
2016年9月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 人類なら知っておきたい、「人工知能」の今と未来の話 : 最新ロボットからディープラーニングまで、これ1冊でよくわかる! 開発社著 PHP研究所 007.13/Kai

2 最新人工知能がよ〜くわかる本 : 人工知能の最新動向を基礎から学ぶ(How-nual図解入門) 神崎洋治著 秀和システム 007.13/KaY

3 ICT未来予想図 : 自動運転, 知能化都市, ロボット実装に向けて(共立スマートセレクション:9)
土井美和子著/原隆浩コーディネー
ター

共立出版 007.3/DoM

4 スマホ断食 : ネット時代に異議があります 藤原智美著 潮出版社 007.3/FuT

5 「インターネット」の次に来るもの : 未来を決める12の法則 ケヴィン・ケリー著/服部桂訳 NHK出版 007.3/KeK

6 ビジュアル解説IoT入門 三菱総合研究所編 日本経済新聞出版社 007.3/MiS

7 インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル 第2版 中澤佑一著
中央経済社/中央経済グループパブ
リッシング (発売) 007.3/NaY

8 ツイッターの心理学 : 情報環境と利用者行動 北村智, 佐々木裕一, 河井大介著 誠信書房 007.353/Twi/T

9
今すぐ使えるかんたんWord & Excel & PowerPoint : Office 2016対応版 : Windows 10/8.1/7対応(Imasugu Tsukaeru Kantan
Series)

技術評論社編集部, AYURA, 稲村暢子
著

技術評論社 007.63

10 Excelグラフ基本&便利技(今すぐ使えるかんたんmini) AYURA著 技術評論社 007.63/Exc

11 今すぐ使えるかんたんExcelピボットテーブル(Imasugu Tsukaeru Kantan Series) きたみあきこ著 技術評論社 007.63/Exc

12 いちばんやさしいExcel 2016 : スクール標準教科書 初級 森田圭著
日経BP社/日経BPマーケティング
(発売) 007.63/Exc

13 いちばんやさしいExcel 2016 : スクール標準教科書 中級 森田圭著
日経BP社/日経BPマーケティング
(発売) 007.63/Exc

14 いちばんやさしいExcel 2016 : スクール標準教科書 上級 森田圭著
日経BP社/日経BPマーケティング
(発売) 007.63/Exc

15 就職前に覚えておくべきExcel 2016必須テクニック(先輩が教える:series32) 相澤裕介著 カットシステム 007.63/Exc

16 仕事の書類がかんたんに作れる!エクセル&ワード&パワポの時短レシピ(学研WOMAN) 国本温子, 学研WOMAN編集部執筆 学研プラス 007.63/KuA

17 PowerPoint基本ワザ&仕事ワザ : 2016&2013&2010&2007(速効!ポケットマニュアル) 速効!ポケットマニュアル編集部著 マイナビ出版 007.63/PoP

18 テーマ別のビブリオトーク : 子どもの読書は「量より質」の時代へ 笹倉剛著 あいり出版 019.9/SaT
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19 国宝称名寺聖教/金沢文庫文書(書物學:8) 勉誠企画・編集 勉誠出版 (発売) 020/BeS/8

20 全国フリーペーパーガイド 2016(雑誌新聞総かたろぐ別冊)
メディア・リサーチ・センター株式
会社編集

メディア・リサーチ・セ
ンター

027.5/MeR/'16

21 ぶらりあるきミャンマー・ラオスの博物館 中村浩著 芙蓉書房出版 069.0223/NaH

22 田中角栄 : 昭和の光と闇(講談社現代新書:2382) 服部龍二著 講談社 081/16/2382

23 生殖医療の衝撃(講談社現代新書:2383) 石原理著 講談社 081/16/2383

24 ゲノム編集とは何か : 「DNAのメス」クリスパーの衝撃(講談社現代新書:2384) 小林雅一著 講談社 081/16/2384

25 はじめての森田療法(講談社現代新書:2385) 北西憲二著 講談社 081/16/2385

26 「情報」帝国の興亡 : ソフトパワーの五〇〇年史(講談社現代新書:2386) 玉木俊明著 講談社 081/16/2386

27 憲法という希望(講談社現代新書:2387) 木村草太著 講談社 081/16/2387

28 マンション格差(講談社現代新書:2388) 榊淳司著 講談社 081/16/2388

29 ピアニストは語る(講談社現代新書:2389) ヴァレリー・アファナシエフ著 講談社 081/16/2389

30 人口と日本経済 : 長寿、イノベーション、経済成長(中公新書:2388) 吉川洋著 中央公論新社 081/17/2388

31 通貨の日本史 : 無文銀銭、富本銭から電子マネーまで(中公新書:2389) 高木久史著 中央公論新社 081/17/2389

32 ヒト : 異端のサルの1億年(中公新書:2390) 島泰三著 中央公論新社 081/17/2390

33 競馬の世界史 : サラブレッド誕生から21世紀の凱旋門賞まで(中公新書:2391) 本村凌二著 中央公論新社 081/17/2391

34 中国の論理 : 歴史から解き明かす(中公新書:2392) 岡本隆司著 中央公論新社 081/17/2392

35 シベリア出兵 : 近代日本の忘れられた七年戦争(中公新書:2393) 麻田雅文著 中央公論新社 081/17/2393

36 難民問題 : イスラム圏の動揺、EUの苦悩、日本の課題(中公新書:2394) 墓田桂著 中央公論新社 081/17/2394
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37 ショパン・コンクール : 最高峰の舞台を読み解く(中公新書:2395) 青柳いづみこ著 中央公論新社 081/17/2395

38 周 : 理想化された古代王朝(中公新書:2396) 佐藤信弥著 中央公論新社 081/17/2396

39 会議のマネジメント : 周到な準備、即興的な判断(中公新書:2397) 加藤文俊著 中央公論新社 081/17/2397

40 少年と空腹 : 貧乏食の自叙伝(中公文庫:あ11-7) 赤瀬川原平著 中央公論新社 081/18/あ11-7

41 猫の目散歩(中公文庫:あ74-2) 浅生ハルミン著 中央公論新社 081/18/あ74-2

42 北の街物語(中公文庫:[う-10-30]) 内田康夫著 中央公論新社 081/18/う10-30

43 猫と漱石と悪妻(中公文庫:[う-29-4]) 植松三十里著 中央公論新社 081/18/う29-4

44 鉄の首枷 : 小西行長伝 改版(中公文庫:[え-10-7]) 遠藤周作著 中央公論新社 081/18/え10-7

45 金田一先生のことば学入門(中公文庫:き44-1) 金田一秀穂著 中央公論新社 081/18/き44-1

46 ゆら心霊相談所 : 消えた恩師とさまよう影(中公文庫:[く-23-2]) 九条菜月著 中央公論新社 081/18/く23-2

47 私の食べ歩き 改版(中公文庫:し31-7) 獅子文六著 中央公論新社 081/18/し31-7

48 カクメイ(中公文庫:し48-1) 新野剛志著 中央公論新社 081/18/し48-1

49 警視庁組対特捜K(中公文庫:す29-1) 鈴峯紅也著 中央公論新社 081/18/す29-1

50 写楽 : 江戸人としての実像(中公文庫:な67-1) 中野三敏著 中央公論新社 081/18/な67-1

51 下戸は勘定に入れません(中公文庫:[に-18-8]) 西澤保彦著 中央公論新社 081/18/に18-8

52 風景を見る犬(中公文庫:ひ21-12) 樋口有介著 中央公論新社 081/18/ひ21-12

53 「持たざる国」からの脱却 : 日本経済は再生しうるか(中公文庫:ま42-3) 松元崇著 中央公論新社 081/18/ま42-3

54 江戸看板図聚(中公文庫:み27-8) 三谷一馬著 中央公論新社 081/18/み27-8
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55 恋しくて : TEN SELECTED LOVE STORIES(中公文庫:む4-11) 村上春樹編訳 中央公論新社 081/18/む4-11

56 イスラームとアメリカ 新版(中公文庫:[や-34-4]) 山内昌之著 中央公論新社 081/18/や34-4

57 リターン(中公文庫:[や-53-12]) 矢月秀作著 中央公論新社 081/18/や53-12

58 杜甫全詩訳注 3(講談社学術文庫:[2333]-[2335]) [杜甫著]/下定雅弘, 松原朗編 講談社 081/2/2335

59 人間の由来 上(講談社学術文庫:[2370])
チャールズ・ダーウィン [著]/長谷
川眞理子訳

講談社 081/2/2370

60 心の科学史 : 西洋心理学の背景と実験心理学の誕生(講談社学術文庫:[2383]) 高橋澪子 [著] 講談社 081/2/2383

61 江戸開幕(講談社学術文庫:[2384]) 藤井讓治 [著] 講談社 081/2/2384

62 ロシア・ロマノフ王朝の大地(講談社学術文庫:[2386]. 興亡の世界史) 土肥恒之 [著] 講談社 081/2/2386

63 石原吉郎セレクション(岩波現代文庫:文芸:280) 石原吉郎著/柴崎聰編 岩波書店 081/22/B280

64 物語を生きる : 今は昔、昔は今(岩波現代文庫:学術:345. 「物語と日本人の心」コレクション:2) 河合隼雄著/河合俊雄編 岩波書店 081/22/G345

65 定本丸山眞男回顧談 下(岩波現代文庫:学術:351-352)
丸山眞男著/松沢弘陽, 植手通有, 平
石直昭編

岩波書店 081/22/G352

66 宇宙の統一理論を求めて : 物理はいかに考えられたか(岩波現代文庫:学術:353) 風間洋一著 岩波書店 081/22/G353

67 トランスナショナル・ジャパン : ポピュラー文化がアジアをひらく(岩波現代文庫:学術:354) 岩渕功一著 岩波書店 081/22/G354

68 天下と天朝の中国史(岩波新書:新赤版 1615) 檀上寛著 岩波書店 081/6-4/1615

69 アメリカ政治の壁 : 利益と理念の狭間で(岩波新書:新赤版 1616) 渡辺将人著 岩波書店 081/6-4/1616

70 やさしい日本語 : 多文化共生社会へ(岩波新書:新赤版 1617) 庵功雄著 岩波書店 081/6-4/1617

71 鳥獣害 : 動物たちと、どう向きあうか(岩波新書:新赤版 1618) 祖田修著 岩波書店 081/6-4/1618

72 特集・アーキテクチャ(NHKブックス:別巻. 思想地図:vol.3) 東浩紀, 北田暁大編 日本放送出版協会 104/ShC/3
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73 特集・想像力(NHKブックス:別巻. 思想地図:vol.4) 東浩紀, 北田暁大編 日本放送出版協会 104/ShC/4

74 井筒俊彦全集 別巻 井筒俊彦著 慶應義塾大学出版会 108/IzT/別

75 日本人の遺伝子 : 全人類を唸らせた!二千七百年受け継がれる 渡部昇一著 ビジネス社 121/WaS

76 孔子 : 新装版(Century books. 人と思想:2)
内野熊一郎, 西村文夫, 鈴木總一共
著

清水書院 124.12/Kos

77 王陽明徐愛「伝習録集評」 中田勝著/鈴木利定閲 明徳出版社 125.5/OYo/N

78 存在と時間 2(光文社古典新訳文庫:[KBハ1-1]-[KBハ1-2]) ハイデガー著/中山元訳 光文社 134.96/HeM/S-2

79 狂気へのグラデーション 稲垣智則著 東海大学出版部 140.4/InT

80 応用心理学事典 日本応用心理学会編 丸善 140/NiO

81 脱マニュアルのすすめ : 創造力を発揮して生きるために 伊藤進著 川島書店 141.5/ItS

82 不安と友だちになる : あなたの心の支えとなる温かいメッセージ サラ・レイナー著/渡辺滋人訳 創元社 141.6/RaS

83 自分の顔が好きですか?--「顔」の心理学(岩波ジュニア新書:831) 山口真美著 岩波書店 141.67/YaM

84 「錯視」だまされる脳 : なぜこう見える?どうしてそう見える? 新井仁之著/こどもくらぶ編 ミネルヴァ書房 145.5/KoK

85 異常性格の世界 : 「変わり者」と言われる人たち(創元こころ文庫:P-9) 西丸四方著 創元社 145.8/NiS

86 「自分の居場所がない」と感じたときに読む本 水島広子著 かんき出版 146.8/MiH

87 心理療法という謎 : 心が治るとはどういうことか(河出ブックス:096) 山竹伸二著 河出書房新社 146.8/YaS

88 幽霊とは何か : 五百年の歴史から探るその正体 ロジャー・クラーク著/桐谷知未訳 国書刊行会 147.6/ClR

89 「衣食足りて礼節を知る」は誤りか : 戦後のマナー・モラルから考える 大倉幸宏著 新評論 150.21/OkY

90 武士道の誤解 : 捏造と歪曲の歴史を斬る 清水多吉著 日本経済新聞出版社 156/ShT
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91 ビジネスに効く教養としての中国古典 守屋洋著 プレジデント社 159.84/MoH

