
2016年11月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 大学1年生からの研究の始めかた 西山敏樹著 慶應義塾大学出版会 002.7/NiT

2 現代社会を読み解く知
尾崎正延, 三浦直子,
師玉真理編著

学文社 002/GeS

3 中国古典学への招待 : 目録学入門(研文選書:125)
程千帆, 徐有富著/向嶋
成美 [ほか] 訳

研文出版 020.22/TeS

4 ギネス世界記録 2017
クレア・フォルカード
編/石原尚子 [ほか] 編
集・翻訳

ポプラ社
031.5/GiS/'1

7

5 経済学のすすめ : 人文知と批判精神の復権(岩波新書:新赤版 1622) 佐和隆光著 岩波書店 081/6-4/1622

6 魚と日本人 : 食と職の経済学(岩波新書:新赤版 1623) 濱田武士著 岩波書店 081/6-4/1623

7 ルポ難民追跡 : バルカンルートを行く(岩波新書:新赤版 1624) 坂口裕彦著 岩波書店 081/6-4/1624

8 弘法大師空海と出会う(岩波新書:新赤版 1625) 川崎一洋著 岩波書店 081/6-4/1625

9 読書と日本人(岩波新書:新赤版 1626) 津野海太郎著 岩波書店 081/6-4/1626

10 近代日本哲学のなかの西田哲学 : 比較思想的考察(Minerva21世紀ライブラリー:92) 小坂国継著 ミネルヴァ書房 121.63/KoK
11 恋愛心理学特論 : 恋愛する青年/しない青年の読み解き方 高坂康雅著 福村出版 141.62/KoY

12 異常心理学大事典
M.E.P.セリグマン,
E.F.ウォーカー, D.L.
ローゼンハン著

西村書店 145/IjS

13 仏教精神分析 : 古澤平作先生を語る
永尾雄二郎, クリスト
ファー・ハーディング,
生田孝著

金剛出版 146.1/BuS

14 精神医療・臨床心理の知識と技法 : 公認心理師必携
下山晴彦, 中嶋義文編
集

医学書院 146.89/ShH

15 釈尊をいかに観るか(前田惠學集:第1巻) 前田惠學著 山喜房佛書林 180.8/MaE/1
16 仏教とは何か、仏教学いかにあるべきか(前田惠學集:第2巻) 前田惠學著 山喜房佛書林 180.8/MaE/2
17 現代上座仏教の世界 1(前田惠學集:第3-4巻) 前田惠學著 山喜房佛書林 180.8/MaE/3
18 核の時代における平和と共生 ほか(前田惠學集:第6巻) 前田惠學著 山喜房佛書林 180.8/MaE/6
19 心とはなにか : 仏教の探究に学ぶ 竹村牧男著 春秋社 181/TaM
20 仏教ごっこ日本 : もうひとつの精神誌 藤原成一著 法藏館 182.1/FuS

21 仏教とアドラー心理学 : 自我から覚りへ 岡野守也著 佼成出版社
183.94/OkM/Y

-2
22 仏教文学を読む事典 武石彰夫編著 佼成出版社 184.9/TaA

23 明治の禅匠 新版 禅文化研究所編集部編 禅文化研究所 188.82/ZeB

24 坐禅入門 : 坐り方・作法マニュアル 新版 無門龍善著 大蔵出版 188.86/MuR
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25 「世界史」の世界史(MINERVA世界史叢書:総論) 秋田茂 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 201.1/SeS

26 サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福 上
ユヴァル・ノア・ハラ
リ著/柴田裕之訳

河出書房新社 209/HaY/1

27 サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福 下
ユヴァル・ノア・ハラ
リ著/柴田裕之訳

河出書房新社 209/HaY/2

28 平城京を飾った瓦 : 奈良山瓦窯群(シリーズ「遺跡を学ぶ」:112) 石井清司著 新泉社 210.025/IsS

29 礼服 : 天皇即位儀礼や元旦の儀の花の装い
武田佐知子, 津田大輔
著

大阪大学出版会 210.098/TaS

30 明治維新と思想・社会(講座明治維新:10) 明治維新史学会編 有志舎
210.61/MeI/1

0
31 「南京事件」を調査せよ : mission 70th 清水潔著 文藝春秋 210.74/ShK

32 山川日本史小辞典 改訂新版
日本史広辞典編集委員
会編

山川出版社 210/YaS

33 船場大阪を語りつぐ : 明治大正昭和の大阪人、ことばと暮らし(上方文庫別巻シリーズ:8) 前川佳子構成・文 和泉書院 216.3/MaK
34 レンズが撮らえた19世紀英国 海野弘他著 山川出版社 233.06/ReT

35 クレムリン : 赤い城塞の歴史 上
キャサリン・メリデー
ル著/松島芳彦訳

白水社 238/MeC/1

36 クレムリン : 赤い城塞の歴史 下
キャサリン・メリデー
ル著/松島芳彦訳

白水社 238/MeC/2

37 満州国の最期を背負った男星子敏雄 荒牧邦三著 弦書房 289.1/HoT6/A

38 近代の日本人と孫文 中山義弘著 汲古書院 289.2/SoB/N

39 チベット旅行記 上(白水Uブックス:1072-1073) 河口慧海著/長沢和俊編 白水社 292.29/KaE/1

40 チベット旅行記 下(白水Uブックス:1072-1073) 河口慧海著/長沢和俊編 白水社 292.29/KaE/2

41 海のリテラシー : 北大西洋海域の「海民」の世界史
田中きく代, 阿河雄二
郎, 金澤周作編著

創元社 299.51/UmR

42 テュルクを知るための61章(エリア・スタディーズ:148) 小松久男編著 明石書店 302.2/KoH

43 台湾を知るための60章(エリア・スタディーズ:147)
赤松美和子, 若松大祐
編著

明石書店 302.224/AkM

44 現代中東を読み解く : アラブ革命後の政治秩序とイスラーム 後藤晃, 長沢栄治編著 明石書店 302.27/GoA

45 資本主義を超えるマルクス理論入門 渡辺憲正 [ほか] 編 大月書店 331.6/MaK/S

46 貧困と格差 : ピケティとマルクスの対話 奥山忠信著 社会評論社 331.82/PiT/O

47 作られた不平等 : 日本、中国、アメリカ、そしてヨーロッパ
ロベール・ボワイエ
[著]/横田宏樹訳

藤原書店 331.85/BoR

48 現代日本経済史年表 : 1868〜2015年 矢部洋三代表編 日本経済評論社 332.106/YaY

49 統計でみる中国近現代経済史
久保亨, 加島潤, 木越
義則著

東京大学出版会 332.22/ToM
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50 景気 : 波動と人と理論 小島照男著 税務経理協会 337.9/KoT
51 金融論 第2版(シリーズ・新エコノミクス) 村瀬英彰著 日本評論社 338.01/MuH

52 金融市場は制御可能なのか?(KINZAIバリュー叢書)
ハワード・デイビス著/
田中正明訳

金融財政事情研究会/
きんざい (販売)

338.9/DaH

53 パクリ経済 : コピーはイノベーションを刺激する
K・ラウスティアラ,
C・スプリグマン [著]/
山形浩生, 森本正史訳

みすず書房 361.5/RaK

54 質問紙デザインの技法 第2版 鈴木淳子著 ナカニシヤ出版 361.9/SuA

55 セクシュアル・マイノリティQ&A
LGBT支援法律家ネット
ワーク出版プロジェク
ト編著

弘文堂 367.9/LGS

56 最貧困シングルマザー(朝日文庫:す22-1) 鈴木大介著 朝日新聞出版 368.4/SuD

57 知ろう語ろう発達のこと(発達保障を学ぼう:1)
松島明日香, 藤野友紀,
竹脇真悟著

全国障害者問題研究
会出版部

369.27/HaH/1

58 子どもと貧困 朝日新聞取材班著 朝日新聞出版 369.4/AsS
59 子育て支援が日本を救う : 政策効果の統計分析 柴田悠著 勁草書房 369.4/ShH

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

少年写真新聞社 374.97/ToH/1

61 ここまで変わった日本史教科書
高橋秀樹, 三谷芳幸,
村瀬信一著

吉川弘文館 375.32/KoK

62 保育の道をめざす人へのアドバイス : 養成校での学び方から就職活動まで 改訂版 紙透雅子編 みらい 376.1/KaM
63 東京家政大学by Aera : 未来、しなやかに生きる(AERA MOOK) 朝日新聞出版 377.28/ToK
64 東京ファッションクロニクル 渡辺明日香著 青幻舎 383.1/WaA

65 生物学の哲学入門 森元良太, 田中泉吏著 勁草書房 461.1/MoR

66 生命倫理学とは何か : 入門から最先端へ
アラステア・V・キャン
ベル著/山本圭一郎 [ほ
か] 訳

勁草書房 490.15/CaA

67 オープンダイアローグを実践する 日本評論社 493.72/NiH

68 法隆寺を科学する : 法隆寺和銅移建論 天野正樹著 白馬社
521.818/Hor/

A

69 一目で伝わる配色とレイアウト Pie Books編著
パイインターナショ
ナル

674.7/PiB

70 韓国仏像史 : 三国時代から朝鮮王朝まで 水野さや著 名古屋大学出版会 718.0221/MiS

71 絵とき日本美術 : イラストでおぼえる日本の絵師・名画たち
石川マサル, フレア共
著

エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
ス (発売)

721.02/IsM

72 若冲の花 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 721.4/ItJ/A
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73 かたち色レイアウト : 手で学ぶデザインリテラシー
白石学編/小西俊也, 白
石学, 江津匡士著

武蔵野美術大学出版
局

757/ShM

74 それは仏教唱歌から始まった : 戦前仏教洋楽事情 飛鳥寛栗著
樹心社/星雲社 (発売
元)

