
2016年8月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 大人の教養読本 : 知恵のわ vol.2
JBCCホールディングス
Link編集室編著

日経BPコンサルティング
/日経BPマーケティング
(発売)

002/JBH/2

2 理論で読むメディア文化 : 「今」を理解するためのリテラシー 松本健太郎編 新曜社 007.1/MaK

3 AI時代の勝者と敗者 : 機械に奪われる仕事、生き残る仕事
トーマス・H・ダベンポー
ト, ジュリア・カービー
著/山田美明訳

日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

007.13/DaT

4 人工知能は敵か味方か : パートナー、主人、奴隷--人間と機械の関係を決める転換点
ジョン・マルコフ著/瀧口
範子訳

日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

007.13/MaJ

5 人工知能とは
松尾豊編著/中島秀之 [ほ
か] 共著

近代科学社 007.13/MaY

6 インターネットで文献探索 2016年版(JLA図書館実践シリーズ:7)
伊藤民雄, 実践女子大学
図書館著

日本図書館協会 007.58/ItT/'16

7 図書館年鑑 2016
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/NiT/'16

8 学校教育と学校図書館 新訂3版(新編図書館学教育資料集成:10. 学校図書館論:1) 塩見昇編 教育史料出版会 010.8/KyS/S-10

9 学校図書館が動かす読書イベント実践事例集
牛尾直枝, 高桑弥須子編
著

少年写真新聞社 017.2/UsN

10 ビブリオバトル実践集 : 読書とコミュニケーション : 小学校・中学校・高校 須藤秀紹, 粕谷亮美編 子どもの未来社 019.2/SuH
11 日本古典書誌学論 佐々木孝浩著 笠間書院 020.21/SaT

12 海を渡ってきた漢籍 : 江戸の書誌学入門(図書館サポートフォーラムシリーズ) 高橋智著
日外アソシエーツ/紀伊
國屋書店 (発売)

020.22/TaS

13 少年記(西尾幹二全集:第15巻) 西尾幹二著 国書刊行会 081.6/NiK/15
14 今昔物語集 : 本朝世俗篇 : 全現代語訳 下(講談社学術文庫:[2372]-[2373]) 武石彰夫訳 講談社 081/2/2373
15 鶴屋南北 : かぶきが生んだ無教養の表現主義(講談社学術文庫:[2378]) 郡司正勝 [著] 講談社 081/2/2378
16 滑稽の研究(講談社学術文庫:[2379]) 田河水泡 [著] 講談社 081/2/2379

17 ベルギー大使の見た戦前日本 : バッソンピエール回想録(講談社学術文庫:[2380])
アルベール・ド・バッソ
ンピエール著/磯見辰典訳

講談社 081/2/2380

18 関東大震災 : 消防・医療・ボランティアから検証する(講談社学術文庫:[2381]) 鈴木淳 [著] 講談社 081/2/2381
19 ルポ看護の質 : 患者の命は守られるのか(岩波新書:新赤版 1614) 小林美希著 岩波書店 081/6-4/1614
20 反原子力の自然哲学(ポイエーシス叢書:67) 佐々木力著 未來社 112/SaC
21 『不思議の国のアリス』の分析哲学 八木沢敬著 講談社 116.3/CaL/Y
22 福沢諭吉 新装版(Century books:21. 人と思想) 鹿野政直著 清水書院 121.6/FuY/K
23 「大正」を読み直す : 幸徳・大杉・河上・津田、そして和辻・大川 子安宣邦著 藤原書店 121.6/KoN
24 戸坂潤全集未収録論文集 戸坂潤著/北林雅洋編 こぶし書房 121.6/ToJ
25 日本の思想をよむ 末木文美士著 KADOKAWA 121/SuF

26 易経(角川文庫:16515. ビギナーズ・クラシックス/中国の古典) 三浦國雄 [著]
角川学芸出版/角川グ
ループパブリッシング
(発売)

123.1/MiK

27 完訳論語 [孔子著]/井波律子訳 岩波書店 123.83/InR

28 蒙求(角川文庫:16617. ビギナーズ・クラシックス/中国の古典:[B-1-11]) 今鷹真 [著]
角川学芸出版/角川グ
ループパブリッシング
(発売)

125.3/RiK/I
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29 特集自己治癒の営みとしての描画(臨床描画研究:31)
日本描画テスト・描画療
法学会編

日本描画テスト・描画療
法学会/北大路書房 (制
作・発売)

140.72/12/31

30 心理学に興味を持ったあなたへ : 大学で学ぶ心理学 改訂版 明星大学心理学科編 学研プラス 140/MeD
31 脳は、なぜあなたをだますのか : 知覚心理学入門(ちくま新書:1202) 妹尾武治著 筑摩書房 141.2/SeT
32 「こつ」と「スランプ」の研究 : 身体知の認知科学(講談社選書メチエ:625) 諏訪正樹著 講談社 141.51/SuM

33 Be More Assertive : A Teach Yourself Guide : pbk(Teach yourself books) Suzie Hayman
Bookpoint/Mcgraw-Hill
Customer/Mcgraw-Hill

141/HaS

34 Research in the social scientific study of religion : a research annual v. 27 : hardback
editors, Monty L. Lynn,
David O. Moberg

JAI Press 161.3059/R1/1-27

35 世界を読み解くためのギリシア・ローマ神話入門(河出ブックス:093) 庄子大亮著 河出書房新社 164.31/ShD
36 ギリシァ神話と人間 吉田敦彦著 青土社 164.31/YoA
37 教養としてよむ世界の教典 中村圭志著 三省堂 165.3/NaK

38 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] 2016-4
edited by Marc
Gaborieau ... [et al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'16-4

39 島田裕巳の学校では教えてくれない仏教の授業 島田裕巳著
PHPエディターズ・グ
ループ/PHP研究所 (発
売)

180/ShH

40 入門近代仏教思想(ちくま新書:1201) 碧海寿広著 筑摩書房 181/OmT
41 最期のことば : ブッダ(NHK「100分de名著」ブックス) 佐々木閑著 NHK出版 183.59/Neh/S
42 国分寺の誕生 : 古代日本の国家プロジェクト(歴史文化ライブラリー:430) 須田勉著 吉川弘文館 185.91/SuT
43 四天王寺(小学館ウイークリーブック. 週刊古寺を巡る:25) 小学館 189.5/Sho
44 イエス : 新装版(Century books:7. 人と思想) 八木誠一著 清水書院 192.8/YaS
45 歴史学への招待 佛教大学歴史学部編 世界思想社 201/BuD
46 発掘された日本列島 : 新発見考古速報 2016 文化庁編 朝日新聞社 210.025/Bun/'16
47 西南戦争と大久保暗殺の謎(逆説の日本史:22. 明治維新編) 井沢元彦著 小学館 210.04/IzM/G-22

48 源敬様御代御記録 第2(史料纂集:古記録編:180, [185])
徳川林政史研究所編/深井
雅海, 川島孝一校訂

八木書店古書出版部/八
木書店 (発売)

