
2017年1月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 人間科学におけるエヴィデンスとは何か : 現象学と実践をつなぐ
小林隆児, 西研編著/竹田青
嗣, 山竹伸二, 鯨岡峻著

新曜社 002./NiK

2
僕らが毎日やっている最強の読み方 : 新聞・雑誌・ネット・書籍から「知識と教養」を身につける
70の極意

池上彰, 佐藤優著 東洋経済新報社 002.7/IkA

3 12歳からのインターネット : ウェブとのつきあい方を学ぶ36の質問 荻上チキ著 ミシマ社 007.3/OgC

4 ネット炎上の研究 : 誰があおり、どう対処するのか 田中辰雄, 山口真一著 勁草書房 007.3/TaT

5 図書館制度・経営論(ベーシック司書講座・図書館の基礎と展望:5) 手嶋孝典編著 学文社 013/TeT

6 図書館情報資源概論(ベーシック司書講座・図書館の基礎と展望:8)
藤田岳久編著/二村健 [ほか]
著

学文社 014.1/FuT

7 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(1)

8 児童サービス論(ベーシック司書講座・図書館の基礎と展望:7) 望月道浩, 平井歩実編著 学文社 016.28/MoM

9 「なんでも学べる学校図書館」をつくるブックカタログ&データ集 : 中学生1,300人の探究学習から 片岡則夫編著 少年写真新聞社 017.3/KaN

10 学校図書館を彩る切り絵かざり Chiku著 少年写真新聞社 017/Chi

11 Summer reading : program and evidence
Fay H. Shin, Stephen D.
Krashen

Pearson/Allyn and
Bacon

019.2/ShF

12 読書教育の方法 : 学校図書館の活用に向けて 立田慶裕編著 学文社 019.2/TaY

13 博物館へ行こう(岩波ジュニア新書:571) 木下史青著 岩波書店 069/KiS

14 扶氏経験遺訓 上(緒方洪庵全集:第1-2巻)
[フーフェランド著]/[緒方洪
庵訳]

大阪大学出版会 081.5/OgK/1

15 扶氏経験遺訓 下(緒方洪庵全集:第1-2巻)
[フーフェランド著]/[緒方洪
庵訳]

大阪大学出版会 081.5/OgK/2

16 日記/書状(緒方洪庵全集:第4巻)
[緒方洪庵著]/適塾記念会緒方
洪庵全集編集委員会編集

大阪大学出版会 081.5/OgK/4

17 教養と人生(中嶋嶺雄著作選集:8)
中嶋嶺雄著/『中嶋嶺雄著作選
集』編集委員会編

桜美林大学北東アジア総
合研究所

081.6/NaM/8
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18 沈黙する歴史(西尾幹二全集:第16巻) 西尾幹二著 国書刊行会 081.6/NiK/16

19 幸福の哲学 : アドラー×古代ギリシアの智恵(講談社現代新書:2406) 岸見一郎著 講談社 081/16/2406

20 国税局査察部24時(講談社現代新書:2407) 上田二郎著 講談社 081/16/2407

21 「軍」の中国史(講談社現代新書:2409) 澁谷由里著 講談社 081/16/2409

22 入門東南アジア近現代史(講談社現代新書:2410) 岩崎育夫著 講談社 081/16/2410

23 ポピュリズムとは何か : 民主主義の敵か、改革の希望か(中公新書:2410) 水島治郎著 中央公論新社 081/17/2410

24 シベリア抑留 : スターリン独裁下、「収容所群島」の実像(中公新書:2411) 富田武著 中央公論新社 081/17/2411

25 俳句と暮らす(中公新書:2412) 小川軽舟著 中央公論新社 081/17/2412

26 ガリバルディ : イタリア建国の英雄(中公新書:2413) 藤澤房俊著 中央公論新社 081/17/2413

27 入門!進化生物学 : ダーウィンからDNAが拓く新世界へ(中公新書:2414) 小原嘉明著 中央公論新社 081/17/2414

28 トルコ現代史 : オスマン帝国崩壊からエルドアンの時代まで(中公新書:2415) 今井宏平著 中央公論新社 081/17/2415

29 浄土真宗とは何か : 親鸞の教えとその系譜(中公新書:2416) 小山聡子著 中央公論新社 081/17/2416

30 タンパク質とからだ : 基礎から病気の予防・治療まで(中公新書:2417) 平野久著 中央公論新社 081/17/2417

31 沖縄問題 : リアリズムの視点から(中公新書:2418) 高良倉吉編著 中央公論新社 081/17/2418

32 竹人形殺人事件 改版(中公文庫:[う-10-31]) 内田康夫著 中央公論新社 081/18/う10-31

33 ニッポンが変わる、女が変える(中公文庫:う36-1) 上野千鶴子著 中央公論新社 081/18/う36-1

34 日本語で一番大事なもの 改版(中公文庫:[お-10-8]) 大野晋, 丸谷才一著 中央公論新社 081/18/お10-8
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35 大岡昇平歴史小説集成(中公文庫:お2-12) 大岡昇平著 中央公論新社 081/18/お2-12

36 特殊作戦群、追跡す! 上(中公文庫:お67-10, お67-11) 大石英司著 中央公論新社 081/18/お67-10

37 特殊作戦群、追跡す! 下(中公文庫:お67-10, お67-11) 大石英司著 中央公論新社 081/18/お67-11

38 アリゾナ無宿(中公文庫:[お-87-1]) 逢坂剛著 中央公論新社 081/18/お87-1

39 逆襲の地平線(中公文庫:[お-87-2]) 逢坂剛著 中央公論新社 081/18/お87-2

40 火星の白蛇伝説 : 星界伝奇(中公文庫:か31-6) 川又千秋著 中央公論新社 081/18/か31-6

41 化学探偵Mr.キュリー 5(中公文庫:[き-40-1], [き-40-2], [き-40-4], [き-40-5], [き-40-6]) 喜多喜久著 中央公論新社 081/18/き40-6

42 キャンプ合宿と血染めの手形(中公文庫:[く-23-3]. ゆら心霊相談所:2) 九条菜月著 中央公論新社 081/18/く23-3

43 ジョージ・F・ケナン回顧録 1(中公文庫)
ジョージ・F・ケナン著/清水
俊雄, 奥畑稔訳

中央公論新社 081/18/ケ7-1

44 ジョージ・F・ケナン回顧録 2(中公文庫)
ジョージ・F・ケナン著/清水
俊雄, 奥畑稔訳

中央公論新社 081/18/ケ7-2

45 流血の境界(中公文庫:[さ-60-12]. 地球連邦の興亡:3) 佐藤大輔 中央公論新社 081/18/さ60-12

46 英語襲来と日本人 : 今なお続く苦悶と狂乱(中公文庫:さ63-2) 斎藤兆史著 中央公論新社 081/18/さ63-2

47 警視庁機動分析課・上郷奈津実の執心(中公文庫:[さ-65-8]. クラン:4) 中央公論新社 081/18/さ65-8

48 梵鐘 改版(中公文庫:[す-25-28]. 手習重兵衛) 鈴木英治著 中央公論新社 081/18/す25-28

49 サンパギータ(中公文庫:[す-29-2]. 警視庁組対特捜K) 中央公論新社 081/18/す29-2

50 おいしいものは田舎にある : 日本ふーど記 改版(中公文庫:た33-23) 玉村豊男著 中央公論新社 081/18/た33-23
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51 考えるマナー(中公文庫:ち8-3)

穂村弘, 劇団ひとり, 佐藤優, 津村記
久子, 鷲田清一, 井上荒野, 赤瀬川原
平, 高橋秀実, 平松洋子, 楊逸, 三浦
しをん, 町田康[著]/中央公論新社編

中央公論新社 081/18/ち8-3

52 ロマネ・コンティの里から : ぶどう酒の悦しみを求めて 改版(中公文庫:と21-7) 戸塚真弓著 中央公論新社 081/18/と21-7

53 新編現代と戦略(中公文庫:[な-68-1]) 永井陽之助著 中央公論新社 081/18/な68-1

54 歴史と戦略(中公文庫:[な-68-2]) 永井陽之助著 中央公論新社 081/18/な68-2

55 傾斜宮占い : 幸せガイドブック(中公文庫:[な-69-1]) 中津川りえ著 中央公論新社 081/18/な69-1

56 文字のかなたの声(中公文庫:[は-65-4]. 四季のうた) 長谷川櫂著 中央公論新社 081/18/は65-4

57 楽園(中公文庫:は71-1) 花房観音著 中央公論新社 081/18/は71-1

58 長寿の道しるべ(中公文庫:ひ32-2) 日野原重明著 中央公論新社 081/18/ひ32-2

59 刑事たちの夏 上(中公文庫:ひ35-1, ひ35-2) 久間十義著 中央公論新社 081/18/ひ35-1

60 刑事たちの夏 下(中公文庫:ひ35-1, ひ35-2) 久間十義著 中央公論新社 081/18/ひ35-2

61 棟居刑事の殺人の隙間(スリット)(中公文庫:[も-12-71]) 森村誠一著 中央公論新社 081/18/も12-71

62 モナ・リザの背中(中公文庫:よ39-5) 吉田篤弘著 中央公論新社 081/18/よ39-5

63 偽証 : オッドアイ(中公文庫:わ24-2) 渡辺裕之著 中央公論新社 081/18/わ24-2

64 スキタイと匈奴 : 遊牧の文明(講談社学術文庫:[2390]. 興亡の世界史) 林俊雄 [著] 講談社 081/2/2390

65 平田篤胤 : 霊魂のゆくえ(講談社学術文庫:[2398]. 再発見日本の哲学) 吉田真樹 [著] 講談社 081/2/2398

66 犬と鬼 : 知られざる日本の肖像(講談社学術文庫:[2405]) アレックス・カー [著] 講談社 081/2/2405
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67 愉しい学問(講談社学術文庫:[2406])
フリードリヒ・ニーチェ
[著]/森一郎訳

