
書名 著者名 出版社 出版日付 資料ID 請求記号

1 アフターソーシャルメディア : 多すぎる情報といかに付き合うか
法政大学大学院メディア環境
設計研究所編
久保田麻美 [ほか] 著

日経BP
日経BPマーケティング
(発売)

2020.6 316005541 007.3|| ||196

2 それでも僕たちは「濃厚接触」を続ける! : 世界の感触を取り戻すために 広瀬浩二郎著 小さ子社 2020.10 316005546 069|| ||25

3 はじめてのニュース・リテラシー (ちくまプリマー新書) 白戸圭一著 筑摩書房 2021.3 316005535 070|| ||7

4 勉強する気はなぜ起こらないのか (ちくまプリマー新書) 外山美樹著 筑摩書房 2021.4 316005536 141.7|| ||15

5 自己責任という暴力 : コロナ禍にみる日本という国の怖さ 齋藤雅俊著 未來社 2020.8 316005538 151.2|| ||9

6 地方自治論 : 2つの自律性のはざまで (有斐閣ストゥディア) 北村亘, 青木栄一, 平野淳一著 有斐閣 2017.12 311142957 318|| ||67

7 地方自治入門 (学問へのファーストステップ:2) 入江容子, 京俊介編著 ミネルヴァ書房 2020.5 311142970 318|| ||68

8 日本の地方政府 : 1700自治体の実態と課題 (中公新書) 曽我謙悟著 中央公論新社 2019.4 311142956 318.1|| ||19

9 ライフステージと法 第8版 (有斐閣アルマ:Interest) 副田隆重 [ほか] 著 有斐閣 2020.4 311142958 320.4||(8)||19

10 ストーリーから学ぶ民法ナビ (ファーストステップ教養講座)
出雲孝, 梶谷康久, 内田暁編著
阿部純一 [ほか] 著

みらい 2021.1 311142960 324|| ||86

11
テキストブック応用一般均衡モデリング :
プログラムからシミュレーションまで 第2版

細江宣裕, 我澤賢之,
橋本日出男著

東京大学出版会 2016.1 311142972 331.1||(2)||109

12 ジレンマの社会学 三隅一人, 高野和良編著 ミネルヴァ書房 2020.10 316005539 361|| ||179

13 無意識のバイアス : 人はなぜ人種差別をするのか
ジェニファー・エバーハート著
山岡希美訳

明石書店 2020.12 316005525 361.4|| ||367

14 障害者とともに働く (岩波ジュニア新書) 藤井克徳, 星川安之著 岩波書店 2020.10 316005532 366.2|| ||79

2021年9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

15 ストライキ2.0 : ブラック企業と闘う武器 (集英社新書) 今野晴貴著 集英社 2020.3 316005544 366.6|| ||30

16 キャリアの心理学 : キャリア支援への発達的アプローチ 新版, 第2版
渡辺三枝子編著
大庭さよ [ほか著]

ナカニシヤ出版 2018.7 316005543 366.9||(3)||33

17 女性の世界地図 : 女たちの経験・現在地・これから
ジョニー・シーガー著
中澤高志 [ほか] 訳

明石書店 2020.10 316005529 367.2|| ||202

18 難聴者と中途失聴者の心理学 : 聞こえにくさをかかえて生きる
難聴者の心理学的問題を考える
会編
今尾真弓 [ほか執筆]

かもがわ出版 2020.7 316005533 369.2|| ||163

19 新・教育の制度と経営 三訂版
本図愛実, 末冨芳編著
阿内春生 [ほか執筆]

学事出版 2020.4 311142962 373.1||(3)||64

20 新時代の道徳教育 : 「考え、議論する」ための15章 貝塚茂樹著 ミネルヴァ書房 2020.11 316005527 375.3|| ||169

21 保健科教育 改訂第4版
家田重晴編著
後藤晃伸 [ほか] 著

杏林書院 2020.4 311142977 375.4||(4)||104

22 保健科教育法入門 日本保健科教育学会編 大修館書店 2017.4 311142978 375.4|| ||105

23 大学1年生からの社会を見る眼のつくり方 (シリーズ大学生の学びをつくる) 大学初年次教育研究会著 大月書店 2020.3 316005542 377.1|| ||136