768.28/AsK

75 国際コンテンポラリー・ダンス : 新しい「身体と舞踊」の歴史 原田広美著 現代書館 769/HaH

76 生と死のケルト美学 : アイルランド映画に読むヨーロッパ文化の古層 桑島秀樹著 法政大学出版局 778.2339/KuH

77 芸能人寛容論 : テレビの中のわだかまり 武田砂鉄著 青弓社 779.9/TaS

78 はじめての第二言語習得論講義 : 英語学習への複眼的アプローチ 馬場今日子, 新多了著 大修館書店 807/BaK

79 英語の帝国 : ある島国の言語の1500年史(講談社選書メチエ:633) 平田雅博著 講談社 830.2/HiM
80 名詞と代名詞(「シリーズ」英文法を解き明かす : 現代英語の文法と語法:1. ことばの基礎:1) 中山仁著 研究社 835/ShE/1
81 大人に贈る子どもの文学 猪熊葉子著 岩波書店 909/InY
82 海の文学史 鈴木健一編 三弥井書店 910.2/SuK

83 「文藝」戦後文学史 佐久間文子著 河出書房新社
910.264/Bun/

S

84 宮澤賢治の「序」を読む(水声文庫) 淺沼圭司著 水声社
910.268/MiK/

A

85 ドーダの人、森鷗外 : 踊る明治文学史 鹿島茂著 朝日新聞出版
910.268/MoO/

K

86 漱石の愛した絵はがき 中島国彦, 長島裕子編 岩波書店
910.268/NaS/

N

87 歌の子詩の子、折口信夫 持田叙子著 幻戯書房
910.268/OrS/

M

88 吉川英治事典 志村有弘編 勉誠出版
910.268/YoE/

S

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

5-1
90 古代の恋愛生活 : 万葉集の恋歌を読む(読みなおす日本史) 古橋信孝著 吉川弘文館 911.125/FuN

91 現代語抄訳で楽しむ東海道中膝栗毛と続膝栗毛 大石学監修 KADOKAWA 913.55/JiI/O

92 シャーロック・ホームズ完全ナビ
ダニエル・スミス著/日
暮雅通訳

国書刊行会
930.268/DoA/

S

93 ドストエフスキーとキリスト教 : イエス主義・大地信仰・社会主義 清眞人著 藤原書店
980.268/DoF/

K

94 「18歳からの選挙権」2000冊(ヤングアダルトの本)
日外アソシエーツ株式
会社編集

日外アソシエーツ/紀
伊國屋書店 (発売)

B028.09/NiA

95 アリスのワンダーランド : 『不思議の国のアリス』150年の旅
キャサリン・ニコルズ
著/熊谷小百合訳

ゆまに書房
L930.268/CaL

/N
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96 変貌する日本のコンテンツ産業 : 創造性と多様性の模索
河島伸子, 生稲史彦編
著

ミネルヴァ書房 007.35/KaN

97 紅茶入門 改訂版(食品知識ミニブックスシリーズ) 稲田信一編著 日本食糧新聞社 619.8/InS

98 笑い(ちくま学芸文庫:[ヘ5-5])
アンリ・ベルクソン著/
合田正人, 平賀裕貴訳

筑摩書房 135.4/BeH

99 思考のための文章読本(ちくま学芸文庫:[ハ44-2]) 花村太郎著 筑摩書房 141.5/HaT
100 現代上座仏教の世界 2(前田惠學集:第3-4巻) 前田惠學著 山喜房佛書林 180.8/MaE/4
101 文学として表現された仏教(前田惠學集:第5巻) 前田惠學著 山喜房佛書林 180.8/MaE/5
102 悪としての世界史(文春学藝ライブラリー. 歴史:26) 三木亘著 文藝春秋 209/MiW

103 三国志「その後」の真実 : 知られざる孔明没後の後伝(SB新書:359) 渡邉義浩, 仙石知子著 SBクリエイティブ 222.043/WaY

104 図説呉から明かされたもう一つの三国志(青春新書intelligence:PI-492) 渡邉義浩監修 青春出版社 222.043/WaY

105 おんな領主井伊直虎(中経の文庫:C33) 渡辺大門著 KADOKAWA 289.1/IiN2/W

106 真田信之 : 父の知略に勝った決断力(PHP新書:1064) 平山優著 PHP研究所 289.1/SaN/H

107 安重根と東洋平和論
李泰鎭, 安重根ハルピ
ン学会編著

日本評論社 289.2/AnJ/R

108 交わらないから面白い日韓の常識(祥伝社新書:480) 前川惠司 [著] 祥伝社 302.21/MaK
109 文藝春秋オピニオン2017年の論点100(文春MOOK) 文藝春秋 304/BuS/'17

110 「戦後80年」はあるのか : 「本と新聞の大学」講義録(集英社新書:0844B)

一色清, 姜尚中, 内田
樹, 東浩紀, 木村草太,
山室信一, 上野千鶴子,
河村小百合著

集英社 304/SeH

111 大宰相田中角栄 : ロッキード裁判は無罪だった(講談社+α文庫:G109-3) 田原総一朗 [著] 講談社 312.1/TaK/T

112 ユーラシアニズム : ロシア新ナショナリズムの台頭
チャールズ・クロー
ヴァー著/越智道雄訳

NHK出版 312.38/ClC

113 宗教・地政学から読むロシア : 「第三のローマ」をめざすプーチン 下斗米伸夫著 日本経済新聞出版社 312.38/ShN

114 アメリカ大統領制の現在 : 権限の弱さをどう乗り越えるか(NHKブックス:1241) 待鳥聡史著 NHK出版 312.53/MaS

115 学校では教えてくれない地政学の授業 : 日本一わかりやすい! 茂木誠, 文化放送著
PHPエディターズ・グ
ループ/PHP研究所
(発売)

312.9/MoM

116 民主党のアメリカ共和党のアメリカ 冷泉彰彦著 日本経済新聞出版社 315.53/DeP/R

117 ISの人質 : 13カ月の拘束、そして生還(光文社新書:841)
プク・ダムスゴー著/山
田美明訳

光文社 316.4/AnP

118 警察は本当に「動いてくれない」のか(経営者新書:166) 佐々木保博著
幻冬舎メディアコン
サルティング/幻冬舎
(発売)

317.7/SaY
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119 最後の「天朝」 : 毛沢東・金日成時代の中国と北朝鮮 上 沈志華 [著]/朱建栄訳 岩波書店
319.2202/MoT

/S-1

120 最後の「天朝」 : 毛沢東・金日成時代の中国と北朝鮮 下 沈志華 [著]/朱建栄訳 岩波書店
319.2202/MoT

/S-2

121 アメリカ側から見た東京裁判史観の虚妄(祥伝社新書:481) 江崎道朗 [著] 祥伝社 319.5301/EzM

122 乱流 : 米中日安全保障三国志 秋田浩之著 日本経済新聞出版社
319.53022/Ak

H

123 安全保障政策と戦後日本1972〜1994 : 記憶と記録の中の日米安保
河野康子, 渡邉昭夫編
著

千倉書房 319.8/KoY

124 『皇室典範』を読む : 天皇家を縛る「掟」とは何か(祥伝社黄金文庫:Gす12-1) 鈴木邦男, 佐藤由樹著 祥伝社 323.15/SuK

125 パートナーシップ・生活と制度 : 結婚、事実婚、同性婚 増補改訂版(プロブレムQ&A)
杉浦郁子, 野宮亜紀,
大江千束編著

緑風出版 324.62/PaS

126 国際商事仲裁の法と実務
谷口安平, 鈴木五十三
編著

丸善雄松堂 329.87/TaY

127 『資本論』の核心 : 純粋な資本主義を考える(角川新書:[K-101]) 佐藤優 [著] KADOKAWA 331.6/UnK/S

128 不平等論 : 格差は悪なのか?
ハリー・G.フランク
ファート著/山形浩生
訳・解説

筑摩書房 331.85/FrH

129 入門自然資源経済学
バリー・C.フィールド
著/庄子康, 柘植隆宏,
栗山浩一訳

日本評論社 334.7/FiB

130 大学4年間の経営学が10時間でざっと学べる 高橋伸夫著 KADOKAWA 335.1/TaN
131 大学発ベンチャーの組織化と出口戦略 第1版2刷 山田仁一郎著 中央経済社 335.21/YaJ

132 エフェクチュエーション : 市場創造の実効理論(碩学叢書)
サラス・サラスバシー
著/高瀬進, 吉田満梨訳

碩学舎/中央経済社
(発売)

335/SaS

133 現代会計用語辞典 新版 高須教夫 [ほか] 編 税務経理協会 336.9/GeK
134 会計の歴史 友岡賛著 税務経理協会 336.9/ToS

135 「日本文化」はどこにあるか
國學院大學日本文化研
究所編/井上順孝 [ほ
か] 著

春秋社 361.5/KoD

136 「日本会議」史観の乗り越え方 松竹伸幸著 かもがわ出版 361.65/NiK/M

137 最新差別語・不快語 小林健治著/辛淑玉企画 にんげん出版 (発売) 361.8/KoK
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138 社会学の使い方

ジグムント・バウマン
著/ミカエル・ヴィー
ド・ヤコブセン, キー
ス・テスター聞き手/伊
藤茂訳

青土社 361/BaZ

139 現代の社会学的解読 : イントロダクション社会学 新版 山本努編著 学文社 361/YaT

140 当世出会い事情 : スマホ時代の恋愛社会学
アジズ・アンサリ, エ
リック・クライネン
バーグ著/田栗美奈子訳

亜紀書房 367.4/AnA

141 中高生からのライフ&セックスサバイバルガイド(こころの科学増刊:2016)
松本俊彦, 岩室紳也,
古川潤哉編

日本評論社 367.9/ChK

142 家のない少年たち : 親に望まれなかった少年の容赦なきサバイバル 鈴木大介著 太田出版 368.71/SuD
143 公的扶助の歴史的展開 高間満著 みらい 369.2/TaM
144 給食費未納 : 子どもの貧困と食生活格差(光文社新書:842) 鳫咲子著 光文社 369.4/GaS
145 戦争孤児と戦後児童保護の歴史 : 台場、八丈島に「島流し」にされた子どもたち 藤井常文著 明石書店 369.44/FuT

