
2016年10月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 「百学連環」を読む 山本貴光著 三省堂 002/NiA/Y
2 人工知能と経済の未来 : 2030年雇用大崩壊(文春新書:1091) 井上智洋著 文藝春秋 007.13/InT
3 人工知能はなぜ未来を変えるのか(中経の文庫) 松尾豊, 塩野誠著 KADOKAWA 007.13/MaY

4 わかるエクセル・ワード・パワーポイントこれ1冊
コスモメディ, わかる
編集部執筆

学研プラス 007.63

5 エクセル&ワード&パワポ ビジネス書類テンプレート(TJ mook) 宝島社 007.63

6
1時間でわかるワードの操作 : 仕事の現場はこれで充分! : "新感覚"のパソコン実用書(スピードマス
ター)

リブロワークス著 技術評論社 007.63/Wor

7 わかる!使える!Windows10乗り換えガイド(日経BPパソコンベストムック)
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

007.634

8 今さら聞けないPhotoshop 駒形文隆著 秀和システム 007.642/Pho/K
9 白熱!「中学読書プロジェクト」 : 集団で正解のない問いについて考える1か月 赤荻千恵子編著 学事出版 019.2/AkC

10 ブックトークのきほん : 21の事例つき(TCLブックレット) 東京子ども図書館編集 東京子ども図書館 019.2/ToK

11 私が選ぶ絵本100 : 絵本を愛する個性的な10人がセレクト(momo book)
マイルスタッフ/イン
プレス (発売)

019.53/MaS

12 読書脳 : ぼくの深読み300冊の記録(文春文庫:[た-5-24]) 立花隆著 文芸春秋 019.9/TaT
13 前に進むための読書論 : 東大首席弁護士の本棚(光文社新書:832) 山口真由著 光文社 019/YaM

14 中嶋嶺雄著作選集
桜美林大学北東アジア
総合研究所

081.6/NaM/

15 げんきな日本論(講談社現代新書:2391)
橋爪大三郎, 大澤真幸
著

講談社 081/16/2391

16 現代美術コレクター(講談社現代新書:2393) 高橋龍太郎著 講談社 081/16/2393
17 井伊直虎 : 女領主・山の民・悪党(講談社現代新書:2394) 夏目琢史著 講談社 081/16/2394
18 不要なクスリ無用な手術 : 医療費の8割は無駄である(講談社現代新書:2395) 富家孝著 講談社 081/16/2395
19 水惑星の誕生(中公新書:2398. 地球の歴史:上) 鎌田浩毅著 中央公論新社 081/17/2398
20 生命の登場(中公新書:2399. 地球の歴史:中) 鎌田浩毅著 中央公論新社 081/17/2399
21 人類の台頭(中公新書:2400. 地球の歴史:下) 鎌田浩毅著 中央公論新社 081/17/2400
22 応仁の乱 : 戦国時代を生んだ大乱(中公新書:2401) 呉座勇一著 中央公論新社 081/17/2401
23 現代日本外交史 : 冷戦後の模索、首相たちの決断(中公新書:2402) 宮城大蔵著 中央公論新社 081/17/2402

24 地図と愉しむ東京歴史散歩 : カラー版 地下の秘密篇(中公新書:2129, 2170, 2227, 2346, 2403) 竹内正浩著 中央公論新社 081/17/2403

25 ラテンアメリカ文学入門 : ボルヘス、ガルシア・マルケスから新世代の旗手まで(中公新書:2404) 寺尾隆吉著 中央公論新社 081/17/2404

26 欧州複合危機 : 苦悶するEU、揺れる世界(中公新書:2405) 遠藤乾著 中央公論新社 081/17/2405
27 向かい風で飛べ!(中公文庫:い124-1) 乾ルカ著 中央公論新社 081/18/い124-1
28 食事の文明論(中公文庫:い14-2) 石毛直道著 中央公論新社 081/18/い14-2
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29 切支丹の里 改版(中公文庫:え10-8) 遠藤周作著 中央公論新社 081/18/え10-8
30 夢も定かに(中公文庫:さ74-1) 沢田瞳子著 中央公論新社 081/18/さ74-1
31 汽車旅放浪記(中公文庫:せ9-2) 関川夏央著 中央公論新社 081/18/せ9-2
32 Sの継承 上(中公文庫:と25-38, と25-39) 堂場瞬一著 中央公論新社 081/18/と25-38
33 Sの継承 下(中公文庫:と25-38, と25-39) 堂場瞬一著 中央公論新社 081/18/と25-39
34 三日月の花 : 渡り奉公人渡辺勘兵衛(中公文庫:な65-5) 中路啓太著 中央公論新社 081/18/な65-5
35 瓜子姫の艶文(中公文庫:は38-2) 坂東真砂子著 中央公論新社 081/18/は38-2
36 小説読本(中公文庫:み9-11) 三島由紀夫著 中央公論新社 081/18/み9-11
37 金沢の不思議(中公文庫:む11-5) 村松友視著 中央公論新社 081/18/む11-5

38 杜甫全詩訳注 4(講談社学術文庫:[2333]-[2336])
[杜甫著]/下定雅弘, 松
原朗編

講談社 081/2/2336

39 人間の由来 下(講談社学術文庫:[2370-2371])
チャールズ・ダーウィ
ン [著]/長谷川眞理子
訳

講談社 081/2/2371

40 エスの系譜 : 沈黙の西洋思想史(講談社学術文庫:[2385]) 互盛央 [著] 講談社 081/2/2385

41 通商国家カルタゴ(講談社学術文庫:[2387]. 興亡の世界史)
栗田伸子, 佐藤育子
[著]

講談社 081/2/2387

42 風と雲のことば辞典(講談社学術文庫:[2391])
岡田憲治, 原田稔, 宇
田川眞人執筆

講談社 081/2/2391

43 「日本」 : 国号の由来と歴史(講談社学術文庫:[2392]) 神野志隆光 [著] 講談社 081/2/2392

44 われらが背きし者(岩波現代文庫:文芸:281)
ジョン・ル・カレ
[著]/上岡伸雄, 上杉隼
人訳

岩波書店 081/22/B281

45 児童文学論(岩波現代文庫:文芸:282)
リリアン・H.スミス
[著]/石井桃子, 瀬田貞
二, 渡辺茂男訳

岩波書店 081/22/B282

46 神話と日本人の心(岩波現代文庫:学術:346. 「物語と日本人の心」コレクション:3) 河合隼雄著/河合俊雄編 岩波書店 081/22/G346

47 戦国と宗教(岩波新書:新赤版 1619) 神田千里著 岩波書店 081/6-4/1619
48 日本の一文30選(岩波新書:新赤版 1620) 中村明著 岩波書店 081/6-4/1620
49 ルポ貧困女子(岩波新書:新赤版 1621) 飯島裕子著 岩波書店 081/6-4/1621
50 ギリシア詞華集 3(西洋古典叢書) 沓掛良彦訳 京都大学学術出版会 089.1/1/34-3

51 覚えておきたい人と思想100人 : 世界の思想家ガイドブック スマート版
本間康司絵と文/越田年
彦執筆・監修

清水書院 102.8/HoK

52 「正しい」を分析する(岩波現代全書:095) 八木沢敬著 岩波書店 116.3/YaT

53 天平に華咲く「古典文化」(MINERVA歴史・文化ライブラリー:31. 「やまとごころ」とは何か:続) 田中英道著 ミネルヴァ書房 121.04/TaH/Y-2

54 平田篤胤 : 交響する死者・生者・神々(平凡社新書:819) 吉田麻子著 平凡社 121.52/HiA/Y
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55 松陰の本棚 : 幕末志士たちの読書ネットワーク(歴史文化ライブラリー:437) 桐原健真著 吉川弘文館 121.59/YoS/K
56 超入門「中国思想」(だいわ文庫:330-1B) 湯浅邦弘著 大和書房 122/YuK
57 実践・論語塾 : 己を高める、人を育てる 安岡定子著 ポプラ社 123.83/YaS

58 この人を見よ(光文社古典新訳文庫:[KBニ1-5]) ニーチェ著/丘沢静也訳 光文社 134.94/NiF

59 高校生に知ってほしい心理学 : どう役立つ?どう活かせる? 宮本聡介, 伊藤拓編著 学文社 140/MiS

60 ものの見方、考え方 : 発信型思考力を養う(PHP文庫:[と7-14]) 外山滋比古著 PHP研究所 141.5/ToS

61 世界における日本のユング心理学(ユング心理学研究:第8巻) 日本ユング心理学会編 創元社 145.9/NiY/8

62 精神分析的心理療法を学ぶ : 発達理論の観点から
ガートルード・ブラン
ク著/篠原道夫, 岡元彩
子他訳

金剛出版 146.8/BlG

63 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2016-5]
edited by Marc
Gaborieau ... [et
al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'16-5

