
2017年2月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 知の仕事術(インターナショナル新書:001) 池澤夏樹著
集英社インターナショナ
ル/集英社 (発売)

002.7/IkN

2 サテライト講義「21講」 : いま、学問がおもしろい 熊本学園大学経済学部編 ミネルヴァ書房 002/KuG

3 知のスクランブル : 文理的思考の挑戦(ちくま新書:1239) 日本大学文理学部編 筑摩書房 002/NiD

4 コンピュータが小説を書く日 : AI作家に「賞」は取れるか 佐藤理史著 日本経済新聞出版社 007.13/SaS

5 アルファ碁はなぜ人間に勝てたのか(ベスト新書:530) 斉藤康己著 ベストセラーズ 007.13/SaY

6 学生のための情報リテラシー : Office 2016/Windows 10版 若山芳三郎著 東京電機大学出版局 007.6/WaY

7 仕事にスグ役立つ関数ワザ! : Excel2016/2013/2010/2007対応 土岐順子著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

007.63/Exc/T

8 最速で最高に魅せるPowerPointプロフェッショナルテクニック 望月正吾著 技術評論社 007.63/PoP/M

9 ゼロからわかるWindows10(三才ムック:vol.924) 三才ブックス 007.634/Win/S

10 これからはじめるIllustrator & Photoshopの本 CC2015対応版(デザインの学校) 黒野明子著 技術評論社 007.642/Ill/K

11 これからはじめるIllustratorの本 : CC2017対応版(デザインの学校)
ロクナナワークショップ
著

技術評論社 007.642/Ill/R

12 Illustratorしっかり入門 : 知識ゼロからきちんと学べる!(Design & IDEA) 高野雅弘著 SBクリエイティブ 007.642/Ill/T

13 今すぐ使えるかんたんPhotoshop Elements 15(Imasugu Tsukaeru Kantan Series) 技術評論社編集部著 技術評論社 007.642/Pho/G

14 できるPhotoshop Elements 15
樋口泰行, できるシリー
ズ編集部著

インプレス 007.642/Pho/H

15 世界一わかりやすいPhotoshopプロ技デザインの参考書 ピクセルハウス著 技術評論社 007.642/Pho/P

16
Photoshop+Illustratorパターン・背景デザインの「速攻」制作レッスン : 使いこなすための技を着
実に学ぶ

下田和政著
エムディエヌコーポレー
ション

007.642/Pho/S

17 考える情報学2.0 : アクティブ・ラーニングのための事例集 改訂 中西裕編著 樹村房 007/NaY

18 先生が本 (おはなし) なんだね : 語りの入門と実践 伊藤明美著 小沢昔ばなし研究所 015.8/ItA

19 《読みきかせ》ボランティア入門 波木井やよい編 国土社 019.2/HaY

20 その本、読みたい! : 読みきかせプラスぷちブックトーク 低学年 村上淳子編著 国土社 019.2/MuJ/1
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21 その本、読みたい! : 読みきかせプラスぷちブックトーク 高学年 村上淳子編著 国土社 019.2/MuJ/2

22 親子でとりくむ読書感想文 : だれでも書ける楽しく書ける 村上淳子著 国土社 019.25/MuJ

23 今日から使える読み聞かせテクニック : CD付き 景山聖子著
ヤマハミュージックメ
ディア

019.5/KaS

24 ママの心に寄りそう絵本たち 磯崎園子著 自由国民社 019.53/IsS

25 マンガでわかるビブリオバトルに挑戦! : 学校・図書館で成功させる活用実践ガイド
谷口忠大マンガ原案・監
修/沢音千尋マンガ/粕谷

さ・え・ら書房 019.9/TaT

26 著作権法入門 2016-2017
文化庁文化部著作権課内
著作権法令研究会編著

著作権情報センター
021.2/Bun/'16-
'17

27 著作権法 第2版 茶園成樹編 有斐閣 021.2/ChS

28 ライブイベント・ビジネスの著作権 改訂版(エンタテインメントと著作権 : 初歩から実践まで:1)
福井健策編/福井健策,
二関辰郎著

著作権情報センター 021.2/FuK/1

29 映画・ゲームビジネスの著作権 第2版(エンタテインメントと著作権 : 初歩から実践まで:2)
内藤篤, 升本喜郎著/福
井健策編

著作権情報センター 021.2/FuK/2

30 音楽ビジネスの著作権 第2版(エンタテインメントと著作権 : 初歩から実践まで:3)
前田哲男, 谷口元著/福
井健策編

著作権情報センター 021.2/FuK/3

31 コピペと捏造 : どこまで許されるのか表現世界の多様性を探る 時実象一著 樹村房 021.5/ToS

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

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

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

35 東京のちいさな美術館・博物館・文学館 増山かおり著 エクスナレッジ 069.0213/MaK

36 博物館資料取扱いガイドブック : 文化財、美術品等梱包・輸送の手引き 改訂版 日本博物館協会編集 ぎょうせい 069.4/NiH

37 新聞大学 外山滋比古著 扶桑社 070.4/ToS

38 新聞力 : できる人はこう読んでいる(ちくまプリマー新書:263) 斎藤孝著 筑摩書房 070/SaT

39 上眇抄/古今和歌集古注(冷泉家時雨亭叢書:第98巻[1]) 冷泉家時雨亭文庫編
朝日新聞社/朝日新聞出
版 (発売)

081.7/2/98-1

40 古今和歌集古注(冷泉家時雨亭叢書:第98巻[2]) 冷泉家時雨亭文庫編
朝日新聞社/朝日新聞出
版 (発売)

081.7/2/98-2
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41 北一輝 : 国家と進化(講談社学術文庫:[2399]. 再発見日本の哲学) 嘉戸一将 [著] 講談社 081/2/2399

