
書名 著者名 出版者名 請求記号
膨張GAFA (ガーファ) との闘い : デジタル敗戦霞が
関は何をしたのか

若江雅子著 中央公論新社 081/C/BW

どの子も違う : 才能を伸ばす子育て潰す子育て 中邑賢龍筆 中央公論新社 081/C/DN
日本にとって中国とは何か 尾形勇 [ほか著] 講談社 081/K/C
大乗仏教の誕生 : 「さとり」と「廻向」 梶山雄一 [著] 講談社 081/K/DK

憲法と国家の理論
清宮四郎 [著] ; 樋口陽一
編・解説

講談社 081/K/KK

日本冷戦史 : 1945-1956 下斗米伸夫 [著] 講談社 081/K/NS
みんなとおなじくできないよ : 障がいのあるおとうと
とボクのはなし

湯浅正太作 ; 石井聖岳絵
日本図書セン
ター

091/MY

即興ダンスセラピーの哲学 : 身体運動・他者・カップ
リング

鈴木信一著 晃洋書房 146/SS

ニュータイプの時代 : 新時代を生き抜く24の思考・
行動様式

山口周著 ダイヤモンド社 159/NY

嫉妬を今すぐ行動力に変える科学的トレーニング 永井竜之介著 秀和システム 159/SN
人新世の「資本論」 斎藤幸平著 集英社 331.6/HS
子どもたちがつくる町 : 大阪・西成の子育て支援 村上靖彦著 世界思想社 369.4/KM

ユニセフ「子どもの権利とスポーツの原則」実践のヒ
ント : その指導、子どものため?おとなのため?

日本ユニセフ協会「子ども
の権利とスポーツの原則」
起草委員会編

明石書店 369.4/YN

流行に踊る日本の教育
石井英真編著 ; 熊井将太
[ほか] 著

東洋館出版社 370.4/RI

「生存競争 (サバイバル)」教育への反抗 神代健彦著 集英社 370.4/SK

教育アンケート調査年鑑
教育アンケート調査年鑑
編集委員会編

創育社 370.59/KK/2021

文部科学統計要覧 [文部科学省編] 双葉レイアウト 370.59/MM/2021
人間教育の基本原理 : 「ひと」を教え育てることを問 杉浦健, 八木成和編著 ミネルヴァ書 370.8/SK/1
人間教育をめざしたカリキュラム創造 : 「ひと」を教
え育てる教育をつくる

古川治, 矢野裕俊編著
ミネルヴァ書
房

370.8/SK/2

教育における評価の再考 : 人間教育における評価
とは何か

浅田匡, 古川治編著
ミネルヴァ書
房

370.8/SK/3

人間教育の教授学 : 一人ひとりの学びと育ちを支え 鎌田首治朗, 角屋重樹編 ミネルヴァ書 370.8/SK/4
教師の学習と成長 : 人間教育を実現する教育指導
のために

浅田匡, 河村美穂編著
ミネルヴァ書
房

370.8/SK/5

実践につながる教育心理学 黒田祐二編著 北樹出版 371.4/JK
イギリス近代の英語教科書 鶴見良次著 開拓社 372.3/IT
小学校低学年1人1台端末を活用した授業実践ガイ
ド : GIGAスクール構想

堀田博史監修・編著, 佐藤
和紀, 三井一希編著

東京書籍 375.19/SH

新編技術科教材論 : 力のある教材は授業に鼓動を
与える

安東茂樹, 原田信一, 藤川
聡編著

竹谷教材株式
会社出版事業
部

375.53/SA

大学生のための教科書
大学生のための教科書編
集委員会編著

東京書籍 377/DD

大学生のストレスマネジメント : 自助の力と援助の
力

齋藤憲司, 石垣琢麿, 高野
明著

有斐閣 377/DS

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたいASD自閉ス
ペクトラム症

内山登紀夫監修
ミネルヴァ書
房

378/H/1

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたいADHD注意
欠如・多動症

田中康雄監修
ミネルヴァ書
房

378/H/2

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたい吃音・チッ
ク・トゥレット症候群

藤野博監修
ミネルヴァ書
房

378/H/3

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたいDCD発達性
協調運動障害

伊藤祐子監修
ミネルヴァ書
房

378/H/4

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたい知的障害 市川奈緒子監修 ミネルヴァ書 378/H/5
人と成ること : 恵那地方の統合教育・地域生活運動 篠原眞紀子著 晃洋書房 378/HS

