
№ 請求記号 書名 出版者名 出版年月 区分

■000 総記

1 002/シ
自由に生きるための知性とはなにか : リベラルアーツで未来をひらく/立命館大学教養教育センター編;熊谷晋一郎ほ
か著

晶文社 2022.9

2 010.2/タマ 図書館の日本文化史 / 高山正也著 筑摩書房 2022.9

3 010.2/ナフ 私たちが図書館について知っている二、三の事柄 / 中村文孝, 小田光雄著 論創社 2022.8

4 019.5/エ 絵本で学ぶSDGs : 地球の未来を考える / 絵本でSDGs推進協会編 平凡社 2022.9

5 019.9/カヨ 歴史の本棚 / 加藤陽子著 毎日新聞出版 2022.8

6 019.9/マハ 老年の読書(新潮選書) / 前田速夫著 新潮社 2022.9

7 024.1/テ 定本本屋図鑑 / 本屋図鑑編集部編 ; 得地直美絵 夏葉社 2022.7

8 024.8/ヤヨ 漱石全集を買った日 : 古書店主とお客さんによる古本入門 / 山本善行, 清水裕也著 夏葉社 2019.4

■100 哲学

9 150/ウメ 考えるあなたのための倫理入門 / メアリー・ウォーノック著 ; 高屋景一訳 春秋社 2022.8

10 150/タヨ アダム・スミスを読む、人間を学ぶ。/ 滝川好夫著 ミネルヴァ書房 2022.8

■200 歴史

11 210.1/ナア 日本と韓国・朝鮮の歴史 : これだけは知っておきたい / 中塚明著 高文研 2022.8

12 216.2/ミア 日本中世の民衆世界 : 西京神人の千年(岩波新書) / 三枝暁子著 岩波書店 2022.9

13 230.5/ア 雨、太陽、風 : 天候にたいする感性の歴史 / アラン・コルバン編 ; 小倉孝誠監訳 藤原書店 2022.8

14 231/ハユ 古代ギリシアの民主政(岩波新書) / 橋場弦著 岩波書店 2022.9

15 253/ア アメリカの歴史を知るための65章 / 富田虎男編著 ; 鵜月裕典編著 ; 佐藤円編著 明石書店 2022.9

10月新着図書リスト



■300 社会科学

16 302.3/ウ ウクライナを知るための65章 / 服部倫卓, 原田義也編著 明石書店 2018.10

17 302.3/オヨ 本当のウクライナ : 訪問35回以上、指導者たちと直接会ってわかったこと / 岡部芳彦著 ワニブックス 2022.7

18 312.1/イア 政治のことよくわからないまま社会人になった人へ / 池上彰著 ダイヤモンド社 2022.9

19 318.2/ノフ 沖縄県知事 : その人生と思想 (新潮選書)/ 野添文彬著 新潮社 2022.9

20 319.1/クユ 北方領土のなにが問題? / 黒岩幸子著 清水書院 2022.8

21 327.62/NA 子どもへの司法面接 : 考え方・進め方とトレーニング / 仲真紀子編著 有斐閣 2016.9 大学

22 329.9/スエ 入管問題とは何か : 終わらない<密室の人権侵害> / 鈴木江理子編著 ; 児玉晃一編著 明石書店 2022.9

23 330.7/ケ 経済論文の書き方 / 経済セミナー編集部編 日本評論社 2022.9

24 331/ハル 構造変化の経済動学 / L.L.パシネッティ著 ; 清水一史, 本田雅子ほか訳 日本経済評論社 1998.2

25 333.8/エ SDGs用語辞典 : イラスト・図解でよくわかる! / 小林亮監修 山と溪谷社 2022.10

26 336.1/ケ 経営情報システム / 宮川公男, 上田泰編著 中央経済社 2014.3

27 336.4/OO 「承認欲求」の呪縛 / 太田肇著 新潮社 2019.2 大学

