
分類 書名/著者名 出版社 配架先 NDC 貸出可区分

デジタルアーカイブ・ベーシックス 2  災害記録を未来に活かす / 鈴木親彦責任編集 勉誠出版 2F一般書架 007.5/ｽｽﾞ 貸出可

図書館年鑑 / 日本図書館協会図書館年鑑編集委員会編 2019 日本図書館協会 参考図書架 010.59/ﾆﾎ/2019 禁帯出

JLA図書館実践シリーズ 41  地域資料サービスの実践 / 蛭田廣一著 日本図書館協会 2F一般書架 010.8/JL/41 貸出可

朝日新聞縮刷版 2019年7月(1177) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2019-7 禁帯出

朝日新聞縮刷版 2019年8月(1178) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2019-8 禁帯出

岩波新書 1788  2100年の世界地図 : アフラシアの時代 / 峯陽一著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1788 貸出可

岩波新書 1789  奴隷船の世界史 / 布留川正博著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1789 貸出可

岩波新書 1790  生きのびるマンション : 「二つの老い」をこえて / 山岡淳一郎著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1790 貸出可

岩波新書 1791  世界遺産 : 理想と現実のはざまで / 中村俊介著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1791 貸出可

岩波新書 1792  短篇小説講義 / 筒井康隆著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1792 貸出可

岩波新書 1793  ラストベルト再訪 / 金成隆一著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1793 貸出可

岩波新書 1794  女性のいない民主主義 / 前田健太郎著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1794 貸出可

岩波新書 1795  行動経済学の使い方 / 大竹文雄著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1795 貸出可

岩波新書 1796  社会保障再考 : 「地域」で支える / 菊池馨実著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1796 貸出可

岩波新書 1797  ヴァルター・ベンヤミン : 闇を歩く批評 / 柿木伸之著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1797 貸出可

岩波新書 1798  酒井抱一 : 俳諧と絵画の織りなす抒情 / 井田太郎著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1798 貸出可

東洋文庫 896  神の書 : イスラーム神秘主義と自分探しの旅 / アッタール [著] ; 佐々木あや乃訳注平凡社 2F一般書架 081/ﾄｳ/896 貸出可

ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑 / 小野良平訳 創元社 2F一般書架 140/ｸﾛ 貸出可

マンガでやさしくわかるレジリエンス : Resilience / 久世浩司著 ; 松尾陽子マンガ原作 ; 朝戸ころも作画日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 141.8/ｸｾﾞ 貸出可

日本古代の歴史 1  倭国のなりたち / 木下正史著 吉川弘文館 2F一般書架 210.3/ﾖｼ/1 貸出可

日本古代の歴史 2  飛鳥と古代国家 / 篠川賢著 吉川弘文館 2F一般書架 210.3/ﾖｼ/2 貸出可

日本古代の歴史 3  奈良の都と天平文化 / 西宮秀紀著 吉川弘文館 2F一般書架 210.3/ﾖｼ/3 貸出可

日本古代の歴史 4  平安京の時代 / 佐々木恵介著 吉川弘文館 2F一般書架 210.3/ﾖｼ/4 貸出可

日本古代の歴史 5  摂関政治と地方社会 / 坂上康俊著 吉川弘文館 2F一般書架 210.3/ﾖｼ/5 貸出可

日本古代の歴史 6  列島の古代 / 佐藤信著 吉川弘文館 2F一般書架 210.3/ﾖｼ/6 貸出可

岩波ブックレット 1007  日本人の歴史認識と東京裁判 / 吉田裕著 岩波書店 ブックレット架 210.75/ｲﾜ/1007 貸出可

ミネルヴァ日本評伝選  懐良親王 : 日にそへてのかれんとのみ思ふ身に / 森茂暁著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

ミネルヴァ日本評伝選  熊谷守一 : 目に見えないものを / 古川秀昭著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

ミネルヴァ日本評伝選  柳田国男 : 感じたるまゝ / 鶴見太郎著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