講談社 081/2/2406

68 禅語の茶掛を読む辞典(講談社学術文庫:[2411]) 沖本克己, 角田恵理子 [著] 講談社 081/2/2411

69 江戸の花鳥画 : 博物学をめぐる文化とその表象(講談社学術文庫:[2412]) 今橋理子 [著] 講談社 081/2/2412

70 美は乱調にあり : 伊藤野枝と大杉栄(岩波現代文庫:文芸:284) 瀬戸内寂聴著 岩波書店 081/22/B284

71
神話の心理学 : 現代人の生き方のヒント(岩波現代文庫:学術:347. 「物語と日本人の心」コレク
ション:4)

河合隼雄著/河合俊雄編 岩波書店 081/22/G347

72 ニーチェかく語りき(岩波現代文庫:学術:355) 三島憲一著 岩波書店 081/22/G355

73 江戸の酒 : つくる・売る・味わう(岩波現代文庫:学術:356) 吉田元著 岩波書店 081/22/G356

74 日本人の自画像 増補(岩波現代文庫:学術:357) 加藤典洋著 岩波書店 081/22/G357

75 私の沖縄現代史 : 米軍支配時代を日本 (ヤマト) で生きて(岩波現代文庫:社会:303) 新崎盛暉著 岩波書店 081/22/S303

76 悩みいろいろ : 人生に効く物語50(岩波新書:新赤版 1632) 金子勝著 岩波書店 081/6-4/1632

77 漱石のこころ : その哲学と文学(岩波新書:新赤版 1633) 赤木昭夫著 岩波書店 081/6-4/1633

78 俳句世がたり(岩波新書:新赤版 1634) 小沢信男著 岩波書店 081/6-4/1634

79 パウロ : 十字架の使徒(岩波新書:新赤版 1635) 青野太潮著 岩波書店 081/6-4/1635

80 松崎慊堂/安井息軒(叢書・日本の思想家:儒学編 30) 小宮厚, 町田三郎著 明徳出版社 121.54/MaK/K

81 特集美(日本の哲学:第17号) 日本哲学史フォーラム編 昭和堂 121.9/NiT/N-17

82 関係の中で人は生きる : 「接面」の人間学に向けて 鯨岡峻著 ミネルヴァ書房 140.7/KuT

83 心理学ビジュアル百科 : 基本から研究の最前線まで 越智啓太編 創元社 140/OcK
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84 おどろきの心理学 : 人生を成功に導く「無意識を整える」技術(光文社新書:801) 妹尾武治著 光文社 140/SeT

85 心の七つの見方
リーサ・ウォラック, マイケ
ル・ウォラック共著/岡隆訳

新曜社 140/WaL

86 知性の磨き方(SB新書:374) 斎藤孝著 SBクリエイティブ 141.5/SaT

87 日本人は論理的に考えることが本当に苦手なのか 山祐嗣著 新曜社 141.5/YaH

88 モチベーション再考 : コンピテンス概念の提唱
ロバート・W・ホワイト著/佐
柳信男訳

新曜社 141.72/WhR

89 図解でわかるスタンフォードの自分を変える教室 ケリー・マクゴニガル監修 大和書房 141.8/McK

90 心の理論 : 第2世代の研究へ 子安増生, 郷式徹編 新曜社 143/KoM

91 脳の発達科学(発達科学ハンドブック:8) 榊原洋一, 米田英嗣責任編集 新曜社 143/NiH/H-8

92 幸せになる勇気(自己啓発の源流「アドラー」の教え:2) 岸見一郎, 古賀史健著 ダイヤモンド社 145.9/AdA/K-2

93 臨床現場で役立つ質的研究法 : 臨床心理学の卒論・修論から投稿論文まで 福島哲夫編 新曜社 146.07/FuT

94 人生の意味の心理学 上(アドラー・セレクション)
アルフレッド・アドラー著/岸
見一郎訳

アルテ/星雲社 (発売) 146.1/AdA/1

95 人生の意味の心理学 下(アドラー・セレクション)
アルフレッド・アドラー著/岸
見一郎訳

アルテ/星雲社 (発売) 146.1/AdA/2

96 アドラー人生を生き抜く心理学(NHKブックス:1155) 岸見一郎著 日本放送出版協会 146.1/AdA/K

97 アドラー心理学実践入門 : 「生」「老」「病」「死」との向き合い方(ワニ文庫:P-248) 岸見一郎 [著] ベストセラーズ 146.1/AdA/K

98 アドラー『人生の意味の心理学』 : 決めるのは、あなたです : アンコール放送(NHKテキスト)
岸見一郎著/日本放送協会,
NHK出版編集

NHK出版 146.1/AdA/N

99 臨床(キーワード心理学シリーズ:6) 春原由紀著 新曜社 146/SuY

100 セス・ゴーディンの出し抜く力 : ビジネス戦略の鬼才
セス・ゴーディン著/神田昌典
監訳

三笠書房 159.4/GoS
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101 仕事のヒント(中経の文庫:B21か) 神田昌典著 KADOKAWA 159.4/KaM

102 やり抜く力 : 人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける
アンジェラ・ダックワース著/
神崎朗子訳

ダイヤモンド社 159/DuA

103 なぜジョブズは、黒いタートルネックしか着なかったのか? ひすいこたろう, 滝本洋平著 A-Works 159/HiK

104 尾木ママ流凹まない生き方(中経の文庫:L38お) 尾木直樹著 KADOKAWA 159/OgN

105 強く生きるノート : 考え方しだいで世界は変わる(KEIO MCC Intelligence Series) 本田直之 [ほか] 著 講談社 159/TsI

106 生きる技法 安冨歩著 青灯社 159/YaA

107 「業」とは何か : 行為と道徳の仏教思想史(筑摩選書:0137) 平岡聡著 筑摩書房 181.4/HiS

108 聖書の世界 : ビジュアル大百科
マイケル・コリンズ総監修/宮
崎修二監訳

明石書店 193/CoM

109 迎陽記 第2(史料纂集:古記録編 [160], [188]) [東坊城秀長著]/小川剛生校訂 八木書店 210.08/3/コ2-2

110 よみがえる古代山城 : 国際戦争と防衛ライン(歴史文化ライブラリー:440) 向井一雄著 吉川弘文館 210.3/MuK

111 幕藩制国家の政治構造 藤田覚編 吉川弘文館 210.5/FuS

112 国際化時代「大正日本」(日本近代の歴史:4) 櫻井良樹著 吉川弘文館 210.6/NiK/4

113 ヒロシマ : 壁に残された伝言(集英社新書:0192D) 井上恭介著 集英社 210.75/InK

114 韓国の世界遺産宗廟 : 王位の正統性をめぐる歴史(京大人文研東方学叢書:1) 矢木毅著 臨川書店 221.05/YaT

115 そこに僕らは居合わせた : 語り伝える、ナチス・ドイツ下の記憶
グードルン・パウゼヴァング
[著]/高田ゆみ子訳

みすず書房 234.047/PaG

116 図説ヨーロッパの王朝 : 新装版(ふくろうの本) 加藤雅彦著 河出書房新社 288.493/KaM

117 木曽義仲(読みなおす日本史) 下出積與著 吉川弘文館 289.1/MiY6/S
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118 赤い星は如何にして昇ったか : 知られざる毛沢東の初期イメージ(京大人文研東方学叢書:2) 石川禎浩著 臨川書店 289.2/MoT/I

119 フリードリヒ大王 : 祖国と寛容(世界史リブレット人:55) 屋敷二郎著 山川出版社 289.3/Fre/Y

120 ロレンスがいたアラビア 下
スコット・アンダーソン著/山
村宜子訳

白水社 289.3/LaT/A-2

121 高いところが好き : 最高峰に魅せられて(小学館文庫) 田部井淳子著 小学館 290.9/TaJ

122 グレートジャーニー : 地球を這う 1: 南米〜アラスカ篇(ちくま新書:390, 568. カラー新書) 関野吉晴著 筑摩書房 290.91/SeY/1

123
グレートジャーニー : 地球を這う 2: ユーラシア〜アフリカ篇(ちくま新書:390, 568. カラー新
書)

関野吉晴著 筑摩書房 290.91/SeY/2

124 交錯する台湾認識 : 見え隠れする「国家」と「人びと」(アジア遊学:204)
陳來幸, 北波道子, 岡野翔太
編

勉誠出版 302.224/KoS

125 アレント入門(ちくま新書:1229) 中山元著 筑摩書房 311.234/ArH/N

126 田中角栄魂の言葉88(知的生きかた文庫:し47-1. [BUSINESS]) 昭和人物研究会著 三笠書房 312.1/TaK/S

127 国際関係学講義 第5版 原彬久編 有斐閣 319/HaY

128 父と娘の法入門(岩波ジュニア新書:519) 大村敦志著 岩波書店 320/OmA

129 漢唐法制史研究 冨谷至著 創文社 322.22/ToI

130 憲法判例50!(Start up)
上田健介, 尾形健, 片桐直人
著

有斐閣 323.14/KeH

131 親族・相続(別冊ジュリスト:no. 225. 民法判例百選:3) 水野紀子, 大村敦志編 有斐閣 324.098/MiH/3

132 日本型新自由主義とは何か : 占領期改革からアベノミクスまで(岩波現代全書:097) 菊池信輝著 岩波書店 332.107/KiN

133 多文化「共創」社会入門 : 移民・難民とともに暮らし、互いに学ぶ社会へ 小泉康一, 川村千鶴子編著 慶應義塾大学出版会 334.4/KoK

134 ハワイ日系社会ものがたり : ある帰米二世ジャーナリストの証言 白水繁彦, 鈴木啓編 御茶の水書房 334.476/TaJ/S
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135 論語と算盤と私 : これからの経営と悔いを残さない個人の生き方について 朝倉祐介著 ダイヤモンド社 335.04/AsY