28 361.1/ツシ 社会学 : 「非サイエンス」的な知の居場所 / 筒井淳也著 岩波書店 2021.11

29 361.45/SA 頭がよくなる!要約力 / 齋藤孝著 筑摩書房 2022.2 大学

30 361.8/トエ イングランド労働者階級の形成 / エドワード・P. トムスン著 ; 市橋秀夫, 芳賀健一訳 青弓社 2003.5

31 367.3/ササ 「毒親」って言うな! / 斎藤学著 扶桑社 2022.2

32 368.2/イヘ 搾取都市、ソウル : 韓国最底辺住宅街の人びと / イ・ヘミ著 ; 伊東順子訳 筑摩書房 2022.3

33 368.6/コオ 当事者は嘘をつく / 小松原織香著 筑摩書房 2022.1

34 368.6/フヒ 子どもへの性暴力は防げる! : 加害者治療から見えた真実 / 福井裕輝著 時事通信出版局 2022.9



35 368.7/カソ 記者がひもとく「少年」事件史(岩波新書)  / 川名壮志著 岩波書店 2022.9

36 369.13/シ 社会福祉施設・事業所のBCP事業継続計画  / 後藤至功, 家高将明, 北垣智基著 2
全国コミュニティライフ
サポートセンター

2022.7

37 369.14/カタ ぼくは福祉で生きることにした : お母ちゃんがくれた未来図 / 河内崇典著 水曜社 2022.9

38 369.14/シ/22 社会福祉施設・事業者のための規程集 令和4年度改正法施行対応版
東京都社会福祉協議
会

2022.7

39 369.26/アミ ケアプランパーフェクトガイド  / 阿部充宏著 中央法規出版 2022.8

40 369.26/アミ 文例・事例でわかる居宅ケアプランの書き方 : 具体的な表現のヒント / 阿部充宏著 中央法規出版 2022.8

41 369.26/ケ ケアの現場・地域で活用できる回想法実践事例集み / 野村豊子編集代表 ; 伊波和恵 [ほか] 編集 中央法規出版 2022.8

42 369.26/タア 道具七分に腕三分 : 介護は心と言葉と行い / 高谷敦生著 中西出版 2022.8

43 369.26/ユヤ 介護人材が集まる職場づくり  / 結城康博編著 ; 吉田輝美ほか著 ミネルヴァ書房 2022.8

44 369.43/ニ 日本の児童相談所 : 子ども家庭支援の現在・過去・未来 / 川松亮編著 ; 久保樹里ほか編著 明石書店 2022.9

45 369/イコ 福祉の論理 : 「かけがえのなさ」が生まれるところ / 稲沢公一著 誠信書房 2022.8

46 369/ムヤ 「ヤングケアラー」とは誰か : 家族を“気づかう"子どもたちの孤立 / 村上靖彦著 朝日新聞出版 2022.8

47 371/TO 学問としての教育学 / 苫野一徳著 日本評論社 2022.2 大学

48 372.1/イロ ルポ誰が国語力を殺すのか / 石井光太著 文藝春秋 2022.7

49 372.1/キ 教育格差の診断書 : データからわかる実態と処方箋 / 川口俊明編 岩波書店 2022.3

50 374.12/KA 学級ソーシャルスキル : いま子どもたちに育てたい / 河村茂雄, 品田笑子, 藤村一夫編著 小学校高学年 図書文化社 2007.6- 大学

51 374.12/KA 学級ソーシャルスキル : いま子どもたちに育てたい / 河村茂雄, 品田笑子, 藤村一夫編著 小学校中学年 図書文化社 2007.6- 大学

52 374.12/KA 学級ソーシャルスキル : いま子どもたちに育てたい / 河村茂雄, 品田笑子, 藤村一夫編著 小学校低学年 図書文化社 2007.6- 大学