42 革命論集(講談社学術文庫:[2407])
アントニオ・グラムシ
[著]/上村忠男編訳

講談社 081/2/2407

43 中国侠客列伝(講談社学術文庫:[2413]) 井波律子 [著] 講談社 081/2/2413

44 ソビエト連邦史 : 1917-1991(講談社学術文庫:[2415]) 下斗米伸夫 [著] 講談社 081/2/2415

45 時間の非実在性(講談社学術文庫:[2418])
ジョン・エリス・マクタ
ガート [著]/永井均訳・

講談社 081/2/2418

46 シルバー・デモクラシー : 戦後世代の覚悟と責任(岩波新書:新赤版 1610) 寺島実郎著 岩波書店 081/6-4/1610

47 キャスターという仕事(岩波新書:新赤版 1636) 国谷裕子著 岩波書店 081/6-4/1636

48 ロシア革命 : 破局の8か月(岩波新書:新赤版 1637) 池田嘉郎著 岩波書店 081/6-4/1637

49 独占禁止法 : 国際標準の競争法へ 新版(岩波新書:新赤版 1638) 村上政博著 岩波書店 081/6-4/1638

50 共生保障 : 「支え合い」の戦略(岩波新書:新赤版 1639) 宮本太郎著 岩波書店 081/6-4/1639

51 対話する社会へ(岩波新書:新赤版 1640) 暉峻淑子著 岩波書店 081/6-4/1640

52 文庫解説ワンダーランド(岩波新書:新赤版 1641) 斎藤美奈子著 岩波書店 081/6-4/1641

53 落語と歩く(岩波新書:新赤版1642) 田中敦著 岩波書店 081/6-4/1642

54 文明は「見えない世界」がつくる(岩波新書:新赤版1643) 松井孝典著 岩波書店 081/6-4/1643

55 ルポトランプ王国 : もう一つのアメリカを行く(岩波新書:新赤版1644) 金成隆一著 岩波書店 081/6-4/1644

56 有限性の後で : 偶然性の必然性についての試論
カンタン・メイヤスー著
/千葉雅也, 大橋完太郎,

人文書院 111.8/MeQ

57 こころはどう捉えられてきたか : 江戸思想史散策(平凡社新書:807) 田尻祐一郎著 平凡社 121.5/TaY

58 GHQが恐れた崎門学 : 明治維新を導いた國體思想とは何か 坪内隆彦著 展転社 121.54/TsT

59 『孝経』を素読する : 読本『仮名孝経』 伊與田覺著 致知出版社 123.7/IyS

60 「孝」の研究 : 孝経注釈と孝行譚との分析 佐野大介著 研文出版 123.7/SaD
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61 老荘思想がよくわかる本(新人物文庫) 金谷治著 新人物往来社 124.2/KaO

62 タオは笑っている : 愉快な公案集 改訂版
R.M.スマリヤン著/桜内
篤子訳

工作舎 124.2/SmR

63 老荘思想の心理学(新潮新書:509) 叢小榕編著 新潮社 124.2/SoS

64 老子と上天 : 神観念のダイナミズム 浅野裕一著 ぷねうま舎 124.22/AsY

65 知っていると役立つ「東洋思想」の授業 : 孔子、老子、韓非子から孫子、尉繚子まで 熊谷充晃著 日本実業出版社 124/KuM

66 カント哲学の奇妙な歪み : 『純粋理性批判』を読む(岩波現代全書:098) 冨田恭彦 岩波書店 134.2/ToY

67 マズローが伝えたかったこと : 自己実現していく人たち 林紀光著
センゲージラーニング/
金子書房 (発売)

140.1/MaA/H

68 マズロー心理学入門 : 人間性心理学の源流を求めて 中野明著 アルテ/星雲社 (発売) 140.1/MaA/N

69 はじめての死生心理学 : 現代社会において, 死とともに生きる 川島大輔, 近藤恵編 新曜社 140.4/KaD

70 Rによる心理データ解析
山田剛史, 村井潤一郎,
杉澤武俊著

ナカニシヤ出版 140.7/RNi

71 心理学でチルアウト : 心理学の論文の読み方 篠田潤子著 オデッセー出版 140.7/ShJ

72 出口汪の「最強!」の論理的に考える技術 出口汪著 水王舎 141.5/DeH

73 よくわかる認知発達とその支援 第2版(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 子安増生編 ミネルヴァ書房 141.51/KoM

74 行動の基礎 : 豊かな人間理解のために 改訂版 小野浩一著 培風館 141.7/OnK

75 パーソナリティ心理学 : 自己の探究と人間性の理解(心理学の世界:基礎編:9) 杉山憲司, 松田英子共著 培風館 141.93/SuK

76 10年後、君に仕事はあるのか? : 未来を生きるための「雇われる力」 藤原和博著 ダイヤモンド社 159.7/FuK

77 科学者と中国古典名言集
藤嶋昭, 守屋洋著/田中
光常写真

朝日学生新聞社 159.8/KaC

78 神のかたち図鑑 : カラー版
松村一男, 平藤喜久子編
著

白水社 164/MaK

79 赤壁と碧城 : 唐宋の文人と道教 砂山稔著 汲古書院 166.2/SuM

80 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2017-1]
edited by Marc
Gaborieau ... [et al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'17-1
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81 イスラムと音楽 : イスラムは音楽を忌避しているのか 新井裕子著 スタイルノート 167.2/ArH

82 神々が見える神社100選 芸術新潮編集部編 新潮社 175.9/Shi

83 祭祀研究と日本文化 祭祀史料研究会編 塙書房 176/SaS

84 日本高僧傳要文抄外四部 オンデマンド版(大日本佛教全書:第101巻) 仏書刊行会編纂 大法輪閣 180.8/BuK/D-101

85 本朝高僧伝 オンデマンド版 第1(大日本佛教全書:第102-103巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-102

86 本朝高僧伝 オンデマンド版 第2(大日本佛教全書:第102-103巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-103

87 続日本高僧伝/東国高僧伝 オンデマンド版(大日本佛教全書:第104巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-104

88 真言付法伝外七部 オンデマンド版(大日本佛教全書:第106巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-106

89 延宝伝灯録 オンデマンド版 第1(大日本佛教全書:第108-109巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-108

90 延宝伝灯録 オンデマンド版 第2(大日本佛教全書:第108-109巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-109

91 日域洞上諸祖伝外三部 オンデマンド版(大日本佛教全書:第110巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-110

92 伝記叢書 オンデマンド版(大日本佛教全書:第111巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-111

93 聖徳太子伝叢書 オンデマンド版(大日本佛教全書:第112巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-112

94 遊方伝叢書 オンデマンド版 第1(大日本佛教全書:第113-116巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-113

95 遊方伝叢書 オンデマンド版 第2(大日本佛教全書:第113-116巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-114

96 遊方伝叢書 オンデマンド版 第3(大日本佛教全書:第113-116巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-115

97 遊方伝叢書 オンデマンド版 第4(大日本佛教全書:第113-116巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-116

98 寺誌叢書 オンデマンド版 第4(大日本佛教全書:第117-120巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-120

99 東大寺叢書 オンデマンド版 第1(大日本佛教全書:第121-122巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-121

100 東大寺叢書 オンデマンド版 第2(大日本佛教全書:第121-122巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-122
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101 華頂要略門主伝 オンデマンド版 第1(大日本佛教全書:第128-130巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-128

102 華頂要略門主伝 オンデマンド版 第2(大日本佛教全書:第128-130巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-129

103 華頂要略門主伝 オンデマンド版 第3(大日本佛教全書:第128-130巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-130

104 大谷本願寺通紀外三部 オンデマンド版(大日本佛教全書:第132巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-132

105 蔭涼軒日録 オンデマンド版 第1(大日本佛教全書:第133-137巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-133

106 蔭涼軒日録 オンデマンド版 第2(大日本佛教全書:第133-137巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-134

107 蔭涼軒日録 オンデマンド版 第3(大日本佛教全書:第133-137巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-135

108 蔭涼軒日録 オンデマンド版 第4(大日本佛教全書:第133-137巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-136

109 蔭涼軒日録 オンデマンド版 第5(大日本佛教全書:第133-137巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-137

110 本光国師日記 オンデマンド版 第3(大日本佛教全書:第138-142巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-140

111 本光国師日記 オンデマンド版 第4(大日本佛教全書:第138-142巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-141

112 本光国師日記 オンデマンド版 第5(大日本佛教全書:第138-142巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-142

113 翰林五鳳集 オンデマンド版 第1(大日本佛教全書:第144-145巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-144

114 翰林五鳳集 オンデマンド版 第2(大日本佛教全書:第144-145巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-145

115 翰林五鳳集 : 第3/山林風月集 オンデマンド版(大日本佛教全書:第146巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-146