64 イスラーム信仰概論 水谷周著 明石書店 167.1/MiM

65 イスラームについてQ&A
ファドルッラー・チャ
ン・中道著

創英社 : 三省堂書店 167/NaF

66 となりのイスラム : 世界の3人に1人がイスラム教徒になる時代 内藤正典著 ミシマ社 167/NaM
67 神仏関係考 : 古代・中世・近世・近現代(鎮守の杜ブックレット:1) 加瀬直弥 [ほか] 著 神社新報社 172/ShK
68 超カンタン英語で仏教がよくわかる(扶桑社新書:214) 大來尚順著 扶桑社 180.4/OgN

69 ダライ・ラマ子どもと語る
クラウディア・リンケ
著/森内薫, 中野真紀訳

春秋社 180.9/DaL/R

70 仏教と気づき : 「悟り」がわかるオムニバス仏教講座
ケネス田中編著 : 西本
照真 [ほか著]

武蔵野大学出版会 180/TaK

71 日本化する法華経(アジア遊学:202) 浅田徹編 勉誠出版 183.3/Hok/A
72 よくわかる曹洞宗 : 重要経典付き 初版(角川文庫:19887) 瓜生中 [著] KADOKAWA 188.8/UrN
73 カトリック入門 : 日本文化からのアプローチ(ちくま新書:1215) 稲垣良典著 筑摩書房 198.2/InR
74 日本人が知らない最先端の「世界史」 福井義高著 祥伝社 209.7/FuY
75 歴史が面白くなる東大のディープな日本史 近世・近代編(中経の文庫:C29あ) 相澤理著 KADOKAWA 210.04/AiO/2
76 文学で読む日本の歴史 中世社会篇 五味文彦著 山川出版社 210.1/GoF/2
77 樹木と暮らす古代人 : 木製品が語る弥生・古墳時代(歴史文化ライブラリー:434) 樋上昇著 吉川弘文館 210.27/HiN

78 纒向発見と邪馬台国の全貌 : 卑弥呼と三角縁神獣鏡(発見・検証日本の古代:1)
古代史シンポジウム
「発見・検証日本の古
代」編集委員会編

角川文化振興財団
/KADOKAWA (発売)

210.3/HaK/1

3



2016年10月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

79 飛鳥むかしむかし 飛鳥誕生編(朝日選書:949-950)
奈良文化財研究所編/早
川和子絵

朝日新聞出版 210.33/NaB/1

80 ここまでわかった飛鳥・藤原京 : 倭国から日本へ 豊島直博, 木下正史編 吉川弘文館 210.33/ToN

81 東寺百合文書 12 京都府立総合資料館編 思文閣出版 210.4/KyG/T-12

82 頼朝と街道 : 鎌倉政権の東国支配(歴史文化ライブラリー:435) 木村茂光著 吉川弘文館 210.42/KiS
83 長崎奉行の歴史 : 苦悩する官僚エリート(角川選書:574) 木村直樹著 KADOKAWA 210.5/KiN
84 日本の生きる道 : 米中日の歴史を三点測量で考える 平川祐弘著 飛鳥新社 210.6/HiS
85 それでも、日本人は「戦争」を選んだ(新潮文庫:10548, か-77-1) 加藤陽子著 新潮社 210.6/KaY
86 5つの戦争から読みとく日本近現代史 : 日本人として知っておきたい100年の歩み 山崎雅弘著 ダイヤモンド社 210.6/YaM
87 日本海海戦の真実(読みなおす日本史) 野村實著 吉川弘文館 210.67/NoM

88 国際的視野のなかのハルハ河・ノモンハン戦争 増補版 ボルジギン・フスレ編 三元社 210.7/BoH

89 戦争まで : 歴史を決めた交渉と日本の失敗 加藤陽子著 朝日出版社 210.7/KaY

90 伝説の英国人記者が見た日本の戦争・占領・復興1935-1965
ヘッセル・ティルトマ
ン著/加瀬英明訳

祥伝社 210.7/TiH

91 昭和時代 一九八〇年代
読売新聞昭和時代プロ
ジェクト著

中央公論新社 210.7/YoS/5

92 「聖戦」と日本人 : 戦争世代が直面した断末魔の日々 一本松幹雄著 明石書店 210.75/IpM
93 沖縄戦・最後の証言 : おじい・おばあが米軍基地建設に抵抗する理由 森住卓著 新日本出版社 210.75/MoT
94 特攻なぜ拡大したのか 大島隆之著 幻冬舎 210.75/OsT

95 シベリア抑留 : 絵画が記録した命と尊厳
勇崎作衛絵/石黒謙吾構
成

彩流社 210.75/YuS

96 出雲国誕生(歴史文化ライブラリー:436) 大橋泰夫著 吉川弘文館 217.3/OhY

97 古代文明の誕生と展開 : 先史・夏殷周-春秋戦国 下(中国の文明 : 北京大学版:1-2)
袁行霈 [ほか] 原著主
編/角道亮介訳

潮出版社 222.01/ChB/2

98 逆転の大中国史 : ユーラシアの視点から 楊海英著 文芸春秋 222.01/YaK
99 中東戦争全史 新版(朝日文庫:[や40-1]) 山崎雅弘著 朝日新聞出版 227.9/YaM
100 『ベルサイユのばら』で読み解くフランス革命(ベスト新書:523) 池田理代子著 ベストセラーズ 235.06/IkR
101 後三条天皇 : 中世の基礎を築いた君主(日本史リブレット人:021) 美川圭著 山川出版社 288.41/Gos2/M
102 検証天皇陵 外池昇著 山川出版社 288.46/ToN
103 戦国武将「旗指物」大鑑 増補・新版 加藤鉄雄著 えにし書房 288.9/KaT
104 北一輝と萩原朔太郎 : 「近代日本」に対する異議申し立て者 芝正身著 御茶の水書房 289.1/KiI2/S
105 三好長慶河内飯盛城より天下を制す 天野忠幸, 高橋恵著 風媒社 289.1/MiN/A
106 ディズニーを目指した男大川博 : 忘れられた創業者 津堅信之著 日本評論社 289.1/OkH/T

107 秀吉の虚像と実像
堀新, 井上泰至編/湯浅
佳子 [ほか] 執筆

笠間書院 289.1/ToH/H
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108 ヒラリーの野望 : その半生から政策まで(ちくま新書:1211) 三輪裕範著 筑摩書房 289.3/ClH/M

109 日本1852 : ペリー遠征計画の基礎資料(草思社文庫)
チャールズ・マック
ファーレン著/渡辺惣樹
訳

草思社 291/MaC

110 イギリス・ヘリテッジ文化を歩く : 歴史・伝承・世界遺産の旅
宮北惠子, 平林美都子
著

彩流社 293.3/MiK

111
日本人なら知っておきたい「実はみんな知らない日本」(池上彰のニュースそうだったのか!! : いまさら
聞けないきほんの教養:1)

池上彰, 「池上彰の
ニュースそうだったの
か!!」スタッフ著

SBクリエイティブ 304/IkA/1

112
いまさら聞けない「イスラム世界」のきほん : 知っておきたい大人の知識(池上彰のニュースそうだった
のか!! : いまさら聞けないきほんの教養:2)

池上彰, 「池上彰の
ニュースそうだったの
か!!」スタッフ著

SBクリエイティブ 304/IkA/2

113
これくらい知っておきたい「戦争」の基礎知識 : もっておくべき大人の見識(池上彰のニュースそうだっ
たのか!! : いまさら聞けないきほんの教養:3)

池上彰, 「池上彰の
ニュースそうだったの
か!!」スタッフ著

SBクリエイティブ 304/IkA/3

114 日の沈む国から : 政治・社会論集 加藤典洋著 岩波書店 304/KaN

115 日本人のための怒りかた講座(ちくま文庫:[ま33-4])
パオロ・マッツァリー
ノ著

筑摩書房 304/MaP

116 言ってはいけない : 残酷すぎる真実(新潮新書:663) 橘玲著 新潮社 304/TaA
117 「天皇」から「民主主義」まで(政治概念の歴史的展開:第9巻) 米原謙編著 晃洋書房 311.2/KoK/S-9

