
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 図書館年鑑 2020
日本図書館協会図書館年鑑
編集委員会編

日本図書館協会 010.59||To||'20 220002240

2
私は本屋が好きでした : あふれるヘイト本、つくって売
るまでの舞台裏

永江朗著
太郎次郎社エディタ
ス

024.1||Na 220001971

3 孔子家語 (岩波文庫:940-941, 青(33)-202-2) 孔子[ほか著]/藤原正校訳 岩波書店 124.12||Ko 220002106

4
赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア : 自分を愛する力
を取り戻す「心理教育」の本

白川美也子著
アスク・ヒューマ
ン・ケア

146.8||Sh 220002003

5

The trauma Lens : because everyone should

understand the causes, effects, and healing of

childhood trauma. : pbk

by Lori VanScyoc [Amazon] 146.8||Va 220002231

6 家族療法プロフェッショナル・セミナー 若島孔文著 金子書房 146.8||Wa 220001943

7
PCITから学ぶ子育て : 1日5分で親子関係が変わる!育児
が楽になる!

加茂登志子著 小学館 146.82||Ka 220002264

8 心理学実験 (公認心理師の基礎と実践:第6巻)
山口真美, 金沢創, 河原純一
郎編

遠見書房 146.89||Ko||6 220001993

9 知覚・認知心理学 (公認心理師の基礎と実践:第7巻) 箱田裕司編 遠見書房 146.89||Ko||7 220001994

10
実践・倫理学 : 現代の問題を考えるために (けいそう
ブックス)

児玉聡著 勁草書房 150||Ko 220001926

11 日本国民のための愛国の教科書 将基面貴巳著 百万年書房 154||Sh 220002013

12 宇宙一やさしい!日本の神様図鑑 島田裕巳監修 洋泉社 172||Uc 220002320

13 聖なる霊場・六郷満山 (シリーズ・実像に迫る:015) 大分県立歴史博物館編 戎光祥出版 182.195||Se 220002143

14 四国遍路の社会学 : その歴史と様相 佐藤久光著 岩田書院 186.918||Sa 220001992

15 イタリア絵画史 (ちくま学芸文庫:[ロ12-1])
ロベルト・ロンギ著/和田忠
彦, 丹生谷貴志, 柱本元彦訳

筑摩書房 723.37||Lo 220002134

16 アリスの奇跡 : ホロコーストを生きたピアニスト
キャロライン・ステシン
ジャー著/谷口由美子訳

悠書館 762.348||St 220001991

17
ポップ・ミュージックを語る10の視点 (「music is

music」レクチャー・シリーズ:シーズン1)

大和田俊之編著/柳樂光隆 [ほ
か] 著

アルテスパブリッシ
ング

764.7||Po 220002291

18 スポーツ・ファン・マネジメント
早稲田大学スポーツナレッ
ジ研究会編

創文企画 780.13||Su 220001982

19 ニュー運動生理学 1 宮村実晴編集
真興交易(株)医書出
版部

780.193||Ny||1 220001999

20 ニュー運動生理学 2 宮村実晴編集
真興交易(株)医書出
版部

780.193||Ny||2 220002000

21 運動と呼吸 宮村実晴編集
真興交易(株)医書出
版部

780.193||Un 220002095

22
情報爆発時代のスポーツメディア : 報道の歴史から解く
未来像

滝口隆司著 創文企画 780.21||Ta 220002150

23 大学スポーツの産業化 : 特集 (現代スポーツ評論:36) 友添秀則編 創文企画 780.5||Ge||36 220001983

24 スポーツとボランティア : 特集 (現代スポーツ評論:37) 清水諭編 創文企画 780.5||Ge||37 220001985

25
スポーツマネジメント能力とは何か : 特集 (現代スポー
ツ評論:39)

清水諭責任編集/友添秀則編
集

創文企画 780.5||Ge||39 220001987

26
スポーツ団体のガバナンスをめぐって : 特集 (現代ス
ポーツ評論:40)

友添秀則責任編集/清水諭編
集

創文企画 780.5||Ge||40 220001988

27
テクノロジーとスポーツの変容 : 特集 (現代スポーツ評
論:41)

清水諭責任編集/友添秀則編 創文企画 780.5||Ge||41 220001989

28
「体育」と「スポーツ」は何が違うのか : 特集 (現代ス
ポーツ評論:42)

友添秀則責任編集/清水諭編
集

創文企画 780.5||Ge||42 220001990

29
企業とクラブとの協働 (総合型地域スポーツクラブの時
代:3)

黒須充編著 創文企画 780.6||So||3 220002011

30
スポーツ・エクセレンス : スポーツ分野における成功事
例

早稲田大学スポーツナレッ
ジ研究会編

創文企画 780||Su 220001986

31 社会言語科学の源流を追う (シリーズ社会言語科学:2) 横山詔一 [ほか] 編 ひつじ書房 801.03||Sh 220002041

32 音声学を学ぶ人のためのPraat入門
北原真冬, 田嶋圭一, 田中邦
佳著

ひつじ書房 801.1||Ki 220002040

33 ガイドブック日本語史調査法 大木一夫編 ひつじ書房 810.2||Ga 220002039

34
近現代日本語の「誤用」と言語規範意識の研究 (ひつじ
研究叢書:言語編:第165巻)

新野直哉著 ひつじ書房 810.26||Ni 220002026

35 日本語学大辞典 日本語学会編 東京堂出版 810.33||Ni 220001933

36
話し言葉と書き言葉の接点 : 軽装版 (ひつじ研究叢書:言
語編:第122巻)

