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007 AIの時代と法 岩波新書 新赤版　1809 小塚　荘一郎／著 東京：岩波書店

007 PowerPoint資料作成プロフェッショナルの大原則 12のステップと154の原則で学ぶ外資系コンサルの仕事術　 松上　純一郎／著 東京：技術評論社

007 できるPowerPoint 2019 井上　香緒里／著 東京：インプレス

007 よくわかる初心者のためのMicrosoft PowerPoint 2019 富士通エフ・オー・エム株式会社／著　制作 東京：FOM出版

028 探究活動・課題研究のために 中高生のためのブックガイド　 佐藤　理絵／監修 東京：日外アソシエーツ

143 自分をコントロールする力 非認知スキルの心理学　 森口　佑介／著 東京：講談社

146 NLPの原理と道具 「言葉と思考の心理学手法」応用マニュアル　 ジョセフ・オコナー／著 東京：パンローリング

146 今日から役立つ実践!NLP 思い通りの自分になれる!　 高橋　かおり／著 東京：学研プラス

146 仕事や日常で使える7つの心理法則 図解でわかる!NLP超入門　 加藤　聖龍／著 名古屋：リベラル社

204 世界史のミカタ 祥伝社新書　588 井上　章一／[著] 東京：祥伝社

210 一度死んでみた 幻冬舎文庫　さ-36-2 澤本　嘉光／[著] 東京：幻冬舎

210.7 年表昭和・平成史 1926-2019　 中村　政則／編 東京：岩波書店

222 中華の成立 唐代まで　 渡辺　信一郎／著 東京：岩波書店

302 池上彰の世界の見方 イギリスとEU 揺れる連合王国　 池上　彰／著 東京：小学館

327 ダメ彼を訴えます!! 殴られたので裁判しました　 二星星／著 東京：ぶんか社

333 国際貢献とSDGsの実現 持続可能な開発のフィールド　 東洋大学国際共生社会研究センター／監修 東京：朝倉書店

333 国谷裕子とチャレンジ!未来のためのSDGs　1 「人間」に関するゴール　 東京：文溪堂

333 国谷裕子とチャレンジ!未来のためのSDGs　2 「豊かさ」に関するゴール　 東京：文溪堂

335 60分でわかる!SDGs超入門 バウンド／著 東京：技術評論社

335 SDGs MOOK 関西発企業の実例に学ぶ最新トレンド　 0 東京：朝日新聞出版

335 マンガでわかるSDGs SDGsビジネス総合研究所経営戦略会議／監修 [東京]：PHPエディターズ・グループ

336 「デザイン」の力で人を動かす!プレゼン資料作成「超」授業 プレゼン上手に明日からなれる　 宮城　信一／著 東京：SBクリエイティブ

336 マンガでわかる!すぐに使えるNLP 藤川　とも子／著 東京：日本実業出版社

336 就活生・新社会人のためのプレゼンテーション入門 自己紹介からはじめるプレゼンテーションスキル　 赤堀　勝彦／著 東京：保険毎日新聞社

336 図解でわかる!NLP 直井　みずほ／著 東京：秀和システム

338 SDGs、ESG社会を良くする投資 持続可能な開発目標 環境・社会・企業統治　 日本経済新聞出版社／編 東京：日本経済新聞出版社

338 リブラの正体 GAFAは通貨を支配するのか?　 リブラ研究会／著 東京：日本経済新聞出版社

360 SDGsと日本 全国データ　 「人間の安全保障」フォーラム／編 東京：明石書店

361 「差別はいけない」とみんないうけれど。 東京：平凡社

361 コーチングハンドブック NLPで最高の能力が目覚める　 山崎　啓支／著 東京：日本能率協会マネジメントセンター

361 タテ社会と現代日本 講談社現代新書　2548 中根　千枝／著 東京：講談社

367 「家族の幸せ」の経済学 データ分析でわかった結婚、出産、子育ての真実　 山口　慎太郎／著 東京：光文社

367 凍りついた瞳(め)2020 虐待死をゼロにするための6つの考察と3つの物語　 椎名　篤子／編・著 東京：集英社

369 「孤独な育児」のない社会へ 未来を拓く保育　 榊原　智子／著 東京：岩波書店

369 となりの難民 日本が認めない99%の人たちのSOS　 織田　朝日／著 東京：旬報社

371 教師を目指す人のための新教育心理学 bubbling パーソナリティ gang age エス ATI　 川島　眞／共著 東京：世音社

371 善い学びとはなにか <問いほぐし>と<知の正義>の教育哲学　 佐藤　邦政／著 東京：新曜社

373 教育改革のやめ方 考える教師、頼れる行政のための視点　 広田　照幸／著 東京：岩波書店

373 教師になるには　2021年度版 教員採用試験シリーズ　 長瀬　拓也／編著 東京：一ツ橋書店

2019年　12月　新着図書リスト
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375 教職をめざす人のための教育課程論 改訂新版　 古川　治／編著 京都：北大路書房