118 民主主義の内なる敵
ツヴェタン・トドロフ
[著]/大谷尚文訳

みすず書房 311.7/ToT

119 徹底解説!アメリカ : 波乱続きの大統領選挙(ポプラ新書:100) 池上彰, 増田ユリヤ著 ポプラ社 312.53/IkA

120 大間違いのアメリカ合衆国 倉山満著 ベストセラーズ 312.53/KuM

121 完全対訳トランプ・ヒラリー・クルーズ・サンダース演説集 : 何が勝負を決したのか?(星海社新書:88) 西森マリー著・訳 星海社/講談社 (発売) 312.53/NiM

122 覚えておきたい総理の顔 : 歴代総理のガイドブック スマート版 本間康司著 清水書院 312.8/HoK

123
図解でよくわかる地政学のきほん : 新聞・テレビではわからない国際情勢、世界の歴史、グローバリズム
がすっきり見えてくる

荒巻豊志監修 誠文堂新光社 312.9/ArT

124 人権教育及び人権啓発施策 平成28年度(人権教育・啓発白書:平成17年版-平成28年版) 法務省, 文部科学省編 国立印刷局 316.1/Hom/'16

125 SNS時代の写真ルールとマナー(朝日新書:572) 日本写真家協会編 朝日新聞出版 316.1/NiS
126 地域文化が若者を育てる : 民俗・芸能・食文化のまちづくり(シリーズ田園回帰:7) 佐藤一子著 農山漁村文化協会 318.6/ShD/7
127 歴史問題の正解(新潮新書:682) 有馬哲夫著 新潮社 319.1/ArT

128 尖閣諸島(釣魚島)問題はどう論じられてきたか : 日中国交正常化・平和友好条約交渉過程の検証 倪志敏[著]
アジェンダ・プロジェ
クト/星雲社 (発売)

319.1022/GeS
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129 尖閣諸島をめぐる「誤解」を解く : 国会答弁にみる政府見解の検証 笘米地真理著 日本僑報社 (発売) 319.1022/ToM
130 ドキュメント北方領土問題の内幕 : クレムリン・東京・ワシントン(筑摩選書:0135) 若宮啓文著 筑摩書房 319.1038/WaY
131 「核なき世界」の終着点 : オバマ対日外交の深層 吉野直也著 日本経済新聞出版社 319.5301/ObB/Y
132 戦争とは何だろうか(ちくまプリマー新書:258) 西谷修著 筑摩書房 319.8/NiO
133 ヒロシマに来た大統領 : 「核の現実」とオバマの理想 朝日新聞取材班著 筑摩書房 319.8/ObB/A
134 「国家」の逆襲 : グローバリズム終焉に向かう世界(祥伝社新書:474) 藤井厳喜 [著] 祥伝社 319/FuG
135 子どもと法 丹羽徹編 法律文化社 320.4/NiT
136 高校生からの法学入門 中央大学法学部編 中央大学出版部 321/ChD
137 日本人に「憲法」は要らない(ベスト新書:529) 西村幸祐著 ベストセラーズ 323.1/NiK
138 「憲法上の権利」の作法 第3版 小山剛著 尚学社 323.143/KoG
139 行政法のエッセンス 第1次改訂版 櫻井敬子著 学陽書房 323.9/SaK
140 秘密解除ロッキード事件 : 田中角栄はなぜアメリカに嫌われたのか 奥山俊宏著 岩波書店 326.21/TaK/O
141 裁判の心調停のこころ 川口冨男著 法曹会 327.04/KaT
142 ケインズ : 新装版(Century books. 人と思想:93) 浅野栄一著 清水書院 331.74/KeJ/A

143 格差と再分配 : 20世紀フランスの資本
トマ・ピケティ著/山本
知子 [ほか] 訳

早川書房 331.82/PiT

144 見えざる手をこえて : 新しい経済学のために(叢書「制度を考える」)
カウシック・バスー著/
栗林寛幸訳

NTT出版 331/BaK

145 コンテンポラリーマクロ経済学
小淵洋一, 大水善寛編
著/江良亮 [ほか] 著

中央経済社/中央経済
グループパブリッシン
グ (発売)

331/ObY

146 現代資本主義の経済理論
飯田和人, 高橋聡, 高
橋輝好著

日本経済評論社 332.06/GeS

147 入門現代日本の経済政策 岡田知弘, 岩佐和幸編 法律文化社 332.107/OkT

148 英EU離脱どう変わる日本と世界 : 経済学が教えるほんとうの勝者と敗者 安達誠司著 KADOKAWA 333.6/AdS

149 英国EU離脱の本当の理由!?いよいよドイツ発金融恐慌が始まる! : 恐慌はすでに始まっている! 松藤民輔, 中島孝志著 ゴマブックス 333.6/MaT

150 欧州壊滅世界急変 : 「英EU離脱」で始まる金融大破局の連鎖 渡邉哲也著 徳間書店 333.6/WaT

151 ポスト人口転換期の日本(人口学ライブラリー:17)
佐藤龍三郎, 金子隆一
編著

原書房 334.31/SaR

152 喰い尽くされるアフリカ : 欧米の資源略奪システムを中国が乗っ取る日
トム・バージェス著/山
田美明訳

集英社 334.7/BuT

153 論語と算盤 上(いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ:13) 渋沢栄一著/奥野宣之訳 致知出版社 335.15/ShE/1

154 論語と算盤 下(いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ:13) 渋沢栄一著/奥野宣之訳 致知出版社 335.15/ShE/2

155 地域社会に果たす中小企業の役割 : 課題と展望(日本中小企業学会論集:35) 日本中小企業学会編 同友館 335.35/NiC
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156 図解要説中小企業白書を読む 2016年度対応版
東洋大学経済学部・白
書研究会編

同友館 335.35/ToD/'16

157 新規開業白書 2016年版
国民金融公庫総合研究
所編

中小企業リサーチセン
ター

335.5/NiS/'16

158 ビジネス実務法務検定試験3級公式テキスト 新版 2016年度版 東京商工会議所編
東京商工会議所経営支
援事業部検定センター
/中央経済社 (発売)

336.079//'16

159 20代から身につけたい論理的な考え方(中経の文庫:[B17]) 西村克己著 KADOKAWA 336.2/NiK

160 図解&事例で学ぶプレゼンの教科書
西脇資哲, カデナクリ
エイト著

マイナビ出版 336.49/NiM

161 よくわかる自信がつくビジネス文書
富士通エフ・オー・エ
ム株式会社著作/制作

FOM出版 336.55/FuE

162 会計全書 平成28年度 会計法規編 中央経済社編 中央経済社 336.9/ChK/'16-1
163 会計全書 平成28年度 会社税務法規編 中央経済社編 中央経済社 336.9/ChK/'16-2
164 会計全書 平成28年度 個人税務法規編 中央経済社編 中央経済社 336.9/ChK/'16-3
165 日商簿記3級集中合格講座 第2版(ヒラノ簿記学校の"書籍講座":vol.1) 平野明日香著 あさ出版 336.91//['16]

166 驚異の合格率88%「日商簿記3級合格塾」 改訂版 後藤充男著
セルバ出版/創英社 :
三省堂書店 (発売)

336.91//['16]

167 厳選簿記3級問題集〈徹底分析〉 改訂版 くまたか優著 創成社 336.91//['16]

168 合格するための過去問題集日商簿記1級 '16年11月検定対策(よくわかる簿記シリーズ) TAC簿記検定講座編著
TAC株式会社出版事業
部

336.91//'16

169 合格するための過去問題集日商簿記2級 '16年11月検定対策(よくわかる簿記シリーズ) TAC簿記検定講座編著
TAC株式会社出版事業
部

336.91//'16

170 合格するための過去問題集日商簿記3級 '16年11月検定対策(よくわかる簿記シリーズ) TAC簿記検定講座編著
TAC株式会社出版事業
部

336.91//'16

171 物価指数年報 2016年
日本銀行調査統計局
[編]

日本銀行/日本信用調
査株式会社出版部 (発
売)

337.85/NiG/'16

172 資本主義の限界 木下栄蔵著 扶桑社 337.9/KiE

173 パーフェクトFP技能士3級対策問題集 '16-'17年版 学科編
きんざいFPセンターFP
技能検定研究会編著

きんざい 338.079//'16-'17

174 パーフェクトFP技能士3級対策問題集 '16-'17年版 実技編 個人資産相談業務
きんざいFPセンターFP
技能検定研究会編著

きんざい 338.079//'16-'17
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175 パーフェクトFP技能士3級対策問題集 '16-'17年版 実技編 保険顧客資産相談業務
きんざいFPセンターFP
技能検定研究会編著