136 経営学で考える 高橋伸夫著 有斐閣 335.1/TaN

137 幾代もの繁栄を築く後継社長の実務と戦略 牟田太陽著 PHP研究所 335.13/MuT

138 あなたの会社が最速で変わる7つの戦略 : 生き残るための経営ヒント 神田昌典著 フォレスト出版 336.1/KaM

139 自分の時間を取り戻そう : ゆとりも成功も手に入れられるたった1つの考え方 ちきりん著 ダイヤモンド社 336.2/Chi

140 生産性 : マッキンゼーが組織と人材に求め続けるもの 伊賀泰代著 ダイヤモンド社 336.2/IgY

141 超一流のすぐやる技術 横山信弘著 SBクリエイティブ 336.2/YoN

142 絶対達成マインドのつくり方 : 科学的に自信をつける4つのステップ 横山信弘著 ダイヤモンド社 336.2/YoN

143 成功を習慣化する3つの記憶 横山信弘著 ポプラ社 336.2/YoN

144 座右の書『貞観政要』 : 中国古典に学ぶ「世界最高のリーダー論」 出口治明著 KADOKAWA 336.3/DeH

145 ドラッカーが教える最強の経営チームのつくり方 山下淳一郎著 総合法令出版 336.3/DrP/Y

146 採用基準 : 地頭より論理的思考力より大切なもの 伊賀泰代著 ダイヤモンド社 336.3/IgY

147 99.9%の人間関係はいらない : 「孤独力」を磨けば、キャリアは拓ける(中公新書ラクレ:569) 安井元康著 中央公論新社 336.4/YaM

148 人事評価はもういらない : 成果主義人事の限界 松丘啓司著 ファーストプレス 336.43/MaK

149 会議でスマートに見せる100の方法
サラ・クーパー著/ビジネスあ
るある研究会訳

早川書房 336.49/CoS

150 人生が変わる!一流の習慣 : 「習慣力」で仕事も人生もうまくいく(仕事の教科書mini:Vol.6) 仕事の教科書編集部編 学研プラス 336.49/Gak

151 ビジネスパーソンのためのアサーション入門 平木典子, 金井壽宏著 金剛出版 336.49/HiN
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152 アドラーに学ぶ職場コミュニケーションの心理学 小倉広著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

336.49/OgH

153 図解1分で解決!仕事ができる人の整理術 知的生活追跡班編 青春出版社 336.5/ChS

154 MGから生まれた戦略会計マニュアル(人事屋が書いた経理の本:[1]) 協和醗酵工業株式会社著 ソーテック社 336.9/KyH

155 国際財務報告基準(IFRS)詳説 第1巻 トーマツ訳 第一法規 336.92/DeT/1

156 国際財務報告基準(IFRS)詳説 第2巻 トーマツ訳 第一法規 336.92/DeT/2

157 国際財務報告基準(IFRS)詳説 第3巻 トーマツ訳 第一法規 336.92/DeT/3

158 国際財務報告基準IFRS 2016 part A 国際会計基準委員会財団編 中央経済社
336.92/InA/'16
-1

159 国際財務報告基準IFRS 2016 part B 国際会計基準委員会財団編 中央経済社
336.92/InA/'16
-2

160
なぜ、あのガムの包み紙は大きいのか : ドラッカーに学ぶお客様を幸せにする会社の作り方(角川
フォレスタ)

山下淳一郎著
角川学芸出版/角川グ
ループパブリッシング
(発売)

336/YaJ

161 Python3ではじめるシステムトレード : 環境構築と売買戦略(Modern alchemists series:No.137) 森谷博之著 パンローリング 338.155/MoH

162 統計学が日本を救う : 少子高齢化、貧困、経済成長(中公新書ラクレ:566) 西内啓著 中央公論新社 350.1/NiH

163
戦後日本社会学のリアリティ : せめぎあうパラダイム(シリーズ社会学のアクチュアリティ : 批判
と創造:2)

池岡義孝, 西原和久編 東信堂 361.21/IkY

164 日本のメリトクラシー : 構造と心性 増補版 竹内洋著 東京大学出版会 361.4/TaY

165 メディアリテラシー入門 池上彰著 オクムラ書店 361.453/IkA

166 人の2倍ウケる雑談力 : 人を2時間飽きさせない(Wide shinsho:226) 多湖輝著 新講社 361.454/TaA

167 排除と差別の社会学 新版(有斐閣選書:[1671]) 好井裕明編 有斐閣 361.8/YoH

168 質的研究におけるビジュアルデータの使用(SAGE質的研究キット:5) マーカス・バンクス著 新曜社 361.9/FlU/5
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169 質的研究の「質」管理(SAGE質的研究キット:8) ウヴェ・フリック著/上淵寿訳 新曜社 361.9/FlU/8

170 人材覚醒経済 鶴光太郎著 日本経済新聞出版社 366.21/TsK

171 未来から選ばれる働き方 : 「会社がなくなる時代」のキャリア革命(PHPビジネス新書:355) 神田昌典, 若山陽一著 PHP研究所 366.29/KaM

172 キャリアストーリーをポートフォリオで実現する 鈴木敏恵著 日本看護協会出版会 366.29/SuT

173 女性の権利 : ハンドブック女性差別撤廃条約 新版(岩波ジュニア新書:513) 国際女性の地位協会編 岩波書店 367.1/KoJ

174 「若者」の溶解 川崎賢一, 浅野智彦編著 勁草書房 367.68/KaK

175 一億総疲弊社会の到来(朝日新書:597. 下流老人:続) 藤田孝典著 朝日新聞出版 367.7/FuT/2

176 Xジェンダーって何? : 日本における多様な性のあり方 Label X編著 緑風出版 367.9/LaX

177 介護福祉士国家試験過去問解説集 2017, 第26回-第28回全問完全解説
介護福祉士国家試験受験対策
研究会編集

中央法規出版 369.079//'17

178 介護福祉士国家試験頻出問題要点チェック 2017 小椋喜一郎著 中央法規出版 369.079//'17

179 介護福祉士初任者のための実践ガイドブック : 日本介護福祉士会初任者研修テキスト 日本介護福祉士会編集 中央法規出版 369.17/NiK

180
介護福祉士の専門性を問う : 専門職としての利用者本位の見立て(介護福祉士 : 介護の学術専門
誌:No.20・21)

日本介護福祉士会
369.17/NiK/20
・21

181 現代社会と福祉 : 社会福祉・福祉政策 第4版(社会福祉士シリーズ:4)
福祉臨床シリーズ編集委員会編/塩野
敬祐, 福田幸夫責任編集

弘文堂 369.17/ShF/4

182 老いることの意味を問い直す : フレイルに立ち向かう
飯島勝矢, 戸原玄, 矢澤正人
編著

クリエイツかもがわ 369.26/OiK

183 訪問介護サービス提供責任者テキスト 日本介護福祉士会編 看護の科学社 369.261/NiK

184 生活7領域から考える自立支援アセスメント・ケアプラン作成マニュアル Ver.4 日本介護福祉士会編集 中央法規出版 369.261/NiK

185 身体障害認定基準及び認定要領 : 解釈と運用 新訂第4版 中央法規出版 369.27/ChH
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186 どんぐりの家 3(小学館文庫) 山本おさむ著 小学館 369.27/YaO/3

187 どんぐりの家 4(小学館文庫) 山本おさむ著 小学館 369.27/YaO/4

188 地震イツモノート : 阪神・淡路大震災の被災者167人にきいたキモチの防災マニュアル
地震イツモプロジェクト編/寄
藤文平絵

木楽舎 369.31/HaA/J

189 自然災害ボランティアハンドブック : 記録と心得で綴る : 被災地に負担をかけない活動の手引き
能條歩, 北海道教育大学災害
ボランティア隊著

北海道自然体験活動サ
ポートセンター

369.31/HiD/N

190 3・11被災地子ども白書 大橋雄介著 明石書店 369.31/HiD/O

191 緒方貞子 : 難民支援の現場から(集英社新書:0199A) 東野真取材・構成 集英社 369.38/OgS/H

192 アメリカが生む/受け入れる難民 大津留(北川)智恵子著 関西大学出版部 369.38/OtC

193 子どもの権利条約 : ハンドブック(岩波ジュニア新書:270) 中野光, 小笠毅編著 岩波書店 369.4/NaA

194 子どもの貧困ハンドブック
松本伊智朗 [ほか] 編著/「なくそう!
子どもの貧困」全国ネットワーク編

かもがわ出版 369.4/NaK

195 ひとり親でも子どもは健全に育ちます : シングルのための幸せ子育てアドバイス 佐々木正美著 小学館 369.41/SaM

196 ルポ児童相談所 : 一時保護所から考える子ども支援(ちくま新書:1233) 慎泰俊著 筑摩書房 369.43/ShT

197 子どもの心をはぐくむ生活 : 児童心理治療施設の総合環境療法 滝川一廣 [ほか] 編 東京大学出版会 369.49/KoK

198 経管栄養（胃ろう・腸ろう，経鼻経管栄養）テキスト 日本介護福祉士会 369/NiK

199 たんの吸引（口腔内，鼻腔内，気管カニューレ内部）テキスト 日本介護福祉士会 369/NiK

200 教職総論 : 教師のための教育理論(教師のための教育学シリーズ:1) 平野朝久編 学文社 371.08/KyT/1

201 生徒指導・進路指導 : 理論と方法(教師のための教育学シリーズ:10) 林尚示, 伊藤秀樹編著 学文社 371.08/KyT/10

202 遺伝子を生かす教育 : 行動遺伝学がもたらす教育の革新
キャスリン・アズベリー, ロバート・
プローミン著/土屋廣幸訳

新曜社 371.4/AsK
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203 ガイドライン学校教育心理学 : 教師としての資質を育む 大野木裕明 [ほか] 著 ナカニシヤ出版 371.4/GaG