92 日本人の心のかたち 菅原信海著 春秋社 162.1/SuS

93 世界神話伝説大事典 篠田知和基, 丸山顯徳編 勉誠出版 164/ShC

94 修行と信仰 : 変わるからだ変わるこころ(岩波現代全書:094) 藤田庄市著 岩波書店 165/FuS

95 人名から読み解くイスラーム文化 梅田修著 大修館書店 167/UmO

96 仏典に耳を澄ませ、菩薩を学び、共に生きる 菅沼晃著 国書刊行会 180.4/SuA

97 策彦入明記の研究(牧田諦亮著作集:第5巻)
[牧田諦亮著]/『牧田諦亮著作集』編
集委員会編

臨川書店 180.8/MaT/5

98 現代仏教聖典 : 新装版 東京大学仏教青年会編 大法輪閣 184/ToD/G

99 白描画でわかる仏像百科(角川ソフィア文庫:[H123-1]) 香取良夫著 KADOKAWA 186.8/KaY

100 最澄と空海 : 日本仏教思想の誕生(角川文庫:19776) 立川武蔵 [著] KADOKAWA 188.42/Sai/T

101 仏教と心理学の接点 : 浄土心理学の提唱(龍谷叢書:37) 藤能成編著 法藏館 188.6/FuY

102 禅からみた日本中世の文化と社会 天野文雄監修 ぺりかん社 188.82/AmF

103 聖書の中の祈り 大島力著 日本キリスト教団出版局 193/OsC

104 キリスト教における死と葬儀 : 現代の日本的霊性との出逢い 石居基夫著 キリスト新聞社 196/IsM

105 つながる世界史現代史の集中講義 2016～2017年版 佐藤幸夫著 学研プラス 209.7/SaY

106 銀の世界史(ちくま新書:1206) 祝田秀全著 筑摩書房 209/IwS

107 縄文社会を集落から読み解く(考古学の地平:1) 小林謙一 [ほか] 編 六一書房 210.025/KoC/1

108 古事記以前の文字資料 : 伊沙庭碑文とその周辺 増補版 光田慶一著 けやき出版 210.028/MiK
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109 世界が称賛する日本人が知らない日本 伊勢雅臣著
育鵬社 : 扶桑社/扶桑社
(発売)

210.04/IsM

110 氏經卿神事記 第1(史料纂集:古記録編:[187]) 野村朋弘, 比企貴之校訂
八木書店古書出版部/八
木書店 (発売)

210.08/3/ウ1-1

111 中臣祐範記 第2(史料纂集:古記録編:181, 186)
[中臣祐範著]/春日大社編/中臣祐範
記研究会校訂

八木書店古書出版部/八
木書店 (発売)

210.08/3/ナ2-2

112 もう一度学ぶ日本史 伊藤隆ほか著 育鵬社/扶桑社 (発売) 210.1/MoI

113 日本人にとって日記とは何か(日記で読む日本史:1) 倉本一宏編 臨川書店 210.12/NiY/1

114 平安時代の国司の赴任 : 『時範記』をよむ(日記で読む日本史:11) 森公章著 臨川書店 210.12/NiY/11

115 国宝『明月記』と藤原定家の世界(日記で読む日本史:14) 藤本孝一著 臨川書店 210.12/NiY/14

116 「日記」と「随筆」 : ジャンル概念の日本史(日記で読む日本史:19) 鈴木貞美著 臨川書店 210.12/NiY/19

117 石器群の構造変動と居住行動 : 後期旧石器時代 富樫孝志著 雄山閣 210.23/ToT

118 土器編年にみる西日本の縄文社会 矢野健一著 同成社 210.25/YaK

119 集落動態からみた弥生時代から古墳時代への社会変化 古代学研究会編 六一書房 210.27/KoK

120 古墳の古代史 : 東アジアのなかの日本(ちくま新書:1207) 森下章司著 筑摩書房 210.3/MoS

121 天皇諡号が語る古代史の真相(祥伝社新書:469) 関裕二監修 祥伝社 210.3/SeY

122 渡来人とは何者だったか : その素性 渡航時期や規模 大和朝廷下での足跡… 武光誠著 河出書房新社 210.3/TaM

123 十四世紀の歴史学 : 新たな時代への起点 中島圭一編 高志書院 210.4/NaK

124 小山評定の群像 : 関ケ原を戦った武将たち 産経新聞社宇都宮支局編 随想舎 210.48/SaS

125 写された幕末 : 石黒敬七コレクション 石黒敬七著 明石書店 210.58/IsK

126 完本和魂洋才の系譜 : 内と外からの明治日本 平川祐弘著 河出書房新社 210.6/HiS
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127 世界から見た20世紀の日本 保阪正康ほか著 山川出版社 210.6/SeM

128 1941決意なき開戦 : 現代日本の起源 堀田江理著 人文書院 210.75/HoE

129 北海道史事典 : 北海道史研究協議会創立五十周年記念出版 北海道史研究協議会編 北海道出版企画センター 211/HoK

130 享保期新大和川支配替関係史料(大阪市史史料:第83輯) 大阪市史編纂所編 大阪市史料調査会 216.3/89/83

131 大和高田・御所・香芝・葛城の昭和 : 写真アルバム 樹林舎 216.5/Jur

132 僕は少年ゲリラ兵だった : 陸軍中野学校が作った沖縄秘密部隊 NHKスペシャル取材班著 新潮社 219.9/NiH

133 「独島・竹島」の日韓史 保坂祐二著 論創社 221.01/HoY

134 列傳 8(全譯後漢書:第11册-第18册) [范曄撰]/渡邉義浩, 堀内淳一編 汲古書院
222.0428/HaY/Z-
18

135 オリバー・ストーンの「アメリカ史」講義 ダイジェスト版
オリバー・ストーン, ピーター・カ
ズニック著/夏目大訳

早川書房 253.07/StO

136 日出づる国の誕生(古代の人物:1) 鎌田元一編 清文堂出版 281.04/KoJ/1

137 奈良の都(古代の人物:2) 佐藤信編 清文堂出版 281.04/KoJ/2

138 平城京の落日(古代の人物:3) 栄原永遠男編 清文堂出版 281.04/KoJ/3

139 平安の新京(古代の人物:4) 吉川真司編 清文堂出版 281.04/KoJ/4

140 王朝の変容と武者(古代の人物:6) 元木泰雄編 清文堂出版 281.04/KoJ/6

141 平安人物志 : 若冲・応挙・蕭白らを生んだ時代とその精神 舩橋晴雄著 中央公論新社 281.62/FuH

142 天智天皇(人物叢書:[287]) 森公章著/日本歴史学会編 吉川弘文館 288.41/Ten2/M

143 啓発録(いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ:12) 橋本左内著/夏川賀央訳 致知出版社 289.1/HaS/H

144 龍馬の家計簿 : 元国税調査官が龍馬の金銭資料を徹底監査 大村大次郎著 河出書房新社 289.1/SaR2/O
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145 武田信玄大全 二木謙一著 ロングセラーズ 289.1/TaS3/F

146 徳川家康大全 小和田哲男著 ロングセラーズ 289.1/ToI2/O

147 ケマル・アタテュルク : トルコ国民の父(世界史リブレット人:86) 設樂國廣著 山川出版社 289.2/AtK/S

148 鄭成功 : 南海を支配した一族(世界史リブレット人:42) 奈良修一著 山川出版社 289.2/TeS/N

149 世界で一番貧しい大統領と呼ばれたホセ・ムヒカ : 心を揺さぶるスピーチ 国際情勢研究会編 ゴマブックス 289.3/MuJ/K

150 旅に出たくなる地図 関東甲信越(旅に出たくなる) 帝国書院編集部著 帝国書院 290.38/TeS/1

151 美しい日本の百名山 PIE BOOKS編著 パイインターナショナル 291/PiB

152 必読!今、中国が面白い : 中国が解る60編 v. 10 而立会訳 日本僑報社 302.22/Jir/10

153 シンガポールを知るための65章 第4版(エリア・スタディーズ:17) 田村慶子編著 明石書店 302.2399/TaK

154 ブータン、これでいいのだ(新潮文庫:10537, み-58-1) 御手洗瑞子著 新潮社 302.2588/MiT

155 100億人の未来を変える日本人のちから(Phronesis : 三菱総研の総合未来読本:15号) 三菱総合研究所編著 ダイヤモンド社 304/MiS

156 属国民主主義論 : この支配からいつ卒業できるのか 内田樹, 白井聡著 東洋経済新報社 304/UcT

157
Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus/Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus
: Schriften 1904-1920 : Leinen(Gesamtausgabe:Abt. 1. Schriften und Reden:Bd. 18)

Max Weber/herausgegeben von
Wolfgang Schluchter/in
Zusammenarbeit mit Ursula Bube

J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck)

308/W1/1-1-18

158 シールズ選挙〈野党は共闘〉 横田一著 緑風出版 309.021/YoH

159 『共産党宣言』普及史序説 橋本直樹著 八朔社 309.334/MaK/H

160 ギャル男でもわかる政治の話
おときた駿〔著〕 : 4人のギャル男
たち〔著〕

ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

310.4/OtS

161 熱誠憂国 : 日本人へ伝えたいこと 李登輝著 毎日新聞出版 310.4/RiT

162 「決め方」の経済学 : 「みんなの意見のまとめ方」を科学する 坂井豊貴著 ダイヤモンド社 311.7/SaT
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163 やっぱりあきらめられない民主主義 内田樹, 平川克美, 奈須りえ著 水声社 311.7/YaA

164 「政治のしくみ」がイチからわかる本 : “知ってるつもり"から抜け出す! 坂東太郎著 日本実業出版社 312.1/BaT

165 日本の政策課題 岩崎正洋編著 八千代出版 312.1/IwM

166 18歳からの政治入門 日本経済新聞政治部編 日本経済新聞出版社 312.1/NiK

167 ジェームズ・マディソン伝記事典(アメリカ歴代大統領大全:第1シリーズ. 建国期のアメリカ大統領:4) 西川秀和著 大学教育出版 312.53/AmR/1-4

168 ポスト・オバマのアメリカ 山岸敬和, 西川賢編著 大学教育出版 312.53/ObB/Y

169 アメリカはなぜトランプを選んだか 開高一希著 文藝春秋 312.53/TrD/K

170 トランプ大統領とアメリカの真実 副島隆彦著 日本文芸社 312.53/TrD/S

171 地政学入門 : 国際情勢の「なぜ」に答える! 村山秀太郎監修 洋泉社 312.9/MuH

172 18歳からの投票心得10カ条 石田尊昭著 世論時報社 314.8/OzY/I

173 高校生のための選挙入門 斎藤一久編著 三省堂 314.8/SaK

174 日本共産党秘録 大下英治著 イースト・プレス 315.1/NiK/O

175 不祥事・トラブルに巻き込まれないために(公務員の教科書:道徳編) 中川恒信著 ぎょうせい 317.3/NaK

176 これだけは知っておきたい公務員の議会対応 藤川潤著 学陽書房 318.4/FuJ

177 日本まちづくり事典 井上繁著 丸善 318.7/InS

178 沖縄米軍基地と日本の安全保障を考える20章(さよなら安倍政権 : 批判plusオルタナティブ) 屋良朝博著 かもがわ出版 319.1053/YaT

179 南シナ海領土紛争と日本 矢吹晋著 花伝社/共栄書房 (発売) 319.2/YaS

180 「満洲国建国」は正当である : 米国人ジャーナリストが見た、歴史の真実
ジョージ・ブロンソン・レー著/吉重
丈夫企画・調査・編集/藤永二美訳

PHP研究所 319.225/BrR
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181 満洲国建国の正当性を弁護する
ジョージ・ブロンソン・リー著/田中
秀雄訳

草思社 319.225/ReB

182 イギリスとアメリカ : 世界秩序を築いた四百年 君塚直隆, 細谷雄一, 永野隆行編 勁草書房 319.3305/IgA

183 オバマ大統領がヒロシマを訪れた日 広島テレビ放送編 ポプラ社 319.8/ObB/H

184 オバマ大統領広島スピーチ全文 : 対訳版 オバマ[述]/国際情勢研究会編 ゴマブックス 319.8/ObB/K

185 集団的自衛権の思想史 : 憲法九条と日米安保(選書「風のビブリオ」:3) 篠田英朗著 風行社 319.8/ShH

186 図25枚で世界基準の安保論がスッキリわかる本 : 図解 高橋洋一著 すばる舎 319.8/TaY

187 日本と国連 : 京都から世界平和を願って : 国連創設70周年2015国連デー記念シンポジウム(K.G.りぶれっと:No.40) 神余隆博編 関西学院大学出版会 319.9/ShT

188 国際政治理論 : パズル・概念・解釈 大芝亮著 ミネルヴァ書房 319/OsR

189 新・大学生が出会う法律問題 : アルバイトから犯罪・事故まで-役立つ基礎知識- 信州大学経法学部編 創成社 320.4/ShD

190 基礎からわかる生活法学 佐々木和夫著 成文堂 321/SaK

191 「憲法十七条」広義 : "和魂""漢才"の出あいと現代的意義 永崎孝文著 奈良新聞社 322.133/NaT

192 世界の憲法を知ろう : 憲法改正への道しるべ 西修著 海竜社 323.01/NiO

193 憲法用語の源泉をよむ
大林啓吾, 見平典編著/鵜沢剛 [ほ
か] 執筆

三省堂 323.01/ObK

194 戦争責任は何処に誰にあるか : 昭和天皇・憲法・軍部 山本七平著 さくら舎 323.131/Sho/Y

195 国民国家と憲法 石川晃司著 三和書籍 323.14/IsK

196 壊憲か、活憲か(ブックレットロゴス:no. 12)
村岡到編著/澤藤統一郎, 西川伸一,
鈴木富雄 [著]

ロゴス 323.14/MuI

197 よくわかる緊急事態条項Q&A : いる?いらない?憲法9条改正よりあぶない!? 永井幸寿著 明石書店 323.14/NaK

198 憲法って、どこにあるの? : みんなの疑問から学ぶ日本国憲法 谷口真由美著 集英社 323.14/TaM
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199 あたらしい憲法草案のはなし
自民党の憲法改正草案を爆発的にひ
ろめる有志連合著

太郎次郎社エディタス 323.149/JiK

200 世界最古の「日本国憲法」 : 徹底検証・憲法 三山秀昭著 潮書房光人社 323.149/MiH

201 株式会社をつくるならこの1冊 第8版(はじめの一歩) 河野順一著 自由国民社 325.241/KoJ

202 ストーリーでわかる!パラリーガル実務ガイド : 刑事弁護・被害者支援 西垣貴文, 山本真, 吉山仁著
現代人文社/大学図書
(発売)