53 375.4/エマ 教師だから知っておきたいLGBT入門 : すべての子どもたちの味方になるために / 遠藤まめた著 ほんの森出版 2022.8

54 375.8/フエ 高校生と文学作品を読む / 藤本英二著 鳥影社 2022.9



55 375.8/ミヨ 「羅生門」55の論点 / 三宅義藏著 大修館書店 2022.9

56 376.1/イカ 0歳児から6歳児の自己肯定感を育む保育 / 今井和子著 小学館 2022.8

57 376.11/マナ 幼稚園版スクールカウンセラー導入・活用・実践ガイド / 丸山直子著 日本法令 2022.8

58 376.14/シ 事例から理解する保育施設の個人情報取り扱いガイドブック/木元有香編著;細萱大祐ほか著;オキエイコ漫画 中央法規出版 2022.9

59 376.14/ホ 保育士・栄養士・調理員等のための保育現場の食物アレルギー対応 / 栄養セントラル学院編著 風鳴舎 2022.8

60 376.154/シ 新・保育と環境 / 小川圭子編著 ; 瀧川光治ほか共著 嵯峨野書院 2022.8

61 377.1/イマ 大学のデジタル変革 : DXによる教育の未来 / 井上雅裕編著 東京電機大学出版局 2022.9

62 377.1/ナト カリキュラムの編成 / 中井俊樹編著 ; 上月翔太, 橋本規孝著 玉川大学出版部 2022.8

63 377.1/フ フィールドワークの学び方 / 村田晶子, 箕曲在弘, 佐藤慎司編著 ナカニシヤ出版 2022.7

64 377.6/ナエ 大学大衆化時代における日本語教育の役割と可能性 / 永岡悦子著 流通経済大学出版会 2022.8

68 378.1/セ 全国盲学校弁論大会全国大会弁論集 / [毎日新聞社点字毎日製作] 第89回(2021年度) 出版者不明 2021?

66 378.1/ナマ 日本統治下の台湾と朝鮮における特殊教育 : 発展と停滞の諸相 / 中村満紀男著 明石書店 2022.8

67 378.8/ハ 発達をうながすハンドリング : 生活動作の介助のポイント / 鴨下賢一編著 ; 池田千紗ほか著 三輪書店 2022.9

68 378/カト 特別支援教育 / 加藤篤彦編著 ; 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構監修 ; 小田豊ほか編集代表 中央法規出版 2022.9

69 379.9/EN 読書をする子は○○がすごい / 榎本博明著
日経BP日本経済新聞
出版本部

2021.5 大学

70 379.9/オト 子育ての「選択」大全 : 正解のない時代に親がわが子のためにできる最善のこと / おおたとしまさ著 KADOKAWA 2022.9

71 383.1/ウエ 教養としての着物 : 世界のビジネスエリートを魅了する / 上杉惠理子著 自由国民社 2022.9

■400 自然科学

72 407/フア かこさとし科学絵本の世界 / 藤嶋昭[著] 学研プラス 2022.8

73 417/U
Understanding statistics and experimental design : how to not lie with statistics / Michael H. Herzog, Gregory
Francis, Aaron Clarke

Springer c2019



74 467.2/キシ くだらないものがわたしたちを救ってくれる / キム・ジュン著 ; 米津篤八訳 柏書房 2022.7

75 471.3/TA 生き残りをかけたしくみと工夫 / 田中修著 中央公論新社 2012.7 大学

76 491.3/コ これだけでわかる!摂食嚥下障害と誤嚥性肺炎 / 鷲澤尚宏編集 ; 関谷秀樹編集 メディカ出版 2022.9

77 491.371/HA 最強脳 : 『スマホ脳』ハンセン先生の特別授業 / アンデシュ・ハンセン著 ; 久山葉子訳 新潮社 2021.11 大学

78 493.1/チ 中部ろうさい病院オリジナルいつまでもおいしく食べたい健康レシピ / 中部ろうさい病院監修 ライフメディコム 2022.6

79 493.7/ヤト 「認知症の人」への接し方のきほん  / 矢吹知之著 翔泳社 2022.8

80 498.5/ウカ 栄養素の通になる : 食品成分最新ガイド / 上西一弘著 女子栄養大学出版部 2022.8

81 498.55/カ/2 栄養学の基本 : 人体の理解と栄養学の基礎 / 南久則編 ; 下田誠也編 ; 叶内宏明編 医歯薬出版 2022.9

82 498.55/キ
基礎・栄養素・栄養医療の実践からなるカラーアトラス栄養学/ ハンス・コンラート・ビーザルスキほか著 ;M.ヴァイガント‐
ブラウナーほか[画]; 北原健ほか日本語版監修;長谷川圭訳

