
書名 著者名 出版社 出版日付 資料ID 請求記号

1 異なる声に耳を澄ませる (知のフィールドガイド) 東京大学教養学部編 白水社 2020.5 316005260 041|| ||28

2 心理学 第5版補訂版 鹿取廣人 [ほか] 編 東京大学出版会 2020.3 311142292 140||(6)||94

3
心理学研究のためのレポート・論文の書き方マニュアル :
執筆のキーポイントと例文

瀬谷安弘, 天野成昭著 ナカニシヤ出版 2020.3 311142318 140.7|| ||62

4 世界都市史事典 布野修司編 昭和堂 2019.11 311142377 203.6|| ||1

5 子どものまちのつくり方 : 明石市の挑戦 泉房穂著 明石書店 2019.2 316005254 318.2|| ||30

6 法と心理学への招待 サトウタツヤ [ほか] 著 有斐閣 2020.1 311142293 321.4|| ||1

7 障害者福祉 第3版 (新・基礎からの社会福祉:4) 山下幸子 [ほか] 著 ミネルヴァ書房 2020.3 311142316 369.2||(3)||158

8 記憶する体 伊藤亜紗著 春秋社 2019.9 311142399 369.2|| ||159

9 災害の倫理 : 災害時の自助・共助・公助を考える
ナオミ・ザック著
阪本真由美, 北川夏樹訳

勁草書房 2020.4 311142287 369.3|| ||342

10
大人になる・社会をつくる : 若者の貧困と学校・労働・家族
(シリーズ子どもの貧困:4)

杉田真衣, 谷口由希子編著 明石書店 2020.4 311142289 369.4||4||163

11
「発達障害」とされる外国人の子どもたち :
フィリピンから来日したきょうだいをめぐる、10人の大人たちの語り

金春喜著 明石書店 2020.2 311142396 371.5|| ||130

12 震災と学校のエスノグラフィー : 近代教育システムの慣性と摩擦 清水睦美 [ほか] 著 勁草書房 2020.2 311142288 372.1|| ||134

13 授業づくりの深め方 : 「よい授業」をデザインするための5つのツボ 石井英真著 ミネルヴァ書房 2020.6 311142404 375.1|| ||111

14 大学の学びを変えるゲーミング 近藤敦 [ほか] 編著 晃洋書房 2020.1 316005238 377.1|| ||134

15 生命の根源を見つめる (知のフィールドガイド) 東京大学教養学部編 白水社 2020.5 316005259 404|| ||114

2020年11月の新着図書一覧

1 / 4 ページ



書名 著者名 出版社 出版日付 資料ID 請求記号

16 生命科学,食品・栄養学,化学を学ぶための有機化学基礎の基礎 第3版 立屋敷哲著 丸善出版 2019.9 311142232 437||1(3)||66

17 演習生命科学食品・栄養学化学を学ぶための有機化学基礎の基礎 第3版 立屋敷哲著 丸善出版 2019.10 311142233 437||2(3)||66

18
最新日本の外来生物 :
a photographic guide to the invasive alien species in Japan

自然環境研究センター編著 平凡社 2019.10 311142279 468||(2)||50

19 生化学 (健康・栄養科学シリーズ. 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち) 石堂一巳, 福渡努編集 南江堂 2019.9 311142237 491.4|| ||212

20
はじめてとりくむ小児の栄養ケア : 病態別栄養食事指導ケースブック
(臨床栄養:別冊)

位田忍, 西本裕紀子編 医歯薬出版 2020.8 316005275 493.9|| ||195

21 公衆衛生がみえる2020-2021 第4版 医療情報科学研究所編集 Medic Media 2020.3 311142381 498||(4)||187

22
日本人の食事摂取基準 :
厚生労働省「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書 2020年版

伊藤貞嘉, 佐々木敏監修 第一出版 2020.3 311142382 498.5||2020||468

23
臨床栄養ディクショナリー :
日本人の食事摂取基準(2020年版)対応 改訂6版

山本みどり, 佐々木公子, 大池
教子編著/騎馬沙苗 [ほか] 著

メディカ出版 2020.3 311142363 498.5||(6)||516

24 食品添加物インデックスplus : 和名・英名・E No.検索便覧 第4版
日本輸入食品安全推進協会
編著

中央法規出版 2019.11 311142368 498.5||(8)||537

25 なにをどれだけ食べたらいいの? : バランスのよい食事ガイド 第4版 香川明夫監修 女子栄養大学出版部 2020.3 311142366 498.5||(4)||824