327.6/SuW

203 Q&A外国人・留学生支援「よろず相談」ハンドブック 平成28年5月改訂 永井弘行著
セルバ出版/創英社 : 三
省堂書店 (発売)

329.9/NaH/'16

204 資本主義、社会主義、民主主義 1(Nikkei BP classics)
ヨーゼフ・シュンペーター著/大野一
訳

日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

331.72/ScJ/1

205 資本主義、社会主義、民主主義 2(Nikkei BP classics)
ヨーゼフ・シュンペーター著/大野一
訳

日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

331.72/ScJ/2

206 国民経済計算年報 平成26年度 経済企画庁経済研究所編 大蔵省印刷局 331.86/Nai/'14

207 ミクロ経済学 新版(新経済学ライブラリ:4) 武隈愼一著
新世社/サイエンス社
(発売)

331/TaS

208 日中融合・日中友好とは何か : 現場で尽くした人々 : これからの日本企業の中国進出のあり方を問う 谷下喬一著 湘南社/星雲社 (発売) 332.22/TaK

209 苦悶する大欧州世界 中津孝司編著/雨宮康樹, 金森俊樹著 創成社 332.3/NaK

210 国家はなぜ衰退するのか : 権力・繁栄・貧困の起源 上(ハヤカワ文庫:7785-7786. ハヤカワ文庫NF:NF464-465)
ダロン・アセモグル, ジェイムズ・A・ロビンソン
著 : 鬼沢忍訳 早川書房 332/AcD/1

211 国家はなぜ衰退するのか : 権力・繁栄・貧困の起源 下(ハヤカワ文庫:7785-7786. ハヤカワ文庫NF:NF464-465)
ダロン・アセモグル, ジェイムズ・A・ロビンソン
著 : 鬼沢忍訳 早川書房 332/AcD/2

212 イチから学ぶビジネス : 高校生・大学生の経営学入門 小野正人著 創成社 335.1/OnM

213 コーポレート・ガバナンスの現状分析 : 有価証券報告書・臨時報告書を対象に
中西敏和, 関孝哉著/コーポレート・プラクティ
ス・パートナーズ編 商事法務 335.4/KoP

214 管理職の理論と実践 : 精選100項目で押さえる(労政時報選書) 本田和盛著 労務行政 336.3/HoK

215 協力し学び合う日本型組織のつくり方 : 人を育て活かす経営理念 竹村之宏, 竹村亘弘著
日本生産性本部生産性労
働情報センター

336.3/TaY

216 ブラック企業VS問題社員 : ブラック企業と決別する判例活用術 堀下和紀 [ほか] 著 労働新聞社 336.4/BuK
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217 職能給の再構築と日本型成果主義賃金の実践テキスト 斎藤清一著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.45/SaS

218 マンガでわかる仕事の敬語 本郷陽二著/瑛吉作画
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

336.49/HoY

219 伝わるプレゼン資料作成成功の実践法則50 : 相手をうなずかせるための「考え方」と「実践ノウハウ」 木村博史著 ソーテック社 336.49/KiH

220 トヨタの伝え方 桑原晃弥著 あさ出版 336.49/KuT

221 中国、ベトナム進出日系企業における異文化間コミュニケーション考察 西田ひろ子編著 風間書房 336.49/NiH

222
コワーキングスペース/シェアオフィス空間による協創型ワークプレイスの出現 : 都市マーケティングとマネジメントの観点から
(OMUPブックレット:no.57. 「地域活性化」シリーズ:5)

橋本沙也加著 大阪公立大学共同出版会 336.5/HaS

223 マンガでわかる!トヨタ式資料作成術
稲垣公夫著/松尾陽子シナリオ制作/
朝戸ころも作画

宝島社 336.5/InK

224 超解決算書で面白いほど会社の数字がわかる本 福岡雄吉郎著/井上和弘監修 あさ出版 336.83/FuY

225 四季報で学ぶ決算書の読み方 : 「会社の数字」を読み解く会計トレーニング 林總著 大和書房 336.83/HaA

226 日商簿記3級 : 合格これ1冊 第2版
寺尾芳樹企画・執筆/佐伯マスオイラ
スト

ネットスクール株式会社
出版本部

336.91//['16]

227 スゴイ!らく〜に合格(うか)る!日商簿記3級 第2版 五十嵐明彦著 税務経理協会 336.91//['16]

228 スゴイ!らく～に合格る!日商簿記3級問題集 第2版 五十嵐明彦著 税務経理協会 336.91//['16]

229 ドンドン解ける!日商簿記2級過去問題集 '16-'17年版
渡辺浩, コンデックス情報研究所編
著

成美堂出版 336.91//'16-'17

230 ドンドン解ける日商簿記3級過去問題集 '16-'17年版
高柳和男著/コンデックス情報研究所
編

成美堂出版 336.91//'16-'17

231 一番わかりやすい!簿記入門 : オールカラー 袴田正美監修 西東社 336.91/HaM

232 90分でざっくりと知りたいことだけわかる決算書 今村正, 大下航監修 ソシム 336.92/ImM

233 ビジネススキル大全 : 2時間で学ぶ「成果を生み出す」全技術 藤井孝一著 ダイヤモンド社 336/FuK

234 経営管理論(ベーシック+) 上野恭裕, 馬場大治編著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336/UeY
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235 金融資産運用 '16-'17年版: 2級2分冊(FP技能検定教本) きんざいFPセンター編 きんざい 338.079//'16-'17

236 タックスプランニング '16-'17年版: 2級3分冊(FP技能検定教本) きんざいFPセンター編 きんざい 338.079//'16-'17

237 年金・社会保険 '16年-'17年版: 2級5分冊(FP技能検定教本) きんざいFPセンター編 きんざい 338.079//'16-'17

238 中小事業主資産相談業務 '16年～'17年度版: 2級7分冊(FP技能検定教本. 実技総合演習)
きんざいファイナンシャル・プラン
ナーズ・センター編著

きんざい 338.079//'16-'17

239 生保顧客資産相談業務 '16年～'17年度版: 2級7分冊(FP技能検定教本. 実技総合演習)
きんざいファイナンシャル・プラン
ナーズ・センター編著

きんざい 338.079//'16-'17

240 最短合格2級FP技能士 '16-'17年版
きんざいファイナンシャル・プラン
ナーズ・センター編著

きんざい 338.079//'16-'17

241 最短合格3級FP技能士 '16-'17年版
きんざいファイナンシャル・プラン
ナーズ・センター編著

きんざい 338.079//'16-'17

242 しっかりまなぶFP技能士AFP2級テキスト '16-'17受検対策 資格の大原FP講座著 大原出版 338.079//'16-'17

243 しっかりまなぶFP技能士2級AFP問題集 '16-'17受検対策 資格の大原FP講座著 大原出版 338.079//'16-'17

244 はじめてまなぶFP技能士3級テキスト '16-'17受検対策 資格の大原FP講座著 大原出版 338.079//'16-'17

245 はじめてまなぶFP技能士3級問題集 '16-'17受検対策 資格の大原FP講座著 大原出版 338.079//'16-'17

246 ライフプランニングと資金計画/リスク管理/金融資産運用/不動産 '16-'17年版: 3級上巻(FP技能検定教本) きんざい 338.079//'16-'17

247 年金・社会保険/タックスプランニング/相続・事業承継 '16-'17年版: 3級下巻(FP技能検定教本) きんざい 338.079//'16-'17

248 ライフプランニングと資金計画/リスク管理 '16-'17年版: 2級1分冊(FP技能検定教本) きんざいFPセンター編 きんざい 338.079//'16-'17

249 相続・事業承継 '16年-'17年版: 2級4分冊(FP技能検定教本) きんざいFPセンター編 きんざい 338.079//'16-'17

250 不動産 '16年-'17年版: 2級6分冊(FP技能検定教本) きんざいFPセンター編 きんざい 338.079//'16-'17

251 個人資産相談業務 '16年～'17年度版: 2級7分冊(FP技能検定教本. 実技総合演習) きんざい 338.079//'16-'17

252 分野別に見るFP用語集 第7版
金融財政事情研究会ファイナンシャ
ル・プランニング技能士センター編
著

金融財政事情研究会/き
んざい (販売)

338.1/KiZ
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253 証券理論の新体系 佐藤猛著 税務経理協会 338.15/SaT

254 よくわかるインサイダー取引規制入門Q&A 上島正道著 商事法務 338.16/KaM

255 図解知識ゼロからはじめる株の入門書 安恒理著 ソシム 338.183/YaO

256 金利が上がらない時代の「金利」の教科書 小口幸伸著 フォレスト出版 338.3/OgY

257 FinTechの法律(日経FinTech選書)
増島雅和, 堀天子編著/石川貴教, 白根央, 飯島隆
博著 日経BP社 338.32/MaM

258 証券業務の基礎 2016年度版
住友信託銀行著/住信パーソネルサービス株式会社
編 経済法令研究会 338.5/MiS/'16

259 ここで差がつく!できる渉外担当者の「ものの言い方」126の実践話法 渋井正浩著 近代セールス社 338.5/ShM

260 お父さんが教える13歳からの金融入門 デヴィッド・ビアンキ著/関美和訳 日本経済新聞出版社 338/BiD

261 税金考 : ゆがむ日本 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 345.1/NiK

262 税の基礎 2016年度版(Basic series) 藤曲武美著 経済法令研究会 345.21/FuT

263 図説日本の税制 平成28年度版 増原義剛編 財経詳報社 345.21/ZuN/'16

264 税金入門 : 図とイラストでよくわかる 2010年度版(Beginner series) 小島興一編著 経済法令研究会 345/ZeN

265 図解地方税 平成28年版 逸見幸司著 大蔵財務協会 349.5/HeK

266 日中文化DNA (ディーエヌエー) 解読 : 心理文化の深層構造の視点から 尚会鵬著/谷中信一訳 日本僑報社 361.42/ShK

267 文化とコミュニケーション(叢書現代の社会学とメディア研究:第2巻) 大屋幸恵, 内藤暁子, 石森大知編著 北樹出版 361.45/BuK

268 ゴーストの条件 : クラウドを巡礼する想像力(講談社Box) 村上裕一著 講談社 361.5/MuY

269 日本会議の全貌 : 知られざる巨大組織の実態 俵義文著 花伝社/共栄書房 (発売) 361.65/NiK/T

270 パブリックライフ学入門
ヤン・ゲール, ビアギッテ・スヴァア著/鈴木俊治
[ほか] 訳 鹿島出版会 361.78/GeJ
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271 入門被差別部落の歴史 寺木伸明, 黒川みどり著 解放出版社 361.86/TeN

272 フィールドノート古今東西(100万人のフィールドワーカーシリーズ:13) 梶丸岳, 丹羽朋子, 椎野若菜編 古今書院 361.9/HyF/13

273 最強の社会調査入門 : これから質的調査をはじめる人のために 前田拓也 [ほか] 編 ナカニシヤ出版 361.9/SaS

274 映画は社会学する 西村大志, 松浦雄介編 法律文化社 361/NiH

275 社会学事典
日本社会学会, 社会学事典刊行委員
会編

丸善 361/NiS

276 社会学講義(ちくま新書:1205) 橋爪大三郎 [ほか] 著 筑摩書房 361/ShK

277 大学生のための社会学入門 : 日本学術会議参照基準対応
篠原清夫, 栗田真樹編著/池田曜子
[ほか著]

晃洋書房 361/ShS

278 カンタン解説!改正介護保険 厚有出版編集室編著 厚有出版 364.4/KoS

279 介護はいかにして「労働」となったのか : 制度としての承認と評価のメカニズム(現代社会政策のフロンティア:9) 森川美絵著 ミネルヴァ書房 364.4/MoM

280 日本の公的年金の話 本間初一著 日本法令 364.6/HoH

281 国民年金ハンドブック 平成28年度版 社会保険研究所 364.6/ShH/'16

282 生協ハンドブック 2016年6月改訂版 日本生活協同組合連合会編著 日本生活協同組合連合会 365.85/NiS/'16

283 労働統計要覧 平成27年度 労働省労働統計調査部編 大蔵省印刷局 366.059/KoR/'15

284 判例から読み解く職場のハラスメント実務対応Q&A : マタハラセクハラパワハラ 小笠原六川国際総合法律事務所著 清文社 366.3/OgR

285 労働時間を適正に削減する法 : 長時間労働対策を実践して"残業ゼロ"をめざそう! 労務リスクソリューションズ著 アニモ出版 366.32/RoR

286 賃金事情等総合調査 : 賃金事情調査 : 中央労働委員会事務局調査 平成27年 中央労働委員会事務局編集 労委協会 366.4/ChR/'15-1

287 賃金事情等総合調査 : 退職金、年金及び定年制事情調査 : 中央労働委員会事務局調査 平成27年 中央労働委員会事務局編集 労委協会 366.4/ChR/'15-2

288 新・労働契約Q&A : 会社であなたをまもる10章 東京南部法律事務所編 日本評論社 366.51/ToN
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289 丸刈りにされた女たち : 「ドイツ兵の恋人」の戦後を辿る旅(岩波現代全書:093) 藤森晶子著 岩波書店 367.235/FuA

290 性をめぐる家族の諸問題と支援(家族心理学年報:34. 個と家族を支える心理臨床実践:2) 日本家族心理学会編 金子書房 367.3/NiK/34

291 中国嫁日記 1 井上純一著
エンターブレイン/角川グループパ
ブリッシング (発売) 367.4/InJ/C-1

292 中国嫁日記 2 井上純一著
エンターブレイン/角川グループパ
ブリッシング (発売) 367.4/InJ/C-2

293 中国嫁日記 3 井上純一著
エンターブレイン/角川グループパ
ブリッシング (発売) 367.4/InJ/C-3

294 中国嫁日記 4 井上純一著
エンターブレイン/角川グループパ
ブリッシング (発売) 367.4/InJ/C-4

295 中国嫁日記 5 井上純一著
エンターブレイン/角川グループパ
ブリッシング (発売) 367.4/InJ/C-5

296 日本の若者は不幸じゃない(ソフトバンク新書:153) 福嶋麻衣子, いしたにまさき著
ソフトバンククリエイ
ティブ

367.68/FuM

297 先生と親のためのLGBTガイド : もしあなたがカミングアウトされたなら 遠藤まめた著 合同出版 367.9/EnM

298 LGBTsの法律問題Q&A
大阪弁護士会人権擁護委員会性的指
向と性自認に関するプロジェクト
チーム著

弁護士会館ブックセン
ター出版部LABO/大学図
書 (発売)