ガイアブックス 2022.9

■500 技術・工学・工業

83 518.5/エ SDGsとトイレ : 地球にやさしく、誰もが使えるために / 日本トイレ協会編 柏書房 2022.9

84 519/マケ 気候変動と子どもたち : 懐かしい未来をつくる大人の役割 / 丸山啓史著 かもがわ出版 2022.8

85 571.5/サキ 身のまわりの水のはなし / 斎藤恭一著 朝倉書店 2022.8

86 584.7/ヤケ 羊皮紙の世界 : 薄皮が秘める分厚い歴史と物語 / 八木健治著 岩波書店 2022.8

87 588.2/タレ でん粉製品の知識 / 高橋禮治原著 幸書房 2022.8

88 596.22/チ 中国料理人気の前菜 : 評判メニューの工夫と作り方 / 旭屋出版編集部編 旭屋出版 2022.8

89 596/カヒ おいしさをデザインする / 川崎寛也著 柴田書店 2022.8

90 596/フメ 藤井恵のちょっと具合のわるいときの食事 / 藤井恵著 ; 石原新菜医学監修 婦人之友社 2022.9

91 599/クタ 0・1・2歳児がごきげんになるあそび100  / 中田馨文 ; クリハラタカシ絵 実務教育出版 2022.9

■600 産業



92 625.3/サマ 柚子をさぐる : ゆずの森より / 沢村正義著
フレグランスジャーナ
ル社

2022.5

■700 芸術・美術

93 709.1/モ 物語で読む国宝の謎100 : カラー版 / かみゆ歴史編集部[編] イースト・プレス 2022.9

■800 言語

94 801.7/カミ 翻訳はめぐる / 金原瑞人著 = TRANSLATOR,TRAVELER 春陽堂書店 2022.8

95 810.1/フテ いつもの言葉を哲学する / 古田徹也著 朝日新聞出版 2021.12

96 810.4/KO 日本語の大疑問 : 眠れなくなるほど面白いことばの世界 / 国立国語研究所編 幻冬舎 2021.11 大学

97 810.7/オカ 中国の大学生“日本への思い"と“心の叫び" / 大森和夫編著 ; 大森弘子編著 日本僑報社(発売) 2022.9

98 814.7/ニ ニュースがわかる基礎用語 : 就職・資格・公務員試験に! : 就活 新社会人 / 清水書院編集部編 清水書院 2022.8

99 830.7/アヒ 超速・英語脳のつくりかた : 目からウロコが落ちる / 葵崎晶莉著 大学教育出版 2022.8

100 830/ホノ 多文化共生時代に学ぶ英語 / 本名信行著 玉川大学出版部 2022.9

■900 文学

101 913.6/カミ 春のこわいもの / 川上未映子著 新潮社 2022.2

102 914.68/オ おいしい沖縄 / 池上永一[ほか]著 ; 杉田淳子, 武藤正人編 河出書房新社 2022.5

■文庫本

103 B121.5/ヒア 天狗にさらわれた少年 : 抄訳仙境異聞 / 平田篤胤 [著] ; 今井秀和訳・解説 KADOKAWA 2018.12

104 B933.6/テチ/1 デイヴィッド・コパフィールド / ディケンズ [著] ; 中野好夫訳 1 新潮社 2006.9

105 B933.6/テチ/2 デイヴィッド・コパフィールド / ディケンズ [著] ; 中野好夫訳 2 新潮社 2006.9

106 B933.6/ラテ/3 デイヴィッド・コパフィールド / ディケンズ [著] ; 中野好夫訳 3 新潮社 2006.9

107 B933.6/ラテ/4 デイヴィッド・コパフィールド / ディケンズ [著] ; 中野好夫訳 4 新潮社 2006.9



■参考資料

108 R320.9/ホ/22 ポケット六法 / 佐伯仁志, 大村敦志編集代表 令和4年版 有斐閣 2021.9


