
11月新着図書リスト
№ 請求記号 書名 出版者名 出版年月 区分

■000 総記

1 002/アリ 学術コミュニケーション入門 : 知っているようで知らない128の疑問 / リック・アンダーソン著 アドスリー 2022.10

2 007.6/ワヨ 学生のための情報リテラシー : Office 2021・Microsoft 365対応 / 若山芳三郎著 東京電機大学出版局 2022.10

3 010.2/トキ 闘う図書館 : アメリカのライブラリアンシップ / 豊田恭子著 筑摩書房 2022.10

4 011.2/シノ 図書館の使命を問う : 図書館法の原点から図書館振興を考える / 塩見昇, 山口源治郎著 日本図書館協会 2022.9

■100 哲学

5 135.2/ココ スピノザ : 読む人の肖像  ( 岩波新書 ) / 國分功一郎著 岩波書店 2022.10

6 140.7/オア 大学生ミライの信頼性と妥当性の探究 / 小塩真司著 ちとせプレス 2022.9

■200 歴史

7 209.7/セ 1937年の世界史 / 倉山満, 宮脇淳子編著 藤原書店 2022.9

8 210.4/コユ 武士とは何か ( 新潮選書 ) / 呉座勇一著 新潮社 2022.10

9 235.8/ヘ ベルギーの歴史を知るための50章 / 松尾秀哉編著 明石書店 2022.9

10 238.9/イ 一冊でわかる北欧史 / 村井誠人, 大溪太郎監修 河出書房新社 2022.9

11 291.5/ヤ 山のエキスパートたちが選んだ日本アルプス名100ルート 山と溪谷社 2022.4

■300 社会科学

12 302.1/ヒユ 18歳から100歳までの日本の未来を考える17のキーワード / 樋口裕一著 学研プラス 2022.10

13 302.2/チヒ 人類学者がのぞいた北朝鮮 : 苦難と微笑の国 / 鄭炳浩著 ; 金敬黙, 徐淑美訳 青土社 2022.10

14 311.7/ナユ 22世紀の民主主義 : 選挙はアルゴリズムになり、政治家はネコになる / 成田悠輔著 SBクリエイティブ 2022.7

15 318.5/サト 通る起案はここが違う!公務員の文書起案のルール / 澤俊晴著 学陽書房 2022.9

16 319.2/フカ 台湾に何が起きているのか / 福島香織著 PHP研究所 2022.9

17 334.3/フメ 縛られる日本人 : 人口減少をもたらす「規範」を打ち破れるか / メアリー・C・ブリントン著 中央公論新社 2022.9

18 361.4/イミ 「友だち」から自由になる / 石田光規著 光文社 2022.9

19 361.4/ナシ 人は話し方が9割 : 1分で人を動かし、100%好かれる話し方のコツ / 永松茂久著 すばる舎 2019.9

20 364.4/カ 介護保険のことば : 法文解釈の手引き 2022 社会保険出版社 2022.8

21 364.4/ソマ 持続可能な介護保険制度の考え方 : 介護利用者・介護事業者・介護職員を幸せにする / そえだ勝著 同友館 2022.9



22 366.9/モマ はじめてのコーチングとファシリテーション : 人と組織を活かす心理学 / 本山雅英著 北大路書房 2022.9

23 367.2/アア ハイヒールを履かない女たち : 北欧・ジェンダー平等社会のつくり方 / あぶみあさき著 かもがわ出版 2022.9

24 369.26/サミ しゃべらなくても楽しい!認知症の人も一緒にできるリズム遊び・超かんたん体操・脳トレ遊び / 斎藤道雄著 黎明書房 2022.9

25 369.26/シマ 施設長たいへんです、すぐ来てください! : 認知症「介護現場」の事件簿 / 柴谷匡哉著 飛鳥新社 2022.9

26 369.26/トマ 介護職が「働き続けたい」と思える職場のつくり方  / 富永真己著 中央法規出版 2022.9