367.9/OsB

299 「LGBT」差別禁止の法制度って何だろう? : 地方自治体から始まる先進的取り組み LGBT法連合会編 かもがわ出版 367.9/SeS

300 これだけ覚える介護福祉士重要項目 '17年版
寺島彰監修 : コンデックス情報研究
所編著

成美堂出版 369.079//'17

301 スピードチェック!介護福祉士一問一答問題集 '17年版 コンデックス情報研究所編著 成美堂出版 369.079//'17

302 介護福祉士をめざす人の本 : 資格と仕事がよくわかる! '17年版 コンデックス情報研究所編著 成美堂出版 369.079//'17

303 見て覚える!介護福祉士国試ナビ 2017
いとう総研資格取得支援センター編
集

中央法規出版 369.079//'17

304 ソーシャルワークの倫理と価値 サラ・バンクス著 法律文化社 369.16/BaS

305 先進地域における萌芽の諸相(現代日本の在宅介護福祉職成立過程資料集:第5巻) 近現代資料刊行会 369.17/NaH/5

306 新・排泄ケアワークブック : 課題発見とスキルアップのための70講 西村かおる著 中央法規出版 369.26/NiK
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307 終末期介護への提言 : 「死の姿」から学ぶケア 大田仁史編著/鳥海房枝, 田邊康二著 中央法規出版 369.26/OtH

308 身ぶり手ぶりで楽楽コミュニケーション : 介護に役立つシニアサイン 齋藤綾乃著 中央法規出版 369.26/SaA

309 介護記録の書き方・読み方・活かし方 : 記録をケアの質につなげるために
Uビジョン研究所編集/本間郁子, 高
橋好美, 飯村史恵著

中央法規出版 369.26/UBi

310 長生きしても報われない社会 : 在宅医療・介護の真実(ちくま新書:1208) 山岡淳一郎著 筑摩書房 369.26/YaJ

311 「尊厳を支えるケア」をめざして : 失敗事例から学ぶ50のヒント 総合ケアセンターサンビレッジ編集 中央法規出版 369.263/SoK

312 合理的配慮 : 対話を開く, 対話が拓く 川島聡 [ほか] 著 有斐閣 369.27/GoH

313 参加 : 耳が聞こえないということ 平川美穂子著 ジアース教育新社 369.276/HiM

314 よくわかる!聴覚障害者への合理的配慮とは? : 『障害者差別解消法』と『改正障害者雇用促進法』から考える
『聴覚障害者への合理的配慮とは?』編集チーム編
集 全日本ろうあ連盟 369.276/ZeR

315 災害ボランティアハンドブック
関西学院大学災害復興制度研究所編集/被災地NGO恊
働センター制作協力 関西学院大学出版会 369.3/KaG

316 日本震災史 : 復旧から復興への歩み(ちくま新書:1210) 北原糸子著 筑摩書房 369.31/KiI

317 南海トラフ地震・大規模災害に備える : 熊本地震、兵庫県南部地震、豪雨災害から学ぶ 田結庄良昭著 自治体研究社 369.31/TaY

318 ヒロシマを伝える : 詩画人・四國五郎と原爆の表現者たち 永田浩三著 WAVE出版 369.37/ShG/N

319 ケアと健康 : 社会・地域・病い(講座ケア : 新たな人間-社会像に向けて:4) 近藤克則編著 ミネルヴァ書房 369/KoK/4

320 はじめて学ぶ発達心理学 吉田直子著 みらい 371.4/YoN

321 コブタの気持ちもわかってよ 小泉吉宏作
ベネッセコーポレーショ
ン

371.45/KoY

322 学びの専門家としての教師(岩波講座教育 : 変革への展望:4)
佐藤学 [ほか] 編/浅井幸子 [ほか]
執筆

岩波書店 372.1/IwK/4

323 教育の最新事情がよくわかる本 : これだけは知っておきたい教員としての最新知識! 3(教職研修総合特集) 教育開発研究所編 教育開発研究所 372.107/KyK/K-3

324 学校教育の戦後70年史 : 1945年(昭和20)-2015年(平成27) 日本児童教育振興財団編 小学館 372.107/NiJ
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325 論作文・面接の精選実施問題 : 全国版 2017年度版(教員採用試験・精選実施問題シリーズ:15) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'17

326 教師に必要な3つのこと 野口芳宏著 学陽書房 374.3/NoY

327 実例図解5日でわかる!板書 : 読みやすい字の書き方&板書計画 : 教師をめざす人、板書が苦手な方へ!(学校実用) 釼持勉著 学研プラス 374.35/KeT

328 学校会計入門 改訂第7版 齋藤力夫編著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

374.5/SaR

329 養護教員という仕事 : まじょりんはいつも保健室のおばさん! 小里純子著 ジャパンマシニスト社 374.9/KoJ

330 養護教諭・保健室の5S+S : 整理・整頓・清掃・清潔・躾・作法・セキュリティー(スキルアップ養護教諭の実践力) 林典子 [ほか] 著 東山書房 374.9/YoK

331 養護教諭の行う健康相談 新版(養護教諭必携シリーズ:No.2)
大谷尚子, 鈴木美智子, 森田光子編
著/井手元美奈子 [ほか] 著

東山書房 374.9/YoK/2

332 図解アクティブラーニングがよくわかる本(健康ライブラリー:スペシャル) 小林昭文監修 講談社 375.1/KoA

333 特集アクティブラーニングはこれでいいのか(主体的学び:4号) 主体的学び研究所編
主体的学び研究所/東信
堂 (発売)

375.1/ShM

334 電子黒板への招待 : その提示力を生かした授業を考える 齋藤由紀著 関西学院大学出版会 375.199/SaY

335 アクティブラーニングを活かした生徒指導 : 協同学習の手法を取り入れた生徒指導のデザイン 関田一彦, 渡辺正雄編著 学事出版 375.2/SeK

336 中学公民生徒が夢中になる! アクティブ・ラーニング&導入ネタ80 橋本康弘編者 明治図書出版 375.313/HaY

337 主権者教育のすすめ : 先生・生徒の疑問にすべてお答えします : 18歳選挙権に向けて 藤井剛著 清水書院 375.314/FuT

338 中学歴史生徒が夢中になる! アクティブ・ラーニング&導入ネタ80 乾正学著 明治図書出版 375.323/InS

339 ペア・グループの力でみんな泳げる!水泳指導アイデア事典(体育科授業サポートBOOKS) 永瀬功二著 明治図書出版 375.492/NaK

340 すべての子どもが必ずできる体育の基本 : DVD&完全ビジュアル : 走る・泳ぐ・投げる・回る・跳ぶ... 高橋健夫 [ほか] 編著
[学研教育みらい]/[学研
プラス (発売)]

375.492/SuK

341 「図画工作」という考え方 宮坂元裕著 黎明書房 375.72/MiM

342 本当は国語が苦手な教師のための国語授業のアクティブ・ラーニング 小学校編 加藤辰雄著 学陽書房 375.8/KaT/1
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343
深い学び・対話的な学び・主体的な学びの過程を重視した小学校国語科アクティブ・ラーニング型授業スタートブック(国語授業
アイデア事典)

樺山敏郎編著 明治図書出版 375.82/KaT

344 英語の授業が変わる50のポイント 新装改訂(Tips for English Teachers:2) 太田洋著 光村図書出版 375.893/OtH

345
ジンブン系自由研究アイディア51 : 親と教師のためのアドバイスブック : テーマをみつけるチカラしらべてまとめるチカラがつ
く

福井直秀著 かもがわ出版 375/FuN

346 道徳教育と国際理解教育 : 特集(国際理解教育:Vol.22)
日本国際理解教育学会/
明石書店 (発売)

375/NiK

347 保育英語ワークブック 新版 グレード2 vol.1 国際子育て支援機構出版部門編集 本の泉社 376.1/KoK/2-1

348 保育英語ワークブック 新版 グレード3 vol.1 国際子育て支援機構出版部門編集 本の泉社 376.1/KoK/3-1

349 保育英語ワークブック グレード3 Vol.2 国際子育て支援機構出版部門編 本の泉社 376.1/KoK/3-2

350 保育英語ワークブック 新版 グレード4 vol.1 国際子育て支援機構出版部門編集 本の泉社 376.1/KoK/4-1

351 保育英語ワークブック グレード4 Vol.2 国際子育て支援機構出版部門編 本の泉社 376.1/KoK/4-2

352 保育英語ワークブック グレードPre-1 Vol.2 国際子育て支援機構出版部門編 本の泉社 376.1/KoK/P-1-2

353 保育園と小学校との連携に関する調査報告書
師岡章監修 : 東京都社会福祉協議会
保育部会調査研究委員会編集

東京都社会福祉協議会 376.1/MoA/'16

354 保育の場で子どもを理解するということ : エピソード記述から"しる"と"わかる"を考える 室田一樹著 ミネルヴァ書房 376.1/MuI

355 保育者論 改訂第2版(シードブック)
榎田二三子, 大沼良子, 増田時枝編
著/石井雅 [ほか] 共著

建帛社 376.14/Hoi

356 保育におけるドキュメンテーションの活用(ななみブックレット:no.4. 新時代の保育:1)
請川滋大, 高橋健介, 相馬靖明編著/
利根川彰博, 中村章啓, 小林明代著

ななみ書房 376.14/ShJ/1

357 使える!保育のあそびネタ集 室内あそび50 井上明美編著 自由現代社
376.156/InA/S-
'16

358 般若心経が説く教育論 専栄会編纂 北隆館 376.7/Sen

359 キャリアを切り拓く大学院・通信制大学 2017(AERA進学MOOK) 朝日新聞出版 376.8//'17

360 英語に強くなる小学校選び 2017(AERA MOOK) 朝日新聞出版 376.8//'17
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361 国内MBA受験のための研究計画書の書き方 晶文社学校案内編集部編集 晶文社 376.8/Sho

362 私立大学に何がおこっているのか : 「成長」を超えた「発展」か、忍び寄る「破綻」か 岡本史紀著 成文堂 377.1/OkS

363 大学生の主体的学びを促すカリキュラム・デザイン : アクティブ・ラーニングの組織的展開にむけて
日本高等教育開発協会, ベネッセ教
育総合研究所編

ナカニシヤ出版 377.15/BeK

364 価値ある大学 : 就職力ランキング 2017年版(日経career magazine:特別編集)
日経HR/日本経済新聞出
版(発売)

377.21//'17

365 危ない大学・消える大学 2017年版 島野清志著 エール出版社 377.21/ShK/'17

366 留学と日本人(名古屋外大ワークス:2) 丹羽健夫著
名古屋外国語大学出版会
/丸善雄松堂 (発売)

377.6/NiT

367 「留学」の力 : これでいいのか日本の国際化教育 スカリー悦子著 栄光出版社 377.6/ScE

368 大学生のためのメンタルヘルスガイド : 悩む人、助けたい人、知りたい人へ(シリーズ大学生の学びをつくる) 松本俊彦編 大月書店 377.9/MaT

369 ブラックバイトに騙されるな! 大内裕和著
集英社クリエイティブ/
集英社 (発売)

377.9/OuH

370 手話単語力アップ3週間プログラム : 歌やニュース用語からよく使う表現が学べる!(ゼロからわかる手話入門) 主婦の友社編 主婦の友社 378.28/ShT

371 保育士・教師のためのティーチャーズ・トレーニング : 発達障害のある子への効果的な対応を学ぶ 河内美恵, 楠田絵美, 福田英子編著 中央法規出版 378.8/HoK

372 中学生・高校生 学習・行動が気になる生徒を支える(心の発達支援シリーズ:5)
酒井貴庸編著/松本真理子, 永田雅
子, 野邑健二監修

明石書店 378/KoH/5

373 特別支援教育と博物館 : 博学連携のアクティブラーニング
駒見和夫, 筑波大学附属聴覚特別支
援学校中学部編

同成社 378/KoK

374 はじめて投票するあなたへ、どうしても伝えておきたいことがあります。 ブルーシープ編集 ブルーシープ 379.4/TsD

375 明治・大正・昭和の化粧文化 : 時代背景と化粧・美容の変遷
ポーラ文化研究所編集/鈴森正幸 [ほ
か] 執筆

ポーラ文化研究所 383.5/PoB

376 江戸のパスポート : 旅の不安はどう解消されたか(歴史文化ライブラリー:432) 柴田純著 吉川弘文館 384.37/ShJ

377 宮本常一日本の人生行事 : 人の一生と通過儀礼 宮本常一著/田村善次郎編 八坂書房 385/MiT

378 YOKAI NO SHIMA : 日本の祝祭-万物に宿る神々の仮装 シャルル・フレジェ著
青幻舎インターナショナ
ル/青幻舎 (発売)

386.1/FrC
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379 日本の伝統行事
村上龍著/はまのゆか絵/ラルフ・
マッカーシー英訳