食用花の歴史
コンスタンス・L・カーカー,
メアリー・ニューマン著 ;
佐々木紀子訳

原書房 383/SK

ともに食べるということ : 共食にみる日本人の感性 福田育弘著 教育評論社 383/TF

8月の新着図書
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近世城下町の付祭りの変化 : 伊賀国上野と下野国
烏山を事例に

渡辺康代著 海青社 386/KW

基礎化学 村田容常, 奈良井朝子編 東京化学同人 430/KM
有機化学の基礎 森光康次郎, 新藤一敏著 東京化学同人 437/YM
解剖生理学 上嶋繁, 濱田俊編 南江堂 491.1/KU

解剖生理学 : 人体の構造と機能
河田光博, 三木健寿, 鷹股
亮編

講談社 491.3/KK

生化学 石堂一巳, 福渡努編集 南江堂 491.4/SI
臨床医学 羽生大記, 河手久弥編集 南江堂 492/RH
ネガティブ・ケイパビリティ : 答えの出ない事態に耐
える力

帚木蓬生著 朝日新聞出版 493.7/NH

感染症の歴史 : 黒死病からコロナまで : ヴィジュア
ル版

リチャード・ガンダーマン著
; 野口正雄訳

原書房 493.8/KG

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) :
epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and

Shailendra K. Saxena,
editor

Springer 493.8/SAX

食事設計と栄養・調理 渡邊智子, 渡辺満利子編 南江堂 498.5/SW

Handbook of nutraceuticals and functional foods
edited by Robert E.C.
Wildman, Richard S. Bruno

CRC Press 498.5/WIL

食品学各論 小西洋太郎 [ほか] 編 講談社 498.51/K
食品学総論 辻英明 [ほか] 編 講談社 498.51/T

分子調理の日本食
石川伸一, 石川繭子, 桑原
明著

オライリー・
ジャパン

498.53/BI

食品衛生学実験
後藤政幸, 熊谷優子編著 ;
一條知昭 [ほか] 共著

建帛社 498.54/SG

栄養教育論 : 健康と食を支えるために 今中美栄 [ほか] 著 化学同人 498.55/E
栄養教育論 武見ゆかり [ほか] 編集 南江堂 498.55/E
国民健康・栄養の現状 : 厚生労働省国民健康・栄
養調査報告より

医薬基盤・健康・栄養研究
所監修

第一出版 498.55/K/2019

基礎栄養学
木戸康博, 桑波田雅士, 原
田永勝編

講談社 498.55/KK

基礎栄養学 : 食生活と健康について考えるための
基礎

杉山英子, 小長谷紀子, 里
井恵子著

化学同人 498.55/KS

基礎栄養学 柴田克己, 合田敏尚編集 南江堂 498.55/KS
公衆栄養学概論 友竹浩之, 郡俊之編 講談社 498.55/KT
基礎栄養学ノート 田地陽一編 羊土社 498.55/KT
公衆栄養学 吉池信男, 林宏一編 南江堂 498.55/KY
NEXT応用栄養学実習 木戸康博, 小林ゆき子編 講談社 498.55/NK
応用栄養学 木戸康博 [ほか] 編 講談社 498.55/O
応用栄養学 : 適切な食生活を実践するための基礎 山下絵美 [ほか] 著 化学同人 498.55/O

応用栄養学
渡邊令子, 伊藤節子, 瀧本
秀美編集

南江堂 498.55/OW

新応用栄養学 塩入輝恵, 七尾由美子編 学文社 498.55/SS
新・栄養学総論 友竹浩之, 桑波田雅士編 講談社 498.55/ST
臨床栄養学概論 友竹浩之, 塚原丘美編 講談社 498.58/RT

新臨床栄養学
松木道裕, 今本美幸, 小見
山百絵編著

学文社 498.58/SM

新型コロナウイルス感染症と人類学 : パンデミックと
ともに考える

浜田明範 [ほか] 編 水声社 498.6/S

新型コロナウイルスの感染対策 : カラーイラストで 下間正孝絵と文 金芳堂 498.6/SS
社会・環境と健康 辻一郎, 吉池信男編集 南江堂 498/ST
栄養薬学・薬理学入門 川添禎浩, 古賀信幸編 講談社 499/EK