116 撰集抄/発心集/宝物集 オンデマンド版(大日本佛教全書:第147巻) 仏書刊行会編纂 大法輪閣 180.8/BuK/D-147

117 私聚百因縁集/三國傳記 オンデマンド版(大日本佛教全書:第148巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-148

118 寂照堂谷響集/空華談叢 オンデマンド版(大日本佛教全書:第149巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-149

119 塵添壒嚢鈔 オンデマンド版(大日本佛教全書:第150巻) 仏書刊行会編纂 大法輪閣 180.8/BuK/D-150

120 文句略大綱私見聞/天台名匠口決抄 オンデマンド版(大日本佛教全書:第18巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-18
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121 法華三大部私記 オンデマンド版 第2(大日本佛教全書:第21-22巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-22

122 服具叢書 オンデマンド版 第1(大日本佛教全書:第73-74巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-73

123 唯識論同学鈔 オンデマンド版 第2(大日本佛教全書:第76-77巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-77

124 唯識論泉鈔 オンデマンド版 第1(大日本佛教全書:第78-79巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-78

125 唯識論泉鈔 オンデマンド版 第2(大日本佛教全書:第78-79巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-79

126 大乗法相研神章/法相小部集 オンデマンド版(大日本佛教全書:第80巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-80

127 法苑義鏡外二部 オンデマンド版(大日本佛教全書:第81巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-81

128 大乗法相宗名目 オンデマンド版(大日本佛教全書:第82巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-82

129 倶舎論明眼抄/倶舎論明思抄第一 オンデマンド版(大日本佛教全書:第86巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-86

130 倶舎論法義 オンデマンド版 第2(大日本佛教全書:第90-91巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-91

131 起信論本疏聴集記 オンデマンド版 第1(大日本佛教全書:第92巻) [順高撰] 大法輪閣 180.8/BuK/D-92

132 起信論本疏聴集記/起信論別記聴集記 オンデマンド版(大日本佛教全書:第93巻) [順高撰] 大法輪閣 180.8/BuK/D-93

133 起信論義記教理抄/起信決疑鈔 オンデマンド版(大日本佛教全書:第94巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-94

134 大覚禅師語録并拾遺外五部 オンデマンド版(大日本佛教全書:第95巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-95

135 念大休禅師語録外二部 オンデマンド版(大日本佛教全書:第96巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-96

136 宗論叢書 オンデマンド版 第1(大日本佛教全書:第97-98巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-97

137 宗論叢書 オンデマンド版 第2(大日本佛教全書:第97-98巻) 大法輪閣 180.8/BuK/D-98

138 教養としての仏教入門 : 身近な17キーワードから学ぶ(幻冬舎新書:429) 中村圭志著 幻冬舎 180/NaK

139 戦後歴史学と日本仏教 オリオン・クラウタウ編 法藏館 182.1/KlO

140 般若心経註釈集成 インド・チベット編 渡辺章悟, 高橋尚夫編 起心書房 183.2/HaS/W-1
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書名 著者名 出版者 請求記号

141 そうか!なるほど!!キリスト教 荒瀬牧彦, 松本敏之監修 日本キリスト教団出版局 190/ArM

142 聖書入門(講談社選書メチエ:639)
フィリップ・セリエ著/
支倉崇晴, 支倉寿子訳

講談社 193/SeP

143 わかる・身につく歴史学の学び方(シリーズ大学生の学びをつくる)
大学の歴史教育を考える
会編

大月書店 201/DaR

144 教養としての「世界史」の読み方 本村凌二著
PHPエディターズ・グ
ループ/PHP研究所 (発

204/MoR

145 古墳時代を考える(森浩一著作集:第1巻)
森浩一著/森浩一著作集
編集委員会編

新泉社 210.025/MoK/1

146 和泉黄金塚古墳と銅鏡(森浩一著作集:第2巻)
森浩一著/森浩一著作集
編集委員会編

新泉社 210.025/MoK/2

147 渡来文化と生産(森浩一著作集:第3巻)
森浩一著/森浩一著作集
編集委員会編

新泉社 210.025/MoK/3

148 倭人伝と考古学(森浩一著作集:第4巻)
森浩一著/森浩一著作集
編集委員会編

新泉社 210.025/MoK/4

149 天皇陵への疑惑(森浩一著作集:第5巻)
森浩一著/森浩一著作集
編集委員会編

新泉社 210.025/MoK/5

150 新國史大年表 第1巻 日置英剛編 国書刊行会 210.032/HiE/1

151 新國史大年表 第10巻 日置英剛編 国書刊行会 210.032/HiE/10

152 新國史大年表 第2巻 日置英剛編 国書刊行会 210.032/HiE/2

153 新國史大年表 第3巻 日置英剛編 国書刊行会 210.032/HiE/3

154 新國史大年表 第4巻 日置英剛編 国書刊行会 210.032/HiE/4

155 新國史大年表 第5巻-I 日置英剛編 国書刊行会 210.032/HiE/5-1

156 新國史大年表 第5巻-II 日置英剛編 国書刊行会 210.032/HiE/5-2

157 新國史大年表 第6巻 日置英剛編 国書刊行会 210.032/HiE/6

158 新國史大年表 第7巻 日置英剛編 国書刊行会 210.032/HiE/7

159 新國史大年表 第8巻 日置英剛編 国書刊行会 210.032/HiE/8

160 新國史大年表 第9巻 日置英剛編 国書刊行会 210.032/HiE/9
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161 物語がつくった驕れる平家 : 貴族日記にみる平家の実像(日記で読む日本史:12) 曽我良成著 臨川書店 210.12/NiY/12

162 紫式部日記を読み解く : 源氏物語の作者が見た宮廷社会(日記で読む日本史:6) 池田節子著 臨川書店 210.12/NiY/6

163 一衣帯水 : 日中間の人物交流と異文化間コミュニケーション 玄号 張麟声, 大形徹編 日中言語文化出版社 210.1822/IcT/玄

164 歴史(日中文化交流史叢書:1) 大庭脩, 王暁秋編 大修館書店 210.1822/NiB/1

165 人物(日中文化交流史叢書:10) 中西進, 王勇編 大修館書店 210.1822/NiB/10

166 法律制度(日中文化交流史叢書:2) 池田温, 劉俊文編 大修館書店 210.1822/NiB/2

167 思想(日中文化交流史叢書:3) 源了圓, 厳紹璗編 大修館書店 210.1822/NiB/3

168 宗教(日中文化交流史叢書:4) 源了圓, 楊曾文編 大修館書店 210.1822/NiB/4

169 民俗(日中文化交流史叢書:5) 宮田登, 馬興国編 大修館書店 210.1822/NiB/5

170 文学(日中文化交流史叢書:6) 中西進, 厳紹璗編 大修館書店 210.1822/NiB/6

171 芸術(日中文化交流史叢書:7) 上原昭一, 王勇編 大修館書店 210.1822/NiB/7

172 科学技術(日中文化交流史叢書:8) 吉田忠, 李廷挙編 大修館書店 210.1822/NiB/8

173 典籍(日中文化交流史叢書:9) 大庭脩, 王勇編 大修館書店 210.1822/NiB/9

174 前方後円墳の出現と日本国家の起源(発見・検証日本の古代:3)
古代史シンポジウム「発
見・検証日本の古代」編

角川文化振興財団
/KADOKAWA (発売)