204 いじめ・暴力に向き合う学校づくり : 対立を修復し、学びに変えるナラティヴ・アプローチ
ジョン・ウィンズレイド, マ
イケル・ウィリアムズ著/綾城
初穂訳

新曜社 371.42/WiJ

205 子どもとお金 : おこづかいの文化発達心理学 高橋登, 山本登志哉編 東京大学出版会 371.45/TaN

206 やっかいな子どもや大人との接し方マニュアル 宮田雄吾著 日本評論社 371.47/MiY

207 近代教育と『婦女鑑』の研究 越後純子著 吉川弘文館 372.106/EcJ

208 教育法講義 : 教育制度の解説と主要論点の整理 改訂版 尾崎春樹編 悠光堂 373.22/OzH

209 NG対応→OK対応で学ぶあわてないためのトラブル対処術(学級経営サポートBOOKS) 福地孝宏著 明治図書出版 374.1/FuT

210 いざというとき学校現場で役に立つ食物アナフィラキシー対応ガイドブック
兵庫食物アレルギー研究会編
集

診断と治療社 374.9/HyS

211 養護教諭のための教育実習マニュアル 第5版
尾花美恵子, 栗田舞美, 西川
路由紀子共著

少年写真新聞社 374.9/YoK

212 アクティブ・ラーニング対応!養護教諭の実践に活きるワークシート・資料
養護教諭ワークシート開発研
究会編著

ぎょうせい 374.9/YoK

213 学校の感染症対策 岡田晴恵著 東山書房 374.96/OkH

214 創る : 2領域カリキュラムで子どもが変わる!教師が変わる!
香川大学教育学部附属高松小
学校著

東洋館出版社 375.1/KaD

215 はじめての人のためのアクティブ・ラーニングへの近道 三崎隆著 大学教育出版 375.1/MiT

216 六つの要素で読み解く!小学校アクティブ・ラーニングの授業のすべて
寺本貴啓, 後藤顕一, 藤江康
彦編著

東洋館出版社 375.1/MuY

217 アクティブ・ラーニングの教育方法学的検討(教育方法:45) 日本教育方法学会編 図書文化社 375.1/NiK

218 言語活動ポートフォリオ実践案内 小田勝己編著 アカデメイア・プレス 375.1/OdK

219 アクティブ・ラーニング授業改革のマスターキー 大杉昭英著 明治図書出版 375.1/OsA
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220 Round study (ラウンドスタディ) : 教師の学びをアクティブにする授業研究
石井英真, 原田三朗, 黒田真
由美編著

東洋館出版社 375.1/RoS

221 アクティブ・ラーニングが絶対成功する!小・中学校の家庭学習アイデアブック 田中博之編著 明治図書出版 375.16/TaH

222 子どもの生活体験学習をデザインする 南里悦史 [ほか] 編著 光生館 375.2/KoS

223 よくわかるスクールソーシャルワーク 第2版(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)
山野則子, 野田正人, 半羽利
美佳編著

ミネルヴァ書房 375.2/YoW

224 道徳教育の理論と方法(Next教科書シリーズ) 羽田積男, 関川悦雄編 弘文堂 375.35/HaS

225 算数科授業づくりの発展・応用 坪田耕三著 東洋館出版社 375.412/TsK

226 中学校・高等学校保健科教育法
森良一編著/荒井信成[ほか]執
筆

東洋館出版社 375.49/MoR

227 成長する授業 : 子供と教師をつなぐ図画工作 岡田京子著 東洋館出版社 375.72/OkK

228 音楽授業でアクティブ・ラーニング : 子ども熱中の鑑賞タイム(音楽科授業サポートBOOKS) 阪井恵, 酒井美恵子編著 明治図書出版 375.762/SaM

229 「書くこと」の授業を豊かに : 作文教育で「アクティブ・ラーニング」の先へ 日本作文の会編 本の泉社 375.862/NiS

230 今すぐ出来る!全校『学び合い』で実現するカリキュラム・マネジメント 西川純著 明治図書出版 375/NiJ

231 子どもはテレビをどう見るか : テレビ理解の心理学 村野井均著 勁草書房 376.11/MuH

232 ポートフォリオ入門 : 子どもの育ちを共有できるアルバム(教育技術. 新幼児と保育MOOK) 森眞理著 小学館 376.14/MoM

233 子どもをあずかる人のための救命マニュアル 日本小児蘇生研究機構監修
[学研メディカル秀潤
社]/[学研マーケティン
グ (発売)]

376.14/NiS

234 本物の教育 : 偏差値30からの京大現役合格(光文社新書:820) 林純次, 阪本凌也著 光文社 376.87/HaJ

235 18歳からの「大人の学び」基礎講座 : 学ぶ,書く,リサーチする,生きる 向後千春著 北大路書房 377.15/KoC

236 キャンパスの国際化と留学生相談 : 多様性に対応した学生支援サービスの構築 大西晶子著 東京大学出版会 377.6/OnA
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237 障害児者の教育と余暇・スポーツ : ドイツの実践に学ぶインクルージョンと地域形成
安井友康, 千賀愛, 山本理人
著

明石書店 378.0234/ShS

238 手話でこんにちは(友だちできるかな) 新井竹子著 草土文化 378.28/ArT

239 子どもをのばすアドラーの言葉 : 子育ての勇気 岸見一郎著 幻冬舎 379.9/KiI

240 しつけない道徳 尾木直樹著 主婦と生活社 379.9/OgN

241 尾木ママの「思春期の子どもと向き合う」すごいコツ(講談社文庫:お125-1) 尾木直樹 [著] 講談社 379.9/OgN

242 尾木ママの叱らずしつけ21のコツ 尾木直樹著 主婦の友社 379.911/OgN

243 民間信仰(民衆史の遺産:第11巻) 谷川健一, 大和岩雄編 大和書房 382.1/TaK/11

244 一日江戸人(新潮文庫:7669, す-9-7) 杉浦日向子著 新潮社 382.136/SuH

245 シルクロードの子どもたち 長倉洋海著 毎日新聞社 384.5/NaH

246 江戸の乳と子ども : いのちをつなぐ(歴史文化ライブラリー:441) 沢山美果子著 吉川弘文館 385.2/SaM

247 樹木葬という選択 : 緑の埋葬で森になる 田中淳夫著 築地書館 385.6/TaA

248 誰も知らない世界のことわざ
エラ・フランシス・サンダース著イラ
スト/前田まゆみ訳

創元社 388.8/SaE

249 世界の犬の民話(ちくま文庫:[に17-1])
日本民話の会, 外国民話研究
会編訳

筑摩書房 388/NiM

250 世界の猫の民話(ちくま文庫:[に17-2])
日本民話の会, 外国民話研究
会編訳

筑摩書房 388/NiM

251 科学報道の真相 : ジャーナリズムとマスメディア共同体(ちくま新書:1231) 瀬川至朗著 筑摩書房 404/SeS

252 ガリレオ工房の身近な道具で大実験 [第1集]
滝川洋二 , 石崎喜治編著/タ
カダカズヤ イラスト

大月書店 407.5/TaY/1

253 ガリレオ工房の身近な道具で大実験 第2集
滝川洋二 , 石崎喜治編著/タ
カダカズヤ イラスト

大月書店 407.5/TaY/2
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254 ガリレオ工房の身近な道具で大実験 第3集
滝川洋二 , 石崎喜治編著/タ
カダカズヤ イラスト

大月書店 407.5/TaY/3

255 ガリレオ工房の身近な道具で大実験 第4集
滝川洋二 , 石崎喜治編著/タカダカズ
ヤ イラスト

大月書店 407.5/TaY/4

256 進化の理論(ブルーバックス:B-1991. カラー図解進化の教科書:第2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 408/11/1991

257 カラー図解Excel「超」効率化マニュアル : 面倒な入力作業を楽にする(ブルーバックス:B-1999) 立山秀利著 講談社 408/11/1999

258 日本列島100万年史 : 大地に刻まれた壮大な物語(ブルーバックス:B-2000) 山崎晴雄, 久保純子著 講談社 408/11/2000

259 人工知能はいかにして強くなるのか? : 対戦型AIで学ぶ基本のしくみ(ブルーバックス:B-2001) 小野田博一著 講談社 408/11/2001

260 「数学」の公式・定理・決まりごとがまとめてわかる事典(Beret science) 涌井良幸著 ベレ出版 410.38/WaY

261 確率で読み解く日常の不思議 : あなたが10年後に生きている可能性は? Paul J. Nahin著/蟹江幸博訳 共立出版 417.1/NaP

262 江戸の「算」と「術」 : 物語のある数学 佐藤健一著 研成社 419.1/SaK

263 死ぬまでに学びたい5つの物理学(筑摩選書:0091) 山口栄一著 筑摩書房 420/YaE

264 アインシュタインが考えたこと(岩波ジュニア新書:31) 佐藤文隆著 岩波書店 421.2/SaF

265 いっしょに考えてみようや : ノーベル物理学賞のひらめき(朝日選書:858) 小林誠, 益川敏英著 朝日新聞出版 429.6/KoM/K

266 宇宙はきらめく : カラー版(岩波ジュニア新書:579) 野本陽代著 岩波書店 440/NoH

267 宇宙をみせて : 天体観望ガイドブック 新版 天文教育普及研究会編 恒星社厚生閣 442/TeK

268 銀河 : 宇宙に浮かぶ不思議な天体 : ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた驚きの宇宙 沼澤茂美, 脇屋奈々代共著 誠文堂新光社 443.6/NuS