146 はじめて学ぶ人のための社会福祉
三本松政之, 坂田周一
編

誠信書房 369/SaM

147 学校におけるいじめ : 国際的に見たその特徴と取組への戦略
ピーター・K・スミス著
/葛西真記子, 金綱知征
監訳

学事出版 371.42/SmP

148 教育学の試み : 多様な文化に開かれた人間形成をめざして 中村清著 時事出版社 371/NaK

149 21世紀の学習者と教育の4つの次元 : 知識,スキル,人間性,そしてメタ学習

C・ファデル, M・ビア
リック, B・トリリング
著/関口貴裕, 細川太輔
編訳/東京学芸大学次世
代教育研究推進機構訳

北大路書房 371/NiG

150 グローバル時代の市民形成(岩波講座教育 : 変革への展望:7)
北村友人 [ほか] 編/恒
吉僚子 [ほか] 執筆

岩波書店 372.1/IwK/7

151 道徳教育 改訂版(教師教育テキストシリーズ:11) 井ノ口淳三編 学文社 375.35/InJ
152 留学で夢もお金も失う日本人 : 大金を投じて留学に失敗しないために(扶桑社新書:220) 栄陽子著 扶桑社 377.6/SaY

153 おかあさまのためのコーチング あべまさい [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

379.9/AbM

154 武家の躾子どもの礼儀作法(光文社新書:839) 小笠原敬承斎著 光文社 379.91/OgK
155 しぐさの民俗学(角川文庫:19985) 常光徹 [著] KADOKAWA 387/TsT
156 昔ばなしの謎 : あの世とこの世の神話学(角川文庫:19986) 古川のり子 [著] KADOKAWA 388.1/FuN

157 世界のたね : 真理を探求する科学の物語 上(角川文庫:19930-19931, [ニ6-1]-[ニ6-2])
アイリック・ニュート
[著]/猪苗代英徳訳

KADOKAWA 402/NeE/1

7



2016年11月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

158 世界のたね : 真理を探求する科学の物語 下(角川文庫:19930-19931, [ニ6-1]-[ニ6-2])
アイリック・ニュート
[著]/猪苗代英徳訳

KADOKAWA 402/NeE/2

159 ヒトの起源を探して : 言語能力と認知能力が現生人類を誕生させた
イアン・タッターソル
著/大槻敦子訳

原書房 469.2/TaI

160 平穏死という生きかた 石飛幸三著 幻冬舎 490.154/IsK

161 マインドフルネス・瞑想・坐禅の脳科学と精神療法 貝谷久宣, 熊野宏昭編 新興医学出版社 493.72/KaH

162 知っておきたい「てんかんの発作」 : アニメとイラストでわかるてんかんのすべて 久保田有一著 アーク出版 493.74/KuY
163 「てんかん」のことがよくわかる本(健康ライブラリー : イラスト版) 中里信和監修 講談社 493.74/NaN

164 発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 栗原類著 KADOKAWA 493.76/KuR/K

165 必携発達障害支援ハンドブック
下山晴彦, 村瀬嘉代子,
森岡正芳編著

金剛出版 493.937/HiH

166 生老病死と健康幻想 : 生命倫理と優生思想のアポリア 八木晃介著 批評社 498/YaK

167 持続可能なエネルギー社会へ : ドイツの現在、未来の日本
舩橋晴俊, 壽福眞美編
著/ペーター・ヘニッケ
[ほか] 執筆

法政大学出版局 501.6/FuH

168 競争から共生の社会へ : 自然のメカニズムから学ぶ 改訂版 中山智晴著 北樹出版 519.8/NaT

169 独仏「原発」二つの選択(筑摩選書:0136) 篠田航一, 宮川裕章著 筑摩書房 539.091/ShK

170
「廃業寸前」が世界トップ企業になった奇跡の物語 : ダメ事業部が、なぜ世界シェア1位の高収益企業になれ
たのか

駒井俊雄著 ぱる出版 589.9/The/K

171 近代日本の公衆浴場運動 川端美季著 法政大学出版局 673.96/KaM

172 インターネットは流通と社会をどう変えたか 阿部真也 [ほか] 編著
中央経済社/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

675.4/InR

173 発掘!明治初頭の列車時刻 : 鉄道黎明期の『時刻表』空白の20余年(交通新聞社新書:099) 曽田英夫著 交通新聞社 686.21/SoH
174 観光マーケティングの現場 : ブランド創出の理論と実践 吉田春生著 大学教育出版 689.3/YoH

175 ドキュメンタリーを作る2.0 : スマホ時代の映像制作 山登義明著 京都大学学術出版会 699.64/YaY

176 江戸時代人物画帳 : シーボルトのお抱え絵師・川原慶賀の描いた庶民の姿 小林淳一編著 朝日新聞出版 721.83/KaK/K

177 鬼才五社英雄の生涯(文春新書:1087) 春日太一著 文藝春秋 778.21/GoH/K

178 黒澤明の映画入門(ポプラ新書:104) 都築政昭著 ポプラ社 778.21/KuA/T

179 東京オリンピック : 「問題」の核心は何か(集英社新書:0846H) 小川勝著 集英社 780.69/OgM
180 ホンモノの日本語 初版(角川文庫:19935) 金田一春彦 [著] KADOKAWA 810.4/KiH
181 談話資料日常生活のことば 遠藤織枝 [ほか] 編 ひつじ書房 814.9/DaS
182 村上春樹はノーベル賞をとれるのか?(光文社新書:840) 川村湊著 光文社 902.05/KaM
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183 漱石の漢詩(文春学藝ライブラリー:29. 雑英) 和田利男著 文藝春秋
911.362/NaS/

W
184 我が愛する詩人の伝記(講談社文芸文庫:[むA9]) 室生犀星 [著] 講談社 911.52/MuS
185 知ったか源氏物語(新典社新書:67) 山田利博著 新典社 913.36/YaT

186 ことばのこころ 中西進著 東京書籍 914.6/NaS3/K

187 かみっこさん(こどものとも年少版:通巻477号) 山田ゆみ子さく 福音館書店 E//16

188 きしゃのゆ(こどものとも:729号)
尾崎玄一郎, 尾崎由紀
奈作

福音館書店 E//16

189 さんぽみちのオナモミ(かがくのとも:通巻573号) 広野多珂子さく 福音館書店 E//16

190 竹久夢二詩画集(岩波文庫:緑(31)-208-1)
[竹久夢二著]/石川桂子
編

岩波書店
イ

911.56/TaY/T

191 近代はやり唄集(岩波文庫:緑(31)-207-1) 倉田喜弘編 岩波書店 イ911.66/KuY

192 Sunshine : Sunshine English course : teacher's manual 1 : セット 開隆堂出版編集部編 開隆堂出版
375.8933/KaS

/1

193 Sunshine : Sunshine English course : teacher's manual 2 : セット 開隆堂出版編集部編 開隆堂出版
375.8933/KaS

/2

194 Sunshine : Sunshine English course : teacher's manual 3 : セット 開隆堂出版編集部編 開隆堂出版
375.8933/KaS

/3

195 New crown : English series : teacher's manual New ed 1: セット
New crown編集委員会
[著]

三省堂
375.8933/NeC

/1

196 New crown : English series : teacher's manual New ed 2: セット
New crown編集委員会
[著]

三省堂
375.8933/NeC

/2

197 New crown : English series : teacher's manual New ed 3: セット
New crown編集委員会
[著]

三省堂
375.8933/NeC

/3

198 New horizon English course : teacher's manual 1 : セット 東京書籍著 東京書籍
375.8933/ToS

/1

199 New horizon English course : teacher's manual 2 : セット 東京書籍著 東京書籍
375.8933/ToS

/2

200 New horizon English course : teacher's manual 3 : セット 東京書籍著 東京書籍
375.8933/ToS

/3
201 感染症の近代史(日本史リブレット:96) 内海孝著 山川出版社 498.6/UtT
202 江戸の都市力 : 地形と経済で読みとく(ちくま新書:1219) 鈴木浩三著 筑摩書房 213.6/SuK
203 日本の安全保障(ちくま新書:1220) 加藤朗著 筑摩書房 319.8/KaA
204 モテる構造 : 男と女の社会学(ちくま新書:1216) 山田昌弘著 筑摩書房 367.2/YaM

205 救療と阿片問題(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 22/医療と衛生)
近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-22

206 医院(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 23/医療と衛生)
近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-23
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207 衛生 1(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 24-26/医療と衛生)
近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-24

208 衛生 2(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 24-26/医療と衛生)
近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-25

209 衛生 3(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 24-26/医療と衛生)
近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-26

210
伝染病・風土病対策 1(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 27-28/医療と衛
生)

近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-27

211
伝染病・風土病対策 2(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 27-28/医療と衛
生)

近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-28

212
救貧事業 : 窮民救助と貧困調査 1(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 29-
30)

近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-29

213
救貧事業 : 窮民救助と貧困調査 2(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 29-
30)

近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-30

214 公設市場と家計 1(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 31-32/経済保護事業)
近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-31

215 公設市場と家計 2(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 31-32/経済保護事業)
近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-32

216 公設質舗と庶民金融(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 33/経済保護事業)
近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-33

217 職業紹介と労働事情(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 34/経済保護事業)
近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-34

218 軍事援護事業 1(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 35-36)
近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-35

219 軍事援護事業 2(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 35-36)
近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-36

220 乳幼児保護と障害児教育 1(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 37-38)
近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-37

221 乳幼児保護と障害児教育 2(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 37-38)
近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-38