210.08/3/ゲ1-2

49 歴代正史日本伝考注 漢魏兩晋南北朝巻 王勇主編 上海交通大学出版社 210.1/OYu/1
50 歴代正史日本伝考注 隋唐巻 王勇主編 上海交通大学出版社 210.1/OYu/2
51 歴代正史日本伝考注 宋元巻 王勇主編 上海交通大学出版社 210.1/OYu/3
52 歴代正史日本伝考注 明代巻 王勇主編 上海交通大学出版社 210.1/OYu/4
53 歴代正史日本伝考注 清代巻 王勇主編 上海交通大学出版社 210.1/OYu/5
54 流れをつかむ日本の歴史 山本博文著 KADOKAWA 210.1/YaH
55 記紀神話の真実(古代の地平を拓く:1) 河村日下著 ミネルヴァ書房 210.3/KaK/1
56 日本書紀(古代史研究の最前線) 洋泉社編集部編 洋泉社 210.3/Yos
57 明治という奇跡 : 栄光の時代を訪ねて 皿木喜久著 展転社 210.6/SaY
58 日清戦争は義戦にあらず : 秩父困民党から軍夫へ 河田宏著 彩流社 210.65/YaM/K
59 原爆ドーム : 物産陳列館から広島平和記念碑へ(歴史文化ライブラリー:431) 頴原澄子著 吉川弘文館 210.75/EbS
60 沖縄戦全記録(NHKスペシャル) NHKスペシャル取材班著 新日本出版社 210.75/NiH
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61 震災前後 : 2000年以降(ひとびとの精神史:第9巻)
栗原彬編/工藤博康 [ほか
執筆]

岩波書店 210.76/HiS/9

62 図説シルクロード文化史
ヴァレリー・ハンセン著/
田口未和訳

原書房 220/HaV

63 衝突と融合の東アジア文化史(アジア遊学:199) 河野貴美子, 王勇編 勉誠出版 220/KoK

64 古代文明の誕生と展開 : 先史・夏殷周-春秋戦国 上(中国の文明 : 北京大学版:1)
袁行霈 [ほか] 原著主編/
角道亮介訳

潮出版社 222.01/ChB/1

65 史記(角川文庫:16616. ビギナーズ・クラシックス/中国の古典:[B-1-10]) 福島正 [著]
角川学芸出版/角川グ
ループパブリッシング
(発売)

222.01/ShS/F

66 十八史略(角川文庫:17240. ビギナーズ・クラシックス/中国の古典:[B-1-13]) 竹内弘行 [著]
角川学芸出版/角川グ
ループパブリッシング
(発売)

222.01/SoS/T

67
インド・イスラーム王朝の物語とその建築物 : デリー・スルターン朝からムガル帝国までの五〇〇年の歴史
をたどる

宮原辰夫著 春風社 225.04/MiT

68 ユーラシア文明とシルクロード : ペルシア帝国とアレクサンドロス大王の謎
児島建次郎, 山田勝久,
森谷公俊著

雄山閣 227.2/YuB

69 オリエント世界はなぜ崩壊したか : 異形化する「イスラム」と忘れられた「共存」の叡智(新潮選書) 宮田律著 新潮社 227/MiO

70 勝海舟の蘭学と海軍伝習 片桐一男著 勉誠出版 289.1/KaK/K
71 徳川家康 : その政治と文化・芸能 : 徳川家康没後四百年記念論文集 笠谷和比古編 宮帯出版社 289.1/ToI2/K
72 陳独秀 : 反骨の志士、近代中国の先導者(世界史リブレット人:90) 長堀祐造著 山川出版社 289.2/ChD/N
73 永楽帝 : 明朝第二の創業者(世界史リブレット人:38) 荷見守義著 山川出版社 289.2/Eir/H
74 李成桂 : 天翔る海東の龍(世界史リブレット人:37) 桑野栄治著 山川出版社 289.2/RiS2/K

75 アントニウスとクレオパトラ 上
エイドリアン・ゴールズ
ワーシー著/阪本浩訳

白水社 289.3/AnM/G-1

76 アントニウスとクレオパトラ 下
エイドリアン・ゴールズ
ワーシー著/阪本浩訳

白水社 289.3/AnM/G-2

77 スティーブ・ジョブズ : 世界を変えたすごい男! : イラスト伝記
ジェシー・ハートランド
著/杉山絵美訳

淡交社 289.3/JoS/H

78 ライシャワーの名言に学ぶ異文化理解
御手洗昭治編著/小笠原は
るの著

ゆまに書房 289.3/ReE/M

79 奇妙な孤島の物語 : 私が行ったことのない、生涯行くこともないだろう50の島
ユーディット・シャラン
スキー著/鈴木仁子訳

河出書房新社 290.4/ScJ

80 なるほど世界地理 : 気になる疑問から学ぶ地理の世界 : 地図・自然環境・民族・生活文化・産業・環境問題 宇田川勝司著 ベレ出版 290.4/UdK

81 東京五大 : 平成版
東京クリティカル連合編
著

夏目書房新社/垣内出版
(発売)

291.36/ToK

82 通天閣と天王寺 : 大阪(集英社ウィークリー・コレクション. 週刊古社名刹巡拝の旅:35) 集英社 291.63/Shu
83 三蔵法師が行くシルクロード 菅谷文則著 新日本出版社 292.09/Gen/S
84 違和感の正体(新潮新書:667) 先崎彰容著 新潮社 302.1/SeA

85 アジア動向年報 2016
アジア経済研究所/アジ
ア経済出版会 (発売)

302.2/AjK/'16

86 勃興する「民」(超大国・中国のゆくえ:5) 新保敦子, 阿古智子著 東京大学出版会 302.22/ChC/5
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87 社会人のための現代ロシア講義(東大塾) 塩川伸明, 池田嘉郎編 東京大学出版会 302.38/ShN
88 さらば、政治よ : 旅の仲間へ 渡辺京二著 晶文社 304/WaK
89 学習する社会の明日(岩波講座現代:8) 佐藤卓己編 岩波書店 308/IwK/8

90
Werke, Artikel, Entwürfe Bd. 7. Februar bis Oktober 1848. Text(Karl Marx, Friedrich Engels
Gesamtausgabe (MEGA):Abt. 1)

Karl Marx, Friedrich
Engels

Dietz 308/MaK/M-1-7-1

91
Werke, Artikel, Entwürfe Bd. 7. Februar bis Oktober 1848. Apparat(Karl Marx, Friedrich Engels
Gesamtausgabe (MEGA):Abt. 1)

Karl Marx, Friedrich
Engels

Dietz 308/MaK/M-1-7-2

92 政治哲学的考察 : リベラルとソーシャルの間 宇野重規著 岩波書店 311.1/UnS
93 マキアヴェリ 新装版(Century books:54. 人と思想) 西村貞二著 清水書院 311.237/MaN/N
94 日本国民であるために : 民主主義を考える四つの問い(新潮選書) 互盛央著 新潮社 311.7/TaM
95 [図解]池上彰の政治と選挙のニュースが面白いほどわかる本(中経の文庫:C22) 池上彰著 KADOKAWA 312.1/IkA
96 海洋アジアvs.大陸アジア : 日本の国家戦略を考える(セミナー・知を究める:1) 白石隆著 ミネルヴァ書房 312.2/ShT
97 投票に行きたくなる国会の話(ちくまプリマー新書:255) 政野淳子著 筑摩書房 314.1/MaA
98 池上彰のあした選挙へ行くまえに(河出文庫) 池上彰著 河出書房新社 314.8/IkA
99 18歳選挙世代は日本を変えるか(ポプラ新書:094) 原田曜平著 ポプラ社 314.82/HaY
100 18歳選挙権ガイドブック 川上和久著 講談社 314.82/KaK