210.3/HaK/3

175 天皇の音楽史 : 古代・中世の帝王学(歴史文化ライブラリー:442) 豊永聡美著 吉川弘文館 210.3/ToS

176 横穴式石室と古墳時代社会 : 遺構分析の方法と実践 太田宏明著 雄山閣 210.32/OtH

177 平安時代大全 山中裕著 KKロングセラーズ 210.36/YaY

178 三代の蔵人頭(現代語訳小右記:1)
[藤原実資著]/倉本一宏
編

吉川弘文館 210.37/FuS/G-1

179 道長政権の成立(現代語訳小右記:2)
[藤原実資著]/倉本一宏
編

吉川弘文館 210.37/FuS/G-2

180 長徳の変(現代語訳小右記:3)
[藤原実資著]/倉本一宏
編

吉川弘文館 210.37/FuS/G-3
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181 中世の古文書入門 : 読めなくても大丈夫! 小島道裕著 河出書房新社 210.4/KoM

182 元寇と南北朝の動乱(日本中世の歴史:4) 小林一岳著 吉川弘文館 210.42/KoK

183 室町の平和(日本中世の歴史:5) 山田邦明著 吉川弘文館 210.46/YaK

184 天下人の時代(日本近世の歴史:1) 藤井讓治著 吉川弘文館 210.48/FuJ

185 天下統一から鎖国へ(日本中世の歴史:7) 堀新著 吉川弘文館 210.48/HoS

186 江戸のなかの日本、日本のなかの江戸 : 価値観・アイデンティティ・平等の視点から
ピーター・ノスコ,
ジェームス・E.ケテ

柏書房 210.5/EdN

187 将軍権力の確立(日本近世の歴史:2) 杣田善雄著 吉川弘文館 210.52/SoY

188 田沼時代(日本近世の歴史:4) 藤田覚著 吉川弘文館 210.55/FuS

189 開国前夜の世界(日本近世の歴史:5) 横山伊徳著 吉川弘文館 210.58/YoY

190 幕末外交儀礼の研究 : 欧米外交官たちの将軍拝謁 佐野真由子著 思文閣出版 210.59/SaM

191 戦争とファシズムの時代へ(日本近代の歴史:5) 河島真著 吉川弘文館 210.6/NiK/5

192 明治維新(日本近世の歴史:6) 青山忠正著 吉川弘文館 210.61/AoT

193 報道写真が伝えた100年 : 定点観測者としての通信社
新聞通信調査会, 共同通
信社編集

新聞通信調査会 210.69/ShT

194 東京裁判開廷七〇年(年報・日本現代史:第21号(2016))
赤澤史朗 [ほか] 編集委
員

現代史料出版/東出版
(発売)

210.7/ToS

195 松本清張と私(昭和史:上) 渡部昇一著 ビジネス社 210.7/WaS/1

196 松本清張と暗黒史観(昭和史:下) 渡部昇一著 ビジネス社 210.7/WaS/2

197 満州集団自決 新海均著 河出書房新社 210.75/ShH

198 古地図で見る京都 : 『延喜式』から近代地図まで 金田章裕著 平凡社 216.2/KiA

199 京都の坂 : 洛中と洛外の「境界」をめぐる 中西宏次著 明石書店 216.2/NaH

200 なにわの事もゆめの又ゆめ : 大坂城・豊臣秀吉・大坂の陣・真田幸村 北川央著 関西大学出版部 216.3/KiH
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201 大坂城と大坂の陣 : その史実・伝承 北川央著 新風書房 216.3/KiH

202 沖縄! : ウチナンチューはいつから日本人になったのか 林順治著 彩流社 219.9/HaJ

203 それからの琉球王国 : 日本の戦国・織豊期と琉球中世後期 上(シリーズ沖縄史を読み解く:5) 来間泰男著 日本経済評論社 219.9/KuY/5-1

204 それからの琉球王国 : 日本の戦国・織豊期と琉球中世後期 下(シリーズ沖縄史を読み解く:5) 来間泰男著 日本経済評論社 219.9/KuY/5-2

205 東亞時論 [復刻版] 第1巻
高木宏治編集/加藤祐三
解題

ゆまに書房 222.005/ToD/1

206 東亞時論 [復刻版] 第2巻
高木宏治編集/加藤祐三
解題

ゆまに書房 222.005/ToD/2

207 東亞時論 [復刻版] 第3巻
高木宏治編集/加藤祐三
解題

ゆまに書房 222.005/ToD/3

208 竹簡学入門 : 楚簡冊を中心として
陳偉著/草野友子, 曹方
向訳

東方書店 222.03/ChI

209 中国出土文献の世界 : 新発見と学術の歴史 朱淵清著/高木智見訳 創文社 222.03/ShE

210 戦時上海グレーゾーン : 溶融する「抵抗」と「協力」(アジア遊学:205) 堀井弘一郎, 木田隆文編 勉誠出版 222.21/HoK

211 ドイツの歴史を知るための50章(エリア・スタディーズ:151. ヒストリー) 森井裕一編著 明石書店 234/MoY

212 スペインの歴史を知るための50章(エリア・スタディーズ:153. ヒストリー) 立石博高, 内村俊太編著 明石書店 236/TaH

213 実験国家アメリカの履歴書 : 社会・文化・歴史にみる統合と多元化の軌跡 第2版 鈴木透著 慶應義塾大学出版会 253/SuT

214 殿様の通信簿(新潮文庫:8538, い-94-1) 磯田道史著 新潮社 281.04/IsM

215 大神氏の研究(日本古代氏族研究叢書:4) 鈴木正信著 雄山閣 288.3/Omi/S

216 蘇我氏の研究(日本古代氏族研究叢書:5) 平林章仁著 雄山閣 288.3/Sog/H

217 ワニ氏の研究(日本古代氏族研究叢書:3) 加藤謙吉著 雄山閣 288.3/Wan/K

218 日本人なら知っておきたい天皇家の謎(中経の文庫:[C41れ]) 『歴史読本』編集部編 KADOKAWA 288.4/Kad

219 天皇陛下「生前退位」への想い 保阪正康著 毎日新聞出版 288.41/TeH/H

220 日本人が知らない「天皇と生前退位」 八柏龍紀著 双葉社 288.41/YaT
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221 智仁親王実録(四親王家実録:20. 桂宮実録:第1巻)
吉岡眞之, 藤井讓治, 岩
壁義光監修

ゆまに書房 288.44/KaN/K-1

222
智忠親王実録・穏仁親王実録・長仁親王実録・尚仁親王実録・作宮実録(四親王家実録:21. 桂宮実録:
第2巻)