講談社 386.1/MuR

380 ニッポンのマツリズム : 盆踊り・祭りと出会う旅 大石始著/ケイコ・K・オオイシ写真 アルテスパブリッシング 386.1/OiH

381 「よさこい系」祭りの都市民俗学 矢島妙子著 岩田書院 386.1/YaT

382 世代をつなぐ竜王の祭り : 苗村神社三十三年式年大祭(淡海文庫:55)
武田俊輔編著/滋賀県立大学式年大祭
調査団著

サンライズ出版 386.161/TaS

383 幽霊近世都市が生み出した化物(歴史文化ライブラリー:433) 高岡弘幸著 吉川弘文館 387/TaH

384 日本の幻獣図譜 : 大江戸不思議生物出現録 湯本豪一著 東京美術 387/YuK

385 文系の人にとんでもなく役立つ!理系の知識 日本博識研究所著 宝島社 404/NiH

386 はじめての生理学 : カラー図解 上 : 動物機能編(ブルーバックス:B-1978, 1979) 田中(貴邑)冨久子著 講談社 408/11/1978

387 はじめての生理学 : カラー図解 下 : 植物機能編(ブルーバックス:B-1978, 1979) 田中(貴邑)冨久子著 講談社 408/11/1979

388 夢の新エネルギー「人工光合成」とは何か : 世界をリードする日本の科学技術(ブルーバックス:B-1980) 光化学協会編/井上晴夫監修 講談社 408/11/1980

389 光と電磁気 : ファラデーとマクスウェルが考えたこと : 電場とは何か?磁場とは何か?(ブルーバックス:B-1982) 小山慶太著 講談社 408/11/1982

390 重力波とはなにか : 「時空のさざなみ」が拓く新たな宇宙論(ブルーバックス:B-1983) 安藤正樹著 講談社 408/11/1983

391 経済数学の直観的方法 マクロ経済学編(ブルーバックス:B-1984) 長沼伸一郎著 講談社 408/11/1984

392 ひとりで学べる電磁気学 : 大切なポイントを余さず理解(ブルーバックス:B-1986) 中山正敏著 講談社 408/11/1986

393 星くずたちの記憶 : 銀河から太陽系への物語(岩波科学ライブラリー:252) 橘省吾著 岩波書店 408/14/252

394 巨大数(岩波科学ライブラリー:253) 鈴木真治著 岩波書店 408/14/253

395 評価と数量化のはなし : 科学的評価へのアプローチ 改訂版 大村平著 日科技連出版社 417/OmH

396 数の謎解き和算塾 佐藤健一著 研成社 419.1/SaK
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397 ラッシュ時のバスは、なぜダンゴ状態で来るのか? : 生活・自然の中のふしぎと物理(ベストセレクトBB:0855) 柴田正和著 ベストブック 420.4/ShM

398
時間とは何か : 相対性理論の伸び縮みする時間, タイムトラベル, 時間の始まりと終わり, そして感覚的な時間まで 増補第3版
(ニュートン別冊)(NEWTONムック)

ニュートンプレス 421.2/NeP

399 重力とは何か? : 重力波とは何か? 増補第2版(ニュートン別冊)(NEWTONムック) ニュートンプレス 423.6/NeP

400 カミオカンデとニュートリノ 鈴木厚人監修 丸善出版 429.6/SuA

401 宇宙大発見 : 天文学46の大事件 : 天文学4000年の歴史がこれ一冊でわかる 二間瀬敏史, 中村俊宏著 PHP研究所 440.2/FuT

402 ブラックホール : アイデアの誕生から観測へ
マーシャ・バトゥーシャク著/山田陽
志郎訳

地人書館 443.5/BaM

403 太陽系外の惑星をさがす : 科学と人間(NHKシリーズ. カルチャーラジオ) 井田茂著 NHK出版 445/IdS

404 荒ぶる自然 : 日本列島天変地異録 高田宏著 苦楽堂 450.981/TaH

405 天気と海の関係についてわかっていることいないこと : ようこそ、そらの研究室へ(Beret science)
筆保弘徳編/和田章義編著/杉本周作
[ほか] 著

ベレ出版 451.24/FuH

406 いざというときに身を守る気象災害への知恵 伊藤佳子, 鈴木純子著 求龍堂 451.98/ItY

407 ザ・パーフェクト : 日本初の恐竜全身骨格発掘記 土屋健執筆 誠文堂新光社 457.87/TsK

408 外来種は本当に悪者か? : 新しい野生 フレッド・ピアス著/藤井留美訳 草思社 468/PeF

409 ヒトはどこまで進化するのか
エドワード・O.ウィルソン著/小林由
香利訳

亜紀書房 469.04/WiE

410 森と花粉のはなし 齋藤秀樹著
ブイツーソリューション
/星雲社 (発売)

471.1/SaH

411 世界に一つだけの深海水族館 石垣幸二監修 成山堂書店 480.76/NuS/I

412 生息環境とわけあり行動の進化(見る聞くわかる野鳥界:生態編) 石塚徹著 信濃毎日新聞社 488.1/IsT

413 世界のクジラ・イルカ百科図鑑 アナリサ・ベルタ編/黒輪篤嗣訳 河出書房新社 489.6/BeA

414 安らかな生死 : 尊重死のすすめ 大谷英樹著 文芸社 490.15/OtH
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415 ホスピスからの贈り物 : イタリア発、アートとケアの物語(ちくま新書:1209) 横川善正著 筑摩書房 490.15/YoY

416 「平穏死」を受け入れるレッスン : 自分はしてほしくないのに、なぜ親に延命治療をするのですか? 石飛幸三著 誠文堂新光社 490.154/IsK

417 眠っているとき、脳では凄いことが起きている : 眠りと夢と記憶の秘密 ペネロペ・ルイス著/西田美緒子訳
インターシフト/合同出
版 (発売)

491.371/LeP

418 高齢者ケアガイドブック : 症状・疾病でわかる : 医療依存度の高い要介護者へのアプローチ 老人の専門医療を考える会編著 中央法規出版 493.185/RoS

419 イラストでわかる高齢者のからだと病気 杉山孝博著 中央法規出版 493.185/SuT

420 原爆リスク評価は間違っていた : 放射線の基礎を学ぼう放射線生物学を見直そう 山本修著 文芸社 493.195/YaO

421 Q&Aでわかる回想法ハンドブック : 「よい聴き手」であり続けるために
野村豊子編集代表/語りと回想研究
会, 回想法・ライフレヴュー研究会
編集

中央法規出版 493.72/NoT

422 ケアを受ける人の心を理解するために 新版 渡辺俊之著 中央法規出版 493.72/WaT

423 こちら、お漏らし110番 : 排泄とそのケアにズバリお答えします 西村かおる著 中央法規出版 494.95/NiK

424 保育保健 2016 日本保育保健協議会編集 日本小児医事出版社 498.7/NiH/'16

425 レゴでつくろう世界の名建築 Tom Alphin著/大野千鶴訳 エクスナレッジ 507.9/AlT

426 ごみとトイレの近代誌 : 絵葉書と新聞広告から読み解く 山崎達雄著 彩流社 518.52/YaT

427 環境教育学の基礎理論 : 再評価と新機軸 今村光章編/井上有一 [ほか] 著 法律文化社 519.07/ImM

428 京都・大阪・神戸名建築さんぽマップ : 厳選50ルートから選べる 最新版 円満字洋介執筆・写真撮影 エクスナレッジ 523.16/EnY

429 建築計画 新訂 1(現代建築学) 岡田光正 [ほか] 著 鹿島出版会 525.1/KeK/1

430 建築計画 新訂 2(現代建築学) 岡田光正 [ほか] 著 鹿島出版会 525.1/KeK/2

431 インテリアの百科事典
日本インテリア学会編/直井英雄編集
委員長/上野義雪 [ほか] 編集委員

丸善出版 529/NiI

432 電気の選び方 : わが家の電力自由化ガイドブック 電気新聞編著 日本電気協会新聞部 540.921/NiD
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433 そこが知りたい電力自由化 : 自然エネルギーを選べるの? 高橋真樹著 大月書店 540.921/TaM

434 ゼロから始める個性派ベーカリー : 新発想でつくるこれからの繁盛店 岸本拓也, 稲垣智子著 グラフィック社 588.32/KiT

435 日本デジタルゲーム産業史 小山友介著 人文書院 589.77/KoY

436 繁盛パン店の舞台裏(柴田書店MOOK. Café sweets(カフェ-スイーツ):Vol.177) 柴田書店 596.63/ShS

437 有名パティスリーのスペシャリテ : 保存版 : 技と個性で魅了する、人気41店の85品 旭屋出版書籍編集部編著 旭屋出版 596.65/AsS

438 道の駅/地域産業振興と交流の拠点 増補版 関満博, 酒本宏編 新評論 601.1/SeM

439 大阪・神戸伝統と革新の地場産業 自然総研産業調査グループ編
自然総研/神戸新聞社総
合出版センター (制作・
発売)

602.163/ShS

440
農の仕事は刃が命 : 包丁・ナイフ・鎌・ハサミ・ノコギリ・刈り払い機/研ぎ方・目立て(現代農業特選シリーズ : DVDでもっと
わかる:11)

農山漁村文化協会編 農山漁村文化協会 614.8/NoG

441 ハーブ&スパイス大事典(ナショナルジオグラフィック)
ナンシー・J・ハジェスキー著/関利
枝子, 倉田真木, 岡崎秀訳

日経ナショナルジオグラ
フィック社/日経BPマー
ケティング (発売)

617.6/HaN

442 小花図鑑 黒田健太郎, 黒田和義著 グラフィック社 627/KuK

443 ビジネスで1番よく使う英語Eメール : 基本から実践まで実例シーン140(BIZ No.1) ミゲル・E・コーティ, 近藤千代著 Jリサーチ出版 670.93/CoM

444 仕事英会話まるごとフレーズ 細井京子, 松岡昇著 アルク 670.93/HoK

445 英語ビジネスドキュメント・ライティングの技術 高杉尚孝著 日本経済新聞出版社 670.93/TaH

446 サバへの愛を語り3685万円を集めた話 : クラウドファンディングで起業、成功する方法 右田孝宣著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

673.971/Sab/M

447 ジャパン・クリエイターズ : 明日のクリエイティブのためのデータベースbook 2016 カラーズ編著
カラーズ/ワークスコー
ポレーション (発売)

674.3/KaY/'16

448 図説戦時下の化粧品広告 : 1931-1943 石田あゆう著 創元社 674.9/IsA

449 マーケティング基礎読本 : 毎日の仕事に役立つ!マーケティングの基本をキーワードで読み解く(日経BPムック) 日経デジタルマーケティング [著]
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

675/NiD

450 世界ナンバーワンの日本の小さな会社 山本聖 [著]
クロスメディアパブリッ
シング/インプレス (発
売)

675/YaS
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451 鉄道唱歌と地図でたどるあの駅この街 今尾恵介著 朝日新聞出版 686.21/ImK

452 ディズニーランドの社会学 : 脱ディズニー化するTDR(青弓社ライブラリー:88) 新井克弥著 青弓社 689.5/Dis/A

453 ご指名!古都のバスガイド 木島亜里沙著 メディアファクトリー 689.6/KiA/K

454 発信者情報開示・削除請求の実務 : インターネット上の権利侵害への対応 岡田理樹 [ほか] 著 商事法務 694.5/HaJ

455 最新プロバイダ責任制限法判例集 プロバイダ責任制限法実務研究会編
弁護士会館ブックセン
ター出版部LABO/大学図
書 (発売)

694.5/PuS

456 基本講義プロバイダ責任制限法 : インターネット上の違法・有害情報に関する法律実務 関原秀行著 日本加除出版 694.5/SeH

457 テレビが見世物だったころ : 初期テレビジョンの考古学 飯田豊著 青弓社 699.21/IiY

458 素手のふるまい : アートがさぐる「未知の社会性」 鷲田清一著 朝日新聞出版 704/WaK

459 世界遺産ガイド 2017改訂版 日本編(世界遺産シリーズ)
古田陽久, 古田真美著/世界遺産総合
研究所企画・編集

シンクタンクせとうち総
合研究機構

709/SeI

460 世界遺産ガイド メキシコ編(世界遺産シリーズ) 世界遺産総合研究センター編集
シンクタンクせとうち総
合研究機構

709/SeI

461 世界遺産事典 : 1052全物件プロフィール 2017改訂版(世界遺産シリーズ)
古田陽久, 古田真美著/世界遺産総合
研究所企画・編集

シンクタンクせとうち総
合研究機構

709/SeI

462 世界遺産データ・ブック 2017年版(世界遺産シリーズ) 世界遺産総合研究センター編
シンクタンクせとうち総
合研究機構

709/SeI

463 仏像風土記 : 北海道、東北、関東、中部(ビジュアルだいわ文庫) 籔内佐斗司著 大和書房 718/YaS

464 日本における中国画題の研究 張小鋼著 勉誠出版 721.025/ChS

465 浮世絵でみる!お化け図鑑 中右瑛監修 パイインターナショナル 721.8/NaE

466 国芳の狂画 [歌川国芳画]/稲垣進一, 悳俊彦編著 東京書籍 721.8/UtK/I

467 もっと知りたいサルバドール・ダリ : 生涯と作品(アート・ビギナーズ・コレクション) 村松和明著 東京美術 723.36/DaS/M

468 レオナルド・ダ・ヴィンチの秘密 : 天才の挫折と輝き
コスタンティーノ・ドラッツィオ著/
上野真弓訳

河出書房新社 723.37/LeV/D
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469 マンガ研究13講 小山昌宏, 玉川博章, 小池隆太編 水声社 726.101/MaK

