
2016年12月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 人工知能が変える仕事の未来 野村直之著 日本経済新聞出版社 007.13/NoN

2 AIの遺電子 01(少年チャンピオン・コミックス) 山田胡瓜著 秋田書店 007.13/YaK/A-1

3 AIの遺電子 02(少年チャンピオン・コミックス) 山田胡瓜著 秋田書店 007.13/YaK/A-2

4 AIの遺電子 03(少年チャンピオン・コミックス) 山田胡瓜著 秋田書店 007.13/YaK/A-3

5 AIの遺電子 04(少年チャンピオン・コミックス) 山田胡瓜著 秋田書店 007.13/YaK/A-4

6 脱!スマホのトラブル : LINEフェイスブックツイッターやって良いこと悪いこと 佐藤佳弘著 武蔵野大学出版会 007.3/SaY
7 図書館員をめざす人へ(ライブラリーぶっくす) 後藤敏行著 勉誠出版 013.1/GoT
8 情報サービス論(ベーシック司書講座・図書館の基礎と展望:4) 竹之内禎編著 学文社 015.2/TaT
9 楽しく進める「学び方の指導」 : 中学校司書教諭のあゆみ 佐藤敬子著 全国学校図書館協議会 017.3/SaK

10
学校司書・司書教諭・図書館担当者のための学校図書館スタートガイド : サンカクくんと問
題解決!

学校図書館スタートガイド編集
委員会編・著

少年写真新聞社 017/GaT

11 読書の指導と学校図書館(学校図書館学:2) 小川三和子著 青弓社 017/GaT/2
12 齋藤孝の速読塾 : これで頭がグングンよくなる!(ちくま文庫:[さ-28-5]) 齋藤孝著 筑摩書房 019.13/SaT
13 ぼくのブックトーク : 子どもと本の出会い(シリーズ山梨の文芸) 依田逸夫著 山梨ふるさと文庫 019.2/YoI

14 類聚名家書簡次扁 図版(コ‐ノ)(日本書誌学大系:105(2)) 後藤憲二編 青裳堂書店 020.8/2/105-2

15 内閣文庫本考証(日本書誌学大系:106) 福井保著 青裳堂書店 020.8/2/106

16 ケルズの書 : アイルランドの至宝 : 復元模写及び色彩と図像の考察 萩原美佐枝著・模写制作 求龍堂 022.2339/BoK/H

17 復興の書店(小学館文庫) 稲泉連著 小学館 024.12/InR

18 人間力とは何か : 3・11を超えて
東日本国際大学東洋思想研究所
編

昌平黌出版会/論創社 (発
売)

041/HiK

19 中国関係論説資料 57(2015年)第1分冊上 論説資料保存会 051.1/1/57-1-1

20 中国関係論説資料 57(2015年)第1分冊下 論説資料保存会 051.1/1/57-1-2

21 中国関係論説資料 57(2015年)第1分冊増 論説資料保存会 051.1/1/57-1-3

22 中国関係論説資料 57(2015年)第2分冊上 論説資料保存会 051.1/1/57-2-1

23 中国関係論説資料 57(2015年)第2分冊下 論説資料保存会 051.1/1/57-2-2

24 中国関係論説資料 57(2015年)第2分冊増 論説資料保存会 051.1/1/57-2-3

25 子ども博物館美術館事典 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)

069/NiA

26 批評メディア論 : 戦前期日本の論壇と文壇 大澤聡著 岩波書店 070.21/OsS
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27 ジャニーズと日本(講談社現代新書:2402) 矢野利裕著 講談社 081/16/2402
28 親の介護をする前に読む本(講談社現代新書:2403) 東田勉著 講談社 081/16/2403
29 本物の名湯ベスト100(講談社現代新書:2404) 石川理夫著 講談社 081/16/2404
30 織田信長の城(講談社現代新書:2405) 加藤理文著 講談社 081/16/2405
31 ゾウの時間ネズミの時間 : サイズの生物学(中公新書:1087) 本川達雄著 中央公論社 081/17/1087
32 ケルトの水脈(講談社学術文庫:[2389]. 興亡の世界史) 原聖 [著] 講談社 081/2/2389
33 佐藤一斎--克己の思想(講談社学術文庫:[2397]. 再発見日本の哲学) 栗原剛 [著] 講談社 081/2/2397

34 テレヴィジオン(講談社学術文庫:[2402])
ジャック・ラカン [著]/藤田博
史, 片山文保訳

講談社 081/2/2402

35 ブルジョワ : 近代経済人の精神史(講談社学術文庫:[2403])
ヴェルナー・ゾンバルト [著]/
金森誠也訳

講談社 081/2/2403

36 キリスト教の歳時記 : 知っておきたい教会の文化(講談社学術文庫:[2404]) 八木谷涼子 [著] 講談社 081/2/2404

37
読んじゃいなよ! : 明治学院大学国際学部高橋源一郎ゼミで岩波新書をよむ(岩波新書:新赤版
1627)

高橋源一郎編 岩波書店 081/6-4/1627

38 弁論家の教育 4(西洋古典叢書)
クインティリアヌス [著]/森谷
宇一 [ほか] 訳

京都大学学術出版会 089.1/1-2/8-4

39 自分で考えよう : 世界を知るための哲学入門
ペーテル・エクベリ作/スヴェ
ン・ノードクヴィスト絵/枇谷
玲子訳

晶文社 100/EkP

40 はじめて考えるときのように : 「わかる」ための哲学的道案内(PHP文庫) 野矢茂樹文/植田真絵 PHP研究所 104/NoS
41 Jポップで考える哲学 : 自分を問い直すための15曲(講談社文庫) 戸谷洋志 [著] 講談社 104/ToH
42 論語(ちくま文庫:[さ-28-10]) 齋藤孝訳 筑摩書房 123.83/SaT

43 シュライアーマッハーの生涯 下(ディルタイ全集:第9-10巻)
[ディルタイ著]/森田孝 [ほか]
編集校閲

法政大学出版局
134.923/DiW/H-
10

44 パブロフの犬 : 実験でたどる心理学の歴史(創元ビジュアル科学シリーズ:1)
アダム・ハート=デイヴィス著/
山崎正浩訳

創元社 140.2/HaA

45 超予測力 : 不確実な時代の先を読む10カ条
フィリップ・E・テトロック,
ダン・ガードナー著/土方奈美
訳

早川書房 141.5/TeP

46 ルシファー・エフェクト : ふつうの人が悪魔に変わるとき
フィリップ・ジンバルドー著/
鬼澤忍, 中山宥訳

海と月社 141.6/ZiP

47 美人の正体 : 外見的魅力をめぐる心理学 越智啓太著 実務教育出版 141.62/OcK

48 顔は口ほどに嘘をつく ポール・エクマン著/菅靖彦訳 河出書房新社 141.67/EkP

49 スタンフォードの自分を変える教室(だいわ文庫:[304-1G])
ケリー・マクゴニガル著/神崎
朗子訳

大和書房 141.8/McK

50 現代社会の中の自己・アイデンティティ
梶田叡一, 中間玲子, 佐藤徳編
著

金子書房 141.93/GeS

51 自分の価値を最大にするハーバードの心理学講義
ブライアン・R.リトル著/児島
修訳

大和書房 141.93/LiB

52 新筆跡鑑定 : 事件を見抜く筆跡心理学 根本寛著 三和書籍 141.98/NeH
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53 筆跡から発見 : 負けず嫌いな人派手好きな人 丹下衛著 悠光堂 141.98/TaM

54
英語でたのしむアドラー心理学 : その著作が語りかける、勇気と信念の言葉(PHP文庫:こ22-
32)

小池直己著 PHP研究所 146.1/AdA/K

55 超図解アドラー心理学の「幸せ」が1時間でわかる本 中野明著 学研プラス 146.1/AdA/N

56
心理職のためのエビデンス・ベイスト・プラクティス入門 : エビデンスを「まなぶ」「つく
る」「つかう」

原田隆之著 金剛出版 146.8/HaT

57 心理職による地域コンサルテーションとアウトリーチの実践 : コミュニティと共に生きる 舩越知行編著 金子書房 146/FuT

58 ヒトラーの終末予言 : 側近に語った2039年 五島勉著 祥伝社 147.4/GoB

59 太った男を殺しますか? : 「トロリー問題」が教えてくれること(atプラス叢書:11)
デイヴィッド・エドモンズ著/
鬼澤忍訳

太田出版 150/EdD

60 「わたし」は脳に操られているのか : 意識がアルゴリズムで解けないわけ
エリエザー・スタンバーグ著/
大田直子訳

インターシフト/合同出版
(発売)

151.2/StE

61 自分の時間 : 新装新版
アーノルド・ベネット著/渡部
昇一訳・解説

三笠書房 159/BeA

62 D・カーネギーの未来を拓く言葉 : 真摯に生きるために大切な60の教え
D・カーネギー協会編/片山陽子
訳

創元社 159.4/CaD/D

63 人生をもっと賢く生きる頭の鍛え方
アーノルド・ベネット著/渡部
昇一訳・解説

三笠書房 159/BeA

64 1分で人生が変わる!D・カーネギーの「人を動かす」言葉 桑原晃弥著
PHPエディターズ・グループ
/PHP研究所 (発売)

159/CaD/K

65 理想のパートナーを見つけるためにしておきたい17のこと(だいわ文庫:[8-21G]) 本田健著 大和書房 159/HoK
66 人生の目的 : 自分の探し方、見つけ方 本田健著 大和書房 159/HoK
67 本音で生きる : 一秒も後悔しない強い生き方(SB新書:318) 堀江貴文著 SBクリエイティブ 159/HoT
68 金持ち体質と貧乏体質 : 人生が変わる!お金が入る! 石原加受子著 KKベストセラーズ 159/IsK

69 あなたの人生を変えるお金の教養 加谷珪一著 PHPエディターズ・グループ 159/KaK

70 他人を気にしない生き方
ヨーゼフ・キルシュナー著/畔
上司訳

CCCメディアハウス 159/KiJ

71 言うだけでポジティブになる クスドフトシ著 大和書房 159/KuF

72 「潜在意識」を変えれば、すべてうまくいく
アレクサンダー・ロイド著/桜
田直美訳

SBクリエイティブ 159/LoA

73 Disneyきっと、幸せに。 : Everything I need to know I learned from a Disney storybook ダイアン・ムルドロー著 講談社 159/MuD

74 図解斎藤一人大富豪が教える読むだけで、強運になれる本 斎藤一人著 PHP研究所 159/SaH
75 段取り力 : 「うまくいく人」はここがちがう 齋藤孝著 筑摩書房 159/SaT
76 ドナルド・トランプ奇跡を起こす10倍思考(経済界新書:051) 平睦夫著 経済界 159/TrD/T