吉岡眞之, 藤井讓治, 岩
壁義光監修

ゆまに書房 288.44/KaN/K-2

223 文仁親王実録(四親王家実録:22. 桂宮実録:第3巻)
吉岡眞之, 藤井讓治, 岩
壁義光監修

ゆまに書房 288.44/KaN/K-3

224 赤松良子 : 志は高く(人間の記録:140) 赤松良子著 日本図書センター 289.1/AkR/A

225 井伊直虎(いまこそ知りたい) 井伊家の歴史研究会著 水王舎 289.1/IiR

226 大谷吉継(シリーズ・実像に迫る:002) 外岡慎一郎著 戎光祥出版 289.1/OtY2/T

227 真田信繁(シリーズ・実像に迫る:001) 黒田基樹著 戎光祥出版 289.1/SaY/K

228 真田信繁の書状を読む(星海社新書:95) 丸島和洋著 星海社/講談社 (発売) 289.1/SaY/M

229 ネブカドネザル2世 : バビロンの再建者(世界史リブレット人:3) 山田重郎著 山川出版社 289.2/Neb/Y

230 介入のとき : コフィ・アナン回顧録 上
コフィ・アナン, ネイ
ダー・ムザヴィザドゥ

岩波書店 289.3/AnK/A-1

231 介入のとき : コフィ・アナン回顧録 下
コフィ・アナン, ネイ
ダー・ムザヴィザドゥ

岩波書店 289.3/AnK/A-2

232 ロレンスがいたアラビア 上
スコット・アンダーソン
著/山村宜子訳

白水社 289.3/LaT/A-1

233 図説日本の都市問題 藤塚吉浩, 高柳長直編 古今書院 291.0173/FuY

234 地図に秘められた「京都」歴史の謎(じっぴコンパクト文庫:も1-1) 森谷尅久監修 実業之日本社 291.62/MoK

235 地図に秘められた「大阪」歴史の謎(じっぴコンパクト文庫:[た1-2]) 実業之日本社 291.63/TaA

236 全国地名駅名よみかた辞典 : 最新市町村合併完全対応版
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)

291/NiA

237 にっぽん虫の眼紀行 : 中国人青年が見た「日本の心」(文春文庫:[ま-16-1]) 毛丹青著 文芸春秋 302.1/MoT

238 アメリカ先住民を知るための62章(エリア・スタディーズ:149) 阿部珠理編著 明石書店 302.53/AbJ

239 人類は絶滅を逃れられるのか : 知の最前線が解き明かす「明日の世界」
スティーブン・ピンカー
[ほか] 著/藤原朝子訳

ダイヤモンド社 304/JiZ

240 反・民主主義論(新潮新書:687) 佐伯啓思著 新潮社 309.1/SaK
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241 ザ・議論! : 「リベラルvs保守」究極対決
井上達夫, 小林よしのり
著

毎日新聞出版 311.04/InT

242 東アジアの王権と思想 増補新装版 渡辺浩著 東京大学出版会 311.22/WaH

243 韓国政治思想史
朴忠錫著/井上厚史, 石
田徹訳

法政大学出版局 311.221/PaC

244 ポピュリズム化する世界 国末憲人著 プレジデント社 311.7/KuN

245 熟議が壊れるとき : 民主政と憲法解釈の統治理論
キャス・サンスティーン
著/那須耕介編・監訳

勁草書房 311.7/SuC

246 政治の理論 : リベラルな共和主義のために(中公叢書) 稲葉振一郎 中央公論新社 311/InS

247 挑戦 : 小池百合子伝 大下英治著 河出書房新社 312.1/KoY/O

248 民主を進める中国 房寧著/岡本恵子訳 科学出版社東京 312.22/BoN

249 習近平はいったい何を考えているのか : 新・中国の大問題(PHP新書:1066) 丹羽宇一郎著 PHP研究所 312.22/ShK/N

250 「アウンサンスーチー政権」のミャンマー : 民主化の行方と新たな発展モデル
永井浩, 田辺寿夫, 根本
敬編著

明石書店 312.238/AuS/A

251 プーチンの国家戦略 : 岐路に立つ「強国」ロシア 小泉悠著 東京堂出版 312.38/PuV/K

252 プーチン : 内政的考察 木村汎著 藤原書店 312.38/PuV/K

253 ヒラリーを逮捕、投獄せよ : Lock Her Up! 副島隆彦著 光文社 312.53/ClH/S

254 トランプ革命で復活するアメリカ : 日本はどう対応すべきか 藤井厳喜著 勉誠出版 312.53/FuG

255 熱狂の王ドナルド・トランプ
マイケル・ダントニオ著
/高取芳彦, 吉川南訳

クロスメディア・パブ
リッシング/インプレス

312.53/TrD/D

256 トランプ後の世界 : 木村太郎が予言する5つの未来 木村太郎著 ゴマブックス 312.53/TrD/K

257 富国と強兵 : 地政経済学序説 中野剛志著 東洋経済新報社 312.9/NaT

258 21世紀のイスラム過激派 : アルカイダからイスラム国まで
ジェイソン・バーク著/
木村一浩訳

白水社 316.4/BuJ

259 The history of terrorism : from antiquity to ISIS : pbk
edited by Gérard
Chaliand, Arnaud Blin

University of
California Press

316.4/ChG

260 イスラーム国の黒旗のもとに : 新たなるジハード主義の展開と深層
サーミー・ムバイヤド著
/高尾賢一郎, 福永浩一

青土社 316.4/MoS
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261 番号法の逐条解説 第2版 宇賀克也著 有斐閣 317.6/UgK

262 自治体職員のための文書起案ハンドブック 増補改訂版 澤俊晴著 第一法規 318.5/SaT

263 新規就農・就林への道 : 担い手が育つノウハウと支援(シリーズ田園回帰:6) 「季刊地域」編集部編 農山漁村文化協会 318.6/ShD/6

264 脱・限界集落はスイスに学べ : 住民生活を支えるインフラと自治 川村匡由著 農山漁村文化協会 318.9345/KaM

265 地方自治講義(ちくま新書:1238) 今井照著 筑摩書房 318/ImA

266 日本の戦略外交(ちくま新書:1236) 鈴木美勝著 筑摩書房 319.1/SuY

267 暗闘 山口敬之著 幻冬舎 319.1/YaN

268 証言北方領土交渉 本田良一著 中央公論新社 319.1038/HoR

269 北方領土の基礎知識 石郷岡建, 黒岩幸子著
東洋書店新社/垣内出版
(発売)

319.1038/IsK

270 北方領土の謎 名越健郎著 海竜社 319.1038/NaK

271 対ソ国交回復交渉の軌跡 : 戦後日本の政治風土 佐瀬昌盛著 南窓社 319.1038/SaM

272 ロシアと日本 : 自己意識の歴史を比較する 東郷和彦, A.N.パノフ編 東京大学出版会 319.1038/ToK

273 トランプVS習近平そして激変を勝ち抜く日本 富坂聰著 KADOKAWA 319.2/ToS

274 迷走するイギリス : EU離脱と欧州の危機 細谷雄一著 慶應義塾大学出版会 319.3303/HoY

275 トランプショックがせまる : 貿易戦争・核戦争の危機 日高義樹著 海竜社 319.53/HiY

276 爆誕!トランプ大統領で日本はこう変わる 毎日新聞外信部編著 毎日新聞出版 319.5301/TrD/M

277 国際関係と国際法 改訂版 澤喜司郎著 成山堂書店 319.8/SaK

278 高校生にも読んでほしい海の安全保障の授業 : 日本人が知らない南シナ海の大問題! 佐藤正久著 ワニブックス 319.8/SaM

279 よくわかる世界の紛争 : 最新版図説 2017 毎日新聞外信部編著 毎日新聞出版 319/MaS/'17

280 トランプ大統領とダークサイドの逆襲 : 宮家邦彦の国際深層リポート 宮家邦彦著
時事通信出版局/時事通
信社 (発売)