101 18歳選挙権で政治は変わるのか(ディスカヴァー携書:166)
21世紀の政治を考える政
策秘書有志の会 [著]

ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

314.82/NiS

102 「イスラム国」最終戦争(朝日新書:566) 国枝昌樹著 朝日新聞出版 316.4/KuM

103 「イスラム国」の内部へ : 悪夢の10日間
ユルゲン・トーデンヘー
ファー著/津村正樹, カス
ヤン、アンドレアス訳

白水社 316.4/ToJ

104 公共部門のマネジメント : 合意形成をめざして
樫谷隆夫編著/財務省財務
総合政策研究所編

同文舘出版 317.1/KaT

105 蜜月と軋み : 1972-(日中の120年文芸・評論作品選:5) 張競, 村田雄二郎編 岩波書店 319.1022/ChK/5

106 日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか 矢部宏治著
集英社インターナショナ
ル/集英社 (発売)

319.1053/YaK

107 オバマ広島演説 : 生声CD : 対訳(ことばの力永久保存版)
[バラク・オバマ述]/
『CNN English Express』
編集部編

朝日出版社 319.8/ObB/A

108 国際秩序
ヘンリー・キッシン
ジャー著/伏見威蕃訳

日本経済新聞出版社 319/KiH

109 法律を読む技術・学ぶ技術 : 元法制局キャリアが教える 改訂第3版 吉田利宏著 ダイヤモンド社 321/YoT

110 一歩先への憲法入門
片桐直人, 井上武史, 大
林啓吾著

有斐閣 323.14/IpS

111 緊急事態条項の何が問題か
関西学院大学災害復興制
度研究所編/棟居快行 [ほ
か著]

岩波書店 323.14/KaG

112 18歳からはじめる憲法 第2版(From 18) 水島朝穂著 法律文化社 323.14/MiA
113 憲法9条とわれらが日本 : 未来世代へ手渡す(筑摩選書:0133) 大澤真幸編著 筑摩書房 323.142/OsM
114 憲法改正とは何か : アメリカ改憲史から考える(新潮選書) 阿川尚之著 新潮社 323.53/AgN
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115 商法総則・商行為法 第4版(新法学ライブラリ:13) 田邊光政著
新世社/サイエンス社
(発売)

325.1/TaM

116 株式会社のつくり方と運営 : よくわかる '16〜'17年版 佐藤善恵 [ほか] 共著 成美堂出版
325.241/KaG/'16-
'17

117 南シナ海でなにが起きているのか : 米中対立とアジア・日本(岩波ブックレット:No. 956) 山本秀也著 岩波書店 329.23/YaH
118 自由の思想史 : 市場とデモクラシーは擁護できるか(新潮選書) 猪木武徳著 新潮社 331.1/InT
119 やってみよう景気判断 : 指標でよみとく日本経済 高安雄一著 学文社 331.19/TaY

120 マクロ経済学基礎講義 第3版 浅田統一郎著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング

331/AsT

121 新ビジネス・エコノミクス 藤江昌嗣著 学文社 331/FuM

122 入門経済学 第3版 井堀利宏著
新世社/サイエンス社
(発売)

331/IhT

123 経済学概論 矢口和宏, 坂本直樹編 みらい 331/YaK
124 日本経済のポイントとしくみがよ〜くわかる本 : ポケット図解 : いまさら聞けない疑問に答える! 神樹兵輔著 秀和システム 332.1/KaH

125 日本経済入門の入門 : 中国発、世界大恐慌は本当に起きるのか 勝又壽良著
アイバス出版/サンク
チュアリ出版 (発売)

332.107/KaH

126 アベノミクス崩壊 : その原因を問う 牧野富夫編著 新日本出版社 332.107/MaT

127 大前研一日本の未来を考える6つの特別講義(good.book. 大前研一books)
大前研一監修/good.book
編集部編

masterpeace/インプレス
(発売)

332.107/OmK

128 バブル後25年の検証 竹中平蔵編著 東京書籍 332.107/TaH

129 Kansai and the Asia Pacific Economic Outlook 2015-16
ASIA PACIFIC INSTITUTE
OF RESEARCH OSAKA編

丸善プラネット
332.16/AjT/'15-
'16

130 希望の地としての新興アジア : 私たちが失ったものがそこにある 山田順著 実務教育出版 332.23/YaJ
131 戦争と経済の本質 : 「教養」として身につけておきたい 加谷珪一著 総合法令出版 333.3/KaK
132 経営学の批判力と構想力(経営学史学会年報:第23輯) 経営学史学会編 文眞堂 335.1/KeG
133 図解コンプライアンス経営 第4版 浜辺陽一郎著 東洋経済新報社 335.15/HaY

134 持続可能性経営 : ESGと企業価値との関係を考える 宮崎正浩著 現代図書/星雲社 (発売) 335.15/MiM

135 企業の真価を問うグローバル・コーポレートガバナンス 小平龍四郎著 日本経済新聞出版社 335.4/KoR

136 知的財産デューデリジェンスの実務 : M&Aを成功に導く 第3版

TMI総合法律事務所, デロ
イトトーマツファイナン
シャルアドバイザリー合
同会社編

中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

335.46/TMS

137 はじめて学ぶ独占禁止法
菅久修一編著/南雅晴 [ほ
か] 著

商事法務 335.57/SuS

138 個人事業のはじめ方がすぐわかる本 '16年版～'17年版 ヒューマン・プライム著 成美堂出版 335/HyP/'16-'17

139 ゼロイチ : トヨタとソフトバンクで鍛えた「0」から「1」を生み出す思考法 : how to make zero into one 林要著 ダイヤモンド社 336.1/HaK

140 ORIGINALS : 誰もが「人と違うこと」ができる時代 アダム・グラント著 三笠書房 336.3/GrA
141 採用学(新潮選書) 服部泰宏著 新潮社 336.42/HaY
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142
働くときのA・B・C :働く前に、これだけは知っておきたいマナー・ルール・法律 /全国労働基準関係団体連
合会企画・編集 ;日本産業カウンセラー協会編集協力 改訂増補2版(全基連のテキストシリーズ)

全国労働基準関係団体連
合会 336.49/ZeR

143 小さな会社の総務・経理がすべてわかる本 '16～'17年版
楠亜紀子, 杉田英樹, 山
口毅監修

成美堂出版 336.5/ChK/'16-'17

144 超・箇条書き : 「10倍速く、魅力的に」伝える技術 杉野幹人著 ダイヤモンド社 336.55/SuM
145 企業金融の経済理論 改訂版 辻幸民著 創成社 336.82/TsY
146 ドラッカーと会計の話をしよう(中経の文庫) 林総著 KADOKAWA 336.84/DrP/H
147 会計学の基本問題 友岡賛著 慶應義塾大学出版会 336.9/ToS
148 財務諸表の見方 第12版(日経文庫:1359) 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 336.92/NiK