77 その科学が成功を決める
リチャード・ワイズマン著/木
村博江訳

文藝春秋 159/WiR

78 宗教を心理学する : データから見えてくる日本人の宗教性
松島公望, 川島大輔, 西脇良編
著

誠信書房 161.4/ShS
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79 イザナミの王国熊野 : 有馬から熊野三山へ 桐村英一郎著/塚原紘写真
方丈堂出版/オクターブ (発
売)

164.1/KiE

80 ギリシア神話(岩波ジュニア新書:40) 中村善也, 中務哲郎著 岩波書店 164.31/NaZ
81 神道の形成と中世神話 伊藤聡著 吉川弘文館 172/ItS
82 ブッダも笑う仏教のはなし 笑い飯哲夫著 サンマーク出版 180.4/WaT
83 命終る時 ほか(前田惠學集:第7巻) 前田惠學著 山喜房佛書林 180.8/MaE/7

84 原始佛教聖典の成立史研究(前田惠學集:別巻1) 前田惠學著 山喜房佛書林 180.8/MaE/別1

85 現代スリランカの上座仏教 縮刷再版(前田惠學集:別巻2) 前田惠學研究代表 山喜房佛書林 180.8/MaE/別2

86 仏教の起源(日本仏教は仏教なのか?:第1巻) 藤本晃著 サンガ 181.02/FuA/1

87 定本中国仏教史 1 任継愈主編/丘山新 [ほか] 訳 柏書房 182.22/JiK/1

88 定本中国仏教史 2 任継愈主編/丘山新 [ほか] 訳 柏書房 182.22/JiK/2

89 お坊さんが明かすあなたの町からお寺が消える理由 橋本英樹著 洋泉社 185.91/HaE
90 クイズ浄土真宗 末本弘然著 探究社, 2010.12 188.7/SuK
91 親鸞と教行信証 : 図説浄土真宗の教えがわかる!(青春新書intelligence:PI-364) 加藤智見著 青春出版社 188.71/Shi/K
92 あなたの知らない親鸞と浄土真宗(歴史新書) 山折哲雄監修 洋泉社 188.72/Shi/Y

93 安心してがんばれる世界を(真宗文庫. 真宗教育シリーズ:1)
真城義麿著/真宗大谷派宗務所
出版部(東本願寺出版部)編

真宗大谷派宗務所出版部(東
本願寺出版部)

188.74/MaY

94 何のために法事をするのか : 気軽に読める、5分間法話 中川專精著 法藏館 188.74/NaS
95 図説あらすじでわかる!歎異抄(青春新書intelligence:PI-302) 加藤智見著 青春出版社 188.74/Shi/K

96 宗教と教育 : 人間性の回復を求めて 真宗大谷派学校連合会編
東本願寺出版(真宗大谷派宗
務所出版部)

188.77/ShO

97 原爆を落とした男たち : マッド・サイエンティストとトルーマン大統領 本多巍耀著 芙蓉書房出版 209.74/HoT

98
ビッグヒストリー : われわれはどこから来て、どこへ行くのか : 宇宙開闢から138億年の
「人間」史

デヴィッド・クリスチャン, シ
ンシア・ストークス・ブラウ
ン, クレイグ・ベンジャミン著
/石井克弥, 竹田純子, 中川泉
訳

明石書店 209/BiH

99 世界の歴史を変えた日1001
ピーター・ファータド編集/荒
井理子 [ほか] 訳

ゆまに書房 209/FuP

100 世界の歴史大図鑑 増補改訂版
鹿沼博史 [ほか] 訳/三浦嘉治,
エス・プロジェクト日本語版編
集

河出書房新社 209/HaA

101 古代日本の東アジア交流史 鈴木靖民著 勉誠出版 210.3/SuY
102 奈良平安時代の人びとの諸相 木本好信著 おうふう 210.35/KiY
103 呪いの都平安京 : 呪詛・呪術・陰陽師 繁田信一著 吉川弘文館 210.37/ShS

104 時慶記 第5巻
[西洞院時慶著]/時慶記研究会
編

本願寺出版社/臨川書店 (発
売)

210.48/NiT/J-5
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105 外国人が見た近世日本 : 日本人再発見 山本博文 [ほか] 著
角川学芸出版/角川グループ
パブリッシング (発売)

210.5/GaM

106 日清・日露戦争と帝国日本(日本近代の歴史:3) 飯塚一幸著 吉川弘文館 210.6/NiK/3

107
文化交渉学のパースペクティブ : ICIS国際シンポジウム論文集(關西大學東西學術研究所研究
叢刊:52)

吾妻重二編著 関西大学出版部 220.04/AzJ

108 後漢書研究便覽(全譯後漢書:別册) 渡邉義浩, 稀代麻也子編 汲古書院
222.0428/HaY/Z
-別

109 文化大革命を問い直す(アジア遊学:203)
土屋昌明, 「中国六〇年代と世
界」研究会編

勉誠出版 222.077/TsM

110 時代区分は本当に必要か? : 連続性と不連続性を再考する
ジャック・ル=ゴフ [著]/菅沼
潤訳

藤原書店 230.4/LeJ

111 奴隷のしつけ方
マルクス・シドニウス・ファル
クス著/ジェリー・トナー解説/
橘明美訳

太田出版 232/ToJ

112 冬の王 : ヘンリー七世と黎明のテューダー王朝 トマス・ペン著/陶山昇平訳 彩流社 233.051/Hen/P

113 真田氏三代と信濃・大坂の合戦(人をあるく) 中沢克昭著 吉川弘文館 288.3/San/N
114 皇族と天皇(ちくま新書:1224) 浅見雅男著 筑摩書房 288.4/AsM

115 神武天皇はたしかに存在した : 神話と伝承を訪ねて 産経新聞取材班著
産経新聞出版/日本工業新聞
社 (発売)

288.41/Jin/S

116 内藤湖南 : 近代人文学の原点 高木智見著 筑摩書房 289.1/NaK/T
117 父母 (ちちはは) の記 : 私的昭和の面影 渡辺京二著 平凡社 289.1/WaK2/W
118 コルテスとピサロ : 遍歴と定住のはざまで生きた征服者(世界史リブレット人:48) 安村直己著 山川出版社 289.3/CoH/Y

119 奇跡の人ヘレン・ケラー自伝(新潮文庫:ケ-14-1)
ヘレン・ケラー[著]/小倉慶郎
訳

新潮社 289.3/KeH/K

120 トッド自身を語る
エマニュエル・トッド [著]/石
崎晴己編訳

藤原書店 289.3/ToE/T

121 トランプ
マイケル・クラニッシュ, マー
ク・フィッシャー著/野中香方
子 [ほか] 訳

文藝春秋 289.3/TrD/K

122 ロマンスの溢れる風景 : 大切な人といつか行きたいときめきの場所 [MdN編集部編]
エムディエヌコーポレー
ション/インプレス (発売)

290.87/EmD

123 写真家と行く世界の絶景 谷角靖著 青菁社 290.87/TaY
124 地球とは思えない世界の絶景 世界の絶景調査委員会著 宝島社 290.9/SeZ

125 リヒトホーフェン日本滞在記 : ドイツ人地理学者の観た幕末明治
フェルディナンド・フォン・リ
ヒトホーフェン著/上村直己訳

九州大学出版会 291.09/RiF

126 ふしぎの国のバード 3(Beam comix) 佐々大河著 KADOKAWA 291.09/SaT/F-3

127 インパラの朝 : ユーラシア・アフリカ大陸684日(集英社文庫:[な58-1]) 中村安希著 集英社 292.09/NaA
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128 アラスカ永遠なる生命(小学館文庫) 星野道夫写真・文 小学館 295.394/HoM
129 日本の東アジア観 藤田昌志著 朋友書店 302.2/FuM
130 中国メディア戦争 : ネット・中産階級・巨大企業(NHK出版新書:488) ふるまいよしこ著 NHK出版 302.22/FuY

131 シャルリとは誰か? : 人種差別と没落する西欧(文春新書:1054)
エマニュエル・トッド著/堀茂
樹訳

文藝春秋 302.35/ToE

132 アタリ文明論講義 : 未来は予測できるか(ちくま学芸文庫:[ア31-2]) ジャック・アタリ著/林昌宏訳 筑摩書房 304/AtJ

133 グローバリズム以後 : アメリカ帝国の失墜と日本の運命(朝日新書:589)
エマニュエル・トッド著/朝日
新聞聞き手

朝日新聞出版 304/ToE

134 問題は英国ではない、EUなのだ : 21世紀の新・国家論(文春新書:1093)
エマニュエル・トッド著/堀茂
樹訳

文藝春秋 304/ToE

135 日本人はどこへ向かっているのか 山崎正和著 潮出版社 304/YaM
136 丸山眞男の敗北(講談社選書メチエ:629) 伊東祐吏著 講談社 311.21/MaM/I
137 自由の条件 : スミス・トクヴィル・福澤諭吉の思想的系譜(叢書・知を究める:8) 猪木武徳著 ミネルヴァ書房 311.235/InT
138 社会をちょっと変えてみた : ふつうの人が政治を動かした七つの物語 駒崎弘樹, 秋山訓子著 岩波書店 312.1/KoH

139 Q&Aヘイトスピーチ解消法(GENJINブックレット:64) 外国人人権法連絡会編著
現代人文社/大学図書 (発
売)

316.81/GaJ

140 ヘイトスピーチ解消法成立の経緯と基本的な考え方 魚住裕一郎 [ほか] 監修 第一法規 316.81/HeS
141 差別の現在 : ヘイトスピーチのある日常から考える(平凡社新書:769) 好井裕明著 平凡社 316.81/YoH

142 ヘイトスピーチはどこまで規制できるか
LAZAK (在日コリアン弁護士協
会) 編/板垣竜太 [ほか] 著

影書房 316.81/ZaK

143 マイナンバーはこんなに恐い! : 国民総背番号制が招く"超"監視社会 黒田充著 日本機関紙出版センター 317.6/KuM

144 新国富論 : 新たな経済指標で地方創生(岩波ブックレット:No. 961)
馬奈木俊介, 池田真也, 中村寛
樹著

岩波書店 318.6/ShK

145 自治会・町内会の経営学 : 21世紀の住民自治発展のために 石栗伸郎著 文眞堂 318.8/IsN
146 日本古代女官の研究 伊集院葉子著 吉川弘文館 322.13/IjY
147 ようこそ日本国憲法へ 第3版 小林武著 法学書院 323.14/KoT

148 憲法と君たち 復刻新装版 佐藤功著
時事通信出版局/時事通信社
(発売)