319/MiK
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281 判例六法 平成29年版 星野英一 [ほか] 編 有斐閣 320.91/Yuh/'17

282 伊藤真の法学入門 : 講義再現版 補訂版 伊藤真著 日本評論社 321/ItM

283 法学 第2版(Next教科書シリーズ) 高橋雅夫編 弘文堂 321/TaM

284 古文書に見る江戸犯罪考(祥伝社新書:484) 氏家幹人 [著] 祥伝社 322.15/UjM/2

285 国民の権利及び義務 1(有斐閣コンメンタール. 注釈日本国憲法:2)
長谷部恭男編/川岸令和
[ほか]著

有斐閣 323.14/HaY/2

286 憲法入門 6訂 樋口陽一著 勁草書房 323.14/HiY

287 基本的人権(基本憲法:1) 木下智史, 伊藤建著 日本評論社 323.14/KiS/1

288 テクストとしての判決 : 「近代」と「憲法」を読み解く
駒村圭吾編著/小粥太郎
[ほか] 著

有斐閣 323.14/KoK

289 判例で読む憲法 櫻井智章著 北樹出版 323.14/SaT

290 図解超早わかり国民投票法入門 南部義典著 シーアンドアール研究所 323.149/NaY

291 皇室法概論 : 皇室制度の法理と運用 復刻版 園部逸夫著 第一法規 323.15/SoI

292 行政法 第3版(Next教科書シリーズ) 池村正道編 弘文堂 323.9/IkM

293 債権 2(プロセス講義民法:4-5)
後藤巻則, 滝沢昌彦, 片
山直也編

信山社出版 324.4/Sai/2

294 民法の体系 : 市民法の基礎 第6版 松尾弘著 慶應義塾大学出版会 324/MaH

295 基礎から学ぶ会社法 : 80のステップで学ぶ会社のしくみ 河合正二著 晃洋書房 325.2/KaS

296 会社法入門 第2版(基礎コース. 法学:5) 田邊光政著
新世社/サイエンス社
(発売)

325.2/TaM

297 会社法 田中亘著 東京大学出版会 325.2/TaW

298 一歩前へ出る司法 : 泉徳治元最高裁判事に聞く
泉徳治著/渡辺康行, 山
元一, 新村とわ聞き手

日本評論社 327.124/IzT

299 国際法で読み解く世界史の真実(PHP新書:1071) 倉山満著 PHP研究所 329.02/KuM

300 EUとは何か : 国家ではない未来の形 第2版(現代選書:29) 中村民雄著 信山社 329.37/NaT
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301 経済学史(経済学教室:7) 川俣雅弘著 培風館 331.2/KaM

302 マクロ経済分析 : ケインズの経済学 佐々木浩二著 創成社 331.74/KeJ/S

303 サービス商品論 櫛田豊著 桜井書店 331.81/KuY

304 読むミクロ経済学 井上義朗著
新世社/サイエンス社
(発売)

331/InY

305 エレメンタル現代経済学 金子邦彦編著 晃洋書房 331/KaK

306 コンパクト経済学 : ミクロ・マクロの基本80 明石喜彬 [ほか] 著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング

331/KoK

307 18歳から考える経済と社会の見方 蔵研也著 春秋社 331/KuK

308 選択しないという選択 : ビッグデータで変わる「自由」のかたち
キャス・サンスティーン
著/伊達尚美訳

勁草書房 331/SuC

309 ヘリコプターマネー 井上智洋著 日本経済新聞出版社 332.107/InT

310 Q&A日本経済のニュースがわかる! 2017年版 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 332.107/NiK/'17

311 中国経済入門 : 高度成長の終焉と安定成長への途 第4版 南亮進, 牧野文夫編 日本評論社 332.22/MiR

312 故事成語で読み解く中国経済 李智雄著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

332.22/RiC

313 ヨーロッパ経済とユーロ 川野祐司著 文眞堂 332.3/KaY

314 娘と話す世界の貧困と格差ってなに? 勝俣誠著 現代企画室 333.6/KaM

315 貧困なき世界 : 途上国初の世銀チーフ・エコノミストの挑戦 ジャスティン・リン著 東洋経済新報社 333.8/LiJ

316 これが答えだ!少子化問題(ちくま新書:1235) 赤川学著 筑摩書房 334.31/AkM

317 経営の経済学 第3版 丸山雅祥著 有斐閣 335.1/MaM

318 カルロス・ゴーンの経営論 : グローバル・リーダーシップ講座
太田正孝, 池上重輔編著
/日産財団監修

日本経済新聞出版社 335.13/GhC/O

319 出光佐三 人を生かす言葉 : 眼前の批判に迷うな! : 海賊と呼ばれた男の至言(Eiwa mook) 英和出版社 335.13/IdS/E

320 イーロン・マスクの野望 : 未来を変える天才経営者 竹内一正著 朝日新聞出版 335.13/MuE/T
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321 史上最強のCEOイーロン・マスクの戦い(PHPビジネス新書:328) 竹内一正著 PHP研究所 335.13/MuE/T

322 イーロン・マスク : 破壊者か創造神か(朝日文庫:[た64-1]) 竹内一正著 朝日新聞出版 335.13/MuE/T

323
イーロン・マスク : ジョブズなき後の未来をつくる革新者 : 世界一クレイジーな革新的起業家の全
貌(洋泉社mook)

洋泉社 335.13/MuE/Y

324 日本の革新者たち : 100人の未来創造と地方創生への挑戦 齊藤義明著 ビー・エヌ・エヌ新社 335.13/SaY

325 不正リスク管理・有事対応 : 経営戦略に活かすリスクマネジメント 山口利昭著 有斐閣 335.15/YaT

326 日本のビジネスシステム : その原理と革新 加護野忠男, 山田幸三編 有斐閣 335.21/KaT

327 キラリと光る!とびっきりの元気企業たち(大阪の注目20社:第2弾) 米田真理子著 ダイヤモンド社 335.2163/KoM

328
商社マンの「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 335.4/AkK

329 実践ガバナンス経営 海永修司著 日本経済新聞出版社 335.4/KaS

330 総合商社の経営管理 : 合理化と労働問題 守屋貴司著 森山書店 335.4/MoT

331 コーポレートガバナンスの基本 : この1冊ですべてわかる 手塚貞治編著 日本実業出版社 335.4/TeS

332 成功する海外M&A新10の法則 : 事例で学ぶ意外な秘訣 中田順夫著
日経BPコンサルティング
/日経BPマーケティング

335.46/NaN

333 自分で企業をつくり、育てるための経営学入門 : 起業戦略を考える(新しい経営学:2)
斉藤毅憲編著 : 渡辺峻
編著

文真堂 335/SaT/2

334 サービス接遇検定2級準1級突破 山田敏世著 三修社 336.079//['14]

335 らくらく合格!サービス接遇検定2級+準1級集中レッスン&問題集 川村みどり著 ナツメ社 336.079//['16]

336 サービス接遇検定3・2級テキスト&問題集(サービス業教科書) 西村この実著 翔泳社 336.079//['16]