149 ドラッカーを読んだら会社が変わった! : 日本企業による実践の教科書 佐藤等著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング

336/DrP/S

150 できるビジネスマンのための経営知識 夏八木康之著 文芸社 336/NaY

151 事業再生学 : 中小企業の経営管理と危機対応
杉田利雄編著/高橋章 [ほ
か] 著

シーアンドアール研究所 336/SuT

152 入門日本金融史 新版 落合功著 日本経済評論社 338.21/OcK
153 マイナス金利の真相 : 金融緩和でどうなる日本経済!? 高橋洋一著 KADOKAWA 338.3/TaY

154 通貨の未来 : 円・ドル・元
英『エコノミスト』編集
部 [編]/池村千秋訳

文藝春秋 338.97/Eco

155 図解わかる生命保険 2016-2017年版 ライフプラン研究会編著 新星出版社 339.4/RaP/'16-'17

156 テキストブック現代財政学(有斐閣ブックス:[475]) 植田和弘, 諸富徹編 有斐閣 341/UeK
157 入門財政学 : 日本の財政のしくみと理念 新版 浅羽隆史著 同友館 342.1/AsT
158 所得支援給付法 増補版(学術選書:69. 租税法・社会保障法) 木村弘之亮著 信山社 345.1/KiK
159 元国税調査官が暴くパナマ文書の正体 大村大次郎著 ビジネス社 345.1/OmO
160 税が拡げる格差と貧困 : 日本版タックスヘイブンVS庶民大増税 浦野広明著 あけび書房 345.1/UrH
161 一番やさしい地方交付税の本 稲沢克祐著 学陽書房 349.5/InK
162 メディア・コンテンツ論(「シリーズ」メディアの未来:8) 岡本健, 遠藤英樹編 ナカニシヤ出版 361.453/ShM/8
163 たった7秒で相手の心をつかむ話し方(PHP文庫:の13-1) 野口敏著 PHP研究所 361.454/NoS
164 腐女子の心理学 : 彼女たちはなぜBL(男性同性愛)を好むのか? 山岡重行著 福村出版 361.5/YaS

165 18歳からの格差論 : 日本に本当に必要なもの 井手英策著/田淵正敏[画] 東洋経済新報社 361.8/IdE

166 女も男もフィールドへ(100万人のフィールドワーカーシリーズ:12) 椎野若菜, 的場澄人編 古今書院 361.9/HyF/12
167 なぜヨーロッパで資本主義が生まれたか : 西洋と日本の歴史を問いなおす 関曠野著/三室勇聞き手 NTT出版 362.06/SeH
168 「非正規労働」を考える : 戦後労働史の視角から 小池和男著 名古屋大学出版会 366.8/KoK
169 明治維新とジェンダー : 変革期のジェンダー再構築と女性たち 長野ひろ子著 明石書店 367.21/NaH

170
子どもとメディアに関する意識調査調査結果報告書 平成27年3月(マスメディアに関するアンケート調査:平成
17年度, 平成19年度, 平成20年度, 平成21年度, 平成22年度, 平成23年度, 平成24年度, 平成26年度, 平成27
年度)

日本PTA全国協議会[編] 日本PTA全国協議会 367.6/NiP/'14
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171
子どもとメディアに関する意識調査調査結果報告書 平成28年3月(マスメディアに関するアンケート調査:平成
17年度, 平成19年度, 平成20年度, 平成21年度, 平成22年度, 平成23年度, 平成24年度, 平成26年度, 平成27
年度)

日本PTA全国協議会[編] 日本PTA全国協議会 367.6/NiP/'15

172 介護福祉士国家試験模擬問題集 2017
大阪府社会福祉協議会大
阪社会福祉研修センター
編

中央法規出版 369.079//'17

173 介護福祉士国家試験わかる!受かる!合格テキスト 2017
介護福祉士国家試験受験
対策研究会編集

中央法規出版 369.079//'17

174 社会福祉士受験ワークブック 2017 専門科目編
社会・介護福祉士受験
ワークブック編集委員会
編集

中央法規出版 369.079//'17

175 介護福祉士国家試験受験ワークブック 2017 上
介護福祉士国家試験受験
ワークブック編集委員会
編集

中央法規出版 369.079//'17

176 介護福祉士国家試験受験ワークブック 2017 下
介護福祉士国家試験受験
ワークブック編集委員会
編集

中央法規出版 369.079//'17

177 社会福祉士・精神保健福祉士受験ワークブック 2017共通科目編
社会福祉士・精神保健福
祉士受験ワークブック編
集委員会編集

中央法規出版 369.079//'17

178 ソーシャルワークとは何か : バイステックの7原則と社会福祉援助技術 武田建, 津田耕一著 誠信書房 369.16/TaK
179 生活保護手帳 2016年度版 社会福祉調査会編 共済通信社 369.2/SeH/'16

180 災害対応ハンドブック
野呂雅之, 津久井進, 山
崎栄一編

法律文化社 369.3/SaT

181 災害支援ハンドブック : 宗教者の実践とその協働
宗教者災害支援連絡会編/
蓑輪顕量 [ほか] 責任編
集

春秋社 369.3/ShS

182 サハリン残留 : 日韓ロ百年にわたる家族の物語
玄武岩, パイチャゼ・ス
ヴェトラナ著/後藤悠樹写
真

高文研 369.37/HyM

183 法廷で裁かれる沖縄戦 : 初めて問う日本軍の国家賠償責任 訴状編 瑞慶山茂編著 高文研 369.37/ZuS/1
184 法廷で裁かれる沖縄戦 : 初めて問う日本軍の国家賠償責任 被害編 瑞慶山茂編著 高文研 369.37/ZuS/2

185 実務注釈児童福祉法(実務注釈社会福祉法大系:4. 注釈現行法:1) 桑原洋子, 田村和之編
信山社出版/信山社販売
(発売)

369.4/KuY

186 保育者が学ぶ家庭支援論 第2版
植木信一編著/小野智明
[ほか] 共著

建帛社 369.4/UeS

187 The Psychoanalytic study of the child v. 69 2015

founding editors, Anna
Freud, Heinz Hartmann,
Ernst Kris/managing
editor, Albert J.
Solnit/editors, Ruth S.
Eissler, Peter B.
Neubauer, Albert J.
Solnit

Yale University Press 371.4/P2/1-69

188 児童の描画特性と認知スタイルとの関連性に関する研究 新妻悦子著 風間書房 371.45/NiE
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189 異文化間に学ぶ「ひと」の教育(異文化間教育学大系:1)
小島勝, 白土悟, 齋藤ひ
ろみ編