323.14/SaI

149 憲法の時間 井上典之編 有斐閣 323.14/InN

150 憲法判例からみる日本 : 法×政治×歴史×文化
山本龍彦, 清水唯一朗, 出口雄
一編著

日本評論社 323.14/KeH

151 憲法判例集 第11版(有斐閣新書)
野中俊彦, 江橋崇編著/渋谷秀
樹補訂

有斐閣 323.14/NoT

152 憲法のはなし 岡崎巌著 ラグーナ出版 323.14/OkI
153 天皇と憲法 : 皇室規範をどう変えるか(朝日新書:587) 島田裕巳著 朝日新聞出版 323.14/ShH
154 死刑と憲法(年報・死刑廃止:2016) 年報・死刑廃止編集委員会編 インパクト出版会 326.41/NeS
155 裁判所ってどんなところ? : 司法の仕組みがわかる本(ちくまプリマー新書:267) 森炎著 筑摩書房 327.12/MoH
156 最高裁の少数意見 大林啓吾, 見平典編 成文堂 327.122/ObK
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157 国際人権 No.27(2016)
国際人権法学会/信山社 :
大学図書 (発売)

329.21/KoJ/27

158 レモンをお金にかえる法 [正] : 新装版
ルイズ・アームストロングぶん
/ビル・バッソえ/佐和隆光やく

河出書房新社 331/ArL/1

159 実証分析のための計量経済学 : 正しい手法と結果の読み方 山本勲著 中央経済社 331.19/YaI
160 「ココロ」の経済学 : 行動経済学から読み解く人間のふしぎ(ちくま新書:1228) 依田高典著 筑摩書房 331/IdT
161 経済学的思考のすすめ(筑摩選書:0010) 岩田規久男著 筑摩書房 331/IwK
162 池上彰が世界の知性に聞くどうなっている日本経済、世界の危機 池上彰著 文藝春秋 332.107/IkA

163 人びとの戦後経済秘史
東京新聞経済部, 中日新聞経済
部編

岩波書店 332.107/ToS

164 日本と中国経済 : 相互交流と衝突の100年(ちくま新書:1223) 梶谷懐著 筑摩書房 332.22/KaK

165 アヘンさよなら、学校こんにちは : 世界で最も多量にクラスター爆弾が残る国・ラオス 沢田誠二著 晃洋書房 333.8236/SaS

166 完全図解一冊で丸わかりドラッカー・ポーター・コトラー入門 中野明著 朝日新聞出版 335.1/NaA
167 新現代経営学 佐久間信夫, 大平義隆編著 学文社 335.1/SaN

168
人生を変えるドラッカー : 小説でわかる名著『経営者の条件』 : 自分をマネジメントする究
極の方法

吉田麻子著 ダイヤモンド社 335.13/DrP/Y

169 松下幸之助に学んだ「人が育つ会社」のつくり方 青木仁志著 PHP研究所 335.13/MaK/A
170 松下幸之助 : 理念を語り続けた戦略的経営者(PHP経営叢書. 日本の企業家:2) 加護野忠男編著 PHP研究所 335.13/MaK/K
171 渋沢栄一 : 日本近代の扉を開いた財界リーダー(PHP経営叢書. 日本の企業家:1) 宮本又郎編著 PHP研究所 335.13/ShE/M

172 ビジネス倫理学入門(文京学院大学総合研究所叢書:1)
ジョゼフ・R.デジャルダン著/
文京学院大学グローバル・カリ
キュラム研究会訳

文京学院大学総合研究所/冨
山房インターナショナル
(発売)

335.15/DeJ

173 CSRは社会を変えるか : “企業の社会的責任"をめぐるJ-POWER社会貢献チームの挑戦 藤木勇光著 みくに出版 335.15/DeK/F

174
倫理・コンプライアンスとCSR : Business Ethics & Corporate Social Responsibility 第3
版

菱山隆二著 経済法令研究会 335.15/HiT

175 CSR経営パーフェクトガイド(Nanaブックス:0126) 川村雅彦著 ウィズワークス 335.15/KaM

176 アジアの精神にみる企業倫理 : 関羽はなぜ商売の神様なのか
[「企業倫理とアジアの精神」
研究プロジェクト編集委員会
編]

桜美林大学北東アジア総合
研究所

335.15/KiR

177 企業倫理と社会の持続可能性 中野千秋, 高巖編
麗澤大学出版会/廣池学園事
業部 (発売)

335.15/NaC

178 働く人が知っておきたいビジネス倫理 齊藤聡著 産業能率大学出版部 335.15/SaS
179 戦略としてのビジネス倫理入門 高橋浩夫著 丸善出版 335.15/TaH

180 企業倫理リスクのマネジメント : ソフト・コントロールによる倫理力と持続力の向上 上田和勇著 同文舘出版 335.15/UeK

181
企業家活動でたどるサステイナブル経営史 : CSR経営の先駆者に学ぶ(法政大学イノベーショ
ン・マネジメント研究センター叢書:11)

長谷川直哉編著 文眞堂 335.21/HaN

7



2016年12月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

182 ワンレポート : 統合報告が開く持続可能な社会と企業
ロバート・G・エクレス, マイ
ケル・P・クルス著/ワンレポー
ト日本語版委員会訳

東洋経済新報社 335.4/EcR

183 統合報告の実際 : 未来を拓くコーポレートコミュニケーション

ロバート・G・エクレス, マイ
ケル・P・クルス著/KPMGジャパ
ン統合報告アドバイザリーグ
ループ訳

日本経済新聞出版社 335.4/EcR

184 統合報告導入ハンドブック : 新しい企業報告の考え方・作り方 市村清著 第一法規 335.4/IcK
185 投資家と企業の対話 : 次世代の企業価値コミュニケーションと統合報告 市村清監修 第一法規 335.4/IcK
186 図解「統合報告」の読み方・作り方 松原恭司郎著 中央経済社 335.4/MaK
187 持続可能性とイノベーションの統合報告 : 非財務情報開示のダイナミクスと信頼性 越智信仁著 日本評論社 335.4/OcN

188 統合報告書による情報開示の新潮流
宝印刷株式会社総合ディスク
ロージャー研究所編

同文舘出版 335.4/TaI

189 海外日系企業の人材形成とCSR 服部治著 同文舘出版 335.5/HaO

190
BSCによる戦略の策定と実行 : 事例で見るインタンジブルズのマネジメントと統合報告への管
理会計の貢献

伊藤和憲著 同文舘出版 336.1/ItK

191 会議の9割はムダ : ホワイトカラーの労働時間を50%削減させるマネジメント 末松千尋著 PHP研究所 336.2/SuC
192 9%のトップエリートがやっている最強の判断力 鳥原隆志著 WAVE出版 336.2/ToT

193 「最高のリーダー」の秘訣はサンタに学べ : SIMPLE TRUTH
エリック・ハーヴェイ著/フリ
ン美穂訳

文響社 336.3/HaE

194 統合報告革命 : ベスト・プラクティス企業の事例分析
古賀智敏責任編集/池田公司編
著/沖野光二 [ほか] 著

税務経理協会 336.4/KoC

195 一生モノのファイナンス入門 : あなたの市場価値を高める必修知識 朝倉智也著 ダイヤモンド社 336.8/AsT

196 対訳英語で学ぶコーポレートファイナンス入門 本合暁詩著
中央経済社/中央経済グルー
プパブリッシング (発売)

336.8/HoA

197 MBAアントレプレナー・ファイナンス入門 : 詳解ベンチャー企業の価値評価
忽那憲治, 山本一彦, 上林順子
編著

中央経済社 336.8/MBA

198 物語 (ストーリー) でわかるベンチャーファイナンス入門 中井透著 中央経済社 336.8/NaT
199 あわせて学ぶ会計&ファイナンス入門講座 : プロになるための理論と実践 田中慎一, 保田隆明著 ダイヤモンド社 336.8/TaS

200 管理会計演習 : 理論と計算
上埜進, 青木雅明編著/緒方勇
[ほか執筆]

税務経理協会 336.84/UeS

201 会計・ファイナンス入門 第2版 鯖田豊則著 税務経理協会 336.9/SaT

202 繰延税金資産の会計実務 : 回収可能性適用指針からIFRSまで PwCあらた監査法人編
中央経済社/中央経済グルー
プパブリッシング (発売)

336.9/ArK

203 進化する環境・CSR会計 : マテリアルフローコスト会計から統合報告まで 柴田英樹, 梨岡英理子著 中央経済社 336.9/ShH

204 簿記学
矢部孝太郎編著/原田保秀 [ほ
か] 著

税務経理協会 336.91/YaK
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205 「実務入門」IFRSの新リース会計 PwCあらた監査法人編
中央経済社/中央経済グルー
プパブリッシング (発売)

336.92/ArK

206 詳細解説IFRS実務適用ガイドブック 第2版
あずさ監査法人編/山田辰己責
任編集

中央経済社/中央経済グルー
プパブリッシング (発売)

336.92/AzK

207 新・IFRSのしくみ 改訂改題(すらすら図解)
あずさ監査法人IFRSアドバイザ
リー室編

中央経済社/中央経済グルー
プパブリッシング (発売)

336.92/AzK

208 IFRS「新リース基準」 : 図解&徹底分析 あずさ監査法人編
中央経済社/中央経済グルー
プパブリッシング (発売)

336.92/AzK

209 IFRS9「金融商品」の構図 : IAS39置換プロジェクトの評価 吉田康英著 同文舘出版 336.92/YoY

210 会計職業倫理の基礎知識 : 公認会計士・税理士・経理財務担当者・FPの思考法
スティーブン・デラポータス,
スティーン・トムセン, マー
ティン・コンヨン著

中央経済社/中央経済グルー
プパブリッシング (発売)

336.97/KaS

211 金融政策の「誤解」 : "壮大な実験"の成果と限界 早川英男著 慶應義塾大学出版会 338.3/HaH
212 不動産投資のためのファイナンス入門 前川俊一著 プログレス 338.65/MaS
213 はじめての人のための3000円投資生活 横山光昭著 アスコム 338.8/YoM

214 よくわかる!ファイナンス入門
石橋春男, 高木信久, 橋口宏行
著

慶應義塾大学出版会 338/YoW

215 データでみる県勢 2017年版 矢野恒太記念会編 国勢社 351/YaT/'17
216 心理学者が教える思うように人の心を動かす話し方(アスコムBOOKS) 榎本博明著 アスコム 361.4/EnH
217 「やさしさ」過剰社会 : 人を傷つけてはいけないのか(PHP新書:1073) 榎本博明著 PHP研究所 361.4/EnH

218
ひねくれた人に振り回されない88の方法 : 普通の人にはとても理解できない危険な心理構造
新装版

岩月謙司著 大和書房 361.4/IwK

219 迷惑行為はなぜなくならないのか? : 「迷惑学」から見た日本社会(光文社新書:666) 北折充隆著 光文社 361.41/KiM
220 国際感覚ってなんだろう(岩波ジュニア新書:264) 渡部淳著 岩波書店 361.42/WaJ
221 ダメな議論 : 論理思考で見抜く(ちくま新書:628) 飯田泰之著 筑摩書房 361.453/IdY