きんざい 338.079//'16-'17

176 パーフェクトFP技能士2級対策問題集 '16-'17年版 実技編 資産設計提案業務
きんざいFPセンターFP
技能検定研究会編著

きんざい 338.079//'16-'17

177 パーフェクトFP技能士2級対策問題集 '16-'17年版 学科編
きんざいFPセンターFP
技能検定研究会編著

きんざい 338.079//'16-'17

178 パーフェクトFP技能士2級対策問題集 '16-'17年版 実技編 個人資産相談業務
きんざいFPセンターFP
技能検定研究会編著

きんざい 338.079//'16-'17

179 パーフェクトFP技能士2級対策問題集 '16-'17年版 実技編 中小事業主資産相談業務
きんざいFPセンターFP
技能検定研究会編著

きんざい 338.079//'16-'17

180 パーフェクトFP技能士2級対策問題集 '16-'17年版 実技編 生保・損保顧客資産相談業務
きんざいFPセンターFP
技能検定研究会編著

きんざい 338.079//'16-'17

181 FP2級集中合格講座 2016～2017年版(伊藤FP予備校の"書籍講座":vol.2) 伊藤亮太著 あさ出版 338.079//'16-'17

182 マイナス金利政策 : 3次元金融緩和の効果と限界
岩田一政, 左三川郁子,
日本経済研究センター
編著

日本経済新聞出版社 338.3/MaK

183 超金融緩和からの脱却 白井さゆり著 日本経済新聞出版社 338.3/ShS

184 税務六法 平成28年版 法令編1 日本税理士会連合会編 帝国地方行政学会 345.1/NiZ/H-1

185 税務六法 平成28年版 法令編2 日本税理士会連合会編 帝国地方行政学会 345.1/NiZ/H-2

186 実務税法六法 : 法令 平成28年版 1 新日本法規出版 345.12/ShH/'16-1

187 実務税法六法 : 通達 平成28年版 1 新日本法規出版 345.12/ShH/'16-1

188 実務税法六法 : 法令 平成28年版 2 新日本法規出版 345.12/ShH/'16-2

189 実務税法六法 : 通達 平成28年版 2 新日本法規出版 345.12/ShH/'16-2

190 実務税法六法 : 法令 平成28年版 3 新日本法規出版 345.12/ShH/'16-3
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191 関西人の正体(朝日文庫) 井上章一著 朝日新聞出版 361.42/InS
192 対話で育む多文化共生入門 : ちがいを楽しみ、ともに生きる社会をめざして 倉八順子著 明石書店 361.45/KuJ
193 メディアの卒論 : テーマ・方法・実際 第2版 藤田真文編著 ミネルヴァ書房 361.453/FuM
194 日本会議の正体(平凡社新書:818) 青木理著 平凡社 361.65/NiK/A
195 日本会議 : 戦前回帰への情念(集英社新書:0842A) 山崎雅弘著 集英社 361.65/NiK/Y

196 社会学の考え方 第2版(ちくま学芸文庫:[ハ-35-2])
ジグムント・バウマン,
ティム・メイ著/奥井智
之訳

筑摩書房 361/BaZ

197 軍艦島に耳を澄ませば : 端島に強制連行された朝鮮人・中国人の記録 増補改訂版
長崎在日朝鮮人の人権
を守る会著

社会評論社 366.8/NaZ

198 貧困女子のリアル(小学館新書:263) 沢木文著 小学館 367.21/SaA
199 両親の送り方 : 死にゆく親とどうつきあうか 宮子あずさ著 さくら舎 367.3/MiA

200 現代若者の幸福 : 不安感社会を生きる
藤村正之, 浅野智彦,
羽渕一代編

恒星社厚生閣 367.68/GeW

201 キッド : 僕と彼氏はいかにして赤ちゃんを授かったか
ダン・サヴェージ
[著]/大沢章子訳

みすず書房 367.97/SaD

202 貧困とセックス(イースト新書:072) 中村淳彦, 鈴木大介著 イースト・プレス 368.2/NaA

203 からゆきさん : 異国に売られた少女たち(朝日文庫:[も1-4]) 森崎和江著 朝日新聞出版 368.4/MoK
204 出会い系のシングルマザーたち : 欲望と貧困のはざまで 鈴木大介著 朝日新聞出版 368.4/SuD

205 速習一問一答介護福祉士国試対策 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

206 確実に合格する介護福祉士ワークブック 2017
ミネルヴァ書房ワーク
ブック編集委員会編

ミネルヴァ書房 369.079//'17

207 社会福祉士過去問完全解説チェック&マスター 2017 東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク/七賢出版 (発売)

369.079//'17

208 善活のすすめ(Parade books) 大森善郎著
パレード/星雲社 (発
売)

369.14/OmY

209
これがソーシャルワークという仕事です : 尊厳を守り,支え合いの仕組みを創る : 自分の将来を考えてい
る"あなた"へ

中村剛編 みらい 369.16/NaT

210 ソーシャルワーカーのジリツ : 自立・自律・而立したワーカーを目指すソーシャルワーク実践 木下大生 [ほか] 著 生活書院 369.17/SoW
211 夫婦・家族で考える老後の住まいとお金(文春MOOK) 文藝春秋 369.26
212 鼻めがねという暴力 : どうすれば認知症の人への虐待を止められるか 林田俊弘著 harunosora 369.26/HaT
213 ことばのバリアフリー : 情報保障とコミュニケーションの障害学 あべ・やすし著 生活書院 369.27/AbY

214 障害ある人の語り : インタビューによる「生きる」ことの研究 熊倉伸宏, 矢野英雄編 誠信書房 369.27/KuN
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215 知っていますか?障害者の人権一問一答 楠敏雄, 姜博久編著 解放出版社 369.27/KuT

216 すきなときにすきな人とすきなところへ : ひろげよう!障害者権利条約!(KSブックレット:No.23)
きょうされん利用者部
会編著/きょうされん政
策・調査委員会編著

きょうされん/萌文社
(発売)

369.27/Kyo

217 障害者のリアル×東大生のリアル
野澤和弘編著/「障害者
のリアルに迫る」東大
ゼミ著

ぶどう社 369.27/NoK

218 僕たちが見つけた道標 : 福島の高校生とボランティア大学生の物語 3版 兵藤智佳著 晶文社 369.36/FuD/H

219 貧困児童 : 子どもの貧困からの脱出 加藤彰彦著 創英社 : 三省堂書店 369.4/KaA

220
はい。赤ちゃん相談室、田尻です。 : こうのとりのゆりかご・24時間SOS赤ちゃん電話相談室の現場(シ
リーズ・福祉と医療の現場から:1)

田尻由貴子著 ミネルヴァ書房 369.41/TaY

221 保育士がたりない! : 待機児童問題が突きつけた日本の現実 鶴蒔靖夫著 IN通信社 369.42/TsY
222 これがMSWの現場です 第3版 菊地かほる著 医学通信社 369.92/KiK
223 ネットいじめの構造と対処・予防 加納寛子編著 金子書房 371.42/KaH
224 子どもの「お馬鹿行動」研究序説 加用文男著 かもがわ出版 371.45/KaF
225 ルポ保健室 : 子どもの貧困・虐待・性のリアル(朝日新書:576) 秋山千佳著 朝日新聞出版 374.9/AkC

226 男性養護教諭がいる学校 : ひらかれた保健室をめざして 川又俊則, 市川恭平著 かもがわ出版 374.9/KaT

227 旬の魚+肉・だし・給食指導など(食育早わかり図鑑 : 給食時間の5分間指導 : 旬の野菜. 2) 群羊社 374.94/Gun/2
228 保健イラストブック 中学・高校編上巻 鎌塚優子監修 少年写真新聞社 374.97/KaY/1
229 保健イラストブック 中学・高校編下巻 鎌塚優子監修 少年写真新聞社 374.97/KaY/2

230 ほけんイラストブック : モノクロ&カラー・文例付き 小学校編下巻
戸部秀之, 齋藤久美監
修

少年写真新聞社 374.97/ToH/2

231 アクティブラーニング実践2
下町壽男 [ほか] 著/ア
クティブラーニング実
践プロジェクト編著

産業能率大学出版部 375.1/AkR/2

232 実践!アクティブ・ラーニング研修 村川雅弘編著 ぎょうせい 375.1/MuM

233
秋田県式「アクティブ・ラーニング」教師の技11 : 子どもの「主体的・対話的な深い学び」を促す!(教育
技術mook)

矢ノ浦勝之著 小学館 375.1/YaK

234 友だちっていいな自分っていいな(学校グループワーク・トレーニング:3)
日本学校グループワー
ク・トレーニング研究
会著

図書文化社 375.13/NiG/3

235 21世紀のICT学習環境 : 生徒・コンピュータ・学習を結び付ける(OECD生徒の学習到達度調査(PISA)) 経済協力開発機構編著 明石書店 375.17/OrE