26 健康食品の基礎知識 新版第2版
芝紀代子編著
金森きよ子 [ほか] 著

じほう 2020.1 311142356 498.5||(5)||905

27
佐々木敏の栄養データはこう読む! :
疫学研究から読み解くぶれない食べ方 第2版

佐々木敏著 女子栄養大学出版部 2020.6 311142364 498.5||(2)||1317

28
日本人の食事摂取基準2020年版の実践・運用 :
特定給食施設等における栄養・食事管理 : 演習付

食事摂取基準の実践・運用を
考える会編

第一出版 2020.4 311142383 498.5||2020||1343

29 新食品衛生学要説 : 食べ物と健康・食品と衛生 2020年版 廣末トシ子, 安達修一編 医歯薬出版 2020.3 311142362 498.5||2020||1388

30 Dr.雨海の女性臨床栄養学 (臨床栄養:別冊) 雨海照祥著 医歯薬出版 2020.10 316005274 498.5|| ||1465

31 食品成分表 : 七訂 2020 香川明夫監修 女子栄養大学出版部 2020.2 311142361 498.51||2020||9
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32
食べることへの支援 : 住み慣れた地域で自立した生活を送るために
基本情報編 (食介護実践論)

田中弥生, 手塚順子編著 第一出版 2019.7 311142198 498.59||1||21

33
食べることへの支援 : 住み慣れた地域で自立した生活を送るために
実践情報編 (食介護実践論)

田中弥生, 手塚順子編著 第一出版 2019.7 311142199 498.59||2||21

34 水と社会 : 水リテラシーを学ぶ8つの扉
林大樹, 西山昭彦,
大瀧友里奈編

東京大学出版会 2019.2 311142282 517|| ||40

35 人間の街をめざして : ヤン・ゲールの軌跡
アニー・マタン, ピーター・ニュー
マン著/北原理雄訳

鹿島出版会 2020.7 311142385 518.8|| ||450

36 宅地の防災学 : 都市と斜面の近現代 (学術選書) 釜井俊孝著 京都大学学術出版会 2020.4 311142286 519.9|| ||39

37 プロが読み解く増改築の法規入門 増補改訂版
日経アーキテクチュア,
ビューローベリタスジャパン著
日経アーキテクチュア編

日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

2019.11 311142270 520.9||(2)||36

38 日本建築空間史 : 中心と奥 安原盛彦著 鹿島出版会 2016.3 311142273 521||1||54

39 空白その形と空間 (日本建築空間史:続) 安原盛彦著 鹿島出版会 2020.7 311142274 521||2||54

40 図説日本建築の歴史 : 寺院・神社と住宅 : 新装版 (ふくろうの本) 玉井哲雄著 河出書房新社 2020.1 311142277 521|| ||55

41 構築の人、ジャン・プルーヴェ
ジャン・プルーヴェ [著]
早間玲子編訳

みすず書房 2020.2 311142357 523.3|| ||85

42 図説建築構法 改訂版
南一誠編著
池尻隆史 [ほか] 著

学芸出版社 2020.4 311142276 524||(2)||18

43 建築環境工学 : 熱環境と空気環境 改訂版 (シリーズ「建築工学」:5) 宇田川光弘 [ほか] 著 朝倉書店 2020.4 311142271 525.1||(2)||179

44 図説建築施工
江口清編著
稲垣秀雄 [ほか] 著

学芸出版社 2019.12 311142275 525.5|| ||9

45 会社四季報業界地図 2021年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 2020.9 314000049 602.1||2021||23

46 森林の系統生態学 : ブナ科を中心に 広木詔三著 名古屋大学出版会 2020.4 311142359 653.1|| ||11

47 森林病理学 : 森林保全から公園管理まで
黒田慶子, 太田祐子,
佐橋憲生編

朝倉書店 2020.4 311142334 654.7|| ||1
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48 木材の乾燥 1 基礎編 (木材科学講座:7) 信田聡, 河崎弥生編 海青社 2020.4 311142280 657||7-1||10

49 木材の乾燥 2 応用編 (木材科学講座:7) 信田聡, 河崎弥生編 海青社 2020.4 311142281 657||7-2||10

50
ポスター芸術の歴史 : アートミュージアム :
ミュシャ、ロートレックからシュルレアリスムまで

デイヴィッド・ライマー著
井上廣美訳

原書房 2020.2 311142360 727.6|| ||1

51
アスレティックトレーニング学 :
アスリート支援に必要なクリニカル・エビデンス

広瀬統一 [ほか] 編集 文光堂 2019.12 311142354 780.1|| ||484

52 バドミントンの理論と実技 : 初歩から基本技術の指導まで 岸一弘著 大学教育出版 2019.2 311142320 783.5|| ||35

53 大学1年生の君が、はじめてレポートを書くまで。 川崎昌平著 ミネルヴァ書房 2020.4 316005269 816.5|| ||55
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