明石書店 371.5/IbK/1

190 文化接触における場としてのダイナミズム(異文化間教育学大系:2)
加賀美常美代, 徳井厚子,
松尾知明編

明石書店 371.5/IbK/2

191 異文化間教育のとらえ直し(異文化間教育学大系:3)
山本雅代, 馬渕仁, 塘利
枝子編

明石書店 371.5/IbK/3

192 異文化間教育のフロンティア(異文化間教育学大系:4)
佐藤郡衛, 横田雅弘, 坪
井健編

明石書店 371.5/IbK/4

193 教育の再定義(岩波講座教育 : 変革への展望:1)
小玉重夫編/佐藤学 [ほ
か] 執筆

岩波書店 372.1/IwK/1

194 社会のなかの教育(岩波講座教育 : 変革への展望:2)
志水宏吉編/広田照幸 [ほ
か] 執筆

岩波書店 372.1/IwK/2

195 変容する子どもの関係(岩波講座教育 : 変革への展望:3)
秋田喜代美編/遠藤利彦
[ほか] 執筆

岩波書店 372.1/IwK/3

196 新・教育の最新事情 : 教員免許状更新講習テキスト
千葉大学教育学部附属教
員養成開発センター編集

福村出版 372.107/ChD

197 教育に関する保護者の意識調査報告書 平成26年度 日本PTA全国協議会 [編] 日本PTA全国協議会 372.107/NiP/'14
198 教育に関する保護者の意識調査報告書 平成27年度 日本PTA全国協議会 [編] 日本PTA全国協議会 372.107/NiP/'15
199 モンスターマザー : 長野・丸子実業「いじめ自殺事件」教師たちの闘い 福田ますみ著 新潮社 374.6/FuM

200 この一冊でわかる!アクティブラーニング
小山英樹, 峯下隆志, 鈴
木建生著

PHP研究所 375.1/KoI

201 共に学ぶ : アクティブ・ラーニングの視点を生かした授業 津田正之 [ほか] 編著 東洋館出版社 375.1/ToM

202 メディア・リテラシー教育と出会う : 小学生がデジタルメディアとポップカルチャーに向き合うために
ルネ・ホッブス, デビッ
ド・クーパー・ムーア著/
上松恵理子 [ほか] 訳

弘前大学出版会 375.19/HoR

203 教師をめざす学生のための教育情報リテラシー15日間 : 教職をめざす学生必携! パート2
教育情報テキスト研究
チーム著

現代図書/星雲社 (発売) 375.19/KyJ

204 やさしく学ぶ道徳教育 : 理論と方法 金光靖樹, 佐藤光友編著 ミネルヴァ書房 375.35/KaY
205 特別の教科道徳Q&A 松本美奈 [ほか] 編 ミネルヴァ書房 375.35/ToK
206 子どもが考え,議論する問題解決型の道徳授業事例集 小学校 柳沼良太編著 図書文化社 375.35/YaR/1
207 子どもが考え,議論する問題解決型の道徳授業事例集 中学校 柳沼良太編著 図書文化社 375.35/YaR/2
208 小学校体育科指導法 矢野正, 吉井英博編著 三恵社 375.492/YaT

209 中学生のための語彙力アップシート : 思考とコミュニケーションの世界が広がる1500ワード 藤川章編著 : 川原竜介著 図書文化社 375.83/FuA

210 教育の課程・方法・評価 新版 山崎準二編著 梓出版社 375/YaJ

211 保育英語ワークブック グレードPre-1
国際子育て支援機構出版
部門編

本の泉社 376.1/KoK/P-1

212 保育学とは : 問いと成り立ち(保育学講座:1) 日本保育学会編 東京大学出版会 376.1/NiH/1
213 保育を支えるしくみ : 制度と行政(保育学講座:2) 日本保育学会編 東京大学出版会 376.1/NiH/2
214 保育のいとなみ : 子ども理解と内容・方法(保育学講座:3) 日本保育学会編 東京大学出版会 376.1/NiH/3
215 保育者を生きる : 専門性と養成(保育学講座:4) 日本保育学会編 東京大学出版会 376.1/NiH/4
216 保育を支えるネットワーク : 支援と連携(保育学講座:5) 日本保育学会編 東京大学出版会 376.1/NiH/5

217 幼児体育 : 理論と実践 : 日本幼児体育学会認定幼児体育指導員養成テキスト 第5版 初級
日本幼児体育学会編/前橋
明 [ほか] 著

大学教育出版 376.157/NiY/1
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218 高大接続改革にどう向き合うか(高等教育ライブラリ:10)
東北大学高度教養教育・
学生支援機構編

東北大学出版会 376.8/ToD

219 eラーニング・eテスティング(教育工学選書:2:1) 赤倉貴子, 柏原昭博編著 ミネルヴァ書房 377.15/AkT
220 大学の研究者が知っておきたい科研費のしくみと研究をめぐる状況 渡邊淳平著 科学新聞社 377.7/WaJ
221 親子で探す就職力で選ぶ大学 2017(AERA進学MOOK) 朝日新聞出版 377.95//'17

222 キャリアデザイン概論 4訂版
本間啓二, 金屋光彦, 山
本公子共著

雇用問題研究会 377.95/KyD

223 忘れられた日本の村 筒井功著 河出書房新社 382.1/TsI
224 装いの王朝文化(角川選書:573) 川村裕子著 KADOKAWA 383.1/KaY

225 箸はすごい
エドワード・ワン著/仙名
紀訳

柏書房 383.88/WaQ

226 江戸の色町遊女と吉原の歴史 : 江戸文化から見た吉原と遊女の生活 安藤優一郎監修 カンゼン 384.9/AnY
227 中世京都と祇園祭 : 疫神と都市の生活(読みなおす日本史) 脇田晴子著 吉川弘文館 386.162/WaH

228 よみがえるヴァンパイア : 人はなぜ吸血鬼に惹かれつづけるのか
エリック・バトラー著/松
田和也訳

青土社 388/BuE

229 陸軍士官学校事件 : 二・二六事件の原点(中公選書:023) 筒井清忠著 中央公論新社 396.21/TsK

230 孫子・三十六計(角川文庫:15490. ビギナーズ・クラシックス/中国の古典) 湯浅邦弘[著]
角川学芸出版/角川グ
ループパブリッシング
(発売)

399.23/YuK

231 江戸の科学大図鑑 河出書房新社 402.105/EdK

232 算数・数学はアートだ! : ワクワクする問題を子どもたちに
ポール・ロックハート
[著]/吉田新一郎訳

新評論 410.7/LoP

233 魅惑と驚きの「数」たち
イアン・スチュアート著/
水谷淳訳

SBクリエイティブ 412/StI

234 ぼくらは「物理」のおかげで生きている(素晴らしきサイエンス:physics) 横川淳著 実務教育出版 420/YoJ

235 ニュートリノ小さな大発見 : ノーベル物理学賞への階段(朝日選書:945)
梶田隆章, 朝日新聞科学
医療部著

朝日新聞出版 429.6/KaT

236 重力波は歌う : アインシュタイン最後の宿題に挑んだ科学者たち
ジャンナ・レヴィン著/田
沢恭子, 松井信彦訳

早川書房 441.1/LeJ

237 宇宙論 : ここまでわかった!宇宙の構造, 歴史, そして未来 増補第3版(NEWTONムック)(ニュートン別冊) ニュートンプレス 443.9/NeP

238 天変地異の科学(B&Tブックス. おもしろサイエンス) 西川有司著 日刊工業新聞社 450.98/NiY
239 人類の未来と地球科学(岩波現代全書:092) 井田喜明著 岩波書店 450/IdY