222
地域の社会事業 1(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 39-45/台湾社会事業総
覧)

近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-39

223
地域の社会事業 2(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 39-45/台湾社会事業総
覧)

近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-40

224
地域の社会事業 3(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 39-45/台湾社会事業総
覧)

近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-41

225
地域の社会事業 4(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 39-45/台湾社会事業総
覧)

近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-42

226
地域の社会事業 5(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 39-45/台湾社会事業総
覧)

近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-43

10
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227
地域の社会事業 6(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 39-45/台湾社会事業総
覧)

近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-44

228
地域の社会事業 7(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 39-45/台湾社会事業総
覧)

近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-45

229
私設社会事業概要 1(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 46-50/台湾社会事業
総覧)

近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-46

230
私設社会事業概要 2(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 46-50/台湾社会事業
総覧)

近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-47

231
私設社会事業概要 3(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 46-50/台湾社会事業
総覧)

近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-48

232
私設社会事業概要 4(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 46-50/台湾社会事業
総覧)

近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-49

233
私設社会事業概要 5(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 46-50/台湾社会事業
総覧)

近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-50

234 慈恵院(戦前・戦中期アジア研究資料:2. 植民地社会事業関係資料集:台湾編 51/台湾社会事業総覧)
近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-51

235 植民地社会事業関係資料集 台湾編別冊(戦前・戦中期アジア研究資料:1-3)
近現代資料刊行会企画
編集

近現代資料刊行会
369.022/ShS/

T-別
236 国公立大学by Aera : 新たな自分に出会える大学選び(AERA MOOK) 朝日新聞出版 377.21
237 柳田国男 : 知と社会構造の全貌(ちくま新書:1218) 川田稔著 筑摩書房 380.1/YaK/K
238 図説科学史入門(ちくま新書:1217) 橋本毅彦著 筑摩書房 402/HaT

239 日本語史叙述の方法(ひつじ研究叢書:言語編:第142巻) 大木一夫, 多門靖容編 ひつじ書房 810.2/OkK

240 日本文法体系(ちくま新書:1221) 藤井貞和著 筑摩書房 815/FuS
241 現代日本語の使役文(ひつじ研究叢書:言語編:第140巻) 早津恵美子著 ひつじ書房 815/HaE
242 中世小説の研究 市古貞次著 東京大学出版会 913.4/IcT
243 薔薇の奇跡(光文社古典新訳文庫:[KAシ4-2]) ジュネ著/宇野邦一訳 光文社 953.7/GeJ/B

244 ピノッキオの冒険(光文社古典新訳文庫:[KAコ9-1])
カルロ・コッローディ/
大岡玲訳

光文社 973.6/CoC/P

245 まるわかり!人工知能最前線(日経BPムック) 日経コンピュータ編集
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

007.13/NiB

246 できるWord&Excel&PowerPoint2016 : Windows10/8.1/7対応
井上香緒里, できるシ
リーズ編集部著

インプレス 007.63

247 世界一やさしいエクセル関数2016 : 2013/2010/2007対応(Impress mook) インプレス 007.63/Exc
248 江戸の欲望/江戸という欲望(書物學:9) 勉誠出版 020/BeS/9
249 時代(とき)を映すインフラ : ネットと未来(丸善ライブラリー:387. 情報研シリーズ:21) 漆谷重雄, 栗本崇著 丸善出版 081/21/387

250 身体諸部分の用途について 1(西洋古典叢書)
ガレノス [著]/坂井建
雄, 池田黎太郎, 澤井
直訳

京都大学学術出版会
089.1/1/6-4-

1
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251 一八〇五-〇七年の知識学(フィヒテ全集:第14巻)
[フィヒテ著]/大橋容一
郎 [ほか] 訳

晢書房
134.32/FiJ/S

-14
252 祈りの原風景 : 熊野の無社殿神社と自然信仰 桐村英一郎著 森話社 175.966/KiE

253 定本中国仏教史 3
任継愈主編/丘山新 [ほ
か] 訳

柏書房 182.22/JiK/3

254 足利義満と京都(人をあるく) 早島大祐著 吉川弘文館 289.1/AsY/H

255
Hochschulwesen und Wissenschaftspolitik : Schriften und Reden 1895-1920 : Leinen(Gesamtausgabe:Abt.
1. Schriften und Reden:Bd. 13)

Max
Weber/herausgegeben
von M. Rainer Lepsius
und Wolfgang
Schluchter/in
Zusammenarbeit mit
Heide-Marie Lauterer
und Anne Munding

J.C.B. Mohr
308/W1/1-1-

13

256 戦後日本首相の外交思想 : 吉田茂から小泉純一郎まで 増田弘編著 ミネルヴァ書房 319.1/MaH

257 文系女子のための日商簿記3級合格解き方ナビ問題集 江頭幸代著 インプレス (発売)
336.91//['16

]

258 文系女子のためのはじめての日商簿記3級合格テキスト&仕訳徹底マスター問題集 第2版 江頭幸代著 インプレス
336.91//['16

]

259 図説日本の財政 平成28年度版 山口公生編 東洋経済新報社
342.1/ZuN/'1

6
260 初めて学ぶ統計 総務省統計研修所編 日本統計協会 350.1/Som
261 家族社会学 : 基礎と応用 第3版 園井ゆり, 浅利宙編 九州大学出版会 361.63/SoY

262 地域生活を支える社会福祉(新・講座社会保障法:第2巻) 日本社会保障法学会編 法律文化社 364/NiS/2

263 ナショナルミニマムの再構築(新・講座社会保障法:第3巻) 日本社会保障法学会編 法律文化社 364/NiS/3

264 終わらないフェミニズム : 「働く」女たちの言葉と欲望
日本ヴァージニア・ウ
ルフ協会 [ほか] 編

研究社 367.2/OwF

265 叫びの都市 : 寄せ場、釜ケ崎、流動的下層労働者 原口剛著 洛北出版 368.2/HaT

266 ふくしのしごとがわかる本 : 福祉の仕事と就職活動ガイド 改訂第6版
東京都社会福祉協議
会

369.17/ToS

267 理想の老人ホームって何だろう : 常識にとらわれない介護70か条 片山ます江著 草思社 369.263/KaM
268 相模原事件とヘイトクライム(岩波ブックレット:No. 959) 保坂展人著 岩波書店 369.27/HoN
269 これならわかるスッキリ図解障害者差別解消法 二本柳覚編著 翔泳社 369.27/NiA
270 いつ大災害が起きても家族で生き延びる 小川光一著 ワニブックス 369.3/OgK

271 教育アンケート調査年鑑 2016年版下
教育アンケート調査年
鑑編集委員会編

創育社
370.59/5/'16

-2
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272 ひきこもる子ども・若者の思いと支援 : 自分を生きるために 春日井敏之 [ほか] 編 三学出版 371.42/HiK

273 よくわかる中高社会 [2018年度版](教員採用試験Basic定着シリーズ:; 3) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'18

274 よくわかる中高英語 [2018年度版](教員採用試験Basic定着シリーズ:; 4) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'18

275 一般教養教員採用試験合格問題集 : 絶対決める! [2018年度版] L&L総合研究所編著 新星出版社 373.7//'18
276 教職教養教員採用試験合格問題集 : 絶対決める! 2018年度版 L&L総合研究所編著 新星出版社 373.7//'18

277 これだけ覚える教員採用試験一般教養 '18年版
LEC東京リーガルマイン
ド著

成美堂出版 373.7//'18

278 これだけ覚える教員採用試験教職教養 '18年版
LEC東京リーガルマイン
ド著

成美堂出版 373.7//'18

279 よくわかる小学校全科 [2018年度版](教員採用試験Basic定着シリーズ:; 1) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'18

280 よくわかる中高国語 [2018年度版](教員採用試験Basic定着シリーズ:; 2) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'18

281 教員採用試験によく出る漢字・熟語5日間攻略問題集 鈴木俊士監修 滋慶出版/つちや書店 373.7//['16]

282 これからの学校教育を担う教師を目指す : 思考力・実践力アップのための基本的な考え方とキーワード 日本学校教育学会編 学事出版 374.3/NiG

283 保育士完全合格テキスト 2017年版 上(福祉教科書)
保育士試験対策委員会
著

翔泳社 376.14//'17

284 保育士完全合格テキスト 2017年版 下(福祉教科書)
保育士試験対策委員会
著

翔泳社 376.14//'17

285 保育判例ハンドブック 田村和之 [ほか] 著 信山社 376.14/HoH

286 すぐに役立つ366日記念日事典 第3版
加瀬清志著/日本記念日
協会編

創元社 386.9/KaK

287 末吉正子の語り(新しい日本の語り:11)
末吉正子 [著]/日本民
話の会編

悠書館 388.1/NiM/11

288 はじめて読む数学の歴史(角川文庫:19934) 上垣渉 [著] KADOKAWA 410.2/UeW
289 おもしろいほど数学センスが身につく本 橋本道雄著 講談社 410/HaM
290 多面体百科 宮崎興二著 丸善出版 414.13/MiK
291 元素よもやま話 : 元素を楽しく深く知る 馬場祐治著 本の泉社 431.11/BaY
292 超巨大ブラックホール : 光さえも飲みこむ謎多き"時空の穴"(ニュートン別冊)(NEWTONムック) ニュートンプレス 443.5/UmM

293
屋久島ジオガイド(Yamakei creative selection. Pioneer Books)(東京地学協会助成ジオガイド叢書=Tokyo
geographical society geo-guide series:2)

島津弘編著 山と渓谷社 450.91/ShH

294 気候の暴走 : 地球温暖化が招く過酷な未来 横山裕道著
花伝社/共栄書房 (発
売)