375 高校における学びと技法 探究で資質・能力を育てる　 田口　哲男／著 東京：一藝社

375 部活動の論点 「これから」を考えるためのヒント　 青柳　健隆／編著 東京：旬報社

375 未来の授業 私たちのSDGs探究BOOK　 佐藤　真久／監修 東京：宣伝会議

376 うちの子保育園で何してる? MF comic essay　 グローバルキッズ保育園／協力 東京：KADOKAWA

376 きょう、ほいくえんでね…!! 保育士てぃ先生のつぶやき日誌　 東京：マガジンハウス

376 高校事変　4 角川文庫　ま26-608 松岡　圭祐／[著] 東京：KADOKAWA

376 全国保育士会倫理綱領ガイドブック 改訂2版　 柏女　霊峰／監修 東京：全国社会福祉協議会

376 大人に刺さる幼稚保育園児の名言 東邦出版編集部／編 東京：東邦出版

376 直前30日で9割仕上がる神尾雄一郎のプレゼンテーション・ディベート 大学受験対策　 神尾　雄一郎／著 東京：KADOKAWA

376 保育園児くもくんの連絡帳 たきれい／著 東京：KADOKAWA

376 遊びの中で試行錯誤する子どもと保育者 子どもの「考える力」を育む保育実践　 岩立　京子／監修 東京：明石書店

386 図解日本人なら知っておきたいしきたり大全 講談社の実用BOOK　 岩下　宣子／著 東京：講談社

388 立石おじさんのおかやま昔話　第3集 桃太郎　

404 ホワット・イフ?　Q1 ハヤカワ文庫 NF　551 ランドール・マンロー／著 東京：早川書房

404 ホワット・イフ?　Q2 ハヤカワ文庫 NF　552 ランドール・マンロー／著 東京：早川書房

407 NHKカガクノミカタ　1 自分だけの「フシギ」、見つけよう　 NHK「カガクノミカタ」制作班／編 東京：NHK出版

407 NHKカガクノミカタ　2 自分だけの「フシギ」、見つけよう　 NHK「カガクノミカタ」制作班／編 東京：NHK出版

407 NHKカガクノミカタ　3 自分だけの「フシギ」、見つけよう　 NHK「カガクノミカタ」制作班／編 東京：NHK出版

490 殺す親 殺させられる親 重い障害のある人の親の立場で考える尊厳死・意思決定・地域移行　 児玉　真美／著 東京：生活書院

490 長寿時代の医療・ケア エンドオブライフの論理と倫理　 会田　薫子／著 東京：筑摩書房

490 倫理的に考える医療の論点 浅井　篤／編 東京：日本看護協会出版会

491 そうだったのか!ヒトの生物学 知識ゼロからの東大講義　 坪井　貴司／著 東京：丸善出版

492 看護の知 実践を読み解くための新しい知の考え方　 東京：看護の科学社

492 看護者の基本的責務　2019年版 定義・概念/基本法/倫理　 手島　恵／監修 東京：日本看護協会出版会

492 看護倫理ガイドライン 日本看護倫理学会臨床倫理ガイドライン検討 東京：看護の科学社

492 看護倫理を考える言葉 小西　恵美子／著 東京：日本看護協会出版会

493 発達障害 思春期からのライフスキル　 平岩　幹男／著 東京：岩波書店

498 ぴんとこなーす ぷろぺら／著 東京：いそっぷ社

498 ぴんとこなーす 病院は今日もてんやわんや　 ぷろぺら／著 東京：いそっぷ社

498 看護とはどんな仕事か 7人のトップ・ランナーたち　 久常　節子／編 東京：勁草書房

518 トイレは世界を救う ミスター・トイレが語る貧困と世界ウンコ情勢　 ジャック・シム／著 東京：PHP研究所

518 水道民営化で水はどうなるのか 岩波ブックレット　No.1004 東京：岩波書店

519 プラスチック汚染とは何か 岩波ブックレット　No.1003 枝廣　淳子／著 東京：岩波書店

519 知る・わかる・伝えるSDGs　1 貧困・食料・健康・ジェンダー・水と衛生　 日本環境教育学会／監修 東京：学文社

536 車いすの図鑑 バリアフリーがよくわかる　 高橋　儀平／監修 東京：金の星社

601 地域人　第49号 創刊4周年記念 特集SDGs×地域創生 巻頭インタビュー国谷裕子ジャーナリスト　 地域構想研究所／編集 東京：大正大学出版会

675 なぜ「つい買ってしまう」のか? 「人を動かす隠れた心理」の見つけ方　 松本　健太郎／著 東京：光文社

699 部活でスキルアップ!放送活躍のポイント50 コツがわかる本　 さらだ　たまこ／監修 東京：メイツ出版
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699 放送の自由 その公共性を問う　 川端　和治／著 東京：岩波書店