337
サービス接遇検定試験合格テキスト&問題集3級・2級・準1級 : これ1冊で合格のポイントがよく分か
る

坂尾眞理子著 誠文堂新光社 336.079//['16]

338
Excelで学ぶビジネスデータ分析の基礎 : ビジネス統計スペシャリスト・エクセル分析ベーシック対
応

玄場公規, 湊宣明, 豊田
裕貴著

オデッセイコミュニケー
ションズ

336.1/ExM

339 ビジネスリノベーションの教科書 : 最小のリスクで最大の効果を上げるヒケツ 西村佳隆著 自由国民社 336.1/NiY

340 ゼロからの経営戦略(シリーズ・ケースで読み解く経営学:1) 沼上幹著 ミネルヴァ書房 336.1/NuT
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341 小さな会社・お店の新・個人情報保護法とマイナンバーの実務 : Q&Aだからスラスラわかる 影島広泰著 日本経済新聞出版社 336.17/KaH

342
なぜ、あの会社は女性管理職が順調に増えているのか : 先進20社が実践する女性人材育成の戦略と施
策

麓幸子, 日経BPヒット総
合研究所編

日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

336.4/FuS

343 すぐに役立つ図解とQ&Aでわかるパート・契約社員・派遣社員の法律問題とトラブル解決法 小島彰監修 三修社 336.4/KoA

344 女性活躍最強の戦略(日経DUALの本) 小室淑恵著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

336.4/KoY

345 承認欲求 : 「認められたい」をどう活かすか? 太田肇著 東洋経済新報社 336.4/OtH

346 ダイバーシティ経営と人材活用 : 多様な働き方を支援する企業の取り組み 佐藤博樹, 武石恵美子編 東京大学出版会 336.4/SaH

347 介護離職から社員を守る : ワーク・ライフ・バランスの新課題 佐藤博樹, 矢島洋子著 労働調査会 336.4/SaH

348 輝く会社のための女性活躍推進ハンドブック 清水レナ [著]
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

336.4/ShR

349 ワーク・ライフ・バランスの経営学 : 社会化した自己実現人と社会化した人材マネジメント 渡辺峻著 中央経済社 336.4/WaT

350 新入社員基礎講座 : Freshman guide 2017 産業労働調査所編 経営書院 336.47/KeS/'17

351
仕事の礼儀45 : ビジネスマナーを間違いなく身につける本 : 研修会社のテキストが本になりました
(ベストセレクト)

NMR経営実務研究会編・
著

ベストブック 336.47/NMK

352 10倍成果が上がる!話し方の極意 : すぐ使える会話のテクニックが満載!(仕事の教科書mini:Vol.3) 仕事の教科書編集部編
学研パブリッシング/学
研マーケティング (発

336.49/GaP

353 超解仕事の基本とマナーで面白いほど評価が上がる本 井手奈津子著 あさ出版 336.49/IdN

354 図解ビジネスマナーの基本事典 : いまさら人に聞けない81の常識 池田書店編集部編 池田書店 336.49/IkS

355 やさしくわかる!マンガ女性のビジネスマナー 池田智子監修 西東社 336.49/IkT

356 社会人用語ハンドブック : できる大人が使っている 今井登茂子著 サンマーク出版 336.49/ImT

357 伝わる敬語の基本 : このフレーズが決め手!(超役立つ!社会人の常識手帳) 岩下宣子監修 ナツメ社 336.49/IwN

358 世界標準のビジネスマナー
ドロシア・ジョンソン,
リヴ・タイラー著/村山

東洋経済新報社 336.49/JoD

359 相手にNOといわせない「空気」のつくり方 神岡真司著 宝島社 336.49/KaS

360 知っておきたい!職場のルールと応対マナー : 200%好感度アップの実践マニュアル 改訂新版 長塚孝子著 近代セールス社 336.49/NaT
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361 入社1年目の国語力大全 : 「参考になりました」は上司に失礼! 日本エスプリ研究会著 宝島社 336.49/NiE

362 いちばん使える!ビジネスマナーの基本とコツ 西出ひろ子著 高橋書店 336.49/NiH

363 仕事で信頼される女性の美しいマナー&話し方(日経ホームマガジン:日経WOMAN別冊)
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

336.49/NiK

364 同僚・上司・取引先を味方につける!ビジネスマナー 尾形圭子著 宝島社 336.49/OgK

365 これだけ知っておけば大丈夫!「ビジネスマナー」のきほん TNB編集部編著 翔泳社 336.49/TNH

366 電話応対技能検定クイックマスター電話応対 : もしもし検定
吉川理恵子著/日本電信
電話ユーザ協会監修

日本経済新聞出版社 336.49/YoR

367 「秘書力」で人生を変える! 田巻華月著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング

336.5/TaK

368 入門考える技術・書く技術 : 日本人のロジカルシンキング実践法 スライド編 山崎康司著 ダイヤモンド社 336.5/YaK/N-2

369 うかる!秘書検定2級・3級テキスト&問題集 今村朋子著 日本経済新聞出版社 336.59//['13]

370 出る順問題集秘書検定2級に面白いほど受かる本 カラー改訂版 佐藤一明著 KADOKAWA 336.59//['15]

371 秘書検定2・3級最短合格テキスト&問題集 : 現役審査員による集中レッスン 高畠真由美著 ナツメ社 336.59//['16]

372 7日で合格!秘書検定2級・3級テキスト&〈一問一答〉問題集 横山都著 高橋書店 336.59//['16]

373 出る順問題集秘書検定3級に面白いほど受かる本 カラー改訂版 佐藤一明著 KADOKAWA 336.59//['16]

374 クラウドファンディングで夢をかなえる本 板越ジョージ著 ダイヤモンド社 336.82/ItJ

375 日本人のためのクラウドファンディング入門(Forest 2545 shinsyo:113) 板越ジョージ著 フォレスト出版 336.82/ItJ

376 事例でわかる!クラウドファンディング成功の秘訣 川上清市著 秀和システム 336.82/KaS

377 よくわかる投資型クラウドファンディング : crowd funding 小谷融編著 中央経済社 336.82/KoT

378 クラウドファンディングで資金調達! : アイデアだけで1000万円! 小田恭央著 あさ出版 336.82/OdY

379 次世代ファイナンスクラウドファンディングで世界を変えよう! 佐々木敦也著 ジャムハウス 336.82/SaA

380 ザ・クラウドファンディング(KINZAIバリュー叢書) 佐々木敦也著
金融財政事情研究会/き
んざい (発売)

336.82/SaA
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381 入門クラウドファンディング : スタートアップ、新規プロジェクト実現のための資金調達法 山本純子著 日本実業出版社 336.82/YaJ

382 トコトンやさしい決算書の読み方 中野裕哲, 渋田貴正著 ナツメ社 336.83/NaH

383 Research on professional responsibility and ethics in accounting v. 19(Emerald books)
edited by Cynthia
Jeffrey

Emerald 336.9/JeC/19

384 ステップアップ問題集日商簿記1級商簿・会計 : 合格のための応用力アップ 第9版 大原簿記学校編 大原出版 336.91//['16]