社説総覧 : 朝日・毎日・読売 / 明文書房編集部編集 2019(1) 明文書房 2F一般書架 304/ﾒｲ/19-1-3 貸出可

新　着　図　書　案　内
9月（2019年度）

総記

哲学
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社会科学



B検ビジネス能力検定ジョブパス3級公式テキスト : 文部科学省後援 / 職業教育・キャリア教育財団監修日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 336.07/ｼｮ 貸出可

B検ビジネス能力検定ジョブパス2級公式テキスト : 文部科学省後援 / 職業教育・キャリア教育財団監修日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 336.07/ｼｮ 貸出可

ビジネス能力検定ジョブパス3級公式試験問題集 / 職業教育・キャリア教育財団監修 日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 336.07/ｼｮ 貸出可

ビジネス能力検定ジョブパス2級公式試験問題集 / 職業教育・キャリア教育財団監修 日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 336.07/ｼｮ 貸出可

B検ビジネス能力検定ジョブパス1級公式試験問題集 / 職業教育・キャリア教育財団 日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 336.07/ｼｮ 貸出可

ミス・失敗がこわくなくなるビジネスマナー 日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 336.47/ﾆﾎ 貸出可

ビジネスマナー基本テキスト / キャリア総研著 日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 336.49/ｷﾔ 貸出可

正しい敬語が身につく本 : 商談、電話応対など仕事で使う敬語がわかる / タクト&アクト著 日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 336.49/ﾀｸ 貸出可

ミス・失敗がこわくなくなるコミュニケーション 日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 336.49/ﾆﾎ 貸出可

ミス・失敗がこわくなくなる聴き方 日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 336.49/ﾆﾎ 貸出可

ミス・失敗がこわくなくなる話し方・敬語 日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 336.49/ﾆﾎ 貸出可

ミス・失敗がこわくなくなるビジネス文書 日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 336.5/ﾆﾎ 貸出可

図解20代のうちに身につける仕事の常識入門 : 「働くことの心がまえ」から「ビジネスマナー」「仕事術」まで / 日本能率協会マネジメントセンター編日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 336/ﾆﾎ 貸出可

自分のキャリアを自分で考えるためのワークブック : これがわたしの歩むみち / 小野田博之著 日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 366.29/ｵﾉ 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 401 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/401 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 402 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/402 貸出可

楽しさの追求を支えるサービスの企画と実施 : 根拠をもったプログラムや行事の計画立案や運営の方法 / 日本レクリエーション協会編日本レクリエーション協会人間福祉 369.16/ﾆﾎ 貸出可

高齢社会白書 / 総務庁編 令和元年版 大蔵省印刷局 参考図書架 369.26/ﾅｲ/2019 禁帯出

高齢者のためのレクリエーションとゲーム : すぐに使える! / 高齢者施設レクリエーション研究会編 法研 人間福祉 369.263/ｺｳ 貸出可

レク・生活の場面編  高齢者と楽楽コミュニケーション / 高橋紀子著 ; 山口裕美子イラスト レク・生活の場面編黎明書房 人間福祉 369.263/ﾀｶ 貸出可

笑って楽しい!高齢者レクリエーション / たっきゅうさん著 法研 人間福祉 369.263/ﾀﾂ 貸出可

楽しい介護レクリエーション : 脳いきいき! / 富永雅美著 池田書店 人間福祉 369.263/ﾄﾐ 貸出可

新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一, 岡伸一, 金子光一 [ほか] 編集代表 1  イギリス/アイルランド / 金子光一, 小舘尚文編集旬報社 人間福祉 369/ｼﾝ/1 貸出可

新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一, 岡伸一, 金子光一 [ほか] 編集代表 2  フランス/ドイツ/オランダ / 松村祥子, 田中耕太郎, 大森正博編集旬報社 人間福祉 369/ｼﾝ/2 貸出可