706 あいちトリエンナーレ「展示中止」事件 表現の不自由と日本　 岡本　有佳／編 東京：岩波書店

727 あなたの思い出紡ぎます 霧の向こうの裁縫店　 高橋　由太／著

727 世界はデザインでできている ちくまプリマー新書　338 秋山　具義／著 東京：筑摩書房

780 パラアスリート Para Athlete　 山田　清機／著 東京：PHP研究所

780 正しい声がけ・伝え方で実力を伸ばす!女子選手のコーチングメソッド 佐藤　雅幸／監修・著 東京：メイツ出版

782 怯まず前へ 常に結果を出し続けるチームと強い心の作り方　 酒井　俊幸／著 東京：ポプラ社

783.7 高校野球脳を鍛える実戦プレー問題集 田尻　賢誉／著 東京：竹書房

799 部活でスキルアップ!ダンス上達バイブル コツがわかる本　 のりんご☆／監修 東京：メイツ出版

816 レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方 藤田　節子／著 東京：日外アソシエーツ

901 物語を書く人のための推敲入門 ラリー・ブルックス／著 東京：フィルムアート社

911 大岡信『折々のうた』選　俳句1 岩波新書 新赤版　1811 大岡　信／[著] 東京：岩波書店

911.3 俳句を楽しむ 岩波ジュニア新書　907 佐藤　郁良／著 東京：岩波書店

913.3 伊勢物語 学びを深めるヒントシリーズ　 早稲田久喜の会／編著 東京：明治書院

913.6 絶望スクール 池袋ウエストゲートパーク　15 石田　衣良／著 東京：文藝春秋

916 四肢奮迅 乙武　洋匡／著 東京：講談社

910 S 文豪ナビ太宰治 新潮文庫　 新潮文庫／編 東京：新潮社

913.6 ｱ HUMAN LOST 人間失格 ノベライズ 太宰治『人間失格』より　 冲方　丁／ストーリー原案 東京：新潮社

913.6 ｱ 二・二六 HUMAN LOST 人間失格　 MAGNET／原作 東京：新潮社

913.6 ｱ 1 居酒屋ぼったくり　1 アルファポリス文庫　 秋川　滝美／[著] 東京：アルファポリス

913.6 ｱ 2 居酒屋ぼったくり　2 アルファポリス文庫　 秋川　滝美／[著] 東京：アルファポリス

913.6 ｱ 3 居酒屋ぼったくり　3 アルファポリス文庫　 秋川　滝美／[著] 東京：アルファポリス

913.6 ｱ 4 居酒屋ぼったくり　4 アルファポリス文庫　 秋川　滝美／[著] 東京：アルファポリス

913.6 ｱ 5 居酒屋ぼったくり　5 アルファポリス文庫　 秋川　滝美／[著] 東京：アルファポリス

913.6 ｱ 6 居酒屋ぼったくり　6 アルファポリス文庫　 秋川　滝美／[著] 東京：アルファポリス

913.6 ｱ 7 居酒屋ぼったくり　7 アルファポリス文庫　 秋川　滝美／[著] 東京：アルファポリス

913.6 ｱ 8 居酒屋ぼったくり　8 アルファポリス文庫　 秋川　滝美／[著] 東京：アルファポリス

913.6 ｱ 1 天命の巫女は紫雲に輝く 角川文庫　あ87-1 朝田　小夏／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｱ 2 天命の巫女は白雨に煙る 角川文庫　あ87-2 朝田　小夏／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｲ 君を忘れたそのあとに。 スターツ出版文庫　Sい1-10 いぬじゅん／著 東京：スターツ出版