470 学べるマンガ100冊 : 人生と勉強に効く 佐渡島庸平 [ほか] 著 文藝春秋 726.101/MaM

471 まんが★漫画★MANGA : 日本の漫画はなぜ世界一なのか 志波秀宇著 三一書房 726.101/ShH

472 文字を作る仕事 鳥海修著 晶文社 727.8/ToO

473 見失った手 : 状況論(石川九楊著作集:1) 石川九楊著 ミネルヴァ書房 728.08/IsK/1

474 日本の文字 : 文字論(石川九楊著作集:2) 石川九楊著 ミネルヴァ書房 728.08/IsK/2

475 遊んで育つ手づくりおもちゃ 大江委久子著 クリエイツかもがわ 759/OeI

476 楽器の音域・音質・奏法 : エッセンシャル・ディクショナリー
トム・ゲルー, デイヴ・ブラック著/
元井夏彦訳

ヤマハミュージックメ
ディア

763/GeT

477 ニッポン大音頭時代 : 「東京音頭」から始まる流行音楽のかたち 大石始著 河出書房新社 767.8/OiH

478 世阿弥を学び、世阿弥に学ぶ(阪大リーブル:57) 天野文雄編集 大阪大学出版会 773.28/Zea/A

479 歌舞伎をめぐる環境考 林公子著 晃洋書房 774.2/HaK

480 映画音楽からゲームオーディオへ : 映像音響研究の地平 尾鼻崇著 晃洋書房 778.04/ObT

481 「時代映画」の誕生 : 講談・小説・剣劇から時代劇へ 岩本憲児著 吉川弘文館 778.21/IwK

482 日中映画交流史 劉文兵著 東京大学出版会 778.21/RyB

483 UN-GO 曾川昇脚本集 : 坂口安吾原案 明治開化 安吾捕物帖(ANIMESTYLE ARCHIVE) 曾川昇著 メディアパル 778.77/AiS/A

484 「ホルス」の映像表現(アニメージュ文庫) 高畑勲解説 徳間書店 778.77/TaI

485 The Art ofファインディングドリー
ウォルト・ディズニー・ジャパン株
式会社監修/日本映像翻訳アカデミー
訳

CLASSIX MEDIA/徳間書店
(発売)

778.77/WaD

486 昭和元禄落語心中 10(KCx. ITAN:14, 54, 92, 131, 170, 208, 252, 288, 332, 376) 雲田はるこ著 講談社 779.13/KuH/S-10
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487 アマチュア落語に挑戦する本! : 独学なのに3ケ月で1席できます(言視books) 室岡ヨシミコ著 言視舎 779.13/MuY

488 落語 横井洋司写真/山本進ほか文 山川出版社 779.13/YaS

489 上方漫才黄金時代 戸田学著 岩波書店 779.14/ToM

490 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 780.1/ToH

491 わかる!使える!スポーツメンタルバイブル : Q&Aであらゆる悩みを速攻解決!(Gakken sports books) 笠原彰著 学研プラス 780.14/KaA

492 新・スポーツ栄養学(やさしいスチューデントトレーナーシリーズ:5) 井奥加奈編/清瀬千佳子 [ほか著] 嵯峨野書院 780.19/IoK

493 知識ゼロからのフルマラソン入門 小出義雄著 幻冬舎 782.3/KoY

494 「連係力」を極める!バレーボールセッター上達のポイント50(コツがわかる本) 蔦宗浩二著 メイツ出版 783.2/TsK

495 考えて強くなるバレーボールのトレーニング : スカウティング理論に基づくスキル&ドリル 吉田清司, 渡辺啓太著 大修館書店 783.2/YoS

496 センターバック専門講座 : 新装版 秋田豊著/田中滋構成 東邦出版 783.47/AkY

497 ボランチ専門講座 : 新装版 福西崇史著/北健一郎構成 東邦出版 783.47/FuT

498 ゴールキーパー専門講座 : 新装版 松永成立著/北健一郎構成 東邦出版 783.47/MaS

499 連続写真が教えてくれる!テニス基本&応用スイング(NSK mook) スマッシュ責任編集 日本スポーツ企画出版社 783.5/NiS

500 忍者を科学する(歴史新書) 中島篤巳著 洋泉社 789.8/NaA

501 茶の湯物語 : 戦国数寄者伝 高山宗東, 山野肆朗著 平凡社 791.2/TaM

502 香の本 荻須昭大著 雄山閣 792/OgT

503 認知言語学論考 No.13 山梨正明他編 ひつじ書房 801.04/HiS/N-13

504 基礎から学ぶ音声学講義 加藤重広, 安藤智子著 研究社 801.1/KaS
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505 2020年のCan I help you? 郷農彬子著 東峰書房 801.78/GoA

506 ボディートーク : 世界の身ぶり辞典 : 新装版 デズモンド・モリス著/東山安子訳 三省堂 801.9/MoD

507 日米ボディートーク : 身ぶり・表情・しぐさの辞典 増補新装版 東山安子, ローラ・フォード編著 三省堂 801.9/ToY

508 ことばの起源 : 猿の毛づくろい、人のゴシップ 新装版
ロビン・ダンバー著/松浦俊輔, 服部
清美訳

青土社 802/DuR

509 字幕屋の気になる日本語 太田直子著 新日本出版社 810.4/OtN

510 国語学一般・国語史・表記 第51号 2014年(平成26年)(日本語学論説資料:第1分冊) 論説資料保存会 810.5/3/51-1

511 文法 第51号 2014年 第2分冊(日本語学論説資料:第2分冊, 第3分冊) 論説資料保存会 810.5/3/51-2

512 日本語を教えよう! : 日本で、 そして海外で、 世界中の人に 2017(イカロスMOOK) イカロス出版 810.7//'17

513 平安時代記録語集成 上 峰岸明著 吉川弘文館 813.6/MiA/1

514 平安時代記録語集成 下 峰岸明著 吉川弘文館 813.6/MiA/2

515 語構成の文法的側面についての研究(ひつじ研究叢書:言語編:第139巻) 斎藤倫明著 ひつじ書房 814/SaM

516 先生のための古典文法Q&A101 続 中村幸弘著 右文書院 815/NaY

517 読み手に伝わる公用文 : 「やさしい日本語」の視点から 岩田一成著 大修館書店 816.4/IwK

518 学術論文の作法 : (付)リサーチペーパー・小論文・答案の書き方 第2版 近江幸治著 成文堂 816.5/OmK

519 一瞬で心をつかむ文章術(Asuka business & language books) 石田章洋著 明日香出版社 816/IsA

520 誰も教えてくれない書くスキル 芝本秀徳著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

816/ShH

521 中国人は言葉で遊ぶ 相原茂著 現代書館 820.4/AiS

522 動画ではじめる!ゼロからカンタン中国語 改訂版 楊為夫, 楊達著 旺文社 820/YoI
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523 ゼロからカンタン中国語簡体字ワーク : 7つのルールで覚える! 陳氷雅著 旺文社 821.27/ChH

524 韓国語citaと北海道方言ラサルと日本語ラレルの研究(ひつじ研究叢書:言語編:第141巻) 円山拓子著 ひつじ書房 829.15/MaH

525 笑える英語のジョーク百連発! : no joke, no life 大島希巳江著 研究社 830.49/OsK

526 はじめての英語教育研究 : 押さえておきたいコツとポイント 浦野研 [ほか] 著 研究社 830.7/HaE

527 キクタンTOEIC TEST SCORE 600 改訂版 一杉武史編著 アルク 830.79/HiT

528 キクタンTOEIC test score 800 改訂版 一杉武史編著 アルク 830.79/HiT

529 キクタンTOEIC Test Score 990 改訂版 一杉武史編著 アルク 830.79/HiT

530 これだけ!TOEICテスト総合対策 : 初めて-650点 : 新形式問題対応 菊間ひろみ著 あさ出版 830.79/KiH

531 たった4時間でTOEICテストリスニング完全攻略 : はじめてでも600点取れる! 改訂版 中尾享子著 フォレスト出版 830.79/NaK

532 システム英単語TOEIC(R)テスト 霜康司著 駿台文庫 830.79/ShY

533 はじめてのTOEIC test完全攻略ガイド 新形式問題対応編(CD BOOK)(Asuka business & language books) 塚本亮著 明日香出版社 830.79/TsR/1

534 天声人語 : 英文対照 v. 185 2016夏 朝日新聞論説委員室編/英文朝日訳 原書房 837.5/13/185

535 Rakugo : "Afraid of Manju"and Other Stories(語学シリーズ. NHK CD book/Enjoy simple English readers) NHK編 NHK出版 837.7/NiH

536 英語で雑談できるようになる生活フレーズ集 新崎隆子, 石黒弓美子著 研究社 837.8/ShR

537 英語という選択 : アイルランドの今 嶋田珠巳著 岩波書店 838/ShT

538 フランス語作文の方法 表現編 木村哲也著 第三書房 856/KiT/1

539 絵で楽しむフランス語「会話フレーズ」 小林まみ著/吉岡ゆうこ絵 学研プラス 857.8/KoM

540 日本児童文学史事典 : トピックス1945-2015 日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ/紀伊
國屋書店 (発売)

909/NiA/'45-'15
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541 古代中世文学論考 第33集 古代中世文学論考刊行会編 新典社 910.23/Shi/K-33

542 宮沢賢治童話論集 中野隆之著 図書出版のぶ工房 910.268/MiK/N

543 谷崎潤一郎中国体験と物語の力(アジア遊学:200) 千葉俊二, 銭暁波編 勉誠出版 910.268/TaJ/C

544 国文学年次別論文集 平成24(2012)年 中世1 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'12-4-1

545 文芸年鑑 2016 文藝家協會編 新潮社 910.59/NiB

546 正治二年院初度百首(和歌文学大系:49) 久保田淳 [ほか] 著 明治書院 911.1/ShN

547 萬葉写本学入門 : 上代文学研究法セミナー 小川靖彦編/田中大士 [ほか] 執筆 笠間書院 911.12/OgY

548 俳句文法入門 改訂新版 飯塚書店編集部編 飯塚書店 911.307/IiS

549 源氏物語虚構の婚姻 青島麻子著 武蔵野書院 913.36/AoA

550 紫式部 : 新装版(Century books. 人と思想:174) 沢田正子著 清水書院 913.36/Mur/S

551 絵解き万華鏡 : 聖と俗のイマジネーション 林雅彦編 三一書房 913.37/HaM

552 絵解き(一冊の講座. 日本の古典文学:3) 有精堂出版 913.37/YuS

553 栄花物語新攷 : 思想・時間・機構(研究叢書:471) 渡瀬茂著 和泉書院 913.392/WaS

554 吉野の霧 : 太平記(読みなおす日本史) 桜井好朗著 吉川弘文館 913.435/SaY

555 仮面病棟(実業之日本社文庫:[ち11]) 知念美希人著 実業之日本社 913.6/ChM/K

556 危険なビーナス 東野圭吾著 講談社 913.6/HiK3/K

557 陸王 池井戸潤著 集英社 913.6/IkJ/R

558 後妻業(文春文庫:[く-9-13]) 黒川博行著 文藝春秋 913.6/KuH/G
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559 十字架(講談社文庫:[し-61-16]) 重松清 [著] 講談社 913.6/ShK4/J

560 ジョン・マン [1]: 波濤編 山本一力著 講談社 913.6/YaI/J-1

561 ジョン・マン [2]: 大洋編 山本一力著 講談社 913.6/YaI/J-2

562 ジョン・マン [3]: 望郷編 山本一力著 講談社 913.6/YaI/J-3

563 ジョン・マン [4]: 青雲編 山本一力著 講談社 913.6/YaI/J-4

564 ジョン・マン 5: 立志編 山本一力著 講談社 913.6/YaI/J-5

565 桑港(そうこう)特急 山本一力著 文藝春秋 913.6/YaI/S

566 ワシントンハイツの旋風 (かぜ)(講談社文庫:[や-55-2]) 山本一力[著] 講談社 913.6/YaI/W

567 自然が答えを持っている 大村智著 潮出版社 914.6/OmS2/S

568 日本語のために(日本文学全集:30) 池澤夏樹編 河出書房新社 918/IkN/30

569 中国詩文の美学(中国学芸叢書:17) 興膳宏著 創文社 921.4/KoH

570 中華編(漢詩名作集成) 宇野直人著 明徳出版社 921/UnN

571 ビアトリクス・ポター物語 : ピーターラビットの生みの親(SPACE SHOWER BOOKs) サラ・グリストウッド著/本田佐良訳
スペースシャワーネット
ワーク

930.278/PoB/G

572 魔術師のおい(光文社古典新訳文庫:[KAル1-1]. ナルニア国物語:1) C・S・ルイス著/土屋京子訳 光文社 933.7/LeC/N-1

573 フランス文学は役に立つ! : 『赤と黒』から『異邦人』まで 鹿島茂著 NHK出版 950.2/KaS

574 ゴリオ爺さん(光文社古典新訳文庫:[KAハ3-2]) バルザック著/中村佳子訳 光文社 953.6/BaH/G

575 脂肪の塊/ロンドリ姉妹 : モーパッサン傑作選(光文社古典新訳文庫:[KAモ2-2]) モーパッサン著/太田浩一訳 光文社 953.6/MaG/S

576 準新翅類(日本昆虫目録:第4巻) 日本昆虫目録編集委員会編集
日本昆虫学会/櫂歌書房
(販売)/星雲社 (発売)

B486/NiK/4
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577 脈翅目群, 長翅目, 隠翅目, 毛翅目, 撚翅目(日本昆虫目録:第5巻) 日本昆虫目録編集委員会編集
日本昆虫学会/櫂歌書房
(販売)

B486/NiK/5

578 古典文学 2010-2014(日本文学研究文献要覧) 日外アソシエーツ株式会社編
日外アソシエーツ/紀伊
國屋書店 (発売)

B910.31/1/1-2014

579 大塚康生の動かす喜び(ジブリがいっぱいCOLLECTION)
ブエナビスタホームエンターテイ
メント (発売) DV778.4/OtY/O

580 ポニョはこうして生まれた。 : 宮崎駿の思考過程(ジブリがいっぱいCOLLECTION)
ウォルトディズニースタジオホー
ムエンターテイメント DV778.77/SuJ/M

581 「もののけ姫」はこうして生まれた。(ジブリがいっぱいCOLLECTION)
ウォルトディズニースタジオホー
ムエンターテイメント DV778.77/SuJ/M

582 イノセンス(I.G cinema selection) 士郎正宗原作/押井守監督・脚本
ウォルトディズニースタジオホー
ムエンターテイメント DV778/439