10



2016年10月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

236
One to one への道 : 1人1台タブレットPC活用の効果測定と教育委員会・学校の挑戦 : 「ワンダースクー
ル応援プロジェクト」成果報告書 : パナソニック教育財団設立40周年記念事業

清水康敬編著 教育同人社 375.199/ShY

237 わかる・なれるICT支援員 : すすめよう!学校のICT活用

情報ネットワーク教育
活用研究協議会監修/わ
かる・なれるICT支援員
編集委員会編・著

日本標準 375.199/WaN

238 はじめて学ぶ生徒指導・進路指導 : 理論と実践 広岡義之編著 ミネルヴァ書房 375.2/HiY

239 子どもが笑顔になるスクールソーシャルワーク : 教師のためのワークブック
鈴木庸裕, 佐々木千里,
高良麻子編

かもがわ出版 375.2/KoE

240 子ども熱中!小学社会「アクティブ・ラーニング」授業モデル 朝倉一民著 明治図書出版 375.3/AsK
241 活動あって学びあり!小学校社会科アクティブ・ラーニング21の授業プラン 米田豊編著 明治図書出版 375.3/KoY
242 できる!楽しい!アクティブ・ラーニング型算数授業 樋口万太郎編著 東洋館出版社 375.412/HiM

243 アクティブ・ラーニングの授業展開 : 小学校理科
森田和良編著/日本初等
理科教育研究会著

東洋館出版社 375.422/MoK

244 ゼロから学べる小学校図画工作授業づくり 西尾環, 森実祐里編著 明治図書出版 375.72/NiT

245 アクティブ・ラーニングの授業展開 : 小学校国語科
山元隆春編/小倉国語の
会著

東洋館出版社 375.82/YaT

246 すぐ実践できる!アクティブ・ラーニング中学英語 伊藤大輔 [ほか] 著 学陽書房 375.8933/SuJ
247 アクティブ・ラーニングを位置づけた中学校英語科の授業プラン 巽徹編著 明治図書出版 375.8933/TaT

248 はじめてのエネルギー環境教育
日本エネルギー環境教
育学会編

エネルギーフォーラム 375/NiE

249 保育・教職実践演習 : 自己課題の発見・解決に向けて
生野金三, 井口真美,
田中正浩編著

萌文書林 376.1/HoK

250 保育士・幼稚園教諭採用試験面接試験攻略法 : 公立・民間試験に対応 木梨美奈子監修 滋慶出版/つちや書店 376.14//['16]

251 幼稚園・幼保連携型認定こども園専門教養の要点と問題 ['17年度版](保育士・幼稚園採用試験シリーズ)
幼稚園専門教養研究会
編

大阪教育図書 376.14//'17

252 保育救命 : 保育者のための安心安全ガイド : いざというときあわてないために!(ひろばブックス) 遠藤登著 メイト 376.14/EnN

253 保育者のための言語表現の技術 : 子どもとひらく児童文化財をもちいた保育実践
古橋和夫編著/金城久美
子[ほか著]

萌文書林 376.158/FuK

254 高大接続改革 : 変わる入試と教育システム(ちくま新書:1212) 山内太地, 本間正人著 筑摩書房 376.87/YaT

255 学修支援と高等教育の質保証 2 山内乾史編著 学文社 377.15/YaK/2
256 新制大学の誕生 : 大衆高等教育への道 上 天野郁夫著 名古屋大学出版会 377.21/AmI/1
257 新制大学の誕生 : 大衆高等教育への道 下 天野郁夫著 名古屋大学出版会 377.21/AmI/2
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258 兵器と大学 : なぜ軍事研究をしてはならないか(岩波ブックレット:957) 池内了, 小寺隆幸編 岩波書店 377.21/IkS
259 20歳からの文章塾 : ザ・就活ライティング(マスナビBooks) 黒沢晃著 宣伝会議 377.95/KuA

260 就活チャンス : 人事が教えない面接の極意 光田耕造著
チャンスメディア/星
雲社 (発売)

377.95/MiK

261 ダウン症児の学びとコミュニケーション支援ガイド 玉井浩, 里見恵子編集 診断と治療社 378.6/TaH

262
自閉症スペクトラムの子どもと「通じる関係」をつくる関わり方 : 言葉に頼らないコミュニケーション力
を育てる

牧真吉著 明石書店 378.8/MaS

263 決定版!特別支援教育のためのタブレット活用 : 今さら聞けないタブレットPC入門
金森克浩編著/新谷洋介
[ほか]執筆

ジアース教育新社 378/KaK

264 特別支援教育の基礎理論 第2版(講座特別支援教育:1)
筑波大学特別支援教育
研究センター, 斎藤佐
和, 四日市章編

教育出版 378/KoT/1

265 特別支援教育における障害の理解 第2版(講座特別支援教育:2)
筑波大学特別支援教育
研究センター, 前川久
男, 四日市章編

教育出版 378/KoT/2

266 特別支援教育の指導法 第2版(講座特別支援教育:3)
筑波大学特別支援教育
研究センター, 安藤隆
男編

教育出版 378/KoT/3

267 憑きもの(民衆史の遺産:第10巻) 谷川健一, 大和岩雄編 大和書房 382.1/TaK/10

268 和食と健康(和食文化ブックレット:4. ユネスコ無形文化遺産に登録された和食) 渡邊智子, 都築毅著 思文閣出版 383.81/WaB/1-4
269 国のために死ねるか : 自衛隊「特殊部隊」創設者の思想と行動(文春新書:1069) 伊藤祐靖著 文藝春秋 397.21/ItS

270
宇宙は「もつれ」でできている : 「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか(ブルーバックス:B-
1981)

ルイーサ・ギルダー著/
山田克哉監訳/窪田恭子
訳

講談社 408/11/1981

271
怖いくらい通じるカタカナ英語の法則 : ネイティブも認めた画期的発音術 ネット対応版(ブルーバック
ス:B-1987)

池谷裕二著 講談社 408/11/1987

272 40歳からの「認知症予防」入門 : リスクを最小限に抑える考え方と実践法(ブルーバックス:B-1988) 伊古田俊夫著 講談社 408/11/1988

273 入門者のLinux : 素朴な疑問を解消しながら学ぶ(ブルーバックス:B-1989) 奈佐原顕郎著 講談社 408/11/1989
274 クモの糸でバイオリン(岩波科学ライブラリー:254) 大崎茂芳著 岩波書店 408/14/254
275 数学の作法 蟹江幸博著 近代科学社 410.4/KaY
276 数学コミュニケーション : 数学言語とのHEIBONな対話のために 河田直樹著 聖文新社 410/KaN
277 ニュートリノ : もっとも身近で、もっとも謎の物質(イースト新書Q:Q017) 多田将 [著] イースト・プレス 429.6/TaS
278 宇宙を知る(TJ mook. 知って得する!知恵袋BOOKS) 荒舩良孝監修 宝島社 440

279 写真でわかる磯の生き物図鑑 新装改訂フィールド版
今原幸光編著/有山啓之
[ほか] 共著

トンボ出版 468.8/ImY
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280 観察する目が変わる水辺の生物学入門(Beret science) 西川潮, 伊藤浩二著 ベレ出版 468/NiU

281 神戸・六甲山の草花ハンドブック : 京阪神で見られる草花371種 夏～秋編 清水孝之撮影・著
ほおずき書籍/星雲社
(発売)

472.164/ShT/1

282 学名の知識とその作り方 平嶋義宏著 東海大学出版部 480.34/HiY

283 動物言語の秘密 : 暮らしと行動がわかる
ベニュス著/バルベリス
絵/嶋田香訳

西村書店 481.7/BeJ

284 虫のすみか : 生きざまは巣にあらわれる(Beret science) 小松貴著 ベレ出版 486.1/KoT
285 家族で看取るおくりびとの心得10 高丸慶著 学研プラス 490.14/TaK

286 iPS細胞が医療をここまで変える : 実用化への熾烈な世界競争(PHP新書:1053)
京都大学iPS細胞研究所
著

PHP研究所 491.11/YaS

287 脳が壊れた(新潮新書:673) 鈴木大介著 新潮社 493.73/SuD
288 発達障害とはなにか : 誤解をとく(朝日選書:948) 古荘純一著 朝日新聞出版 493.937/FuJ
289 こころを支える力はどこにあるのか : ストレスの受け止め方 竹下研三著 大学教育出版 493.937/TaK