913.6 ｳ Dの殺人事件、まことに恐ろしきは 角川文庫　う14-9 歌野　晶午／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｳ 2 闇の守り人 新潮文庫　う-18-3 上橋　菜穂子／著 東京：新潮社

913.6 ｳ 炎路を行く者 守り人作品集　 上橋　菜穂子／著 東京：新潮社

913.6 ｳ 4 虚空の旅人 新潮文庫　う-18-5 上橋　菜穂子／著 東京：新潮社

913.6 ｳ 1 鹿の王　1 角川文庫　う25-1 上橋　菜穂子／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｳ 2 鹿の王　2 角川文庫　う25-2 上橋　菜穂子／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｳ 3 鹿の王　3 角川文庫　う25-3 上橋　菜穂子／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｳ 4 鹿の王　4 角川文庫　う25-4 上橋　菜穂子／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｳ 1 獣の奏者　1 講談社文庫　う59-1 上橋　菜穂子／[著] 東京：講談社
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913.6 ｳ 2 獣の奏者　2 講談社文庫　う59-2 上橋　菜穂子／[著] 東京：講談社

913.6 ｳ 3 獣の奏者　3 講談社文庫　う59-3 上橋　菜穂子／[著] 東京：講談社

913.6 ｳ 4 獣の奏者　4 講談社文庫　う59-4 上橋　菜穂子／[著] 東京：講談社

913.6 ｳ 小説わたしは光をにぎっている 中川　龍太郎／原作 [武蔵野]：ウィットスタジオ

913.6 ｳ 5-2 神の守り人　下 新潮文庫　う-18-7 上橋　菜穂子／著 東京：新潮社

913.6 ｳ 5-1 神の守り人　上 新潮文庫　う-18-6 上橋　菜穂子／著 東京：新潮社

913.6 ｳ 1 精霊の守り人 新潮文庫　う-18-2 上橋　菜穂子／著 東京：新潮社

913.6 ｳ 精霊の木 新潮文庫　う-18-31 上橋　菜穂子／著 東京：新潮社

913.6 ｳ 6 蒼路の旅人 新潮文庫　う-18-8 上橋　菜穂子／著 東京：新潮社

913.6 ｳ 7-1 天と地の守り人　第1部 新潮文庫　う-18-9 上橋　菜穂子／著 東京：新潮社

913.6 ｳ 7-2 天と地の守り人　第2部 新潮文庫　う-18-10 上橋　菜穂子／著 東京：新潮社

913.6 ｳ 7-3 天と地の守り人　第3部 新潮文庫　う-18-11 上橋　菜穂子／著 東京：新潮社

913.6 ｳ 3 夢の守り人 新潮文庫　う-18-4 上橋　菜穂子／著 東京：新潮社

913.6 ｳ 流れ行く者 守り人短編集　 上橋　菜穂子／著 東京：新潮社

913.6 ｵ アリバイ崩し承ります 実業之日本社文庫　お8-1 大山　誠一郎／著 東京：実業之日本社

913.6 ｵ それってパクリじゃないですか? 新米知的財産部員のお仕事　 奥乃　桜子／著 東京：集英社

913.6 ｵ 記憶屋0 角川ホラー文庫　お7-5 織守　きょうや／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｵ 本バスめぐりん。 創元推理文庫　Mお5-7 大崎　梢／著 東京：東京創元社