24 みんなの民俗学 : ヴァナキュラーってなんだ? (平凡社新書) 島村恭則著 平凡社 2020.11 316005545 380.1|| ||44

25 有機・分光分析編 (機器分析ハンドブック:1)
川崎英也, 中原佳夫,
長谷川健編

化学同人 2020.4 311142988 433||1||104

26 機器分析ハンドブック 2 高分子・分離分析編 化学同人 2020.10 311142989 433||2||104

27 機器分析ハンドブック 3 固体・表面分析編 化学同人 2021.3 311142990 433||3||104

28 地域環境水文学 (シリーズ地域環境工学) 田中丸治哉 [ほか] 著 朝倉書店 2016.3 311142980 452.9|| ||34

29 イラスト栄養生化学実験 第2版 相原英孝 [ほか] 著 東京教学社 2021.3 311142986 464||(2)||135

30
ビギナーのための微生物実験ラボガイド : microbiological experiment
新版 (生物工学系テキストシリーズ)

中村聡 [ほか] 著 講談社 2019.5 311142985 465||(2)||48
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31 人間はどこまで動物か : 新しい人間像のために (岩波新書)
アドルフ・ポルトマン著
高木正孝訳

岩波書店 1961.10 311142963 469|| ||45

32 みんなの医療統計 : 12日間で基礎理論とEZRを完全マスター! 新谷歩著 講談社 2016.3-2017.5311142967 490.1||1||100

33 みんなの医療統計 : 12日間で基礎理論とEZRを完全マスター! 多変量解析編 新谷歩著 講談社 2016.3-2017.5311142968 490.1||2||100

34 標準微生物学 第14版 (Standard textbook) 錫谷達夫, 松本哲哉編集 医学書院 2021.3 311142924 491.7||(15)||65

35 図表でわかる臨床症状・検査異常値のメカニズム 第2版 奈良信雄著 第一出版 2014.5 311142966 492.1||(2)||54

36
はじめてとりくむ水・電解質の管理 : 輸液と酸-塩基平衡 応用編
(臨床栄養:別冊)

谷口英喜著 医歯薬出版 2021.7 316005551 493.1||2||303

37 公衆栄養学実習 鈴木三枝, 中谷弥栄子編 第一出版 2017.9 311142955 498.55|| ||78

38 法医学者の使命 : 「人の死を生かす」ために (岩波新書) 吉田謙一著 岩波書店 2021.8 316005547 498.9|| ||4

39 日本の都市づくり : 60プロジェクトによむ 日本都市計画学会編 朝倉書店 2011.11 311142969 518.8|| ||336

40 県都物語 : 47都心空間の近代をあるく 西村幸夫著 有斐閣 2018.3 316005540 518.8|| ||469

41 環境分析化学 第3版 合原眞 [ほか] 共著 三共出版 2017.3 311142987 519.1||(3)||439

42
デザイン・コンピューティング入門 :
Pythonによる建築の形態と機能の生成・分析・最適化

日本建築学会編 コロナ社 2017.9 311142971 525.1|| ||184

43 福祉施設の設計 : 障害者・子ども・高齢者地域との共生を目指して 二井清治, 二井るり子編著 彰国社 2020.12 316005531 526.3|| ||31

44 ひとり暮らしで知りたいことが全部のってる本 主婦の友社編 主婦の友社 2021.2 316005537 590|| ||55

45
社会実験としての農村コミュニティづくり :
住民・学生・大学教育との3者統合を目指して

荒樋豊著 筑波書房 2020.6 316005530 611.1|| ||38

46 農村地域計画学 (シリーズ地域環境工学)
渡邉紹裕, 星野敏,
清水夏樹編著

朝倉書店 2020.4 311142981 611.1|| ||39
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47 飽食と崩食の社会学 : 豊かな社会に迫る農と食の危機 橋本直樹著 筑波書房 2020.3 316005526 611.3|| ||73

48 地域環境水利学 (シリーズ地域環境工学)
渡邉紹裕, 堀野治彦,
中村公人編著
飯田俊彰 [ほか] 著

朝倉書店 2017.2 311142979 614.3|| ||20

49 歩行者事故はなぜ起きるのか 松浦常夫著 東京大学出版会 2020.7 316005528 681.3|| ||9

50 スポーツ・バイオメカニクス入門 : 絵で見る講義ノート 第4版 金子公宥, 藤原敏行著 杏林書院 2020.4 311142959 780||(4)||29

51 教養としての体育原理 : 現代の体育・スポーツを考えるために 新版 友添秀則, 岡出美則編著 大修館書店 2016.7 311142961 780.1||(2)||318

52 スポーツ測定評価学 : からだの形と働きを測る 改訂版 角田直也, 須藤明治編著 文化書房博文社 2012.4 311142965 780.1||(2)||495

53 これから研究を書くひとのためのガイドブック : ライティングの挑戦15週間 第2版 佐渡島紗織, 吉野亜矢子著 ひつじ書房 2021.2 316005534 816.5||(2)||58
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