222 他人を支配する黒すぎる心理術 マルコ社編集
マルコ社/サンクチュアリ出
版 (発売)

361.454/Mar

223 明治・大正の日本論・中国論 : 比較文化学的研究 藤田昌志著 勉誠出版 361.5/FuM

224 家族システムの起源 1 ユーラシア 上
エマニュエル・トッド [著]/片
桐友紀子 [ほか] 訳

藤原書店 361.63/ToE/1-1

225 家族システムの起源 1 ユーラシア 下
エマニュエル・トッド [著]/片
桐友紀子 [ほか] 訳

藤原書店 361.63/ToE/1-2

226 日本会議の研究(扶桑社新書:212) 菅野完著 扶桑社 361.65/NiK/S
227 現代コミュニティとは何か : 「現代コミュニティの社会学」入門 船津衛, 浅川達人著 恒星社厚生閣 361.7/FuM
228 わかりやすい介護保険制度改正の概要 : 平成27年度制度改正のポイント 長谷憲明, 石山麗子 [著] 東京都福祉保健財団 364.48/NaY

229 労働基準法がよくわかる本 '16-'17年版 下山智恵子著 成美堂出版
366.15/ShC/'16
-'17
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230 心理職の組織への関わり方 : 産業心理臨床モデルの構築に向けて 新田泰生, 足立智昭編 誠信書房 366.94/NiY
231 概説ジェンダーと法 : 人権論の視点から学ぶ 第2版 辻村みよ子著 信山社 367.21/TsM
232 「ハイブリッドな親子」の社会学 : 血縁・家族へのこだわりを解きほぐす 野辺陽子 [ほか] 著 青弓社 367.3/HaO

233 パークアヴェニューの妻たち
ウェンズデー・マーティン著/
佐竹史子訳

講談社 367.3/MaW

234 親とさよならする前に : 親が生きているうちに話しておきたい64のこと(Sanctuary books) 清水晶子著 サンクチュアリ出版 367.3/ShA

235 破婚 : 18歳年下のトルコ人亭主と過ごした13年間 及川眠子著 新潮社 367.4/OiN/H
236 非モテの品格 : 男にとって「弱さ」とは何か(集英社新書:0855B) 杉田俊介著 集英社 367.5/SuS
237 人はなぜ不倫をするのか(SB新書:356) 亀山早苗著 SBクリエイティブ 367.9/KaS

238 現地レポート世界LGBT事情 : 変わりつつある人権と文化の地政学
フレデリック・マルテル [著]/
林はる芽訳

岩波書店 367.9/MaF

239 AV出演を強要された彼女たち(ちくま新書:1225) 宮本節子著 筑摩書房 367.9/MiS
240 さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ 永田カビ著 イースト・プレス 367.9/NaK
241 同性婚 : だれもが自由に結婚する権利 同性婚人権救済弁護団編 明石書店 367.97/DoJ
242 ビアン婚。 : 私が女性と、結婚式を挙げるまで 一ノ瀬文香著 双葉社 367.97/IcA
243 ヤクザと憲法 : 「暴排条例」は何を守るのか 東海テレビ取材班編 岩波書店 368.51/ToT

244 「特集」移民・難民問題と社会福祉(世界の社会福祉年鑑:2016) 宇佐見耕一 [ほか] 編集代表 旬報社
369.059/SeS/'1
6

245 福祉小六法 2017 大阪ボランティア協会編集 大阪ボランティア協会 369.12/OsB/'17

246 イライラとうまく付き合う介護職になる!アンガーマネジメントのすすめ 田辺有理子著 中央法規出版 369.17/TaY
247 記憶をつなぐラブレター : 母と私の介護絵日記 城戸真亜子著 朝日出版社 369.26/KiM
248 認知症のある人って、なぜ、よく怒られるんだろう? 新装版 北川なつ作・画 実業之日本社 369.26/KiN

249
デイサービス生活相談員“できる"仕事術 : 変わる!地域包括ケア時代の働き方(もっと介護
力!シリーズ)

青木正人著 メディカ出版 369.263/AoM

250 現場で使えるデイサービス生活相談員便利帖 浅岡雅子著 翔泳社 369.263/AsM

251 音に出会った日 ジョー・ミルン著/加藤洋子訳 辰巳出版 369.276/MiJ/M

252 新・精神科デイケアQ&A 日本デイケア学会編集 中央法規出版 369.28/NiD
253 これからの防災・減災がわかる本(岩波ジュニア新書:603) 河田惠昭著 岩波書店 369.3/KaY

254 東日本大震災と被災・避難の生活記録
吉原直樹, 仁平義明, 松本行真
編著

六花出版 369.31/HiD/H

255 絆って言うな! : 東日本大震災-復興しつつある現場から見えてきたもの 渋井哲也著 皓星社 369.31/HiD/S
256 大災害の時代 : 未来の国難に備えて 五百旗頭真著 毎日新聞出版 369.31/IoM

257 子どもの相談・救済と子ども支援
荒牧重人, 半田勝久, 吉永省三
編

日本評論社 369.4/KoS

258 「生存者 (サバイバー) 」と呼ばれる子どもたち : 児童虐待を生き抜いて 宮田雄吾著
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

369.4/MiY

259 スマホ依存の親が子どもを壊す 諸富祥彦著 宝島社 369.4/MoY
260 日本とフィリピンを生きる子どもたち : ジャパニーズ・フィリピノ・チルドレン 野口和恵著 あけび書房 369.44/NoK
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261 子どもが伸びる「声かけ」の正体(角川新書:[K-91]) 沼田晶弘 [著] KADOKAWA 370.4/NuA
262 読書と言語能力 : 言葉の「用法」がもたらす学習効果(プリミエ・コレクション:64) 猪原敬介著 京都大学学術出版会 371.41/InK

263 ライフスキルを高める心理教育 : 高校・サポート校・特別支援学校での実践
熊谷恵子, 田中輝美, 菅野和恵
編

金子書房 371.43/RaS

264 学校のポリティクス(岩波講座教育 : 変革への展望:6)
小玉重夫編/藤田英典 [ほか]
執筆

岩波書店 372.1/IwK/6

265 学級経営に活かす教師のリーダーシップ入門 大前暁政著 金子書房 374.1/OmA
266 学校のはじめとおわりのネタ108 : 子どもが大喜びで先生もうれしい 中村健一編著 黎明書房 374.12/NaK

267 子どもと関わる人のためのアンガーマネジメント : 怒りの感情をコントロールする方法
川上陽子, 斎藤美華,著,三浦和
美著

合同出版 374.35/KoK

268 策略premiumブラック保護者・職員室対応術 中村健一著 明治図書出版 374.6/NaK
269 PTA応援マニュアル : 今すぐ役立つ 日本PTA全国協議会著 ジアース教育新社 374.6/NiP

270 廃校遺産 昭和ノスタルジック愛好会編著
ミリオン出版/大洋図書(発
売)

374.7/ShN

271 給食・食育で子どもが変わる 新村洋史編著 新日本出版社 374.94/ShH

272 子どものスマホ・ネット依存/色覚検査を考える 3(子どもと健康:103) 「子どもと健康」編集委員会編 労働教育センター 374.97/RoK

273 アクティブ・ラーニングで学び合う授業づくり 小学校編(学級を最高のチームにする極意) 赤坂真二編著 明治図書出版 375.1/AkS/1

274 アクティブ・ラーニングで学び合う授業づくり 中学校編(学級を最高のチームにする極意) 赤坂真二編著 明治図書出版 375.1/AkS/2

275 学びのカリキュラム・マネジメント : 子どもの書く力が飛躍的に伸びる!
坂内智之, 高橋尚幸, 古田直之
著

学事出版 375.1/MaK

276
汎用的能力をつけるアクティブ・ラーニング入門 : 会話形式でわかる社会的能力の育て方
(The教師力ハンドブックシリーズ)

西川純著 明治図書出版 375.1/NiJ

277 紙芝居登場人物索引 2009-2015 DBジャパン編 DBジャパン
375.19/DBJ/'09
-'15

278
担任になったら必ず身につけたい!小学校高学年困った場面の指導法 : この1冊で指導法と予
防法が分かる!(学級経営サポートBOOKS)

広山隆行著 明治図書出版 375.2/HiT

279
「学び合い」の算数授業アクティブ・ラーニング : 深い学びを実現する!(「学び合い」の授
業づくり入門)

石田淳一, 神田恵子著 明治図書出版 375.412/IsJ

280 「知・徳・体」を育む学校体育・スポーツの力 本村清人著 大修館書店 375.49/MoK
281 体育における「学び合い」の理論と実践 梅澤秋久著 大修館書店 375.49/UmA
282 おさえておきたい指導の要点&技術50 : 白石範孝の国語授業 白石範孝著 明治図書出版 375.82/ShN

283
英語で行う英語授業のルール&活動アイデア : 生徒をアクティブ・ラーナーにする!(目指せ!
英語授業の達人:35)

胡子美由紀著 明治図書出版 375.893/EbM

284 英文法導入のための「フォーカス・オン・フォーム」アプローチ 高島英幸編著 大修館書店 375.893/TaH
285 高校英語授業を知的にしたい : 内容理解・表面的会話中心の授業を超えて 三浦孝 [ほか] 編著 研究社 375.8934/KoE
286 0歳児から5歳児行動の意味とその対応 : 見えてますか?子どもからのシグナル 今井和子著 小学館 376.11/ImK

287 U-CANの保育士これだけ!一問一答&要点まとめ 2017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//'17
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288 子どもに伝えたいわらべうた手合わせ遊び子守うた
細田淳子編著/たごもりのりこ
絵

鈴木出版 376.156/HoJ

289 雨の日のかんたんあそび : 毎日の保育をもっと楽しく!(ナツメ幼稚園保育園books) 頭金多絵著 ナツメ社 376.156/ToT

290 教育紙芝居集成 : 高橋五山と「幼稚園紙芝居」
高橋洋子編著/川戸道昭, 三浦
佑之, 米村佳樹論考

国書刊行会 376.158/TaG/T

291 青い光が見えたから : 16歳のフィンランド留学記 高橋絵里香著 講談社 376.489/TaE
292 9割とれるセンター試験の逆算式勉強法 松原好之著 KADOKAWA 376.87/MaY
293 大学のアクティブラーニング : 導入からカリキュラムマネジメントへ 河合塾編著 東信堂 377.15/Kaw

294 自閉症スペクトラム障害の子どもの親となったあなたへ : 子育ての手引き
リン・アダムズ著/川合紀宗,
若松昭彦訳

北大路書房 378.8/AdL

295
発達障害のある子の父親ストーリー : 立場やキャリア、生き方の異なる14人の男性が担った
父親の役割・かかわり

アスペ・エルデの会編 明治図書出版 378.8/AsE

296
発達障害のある子の社会性とコミュニケーションの支援(ハンディシリーズ発達障害支援・特
別支援教育ナビ)

藤野博編著/藤野博 [ほか著] 金子書房 378.8/FuH

297
自閉症スペクトラムの子のソーシャルスキルを育てる本 幼児・小学生編(健康ライブラリー:
スペシャル)

本田秀夫, 日戸由刈監修 講談社 378.8/HoH/1

298
自閉症スペクトラムの子のソーシャルスキルを育てる本 思春期編(健康ライブラリー:スペ
シャル)

本田秀夫, 日戸由刈監修 講談社 378.8/HoH/2

299 自閉症のぼくが「ありがとう」を言えるまで イド・ケダー著/入江真佐子訳 飛鳥新社 378.8/KeI/K

300
親子で乗り越える思春期のADHD : 人間関係、性意識、自我の確立、社会への適応…安心して
思春期を過ごすために : 思春期ならではのADHDの特性がよく分かり親子で不安を解消!