240 SWELL : a year of waves
エヴァン・スレーター著/
ピーター・タラス写真編
集/大浜千尋訳

パイインターナショナル 452.5/SlE

241 宇宙からみた生命史(ちくま新書:1203) 小林憲正著 筑摩書房 461.6/KoK

242 Annual review of biochemistry v. 85. 2016

Charles C. Richardson,
editor/Paul D. Boyer
... [et al.], associate
editors

Annual Reviews 464.05/AB1/1-85

243 オトコとオンナの生物学(PHP文庫) 池田清彦著 PHP研究所 481.35/IkK
244 働かないアリに意義がある(中経の文庫) 長谷川英祐著 KADOKAWA 481.71/HaE

9



2016年8月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

245 趣味からはじめる昆虫学 : 知られざる虫の姿を新発見! 熊沢辰徳編 オーム社 486.1/KuT

246 世界甲虫大図鑑
パトリス・ブシャー総編
集/伊藤伸子 [ほか] 訳

東京書籍 486.6/BoP

247 生老病死の医療をみつめて : 医者と宗教者が語る、その光と影(シリーズ・ともに生きる科学) 中井吉英編著 ミネルヴァ書房 490.16/NaY
248 がん手術の名医107人 : 有力医師が推薦する(文春MOOK. 文藝春秋クリニック) 文芸春秋 491.658
249 特集 : これだけは知っておきたい精神病理(精神科治療学:vol.31(6)) 星和書店 493.7/SeS
250 ニュースが面白くなるエネルギーの読み方 堀史郎, 黒沢厚志著 共立出版 501.6/HoS

251 都市環境学 第2版
都市環境学教材編集委員
会編

森北出版 518.8/ToK

252 文系のための環境科学入門 新版(有斐閣コンパクト) 藤倉良, 藤倉まなみ著 有斐閣 519/FuR
253 集合住宅 : 二〇世紀のユートピア(ちくま新書:1204) 松葉一清著 筑摩書房 527.8/MaK
254 核の世紀 : 日本原子力開発史 小路田泰直 [ほか] 編 東京堂出版 539.091/KaS

255 サイト構築・運営のための141のレシピ(NetCommons クックブック)
ネットコモンズ事業部編/
名城司著

株式会社ウィズ・ワン 547.4833/KaW

256 トコトンやさしい形状記憶合金の本(B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ) 形状記憶合金協会編著 日刊工業新聞社 563.8/KeK
257 花火の事典 新井充監修 東京堂出版 575.98/ArM

258 トコトンやさしい発酵の本 第2版(B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ)
協和発酵バイオ株式会社
編

日刊工業新聞社 588.51/KyH

259 グンゼby Aera : 明日をもっと、ここちよく(AERA MOOK. 企業研究) 朝日新聞出版 589.2/Gun
260 What is 和食 WASHOKU? : 英文対訳付 こどもくらぶ編 ミネルヴァ書房 596.21/KoK
261 みんなが知らない超優良企業 : 新しいニッポンの業界地図(講談社+α新書:728-1C) 田宮寛之 [著] 講談社 602.1/TaH
262 ペットビジネスハンドブック 2016 産経新聞メディックス 645.6/SaS/'16

263 すぐ分かるスーパーマーケットチーフの仕事ハンドブック
「食品商業」編集部編/石
川和夫 [ほか] 著

商業界 673.86/Sho

264 FTA・TPPの政治学 : 貿易自由化と安全保障・社会保障 大矢根聡, 大西裕編 有斐閣 678.3/OyS
265 制度と実態(日本古代の交通・交流・情報:1) 舘野和己, 出田和久編 吉川弘文館 682.1/TaK/1
266 旅と交易(日本古代の交通・交流・情報:2) 舘野和己, 出田和久編 吉川弘文館 682.1/TaK/2
267 遺跡と技術(日本古代の交通・交流・情報:3) 舘野和己, 出田和久編 吉川弘文館 682.1/TaK/3

268 観光マーケティング入門 新版
森下晶美編著/島川崇, 徳
江順一郎, 宮崎裕二著

同友館 689.3/MoM

269 フィクションとは何か : ごっこ遊びと芸術
ケンダル・ウォルトン著/
田村均訳

名古屋大学出版会 701.1/WaK

270 仏像を読み解く : シルクロードの仏教美術 宮治昭著 春秋社 702.098/MiA
271 大阪・住吉大社/四天王寺/大念仏寺(週刊朝日百科:通巻1139号. 日本の国宝:033) 朝日新聞社 709.163/AsS
272 一瞬と永遠と(朝日文庫:[は43-1]) 萩尾望都著 朝日新聞出版 726.101/HaM/H

273 スヌーピーのひみつA to Z(とんぼの本)
チャールズ・M・シュルツ
[ほか] 著

新潮社 726.101/ScC/S

274 中国中古の書学理論(プリミエ・コレクション:67) 成田健太郎著 京都大学学術出版会 728.22/NaK
275 日本刀の科学 : 武器としての合理性と機能美に科学で迫る(サイエンス・アイ新書:SIS-358) 臺丸谷政志著 SBクリエイティブ 756.6/DaM
276 アフリカ音楽の正体 塚田健一著 音楽之友社 762.4/TsK
277 ミュージカル史 小山内伸著 中央公論新社 775.4/OsS
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278 ゴジラ傳 : 怪獣ゴジラの文藝学(新典社選書:79) 志水義夫著 新典社 778.21/Goj/S

279 日本映画研究へのガイドブック
マーク・ノーネス, アー
ロン・ジェロー著/洞ケ瀬
真人訳

ゆまに書房 778.21/NoM

280 The Disney book : 誕生から未来までディズニーのすべて
ジム・ファニング著/小宮
山みのり訳

講談社 778.77/DiW/F

281 江戸落語図鑑 : 落語国のいとなみ 飯田泰子著 芙蓉書房出版 779.13/IiY
282 落語こぼれ話 柏木新著 本の泉社 779.13/KaS

283 どうらく息子 第15集(ビッグコミックススペシャル:Big comic original)
尾瀬あきら著/柳家三三落
語監修

小学館 779.13/OzA/D-15

284 落語九十九(つづら)旅 : 全国落語名所ガイド 田中敦著 岩波書店 779.13/TaA
285 高田文夫の大衆芸能図鑑 高田文夫著 小学館 779.9/TaF
286 高校野球の経済学 中島隆信著 東洋経済新報社 783.7/NaT

287
翻訳のレッスン : できる翻訳者になるためにプロフェッショナル4人が本気で教える(講談社パワーイング
リッシュ)

高橋さきの [ほか] 著 講談社 801.7/HoR

288 滅びゆく世界の言語小百科 ジニー・ナイシュ著 柊風舎 802/NaG
289 ことばあそびの歴史 : 日本語の迷宮への招待(河出ブックス:094) 今野真二著 河出書房新社 807.9/KoS