新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一, 岡伸一, 金子光一 [ほか] 編集代表 3  北欧 / 斉藤弥生, 石黒暢編集旬報社 人間福祉 369/ｼﾝ/3 貸出可

新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一, 岡伸一, 金子光一 [ほか] 編集代表 4  南欧 / 小谷眞男, 横田正顕編集旬報社 人間福祉 369/ｼﾝ/4 貸出可

新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一, 岡伸一, 金子光一 [ほか] 編集代表 5  旧ソ連/東欧 / 仙石学編集旬報社 人間福祉 369/ｼﾝ/5 貸出可

新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一, 岡伸一, 金子光一 [ほか] 編集代表 6  アメリカ合衆国/カナダ / 後藤玲子, 新川敏光編集旬報社 人間福祉 369/ｼﾝ/6 貸出可

食育白書 / 内閣府編 令和元年版 時事画報社 参考図書架 374.97/ﾅｲ/2019 禁帯出

池上彰が解説したい!国民・移民・難民 / 稲葉茂勝文 ; こどもくらぶ編 1  国民って、なに?どういうこと? / 稲葉茂勝文 ; こどもくらぶ編筑摩書房 子ども教育・保育 375.3/ｲﾅ/1 貸出可

池上彰が解説したい!国民・移民・難民 / 稲葉茂勝文 ; こどもくらぶ編 2  移民って、なに？どうして移住するの？ / 稲葉重勝著 ; こどもくらぶ編筑摩書房 子ども教育・保育 375.3/ｲﾅ/2 貸出可

池上彰が解説したい!国民・移民・難民 / 稲葉茂勝文 ; こどもくらぶ編 3  難民って、なに?どうして困っているの? / 稲葉重勝著 ; こどもくらぶ編筑摩書房 子ども教育・保育 375.3/ｲﾅ/3 貸出可

みんなの命と生活をささえるインフラってなに? / こどもくらぶ編 1  水道 : 飲み水はどこからくる? 筑摩書房 子ども教育・保育 375.3/ｺﾄﾞ/1 貸出可

社会科学



みんなの命と生活をささえるインフラってなに? / こどもくらぶ編 2  下水 : つかった水はどこへいく? 筑摩書房 子ども教育・保育 375.3/ｺﾄﾞ/2 貸出可

みんなの命と生活をささえるインフラってなに? / こどもくらぶ編 3  通信 : のろしからWi-Fiまで 筑摩書房 子ども教育・保育 375.3/ｺﾄﾞ/3 貸出可

みんなの命と生活をささえるインフラってなに? / こどもくらぶ編 4  電気 : 電灯から自動車まで 筑摩書房 子ども教育・保育 375.3/ｺﾄﾞ/4 貸出可

みんなの命と生活をささえるインフラってなに? / こどもくらぶ編 5  ガス : 燃える気体のひみつ 筑摩書房 子ども教育・保育 375.3/ｺﾄﾞ/5 貸出可

アニマシオンで道徳 : 楽しむ・うたがう・議論する / 岩辺泰吏, 読書のアニマシオン研究会編著 かもがわ出版 子ども教育・保育 375.35/ｲﾜ 貸出可

見て読んでよくわかる!日本語の歴史 / 倉島節尚著 ; こどもくらぶ編 1  古代から平安時代 : 書きのこされた古代の日本語 / 倉島節尚著 ; こどもくらぶ編筑摩書房 子ども教育・保育 375.82/ｸﾗ/1 貸出可

見て読んでよくわかる!日本語の歴史 / 倉島節尚著 ; こどもくらぶ編 2  鎌倉時代から江戸時代 : 武士の言葉から庶民の言葉へ / 倉島節尚著 ; こどもくらぶ編筑摩書房 子ども教育・保育 375.82/ｸﾗ/2 貸出可

見て読んでよくわかる!日本語の歴史 / 倉島節尚著 ; こどもくらぶ編 3  明治時代から昭和前期 : 新しい社会、新しい日本語 / 倉島節尚著 ; こどもくらぶ編筑摩書房 子ども教育・保育 375.82/ｸﾗ/3 貸出可