宮尾益知監修 河出書房新社 378.8/MiM

301 保護者と協力して子どもの改善したい行動を解決しよう!! : 教師のためのマニュアルブック 岡本邦広著 ジアース教育新社 378.8/OkK

302 自閉症児に対する日常の文脈を用いた言語指導 : ことばの支援とその般化促進 関戸英紀著 川島書店 378.8/SeH

303
高機能自閉症・アスペルガー障害・ADHD・LDの子のSSTの進め方 : 特別支援教育のためのソー
シャルスキルトレーニング(SST)

田中和代, 岩佐亜紀著 黎明書房 378.8/TaK

304 発達障害のある大学生への支援(ハンディシリーズ発達障害支援・特別支援教育ナビ)
高橋知音編著/岩田淳子 [ほか
著]

金子書房 378.8/TaT

305 ADHDのある子を理解して育てる本(学研のヒューマンケアブックス) 田中康雄監修 学研プラス 378.8/TaY
306 発達障害のある子の育ちの支援 : 家族と子どもを支える 辻井正次著 中央法規出版 378.8/TsM

307
よくわかる!自閉症スペクトラムのための環境づくり : 事例から学ぶ「構造化」ガイドブック
(学研のヒューマンケアブックス)

梅永雄二監修・著 学研プラス 378.8/UmY

308
中学校通級指導教室を担当する先生のための指導・支援レシピ : 今日から役立つ!基礎知識&
指導アイデア(特別支援教育サポートBOOKS)

柘植雅義監修/小林靖編 明治図書出版 378/KoY

309 重度・重複障がいのある子どもたちとの人間関係の形成 高橋眞琴著 ジアース教育新社 378/TaM
310 インクルーシブ教育時代の教員の専門性 : 複数の障害種に対応する 高橋眞琴著 ジアース教育新社 378/TaM

311 特別支援学級だからこそできること
全国特別支援学級設置学校長協
会編

東洋館出版社 378/ZeT
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312 校内支援体制を築くために(幼稚園・小中高等学校における特別支援教育の進め方:2) 全国特別支援教育推進連盟編集 ジアース教育新社 378/ZeT/2

313 交流及び共同学習を進めるために(幼稚園・小中高等学校における特別支援教育の進め方:3) 全国特別支援教育推進連盟編集 ジアース教育新社 378/ZeT/3

314 近代日本学校制服図録 難波知子著 創元社 383.1/NaT

315 西洋コスチューム大全 普及版
ジョン・ピーコック著/[バベ
ル・インターナショナル訳]

グラフィック社 383.1/PeJ

316 日本の食文化 : 「和食」の継承と食育 新版
江原絢子, 石川尚子編著/大久
保洋子 [ほか] 著

アイ・ケイコーポレーショ
ン

383.81/EhA

317 和食の歴史(和食文化ブックレット:5. ユネスコ無形文化遺産に登録された和食) 原田信男著 思文閣出版 383.81/WaB/1-5

318 サンタクロース物語 : 歴史と伝説
ジョゼフ・A・マカラー著/ピー
ター・デニス絵/伊藤はるみ訳

原書房 386/McJ

319 社会人類学年報 VOL.42(2016) 東京都立大学社会人類学会編 弘文堂
389.059/ShJ/'1
6

320 アシュリーの戦争 : 米軍特殊部隊を最前線で支えた、知られざる「女性部隊」の記録
ゲイル・スマク・レモン著/新
田享子訳

KADOKAWA 396.253/TzG

321 面白くて眠れなくなる理科(PHP文庫) 左巻健男著 PHP研究所 400/SaT
322 生命と記憶のパラドクス : 福岡ハカセ、66の小さな発見(文春文庫:[ふ33-2]) 福岡伸一著 文藝春秋 404/FuS

323 活断層地震はどこまで予測できるか : 日本列島で今起きていること(ブルーバックス:B-1995) 遠田晋次著 講談社 408/11/1995

324
体の中の異物「毒」の科学 : ふつうの食べものに含まれる危ない物質(ブルーバックス:B-
1996)

小城勝相著 講談社 408/11/1996

325
欧米人とはこんなに違った日本人の「体質」 : 科学的事実が教える正しいがん・生活習慣病
予防(ブルーバックス:B-1997)

奥田昌子著 講談社 408/11/1997

326 結果から原因を推理する「超」入門ベイズ統計(ブルーバックス:B-1998) 石村貞夫著 講談社 408/11/1998
327 ゾンビ・パラサイト : ホストを操る寄生生物たち(岩波科学ライブラリー:256) 小澤祥司著 岩波書店 408/14/256
328 眠れなくなる宇宙のはなし 増補改訂版 佐藤勝彦著 宝島社 440.2/SaK
329 14歳のための宇宙授業 : 相対論と量子論のはなし 佐治晴夫著 春秋社 443.9/SaH
330 銀河系惑星学の挑戦 : 地球外生命の可能性をさぐる(NHK出版新書:477) 松井孝典著 NHK出版 445/MaT
331 自然へのまなざし : ナチュラリストたちの大地 岸由二著 紀伊國屋書店 460.4/KiY

332 ナショナルジオグラフィックの絶滅危惧種写真集
ジョエル・サートレイ著/嶋田
香訳

Pヴァイン・ブックス/ブ
ルース・インターアクショ
ンズ (発売)

462/SaJ

333 ヒトと文明 : 狩猟採集民から現代を見る(ちくま新書:1227) 尾本恵市著 筑摩書房 469/OmK
334 プラントハンター : 命を懸けて花を追う(徳間文庫カレッジ) 西畠清順著 徳間書店 470.73/NiS

335 香り植物図鑑 : 英国王立園芸協会 : 花・葉・樹皮の香りを愉しむ
スティーブン・レイシー著/ア
ンドリュー・ローソン写真/小
泉祐貴子訳

柊風舎 470/LaS

336 深海生物大事典 佐藤孝子著 成美堂出版 481.74/SaT
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337 日本クラゲ大図鑑 峯水亮 [ほか] 著 平凡社 483.3/NiK

338
ミドリイシ最強飼育ガイド/チンアナゴを飼ってみよう!(Neko mook:1864. コーラルフリーク
ス:Vol.5)

ネコ・パブリッシング 487.66/NeP

339 山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた(講談社+α文庫) 山中伸弥 [著]/緑慎也聞き手 講談社 491.11/YaS
340 のほほん解剖生理学 玉先生著 永岡書店 491.31/TaS

341 僕はあなたを「がん治療」で死なせるわけにはいかない!(文春MOOK. 文藝春秋クリニック) 文芸春秋 491.65

342 精神病院はいらない! : イタリア・バザーリア改革を達成させた愛弟子3人の証言 大熊一夫編著 現代書館 493.7/OkK
343 「母と子」という病気(ちくま新書:1226) 高橋和巳著 筑摩書房 493.7/TaK
344 発達障碍の精神療法 : あまのじゃくと関係発達臨床 小林隆児著 創元社 493.71/KoR
345 痩せ姫 : 生きづらさの果てに エフ=宝泉薫著 ベストセラーズ 493.74/HoK
346 ぜんぶわかる認知症の事典 : 4大認知症をわかりやすくビジュアル解説 河野和彦監修 成美堂出版 493.75/KoK
347 自閉症スペクトラムの臨床 : 大人と子どもへの精神分析的アプローチ ケイト・バロウズ編 岩崎学術出版社 493.76/BaK

348 アスペルガーと定型を共に生きる : 危機から生還した夫婦の対話
東山伸夫, 東山カレン語り手/
斎藤パンダ聞き手

北大路書房 493.76/HiN

349 マンガでわかる!統合失調症 家族の対応編
中村ユキマンガ・構成/高森信
子原案・監修

日本評論社 493.763/NaY

350 不測の衝撃 : 最新大災害メンタルヘルスケアガイド : 危機介入に備えて知っておくべきこと
フレデリック J.スタッダード
Jr. [ほか] 編/東日本大震災支
援合同チーム訳

金剛出版 493.79/FuS

351 発達障害キーワード&キーポイント 市川宏伸監修 金子書房 493.937/IcH
352 障害を持つ息子へ : 息子よ。そのままで、いい。 神戸金史著 ブックマン社 493.937/KaK
353 子どものうつ病 : その診断・治療・予防 長尾圭造著 明石書店 493.937/NaK

354 自閉症の僕が跳びはねる理由 [1](角川文庫:19802, 19816) 東田直樹 [著] KADOKAWA 493.9375/HiN/1

355 自閉症の僕が跳びはねる理由 2(角川文庫:19802, 19816) 東田直樹 [著] KADOKAWA 493.9375/HiN/2

356 今若者が危ない性感染症 : 青少年のための性感染症の基礎知識 増補版 石和久著 慧文社 494.99/IsK

357
天国の扉をたたくとき : 穏やかな最期のためにわたしたちができること(亜紀書房翻訳ノン
フィクション・シリーズ:2-10)

ケイティ・バトラー著/布施由
紀子訳

亜紀書房 498.0253/BuK

358 戦争と看護婦 川嶋みどり [ほか] 著 国書刊行会 498.14/SeK
359 ブッダの瞑想法 : ヴィパッサナー瞑想の理論と実践 地橋秀雄著 春秋社 498.39/ChH
360 スマホ汚染(電磁放射線被曝)から赤ちゃん・子どもを守る 古庄弘枝著 鳥影社 498.4/KoH

361 3D-CAD/CG入門 : Inventorと3ds Maxで学ぶ図形科学 第3版(Information & computing:115) 鈴木賢次郎 [ほか] 共著 サイエンス社 501.8/SuC