290 コミュニケーション能力 : 外国語教育の理論と実践 増補新版
サンドラ・サヴィニョン
著/草野ハベル清子, 佐藤
一嘉, 田中春美訳

法政大学出版局 807/SaS

291 日本語大好き : キンダイチ先生、言葉の達人に会いに行く 金田一秀穂著 文藝春秋 810.4/KiH
292 コミュニケーション・言語学 第51号 2014年(平成26年)(日本語学論説資料:第5分冊) 論説資料保存会 810.5/3/51-5
293 対照研究 第51号増刊 2014年(平成26年)(日本語学論説資料:第5分冊) 論説資料保存会 810.5/3/51-5-2
294 心ときめくオキテ破りの日本語教授法 五味政信, 石黒圭編著 くろしお出版 810.7/GoM

295 日本語教師のためのCEFR
奥村三菜子, 櫻井直子,
鈴木裕子編

くろしお出版 810.7/NiK

296 NHK日本語発音アクセント新辞典 NHK放送文化研究所編 NHK出版 811.14/NiH

297 日本語文法研究のフロンティア
庵功雄, 佐藤琢三, 中俣
尚己編

くろしお出版 815.04/NiB

298 伝わる文章の書き方 : 短時間でわかりやすく書く93のポイント 高橋廣敏著 総合法令出版 816/TaH
299 こわくてゆかいな漢字 張莉著 二玄社 821.2/DeF
300 中国語で読む我的(わたしの)ニッポン再発見! 段文凝, 江正殷著 研究社 827.5/DaB
301 中国古典散策 : 現代語訳と訓読と 田中佩刀著 明徳出版社 827.7/TaH

302 英語学 : 現代英語をより深く知るために : 世界共通語の諸相と未来
菊池清明編/谷明信 [ほ
か] 著

春風社 830.1/KiK

303 国連でも通じる世界の非ネイティブ英語術 : English from around the world 谷本真由美著 KADOKAWA 830.4/TaM

304
International handbook of English language teaching pt. 1(Springer international handbooks of
education:v. 11 [i.e. 15])

edited by Jim Cummins
and Chris Davison

Springer 830.7/CuJ/1

305
International handbook of English language teaching pt. 2(Springer international handbooks of
education:v. 11 [i.e. 15])

edited by Jim Cummins
and Chris Davison

Springer 830.7/CuJ/2

306 「国際英語論」で変わる日本の英語教育 塩澤正 [ほか] 著 くろしお出版 830.7/KoE
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307 英語に好かれるとっておきの方法 : 4技能を身につける(岩波ジュニア新書:834) 横山カズ著 岩波書店 830.7/YoK

308 TOEICテストスピーキング/ライティング総合対策
浅場眞紀子, トニー・
クック著

旺文社 830.79/AsM

309 IELTS必須英単語4400 : 英単語3300英熟語1100 林功著・監修/小玉英央著 ベレ出版 830.79/HaI

310 はじめてのTOEICテストこれだけで600点突破英単語完全生講義 [新形式問題対応] 山根和明著 ナツメ社 830.79/YaK
311 「超」入門!論理トレーニング(ちくま新書:1200) 横山雅彦著 筑摩書房 835.1/YoM

312 English complex sentences : an introduction to systemic grammar(North-Holland linguistic series:4) R.A. Hudson

North-
Holland/Distributed in
the U.S.A. by
Humanities Press

835/HuR

313 スクリプトドクターの脚本教室 中級篇 三宅隆太著 新書館 901.27/MiR/2
314 童話作家になる方法 斉藤洋著 講談社 910.268/SaH/S
315 小説家・瀬戸内寂聴 坂本満津夫著 鳥影社 910.268/SeJ/S
316 うた合わせ : 北村薫の百人一首 北村薫著 新潮社 911.16/KiK
317 絵で読む伊勢物語(古典を楽しむ) 山本登朗著 和泉書院 913.32/YaT
318 『日本霊異記』説話の地域史的研究 三舟隆之著 法藏館 913.37/Kei/M
319 御津の浜松一言抄 : 『浜松中納言物語』を最終巻から読み解く(九州大学人文学叢書:8) 辛島正雄著 九州大学出版会 913.383/KaM
320 怪談実話傑作選 弔(竹書房文庫:HO-277) 黒木あるじ著 竹書房 913.6/KuA2/K
321 サファイア(ハルキ文庫:み10-1) 湊かなえ著 角川春樹事務所 913.6/MiK/S
322 鍵のない夢を見る(文春文庫:[つ-18-3]) 辻村深月著 文藝春秋 913.6/TsM/K
323 徒然草への途 : 中世びとの心とことば 荒木浩著 勉誠出版 914.45/ArH
324 現代語裏辞典(文春文庫:[つ-1-17]) 筒井康隆著 文藝春秋 917.03/TsY/G

325 唐詩選(角川文庫:16516. ビギナーズ・クラシックス/中国の古典) 深澤一幸 [著]
角川学芸出版/角川グ
ループパブリッシング
(発売)

921.43/FuK

326 白楽天(角川文庫:16618. ビギナーズ・クラシックス/中国の古典:[B-1-12]) 下定雅弘 [著]
角川学芸出版/角川グ
ループパブリッシング
(発売)

921.43/HaK/S

327 杜甫詩注 第10冊
[杜甫原著]/吉川幸次郎著
/興膳宏編

岩波書店 921.43/ToH/Y-10

328 ロレンザッチョ(光文社古典新訳文庫:[KAミ1-1]) ミュッセ著/渡辺守章訳 光文社 952.6/MuA/R
329 ブランドのパワー : 著作権処理済(世界のブランドマーケティング:1) 丸善出版 DV675/SeB/1
330 伝統ブランドのこだわり : 著作権処理済(世界のブランドマーケティング:2) 丸善出版 DV675/SeB/2
331 ブランド革新 : 著作権処理済(世界のブランドマーケティング:3) 丸善出版 DV675/SeB/3
332 ブランドとマーケティング : 著作権処理済(世界のブランドマーケティング:4) 丸善出版 DV675/SeB/4
333 ブランドのグローバル化 : 著作権処理済(世界のブランドマーケティング:5) 丸善出版 DV675/SeB/5
334 ブランド拡張 : 著作権処理済(世界のブランドマーケティング:6) 丸善出版 DV675/SeB/6
335 ブランドの危機管理 : 著作権処理済(世界のブランドマーケティング:7) 丸善出版 DV675/SeB/7
336 ブランドの知的財産管理 : 著作権処理済(世界のブランドマーケティング:8) 丸善出版 DV675/SeB/8
337 異境の中の故郷 大川景子監督 flow films DV910/OkK
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338 あめのひのかえりみち(こどものとも:726号) 岩井真木作/五十嵐大介絵 福音館書店 E//16

339 ママのバッグ(こどものとも年少版:通巻474号) 花山かずみさく 福音館書店 E//16
340 ぎゅうにゅうパックでつくろう(かがくのとも:570号) よしだきみまろさく 福音館書店 E//16
341 縄文のムラ(絵本版おはなし日本の歴史:1) 児玉祥一文/早川和子絵 岩崎書店 K210.1/EhO/1
342 よみがえった祇園祭(絵本版おはなし日本の歴史:10) 児玉祥一文/早川和子絵 岩崎書店 K210.1/EhO/10