290 八年目の真実 : ある医療裁判の軌跡 小早川淳著
ゆいぽおと/KTC中央出
版

498.12/KoJ

291 人生を変える!食の新常識 : カラダにいい食事 : 決定版(文春MOOK. 文藝春秋クリニック) 文芸春秋 498.583

292 世界をつくった6つの革命の物語 : 新・人類進化史
スティーブン・ジョン
ソン著/大田直子訳

朝日新聞出版 507.1/JoS

293 入門新しい環境教育の実践(持続可能な社会のための環境教育シリーズ:6) 朝岡幸彦編著 筑波書房 519.507/JiK/6
294 ひらかれる建築 : 「民主化」の作法(ちくま新書:1214) 松村秀一著 筑摩書房 520.4/MaS

295
世界にひとつだけのプレミアム・リノベーション : premium design, the one and only renovation in
the world

各務謙司著 エクスナレッジ 527/KaK

296 トコトンやさしい蒸気の本(B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ) 勝呂幸男著 日刊工業新聞社 533.3/SuY

297 F-4ファントムIIの科学 : 40年を超えて最前線で活躍する名機の秘密(サイエンス・アイ新書:SIS-360)
青木謙知著/赤塚聡ほか
写真

SBクリエイティブ 538.7/AoY

298 アメリカは日本の原子力政策をどうみているか(岩波ブックレット:No. 958)
鈴木達治郎, 猿田佐世
編

岩波書店 539.091/SuT

299 効果的な導入・運用のためのAmazon Web Services活用入門
石井大河, 板橋正之,
内田学[ほか]著

マイナビ出版 547.48/KoD

300 かんたんネットワーク入門 : イラストでわかるネットワークのしくみ : オールカラー図解 改訂3版 三輪賢一著 技術評論社 547.48/MiK

301 世界一やさしいブログの教科書1年生 染谷昌利著 ソーテック社 547.483/SoM
302 武器輸出と日本企業(角川新書:[K-93]) 望月衣塑子[著] KADOKAWA 559.09/MoI
303 カレー語辞典 : カレーにまつわる言葉をイラストと豆知識でピリリと読み解く オカタオカ絵 誠文堂新光社 596/Oka

304 風味の事典
ニキ・セグニット著/曽
我佐保子, 小松伸子訳

楽工社 596/SeN

305 農本主義のすすめ(ちくま新書:1213) 宇根豊著 筑摩書房 611.1/UnY
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306 イヌの看取りガイド : イヌのきもちと病気と介護がマルわかり 小林豊和監修 エクスナレッジ 645.6/KoT
307 山のきもち : 森林業が「ほっとする社会」をつくる 山本悟著 東京農業大学出版会 652.1/YaS

308 先住民生存捕鯨の文化人類学的研究 : 国際捕鯨委員会の議論とカリブ海ベクウェイ島の事例を中心に 浜口尚著 岩田書院 664.9/HaH

309
即効会社の英語ハンドブック : これ一冊で乗り切れる : 来客への挨拶、電話の取次、ミーティングからE
メールの対応まで仕事で使う表現を厳選(CD book)

味園真紀著 ベレ出版 670.93/MiM

310 ラーメン技術教本 柴田書店著 柴田書店 673.972/ShS
311 民泊ビジネス(祥伝社新書:477) 牧野知弘 [著] 祥伝社 673.99/MaT

312 Romantic Dining Time : Restaurant's Graphic and Space Design
edited by Tomas
Ramanauskas

Design Media
Publishing (UK)
Limited

674.3/RaT

313 超分類!キャッチコピーの表現辞典 : 一言で目を奪い、心をつかむテクニック50 森山晋平編 誠文堂新光社 674/MoS

314 おいしいきのこ毒きのこハンディ図鑑 : 北海道から沖縄まで、各地のきのこ365種を紹介
大作晃一, 吹春俊光,
吹春公子著

主婦の友社 675.82/OiK

315 若者離れ : 電通が考える未来のためのコミュニケーション術
電通若者研究部編/吉田
将英 [ほか] 共著

エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
ス (発売)

675/DeW

316 アメリカも批准できないTPP協定の内容は、こうだった! 山田正彦著 サイゾー 678.3/YaM
317 鉄道は誰のものか 上岡直見著 緑風出版 686.21/KaN
318 拡張するテレビ : 広告と動画とコンテンツビジネスの未来(実践と応用シリーズ) 境治著 宣伝会議 699.21/SaO

319 乙女の美術史 日本編(角川文庫:19851, [ほ22-3])
堀江宏樹, 滝乃みわこ
[著]

KADOKAWA 702/HoH/1

320 戦争と浮世絵 日野原健司著 洋泉社 721.8/HiK

321 大津絵 : 民衆的諷刺の世界(角川文庫:19886)
クリストフ・マルケ
[著]/楠瀬日年絵

KADOKAWA 721.82/MaC

322 漫画は戦争を忘れない 石子順著 新日本出版社 726.101/IsJ

323 マンガ熱 : マンガ家の現場ではなにが起こっているのか
斎藤宣彦著/荒川弘 [ほ
か述]

筑摩書房 726.101/SaN

324 漫画で使えるストーリー講座100 : The basic stories
榎本秋監修/榎本事務所
編著

エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
ス (発売)

726.107/EnJ

325 小池一夫のキャラクター創造論 : 読者が「飽きない」キャラクターを生み出す方法 小池一夫著 ゴマブックス 726.107/KoK
326 Graphics for Kids Sandu Publishing Sandu Publishing 727/SaP
327 日本語とはどういう言語か : 言語論(石川九楊著作集:3) 石川九楊著 ミネルヴァ書房 728.08/IsK/3
328 Mika Ninagawa : Light of 蜷川実花著 河出書房新社 748/NiM2/M

329 ニッポン最高の手しごと : BEAMS「fennica」 : テリー・エリス×北村恵子
ジェイブックス編集部
編著

光文社 750.21/Kob
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330 誰が音楽をタダにした? : 巨大産業をぶっ潰した男たち
スティーヴン・ウィッ
ト著/関美和訳

早川書房 760.9/WiS

331 ミュージックメディア(メディア学大系:9)
大山昌彦, 伊藤謙一郎,
吉岡英樹共著

コロナ社 761/MuM

332 久石譲 : 音楽する日乗 久石譲著 小学館 762.1/HiJ/H
333 「戦後」の音楽文化 戸ノ下達也編著 青弓社 762.1/ToT
334 中国の音楽文化 : 三千年の歴史と理論(アジア遊学:201) 川原秀城編 勉誠出版 762.22/KaH
335 マス・メディア時代のポピュラー音楽を読み解く : 流行現象からの脱却 東谷護著 勁草書房 764.7/ToM

336 ジャニーズ50年史 : モンスター芸能事務所の光と影 増補新版 ジャニーズ研究会編著 鹿砦社 767.8/JaJ/J

337 宮廷の御神楽 : 王朝びとの芸能(新典社新書:68) 中本真人著 新典社 768.22/NaM
338 芸人最強社会ニッポン(朝日新書:575) 太田省一著 朝日新聞出版 770.4/OtS

339 コクーン歌舞伎 細野晋司写真
集英社インターナショ
ナル

774/HoS

340 歌舞伎一年生 : チケットの買い方から観劇心得まで(ちくまプリマー新書:261) 中川右介著 筑摩書房 774/NaY

341 文楽の女 : 吉田簑助の世界(淡交新書) 吉田簑助, 山川静夫著 淡交社 777.1/YoM/Y

342 文楽の男 : 初世吉田玉男の世界(淡交新書)
初世吉田玉男, 山川静
夫著

淡交社 777.1/YoT/Y

343 戦後映画の産業空間 : 資本・娯楽・興行 谷川建司編 森話社 778.09/TaT
344 映画評大全 共同通信文化部編 三省堂 778.2/KyT
345 ゴジラとエヴァンゲリオン(新潮新書:677) 長山靖生著 新潮社 778.21/Goj/N
346 映画を撮りながら考えたこと 是枝裕和著 ミシマ社 778.21/KoH/K
347 映像文化の社会学 長谷正人編 有斐閣 778/HaM
348 「男」の落語評論(フィギュール彩:66) 稲田和浩著 彩流社 779.13/InK