451.85/YoH

295 わくわく昆虫記 : 憧れの虫たち 丸山宗利文/山口進写真 講談社 486.021/MaM

296 宇宙飛行士はどんな夢をみるか? : 宇宙船生活のリアリティー(宇宙空間と人体メカニズム:2) 立花正一監修 恒星社厚生閣 498.44/TaS
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297 衛生害虫ゴキブリの研究(SCIENCE WATCH) 辻英明著 北隆館 498.69/TsH

298 独居看取りの時代 : 在宅医が考える心豊かな「独り死」 苛原実著
ヒポ・サイエンス出
版

498/IrM

299 環境責任 : CSRの取り組みと視点 勝田悟著
中央経済社/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

519.13/KaS

300 飛行機ダイヤのしくみ(交通ブックス:310) 杉江弘著
交通研究協会/成山堂
書店 (発売)

538.86/SuH

301 意志を持ちはじめるロボット : 人類が創りだす衝撃的な未来(ベスト新書:532) 中谷一郎著 ベストセラーズ 548.3/NaI
302 カレー全書 : より広くより深く : 40軒の113のレシピ 柴田書店編 柴田書店 596/ShS
303 AERA with Baby : 子育てしながらハッピーに働く(AERA MOOK) 朝日新聞出版 599
304 猫の気まぐれには理由がある : 動物人間関係学が教える猫との幸せなつきあい方 橋本ねう著 技術評論社 645.7/HaN
305 Window display design Artpower 674.53/Art

306 世界の新たなフロンティアに挑戦する日本(通商白書:平成28年版) 経済産業省編 勝美印刷
678.21/KeS/'

16

307
誰かに話したくなる大人の鉄道雑学 : 新幹線や通勤電車の「意外に知らない」から最新車両の豆知識、基本の
しくみまで(サイエンス・アイ新書:SIS-364)

土屋武之著 SBクリエイティブ 686.21/TsT

308 定刻運行を支える技術 : 遅延要因・運転整理の手法 梅原淳著 秀和システム 686.7/UmJ
309 折る幾何学 : 約60のちょっと変わった折り紙 前川淳著 日本評論社 754.9/MaJ

310 反東京オリンピック宣言
小笠原博毅, 山本敦久
編

航思社 780.69/OgH

311 日本の五感 : 小堀遠州の美意識に学ぶ 小堀宗実著 KADOKAWA 791.2/KoE/K
312 麻雀の誕生 大谷通順著 大修館書店 797.5/OtM
313 21世紀の共感文章術 坪田知己著 文芸社 816/TsT
314 英検2級でる順合格問題集 新試験対応版 [旺文社編] 旺文社 830.79/Obu

315 英検2級短期完成3回過去問集 2016-2017年対応 [旺文社編] [旺文社]
830.79/Obu/'

16-'17

316 英検準1級短期完成3回過去問集 2016-2017年対応 [旺文社編] [旺文社]
830.79/Obu/'

16-'17

317 英検準2級短期完成3回過去問集 2016-2017年対応 [旺文社編] [旺文社]
830.79/Obu/'

16-'17
318 毎日1分TOEIC TEST600点クリア 改訂版 田中健介著 KADOKAWA 830.79/TaK
319 毎日1分TOEIC TEST730点クリア 改訂版 田中健介著 KADOKAWA 830.79/TaK
320 毎日1分TOEIC TEST860点クリア 改訂版 田中健介著 KADOKAWA 830.79/TaK
321 英検1級100時間大特訓 改訂新版 植田一三著 ベレ出版 830.79/UeI
322 7時間で中学英語をもう一度やり直す本 Evine著 あさ出版 830/Evi
323 30日速修接頭辞・接尾辞・連結形の短期集中講座 : ネイティブ・レベルの語彙習得への道 五十嵐博著 国書刊行会 834/IgH

324 同時通訳者が教える英語雑談の全技術 木内裕也, 工藤紘実著 KADOKAWA 837.8/KiY

325 はじめてのフランス語 : 基礎からレッスン : イラストでパッと見てわかる! 白川理恵著 ナツメ社 850/ShR
326 フランス語の秘密 染木布充著 ナツメ社 855/SoN
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327 スペイン語話す・聞くかんたん入門書 徳永志織著 池田書店 867.8/ToS

328 謹訳平家物語 4 林望 [訳] 著 祥伝社
913.434/HeM/

H-4

329
公務員の「お仕事」と「正体」がよ〜くわかる本 : 本当のところどうなの? : 本音がわかる!仕事がわかる!
第2版

秋山謙一郎著 秀和システム 就職/資格

330 公務員受験の秘伝 : 人気講師が教える合格パーフェクトガイド 2017年度版
山下純一 [著]/TAC株式
会社(公務員講座) 編著

TAC株式会社出版事業
部

就職/資格
/'17

331 消防官になる本 : 消防官への道を完全収録 2017-2018(イカロスMOOK)
木下慎次執筆/木下慎次
写真

イカロス出版
就職/資格
/'17-'18

332
最速マスターSPI3 & Webテスト : 分かりやすさバツグン!あっという間に対策できる! 2018年度版(日経就職シ
リーズ)

内定ロボット著 日経HR
就職/資格

/'18

333 公務員試験独学で合格する人の勉強法 2018年度版 鶴田秀樹編著 実務教育出版
就職/資格

/'18

334 就活必修!はじめてのES(エントリーシート)&SPI3要点と盲点 2018 柳本新二著 さくら舎
就職/資格

/'18

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

中央法規出版
就職/資格
/['16]

336 島本昌和のミクロ経済学ザ・ベストプラス 島本昌和著 エクシア出版
就職/資格
/['16]

337 公務員試験スピード解説政治学・行政学 : 地方上級・市役所・国家一般職
資格試験研究会編/近裕
一執筆

実務教育出版
就職/資格
/['16]

338 伊勢と出雲 : 韓神と鉄(平凡社新書:821) 岡谷公二著 平凡社 175.956/OkK
339 日本文化入門 : その基層から美意識まで 板垣俊一著 武蔵野書院 361.5/ItS
340 はじめての中国キリスト教史(アジアキリスト教史叢書:3) 石川照子 [ほか] 著 かんよう出版 192.2/AsC/3

341 芹沢銈介・装幀の仕事 小林真理編著 里文出版 022.57/SeK/K

342 日本のブックカバー 書皮友好協会監修 グラフィック社 024.1/ShY
343 イスラーム帝国のジハード(講談社学術文庫:[2388]. 興亡の世界史) 小杉泰 [著] 講談社 081/2/2388
344 故郷七十年(講談社学術文庫:[2393]) 柳田國男 [著] 講談社 081/2/2393
345 パスカル「パンセ」を楽しむ : 名句案内40章(講談社学術文庫:[2394]) 山上浩嗣 [著] 講談社 081/2/2394
346 則天武后(講談社学術文庫:[2395]) 氣賀澤保規 [著] 講談社 081/2/2395
347 折口信夫--いきどほる心(講談社学術文庫:[2396]. 再発見日本の哲学) 木村純二 [著] 講談社 081/2/2396
348 『新約聖書』の誕生(講談社学術文庫:[2401]) 加藤隆著 講談社 081/2/2401
349 いまを生きる江戸思想 : 十七世紀における仏教批判と死生観 本村昌文著 ぺりかん社 121.53/MoM
350 荘子(NHK「100分de名著」ブックス) 玄侑宗久著 NHK出版 124.25/GeS

351 組織サバイバルの教科書韓非子 守屋淳著 日本経済新聞出版社 124.57/MoA

352 縄文の神 : よみがえる精霊信仰 戸矢学著 河出書房新社 163/ToM

353 図説イスラーム百科
Carole Hillenbrand著/
蔵持不三也訳

原書房 167/HiC
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354 アッシジのフランチェスコ : 新装版(Century books. 人と思想:184) 川下勝著 清水書院
198.2237/Fra

/K
355 縄文時代史 勅使河原彰著 新泉社 210.25/TeA
356 パルミラの光彩 : 写真資料でよみがえる破壊された世界遺産 山田勝久著 雄山閣 227.5/YaK
357 マヤ文明 : 文化の根源としての時間思想と民族の歴史 実松克義著 現代書館 256.03/SaK
358 瀬戸内海島旅入門 : カラー版 斎藤潤著 マイナビ出版 291.74/SaJ

359 シルクロードに仏跡を訪ねて : 大谷探検隊紀行 本多隆成著 吉川弘文館 292.09/OtT/H

360 図説英国ナショナル・トラスト : 美しいイギリスを遺した人々(ふくろうの本) 小野まり著 河出書房新社 293.3/OnM
361 イスラムの人はなぜ日本を尊敬するのか(新潮新書:536) 宮田律著 新潮社 302.27/MiO
362 イスラム化するヨーロッパ(新潮新書:649) 三井美奈著 新潮社 302.3/MiM
363 図解大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる 井堀利宏著 KADOKAWA 331/IhT

364 Globalに生きる 2016-17(国際協力キャリアガイド : 世界を目指す仕事と学びの進路ガイダンス)
国際開発ジャーナル
社/丸善出版 (発売)

333.8//'16-
'17

365 M&Aにおける財務・税務デュー・デリジェンスのチェックリスト 佐和周著
中央経済社/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

335.46/SaA

366 社会人基礎力を養うアントレプレナーシップ : 起業家精神を考える12のストーリー 川名和美, 竹元雅彦著
中央経済社/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

335/KaK

367 これだけは知っておきたい「簿記」の基本と常識 : 簿記に興味を持てなかった人、挫折した人でも大丈夫! 椿勲著 フォレスト出版 336.91/TsI

368 情報リテラシー向上編 2017(図説金融ビジネスナビ) 金融財政事情研究会編
金融財政事情研究会/
きんざい (発売)

338/ZuK/'17

369 入門公会計のしくみ
馬場英朗, 大川裕介,
林伸一編著

中央経済社/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

343.9/NyK

370 性暴力被害者への支援 : 臨床実践の現場から 小西聖子, 上田鼓編 誠信書房 368.64/KoT
371 人が死なない防災(集英社新書:0633B) 片田敏孝著 集英社 369.3/KaT