269 地底 : 地球深部探求の歴史
デイビッド・ホワイトハウス
著/江口あとか訳

築地書館 450/WhD

270 鉄が地球温暖化を防ぐ 畠山重篤著 文藝春秋 451.85/HaS
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271 地球温暖化 : そのメカニズムと不確実性
日本気象学会地球環境問題委
員会編

朝倉書店 451.85/NiK

272 気象・天気の新事実 : 気象現象の不思議 : ビジュアル版(大人のための図鑑) 木村龍治監修 新星出版社 451/KiR

273 地べたで再発見!『東京』の凸凹地図 東京地図研究社著 技術評論社 454.9136/ToC

274 体感!東京凸凹地図 : 地形のヒミツが見えてくる(ビジュアルはてなマップ) 東京地図研究社編著 技術評論社 454.9136/ToC

275 日本の白亜紀・恐竜図鑑 宇都宮聡, 川崎悟司著 築地書館 457.357/UtS

276 クモの糸の秘密(岩波ジュニア新書:595) 大崎茂芳著 岩波書店 485.73/OsS

277 カリブー : 極北の旅人 星野道夫著 新潮社 489.86/HoM

278 成長し衰退する脳 : 神経発達学と神経加齢学(社会脳シリーズ:8) 苧阪直行編 新曜社 491.371/OsN/8

279 ロボットと共生する社会脳 : 神経社会ロボット学(社会脳シリーズ:9) 苧阪直行編 新曜社 491.371/OsN/9

280 脳波解析入門 : EEGLABとSPMを使いこなす
開一夫, 金山範明編/河内山隆
紀, 松本敦, 宮腰誠著

東京大学出版会 492.16/HiK

281 救急蘇生法の指針2015 : 市民用 改訂5版 [本冊] へるす出版
492.29/NiK/'15
-1

282
ウイルス肝炎感染防止ガイドライン : 日常生活でお子さんから高齢者まで、みんなを肝炎ウイルス
から守る

四柳宏監修 : 協和企画編集 協和企画 (発売) 493.47/KyK

283 承認をめぐる病(ちくま文庫:[さ29-8]) 斎藤環著 筑摩書房 493.7/SaT

284
不安のメカニズム : 完全版 : ストレス・不安・恐怖を克服し人生を取り戻すためのセルフヘルプ
ガイド

クレア・ウィークス著 : 白根
美保子訳

筑摩書房 493.743/WeC

285 愛着障害の克服 : 「愛着アプローチ」で、人は変われる(光文社新書:853) 岡田尊司著 光文社 493.76/OkT

286 食物アレルギーハンドブック2014 : 子どもの食に関わる方々へ 日本小児アレルギー学会作成 協和企画 (発売)
493.931/NiS/'1
4

287 今日からはじめるマインドフルネス : 心と身体を調える8週間プログラム
マイケル・チャスカルソン著/
出村佳子訳

春秋社 498.39/ChM
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288 マインドフルネスの教科書(スピリチュアルの教科書シリーズ) 藤井英雄著
Clover出版/産学社 (発
売)

498.39/FuH

289 世界のエリートがやっている最高の休息法 : 脳科学×瞑想で集中力が高まる 久賀谷亮著 ダイヤモンド社 498.39/KuA

290 図解マインドフルネス : しなやかな心と脳を育てる ケン・ヴェルニ著 医道の日本社 498.39/VeK

291 だしとは何か : 新装版 熊倉功夫, 伏木亨監修
アイ・ケイコーポレー
ション

498.51/KuI

292 環境学への誘い 獨協大学環境共生研究所編
獨協大学環境共生研究所
/創成社 (販売)

519/DoD

293 地球を救うエコ数字 : 数から読み解くぼくらの未来 左巻健男監修 小学館 519/SaT

294 スペースデブリ : 宇宙活動の持続的発展をめざして 加藤明著 地人書館 538.9/KaA

295 夢をつなぐ : 宇宙飛行士・山崎直子の四〇八八日(角川文庫:17962) 山崎直子 [著]
角川書店/角川グループ
ホールディングス (発
売)

538.9/YaN/Y

296 13歳からの家事のきほん46 アントラム栢木利美著 海竜社 590/AnT

297 いのちをはぐくむ農と食(岩波ジュニア新書:596) 小泉武夫著 岩波書店 612.1/KoT

298 天敵活用大事典 農山漁村文化協会編 農山漁村文化協会 615.86/NoG

299 おいしい菜園とれたて野菜手帖(生活実用シリーズ) 石倉ヒロユキ, 真木文絵著 日本放送出版協会 626.9/IsH

300
図書館ねこデューイ : 町を幸せにしたトラねこの物語(ハヤカワ文庫:6684. ハヤカワ文庫
NF:NF365)

ヴィッキー・マイロン著/羽田
詩津子訳

早川書房 645.7/MyV

301 最新EC業界大図鑑 : 2016年のEC業界を総まとめ!! 小林亮介監修/ECのミカタ編著 文芸社 670/Ryo

302 絶対達成バイブル : すべての営業のための 横山信弘著 フォレスト出版 673.3/YoN

303 マーケティングに強くなる(ちくま新書:1232) 恩蔵直人著 筑摩書房 675/OnN

304 日本企業は次に何を学ぶべきか
鷲田祐一, 一橋大学商学部グ
ローバルマーケティング研究
室編著

同文舘出版 675/WaY
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305 観光経営学(よくわかる観光学:1) 岡本伸之編著 朝倉書店 689/YoW/1

306 自然ツーリズム学(よくわかる観光学:2) 菊地俊夫, 有馬貴之編著 朝倉書店 689/YoW/2

307 「芸術力」の磨きかた : 鑑賞、そして自己表現へ(PHP新書:258) 林望著 PHP研究所 704/HaN

308 中國繪畫總合圖録 3編 第4卷 アジア・オセアニア篇 鈴木敬編 東京大學出版會 722.2/ChK/3-4

309 ゴッホへの招待 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 723.359/GoV/A

310 名画に教わる名画の見かた
早坂優子著/視覚デザイン研究
所編

視覚デザイン研究所 723/HaY

311 日本語のロゴ・メイキング : 漢字・ひらがな・カタカナのロゴづくり
甲谷一, リンクアップ, グラ
フィック社編集部編

グラフィック社 727.8/NiR

312 書とはどういう芸術か : 書論(石川九楊著作集:6) 石川九楊著 ミネルヴァ書房 728.08/IsK/6

313 篆隷六体千字文に親しむ : 篆書・隷書・九畳篆・印篆・楷書・草書 遠藤秀雄, 森田富子共編
アイ・ケイコーポレー
ション

728.4/EnH

314 くずし字に親しむ : 趣味と教養 遠藤秀雄, 森田富子共編 いづみ書房 728.4/EnH

315 四体漢字に親しむ : 楷書・草書・隷書・篆書 遠藤秀雄,森田富子共編 いづみ書房 728.4/EnH

316 書を楽しもう(岩波ジュニア新書:420) 魚住和晃著 岩波書店 728/UoK

317 スモールプラネット 本城直季写真 リトルモア 748/HoN/S

318 じいちゃんさま 梅佳代著 リトルモア 748/UmK/J

319 ポップアップの作り方 : 100種類以上のオリジナル作品の技法をわかりやすく紹介
ポール・ジャクソン著/ポール・フォ
レスター写真/山下理恵子訳

大日本絵画 754.9/JaP

320 ボクの音楽武者修行 31刷改版(新潮文庫:2640, お-14-1) 小沢征爾著 新潮社 762.1/OzS/O

321 ピアノ・テクニックの科学 : プロフェッサー・ヤンケのピアノ・メソード
アンスガー・ヤンケ, 晴美・ヤンケ著
/アドリアン・ヤンケ アンスガー・ヤ
ンケ論文翻訳

アルテスパブリッシング 763.2/JaE
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322 デヴィッド・ボウイ : 変幻するカルト・スター(ちくま新書:1234) 野中モモ著 筑摩書房 767.8/BoD/N

323 幕末期狂言台本の総合的研究 大蔵流台本編 小林千草著 清文堂出版 773.9/KoC/1

324 狂言サイボーグ(文春文庫:[の-17-1]) 野村萬斎著 文藝春秋 773.9/NoM/N

325 歌舞伎登場人物事典 普及版 古井戸秀夫編 白水社 774/FuH

326 歌舞伎十八番(浮世絵かぶきシリーズ:1) 中山幹雄著 学芸書林 774/NaM/1

327 スポーツ科学の教科書 : 強くなる・うまくなる近道(岩波ジュニア新書:702) 谷本道哉編著 岩波書店 780.19/TaM

328 ニュー運動生理学 1 宮村実晴編集 真興交易(株)医書出版部 780.193/MiM/1

329 ニュー運動生理学 2 宮村実晴編集 真興交易(株)医書出版部 780.193/MiM/2

330 シドニー! 1: コアラ純情篇(文春文庫:[む-5-5]-[む-5-6]) 村上春樹著 文藝春秋 780.69/MuH/1

331 シドニー! 2: ワラビー熱血篇(文春文庫:[む-5-5]-[む-5-6]) 村上春樹著 文藝春秋 780.69/MuH/2

332
水泳のきれいなカラダをつくる : スリムな逆三角形になる!ドライランドトレーニング(大人の自由
時間mini)