349 演歌の明治ン大正テキヤ : フレーズ名人・添田唖蝉坊作品と社会
社会評論社編集部編/添
田唖蝉坊詞

社会評論社 779.7/SoA/S

350 パラリンピックの楽しみ方 : ルールから知られざる歴史まで 藤田紀昭著 小学館 780.69/FuM

351 街場の五輪論(朝日文庫)
内田樹, 小田嶋隆, 平
川克美著

朝日新聞出版 780.69/MaG

352 パラリンピックを学ぶ
平田竹男, 河合純一,
荒井秀樹編著

早稲田大学出版部 780.69/PaM

353 バスケットボールシュートは理論でうまくなる!! 鈴木良和著 マイナビ出版 783.1/SuY

354 日本人に教えたい戦術的ピリオダイゼーション入門
ティモ・ヤンコフスキ
著/フットボールウィー
クリー編集部訳

東邦出版 783.47/JaT

355 テニスプロはつらいよ : 世界を飛び、超格差社会を闘う(光文社新書:838) 井山夏生著 光文社 783.5/SeS/I
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356 バドミントン上達システム(身になる練習法:badminton) 高瀬秀雄著
ベースボール・マガジ
ン社

783.59/TaH

357 サバイバル! : 人はズルなしで生きられるのか 増補(ちくま文庫:[は47-1]) 服部文祥著 筑摩書房 786.1/HaB

358 売茶翁の生涯
ノーマン・ワデル著/樋
口章信訳

思文閣出版 791.2/KoY/W

359 アルファ碁VS李世乭 : 人工知能は碁盤の夢を見るか?
洪旼杓, 金振鎬著/洪敏
和訳

東京創元社 795/AlI

360 現代ゲーム全史 : 文明の遊戯史観から 中川大地著 早川書房 798.5/NaD

361 うその言語学 : 言語は思考をかくす事ができるか 4版
ハラルト・ヴァインリ
ヒ著/井口省吾訳注

大修館書店 801.4/WeH

362 同時通訳はやめられない(平凡社新書:822) 袖川裕美著 平凡社 801.7/SoH
363 楽しく話す生き方教室 : 言葉の力で未来は変わる 村松真貴子著 全国共同出版 809.2/MuM
364 議論入門 : 負けないための5つの技術(ちくま学芸文庫:[コ-45-1]) 香西秀信著 筑摩書房 809.6/KoH
365 社会人としての言葉の流儀 川村二郎著 東京書籍 810.49/KaJ
366 語彙 第51号 2014年 第3分冊(日本語学論説資料:第3分冊, 第4分冊) 論説資料保存会 810.5/3/51-3
367 語彙 第51号 2014年 第3分冊(増刊)(日本語学論説資料:第3分冊, 第4分冊) 論説資料保存会 810.5/3/51-3-2
368 文体・音韻 第51号 2014年(平成26年)(日本語学論説資料:第4分冊) 論説資料保存会 810.5/3/51-4
369 方言 第51号増刊 2014年(平成26年)(日本語学論説資料:第4分冊) 論説資料保存会 810.5/3/51-4-2

370 ニュー・システムによる日本語 : 中国語・英語版 海老原峰子著/許君訳
現代人文社/大学図書
(発売)

810.7/EbM

371 一般敬語と皇室敬語がわかる本(錦正社叢書:7) 中澤伸弘著 錦正社 815.8/NaN

372 公文書作成の手引 改訂版 公文書研究会編集協力 郵研社 816.4/KoK

373 「伝わる文章力」がつく本 : 文型を使えば、短くわかりやすく迷わず書ける! 樋口裕一著 大和書房 816/HiY
374 やさしい中国語の発音 : 音声とイラストで楽しく学ぶ 改訂版 于美香, 于羽著 語研 821.1/YuM
375 中国のあれこれ : 最新版ビジネス中国語 : 日中対訳 趙容著 日本僑報社 827.5/ChY

376
日本一やさしい英語勉強法 : 「いつかは身につけたい!」それはいつですか?(日経BPムック. スキルアッ
プシリーズ)

日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

830.7

377 楽しく習得!英語多読法(ちくまプリマー新書:259)
クリストファー・ベル
トン著/渡辺順子訳

筑摩書房 830.7/BeC

378 英検1級総合対策教本 : 文部科学省後援 改訂版(旺文社英検書) 旺文社 830.79/Obu/1
379 英検2級総合対策教本 : 文部科学省後援 改訂版 旺文社 830.79/Obu/2
380 英検準1級総合対策教本 : 文部科学省後援 改訂版(旺文社英検書) 旺文社 830.79/Obu/準1
381 英検準2級総合対策教本 : 文部科学省後援 改訂版 旺文社 830.79/Obu/準2

382
聞くだけ!中学3年間の英語がおさらいできるCDブック : 英語サンドイッチメソッド中学英語編(アスコム
英語マスターシリーズ)

デイビッド・セイン著 アスコム 830/ThD
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383 イメージと語源でよくわかる似ている英単語使い分けBook(Beret books)
清水建二, すずきひろ
し共著

ベレ出版 834/ShK

384 英語力に差をつけろ! : カギは条件文話法にあり 片野拓夫著 創拓社出版 835/KaT
385 英語感覚が理屈でわかる英文法(Beret books) 久保聖一著 ベレ出版 835/KuS
386 ズートピア(ディズニーの英語:コレクション14) 石原真弓英文解説 KADOKAWA 837.5/IsM/14
387 英語シナリオで楽しむStar wars : the force awakens : フォースの覚醒 高橋基治英文解説 [学研プラス] 837.5/TaM

388 英語で読むレ・ミゼラブル(IBC対訳ライブラリー)

ヴィクトル・ユーゴー
原著/ニーナ・ウェグ
ナー英文リライト/平湊
音訳・英語解説

IBCパブリッシング 837.7/HuV/L

389 I loveピーターラビット : 英語で楽しむピーターラビットと仲間たちの世界
Beatrix Potter英文・
絵/木谷朋子訳・解説

ジャパンタイムズ 837.7/PoB/I

390 いちばん最初のネイティブ英会話フレーズ2000 メディアビーコン編著 西東社 837.8/MeB

391 英語スピーキング力 : 4技能+αで全方位から集中攻略 植田一三著
クロスメディア・ラン
ゲージ/インプレス
(発売)

837.8/UeI

392 日本語と比べるスペイン語文法 三好準之助著 白水社 865/MiJ
393 8歳から80歳までの世界文学入門(対話で学ぶ「世界文学」連続講義:4) 沼野充義編著 光文社 904/NuM/4
394 宗教を物語でほどく : アンデルセンから遠藤周作へ(NHK出版新書:493) 島薗進著 NHK出版 904/ShS
395 強父論 阿川佐和子著 文藝春秋 910.268/AgH/A

396 芥川龍之介 新装版(Century books. 人と作品) 笠井秋生著/福田清人編 清水書院 910.268/AkR/K

397 太宰治 新装版(Century books. 人と作品) 板垣信著/福田清人編 清水書院 910.268/DaO/I

398 樋口一葉 新装版(Century books. 人と作品)
小野芙紗子著/福田清人
編

清水書院 910.268/HiI/O

399 泉鏡花素描(近代文学研究叢刊:58) 吉田昌志著 和泉書院 910.268/IzK/Y
400 川端康成 新装版(Century books. 人と作品) 板垣信著/福田清人編 清水書院 910.268/KaY2/I

401 宮沢賢治 新装版(Century books. 人と作品) 岡田純也著/福田清人編 清水書院 910.268/MiK/O

402 森鷗外 新装版(Century books. 人と作品) 河合靖峯著/福田清人編 清水書院 910.268/MoO/K

403 夏目漱石 新装版(Century books. 人と作品) 網野義紘著/福田清人編 清水書院 910.268/NaS/A

404 志賀直哉 新装版(Century books. 人と作品) 栗林秀雄著/福田清人編 清水書院 910.268/ShN/K
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405 谷崎潤一郎 新装版(Century books. 人と作品) 平山城児著/福田清人編 清水書院 910.268/TaJ/H

406 国文学年次別論文集 平成24(2012)年 中世2 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'12-4-2

407 明治天皇 下(ドナルド・キーン著作集:第12-14巻)
ドナルド・キーン著
/[角地幸男訳]

新潮社 910.8/KeD/14

408 万葉挽歌の表現 : 挽歌とは何か 高桑枝実子著 笠間書院 911.12/TaE
409 西行はどのように作られたのか : 伝承から探る大衆文化 花部英雄著 笠間書院 911.142/Sai/H

410 石川啄木 新装版(Century books. 人と作品) 堀江信男著/福田清人編 清水書院 911.162/IsT2/H

411 あなた : 河野裕子歌集
永田和宏, 永田淳, 永
田紅編

岩波書店 911.168/KaY/A

412 週刊誌記者近松門左衛門 : 最新現代語訳で読む「曽根崎心中」「女殺油地獄」(文春新書:1085)
小野幸惠著/鳥越文蔵
[監修]