362 イノベーションはなぜ途絶えたか : 科学立国日本の危機(ちくま新書:1222) 山口栄一著 筑摩書房 502.1/YaE

363 世界を変える100の技術 : 日経テクノロジー展望2017 日経BP社編
日経BP社/日経BPマーケティ
ング (発売)

504/NiB

364 20世紀の思想から考える、これからの都市・建築
横浜国立大学大学院/建築都市
スクールY-GSA編

彰国社 520.4/YoK

365 図解ここが見どころ!古建築 妻木靖延著 学芸出版社 521.8/TsY
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366 小さなリズム : 人類学者による「隈研吾」論
ソフィー・ウダール, 港千尋著
/加藤耕一 [ほか] 訳

鹿島出版会 523.1/KuK/H

367 歴史に学ぶ減災の知恵 : 建築・町並みはこうして生き延びてきた 大窪健之著 学芸出版社 524.9/OkT
368 Tokyoインテリアツアー 浅子佳英, 安藤僚子著 LIXIL出版 526.67/AsY

369 海外ドラマの間取りとインテリア
小野まどか, イエマガ編集部著
/ヤマサキタツヤイラスト

エクスナレッジ 527.1/OnM

370 「進化する」日本のトイレ空間デザイン 川崎由実枝, 熊谷勝責任編集
アルファブックス/アルファ
企画/現代企画室 (発売)

527.6/KaY

371 チョコレート語辞典 : チョコレートにまつわることばをイラストと豆知識で甘～く読み解く Dolcerica香川理馨子著 誠文堂新光社 588.34/DoK

372 考える鉛筆 小日向京著 アスペクト 589.73/KoK
373 「消せるボールペン」30年の開発物語(小学館新書:240) 滝田誠一郎著 小学館 589.73/PiC/T

374 リメイクファッション
セレナ・フランシス=ブライデ
ン著/武田裕子訳

ガイアブックス/産調出版
(発売)

593.36/FrS

375 ファッションデザイン画を描くためのフィギュア・ポーズ シャ・タマセビ著/堀あいえ訳 文化学園文化出版局 593.36/TaS

376 きもの基本の着付け(特選実用ブックス:きもの) 世界文化社 593.8/SeB

377 ヨーロピアンスタイルで。シンプルな大人のカルトナージュ : 毎日使えるかわいい布箱 佐伯真紀著 河出書房新社 594.9/SaM

378 世界のへんな肉 白石あづさ著 新潮社 596.33/ShA
379 紅茶の時間 山田詩子絵と文 KADOKAWA, 2015.2 596.7/YaU
380 世界にひとつのオーダー住宅 : 創刊65周年記念号(モダンリビング:229号) ハースト婦人画報社 597/HaF
381 産業遺産JAPAN 前畑洋平著 創元社 602.1/MaY
382 あなたに贈る花ことば 若菜晃子文 ピエ・ブックス 627/WaA

383 新!ドッグトレーニングマニュアル 改訂版
ブルース・フォーグル著/古谷
沙梨訳

誠文堂新光社 645.6/FoB

384 小売業のための基礎からわかるIFRSのポイント
新日本有限責任監査法人小売セ
クターナレッジIFRS分科会編

清文社 673.7/ShN

385 リクルートという幻想(中公新書ラクレ:506) 常見陽平著 中央公論新社 673.93/RiH/T
386 キャバ嬢の社会学(星海社新書:43) 北条かや著 星海社/講談社 (発売) 673.98/HoK
387 機会発見 : 生活者起点で市場をつくる 岩嵜博論著 英治出版 675/IwH
388 訪日中国人から見た中国と日本 : インバウンドのあり方 張兵著 日本僑報社 689.21/ChH

389 データで読み解くスマホ・ケータイ利用トレンド : ケータイ社会白書 2016-2017
NTTドコモモバイル社会研究所
編

中央経済社/中央経済グルー
プパブリッシング (発売)

694.6/MoS/'16-
'17

390 前衛誌 : 未来派・ダダ・構成主義 : 外国編1(文) 西野嘉章著 東京大学出版会 704/NiY/外-1
391 前衛誌 : 未来派・ダダ・構成主義 : 外国編2(図) 西野嘉章著 東京大学出版会 704/NiY/外-2
392 美の世界旅行(新潮文庫:10569, お-51-3) 岡本太郎著 新潮社 704/OkT
393 アウトサイダー・アートの世界 : 東と西のアール・ブリュット はたよしこ編著 紀伊國屋書店 708.7/HaY
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394 世界遺産ガイド 文化の道編(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

395 世界遺産マップス : 地図で見るユネスコの世界遺産 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

396 会いたかった画家 安野光雅著 山川出版社 720.28/AnM
397 おしゃれに描ける水墨画 小林東雲著 講談社, 2016.11 724.1/KoT
398 図説水墨で描く美しい風景 塩澤玉聖著 日貿出版社, 2005.6 724.16/ShG

399 あなたの一日が世界を変える : 今日が輝く「10の問いかけ」 : 日英対訳
くすのきしげのり作/古山拓絵/
花丘ちぐさ英訳

PHP研究所 726.6/KuS/A

400 ディズニーレース切り絵ふしぎの国のアリス 蒼山日菜著 KADOKAWA 726.9/AoH
401 ピクトさんの本 内海慶一著 ビー・エヌ・エヌ新社 727/UtK
402 漢字がつくった東アジア : 東アジア論(石川九楊著作集:5) 石川九楊著 ミネルヴァ書房 728.08/IsK/5

403 中国音楽史図鑑
劉東昇, 袁荃猷編著/明木茂夫
監修・翻訳

科学出版社東京/国書刊行会
(発売)

762.22/RyT

404
吹部ノート : 全日本吹奏楽コンクールへと綴られた想い ひたむきな高校生の成長を追いかけ
る

オザワ部長著 : 菊池直恵画 ベストセラーズ 764.6/OzB

405 ポートレイト・イン・ジャズ(新潮文庫:7339, む-5-23) 和田誠, 村上春樹著 新潮社 764.7/WaM
406 週刊文春記者が見た「SMAP解散」の瞬間(文春MOOK) 鈴木竜太著 文藝春秋 767.8/JaJ/S
407 村上ソングズ(村上春樹翻訳ライブラリー:[m-4]) 村上春樹著 中央公論新社 767.8/MuH
408 ヒットの崩壊(講談社現代新書:2399) 柴那典著 講談社 767.8/ShT
409 演技と演出のレッスン : 魅力的な俳優になるために 鴻上尚史著 白水社 771.7/KoS

410 最も危険なアメリカ映画 : 『國民の創生』から『バック・トゥ・ザ・フューチャー』まで 町山智浩著
集英社インターナショナル/
集英社 (発売)

778.253/MaT

411 ジブリの仲間たち(新潮新書:674) 鈴木敏夫著 新潮社 778.77/SuJ/S

412 どうらく息子 第16集(ビッグコミックススペシャル:Big comic original)
尾瀬あきら著/柳家三三落語監
修

小学館
779.13/OzA/D-
16

413 ブサイク解放宣言 : 見た目にとらわれない生き方のススメ マンボウやしろ著 ヨシモトブックス 779.14/MaY/B
414 人生はあるあるである(小学館よしもと新書:Yれ1-1) レイザーラモンRG著 小学館 779.14/RaR/J
415 メンタルトレーニングの基礎 : 不測の事態に備える 石村宇佐一編著 ふくろう出版 780.14/IsU
416 スポーツメンタルトレーニング教本 三訂版 日本スポーツ心理学会編 大修館書店 780.14/NiS
417 動きを直せば心は変わる : メンタルトレーニングの新しいアプローチ 徳永幹雄著 大修館書店 780.14/ToM
418 サッカーと愛国 清義明著 イースト・プレス 783.47/SeY

419
25年ぶり優勝へ『永久不変のカープ愛』(ベースボールサミット:第11回. 特集広島東洋カー
プ)

『ベースボールサミット』編集
部編著

カンゼン 783.7/HiT/K

420 広島カープ : 最強のベストナイン(光文社新書:817) 二宮清純著 光文社 783.7/HiT/N
421 「弱くても勝てます」 : 開成高校野球部のセオリー(新潮文庫:9943, た-86-5) 高橋秀実著 新潮社 783.7/KaK/T

422 ハーフリアル
イェスパー・ユール著/松永伸
司訳

ニューゲームズオーダー 798.5/JuJ

423 英国人デザイナーが教えるアルファベットのひみつ
アンドリュー・ポセケリ著/村
上玲, 横山文子訳

エムディエヌコーポレー
ション/インプレス (発売)

801.1/PoA
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424 世界なぞなぞ大事典
柴田武, 谷川俊太郎, 矢川澄子
編

大修館書店 807.9/SeN

425
Form-focused instruction and teacher education : studies in honour of Rod
Ellis(Oxford English)

editors, Sandra Fotos,
Hossein Nassaji

Oxford University Press 807/FoS

426 寝るまえ5分の外国語 : 語学書書評集 黒田龍之助著 白水社 807/KuR

427 詳説第二言語習得研究 : 理論から研究法まで
白畑知彦, 若林茂則, 村野井仁
共著

研究社 807/ShD

428 コメント力 : 「できる人」はここがちがう 齋藤孝著 筑摩書房 809.2/SaT
429 今日からできる最高の話し方(PHP文庫:う18-5) 臼井由妃著 PHP研究所 809.2/UsY
430 日本語歴史統語論序説(ひつじ研究叢書:言語編:第145巻) 青木博史著 ひつじ書房 810.2/AoH
431 オツな日本語 : 日本人が大切に伝えてきた言葉と心 金田一秀穂著 日本文芸社 810.4/KiH
432 「ほぼほぼ」「いまいま」?! : クイズおかしな日本語(光文社新書:837) 野口恵子著 光文社 810.4/NoK
433 日本語教師になりたいあなたへ 佐々木瑞枝著 小学館 810.7/SaM
434 現代国語例解辞典 第5版 小学館辞典編集部編集 小学館 813.1/Sho
435 ことば選び実用辞典 学研辞典編集部編 学習研究社 813.5/Gak
436 語彙力を鍛える : 量と質を高めるトレーニング(光文社新書:821) 石黒圭著 光文社 814/IsK

437
「ている」「ていた」「ていない」のアスペクト : 異なるジャンルのテクストにおける使用
状況とその用法(日本女子大学叢書:14)

江田すみれ著 くろしお出版 815.5/GoS

438 てにをは辞典 小内一編 三省堂 815.7/OnH

439
あしか : 大学生のための表現力トレーニング : アイデアをもって社会について考える レ
ポート・論文編

宇野聖子, 藤浦五月著 ココ出版 816.5/UnS/1

440 数の漢字の起源辞典 加納喜光著 東京堂出版 821.2/KaY
441 白川文字学の原点に還る : 「甲骨金文学論叢」を読む 高島敏夫著 朋友書店 821.2/TaT