高橋雄介著 技術評論社 780.7/TaY

333 障害者スポーツの環境と可能性 藤田紀昭著 創文企画 780/FuM

334 ようこそ、障害者スポーツへ : パラリンピックを目指すアスリートたち 伊藤数子 [著] 廣済堂出版 780/ItK

335 障害者スポーツの臨界点 : 車椅子バスケットボールの日常的実践から 渡正著 新評論 780/WaT

336 知的障害児・者のスポーツ
全国特別支援学校知的障害教
育校長会編

東洋館出版社 780/ZeT

337 夢を跳ぶ : パラリンピック・アスリートの挑戦(岩波ジュニア新書:604) 佐藤真海著 岩波書店 782.4/SaM/S

338 ハードワーク : 勝つためのマインド・セッティング エディー・ジョーンズ著 講談社 783.48/JoE/J
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339 イチローの流儀(新潮文庫:8663, こ-46-1) 小西慶三著 新潮社 783.7/Ich/K

340 Handbook of pragmatics 2016 installment
edited by Jef Verschueren,
Jan-Ola Östman, Jan
Blommaert

J. Benjamins
801.01/VeJ/H-
'16

341 The generative lexicon : pbk James Pustejovsky MIT Press 801.2/PuJ

342
The projection of arguments : lexical and compositional factors : pbk(CSLI lecture
notes:no. 83)

edited by Miriam Butt &
Wilhelm Geuder

CSLI Publications 801.5/BuM

343 Argument realization : pbk(Research surveys in linguistics)
Beth Levin, Malka Rappaport
Hovav

Cambridge University
Press

801.5/LeB

344 Translation : an advanced resource book : pbk(Routledge applied linguistics)
Basil Hatim and Jeremy
Munday

Routledge 801.7/HaB

345 Doing applied linguistics : a guide for students : pbk
Nicholas Groom and
Jeannette Littlemore

Routledge 801/GrN

346 日本語教師のための入門言語学 : 演習と解説 原沢伊都夫著 スリーエーネットワーク 801/HaI

347 Corpora in applied linguistics : pbk(The Cambridge applied linguistics series) Susan Hunston
Cambridge University
Press

801/HuS

348 ふしぎなことばことばのふしぎ(ちくまプリマーブックス:6) 池上嘉彦著 筑摩書房 801/IkY

349 中間言語入門 : 誤答分析を超えて
S.ピット コーダー著/玉川大
学応用言語学研究会訳

三修社 807/CoS

350
Instructed second language acquisition : learning in the classroom : pbk(Applied language
studies)

Rod Ellis B. Blackwell 807/ElR

351
Bilingualism and Second Language Acquisition Researchers, Including: Stephen Krashen,
Tracy D. Terrell, Rod Ellis, Carol Myers-Scotton, Dan Slobin, Ellen Bialystock, Brian
Macwhinney, Lydia White, Stepen Matthews (linguist), Michael T. Ulman, Ping Li

Hephaestus Books 807/HeB

352
Language transfer : cross-linguistic influence in language learning : pbk(The Cambridge
applied linguistics series)

Terence Odlin
Cambridge University
Press

807/OdT

353 超一流の雑談力 超・実践編 安田正著 文響社 809.2/YaT/2

354 話し言葉の日本語(新潮文庫:9852, い-14-33) 井上ひさし, 平田オリザ著 新潮社 810.4/InH

355 ことばの力 : しゃべる・聞く・伝える 第38刷改版(岩波ジュニア新書:33) 川崎洋著 岩波書店 810.4/KaH
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356 美しい日本語の風景 中西進文/井上博道写真 淡交社 810.4/NaS

357 日本語教育のスタートライン : 本気で日本語教師を目指す人のための入門書 荒川洋平著 スリーエーネットワーク 810.7/ArY

358 新人日本語教師のための授業づくり練習帖 鴻野豊子, 高木美嘉著 翔泳社 810.7/KoT

359 文字の風景 野呂希一写真/荒井和生文 青菁社 811.2/NoK

360 文字の骨組み : 字体/甲骨文から常用漢字まで 大熊肇著 彩雲出版/星雲社 (発売) 811.2/OkH

361 朝日キーワード 2018 朝日新聞社編 朝日新聞社 813.7/AsS/'18

362 日本語擬態語辞典(講談社+α文庫) 五味太郎 [著] 講談社 814.033/GoT

363 12才までに世界を広げるちょっと難しい2500の日常語 : マンガ・クイズ満載!!
福田尚弘作/まつだしょうご, うじな
かずひこマンガ/アーバン出版局編

アーバン 814/FuN

364 美しい「日本語」の言いまわし(知的生きかた文庫:に24-2. [CULTURE]) 日本の「言葉」倶楽部著 三笠書房 814/NiK

365 日本語文法史研究 3
高山善行, 青木博史, 福田嘉
一郎編

ひつじ書房 815.02/NiB/3

366 数え方でみがく日本語(ちくまプリマー新書:018) 飯田朝子著 筑摩書房 815.2/IiA

367 読みやすく考えて調べて書く : 小論文から卒論まで 第2版 奥田統己 [ほか] 著 学術図書出版社 816.5/YoK

368 いますぐ書け、の文章法(ちくま新書:920) 堀井憲一郎著 筑摩書房 816/HoK

369 伝わる・揺さぶる!文章を書く(PHP新書:180) 山田ズーニー著 PHP研究所 816/YaZ

370 方言の日本地図 : ことばの旅(講談社+α新書:133-1C) 真田信治 [著] 講談社 818.04/SaS

371 Children's literature in second language education : pbk
edited by Janice Bland and
Christiane Lütge

Bloomsbury 830.7/BlJ

372
第2言語習得と母語習得から「言葉の学び」を考える : より良い英語学習と英語教育へのヒント(ア
ルク選書シリーズ)

和泉伸一著 アルク 830.7/IzS
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373 公式TOEIC Listening & Reading問題集 1
Educational Testing Service
著

国際ビジネスコミュニ
ケーション協会

830.79/EdT/1

374 日英ことばの文化事典
亀田尚己, 青柳由紀江, J. M.
クリスチャンセン著

丸善出版 834/NiK

375 英語仮定法を洗い直す(開拓社言語・文化選書:64) 中野清治著 開拓社 835.5/NaK

376 日本人の9割が間違える英語表現100(ちくま新書:1230)
キャサリン・A・クラフト著;
里中哲彦編訳

筑摩書房 836/CrK

377 「星の王子さま」 : 対訳英語で読もう
アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ
原作/リチャード・ハワード英訳/小島
俊明和訳・注解

第三書房 837.7/SaA/H

378 星の王子さま : 対訳フランス語で読もう 第6版
アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ
著/小島俊明訳注

第三書房 857.5/SaA/H-1

379 朗読CDフランス語で聴こう「星の王子さま」 第5版
アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ
著/ベルナール・ジロドー朗読/小島俊
明訳

第三書房 857.5/SaA/H-2

380 古典について、冷静に考えてみました
逸身喜一郎, 田邊玲子, 身崎
壽編

岩波書店 902/KoN

381 平安朝の文学と装束(新典社研究叢書:282) 畠山大二郎著 新典社 910.23/HaD

382 テクスト分析入門 : 小説を分析的に読むための実践ガイド 松本和也編 ひつじ書房 910.26/MaK

383 「西遊」の近代 : 作家たちの西洋 尾高修也著 作品社 910.26/OdS

384 ゲイの可視化を読む : 現代文学に描かれる「性の多様性」? 黒岩裕市著 晃洋書房 910.264/KuY

385 大伴家持と中国文学 鈴木道代著 笠間書院 911.122/OtY/S

386 寺山修司少女詩集 改版(角川文庫:13685) 寺山修司 [著] 角川書店 911.56/TeS/T

387 贈るうた : 新装版 吉野弘著 花神社 911.56/YoH/O

388 空が青いから白をえらんだのです : 奈良少年刑務所詩集(新潮文庫:9197, り-5-1) 寮美千子編 新潮社 911.568/RyM/S

389 源氏物語の皇統と論理 浅尾広良著 翰林書房 913.36/AsH
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390 石清水物語 (いはしみづものがたり)(中世王朝物語全集:5) 三角洋一校訂・訳注 笠間書院 913.41/6/5

391 ラスト・イニング(角川文庫:15513, [あ42-8]) あさのあつこ [著]
角川書店/角川グループ
パブリッシング

913.6/AsA/L

392 嘘をもうひとつだけ(講談社文庫:[ひ-17-24]) 東野圭吾[著] 講談社 913.6/HiK3/U

393 凶気の桜(新潮文庫:ひ-20-1) ヒキタクニオ著 新潮社 913.6/HiK5/K

394 とりつくしま(ちくま文庫:[ひ-19-1]) 東直子著 筑摩書房 913.6/HiN2/T

395 海がきこえる(徳間文庫:ひ-15-1) 氷室冴子著 徳間書店 913.6/HiS2/U

396 武士道シックスティーン(文春文庫:[ほ-15-1]) 誉田哲也著 文藝春秋 913.6/HoT3/B-1

397 山椒魚 105刷改版(新潮文庫:い-4-2, 14) 井伏鱒二著 新潮社 913.6/IbM/S

398 機関車先生(文春文庫:[い-26-13]) 伊集院静著 文藝春秋 913.6/IjS/K

399 夏草冬濤 29刷改版 上(新潮文庫:い-7-52, い-7-53) 井上靖著 新潮社 913.6/InY/N-1

400 夏草冬濤 29刷改版 下(新潮文庫:い-7-52, い-7-53) 井上靖著 新潮社 913.6/InY/N-2

401 「また、必ず会おう」と誰もが言った。 : 偶然出会った、たくさんの必然 喜多川泰著 サンマーク出版 913.6/KiY2/M

402 おとうと 77刷改版(新潮文庫:こ-3-3) 幸田文著 新潮社 913.6/KoA/O

403 鷹のように帆をあげて まはら三桃著 講談社 913.6/MaM5/T

404 つきのふね(角川文庫:14013) 森絵都 [著] 角川書店 913.6/MoE/T

405 楽隊のうさぎ(新潮文庫:7051, な-46-1) 中沢けい著 新潮社 913.6/NaK5/G

406 野川(河出文庫) 長野まゆみ著 河出書房新社 913.6/NaM/N
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407 小説君の名は。(角川文庫:19809, [し57-3]) 新海誠 [著] KADOKAWA 913.6/ShM5/S