文藝春秋 912.4/ChM/O

413 年鑑代表シナリオ集 '15 シナリオ作家協会編 三笠書房 912.7/ShS/'15
414 古事記・再発見。 : 神話に隠された神々の痕跡 三浦佑之著 KADOKAWA 913.2/Koj/M
415 竹取翁物語 : 古活字十行本(和泉書院影印叢刊:51(第3期)) 片桐洋一編 和泉書院 913.31/KaY
416 祈りの幕が下りる時(講談社文庫:[ひ-17-33]) 東野圭吾 [著] 講談社 913.6/HiK3/I

417 Go(角川文庫:14726) 金城一紀[著]
角川書店/角川グルー
プパブリッシング (発
売)

913.6/KaK/G

418 能・狂言/説教節/曽根崎心中/女殺油地獄/菅原伝授手習鑑/義経千本桜/仮名手本忠臣蔵(日本文学全集:10)

岡田利規訳/伊藤比呂美
訳/[近松門左衛門著]/
いとうせいこう訳/[近
松門左衛門著]/桜庭一
樹訳/三浦しをん訳/い
しいしんじ訳/松井今朝
子訳

河出書房新社 918/IkN/10

419 近現代詩歌 : 詩短歌俳句(日本文学全集:29)
池澤夏樹, 穂村弘, 小
澤實選

河出書房新社 918/IkN/29

420 莫言の文学とその精神 : 中国と語る講演集
莫言著/林敏潔編/藤井
省三, 林敏潔訳

東方書店 924.7/BaG/B

421 偉業(光文社古典新訳文庫:[KAナ1-3]) ナボコフ著/貝澤哉訳 光文社 933.7/NaV/I

422 そして"目"が生まれた(NHK DVD. NHKスペシャル/生命大躍進:第1集) NHK制作・著作
NHKエンタープライズ
(発行・販売)

BD467.5/NiH/1

423 こうして"母の愛"が生まれた(NHK DVD. NHKスペシャル/生命大躍進:第2集) NHK制作・著作
NHKエンタープライズ
(発行・販売)

BD467.5/NiH/2

424 ついに"知性"が生まれた(NHK DVD. NHKスペシャル/生命大躍進:第3集) NHK制作・著作
NHKエンタープライズ
(発行・販売)

BD467.5/NiH/3
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425 たんぼにできたわらのいえ(かがくのとも:572号) 夏目義一さく 福音館書店 E//16
426 ことしのセーター(こどものとも:通巻728号) 石川えりこさく・え 福音館書店 E//16

427 ふみきりくん(こどものとも年少版:通巻476号)
えのもとえつこ文/鎌田
歩絵

福音館書店 E//16

428
Introductory and reference materials(The Loeb classical library:524. Early Greek philosophy:v.
1)

edited and translated by André Laks,
Glenn W. Most/in collaboration with
Gérard Journée/assisted by Leopoldo
Iribarren, David Lévystone

Harvard University
Press

LC131.1/EaG/1

429
Beginnings and early Ionian thinkers part. 1(The Loeb classical library:525-526. Early Greek
philosophy:v. 2-3)

edited and translated by André Laks,
Glenn W. Most/in collaboration with
Gérard Journée/assisted by Leopoldo
Iribarren

Harvard University
Press

LC131.1/EaG/2

430
Beginnings and early Ionian thinkers part. 2(The Loeb classical library:525-526. Early Greek
philosophy:v. 2-3)

edited and translated by André Laks,
Glenn W. Most/in collaboration with
Gérard Journée/assisted by Leopoldo
Iribarren

Harvard University
Press

LC131.1/EaG/3

431
Western Greek thinkers part. 1(The Loeb classical library:527-528. Early Greek philosophy:v. 4-
5)

edited and translated by André Laks,
Glenn W. Most/in collaboration with
Gérard Journée/assisted by Leopoldo
Iribarren

Harvard University
Press

LC131.1/EaG/4

432
Western Greek thinkers part. 2(The Loeb classical library:527-528. Early Greek philosophy:v. 4-
5)

edited and translated by André Laks,
Glenn W. Most/in collaboration with
Gérard Journée/assisted by Leopoldo
Iribarren

Harvard University
Press

LC131.1/EaG/5

433
Later Ionian and Athenian thinkers part. 1(The Loeb classical library:529-530. Early Greek
philosophy:v. 6-7)

edited and translated by André Laks,
Glenn W. Most/in collaboration with
Gérard Journée/assisted by Leopoldo
Iribarren

Harvard University
Press

LC131.1/EaG/6

434
Later Ionian and Athenian thinkers part. 2(The Loeb classical library:529-530. Early Greek
philosophy:v. 6-7)

edited and translated by André Laks,
Glenn W. Most/in collaboration with
Gérard Journée/assisted by Leopoldo
Iribarren

Harvard University
Press

LC131.1/EaG/7

435 Sophists part. 1(The Loeb classical library:531-532. Early Greek philosophy:v. 8-9)
edited and translated by André Laks,
Glenn W. Most/in collaboration with
Gérard Journée/assisted by David Lé
vystone

Harvard University
Press

LC131.1/EaG/8

436 Sophists part. 2(The Loeb classical library:531-532. Early Greek philosophy:v. 8-9)
edited and translated by André Laks,
Glenn W. Most/in collaboration with
Gérard Journée/assisted by David Lé
vystone

Harvard University
Press

LC131.1/EaG/9

437 海東高僧傳(東洋文庫:875)
覚訓著/小峰和明, 金英
順翻訳

平凡社 ト182.21/Kak

438 政治論集 1 : 1920-1929(東洋文庫:876. 陳独秀文集:2)
陳独秀 [著]/石川禎浩,
三好伸清編訳

平凡社 ト309.022/ChD/2

439 内定を勝ち取る10のステップ 改訂版
富士通エフ・オー・エ
ム株式会社著作制作

FOM出版 就職/資格
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440 ビジネスコミュニケーションスキルを磨く10のステップ 改訂版
富士通エフ・オー・エ
ム株式会社著作/制作

FOM出版 就職/資格

441 業界ナビゲーションブック 声優編(AMGブックス)
アミューズメントメ
ディア総合学院AMG出
版/山下書店 (発売)

就職/資格

442 司書になるには(なるにはBooks:19) 森智彦著 ぺりかん社 就職/資格

443 自然保護レンジャーになるには(なるにはBooks:73)
須藤ナオミ, 藤原祥弘
著 : キャンプよろず相
談所編

ぺりかん社 就職/資格

444 通訳ガイド試験への招待 : 通訳案内士 改訂第2版
JFG:全日本通訳案内士
連盟監修

法学書院 就職/資格

445 プライベートバンキング資格試験対策問題集 上巻 石橋ひろし著 ときわ総合サービス 就職/資格/['16]
446 プライベートバンキング資格試験対策問題集 下巻 石橋ひろし著 ときわ総合サービス 就職/資格/['16]

447 DVDで学ぶ手話の本 3訂 4級(手話でステキなコミュニケーション:1-4)
全国手話研修センター
編集

中央法規出版 就職/資格/['16]

448 DVDで学ぶ手話の本 3訂 5級(手話でステキなコミュニケーション:1-4)
全国手話研修センター
編集

中央法規出版 就職/資格/['16]

449 通訳案内士試験地理・歴史・一般常識テキスト&問題集
コンデックス情報研究
所編著

成美堂出版 就職/資格/['16]

450 DVDで学ぶ手話の本 3訂 2級(手話でステキなコミュニケーション:1-4)
全国手話研修センター
編集

中央法規出版 就職/資格/['16]

451 DVDで学ぶ手話の本 3訂 3級(手話でステキなコミュニケーション:1-4)
全国手話研修センター
編集

中央法規出版 就職/資格/['16]

452 自衛官採用試験問題解答集総合版 平成28年版 防衛協力会編 成山堂書店 就職/資格/'16
453 最新最強のテストセンター '18年版 就活Lab監修 成美堂出版 就職/資格/'18
454 資格取り方選び方全ガイド 2018年版 高橋書店編集部編 高橋書店 就職/資格/'18

455 就活時事・一般常識 : フルチャージ! 2018年度版 就活ナレッジ研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18

456 5日で攻略!Webテスト '18年版 笹森貴之著 成美堂出版 就職/資格/'18

457 明快!SCOA総合適性検査 [2018年度版](大学生の就職Focusシリーズ) 就職試験情報研究会著 一ツ橋書店 就職/資格/'18

458 最新最強の資格の取り方・選び方全ガイド '18年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'18
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