442 中日辞典 第3版
北京・商務印書館, 小学館共同
編集

小学館 823.3/Sho

443 英語基本動詞の豊かな世界 : 名詞との結合にみる意味の拡大(開拓社叢書:8) 相沢佳子著 開拓社 834.4/AiY

444
Semantic interpretation in generative grammar : pbk(Studies in linguistics
series:2)(An MIT Press classic)

Ray S. Jackendoff MIT Press 835/JaR

445 天声人語 : 英文対照 v. 186 2016秋
朝日新聞論説委員室編/英文朝
日訳

原書房 837.5/13/186

446 Dragonball : 3-in-1 1, 2, 3 by Akira Toriyama VIZ Media
837.5/ToA/1・
2・3

447 Dragonball : 3-in-1 4, 5, 6 by Akira Toriyama VIZ Media
837.5/ToA/4・
5・6

448 Dragonball : 3-in-1 7, 8, 9 by Akira Toriyama VIZ Media
837.5/ToA/7・
8・9

449 英語で読む江戸川乱歩短篇集(IBC対訳ライブラリー)
江戸川乱歩著/トム・クリス
ティアン, モーガン・ジャイル
ズ, マット・トライヴォー訳

IBCパブリッシング 837.7/EdR/E

450 「とりあえず」は英語でなんと言う?(だいわ文庫:[334-1E]) ルーク・タニクリフ著 大和書房 837.8/TuL
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451 本当はひどかった昔の日本 : 古典文学で知るしたたかな日本人(新潮文庫:10587, お-98-1) 大塚ひかり著 新潮社 910.2/OtH

452 斎宮の文学史 本橋裕美著 翰林書房 910.23/MoH
453 「文豪」がよくわかる本 福田和也監修 宝島社 910.26/FuK
454 文学の読み方(星海社新書:94) さやわか著 星海社/講談社 (発売) 910.26/Say

455 日本プロレタリア文学史年表事典 浦西和彦編
日外アソシエーツ/紀伊國屋
書店 (発売)

910.26/UrK

456 ウェブ小説の衝撃 : ネット発ヒットコンテンツのしくみ 飯田一史著 筑摩書房 910.265/IiI
457 藤沢周平のこころ(文春MOOK) オール読物責任編集 文藝春秋 910.268/FuS

458 鏡花水月抄 久保田淳著 翰林書房 910.268/IzK/K

459 川端康成詳細年譜 小谷野敦, 深澤晴美編 勉誠出版 910.268/KaY2/K

460 国文学年次別論文集 平成24(2012)年 近世2 学術文献刊行会編 朋文出版
910.4/9/'12-5-
2

461 愛と恋(大人になるまでに読みたい15歳の短歌・俳句・川柳:1) 黒瀬珂瀾編 ゆまに書房 911.08/OtN/1
462 生と夢(大人になるまでに読みたい15歳の短歌・俳句・川柳:2) 佐藤文香編 ゆまに書房 911.08/OtN/2
463 なやみと力(大人になるまでに読みたい15歳の短歌・俳句・川柳:3) なかはられいこ編 ゆまに書房 911.08/OtN/3
464 古代和歌表現の機構と展開(新典社研究叢書:287) 津田大樹著 新典社 911.1/TsD

465 頼政集新注 下(新注和歌文学叢書:10, 13, 21) 頼政集輪読会著 青簡舎
911.138/MiY/Y-
3

466 希望の木 新井満著 大和出版 911.56/ArM/K
467 大沢本源氏物語の伝来と本文の読みの世界 伊井春樹著 おうふう 913.36/IiH
468 堤中納言物語の言語空間 : 織りなされる言葉と時代 井上新子著 翰林書房 913.384/InS
469 壁 99刷改版(新潮文庫:1880, あ-4-2) 安部公房著 新潮社 913.6/AbK/K
470 殺戮にいたる病(講談社文庫) 我孫子武丸 [著] 講談社 913.6/AbT3/S
471 暗黒女子(双葉文庫:[あ-55-01]) 秋吉理香子著 双葉社 913.6/AkR3/A

472 サマー・ランサー(メディアワークス文庫:0192) 天沢夏月 [著]
アスキー・メディアワーク
ス/角川グループホールディ
ングス (発売)

913.6/AmN/S

473 頭のうちどころが悪かった熊の話(新潮文庫:9316, あ-69-1) 安東みきえ著 新潮社 913.6/AnM/A
474 十角館の殺人 新装改訂版(講談社文庫:[あ-52-14]) 綾辻行人[著] 講談社 913.6/AyY/J

475 天久鷹央の推理カルテ(新潮文庫:10064, ち-7-1) 知念実希人著 新潮社 913.6/ChM/A-1

476 ファントムの病棟(新潮文庫:10163, ち-7-2. 天久鷹央の推理カルテ:2) 新潮社 913.6/ChM/A-2

477
密室のパラノイア(新潮文庫:10305, ち-7-3. 天久鷹央の推理カルテ:3||アメク タカオ ノ ス
イリ カルテ)

知念実希人著 新潮社 913.6/ChM/A-3

478
悲恋のシンドローム(新潮文庫:10498, ち-7-4. 天久鷹央の推理カルテ:4||アメク タカオ ノ
スイリ カルテ)

知念実希人著 新潮社 913.6/ChM/A-4

479 アリス・ザ・ワンダーキラー 早坂吝著 光文社 913.6/HaY/A
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480 ボッコちゃん 100刷改版(新潮文庫:ほ-4-1) 星新一著 新潮社 913.6/HoS/B
481 モンスター(幻冬舎文庫:ひ-16-1) 百田尚樹 [著] 幻冬舎 913.6/HyN/M
482 こんなにも優しい、世界の終わりかた(小学館文庫:[い6-4]) 市川拓司著 小学館 913.6/IcT/K
483 酔狂市街戦 戌井昭人著 扶桑社 913.6/InA2/S
484 イニシエーション・ラブ(文春文庫:[い-66-1]) 乾くるみ著 文藝春秋 913.6/InK2/I
485 孔子 26刷改版(新潮文庫:5587, い-7-36) 井上靖著 新潮社 913.6/InY/K
486 しろばんば 83刷改版(新潮文庫:い-7-12, い-7-51) 井上靖著 新潮社 913.6/InY/S
487 パスタマシーンの幽霊(新潮文庫:9707, か-35-12) 川上弘美著 新潮社 913.6/KaH/P
488 森に眠る魚(双葉文庫:か-30-03) 角田光代著 双葉社 913.6/KaM2/M
489 さがしもの(新潮文庫:8557, か-38-4) 角田光代著 新潮社 913.6/KaM2/S

490 「手紙屋」 : 私の受験勉強を変えた十通の手紙 蛍雪篇 喜多川泰 [著]
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

913.6/KiY2/T-1

491 ハチミツドロップス(講談社文庫:[く-60-3]) 草野たき [著] 講談社 913.6/KuT3/H
492 藩校早春賦(集英社文庫) 宮本昌孝著 集英社 913.6/MiM6/H
493 舟を編む(光文社文庫:[み24-2]) 三浦しをん著 光文社 913.6/MiS2/F
494 恋する寄生虫(メディアワークス文庫:0463) 三秋縋 [著] KADOKAWA 913.6/MiS6/K
495 潮騒 改版(新潮文庫:920, み-3-7) 三島由紀夫著 新潮社 913.6/MiY/S
496 エクソダス症候群(創元日本SF叢書:05) 宮内悠介 [著] 東京創元社 913.6/MiY5/E

497 歌うクジラ 上(講談社文庫:[む-3-31], [む-3-32]) 村上龍 [著] 講談社 913.6/MuR/U-1

498 歌うクジラ 下(講談社文庫:[む-3-31], [む-3-32]) 村上龍 [著] 講談社 913.6/MuR/U-2

499 ルリユール(ポプラ文庫ピュアフル:[む-1-13]) 村山早紀 [著] ポプラ社 913.6/MuS4/R
500 天使は奇跡を希う(文春文庫:[な-75-1]) 七月隆文著 文藝春秋 913.6/NaT4/T
501 七回死んだ男(講談社文庫:[に-24-3]) 西澤保彦著 講談社 913.6/NiY2/N
502 慟哭(創元推理文庫) 貫井徳郎著 東京創元社 913.6/NuT/D
503 壁の男 貫井徳郎著 文藝春秋 913.6/NuT/K
504 銃とチョコレート(講談社文庫) 乙一 [著] 講談社 913.6/Ots/J

505 推定少女(角川文庫:15376) 桜庭一樹 [著]
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

913.6/SaK4/S

506 QJKJQ 佐藤究著 講談社 913.6/SaK5/Q

507 和菓子のアン(光文社文庫:[さ24-3]) 坂木司著 光文社 913.6/SaT5/W-1

508 赤ヘル1975(講談社文庫:[し61-23]) 重松清 [著] 講談社 913.6/ShK4/A
509 燃えよ剣 司馬遼太郎著 文藝春秋 913.6/ShR/M

510
鎌倉の猫は手紙を運ぶ(宝島社文庫:[Cた-10-1]. 筆跡鑑定人・東雲清一郎は、書を書かな
い。:2)

谷春慶著 宝島社 913.6/TaH7/H-2

511 ザ・コーチ : 最高の自分に気づく本(小学館文庫プレジデントセレクト:Pた1-1) 谷口貴彦著 小学館 913.6/TaT4/T

512 名前探しの放課後 上(講談社文庫:[つ-28-9] - [つ-28-10]) 辻村深月 [著] 講談社 913.6/TsM/N-1
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513 名前探しの放課後 下(講談社文庫:[つ-28-9] - [つ-28-10]) 辻村深月 [著] 講談社 913.6/TsM/N-2

514 ロートレック荘事件 15刷改版(新潮文庫:つ-4-33) 筒井康隆著 新潮社 913.6/TsY2/R
515 聖痕(新潮文庫:10398, つ-4-53) 筒井康隆著 新潮社 913.6/TsY2/S

516 のぼうの城 上(小学館文庫:[わ10-1], [わ10-2]) 和田竜著 小学館 913.6/WaR2/N-1

517 のぼうの城 下(小学館文庫:[わ10-1], [わ10-2]) 和田竜著 小学館 913.6/WaR2/N-2

518 市立第二中学校2年C組 : 10月19日月曜日(講談社文庫:[や-58-7]) 椰月美智子 [著] 講談社 913.6/YaM6/S
519 神様のコドモ 山田悠介著 幻冬舎 913.6/YaY2/K
520 ボトルネック(新潮文庫:8779, よ-33-1) 米澤穂信著 新潮社 913.6/YoH2/B
521 和菓子のアンソロジー : 坂木司リクエスト!(光文社文庫:[さ24-4]) 小川一水 [ほか] 著 光文社 913.68/WaA