27 369.26/ニア 東アジアの高齢者ケア : 韓国・台湾のチャレンジ / 西下彰俊著 新評論 2022.9

28 369.3/タ 誰一人取り残さない防災のために、福祉関係者が取り組むべきこと 解説編 / 西野佳名子著 萌書房 2022.9

29 369.3/タ 誰一人取り残さない防災のために、福祉関係者が取り組むべきこと 物語編 / 西野佳名子著 萌書房 2022.9

30 369.3/タ 誰一人取り残さない防災のための、当事者力アセスメントの進め方 / 森保純子著 萌書房 2022.9

31 369.42/マヒ 学童保育を哲学する : 子どもに必要な生活・遊び・権利保障 / 増山均著 自治体研究社 2022.9

32 369.43/ヨ 予習・復習にも役立つ社会的養護II / 松本なるみ, 中安恆太, 尾崎眞三編著 創成社 2022.8

33 369/ソ 増進型地域福祉への展開 : 幸福を生みだす福祉をつくる / 小野達也, 朝倉美江編著 同時代社 2022.8

34 369/マタ 生活リハビリの達人になろう! : 動画と連動!チームでスキルアップ! / 松本健史著 ブリコラージュ 2022.9

35 371.2/ウマ ジョン・デューイ : 民主主義と教育の哲学 ( 岩波新書 ) / 上野正道著 岩波書店 2022.10

36 376.1/ヒケ ルポ「多文化共生保育は今」 / 平野恵久著 東京図書出版 2022.9

37 376.14/コ 保育者のための子どもの健康と安全 : これだけはおさえたい! / 鈴木美枝子編著 創成社 2022.10

38 376.156/イ 斎藤公子さくら・さくらんぼリズム遊び : イラスト版 / 前田綾子, 富岡美織著 Kフリーダム 2022.9

39 376.156/イア 話題作・名作で楽しむ劇あそび特選集 : CD付きですぐ使える / 井上明美編著 自由現代社 (発売) 2022.9

40 376.156/オミ 描画過程における子ども間の模倣と創造 : 模倣に潜む美的経験と創造への展開 / 奥美佐子著 みらい 2022.9

41 376.156/コ 子どもの笑顔がはじける2〜5歳児のかんたん器楽合奏曲集 / 土屋真仁監修 ナツメ社 2022.10

42 376.156/ツ 作ったあとにたっぷり遊べる3・4・5歳児の製作 / ポット編集部編 チャイルド本社 2022.9

43 376.157/ソ 外あそびのススメ : ぼくも遊びたい、わたしも入れて!! / 前橋明編著 ; 石井浩子[ほか]執筆 大学教育出版 2022.9

44 377.1/イマ 今、求められる大学の「組織開発」 : 生き残るために戦略より必要なこと / 岩田雅明著 ぎょうせい 2022.9

45 378/カサ 「特別支援教育」の基本とコツがわかる本 : 子どもの特性と対応がわかる! / 河村暁著 ソシム 2022.10

46 378/コ 子どもが共に育つための障害児保育 : 障害児についての深い学びから子どもの支援に生かす / 齊藤勇紀ほか編著 萌文書林 2022.9

47 379.4/フ フォルケホイスコーレのすすめ : デンマークの「大人の学校」に学ぶ / 矢野拓洋 [ほか] 編著 花伝社 2022.9

48 383.1/フ ファッションインジャパン1945-2020 : 流行と社会 / 島根県立石見美術館, 国立新美術館, 楠田博子編 青幻舎 2021.3



49 384.5/タフ いずみさん、とっておいてはどうですか / 高野文子著 ; 昭和のくらし博物館著 平凡社 2022.9

50 396.26/コ 高齢者福祉 / 家高将明, 秦康宏, 杉本敏夫編著 ミネルヴァ書房 2022.9

■400 自然科学

51 417/S Statistics 4th ed. / David Freedman, Robert Pisani, Roger Purves W.W. Norton c2007