913.6 ｵ 6 珈琲店タレーランの事件簿　6 宝島社文庫　Cお-2-6 岡崎　琢磨／著 東京：宝島社

913.6 ｶ あなたの人生、片づけます 双葉文庫　か-36-06 垣谷　美雨／著 東京：双葉社

913.6 ｶ 総選挙ホテル 角川文庫　か85-1 桂　望実／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｸ 13 ホーンテッド・キャンパス　[13] 角川ホラー文庫　Hく5-13 櫛木　理宇／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｸ 14 ホーンテッド・キャンパス　[14] 角川ホラー文庫　く5-14 櫛木　理宇／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｸ 15 ホーンテッド・キャンパス　[15] 角川ホラー文庫　く5-15 櫛木　理宇／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｸ 16 ホーンテッド・キャンパス　[16] 角川ホラー文庫　く5-16 櫛木　理宇／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｺ 四角い光の連なりが やまびこ　 越谷　オサム／著 東京：新潮社

913.6 ｺ 捜し物屋まやま 集英社文庫　こ41-1 木原　音瀬／著 東京：集英社

913.6 ｼ 地面師たち 新庄　耕／著 東京：集英社

913.6 ｼ 犯人は、あなたです 新堂　冬樹／著 東京：河出書房新社

913.6 ｼ 1 引き抜き屋　1 PHP文芸文庫　し8-3 雫井　脩介／著 東京：PHP研究所

913.6 ｼ 2 引き抜き屋　2 PHP文芸文庫　し8-4 雫井　脩介／著 東京：PHP研究所

913.6 ﾀ オタクと家電はつかいよう ミヤタ電器店の事件簿　 田中　静人／著 東京：宝島社

913.6 ﾀ 少年たちのおだやかな日々 双葉文庫　た-15-04 多島　斗志之／著 東京：双葉社

913.6 ﾂ 卒業タイムリミット GRADUATION TIME LIMIT　 辻堂　ゆめ／著 東京：双葉社

913.6 ﾅ 3 死亡フラグが立ちました!　[3] 宝島社文庫　Cな-5-6 七尾　与史／著 東京：宝島社

913.6 ﾇ タスキメシ-箱根- 額賀　澪／著 東京：小学館

913.6 ﾊ あおなり道場始末 双葉文庫　は-25-04 葉室　麟／著 東京：双葉社

913.6 ﾊ 孤篷のひと 角川文庫　時-は42-9 葉室　麟／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ﾋ さよならの月が君を連れ去る前に スターツ出版文庫　Sひ2-2 日野　祐希／著 東京：スターツ出版
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913.6 ﾋ 2 スガリさんの感想文はいつだって斜め上　2 5分シリーズ+　 平田　駒／著 東京：河出書房新社

913.6 ﾌ 15 転生したらスライムだった件　15 GC NOVELS　 伏瀬／著 東京：マイクロマガジン社

913.6 ﾕ あしたの君へ 文春文庫　ゆ13-1 柚月　裕子／著 東京：文藝春秋

914.6 ｷ 謎物語 あるいは物語の謎　 北村　薫／著 東京：東京創元社

916 ｱ 海を撃つ 福島・広島・ベラルーシにて　 安東　量子／[著] 東京：みすず書房

930 ｻ 『ハリー・ポッター』について論文を書きたいので、教授、授業の題材にしませんか? 佐藤　飛美／著 東京：小鳥遊書房

943 ｸﾞ 2 グリム童話集　2 完訳　 グリム／[著] 東京：岩波書店

943 ｸﾞ 3 グリム童話集　3 完訳　 グリム／[著] 東京：岩波書店

943 ｸﾞ 4 グリム童話集　4 完訳　 グリム／[著] 東京：岩波書店

943 ｸﾞ 5 グリム童話集　5 完訳　 グリム／[著] 東京：岩波書店

E いっさいはん minchi／さく・え 東京：岩崎書店

E なんだろうなんだろう ヨシタケ　シンスケ／著 東京：光村図書出版

E わたしのわごむはわたさない ヨシタケ　シンスケ／作・絵 東京：PHP研究所


