CDブック : すべての日本人に贈る--「話すため」
の英文法 (東進ブックス)

大西泰斗,
ポール・マク
ベイ著

ナガセ 2階東側

835/O66/20
20 100031536

一億人の英文法 : すべての日本人に贈る : 「話すため」の英文法
37版 (東進ブックス)

大西泰斗,
ポール・マク
ベイ著 ナガセ 2階東側

835/O66/20
21 100031514

一億人の英文法問題集 : 大学入試対策編  : すべての日本人に贈
る話すための英文法 11版 (東進ブックス) 井上洋平著 ナガセ 2階東側

835/TO33/2
021 100031517

日本人の英文法 : 丸暗記ゼロでセンスを磨く29の黄金ルール (宝
島社新書:627) 時吉秀弥著 宝島社 2階東側

911.124/U45
/2012 100031551 はじめて楽しむ万葉集 初版 (角川文庫:17608) 上野誠 [著]

角川学芸出
版/角川グ
ループパブ

2階東側

913.6/I56/20
21 000130063 チャレンジ : 介護士篇

いのくまあつ
し著

東京図書出
版/リフレ出
版 (発売)

2階東側

913.6/MA16
/2017 000130065 夜空に泳ぐチョコレートグラミー

町田そのこ
著 新潮社 2階東側

913.6/Y99/2
021 000130066 月下のサクラ 柚月裕子著 徳間書店 2階東側

914.6/MA74
/2021 000130047 松田道雄 : 子どものものさし (Standard books) 松田道雄著 平凡社 2階東側

916/KO12/2
021 000130067

中国戦線、ある日本人兵士の日記 : 1937年8月-1939年8月侵略と
加害の日常

小林太郎著/
笠原十九司,
吉田裕編・解

新日本出版
社 2階東側

M/General/
Nursery/763.
2

000130604
いっしょにうたおう!1-3才がよろこぶうた : アンパンマンのマーチ (ピ
アノソロ初級)

安蒜佐知子
[ほか]ピアノ
編曲

ヤマハミュー
ジックエンタ
テインメント 2階東側楽譜

PIC/141.2/R
72/2021 000130050 アヒルかも!ウサギかも!

エイミー・クラ
ウス・ローゼ
ンタール著/

光文社 2階東側絵本

PIC/379.9/M
I79/2021 000130170 おかあさんごめんなさい

みやにした
つや作絵 金の星社 2階東側絵本

PIC/386/SA
85/2007 000130246 まじょのぼうし (おはなしのほん)

さとうめぐみ
ぶんとえ

ハッピーオウ
ル社 2階東側絵本

PIC/457.87/
KA17/2020 000130174 恐竜の迷路 : 化石がひらくナゾの世界

香川元太郎,
香川志織作・
絵/冨田幸光

PHP研究所 2階東側絵本

PIC/489/SH
52/2020 000130049 おんなじだあれ?

しもかわらゆ
み作 あかね書房 2階東側絵本

PIC/596.6/S
H18/2020 000130163 パンどろぼう

柴田ケイコ
作 KADOKAWA 2階東側絵本

PIC/596.6/S
H18/2021 000130164 パンどろぼうvsにせパンどろぼう

柴田ケイコ
作 KADOKAWA 2階東側絵本

PIC/596.6/S
H18/2021 000130165 パンどろぼうとなぞのフランスパン

柴田ケイコ
作 KADOKAWA 2階東側絵本

PIC/599.4/P
23/2012 000130167 おやすみくまちゃん

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/725/MU
32/1982 100031550 木をかこう (ブッククラブ:国際版絵本)

ブルーノ・ム
ナーリ作/須
賀敦子訳

至光社 2階東側絵本

PIC/725/MU
32/1984 100031549 太陽をかこう (ブッククラブ. 国際版絵本)

ブルーノ・ム
ナーリ作/須
賀敦子訳

至光社 2階東側絵本

PIC/798/L9
6/2015 000130168 みつけてかぞえてどこどこどうぶつ : わくわくどうぶつえん

ガレス・ルー
カス絵 : ルー
ス・ラッセル

河出書房新
社 2階東側絵本

PIC/798/L9
6/2016 000130169 みつけてかぞえてどこどこどうぶつうきうきうみのなか

ガレス・ルー
カス絵/カー
スティーン・

河出書房新
社 2階東側絵本

PIC/913.8/H
63/2017 000130176 お?かお! (あかちゃんがよろこぶしかけえほん)

ひらぎみつえ
作 ほるぷ出版 2階東側絵本

PIC/913.8/H
63/2019 000130175 へんしん!おばけちゃん (あかちゃんがよろこぶしかけえほん)

ひらぎみつえ
作 ほるぷ出版 2階東側絵本

PIC/913.8/I9
3/2017 000130161 そらの100かいだてのいえ

いわいとしお
[作] 偕成社 2階東側絵本

PIC/913.8/I9
3/2021 000130162 もりの100かいだてのいえ

いわいとしお
[作] 偕成社 2階東側絵本

PIC/913.8/I9
3/2021/大
型

000130613 もりの100かいだてのいえ (ビッグブック)

いわいとしお
[作] 偕成社

2階東側大型
（絵本･紙芝
居）

　楽　譜

　絵　本
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PIC/913.8/K
A91/2003 000130201 お化けの冬ごもり 川端誠作 BL出版 2階東側絵本

PIC/913.8/N
44/2017 000130171 くろくんとちいさいしろくん (絵本・こどものひろば)

なかやみわ
さく・え 童心社 2階東側絵本

PIC/913.8/N
93/2019 000130172 10かいだてのおひめさまのおしろ (わたしのえほん)

のはなはる
か作・絵 PHP研究所 2階東側絵本

PIC/913.8/N
93/2021 000130173 10かいだてのまほうつかいのおしろ (わたしのえほん)

のはなはる
か作・絵 PHP研究所 2階東側絵本

PIC/933.8/G
36/2012 000130166 だいすきぎゅっぎゅっ

フィリス・ゲイ
シャイトー, ミ
ム・グリーン

岩崎書店 2階東側絵本

PIC/933.8/M
A13/2020 000130051 おともだちになってくれる? (児童図書館・絵本の部屋)

サム・マクブ
ラットニィぶ
ん/アニタ・

評論社 2階東側絵本

JC/571/.M3
995/2011 010010502 Taking a stand : the evolution of human rights

Juan E. Mé
ndez with
Marjory

Palgrave
Macmillan 3階

LB/2328.52/
.J3/B74/202
0

010010500
Family-run universities in Japan : sources of inbuilt resilience in
the face of demographic pressure, 1992-2030 : hbk

Jeremy
Breaden and
Roger

Oxford
University
Press

3階
PE/1133/.R
64/2011 010010501 English phonology and pronunciation teaching : pbk

Pamela
Rogerson-
Revell

Continuum 3階

PL/865/.O8
7/K87/2021 010010497 Kusudama Revised ed.

Minoru
Yoshioka/tra
nslated by

Isobar press,
2021. 3階

QH/510.5/.K
725/2012 010010496

The great animal orchestra : finding the origins of music in the
world's wild places 1st ed

Bernie
Krause Little, Brown 3階

QP/376/.H2
944/2021 010010499 A thousand brains : a new theory of intelligence : hardcover

Jeff
Hawkins/wit
h a foreword

Basic Books 3階

RA/644/.C6
7/M47/2021 010010498

The truth about COVID-19 : exposing the great reset, lockdowns,
vaccine passports, and the new normal hbk.

Joseph
Mercola,
Ronnie

Chelsea
Green
Publishing

3階

　洋　書