343 全国統一の道のり(絵本版おはなし日本の歴史:11) 上原菜穂子文/伊藤展安絵 岩崎書店 K210.1/EhO/11

344 将軍と大名(絵本版おはなし日本の歴史:12) 山崎善弘文/佐竹美保絵 岩崎書店 K210.1/EhO/12
345 キリスト教と〈鎖国〉(絵本版おはなし日本の歴史:13) 中田稔文/黒須高嶺絵 岩崎書店 K210.1/EhO/13

346 百姓・町人のくらし(絵本版おはなし日本の歴史:14) 白川重敏文/佐藤やゑ子絵 岩崎書店 K210.1/EhO/14

347 黒船がやってきた(絵本版おはなし日本の歴史:15) 矢野慎一文/金斗鉉絵 岩崎書店 K210.1/EhO/15

348 幕末ものがたり(絵本版おはなし日本の歴史:16) 鍵和田武彦文/永井秀樹絵 岩崎書店 K210.1/EhO/16

349 近代国家をつくる(絵本版おはなし日本の歴史:17) 児玉祥一文/早川和子絵 岩崎書店 K210.1/EhO/17
350 自由民権ものがたり(絵本版おはなし日本の歴史:18) 新谷桂文/奥山圭介絵 岩崎書店 K210.1/EhO/18
351 日清・日露の戦争(絵本版おはなし日本の歴史:19) 高橋俊介文/永井秀樹絵 岩崎書店 K210.1/EhO/19
352 ムラからクニへ(絵本版おはなし日本の歴史:2) 矢野慎一文/金斗鉉絵 岩崎書店 K210.1/EhO/2
353 大正デモクラシー(絵本版おはなし日本の歴史:20) 加藤将文/石井勉絵 岩崎書店 K210.1/EhO/20
354 昭和の戦争(絵本版おはなし日本の歴史:21) 奥山研司文/伊藤展安絵 岩崎書店 K210.1/EhO/21
355 アジア太平洋戦争(絵本版おはなし日本の歴史:22) 矢野慎一文/金斗鉉絵 岩崎書店 K210.1/EhO/22
356 日本国憲法の誕生(絵本版おはなし日本の歴史:23) 奥野浩之文/黒須高嶺絵 岩崎書店 K210.1/EhO/23

357 日本の復興と成長(絵本版おはなし日本の歴史:24) 生田幸士文/佐藤やゑ子絵 岩崎書店 K210.1/EhO/24

358 巨大古墳をつくる(絵本版おはなし日本の歴史:3) 須藤智夫文/落合照世絵 岩崎書店 K210.1/EhO/3
359 聖徳太子の国づくり(絵本版おはなし日本の歴史:4) 鍵和田武彦文/石井勉絵 岩崎書店 K210.1/EhO/4
360 行基と大仏(絵本版おはなし日本の歴史:5) 西戸山学文/黒須高嶺絵 岩崎書店 K210.1/EhO/5

361 鑑真、海をわたる(絵本版おはなし日本の歴史:6) 上原菜穂子文/伊藤展安絵 岩崎書店 K210.1/EhO/6

362 平安京ものがたり(絵本版おはなし日本の歴史:7) 長島一浩文/佐藤やゑ子絵 岩崎書店 K210.1/EhO/7

363 武士の登場(絵本版おはなし日本の歴史:8) 渡辺研悟文/永井秀樹絵 岩崎書店 K210.1/EhO/8
364 鎌倉幕府と元寇(絵本版おはなし日本の歴史:9) 風間洋文/石井勉絵 岩崎書店 K210.1/EhO/9
365 大村智ものがたり : 苦しい道こそ楽しい人生 馬場錬成著 毎日新聞出版 K289.1/OmS/B
366 感じる「時間」 : 生き物のからだと時間(ふしぎ?ふしぎ!〈時間〉ものしり大百科:3) ミネルヴァ書房 K421/FuK/3
367 四天王寺と河内の古寺(日本古寺美術全集:第7巻) 永井信一編集担当 集英社 L702.17/Shi/N

368 扇面法華経の研究 本文
秋山光和, 柳澤孝, 鈴木
敬三共著

鹿島研究所出版会 L702.17/Shi/S-1

369 扇面法華経の研究 図版
秋山光和, 柳澤孝, 鈴木
敬三共著

鹿島研究所出版会 L702.17/Shi/S-2

370 エリュトラー海案内記 2(東洋文庫:870, 874) 蔀勇造訳註 平凡社 ト299.4/ShY/2
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書名 著者名 出版者 請求記号

371 ドッグトレーナー・犬の訓練士になるには(なるにはBooks:91) 井上こみち著 ぺりかん社 就職/資格
372 會社四季報 2016年3集:夏号 東洋經濟新報社 就職/資格/'16
373 就活必修!1週間でできる自己分析 : エントリーシート・面接で失敗しない方法 2018 坪田まり子著 さくら舎 就職/資格/'18

374 要点マスター!一般常識&時事 ['18]
日本キャリアサポートセ
ンター問題作成 : マイナ
ビ編集部編

毎日コミュニケーション
ズ

就職/資格/'18

375 SPI : 要点マスター! [2018年度版] マイナビ編集部編
毎日コミュニケーション
ズ

就職/資格/'18

376 就活マナー : 要点マスター! [2018] 美土路雅子著
毎日コミュニケーション
ズ

就職/資格/'18

377 面接&エントリーシート : 要点マスター! ['18] 才木弓加著
毎日コミュニケーション
ズ

就職/資格/'18

378 女子学生のための最強の就職面接 '18年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'18
379 事務職・一般職SPI3の完全対策 2018年度版(就活ネットワークの就職試験完全対策:5) 就活ネットワーク編 実務教育出版 就職/資格/'18
380 「1日10分」から始めるSPI基本問題集 ['18年版] 柳本新二著 大和書房 就職/資格/'18
381 採用側のプロが書いた就職面接完全対策集 ['18年版] 菊池一志著 大和書房 就職/資格/'18
382 就活ノートの作り方 [2018年度版](内定獲得のメソッド) 才木弓加著 マイナビ 就職/資格/'18
383 「玉手箱シリーズ」完全対策 2018年度版(就活ネットワークの就職試験完全対策:2. Webテスト:1) 就活ネットワーク編 実務教育出版 就職/資格/'18

384
「TG-WEB・Web-CAB・WEBテスティングサービス」完全対策 2018年度版(就活ネットワークの就職試験完全対
策:3. Webテスト:2)

就活ネットワーク編 実務教育出版 就職/資格/'18

385 SPI3&テストセンター出るとこだけ!完全対策 2018年度版(就活ネットワークの就職試験完全対策:1) 就活ネットワーク編 実務教育出版 就職/資格/'18
386 CAB・GAB完全対策 2018年度版(就活ネットワークの就職試験完全対策:4) 就活ネットワーク編 実務教育出版 就職/資格/'18

14