583 じゃりん子チエ : 劇場版(ジブリがいっぱいcollectionスペシャル) 高畑勲監督/はるき悦巳原作
ウォルト・ディズニー・スタジ
オ・ジャパン (発売) DV778/440

584 火垂るの墓(ジブリがいっぱいCOLLECTION. Studio Ghibli DVD video) [高畑勲監督・脚本]/[野坂昭如原作]
ウォルトディズニースタジオジャ
パン (発売) DV778/441

585 赤毛のアン : グリーンゲーブルズへの道 : 劇場版(ジブリ美術館ライブラリー : 三鷹の森)
ルーシー・モード・モンゴメリ原作/
高畑勲脚本・監督

ウォルト・ディズニー・スタジ
オ・ジャパン DV778/442

586 おもひでぽろぽろ(ジブリがいっぱいCOLLECTION. Studio Ghibli DVD video) 高畑勲監督
ウォルト・ディズニー・スタジ
オ・ジャパン (発売) DV778/443

587 海がきこえる(ジブリがいっぱいCOLLECTION. Studio Ghibli DVD video) 氷室冴子原作/望月智充監督
スタジオジブリ (制作)/ウォルト
ディズニースタジオホームエン
ターテイメント (発売)

DV778/444

588 平成狸合戦ぽんぽこ : 総天然色漫画映画(ジブリがいっぱいCOLLECTION. Studio Ghibli DVD video) 高畑勲監督
ウォルト・ディズニー・スタジ
オ・ジャパン (発売) DV778/445

589 となりの山田くん : ホーホケキョ(ジブリがいっぱいCOLLECTION. Studio Ghibli DVD video)
高畑勲脚本・監督/いしいひさいち原
作

ウォルト・ディズニー・スタジ
オ・ジャパン (発売) DV778/446

590 猫の恩返し/ギブリーズepisode2(ジブリがいっぱいCOLLECTION. Studio Ghibli DVD video)
宮崎駿企画/森田宏幸監督/柊あおい
原作/吉田玲子脚本/スタジオジブリ
制作/百瀬義行脚本・監督/スタジオ

ウォルト・ディズニー・スタジ
オ・ジャパン (発売) DV778/447

591 借りぐらしのアリエッティ(ジブリがいっぱいCOLLECTION)
米林宏昌監督/宮崎駿脚本/メア
リー・ノートン原作

ウォルト・ディズニー・スタジ
オ・ジャパン (発売) DV778/448

592 コクリコ坂から(ジブリがいっぱいCOLLECTION) 宮崎駿企画・脚本/宮崎吾朗監督
ウォルト・ディズニー・スタジ
オ・ジャパン (発売) DV778/449

593 風立ちぬ(ジブリがいっぱいCOLLECTION)
宮崎駿原作・脚本・監督/スタジオジ
ブリ制作

ウォルト・ディズニー・スタジ
オ・ジャパン (発売) DV778/450

594 かぐや姫の物語(ジブリがいっぱいCOLLECTION. Studio Ghibli DVD video)
高畑勲原案・脚本・監督/坂口理子脚
本

ウォルト・ディズニー・スタジ
オ・ジャパン (発売) DV778/451
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595 思い出のマーニー(ジブリがいっぱいCOLLECTION. Studio Ghibli DVD video)
米林宏昌監督/ジョーン・G・ロビン
ソン原作

ウォルト・ディズニー・スタジ
オ・ジャパン (発売) DV778/452

596 にわとりかあさん(こどものとも年少版:通巻475号) 木坂涼文/高畠純絵 福音館書店 E//16

597 てんごくにいったのうふ : スリランカの昔話(こどものとも:通巻727号)
プラサンサ・カルコーッテゲ再話・
訳/イノーカ・デ・シルバ絵

福音館書店 E//16

598 きのこってなんだろう?(かがくのとも:571号) 小林路子さく 福音館書店 E//16

599 こめぶきあわぶき(日本の民話えほん) 川村たかし文/梶山俊夫画 教育画劇 E/19

600 ゆきおんな(日本の民話えほん) 川村たかし文/宇野亜喜良画 教育画劇 E/19

601 てんぐのはうちわ(日本の民話えほん) 香山美子文/長新太画 教育画劇 E/19

602 しっぺいたろう(日本の民話えほん) 香山美子文/太田大八画 教育画劇 E/19

603 たびびとうま(日本の民話えほん) 小沢正文/石倉欣二画 教育画劇 E/19

604 かみそりぎつね(日本の民話えほん) 小沢正文/野村たかあき画 教育画劇 E/19

605 もくべえのうなぎのぼり(日本の民話えほん)
さねとうあきら文 : いのうえようす
け画

教育画劇 E/19

606 かっぱのすもう(日本の民話えほん) 小沢正文 : 太田大八画 教育画劇 E/19

607 おならのしゃもじ(日本の民話えほん) 小沢正文 : 田島征三画 教育画劇 E/19

608 しちどぎつね(日本の民話えほん) 岩崎京子文 : 二俣英五郎画 教育画劇 E/19

609 うまかたとこだぬき(日本の民話えほん) 香山美子文/野村たかあき画 教育画劇 E/19

610 ねずみきょう(日本の民話えほん) 香山美子文 : 遠藤てるよ画 教育画劇 E/19

611 たこやはちべえりゅうぐうたび(日本の民話えほん)
さねとうあきらぶん : スズキコージ
え

教育画劇 E/19

612 おおきさくらべ(日本の民話えほん) 川村たかし文 : 遠山繁年画 教育画劇 E/19
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613 うみぼうず(日本の民話えほん) 岩崎京子文/村上豊画 教育画劇 E/19

614 やまのねこやしき(日本の民話えほん)
さねとうあきら文/いのうえようすけ
画

教育画劇 E/19

615 おにのここづな(日本の民話えほん) さねとうあきら文/かたやまけん画 教育画劇 E/19

616 ばけものでら(日本の民話えほん) 岩崎京子文/田島征三絵 教育画劇 E/19

617 よっぱらったゆうれい(日本の民話えほん) 岩崎京子文 : 村上豊画 教育画劇 E/19

618 ばけずきん(日本の民話えほん) 川村たかし文 : 梶山俊夫画 教育画劇 E/19

619 大乗仏教概論(岩波文庫:青(33)-323-4) 鈴木大拙著/佐々木閑訳 岩波書店 イ181.02/SuD

620 みんなのこうえん(教育画劇のかみしばい. あたらしいしつけ紙芝居)
高木あきこ作/田沢梨枝子画/いしば
ししずこ解説

教育画劇 紙芝居/A2/1

621 ぼくにものせてよ(教育画劇のかみしばい. あたらしいしつけ紙芝居)
関七美作/山本まつ子画/田口俊雄解
説

教育画劇 紙芝居/A2/2

622 いじわるなんかするからさ(教育画劇のかみしばい. あたらしいしつけ紙芝居)
柴野民三作/椎野利一画/金明悦子解
説

教育画劇 紙芝居/A2/3

623 ぐーんとのばせ(教育画劇のかみしばい. あたらしいしつけ紙芝居) 瀬名恵子作・画/田口俊雄解説 教育画劇 紙芝居/A2/4

624 いばりんぼたかしくん(教育画劇のかみしばい. あたらしいしつけ紙芝居) いしばししずこ作・解説/高橋透画 教育画劇 紙芝居/A2/5

625 いちばんがすきなサンちゃん(教育画劇のかみしばい. あたらしいしつけ紙芝居) 金明悦子作・解説/中村有希画 教育画劇 紙芝居/A2/6

626 オニのごちそう(教育画劇のかみしばい. アッハッハ!笑いどっさり!おいしい日本のたべもの民話) 宮崎二美枝文/藤本四郎絵 教育画劇 紙芝居/A3/1

627 おとうふさんのおみまい(教育画劇のかみしばい. アッハッハ!笑いどっさり!おいしい日本のたべもの民話) 大橋慶子文・絵 教育画劇 紙芝居/A3/2

628 なすおばけ(教育画劇のかみしばい. アッハッハ!笑いどっさり!おいしい日本のたべもの民話) 新井悦子文/大野八生絵 教育画劇 紙芝居/A3/3

629 こめだしえびすさま(教育画劇のかみしばい. アッハッハ!笑いどっさり!おいしい日本のたべもの民話) 新井悦子文/いわぶちさちこ絵 教育画劇 紙芝居/A3/4

630 なっぱのおれい(教育画劇のかみしばい. アッハッハ!笑いどっさり!おいしい日本のたべもの民話) 亀澤裕也文・絵 教育画劇 紙芝居/A3/5
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631 おおきいねこちいさいねこ(教育画劇のかみしばい. アッハッハ!笑いどっさり!おいしい日本のたべもの民話) ときわひろみ文/伊野孝行絵 教育画劇 紙芝居/A3/6

632 竜のふち(教育画劇のかみしばい. ブルッとふるえる!こわい日本の民話) 篠崎三朗文・絵 教育画劇 紙芝居/B2/1

633 オオカミのまゆげ(教育画劇のかみしばい. ブルッとふるえる!こわい日本の民話) Yuji文・絵 教育画劇 紙芝居/B2/2

634 ひゃくものがたりとゆうれい(教育画劇のかみしばい. ブルッとふるえる!こわい日本の民話) 平田昌広文/末吉陽子絵 教育画劇 紙芝居/B2/3

635 はかばへいくむすめ(教育画劇のかみしばい. ブルッとふるえる!こわい日本の民話) にへいたもつ文/川端理絵絵 教育画劇 紙芝居/B2/4

636 ばけねこやま(教育画劇のかみしばい. ブルッとふるえる!こわい日本の民話) 山崎杉夫文・絵 教育画劇 紙芝居/B2/5

637 おにばばときんのくさり(教育画劇のかみしばい. ブルッとふるえる!こわい日本の民話) 山口節子文/村田エミコ絵 教育画劇 紙芝居/B2/6

638
こぎつねこんきちとカッパようかい(教育画劇のかみしばい. だまし絵・かくし絵・さかさ絵で遊ぼう!おもしろ妖怪、お化け紙芝
居 : カッパ)

グループ・コロンブス文/さこうしん
じ絵

教育画劇 紙芝居/D/1

639 じごくめぐり(教育画劇のかみしばい. だまし絵・かくし絵・さかさ絵で遊ぼう!おもしろ妖怪、お化け紙芝居 : おに)
グループ・コロンブス文/かわむらふ
ゆみ絵

教育画劇 紙芝居/D/2

640
おぼうさんとろくろくび(教育画劇のかみしばい. だまし絵・かくし絵・さかさ絵で遊ぼう!おもしろ妖怪、お化け紙芝居:ろくろ
首)

みやざきひろかず作・絵 教育画劇 紙芝居/D/3

641
ひとつめこぞうとぼうしさがし(教育画劇のかみしばい. だまし絵・かくし絵・さかさ絵で遊ぼう!おもしろ妖怪、お化け紙芝居 :
一つ目小僧)

永井秀幸作・絵 教育画劇 紙芝居/D/4

642
えのなかのゆうれい(教育画劇のかみしばい. だまし絵・かくし絵・さかさ絵で遊ぼう!おもしろ妖怪、お化け紙芝居 : 火の玉お
ばけ)

古川タク作・絵 教育画劇 紙芝居/D/5

643
こわがりギンちゃんのばけねこそうどう(教育画劇のかみしばい. だまし絵・かくし絵・さかさ絵で遊ぼう!おもしろ妖怪、お化け
紙芝居 : ばけねこ)

ときわひろみ作/石黒亜矢子絵 教育画劇 紙芝居/D/6

644 ゾウさんのおしごとなーに?(ふしぎがいっぱい!どうぶつのせかい) 中谷靖彦作/絵/升川和雄編集 教育画劇 紙芝居/F/1

645 ラッコのルッケ(ふしぎがいっぱい!どうぶつのせかい)
片平直樹文/サイトウナツコ絵/升川
和雄編集

教育画劇 紙芝居/F/2

646 ミャオはねこのこ(ふしぎがいっぱい!どうぶつのせかい) こわせたまみ作/オームラトモコ絵 教育画劇 紙芝居/F/3

647 のうさぎケンパ(ふしぎがいっぱい!どうぶつのせかい)
わしおとしこ作/秋草愛絵/升川和雄
編集

教育画劇 紙芝居/F/4

648 コアラのこーちゃん(ふしぎがいっぱい!どうぶつのせかい) かとうようこ文絵/升川和雄編集 教育画劇 紙芝居/F/5
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649 しまうまのしまりん(ふしぎがいっぱい!どうぶつのせかい) きたがわめぐみ文絵/升川和雄編集 教育画劇 紙芝居/F/6