52 491.4/セ 生化学実験 / 鈴木敏和, 杉浦千佳子, 高野栞著 羊土社 2022.10

53 497.9/カ 介護の現場で使える!口のトラブル解決BOOK : 誤嚥性肺炎を防ぐための摂食・嚥下障害ケアと嚥下食 現代書林 2022.10

54 498.5/サ 栄養教育論 第8版 / 小林麻貴, 渡辺優奈, 川野因著 第一出版 2022.9

55 498.5/サ 公衆栄養学  [2022]第11版 / 井上浩一, 草間かおる, 村山伸子著 第一出版 2022.8

56 498.51/カ 科学的に正しい食品の大百科 : 食材から調味料、安全性まで、毎日の食事に役立つ知識が満載 ニュートンプレス 2022.10

57 498.55/エ エネルギー早わかり : いつも食べる量のエネルギーがひと目でわかる 第5版 / 女子栄養大学出版部編 女子栄養大学出版部 2022.10

58 498.55/セ 生化学・基礎栄養学 / 池田彩子, 石原健吾, 小田裕昭編著 ; 小林美里 [ほか] 著 朝倉書店 2022.9

59 498.55/タ 炭水化物の摂り方・選び方パーフェクト事典 : 糖質から食物繊維・甘味料成分まで / 竹並恵里監修 ナツメ社 2022.10

60 498.55/ニ 日本における栄養社会史 / 原正俊編著 日本医療企画 2022.9

61 498.58/イ 一品料理500選 : 治療食への展開 第4版 / 宗像伸子編著 医歯薬出版 2022.10

62 498.58/シ 実践臨床栄養学実習 : 栄養食事療法と献立の展開 / 長浜幸子, 西村一弘, 宮本佳世子編著 第一出版 2022.9

■500 技術・工学・工業

63 596/オマ 今日からはじめる減塩ごはん : 少しの工夫で驚くおいしさ / 小田真規子著 家の光協会 2022.9

64 596/ナケ ふくらむ加熱調理 : コロッケのはれつ・ドーナツのきれつ / 長尾慶子著 建帛社 2022.8

65 596/フケ 日本のいいものおいしいもの / Kailene Falls著 朝日新聞出版 2022.6

■600 産業

66 626/ケ けなげな野菜図鑑 / アマナNATURE&SCIENCE編 ; ヒダカナオト絵 エクスナレッジ 2022.8

67 675/マモ 日本の消費者はどう変わったか : 生活者1万人アンケートでわかる最新の消費動向 / 松下東子ほか著 東洋経済新報社 2022.10

■700 芸術・美術

68 757/テ デザインの歴史 : カラー版図説 / 暮沢剛巳 [ほか] 著 学芸出版社 2022.9

69 757/ワチ 「北欧デザイン」の考え方 : プロダクト、建築、テキスタイル名作をつくった人と時代とアイデンティティ / 渡部千春著 誠文堂新光社 2022.10

70 780.1/ケ ケースで学ぶスポーツ栄養学 / 清野隼, 虎石真弥, 山口太一編集 みらい 2022.9

71 780.1/マヒ 現場で活用できるスポーツ心理学 / 松山博明著 晃洋書房 2022.9



■900 文学

72 913.6/オマ たとえば、葡萄 / 大島真寿美著 小学館 2022.9

73 913.6/カア 介護者D / 河崎秋子著 朝日新聞出版 2022.9

74 913.6/キヤ 運転者 : 未来を変える過去からの使者 / 喜多川泰 [著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 2019.3

75 933.7/スア 夏 / アリ・スミス著 ; 木原善彦訳 新潮社 2022.6

76 933.7/ニス 住所、不定 / スーザン・ニールセン作 ; 長友恵子訳 岩波書店 2022.6

■文庫本

77 B786.1/ハオ ドキュメント生還 : 山岳遭難からの救出 / 羽根田治著 山と渓谷社 2012.2

78 B786.1/ハオ ドキュメント滑落遭難 / 羽根田治著 山と溪谷社 2013.9

79 B786.1/ハオ ドキュメント道迷い遭難 / 羽根田治著 山と溪谷社 2015.10

80 B913.6/ハマ さいはての彼女 / 原田マハ [著] 角川書店 2013.1

81 B913.6/ヒケ 希望の糸 / 東野圭吾 [著] 講談社 2022.7

82 B913.6/ヨシ 平成古書奇談 / 横田順彌著 ; 日下三蔵編 筑摩書房 2022.7

■参考資料

83 R375/カ カリキュラム研究事典 / クレイグ・クライデル編 ミネルヴァ書房 2021.7

84 R833.3/エ 英語語義語源辞典 / 小島義郎 [ほか] 編 三省堂 2004.4