408 東京バンドワゴン(集英社文庫:[し46-1]) 小路幸也著 集英社 913.6/ShY8/T-1

409 また、同じ夢を見ていた 住野よる著 双葉社 913.6/SuY/M

410 よるのばけもの 住野よる著 双葉社 913.6/SuY/Y

411 ニライカナイの空で(講談社文庫:[う-49-1]) 上野哲也著 講談社 913.6/UeT3/N

412 ま・く・ら(講談社文庫:[や-44-1]) 柳家小三治 [述] 講談社 913.7/YaK/M

413 枕草子 : 桃尻語訳 上(河出文庫) 橋本治 [訳] 著 河出書房新社 914.3/Sei/H-1

414 枕草子 : 桃尻語訳 中(河出文庫) 橋本治 [訳] 著 河出書房新社 914.3/Sei/H-2

415 枕草子 : 桃尻語訳 下(河出文庫) 橋本治 [訳] 著 河出書房新社 914.3/Sei/H-3

416 にょにょっ記(文春文庫:[ほ-13-2]) 穂村弘著 文藝春秋 914.6/HoH/N

417 孤独と不安のレッスン(だいわ文庫:189-1D) 鴻上尚史著 大和書房 914.6/KoS/K

418 ビジネスエリートの新論語(文春新書:1110) 司馬遼太郎著 文藝春秋 914.6/ShR/B

419 本物のおとな論 : 人生を豊かにする作法 外山滋比古著 海竜社 914.6/ToS/H

420 そこに僕はいた 34刷改版(新潮文庫:5488, つ-17-1) 辻仁成著 新潮社 914.6/TsH/S

421 カムイ・ユーカラ : アイヌ・ラッ・クル伝(平凡社ライブラリー:26) 山本多助著 平凡社 929.21/YaT

422 自由訳イマジン(朝日文庫)
[ジョン・レノン, オノヨーコ
著]/新井満 [訳] 著

朝日新聞出版 931.7/LeJ/J

423 マザー・グース 3(講談社文庫) 谷川俊太郎訳/和田誠絵 講談社 931/MoG/T-3
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424 幸福な王子/柘榴の家(光文社古典新訳文庫:[KAワ1-4]) ワイルド著/小尾芙佐訳 光文社 933.6/WiO/K

425 Are you there God? It's me, Margaret : trade pbk Judy Blume
Atheneum Books for
Young Readers

933.7/BlJ/A

426 Blubber : pbk Judy Blume
Macmillan Children's
Books

933.7/BlJ/B

427 Deenie : trade pbk(A Richard Jackson book) Judy Blume
Atheneum Books for
Young Readers

933.7/BlJ/D

428 Forever-- : trade pbk(A Richard Jackson book) Judy Blume
Atheneum Books for
Young Readers

933.7/BlJ/F

429 In the Unlikely Event : pbk Judy Blume
Vintage Books, a
division of Penguin
Random House

933.7/BlJ/I

430 Starring Sally J. Freedman as herself : pbk Judy Blume
Atheneum Books for
Young Readers

933.7/BlJ/S

431 Tiger eyes : trade pbk(A Richard Jackson book) Judy Blume
Atheneum Books for
Young Readers

933.7/BlJ/T

432 Then again, maybe I won't : trade pbk(A Richard Jackson book) Judy Blume
Atheneum Books for
Young Readers

933.7/BlJ/T

433 At Bertram's Hotel(The Agatha Christie collection:Marple:11) Agatha Christie HarperCollins 933.7/ChA/A

434 Evil under the sun Agatha Christie signature ed(The Agatha Christie collection. Poirot) Agatha Christie Harper 933.7/ChA/E

435
The mysterious affair at Styles : the first Hercule Poirot novel Berkley ed : pbk(Berkley
mystery)

Agatha Christie Berkley Books 933.7/ChA/M

436 さすらいのジェニー
ポール・ギャリコ著/矢川澄子
訳

大和書房 933.7/GaP/S

437 豚の死なない日 [正](白水Uブックス:132, 133. 海外小説の誘惑)
ロバート・ニュートン・ペッ
ク [著]/金原瑞人訳

白水社 933.7/PeR/B-1

438 ジョン万次郎 : 海を渡ったサムライ魂
マーギー・プロイス著/金原瑞
人訳

集英社 933.7/PrM/J

439 穴(講談社文庫:[さ-90-1])
ルイス・サッカー[著]/幸田敦
子訳

講談社 933.7/SaL/A

440 エミリーへの手紙
キャムロン・ライト著/小田島
則子, 小田島恒志訳

日本放送出版協会 933.7/WrC/E
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441 変身 107刷改版(新潮文庫:393, カ-1-1) カフカ [著]/高橋義孝訳 新潮社 943.7/KaF/H

442 アルケミスト : 夢を旅した少年(角川文庫:10305)
パウロ・コエーリョ[著]/山川
紘矢, 山川亜希子訳

角川書店 969.3/CoP/A

443 てじなのやかた(こどものとも年少版:479号) 土屋富士夫作 福音館書店 E//17

444 なんでももじもじ(こどものとも:731号) 大日本タイポ組合作 福音館書店 E//17

445 リュウノヒゲ : ふゆにみつけたあおいたね(かがくのとも:575号) 山根悦子さく 福音館書店 E//17

446 ルリユールおじさん(講談社の創作絵本) いせひでこ作 講談社 E/21

447 パンダともだちたいそう(講談社の幼児えほん) いりやまさとし作 講談社 E/21

448 ぼくを探しに [正] : 新装版
シルヴァスタイン作/倉橋由美
子訳

講談社 E/22

449 空の飛びかた
ゼバスティアン・メッシェン
モーザー作/関口裕昭訳

光村教育図書 E/22

450 たからさがし(こねこのプーフー:4)
アン・ハレンスレーベン, ゲ
オルグ・ハレンスレーベン作/
ふしみみさを訳

小学館 E/22

451 トントゥミッラとまほうのスプーン
迫村裕子, リーサカッリオ作/
リーサカッリオ絵

文溪堂 E/24

452 ほしじいたけほしばあたけじめじめ谷でききいっぱつ(講談社の創作絵本) 石川基子作 講談社 E/27

453 はじめてのオーケストラ 佐渡裕原作/はたこうしろう絵 小学館 E/31

454 ゲーム・あそび編(気をつけよう!情報モラル:1)
永坂武城監修/秋山浩子文/平
田美咲イラスト

汐文社 K007/KiT/1

455 メール・SNS編(気をつけよう!情報モラル:2)
永坂武城監修/秋山浩子文/平
田美咲イラスト

汐文社 K007/KiT/2

456 著作権・肖像権編(気をつけよう!情報モラル:3)
永坂武城監修/秋山浩子文/平
田美咲イラスト

汐文社 K007/KiT/3

457 さようなら、ドラえもん : 子どものためのテツガク教室 中島義道著 講談社 K100/NaY
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458 エーディト、ここなら安全よ : ユダヤ人迫害を生きのびた少女の物語
キャシー・ケイサー著/石岡史
子訳

ポプラ社 K209.7/KaK

459 ガマ : 遺品たちが物語る沖縄戦 豊田正義著 講談社 K210.7/ToM

460 クラウディアの祈り 村尾靖子[著] ポプラ社 K289.1/HaY3/M

461 かぎりなくやさしい花々(偕成社文庫:3251) 星野富弘著 偕成社 K289.1/HoT/H

462
自由のたびびと南方熊楠 : こどもの心をもちつづけた学問の巨人(PHP愛と希望のノンフィクショ
ン)

三田村信行作/飯野和好絵 PHP研究所 K289.1/MiK/M

463 植村直己・地球冒険62万キロ(フォア文庫:C091) 岡本文良作/高田勲画 金の星社 K289.1/UeN/O

464 雪の写真家ベントレー
ジャクリーン・ブリッグズ・マーティ
ン作/メアリー・アゼアリアン絵/千葉
茂樹訳

BL出版 K289.3/BeW/M

465 アインシュタイン : 科学の巨人(講談社火の鳥伝記文庫:105) 岡田好惠 [著] 講談社 K289.3/EiA/O

466 嵐の大地パタゴニア(グレートジャーニー・人類5万キロの旅:1) 関野吉晴文・写真 小峰書店 K290.9/SeY/1

467 アラスカたんけん記(たくさんのふしぎ傑作集) 星野道夫文・写真 福音館書店 K295.3/HoM

468 ぼくの見た戦争 : 2003年イラク 高橋邦典写真・文 ポプラ社 K302/TaK

469 ありがとう地雷ではなく花をください : サニーのゆめ
葉祥明絵/柳瀬房子文/相馬雪
香英訳

自由国民社 K319/YoS

470 憲法くん 松元ヒロ作/武田美穂絵 講談社 K323.1/MaH

471 仕事ってなんだろう(子どもだって哲学:5) 矢崎節夫 [ほか] 著 佼成出版社 K366/ShN

472 大人になるヒント 中沢けい著 メディアパル K371.4/NaK

473 まちかどの思いやり(江戸しぐさから学ぼう:第1巻) 秋山浩子文/伊藤まさあき絵 汐文社 K385/AkH/1

474 人に対しての思いやり(江戸しぐさから学ぼう:第2巻) 秋山浩子文/伊藤まさあき絵 汐文社 K385/AkH/2
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475 こころの中の思いやり(江戸しぐさから学ぼう:第3巻) 秋山浩子文/伊藤まさあき絵 汐文社 K385/AkH/3