650 はじめてのおおかみとしちひきのこやぎ(教育画劇のかみしばい. はじめての世界めいさく : 年少向かみしばい) 吉田尚令絵 教育画劇 紙芝居/H2/1

651 はじめてのさんびきのこぶた(教育画劇のかみしばい. はじめての世界めいさく : 年少向かみしばい) ヒロミチイト絵 教育画劇 紙芝居/H2/2

652 はじめてのおおきなかぶ(教育画劇のかみしばい. はじめての世界めいさく : 年少向かみしばい) Sachicafe絵 教育画劇 紙芝居/H2/3

653 はじめてのシンデレラ(教育画劇のかみしばい. はじめての世界めいさく : 年少向かみしばい) あおきひろえ絵 教育画劇 紙芝居/H2/4

654 はじめてのみにくいあひるのこ(教育画劇のかみしばい. はじめての世界めいさく : 年少向かみしばい) てづかあけみ絵 教育画劇 紙芝居/H2/5

655 はじめてのあかずきん(教育画劇のかみしばい. はじめての世界めいさく : 年少向かみしばい) 原ペコリ絵 教育画劇 紙芝居/H2/6

656 ふにゃふにゃなーに(教育画劇のかみしばい. かみしばい*ポッポシリーズ)
片桐百合子作/石川雅也画/田口俊雄
解説

教育画劇 紙芝居/K7/1

657 ちいさなおばけ(教育画劇のかみしばい. かみしばい*ポッポシリーズ) 瀬名恵子作・画・解説/田口俊雄解説 教育画劇 紙芝居/K7/2

658 ねずみのしっぽ(教育画劇のかみしばい. かみしばい*ポッポシリーズ) 瀬名恵子作・画・解説/田口俊雄解説 教育画劇 紙芝居/K7/3

659 そらのさんぽ(教育画劇のかみしばい. かみしばい*ポッポシリーズ)
鶴見正夫作/チト・イトー画/田口俊
雄解説

教育画劇 紙芝居/K7/4

660 あんあんふうせん(教育画劇のかみしばい. かみしばい*ポッポシリーズ)
古寺伸竹作/西村達馬画/田口俊雄解
説

教育画劇 紙芝居/K7/5

661 まねっここざる(教育画劇のかみしばい. かみしばい*ポッポシリーズ)
福島のり子文/富永秀夫案・画/田口
俊雄解説

教育画劇 紙芝居/K7/6

662 おやつのじかん : 2・3歳児かみしばい(教育画劇のかみしばい. かみしばい*ポッポシリーズ) 神沢利子作/峰村亮而画 教育画劇 紙芝居/K7/7

663
かおかおだあれ? : 虫の顔 : いろんな虫の顔のアップがどーんと迫る!(教育画劇のかみしばい. 虫ってこんなにオモシロい! :
栗林慧の虫の目カメラ写真紙芝居)

栗林慧作・写真 教育画劇 紙芝居/M8/1

664
とべとべブーン! : 虫の飛ぶ瞬間 : 羽ばたきの一瞬、躍動感がほとばしる!(教育画劇のかみしばい. 虫ってこんなにオモシロい!
: 栗林慧の虫の目カメラ写真紙芝居)

栗林慧作・写真 教育画劇 紙芝居/M8/2

665
つよいぞ!カブトムシジョニー : カブトムシ : カブトムシの必殺つのひねりがすごい!(教育画劇のかみしばい. 虫ってこんなに
オモシロい! : 栗林慧の虫の目カメラ写真紙芝居)

栗林慧作・写真 教育画劇 紙芝居/M8/3

666
ぼくはクワガタ。 : クワガタ : クワガタくんの素敵な魅力がいっぱい!(教育画劇のかみしばい. 虫ってこんなにオモシロい! :
栗林慧の虫の目カメラ写真紙芝居)

栗林慧作・写真 教育画劇 紙芝居/M8/4
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667
きょうもげんきにおしごとだ! : アリ : はたらきアリのこうどうがたのしくわかる!(教育画劇のかみしばい. 虫ってこんなにオ
モシロい! : 栗林慧の虫の目カメラ写真紙芝居)

栗林慧作・写真 教育画劇 紙芝居/M8/5

668
ぼくらバッタのなかまたち : バッタ : いろんなバッタのなかまがおぼえられます!(教育画劇のかみしばい. 虫ってこんなにオモ
シロい! : 栗林慧の虫の目カメラ写真紙芝居)

栗林慧作・写真 教育画劇 紙芝居/M8/6

669
くさむらのおうさまカマキリ : カマキリ : みずみずしい成長のストーリー(教育画劇のかみしばい. 虫ってこんなにオモシロい!
: 栗林慧の虫の目カメラ写真紙芝居)

栗林慧作・写真 教育画劇 紙芝居/M8/7

670
トンボさんのぐるぐるレポート : トンボ : トンボたちが次々登場する楽しい自己紹介!(教育画劇のかみしばい. 虫ってこんなに
オモシロい! : 栗林慧の虫の目カメラ写真紙芝居)

栗林慧作・写真 教育画劇 紙芝居/M8/8

671 おおきなパパとちいさなママ(教育画劇のかみしばい. パンダコパンダ:その1)
宮崎駿原案・脚本/高畑勲演出/トム
ス・エンタテインメント製作・著作

教育画劇 紙芝居/P2/1

672 パンちゃん、がっこうへいく(教育画劇のかみしばい. パンダコパンダ:その2)
宮崎駿原案・脚本/高畑勲演出/トム
ス・エンタテインメント製作・著作

教育画劇 紙芝居/P2/2

673 パンちゃん、ききいっぱつ!(教育画劇のかみしばい. パンダコパンダ:その3)
宮崎駿原案・脚本/高畑勲演出/トム
ス・エンタテインメント製作・著作

教育画劇 紙芝居/P2/3

674 はたらくくるまだいかつやく(教育画劇のかみしばい. すごいぞ!はたらくのりもの紙芝居) オームラトモコ作・絵 教育画劇 紙芝居/S4/1

675 ふつうでんしゃのでんしゃくん(教育画劇のかみしばい. すごいぞ!はたらくのりもの紙芝居) the rocket gold star文/越濱久晴絵 教育画劇 紙芝居/S4/2

676 しんまいひこうきビーハチくん(教育画劇のかみしばい. すごいぞ!はたらくのりもの紙芝居) 鎌田歩作・絵 教育画劇 紙芝居/S4/3

677 ピンポーン!おとどけものでーす!(教育画劇のかみしばい. すごいぞ!はたらくのりもの紙芝居) 藤巻吏絵作/ゴトウノリユキ絵 教育画劇 紙芝居/S4/4

678 きいろいぼうしとやさしいバス(教育画劇のかみしばい. すごいぞ!はたらくのりもの紙芝居) 中垣ゆたか作・絵 教育画劇 紙芝居/S4/5

679 みならいしょうぼうしゃショータ(教育画劇のかみしばい. すごいぞ!はたらくのりもの紙芝居) 丹羽直樹作・絵 教育画劇 紙芝居/S4/6

680 あかちゃんあかちゃん : 表情のオノマトペ(教育画劇のかみしばい. すくすくのびのび : 0・1・2かみしばい) ケロポンズ作/市居みか絵 教育画劇 紙芝居/S5/1

681 わたしはだあれ? : 動物の鳴き声のオノマトペ(教育画劇のかみしばい. すくすくのびのび : 0・1・2かみしばい) ケロポンズ作/山田美津子絵 教育画劇 紙芝居/S5/2

682
あてっこどうぶつえん : さわってみよう : てざわりのオノマトペ(教育画劇のかみしばい. すくすくのびのび : 0・1・2かみし
ばい)

村田エミコ作・絵 教育画劇 紙芝居/S5/3

683 よるのおうち : 物の音のオノマトペ(教育画劇のかみしばい. すくすくのびのび : 0・1・2かみしばい) YUZUKO作・絵 教育画劇 紙芝居/S5/4

684 ペンギンのペンペン : 自然の音のオノマトペ(教育画劇のかみしばい. すくすくのびのび : 0・1・2かみしばい) まるはま作・絵 教育画劇 紙芝居/S5/5
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685 おとうさんといっしょ : 暮しの音のオノマトペ(教育画劇のかみしばい. すくすくのびのび : 0・1・2かみしばい) かさいまり作・絵 教育画劇 紙芝居/S5/6

686 ブルルンガタゴトいってきまーす : 乗り物の音のオノマトペ(教育画劇のかみしばい. すくすくのびのび : 0・1・2かみしばい) 浅沼とおる作・絵 教育画劇 紙芝居/S5/7

687
はらぺこぶうちゃんのワクワクピクニック : 体の音のオノマトペ(教育画劇のかみしばい. すくすくのびのび : 0・1・2かみしば
い)

クリハラヤスト, 山田花菜作・絵 教育画劇 紙芝居/S5/8

688 せいぎのみかたよだれマン(教育画劇のかみしばい:すごいぞ!からだのふしぎ||スゴイゾ カラダ ノ フシギ) 岡信子作/山口みねやす画 教育画劇 紙芝居/S6/1

689 かさぶたブッタ : かさぶた(教育画劇のかみしばい. すごいぞ!からだのふしぎ)
なかむらとおる作/中村陽子画/鈴木
洋監修

教育画劇 紙芝居/S6/2

690 はなくそテレビ(教育画劇のかみしばい. すごいぞ!からだのふしぎ) 藤本ともひこ作・画 教育画劇 紙芝居/S6/3

691 ももちゃんとうんちのポッタン(教育画劇のかみしばい. すごいぞ!からだのふしぎ) 山本和子作/鈴木博子画 教育画劇 紙芝居/S6/4

692 ぼくはだれのおならなの?(教育画劇のかみしばい. すごいぞ!からだのふしぎ) 山本省三作・画 教育画劇 紙芝居/S6/5

693 あくびはどんなときでるのかな?(教育画劇のかみしばい. すごいぞ!からだのふしぎ) 山脇恭作/くすはら順子画 教育画劇 紙芝居/S6/6

694 くろねこのしろいはな : 中国民話(教育画劇のかみしばい. ワッハッハ!ゆかいでおかしい世界の民話) わしおとしこ文/藤本四郎絵 教育画劇 紙芝居/W2/1

695 かめのえんそく : イギリスの民話(教育画劇のかみしばい. ワッハッハ!ゆかいでおかしい世界の民話) 中谷靖彦作・絵 教育画劇 紙芝居/W2/2

696 トラよりつよいカエルくん : チベットの民話(教育画劇のかみしばい. ワッハッハ!ゆかいでおかしい世界の民話) 矢崎節夫文/すがわらけいこ絵 教育画劇 紙芝居/W2/3

697 つぼがトコトコ : デンマークの民話(教育画劇のかみしばい. ワッハッハ!ゆかいでおかしい世界の民話) 東川洋子文/小林ゆき子絵 教育画劇 紙芝居/W2/4

698 おひゃくしょうさんとだんご : スリランカ(教育画劇のかみしばい. ワッハッハ!ゆかいでおかしい世界の民話) こわせ・たまみ作/村田エミコ絵 教育画劇 紙芝居/W2/5

699 ふしぎなおとしもの : イギリス(教育画劇のかみしばい. ワッハッハ!ゆかいでおかしい世界の民話) 山本省三作・絵 教育画劇 紙芝居/W2/6

700 1日10分地方公務員法 第5次改訂版(買いたい新書:4) 都政新報社 就職/資格/['16]

701 地方公務員法よく出る問題108問 : 高頻出問題を徹底網羅 第3次改訂版 公法問題研究会編 公職研 就職/資格/['16]

702 茶道文化検定公式問題集 8-1級・2級 今日庵茶道資料館監修 淡交社 就職/資格/['16]
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703 茶道文化検定公式問題集 8-3級・4級 今日庵茶道資料館監修 淡交社 就職/資格/['16]

704 社会科学 第2版 2016(警察官・消防官Vテキストシリーズ:4. 大卒程度) TAC公務員講座編 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['16]

705 7日で完成!警察官採用試験漢字・国語集中特訓! : 短期決戦用! TAC公務員講座編 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['16]

706 これで合格!全国手話検定試験 : 5級 4級 3級 2級 準1級 1級 2016 全国手話研修センター編集 中央法規出版 就職/資格/'16

707 一夜づけ!宅建士 2016 水田嘉美著 三省堂 就職/資格/'16

708 宅建業法・法令上の制限・その他の分野(50日でうかる宅建士 : テキスト&過去問演習:平成28年版下巻) たっけんコム 就職/資格/'16

709 公務員の仕事入門ブック 29年度試験対応(公務員試験受験ジャーナル特別企画:2) 実務教育出版 就職/資格/'17

710 自衛官になる本 : 陸上・海上・航空自衛隊自衛官への道を完全収録 2017-2018(イカロスMOOK) 古澤誠一郎 [ほか] 執筆 イカロス出版
就職/資格/'17-
'18

711 速攻!これだけ!!一般常識&図解時事 2018年度版 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'18

712 一問一答一般常識&最新時事 : ワザあり時短クリア 2018年度版 羽根大介監修 永岡書店 就職/資格/'18

713 速攻!!ワザあり面接&エントリーシート [2018年度版] 就活研究所面接班編 永岡書店 就職/資格/'18

714 インターンシップ 2018(絶対内定) 熊谷智宏著 ダイヤモンド社 就職/資格/'18

715 就職試験受かる小論文・作文模範文例 : 内定を勝ち取る自己アピールのヒント満載!! 2018年度版 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'18

716 1週間で極める!!基本の一般常識Q&A 2018年度版 新星出版社 就職/資格/'18

717 一般常識&時事用語 : ワザあり速攻マスター! [2018年度版] 就職試験リサーチ編 永岡書店 就職/資格/'18

718 やさしい一般常識総ざらい [2018年度版](大学生の就職) 就職試験情報研究会編著 一ツ橋書店 就職/資格/'18

719 やさしいGAB・CAB [2018年度版](大学生の就職) 就職試験情報研究会編著 一ツ橋書店 就職/資格/'18

720 就活必修!速習7時限面接内定術 2018 坪田まり子[著] さくら舎 就職/資格/'18
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721 就活のやり方 : いつ・何を・どう? ぜんぶ! : 先輩には聞きづらいシューカツのキホンがわかる! 2018年度版 就職情報研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18

722 ホンネの女子就活 : センパイたちが就活中に悩んだこと 2018年度版 女子就活ネット編 実務教育出版 就職/資格/'18

723 これが本当のSPI3だ! : テストセンター対応 2018年度版 SPIノートの会, 津田秀樹編著 洋泉社 就職/資格/'18

724 現職人事が書いた「公務員になりたい人へ」の本 : 公務員試験 2018年度版 大賀英徳編著 実務教育出版 就職/資格/'18

725 CAB・GAB完全突破法! : 必勝・就職試験! : Web-CAB・GAB Compact・IMAGES対応 2018年度版 SPIノートの会編著 洋泉社 就職/資格/'18

726 The biography of Stephen Hawking(洋販ラダーシリーズ:Level 5) by Nina Wegner IBCパブリッシング 多読/英語
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