522 日本語えとせとら(角川文庫:17450) 阿刀田高 [著]
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

914.6/AtT/N

523 滅びゆく日本へ : 福田恆存の言葉 佐藤松男編 河出書房新社 914.6/FuT/S
524 柄谷行人蓮實重彦全対話(講談社文芸文庫:[かB11]) 柄谷行人, 蓮實重彦 [著] 講談社 914.6/KaY2/K
525 読書について 小林秀雄著 中央公論新社 914.6/KoH/D
526 職業としての小説家(新潮文庫:10594, む-5-37) 村上春樹著 新潮社 914.6/MuH/S
527 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子著 小学館 914.6/SaA/K
528 人間の煩悩(幻冬舎新書:425) 佐藤愛子著 幻冬舎 914.6/SaA/N
529 〆切本 左右社編集部編 左右社 914.68/Say/S
530 紫式部日記と王朝貴族社会(研究叢書:476) 山本淳子著 和泉書院 915.35/YaJ
531 小泉八雲集 56刷改版(新潮文庫:こ-1-1) 上田和夫訳 新潮社 918.6/HeL/K
532 平家物語(日本文学全集:09) 古川日出男訳 河出書房新社 918/IkN/9
533 句題詩論考 : 王朝漢詩とは何ぞや 佐藤道生著 勉誠出版 919.3/SaM

534 長生殿訳注 (清) 洪昇著/竹村則行訳注 研文出版 (山本書店出版部) 922.6/KoS/T

535 千の風になって 新井満日本語詩 講談社 931.7/ArM/S
536 マザー・グース 1(講談社文庫) 谷川俊太郎訳/和田誠絵 講談社 931/MoG/T-1
537 マザー・グース 2(講談社文庫) 谷川俊太郎訳/和田誠絵 講談社 931/MoG/T-2
538 マザー・グース 4(講談社文庫) 谷川俊太郎訳/和田誠絵 講談社 931/MoG/T-4

539 時の番人
ミッチ・アルボム著/甲斐理恵
子訳

静山社 933.7/AlM/T

540 アクロイド殺し(ハヤカワ文庫:5293. クリスティー文庫:3)
アガサ・クリスティー著/羽田
詩津子訳

早川書房 933.7/ChA/A

541 ライオンと魔女と衣装だんす(光文社古典新訳文庫:[KAル1-2]. ナルニア国物語:2) C・S・ルイス著/土屋京子訳 光文社 933.7/LeC/N-2

542 13番目の贈りもの : ほんとうにあったクリスマスの奇跡
ジョアン・フイスト・スミス著
/川田志津訳

東洋出版 936/SmJ/J

543 ハリネズミの願い
トーン・テレヘン著/長山さき
訳

新潮社 949.33/TeT/H
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544 ゲルマントのほう 1(光文社古典新訳文庫:[KAフ-4-6]. 失われた時を求めて:5:第3篇)
[マルセル・]プルースト著/高
遠弘美訳

光文社 953.7/PrM/U-5

545 マドモアゼルSの恋文 : 1928-1930
ジャン=イヴ・ベルトー編/齋藤
可津子訳

飛鳥新社 955.7/BeJ/M

546 ジンバルドの「監獄実験」
Distributed by Insight
Media/グローバル・リン
ケージ [発売]

DV361.4/ZiP

547 ゆきのひのおかいもの(こどものとも年少版:通巻478号) 小野寺悦子文/菅野博子絵 福音館書店 E//17

548 おにとあんころもち : 西三河の昔話(こどものとも:通巻730号)
おざわとしお, くのあいこ再話
/半田強え

福音館書店 E//17

549 ゆきふり(かがくのとも:574号) 澤口たまみぶん/斉藤俊行え 福音館書店 E//17

550 クリスマスにくつしたをさげるわけ(行事の由来えほん) 間所ひさこ作/ふりやかよこ絵 教育画劇 E/19

551 くものうえのハリー : ぼくとおかあさんのたからもの 城井文さく・え パイインターナショナル E/19
552 きょうのおやつは(かがみのえほん) わたなべちなつさく 福音館書店 E/19
553 やさいのがっこう : とまとちゃんのたびだち(MOEのえほん) なかやみわさく 白泉社 E/19

554 そらいろのたね 改訂版(こどものとも絵本) 中川李枝子さく/大村百合子え 福音館書店 E/20

555 えんとつ町のプペル にしのあきひろ著 幻冬舎 E/22

556 クリスマスわくわくサンタの日!
ますだゆうこ作/たちもとみち
こ絵

文渓堂 E/23

557 にじいろのしまうま こやま峰子作/やなせたかし絵 金の星社 E/24

558 いのちのはな のぶみさく KADOKAWA E/24

559 クリスマスってなあに?
ジョーン・G.ロビンソン文・絵
/こみやゆう訳

岩波書店 E/26

560 りゆうがあります(わたしのえほん) ヨシタケシンスケ作・絵 PHP研究所 E/26
561 モモンガのはいたつやさんとクリスマスのおとしもの ふくざわゆみこ著 文溪堂 E/27
562 さよならようちえん(講談社の創作絵本) さこももみ作 講談社 E/27
563 りんごかもしれない ヨシタケシンスケ作 ブロンズ新社 E/27
564 ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケシンスケ作 ブロンズ新社 E/27
565 このあとどうしちゃおう ヨシタケシンスケ作 ブロンズ新社 E/27
566 ひとり(15歳の寺子屋) 吉本隆明著 講談社 K159/YoT

567 ネルソン・マンデラ : 南アフリカの革命児“黒ハコベ"(愛と勇気をあたえた人びと:2)
リチャード・テームズ著/森泉
亮子訳

国土社 K289.3/MaN/T

568 飛鳥時代～戦国時代(日本のお金の歴史 : ビジュアル) 井上正夫著 ゆまに書房 K337.2/NiO/1
569 江戸時代(日本のお金の歴史 : ビジュアル) 岩橋勝著 ゆまに書房 K337.2/NiO/2
570 明治時代～現代(日本のお金の歴史 : ビジュアル) 草野正裕著 ゆまに書房 K337.2/NiO/3

571 「アフガニスタン」のアリの話(世界の難民の子どもたち:1) サルバドール・マルドナド絵 ゆまに書房 K369.38/SeN/1
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572 「イラン」のナビッドの話(世界の難民の子どもたち:2) ジョナサン・トップフ絵 ゆまに書房 K369.38/SeN/2

573 「エリトリア」のハミッドの話(世界の難民の子どもたち:3) トム・シニア絵 ゆまに書房 K369.38/SeN/3

574 「ジンバブエ」のジュリアンの話(世界の難民の子どもたち:4) カール・ハモンド絵 ゆまに書房 K369.38/SeN/4

575 「ユーラシア」のレイチェルの話(世界の難民の子どもたち:5) サルバドール・マルドナド絵 ゆまに書房 K369.38/SeN/5

576 こどもにほんのでんとう絵じてん 小型版 三省堂編修所編 三省堂 K382.1/San

577 サンタクロースっているんでしょうか? 改訂版
[text by Francis P. Church]/
中村妙子訳/東逸子絵

偕成社 K386/ChF

578 世界一楽しい遊べる鉱物図鑑 さとうかよこ著 東京書店 K459/SaK
579 ファーブルの昆虫記 上(岩波少年文庫:513-514) ファーブル[作]/大岡信編訳 岩波書店 K486/FaJ/1
580 ファーブルの昆虫記 下(岩波少年文庫:513-514) ファーブル[作]/大岡信編訳 岩波書店 K486/FaJ/2

581 ゆらゆらチンアナゴ(ほるぷ水族館えほん)
横塚眞己人しゃしん/江口絵理
ぶん

ほるぷ出版 K487.6/YoM

582 おはなしのろうそく 31 東京子ども図書館編 東京子ども図書館 K908.3/1/31
583 まんが百人一首大辞典(小学生おもしろ学習シリーズ) 吉海直人監修 西東社 K911.1/HyI/Y

584 百人一首(くもんのまんがおもしろ大事典)
柳川創造構成/小杉彰 [ほか]
まんが

くもん出版 K911.1/HyI/Y

585 医学のたまご(Mystery Ya!) 海堂尊作 理論社 K913/KaT4/I
586 十一月の扉(講談社青い鳥文庫:Y3-1) 高楼方子作/千葉史子絵 講談社 K913/TaH3/J
587 クマのあたりまえ(Teens' best selections:30) 魚住直子 [著]/植田真絵 ポプラ社 K913/UoN/K

588 空飛ぶリスとひねくれ屋のフローラ(BFC)
ケイト・ディカミロ作/K・G・
キャンベル絵/斎藤倫子訳

徳間書店 K933/DiK/S

589 そして、ぼくの旅はつづく
サイモン・フレンチ作/野の水
生訳/小林万希子画

福音館書店 K933/FrS/S

590 宝島 新版(岩波少年文庫:528)
スティーヴンスン作/海保眞夫
訳

岩波書店 K933/StR/T

591 第九軍団のワシ [新版](岩波少年文庫:579)
ローズマリ・サトクリフ作/猪
熊葉子訳

岩波書店 K933/SuR/D

592 ハックルベリー・フィンの冒険 上(福音館古典童話シリーズ:34-35)
マーク・トウェイン作/大塚勇
三訳/E・W・ケンブル画

福音館書店 K933/TwM/H-1

593 ハックルベリー・フィンの冒険 下(福音館古典童話シリーズ:34-35)
マーク・トウェイン作/大塚勇
三訳/E・W・ケンブル画

福音館書店 K933/TwM/H-2

594 タイム・マシン(岩波少年文庫:530) H.G.ウェルズ作/金原瑞人訳 岩波書店 K933/WeH/T

595 ジュリエッタ荘の幽霊(文学の森)
ベアトリーチェ・ソリナス・ド
ンギ作/エマヌエーラ・ブッソ
ラーティ絵/長野徹訳

小峰書店 K973/SoB/J

596 日本建築の形 1 齋藤裕著・写真 TOTO出版 L521/SaY/1
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書名 著者名 出版者 請求記号

597 渡辺崋山書簡集(東洋文庫:878) [渡辺崋山著]/別所興一訳注 平凡社 ト721.7/WaK/W

598 受験用マンガ乙種第4類危険物取扱者 : 合格模擬試験付き ウェルネット著 西東社
就職/資格
/['16]

599 わかりやすい!丙種危険物取扱者試験 第5版(国家・資格シリーズ:[101]) 工藤政孝編著 弘文社
就職/資格
/['16]

600 出るとこ過去問憲法セレクト100 第2版(過去問セレクトシリーズ) TAC編著 TAC出版事業部
就職/資格
/['16]
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