372 小学校全科30日完成 [2018年度版](教員採用試験Pass Line突破シリーズ:[3]) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'18

373
確かな「学力」を育てるアクティブ・ラーニングを生かした探究型の授業づくり : 主体・協働・対話で深い学
びを実現する

阿部昇著 明治図書出版 375.1/AbN

374 「アクティブ・ラーニング」を考える 教育課程研究会編著 東洋館出版社 375.1/KyK
375 競争教育から“共生"教育へ : 仲間と育ち合う教室づくりのヒント 渡辺恵津子著 一声社 375.1/WaE

376
ワークシートでできる「道徳科」授業プラン(すぐできる"とびっきり"の道徳授業:小学校:2||ショウガッコ
ウ:2)

明治図書出版 375.352/WaS

377 小学校問題解決的な学習で創る道徳授業パーフェクトガイド 柳沼良太, 山田誠編著 明治図書出版 375.352/YaR
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378 中学校問題解決的な学習で創る道徳授業パーフェクトガイド
柳沼良太, 丹羽紀一,
加納一輝著

明治図書出版 375.353/ChM

379
ワークシートでできる「道徳科」授業プラン(すぐできる"とびっきり"の道徳授業:中学校:2||チュウガッコ
ウ:2)

明治図書出版 375.353/WaS

380 真の問題解決能力を育てる算数授業 : 資質・能力の育成を目指して 西村圭一編著 明治図書出版 375.412/NiK

381 主体的な「読者」に育てる小学校国語科の授業づくり : 辞典類による情報活用の実践的方略(国語教育選書)
中洌正堯, 吉川芳則編
著

明治図書 375.82/NaM

382 子どもがどんどんやる気になる国語教室づくりの極意 1時間授業編
二瓶弘行編著 : 夢の国
語授業研究会著

東洋館出版社 375.82/NiH

383 小学校国語3つの視点でアクティブ・ラーニング : 定番教材でできる!
二瓶弘行, 青木伸生編
著/夢の国語授業研究会
著

明治図書出版 375.82/NiH

384 子どもと創るアクティブ・ラーニングの国語授業 : 授業者からの提案
全国国語授業研究会,
筑波大学附属小学校国
語研究部編著

東洋館出版社 375.82/ZeK

385 すぐ実践できる!アクティブ・ラーニング中学国語 菊池真樹子, 原徳兆著 学陽書房 375.83/KiM

386 国語力をつける説明文・論説文の「読み」の授業 : 読む力を確かに育てるあたらしい指導法入門
「読み」の授業研究会
著

明治図書出版 375.85/YoJ

387 小学校国語書く活動アイデア事典 : どの子も鉛筆が止まらない!
二瓶弘行編著/国語"夢"
塾著

明治図書出版 375.862/NiH

388
「開く」授業の創造による授業改革からカリキュラム・マネジメントによる学校改革へ : アクティブ・ラーニ
ングを超える授業の創造と小中一貫教育の方法(Books教育の泉:12)

加藤明著 文溪堂 375/KaA

389 保育の場に子どもが自分を開くとき : 保育者が綴る14編のエピソード記述 室田一樹著 ミネルヴァ書房 376.1/MuI
390 マンガじんぐるじゃむっ : 保育の世界がまるっとわかる笑 おおえだけいこ作 小学館 376.1/OeK

391 U-CANの保育士直前予想模試 2016年版
ユーキャン保育士試験
研究会編

ユーキャン学び出版/
自由国民社 (発売)

376.14//'16

392 保育士試験科目別問題集 : どんどん解ける! '16年版上巻
コンデックス情報研究
所編著

成美堂出版
376.14//'16-

1

393 保育士試験科目別問題集 : どんどん解ける! '16年版下巻
コンデックス情報研究
所編著

成美堂出版
376.14//'16-

2

394 保育士資格・採用試験問題200選 ['17年度版](保育士・幼稚園採用試験シリーズ) 保育問題検討委員会編 大阪教育図書 376.14//'17

395 U-canの保育士速習レッスン 2017年版 上
ユーキャン保育士試験
研究会編

ユーキャン学び出版/
自由国民社 (発売)

376.14//'17-
1

396 U-canの保育士速習レッスン 2017年版 下
ユーキャン保育士試験
研究会編

ユーキャン学び出版/
自由国民社 (発売)

376.14//'17-
2
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397 保育士採用試験重要ポイント+問題集 '18年度版
コンデックス情報研究
所編著

成美堂出版 376.14//'18

398
アイディアたっぷり出し物BOOK : カンタン!すぐできる! : 年中行事ちょこっとシアターつき(保カリ
books:46)

ひかりのくに編集部編 ひかりのくに 376.156/HiK

399 Study in the PHILIPPINES : この一冊でフィリピン留学のすべてがわかる! Vol.1創刊号 アルク 377.6//1

400 障がい児保育の基本と課題
井村圭壯, 今井慶宗編
著

学文社 378/ImK

401 思わず使ってみたくなる知られざることわざ 時田昌瑞著 大修館書店 388.81/ToM
402 難病にいどむ遺伝子治療(岩波科学ライブラリー:255) 小長谷正明著 岩波書店 408/14/255
403 だから昆虫は面白い : くらべて際立つ多様性 丸山宗利著 東京書籍 486/MaM

404 Japanese academic architecture and seating : for a new learning experience

コトブキシーティン
グ・アーカイブ企画・
監修/[ギャビン・フ
ルー訳]

ブックエンド 526.37/KoS

405 不正の迷宮三菱自動車 : スリーダイヤ転落の20年
日経ビジネス, 日経
オートモーティブ, 日
経トレンディ編

日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

537.09/MiJ/N

406 Washi : 紙のみぞ知る用と美(Lixil booklet) 石黒知子編 LIXIL出版 585.6/IsT
407 馬はなぜ走るのか : やさしいサラブレッド学 辻谷秋人著 三賢社 645.2/TsA
408 ドキュメントTPP交渉 : アジア経済覇権の行方 鯨岡仁著 東洋経済新報社 678.3/KuH
409 すぐに役立つ入門図解交通事故の過失割合ケース別288 木島康雄監修 三修社 681.3/KiY

410 観光白書 平成28年版 総理府編 大蔵省印刷局
689.21/KoK/'

16

411 レンブラント
エルンスト・ファン・
デ・ウェテリンク著/メ
アリー・モートン訳

木楽舎
723.359/ReH/

W

412 建物&街角スケッチパース : 構図に活かす遠近法
マシュー・ブレーム著/
森屋利夫訳

マール社 725.2/BrM

413 マイケル・ハンプトンの人体の描き方 : 躍動感をとらえるアナトミーとデザイン
マイケル・ハンプトン
著/Bスプラウト訳

ボーンデジタル 725/HaM

414 日常の情景を描くデッサンの基礎(玄光社MOOK) 鯉登潤著 玄光社 725/KoJ
415 リドル×ドリル小池一夫のキャラクターメソッド 小池一夫著 グラフィック社 726.107/KoK

416 二重言語国家・日本 : 国家論(石川九楊著作集:4) 石川九楊著 ミネルヴァ書房 728.08/IsK/4

417 玉楮象谷伝 : 自在に生きた香川漆芸の祖 住谷晃一郎編纂・執筆 求龍堂 752.2/TaZ/S

418 親子で学ぶ音楽図鑑 : 基礎からわかるビジュアルガイド
キャロル・ヴォーダマ
ンほか著/山崎正浩訳

創元社 760/VoC

419 雅楽の心性・精神性と理想的音空間 東儀道子著 北樹出版 768.2/ToM
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420 懐かしの心に残る黄金期の日本映画100選 猪俣勝人著 七つ森書館 778.21/InK

421 桃月庵白酒と落語十三夜
桃月庵白酒著/杉江松恋
聞き手

KADOKAWA 779.13/ToH

422 パラスポーツルールブック : パラリンピックを楽しもう
コンデックス情報研究
所編著

清水書院 780.69/KoJ

423 大相撲の道具ばなし 坂本俊夫著 現代書館 788.1/SaT

424 宮本武蔵二天一流の剣と五輪書 新装版(古武道選書) 一川格治著 滋慶出版/つちや書店 789.3/MiM/I

425 世界のマーシャルアーツ 新装版(古武道選書) 初見良昭著 滋慶出版/つちや書店 789/HaM

426 目からうろこ!知っているようで知らない日本語 宮腰賢著 評論社 810.4/MiM
427 天国からの贈り物(にほんご万華鏡 : 人生を豊かにする閑字. 3) 中央公論新社 810/OnM
428 武士語事典 : 使って感じる日本語文化の源流 宮越秀雄[著] 明窓出版 814.9/MiH
429 笑える日本語辞典 : 辞書ではわからないニッポン KAGAMI&Co.著 講談社 814/KAC
430 TOEFL iBT TESTリスニングのエッセンス : 論理性×実戦力を高めるトレーニング Z会編集部編 Z会CA/Z会 (発売) 830.79/ZkH
431 TOEFL iBT TESTリーディングのエッセンス : 論理性×実戦力を高めるトレーニング Z会編集部編 Z会CA/Z会 (発売) 830.79/ZkH
432 体感する戦争文学(フィギュール彩:69) 新藤謙著 彩流社 910.263/ShK
433 性を書く女たち : インタビューと特選小説ガイド いしいのりえ著 青弓社 910.264/IsN