見て読んでよくわかる!日本語の歴史 / 倉島節尚著 ; こどもくらぶ編 4  昭和後期から現在 : 変わり続ける日本語 / 倉島節尚著 ; こどもくらぶ編筑摩書房 子ども教育・保育 375.82/ｸﾗ/4 貸出可

保育白書 / 全国保育団体合同研究集会実行委員会編集 2019 草土文化 参考図書架 376.1/ｾﾞﾝ/2019 禁帯出

保育所運営ハンドブック 令和元年版 中央法規出版 参考図書架 376.14/ﾎｲ/2019 禁帯出

パリの街角から / 阿部和久著 書肆犀 2F一般書架 377.6/ｱﾍﾞ 貸出可

二人のティータイム　本と紅茶とおしゃべりと 書肆犀 2F一般書架 377.6/ｱﾍﾞ 貸出可

特別支援教育・保育概論 : 特別な配慮を要する子どもの理解と支援 / 尾野明美, 小湊真衣, 奥田訓子編著萌文書林 子ども教育・保育 378/ｵﾉ 貸出可

日本の食文化 3  麦・雑穀と芋 / 小川直之編 吉川弘文館 2F一般書架 383.81/ﾆﾎ/3 貸出可

韓国昔話集成 6  笑話 / 崔仁鶴, 厳鎔姫編著 ; 李権煕, 鄭裕江訳 悠書館 2F一般書架 388.21/ｶﾝ/6 貸出可

国民衛生の動向 / 厚生統計協会編 2019/2020年(66-9号) 厚生統計協会 参考図書架 498.059/ｺｳ/19-20 禁帯出

よくわかる公衆衛生学の基本としくみ / 上地賢, 安藤絵美子, 雜賀智也著 秀和システム 人間福祉 498/ｳｴ 貸出可

コンパクト公衆衛生学 / 松浦賢長, 小林廉毅, 苅田香苗編 朝倉書店 人間福祉 498/ﾏﾂ 貸出可

産業 接客・接遇のためのユニバーサルサービス基本テキスト / 紀薫子著 ; 井上滋樹協力 日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 673.9/ｷﾉ 貸出可

大辞林 / 松村明編 三省堂 参考図書架 813.1/ﾏﾂ 禁帯出

平成の新語・流行語辞典 / 米川明彦著 東京堂出版 参考図書架 814.7/ﾖﾈ 禁帯出

天声人語 : 英文対照 / 朝日新聞論説委員室編 ; 英文朝日訳 2019夏197 原書房 英文書架 837.4/ｱｻ/2019/夏 貸出可

補篇  上代日本文學と中國文學 : 出典論を中心とする比較文學的考察 / 小島憲之著 補篇 塙書房 コンパックル 910.23/ｺｼﾞ 貸出可

大伴家持研究 : 表現手法と歌巻編纂 / 朝比奈英夫著 塙書房 コンパックル 911.122/ｱｻ 貸出可

憤死 / 綿矢りさ著 河出書房新社 1F一般書架 913.6/ﾜﾀ 貸出可

大江健三郎全小説 / 大江健三郎著 12 講談社 コンパックル 913.68/ｵｵ/12 貸出可

大江健三郎全小説 / 大江健三郎著 13 講談社 コンパックル 913.68/ｵｵ/13 貸出可

大人も子どもも読んで、聞かせて、楽しんで 日本の神様のお話 東京書店 1F一般書架 913/ﾀｹ/下 貸出可

「新編」日本女性文学全集 / 渡邊澄子編集 10 菁柿堂 コンパックル 918.6/ｲﾜ/10 貸出可

絵本・児童書 だるまちゃんとてんじんちゃん / 加古里子さく・え 福音館書店 絵本・児童図書架 E/ｶｺ 貸出可

視聴覚 月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2019年8月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2019-8 禁帯出

語学

文学

社会科学

自然科学