石黒圭, 橋本行洋編 ひつじ書房 810.4||Ha 220002265

37
漫画に見られる話しことばの研究 : 日本語教育への可能
性 (シリーズ言語学と言語教育:41)

福池秋水著 ひつじ書房 810.7||Fu 220002028

38
日本語教育におけるメタ言語表現の研究 (シリーズ言語
学と言語教育:39)

李婷著 ひつじ書房 810.7||Ri 220002029

学生用人文系図書新着リスト(10月)
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39
知っていますか日本のこと : 学ぼう話そう日本事情
2020年版

JASSO日本語教育センター
編集

JASSO日本語教育セ
ンター/穂高書店 (発
売)

810.7||Sh||'20 220002012

40
〈やさしい日本語〉と多文化共生 (学習院女子大学グ
ローバルスタディーズ:5)

庵功雄 [ほか] 編 ココ出版 810.7||Ya 220001995

41 パラオにおける日本語の諸相
今村圭介, ダニエル・ロング
著

ひつじ書房 810.9||Im 220002042

42
台湾における国語としての日本語習得 : 台湾人の言語習
得と言語保持、そしてその他の植民地との比較から

甲斐ますみ著 ひつじ書房 810.9||Ka 220002036

43 オノマトペ研究の射程 : 近づく音と意味 篠原和子, 宇野良子編 ひつじ書房 814||On 220002034

44 感動詞の言語学 (ひつじ研究叢書:言語編:第102巻) 友定賢治編 ひつじ書房 815.6||Ka 220002035

45 留学生のための論理的な文章の書き方 新訂版
二通信子監修・著/佐藤不二
子著

スリーエーネット
ワーク

816.5||Ni 220002151

46 レポート・論文をさらによくする「引用」ガイド 佐渡島紗織 [ほか] 著 大修館書店 816.5||Re 220002131

47
東北方言における述部文法形式 (ひつじ研究叢書:言語編
第166巻)

竹田晃子著 ひつじ書房 818.2||Ta 220002027

48 富山県方言の文法 (ひつじ研究叢書:言語編:第130巻) 小西いずみ著 ひつじ書房 818.42||Ko 220002037

49 関西弁事典 真田信治監修 ひつじ書房 818.6||Ka 220002038

50 中国語検定HSK公式過去問集 2018年度版 1級
孔子学院总部, 国家汉办問題
文・音声/スプリックス翻
訳・解説

スプリックス 820.7||Ch||1 220002047

51 中国語検定HSK公式過去問集 2018年度版 2級
孔子学院总部, 国家汉办問題
文・音声/スプリックス翻
訳・解説

スプリックス 820.7||Ch||2 220002048

52 中国語検定HSK公式過去問集 2018年度版 3級
孔子学院总部, 国家汉办問題
文・音声/スプリックス翻
訳・解説

スプリックス 820.7||Ch||3 220002049

53 中国語検定HSK公式過去問集 2018年度版 4級
孔子学院总部, 国家汉办問題
文・音声/スプリックス翻
訳・解説

スプリックス 820.7||Ch||4 220002050

54 中国語検定HSK公式過去問集 2018年度版 5級
孔子学院总部, 国家汉办問題
文・音声/スプリックス翻
訳・解説

スプリックス 820.7||Ch||5 220002051

55 中国語検定HSK公式過去問集 2018年度版 6級
孔子学院总部, 国家汉办問題
文・音声/スプリックス翻
訳・解説

スプリックス 820.7||Ch||6 220002052

56 中検2級試験問題 : 解答と解説 2020年版(第98・99回) 日本中国語検定協会編 白帝社 820.79||Ch||'20 220002189

57 独検過去問題集 2020年版: 5級・4級・3級 ドイツ語学文学振興会編 郁文堂 840.7||Do||'20 220001919

58 太宰治研究 6 山内祥史編 和泉書院 910.263||Da||6 220002086

59 太宰治研究 7 山内祥史編 和泉書院 910.263||Da||7 220002083

60 芥川龍之介全作品事典 関口安義, 庄司達也編 勉誠出版 910.268||Ak 220002208

61 任侠学園 (中公文庫:[こ-40-19]) 今野敏著 中央公論新社 913.6||Ko 220002292

62 破局 遠野遥著 河出書房新社 913.6||To 220002295

63 ポール・ボウルズ : 越境する空の下で 外山健二著 春風社 930.278||To 220002258

64 ベルリン1919 : 赤い水兵 上 (岩波少年文庫:621-622)
クラウス・コルドン作/酒寄
進一訳

岩波書店 943.7||Ko||1 220002100

65
ベルリン1933 : 壁を背にして 上 (岩波少年文庫:623-

624)

クラウス・コルドン作/酒寄
進一訳

岩波書店 943.7||Ko||1 220002102

66
ベルリン1945 : はじめての春 上 (岩波少年文庫:625-

626)

クラウス・コルドン作/酒寄
進一訳

岩波書店 943.7||Ko||1 220002104

67 ベルリン1919 : 赤い水兵 下 (岩波少年文庫:621-622)
クラウス・コルドン作/酒寄
進一訳

岩波書店 943.7||Ko||2 220002101

68
ベルリン1933 : 壁を背にして 下 (岩波少年文庫:623-

624)

クラウス・コルドン作/酒寄
進一訳

岩波書店 943.7||Ko||2 220002103

69
ベルリン1945 : はじめての春 下 (岩波少年文庫:625-

626)

クラウス・コルドン作/酒寄
進一訳

岩波書店 943.7||Ko||2 220002105