476 日本と世界の祭り(キッズペディアアドバンスなぞ解きビジュアル百科) 小学館 K386/Sho

477 雪は天からの手紙 : 中谷宇吉郎エッセイ集(岩波少年文庫:555) 池内了編 岩波書店 K404/NaU

478 絵本仕立て割合がわかる本 加藤明著 文溪堂 K411/KaA

479 ひとしずくの水
ウォルター・ウィック作/林田
康一訳

あすなろ書房 K435/WiW

480 地球の声に耳をすませて : 地震の正体を知り、命を守る 大木聖子著 くもん出版 K453/OkS

481
いまを生きる180万種以上の動物 : その多様な変化に、おどろき、まなぶ!(びっくりカウントダウ
ン)

ポール・ロケット文/新美景子
訳

玉川大学出版部 K480/RoP

482 サバンナの動物親子に学ぶ 羽仁進著/ミロコマチコ絵 講談社 K482.4/HaS

483 赤ちゃんの誕生
ニコル・テイラー文/上野和子
訳

あすなろ書房 K495/TaN

484 技術者という生き方(発見!しごと偉人伝) 上山明博著 ぺりかん社 K502/UeA

485 タマゾン川 : 多摩川でいのちを考える 山崎充哲著 旬報社 K519.8/YaM

486 みみずのカーロ : シェーファー先生の自然の学校 今泉みね子著 合同出版 K519/ImM

487 テーブルマナーの絵本 高野紀子作 あすなろ書房 K596/TaN

488 柿の木 宮崎学著 偕成社 K625/MiM

489 森よ生き返れ(ノンフィクション・ワールド) 宮脇昭著 大日本図書 K654/MiA

490 白神山地 : 8000年の「生命」をたずねて 鈴木喜代春著 くもん出版 K654/SuK

491 ちかてつのふしぎ(でんしゃのひみつ) 溝口イタルえ/渡辺朝枝文 交通新聞社 K686/MiI
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492 演劇は道具だ(よりみちパン!セ:P029) 宮沢章夫著 イースト・プレス K770/MiA

493 野村萬斎の狂言(日本の伝統芸能はおもしろい:3) 小野幸恵著 岩崎書店 K773.9/OnS

494 少年時代 高倉健著/唐仁原教久画 集英社 K778/TaK/T

495
強くなりたいきみへ! : ラグビー元日本代表ヘッドコーチエディー・ジョーンズのメッセージ(世の
中への扉:スポーツ)

エディー・ジョーンズ著 講談社 K783.4/JoE/J

496 おのまとぺの本
だんきょうこ書/ニシワキタダ
シ絵

高陵社書店 K814/DaK

497 星の林に月の船 : 声で楽しむ和歌・俳句(岩波少年文庫:131) 大岡信編 岩波書店 K911.1/OoM

498 幸子の庭(Y.A.books) 本多明著 小峰書店 K913/HoA/S

499 ノンちゃん雲に乗る 石井桃子著/中川宗弥画 福音館書店 K913/IsM3/N

500 古事記物語 新版(岩波少年文庫:508) 福永武彦作 岩波書店 K913/Koj/F

501 今昔ものがたり 新版(岩波少年文庫:568) 杉浦明平 岩波書店 K913/KoM/S

502 トモ、ぼくは元気です 香坂直著 講談社 K913/KoN/T

503 みてろよ!父ちゃん!!
くすのきしげのり作/小泉るみ
子絵

文溪堂 K913/KuS/M

504 鉄のしぶきがはねる まはら三桃著 講談社 K913/MaM3/T

505 ラン 森絵都著 講談社 K913/MoE/R

506 レネット : 金色の林檎(講談社青い鳥文庫:Y2-2) 名木田恵子作/丹地陽子絵 講談社 K913/NaK3/R

507 ウミガメと少年(野坂昭如戦争童話集:沖縄篇) 野坂昭如作/黒田征太郎絵 講談社 K913/NoA/S-2

508 源平の風(白狐魔記) 斉藤洋作 偕成社 K913/SaH/S-1
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509 月のしずく日のしずく(偕成社ワンダーランド:5. ジーク:[1]) 偕成社 K913/SaH/Z-1

510 ゴルドニア戦記(偕成社ワンダーランド:25. ジーク:小澤摩純絵||ジーク:2) 偕成社 K913/SaH/Z-2

511 ガラスのうさぎ 新版(フォア文庫:C170) 高木敏子作/武部本一郎画 金の星社 K913/TaT/G

512 もどれっ!ルイ 矢部美智代作/陣崎草子絵 国土社 K913/YaM2/M

513 多毛留/おとなになれなかった弟たちに…(偕成社文庫:3159) 米倉斉加年著 偕成社 K913/YoM5/T

514 ウォーターシップ・ダウンのウサギたち 上(ファンタジー・クラシックス)
リチャード・アダムズ [著]/
神宮輝夫訳

評論社 K933/AdR/W-1

515 ウォーターシップ・ダウンのウサギたち 下(ファンタジー・クラシックス)
リチャード・アダムズ [著]/
神宮輝夫訳

評論社 K933/AdR/W-2

516 川の少年(ハリネズミの本箱)
ティム・ボウラー著/入江真佐
子訳/伊勢英子絵

早川書房 K933/BoT/K

517 ギヴァー : 記憶を注ぐ者
ロイス・ローリー [著]/島津
やよい訳

新評論 K933/LoL/G

518 ひげねずみくんへ
アン・ホワイトヘッド・ナグ
ダさく/高畠リサやく/井川ゆ
り子え

福音館書店 K933/NaA/H

519 ヨハネスブルクへの旅
ビヴァリー・ナイドゥー作/も
りうちすみこ訳/橋本礼奈画

さ・え・ら書房 K933/NaB/J

520 ラッキー・トリンブルのサバイバルな毎日
スーザン・パトロン著/片岡し
のぶ訳

あすなろ書房 K933/PaS/L

521 トウモロコシが実るころ(文研ブックランド)
ドロシー・ローズ作/長滝谷富
貴子訳/小泉るみ子絵

文研出版 K933/RhD/T

522 ローワンと魔法の地図(リンの谷のローワン:1)
エミリー・ロッダ作/さくまゆ
みこ訳/佐竹美保絵

あすなろ書房 K933/RoE/R-1

523 時の旅人 新版(岩波少年文庫:531)
アリソン・アトリー作/松野正
子訳

岩波書店 K933/UtA/T

524 あしながおじさん(岩波少年文庫:097)
ジーン・ウェブスター作/谷口
由美子訳

岩波書店 K933/WeJ/A

525 ベルおばさんが消えた朝(BFC)
ルース・ホワイト作/光野多惠
子訳

徳間書店 K933/WhR/B
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526 パパは専業主夫(子どもの文学. 青い海シリーズ:4)
キルステン・ボイエ作/遠山明
子訳/平野恵理子絵

童話館出版 K943/BoK/P

527 どろぼうの神さま
コルネーリア・フンケ著/細井
直子訳

WAVE出版 K943/FuC/D

528 王への手紙 上(岩波少年文庫:574)
トンケ・ドラフト作/西村由美
訳

岩波書店 K949.3/DrT/O-1

529 王への手紙 下(岩波少年文庫:574)
トンケ・ドラフト作/西村由美
訳

岩波書店 K949.3/DrT/O-2

530 すてねこタイガーと家出犬スポット(文研じゅべにーる)
リブ・フローデ作/木村由利子
訳/かみやしん絵

文研出版 K949.6/FrL/S

531 ムーミン谷の彗星 新装版(講談社青い鳥文庫:21-10)
トーベ・ヤンソン作・絵 : 下
村隆一訳

講談社 K949.8/JaT/M-1

532 できる社員は「やり過ごす」(日経ビジネス人文庫:135) 高橋伸夫著 日本経済新聞社 NBB/た3/1

533 Murder on the Orient Express(Penguin readers:level 4)
Agatha Christie/retold by
Fiona Beddall

Pearson Education 多読/英語

534 The mirror crack'd from side to side(Penguin readers:level 4)
Agatha Christie/retold by
Anne Collins

Pearson Education 多読/英語

535 A murder is announced(Penguin readers:level 5)
Agatha Christie/retold by
Anne Collins

Pearson Education 多読/英語

536 The Pain and The Great One : pbk(A Richard Jackson book)
Judy Blume/illustrations by
Debbie Ridpath Ohi

Atheneum Books for
Young Readers

多読/英語

537 The one in the middle is the green kangaroo : pbk(A Richard Jackson book)
Judy Blume/illustrations by
Debbie Ridpath Ohi

Atheneum Books for
Young Readers

多読/英語

538 Freckle juice : pbk(A Richard Jackson book)
Judy Blume/illustrations by
Debbie Ridpath Ohi

Atheneum Books for
Young Readers

多読/英語
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