434 漱石の思ひ出 夏目鏡子述/松岡譲筆録 岩波書店
910.268/NaS/

N

435 柿本人麻呂の栄光と悲劇 : 『万葉集』の謎を解く 池野誠著 山陰文藝協会
911.122/KaH/

I

436 写真とイラストで辿る金子みすゞ 小倉真理子著 勉誠出版 911.52/KaM/O

437 漫画版「文語」たけくらべ
樋口一葉原作/千明初美
漫画

武蔵野大学出版会 913.6/HiI/M

438 白氏文集 12下(新釈漢文大系:98-108, 117-119) [白居易原著]/岡村繁著 明治書院 928/1/119

439 ピーターラビットの世界へ : ビアトリクス・ポターのすべて 河野芳英著 河出書房新社
930.278/PoB/

K

440 ピーターラビットのすべて : ビアトリクス・ポターと英国を旅する
辻丸純一文・写真 : 河
野芳英監修

小学館
930.278/PoB/

T

441 徂徠集 : 序類 1(東洋文庫:877)
荻生徂徠著/澤井啓一
[ほか] 訳注

平凡社
ト

121.56/OgS/S
-1

442 乾浄筆譚 : 朝鮮燕行使の北京筆談録 1(東洋文庫:860) 洪大容著/夫馬進訳注 平凡社
ト

292.2/KoT/1
443 学歴無用論(朝日文庫) 盛田昭夫著 朝日新聞社 335.04/MoA

444 保育士過去問題完全解説 2016年受験対策 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)

376.14//'16
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445 ジェンダー・マリアージュ : 全米を揺るがした同性婚裁判 : 愛する人を愛せる社会に
ベン・コトナー, ライ
アン・ホワイト監督

ユナイテッドピープ
ル (発売・販売)

DV367.9/KoB

446 コンピューターで「脳」がつくれるか : AIが恋に落ちる日 五木田和也著 技術評論社 007.13/GoK
447 この一冊で全部わかるクラウドの基本(イラスト図解式 : わかりやすさにこだわった) 林雅之著 SBクリエイティブ 007.3/HaM

448 アクティブラーニングで学ぶ情報リテラシー
宇田隆哉, 井上亮文共
著

コロナ社 007.6/UdR

449 Excelデータベースプロ技BESTセレクション(今すぐ使えるかんたんEx) 国本温子著 技術評論社 007.63/Exc

450 「伝わるデザイン」PowerPoint資料作成術 渡辺克之著 ソーテック社 007.63/PoP/W

451 Windows10パーフェクトマニュアル : 全部わかる!全操作・全機能 改訂第2版 タトラエディット著 ソーテック社 007.634/Win
452 これならわかる!C言語入門講座 第2版 水口克也著 秀和システム 007.64/MiK

453 新千載和歌集 : 西南院本(冷泉家時雨亭叢書:第89巻) 冷泉家時雨亭文庫編
朝日新聞社/朝日新聞
出版 (発売)

081.7/2/89-1

454 代々勅撰御詠(冷泉家時雨亭叢書:第89巻) 冷泉家時雨亭文庫編
朝日新聞社/朝日新聞
出版 (発売)

081.7/2/89-2

455 すごい「会話力」(講談社現代新書:2396) 齋藤孝著 講談社 081/16/2396
456 老いる家崩れる街 : 住宅過剰社会の末路(講談社現代新書:2397) 野澤千絵著 講談社 081/16/2397
457 日米開戦と情報戦(講談社現代新書:2398) 森山優著 講談社 081/16/2398
458 ヒットの崩壊(講談社現代新書:2399) 柴那典著 講談社 081/16/2399
459 米中戦争 : そのとき日本は(講談社現代新書:2400) 渡部悦和著 講談社 081/16/2400
460 毛沢東の対日戦犯裁判 : 中国共産党の思惑と1526人の日本人(中公新書:2406) 大澤武司著 中央公論新社 081/17/2406
461 英単語の世界 : 多義語と意味変化から見る(中公新書:2407) 寺澤盾著 中央公論新社 081/17/2407
462 醤油・味噌・酢はすごい : 三大発酵調味料と日本人(中公新書:2408) 小泉武夫著 中央公論新社 081/17/2408
463 贖罪のヨーロッパ : 中世修道院の祈りと書物(中公新書:2409) 佐藤彰一著 中央公論新社 081/17/2409
464 中公文庫 中央公論社 081/18/
465 中公文庫 中央公論社 081/18/

466 井伊一族 : 直虎・直政・直弼(中公文庫:あ75-5) 相川司著 中央公論新社
081/18/あ75-

5

467 私の酒 : 『酒』と作家たち 2(中公文庫:う30-2)
浦西和彦編 : 吉田健一
〔ほか著〕

中央公論新社
081/18/う30-

2

468 文明の海洋史観(中公文庫:か58-2) 川勝平太著 中央公論新社
081/18/か58-

2

469 江古田ロック(中公文庫:く19-9) 鯨統一郎著 中央公論新社
081/18/く19-

9

470 妻への祈り : 島尾敏雄作品集(中公文庫:し10-6) 島尾敏雄著/梯久美子編 中央公論新社
081/18/し10-

6

471 闇討ち斬 改版(中公文庫:す25-27) 鈴木英治著 中央公論新社
081/18/す25-

27

472 旅は道づれ雪月花(中公文庫:た46-10) 高峰秀子, 松山善三著 中央公論新社
081/18/た46-

10
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473 忍者月輪(中公文庫:つ13-8) 津本陽著 中央公論新社
081/18/つ13-

8

474 十津川警部鳴子こけし殺人事件(中公文庫:に7-53) 西村京太郎著 中央公論新社
081/18/に7-

53

475 水木しげるの不思議旅行(中公文庫:み11-4) 水木しげる著 中央公論新社
081/18/み11-

4

476 古典文学読本(中公文庫:み9-12) 三島由紀夫著 中央公論新社
081/18/み9-

12

477 女の足指と電話機(中公文庫:む26-1)
虫明亜呂無著 : 高崎俊
夫編

中央公論新社
081/18/む26-

1

478 ハッカの薫る丘で(中公文庫:も34-1) 森久美子著 中央公論新社
081/18/も34-

1

479 あなたへの歌(中公文庫:や63-1) 楊逸著 中央公論新社
081/18/や63-

1

480 首里城への坂道 : 鎌倉芳太郎と近代沖縄の群像(中公文庫:よ58-1) 与那原恵著 中央公論新社
081/18/よ58-

1

481 饒舌抄(中公文庫:よ59-1) 吉田五十八著 中央公論新社
081/18/よ59-

1
482 漱石全集物語(岩波現代文庫:文芸:283) 矢口進也著 岩波書店 081/22/B283
483 機会不平等(岩波現代文庫:社会:302) 斎藤貴男著 岩波書店 081/22/S302

484 新しい学力(岩波新書:新赤版 1628) 齋藤孝著 岩波書店 081/6-4/1628

485 密着 最高裁のしごと : 野暮で真摯な事件簿(岩波新書:新赤版 1629) 川名壮志著 岩波書店 081/6-4/1629

486 パブリック・スクール : イギリス的紳士・淑女のつくられかた(岩波新書:新赤版1630) 新井潤美著 岩波書店 081/6-4/1630

487 夏目漱石(岩波新書:新赤版 1631) 十川信介著 岩波書店 081/6-4/1631

488 はじめての「アンガーマネジメント」実践ブック : 自分の「怒り」タイプを知ってコントロールする 安藤俊介 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

141.6/AnS

489 平安京はいらなかった : 古代の夢を喰らう中世(歴史文化ライブラリー:438) 桃崎有一郎著 吉川弘文館 210.36/MoY
490 紀州藩主徳川吉宗 : 明君伝説・宝永地震・隠密御用(歴史文化ライブラリー:439) 藤本清二郎著 吉川弘文館 289.1/ToY/F

491 無限の天才 : 夭逝の数学者・ラマヌジャン : 新装版
ロバート・カニーゲル
著/田中靖夫訳

工作舎 289.2/RaS/K

492 魅せるPowerPointテクニック 野々山美紀著 マイナビ出版 336.49/NoM

493 社会人の常識・マナー編 2017(図説金融ビジネスナビ)
川端久美子, 大島浩之
著

金融財政事情研究会/
きんざい (販売)

338/ZuK/'17

494 金融機関の仕事編 2017(図説金融ビジネスナビ) 長塚孝子著
金融財政事情研究会/
きんざい (発売)

338/ZuK/'17
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495 東日本大震災被災者とボランティア声のアルバム100
東京ボランティア・
市民活動センター

369.31/HiD/T

496 ポケモンの神話学 : 新版ポケットの中の野生(角川新書:[K-108]) 中沢新一 [著] KADOKAWA 371.45/NaS

497 道徳教育を学ぶ人のために 4訂 小寺正一, 藤永芳純編 世界思想社 371.6/KoM

498 ブータン王国の教育変容 : 近代化と「幸福」のゆくえ 杉本均編 岩波書店 372.2588/SuH

499 崩壊するアメリカの公教育 : 日本への警告 鈴木大裕著 岩波書店 372.53/SuD

500 試験に出る重要教育答申 [2018年度版](教員採用試験攻略Supportシリーズ:1) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'18

501 よくわかる養護教諭 [2018年度版](教員採用試験Basic定着シリーズ:; 6) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'18

502 教育用語の基礎知識 [2018年度版](教員採用試験攻略Supportシリーズ:[2]) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'18

503 一般教養の要点理解 [2018年度版](教員採用試験Twin Books完成シリーズ:3) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'18

504 一般教養の演習問題 [2018年度版](教員採用試験Twin Books完成シリーズ:4) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'18

505 教職教養の要点理解 [2018年度版](教員採用試験Twin Books完成シリーズ:1) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'18

506 教職教養の演習問題 [2018年度版](教員採用試験Twin Books完成シリーズ:2) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'18

507 教員採用試験一般教養らくらくマスター 2018年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'18
508 教員採用試験教職教養らくらくマスター 2018年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'18

509 一般教養30日完成 [2018年度版](教員採用試験Pass Line突破シリーズ:[2]) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'18

510 教職教養30日完成 [2018年度版](教員採用試験Pass Line突破シリーズ:[1]) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'18