Indoor sports floor : 屋内スポーツフロアの企画から
維持管理まで

日本体育施設協会屋内施
設フロアー部会企画・編集

日本体育施設
協会屋内施設
フロアー部会

526/IN

マスタードの歴史
デメット・ギュゼイ著 ; 元村
まゆ訳

原書房 588.7/MG

世界食紀行 : マンハッタンからボルネオまで 下渡敏治著 筑波書房 596.04/SS

旅と料理 細川亜衣著
CCCメディアハ
ウス

596.04/TH
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毎日つくれる!ヴィーガン・レシピ : 美味しいレシピ
500

ダグラス・マクニッシュ著 ;
富永暁子監訳 ; 大森敦子
訳 上

ニュートンプレ
ス

596.3/MM/1

毎日つくれる!ヴィーガン・レシピ : 美味しいレシピ
500

ダグラス・マクニッシュ著 ;
富永暁子監訳 ; 大森敦子
訳 下

ニュートンプレ
ス

596.3/MM/2

THE男前燻製レシピ77 岡野永佑著 山と渓谷社 596.3/ZO
焚き火とフライパン : 80 FRYPAN CAMP RECIPES 小林キユウ料理写真文 山と溪谷社 596.4/TK

フードシステム
藤島廣二, 伊藤雅之編集・
執筆 ; 矢野泉, 木村彰利,
寺野梨香執筆

筑波書房 611/FF

人と食材と東北と : つくると食べるをつなぐ物語 :
『東北食べる通信』より

人と食材と東北と : つくる
と食べるをつなぐ物語 :
『東北食べる通信』より

オレンジペー
ジ

612/H

豆の歴史
ナタリー・レイチェル・モリ
ス著 ; 竹田円訳

原書房 616/MM

アボカドの歴史
ジェフ・ミラー著 ; 伊藤はる
み訳

原書房 625/AM

ベリーの歴史
ヘザー・アーント・アンダー
ソン著 ; 富原まさ江訳

原書房 625/BA

エビの歴史
イヴェット・フロリオ・レーン
著 ; 龍和子訳

原書房 664/EL

メディアスポーツ20世紀 : スポーツの世紀を築いた
のは、スポーツかメディアか

黒田勇著
関西大学出版
部

780.13/MK

スポーツとフーコー : 権力、知、自己の変革
ピルッコ・マルクラ, リ
チャード・プリングル著 ;
千葉直樹訳

晃洋書房 780.13/SM

「体育会系女子」のポリティクス : 身体・ジェンダー・
セクシュアリティ

井谷聡子著
関西大学出版
部

780.13/TI

運動・スポーツ栄養学 中村亜紀 [ほか] 編 講談社 780.19/U

スポーツ技術・戦術史 新井博, 小谷究編著
流通経済大学
出版会

780.2/SA

希望の祭典・オリンピック : 大会の「華」が見た40年 原田知津子著
幻冬舎メディア
コンサルティン
グ

780.69/KH

2020年東京オリンピックの変質 : コロナ禍で露呈し
た誤謬

中村祐司著 成文堂 780.69/NN

オリンピック反対する側の論理 : 東京・パリ・ロスを
つなぐ世界の反対運動

ジュールズ・ボイコフ著 ;
井上絵美子, 小林桐美, 和
田智子訳

作品社 780.69/OB

アスリート・コーチ・トレーナーのためのトレーニング
科学 : トレーニングに普遍的な正解はない

山本正嘉著 市村出版 780.7/AY

見えないスポーツ図鑑
伊藤亜紗, 渡邊淳司, 林阿
希子著

晶文社 780/MI

サッカーアナリストのすゝめ : 「テクノロジー」と「分
析」で支える新時代の専門職

杉崎健著 ソル・メディア 783.47/SS

エディー・ジョーンズわが人生とラグビー
エディー・ジョーンズ著 ;
高橋功一訳

ダイヤモンド社 783.48/EJ

女學生たちのプレーボール : 戦前期わが国女子野
球小史

竹内通夫著 あるむ 783.7/JT

スキー研究100年の軌跡と展望
日本スキー学会編 ; 新井
博 [ほか] 編著

道和書院 784.3/SN

武道 魚住孝至著 山川出版社 789/BU
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