511 教えて考えさせる授業 : 深い学びとメタ認知を促す授業プラン : 最新 小学校
市川伸一, 植阪友理編
著

図書文化社 375.1/IcS/1

512 資質・能力を育てるパフォーマンス評価 : アクティブ・ラーニングをどう充実させるか 西岡加名恵編著 明治図書出版 375.17/NiK
513 デジタルで教育は変わるか 赤堀侃司著 ジャムハウス 375.199/AkK

514 情報科教育法 改訂3版 久野靖, 辰己丈夫監修 オーム社 375.199/JoK

515 子どもが、授業が、必ず変わる!「一期一会の道徳授業」
加藤宣行, 岡田千穂編
著

東洋館出版社 375.352/KaN

516 アクティブ・ラーニングに対応した道徳授業 : 多様で効果的な道徳指導法 柳沼良太, 竹井秀文著 教育出版 375.352/YaR

517 通説に挑む文学教材の研究 中学篇 渡辺善雄著 鷗出版 375.85/WaY/1
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518 通説に挑む文学教材の研究 高校篇 渡辺善雄著 鷗出版 375.85/WaY/2

519 英語科教育(教科教育学シリーズ:09) 馬場哲生編著 一藝社 375.893/BaT
520 英語で教える英語の授業 : その進め方・考え方 望月正道 [ほか] 著 大修館書店 375.893/EiO
521 日本環境教育小史 市川智史著 ミネルヴァ書房 375/IcS
522 実習場面と添削例から学ぶ!保育・教育実習日誌の書き方 小泉裕子編著 中央法規出版 376.1/KoY

523 若手保育者が育つ保育カンファレンス : 悩みとねがいに寄り添う園内研修 黒澤祐介, 服部敬子著 かもがわ出版 376.14/KuY

524 専門職としての保育者 : 保育者の力量形成に視点をあてて
神長美津子 [ほか] 編
著

光生館 376.14/SeT

525 大学はコミュニティの知の拠点となれるか : 少子化・人口減少時代の生涯学習
上杉孝實, 香川正弘,
河村能夫編著

ミネルヴァ書房 377.04/DaK

526 大学教育の在り方を問う 山田宣夫著 東信堂 377.21/YaN
527 科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック 児島将康著 羊土社 377.7/KoM

528 科研費採択に向けた効果的なアプローチ 塩満典子, 北川慶子著 学文社 377.7/ShN

529 こども服の歴史
エリザベス・ユウィン
グ著/能澤慧子, 杉浦悦
子訳

東京堂出版 383.16/EwE

530 経済数学の直観的方法 確率・統計編(ブルーバックス:B-1984, B-1985) 長沼伸一郎著 講談社 408/11/1985

531 進化の歴史(ブルーバックス:B-1990. カラー図解進化の教科書:第1巻)

カール・ジンマー, ダ
グラス・J・エムレン著
/更科功, 石川牧子, 国
友良樹訳

講談社 408/11/1990

532 チーズの科学 : ミルクの力、発酵・熟成の神秘(ブルーバックス:B-1993) 齋藤忠夫著 講談社 408/11/1993

533 つながる脳科学 : 「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線(ブルーバックス:B-1994)
理化学研究所脳科学総
合研究センター編

講談社 408/11/1994

534 ふたたびの高校数学 : 大人のための再入門&再発見 永野裕之著 すばる舎 410/NaH
535 生き抜くための高校数学 : 高校数学の全範囲の基礎が完璧にわかる本 芳沢光雄著 日本図書センター 410/YoM
536 生き抜くための中学数学 : 中学数学の全範囲の基礎が完璧にわかる本 芳沢光雄著 日本図書センター 410/YoM
537 Excelでできるらくらく統計解析 : 統計アドインで分析結果をかんたん一発表示 藤本壱著 自由国民社 417/FuH
538 7日間集中講義!Excel統計学入門 : データを見ただけで分析できるようになるために 米谷学著 オーム社 417/YoM
539 プラズマ入門 第2版 川田重夫著 森北出版 427.6/KaS

540 教養としての化学入門 : 未来の課題を解決するために
Kimberley Waldron著/
竹内敬人訳

化学同人 430/WaK

541 数学フリーの化学結合 齋藤勝裕著 日刊工業新聞社 431.12/SaK
542 数学フリーの物理化学 齋藤勝裕著 日刊工業新聞社 431/SaK
543 ダウンバースト : 発見・メカニズム・予測 小林文明著 成山堂書店 451.5/KoF

544 活断層が分かる本
地盤工学会, 日本応用
地質学会, 日本地震工
学会編

技報堂出版 453.4/KaW
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545 池上彰が聞いてわかった生命のしくみ : 東工大で生命科学を学ぶ
池上彰聞き手/岩崎博
史, 田口英樹著

朝日新聞出版 460/IkA

546 生から死へ、死から生へ : 生き物の葬儀屋たちの物語
ベルンド・ハインリッ
チ著/桃木暁子訳

化学同人 481.7/HeB

547 難読誤読魚介類漢字よみかた辞典
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)

487.5/NiA

548 イヌに「こころ」はあるのか : 遺伝と認知の行動学

レイモンド・コッピン
ジャー, マーク・ファ
インスタイン著/柴田譲
治訳

原書房 489.56/CoR

549 「環境を守る」とはどういうことか : 環境思想入門(岩波ブックレット:no. 960)
尾関周二, 環境思想・
教育研究会編

岩波書店 519/OzS

550 民家のデザイン 日本編 川島宙次著 水曜社 520.2/KaC/1
551 民家のデザイン 海外編 川島宙次著 水曜社 520.2/KaC/2
552 安藤忠雄野獣の肖像 古山正雄著 新潮社 523.1/AnT/F
553 モータリゼーションの世紀 : T型フォードから電気自動車へ(岩波現代全書:095) 鈴木直次著 岩波書店 537.09/SuN
554 空の旅を科学する : 人工知能がひらく!?21世紀の「航空管制」 伊藤恵理著 河出書房新社 538.86/ItE

555 TPPが日本農業を強くする 山下一仁著 日本経済新聞出版社 611.1/YaK

556 野鳥と遊ぶ愉しみ : 仙台の小さな庭で : 写真集 花島政三郎写真・文 本の森 748/HaM/Y
557 ロックフェスの社会学 : 個人化社会における祝祭をめぐって(叢書現代社会のフロンティア:23) 永井純一著 ミネルヴァ書房 761.13/NaJ

558 アイドル論の教科書 塚田修一, 松田聡平著 青弓社 767.8/TsS

559 怪獣から読む戦後ポピュラー・カルチャー : 特撮映画・SFジャンル形成史 森下達著 青弓社 778.21/MoH

560 ディズニー・プリンセスのゆくえ : 白雪姫からマレフィセントまで 本橋哲也著 ナカニシヤ出版 778.77/DiW/M

561 桂かい枝のLet's英語落語! 桂かい枝著 教育出版 779.13/KaK

562 人とつながり、世界とつながる日本語教育
トムソン木下千尋編/尾
辻恵美 [ほか執筆]

くろしお出版 810.7/ThC

563 TOEICテスト完全教本新形式問題対応
ロバート・ヒルキ, デ
イビッド・セイン著

研究社 830.79/HiR

564 桜桃 : 特集(太宰治:No. 5) 洋々社
910.268/DaO/

Y-5

565 藤原定家名歌注釈 小田剛著 武蔵野書院
911.142/FuS/

O
566 源氏物語論 : 女房・書かれた言葉・引用 陣野英則著 勉誠出版 913.36/JiH

567 『しのびね物語』注釈(研究叢書:467) 岩坪健著 和泉書院 913.41/Shi/I
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568 更級日記の新世界(知の遺産シリーズ:3)
福家俊幸, 和田律子,
久下裕利編

武蔵野書院 915.36/SaN

569 枕草子/方丈記/徒然草(日本文学全集:7)

[清少納言著]/酒井順子
訳/[鴨長明著]/高橋源
一郎訳/[兼好著]/内田
樹訳

河出書房新社 918/IkN/7

570 無敵のSPI3でる順徹底攻略本 2018年版(内定請負漫画『銀のアンカー』式)
三田紀房, SPI解法メ
ソッド研究会監修

TAC出版事業部
就職/資格

/'18

571 これが本当のSCOAだ! : 直前でもOK! 2018年度版 SPIノートの会編著 洋泉社
就職/資格

/'18

572 警察官試験早わかりブック 2018年度版 資格試験研究会編 実務教育出版
就職/資格

/'18

573 消防官試験早わかりブック 2018年度版 資格試験研究会編 実務教育出版
就職/資格

/'18

574 地方公務員試験早わかりブック : 都道府県・政令指定都市・東京23区 2018年度版 資格試験研究会編 実務教育出版
就職/資格

/'18

575 自己分析とキャリアデザインの描き方 2018(絶対内定) 杉村太郎著 ダイヤモンド社
就職/資格

/'18

576 エントリーシート・履歴書 2018(絶対内定) 杉村太郎, 坂本章紀著 ダイヤモンド社
就職/資格

/'18

577 面接 2018(絶対内定) 杉村太郎, 坂本章紀著 ダイヤモンド社
就職/資格

/'18

578 面接の質問 2018(絶対内定) 杉村太郎, 坂本章紀著 ダイヤモンド社
就職/資格

/'18

579 現職人事が答える公務員試験で受験生が気になること 2018年度版(公務員試験) 大賀英徳編著 実務教育出版
就職/資格

/'18

580 8割が落とされる「Webテスト」完全突破法! 2018年度版1 SPIノートの会編著 洋泉社
就職/資格
/'18-1

581 数的推理がみるみるわかる!解法の玉手箱 改訂第2版(公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版
就職/資格
/['16]

582 判断推理がみるみるわかる!解法の玉手箱 改訂第2版(公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版
就職/資格
/['16]
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