385 サクッとうかる日商1級商業簿記・会計学 : トレーニング : 21days 改訂7版 1
ネットスクール株式会社
著

ネットスクール株式会社
出版本部

336.91//['16]

386 日商簿記2級集中合格講座 第2版 商業簿記編(ヒラノ簿記学校の"書籍講座") 平野明日香著 あさ出版 336.91//['16]

387 日商簿記2級集中合格講座 第2版 工業簿記篇(ヒラノ簿記学校の"書籍講座") 平野明日香著 あさ出版 336.91//['16]

388 サクッとうかる日商1級工業簿記・原価計算 : テキスト : 22days 改訂3版 1 倉地裕行 [著]
ネットスクール株式会社
出版本部

336.91//['16]

389 サクッとうかる日商1級商業簿記・会計学 : テキスト : 21days 改訂7版 1 福島三千代著
ネットスクール株式会社
出版本部

336.91//['16]

390 最新中小企業会計論 河崎照行著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング

336.92/KaT

391 Q&A法人税「微妙・複雑・難解」事例の税務処理判断
安藤孝夫著 : 野田扇三
郎著 : 山内利文著

清文社 336.983/Qan

392 事例に学ぶ企業と従業員の犯罪予防・対応チェックポイント(現代産業選書. 企業法務シリーズ)
中村和洋, 西隆司, 佐々
木和弘共著

経済産業調査会 336/JiM

393 図解&事例で学ぶ入社1年目の教科書 カデナクリエイト著 マイナビ出版 336/KaK

394 現代金融論 新版(有斐閣ブックス:[437]) 川波洋一, 上川孝夫編 有斐閣 338.01/KaY

395 金融経済学 清水克俊著 東京大学出版会 338.01/ShK

396 激論マイナス金利政策
日本経済研究センター編
/雨宮正佳 [ほか] 著

日本経済新聞出版社 338.3/NiK

397 トランプ・シフト : これからの世界経済に備える14のこと 塚口直史著 朝日新聞出版 338.9/TsT

398 SOMPOホールディングス損保ジャパン日本興亜by AERA : 保険の先へ、挑む。(AERA MOOK. 企業研究) 朝日新聞出版 339.5/SOH

399 財政学 新版 角野浩著 同友館 341/SuK

400 加藤秀俊社会学選集 上 加藤秀俊著 人文書院 360.4/KaH/1
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401 加藤秀俊社会学選集 下 加藤秀俊著 人文書院 360.4/KaH/2

402 社会心理学概論 北村英哉, 内田由紀子編 ナカニシヤ出版 361.4/KiH

403 「日本人」の心の深みへ : 「縄文的なもの」と「弥生的なもの」を巡る旅 松本憲郎著 新曜社 361.42/MaN

404 多文化共生のための異文化コミュニケーション 原沢伊都夫著 明石書店 361.45/HaI

405 交錯する多文化社会 : 異文化コミュニケーションを捉え直す
河合優子編/工藤正子
[ほか] 著

ナカニシヤ出版 361.45/KaY

406 娘と話すメディアってなに? 改訂新版 山中速人著 現代企画室 361.453/YaH

407 伝わる力 : 90分で変わる!相手の信頼を勝ち取る 橋谷能理子著 プレジデント社 361.454/HaN

408 人前で話すための聞いてもらう技術 小川直樹著 サンマーク出版 361.454/OgN

409 そもそも、何を話せばいいかわからない人のための雑談術 櫻井弘著 SBクリエイティブ 361.454/SaH

410 Advances in experimental social psychology v. 55
edited by Leonard
Berkowitz

Academic Press 361.5/A3/55

411 TRUE PREP : オフィシャル・プレッピー・ハンドブック
リサ・バーンバック,
チップ・キッド著/篠儀

Pヴァイン・ブックス/ス
ペースシャワーネット

361.5/BrL

412 カワイイ文化とテクノロジーの隠れた関係(横幹「知の統合」シリーズ)
横幹「知の統合」シリー
ズ編集委員会編/遠藤薫

東京電機大学出版局 361.5/OkC

413 キャラの思考法 : 現代文化論のアップグレード さやわか著 青土社 361.5/Say

414 OECD幸福度白書 : より良い暮らし指標 : 生活向上と社会進歩の国際比較 3
OECD編著/徳永優子 [ほ
か] 訳

明石書店 361.9/OrE/3

415 パネルデータの調査と分析・入門
筒井淳也, 水落正明, 保
田時男編

ナカニシヤ出版 361.9/PaD

416 質的社会調査の方法 : 他者の合理性の理解社会学(有斐閣ストゥディア)
岸政彦, 石岡丈昇, 丸山
里美著

有斐閣 361.9/ShS

417 「格差」から考える社会政策 : 雇用と所得をめぐる課題と論点 芝田文男著 ミネルヴァ書房 364.1/ShF

418 福祉の経済学 : 21世紀の年金・医療・失業・介護 ニコラス・バー著 光生館 364/BaN

419 AI時代の働き方と法 : 2035年の労働法を考える 大内伸哉著 弘文堂 366.14/OuS

420 障害者の雇用と所得保障 : フランス法を手がかりとした基礎的考察 永野仁美著 信山社出版 366.28/NaH
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421 年齢差別禁止の法理 櫻庭涼子著 信山社出版 366.28/SaR

422 詳説障害者雇用促進法 : 新たな平等社会の実現に向けて
永野仁美, 長谷川珠子,
富永晃一編

弘文堂 366.28/ShS

423
なぜ、あの人だけが採用されるのか? : 失業しても、すぐ仕事に就ける法(リュウ・ブックスアステ新
書:083)

佐藤文男著 経済界 366.29/SaF

424 労働時間の経済分析 : 超高齢社会の働き方を展望する 山本勲, 黒田祥子著 日本経済新聞出版社 366.32/YaI

425 働く女子の運命(文春新書:1062) 濱口桂一郎著 文藝春秋 366.38/HaK

426 なぜ女性は仕事を辞めるのか : 5155人の軌跡から読み解く(青弓社ライブラリー:85)
岩田正美, 大沢真知子編
著/日本女子大学現代女

青弓社 366.38/IwM

427 女性労働の分析 2015年
厚生労働省雇用均等・児
童家庭局編

21世紀職業財団 366.38/KoR/'15

428 「育休世代」のジレンマ : 女性活用はなぜ失敗するのか?(光文社新書:713) 中野円佳著 光文社 366.38/NaM

429 資本主義と女性労働
中川スミ著/青柳和身,
森岡孝二編

桜井書店 366.38/NaS

430 職務格差 : 女性の活躍推進を阻む要因はなにか 大槻奈巳著 勁草書房 366.38/OtN

431 活躍する女性会社役員の国際比較 : 役員登用と活性化する経営(シリーズ「女・あすに生きる」:24) 渡辺峻, 守屋貴司編著 ミネルヴァ書房 366.38/WaT

432 最低賃金と最低生活保障の法規制 : 日英仏の比較法的研究(学術選書:85. 労働法) 神吉知郁子著 信山社 366.44/KaC

433 仕事と家族 : 日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか(中公新書:2322) 筒井淳也著 中央公論新社 366.7/TsJ

434 「女性活躍」政策下の労働(日本労働社会学会年報:第27号(2016))
日本労働社会学会編集委
員会編

日本労働社会学会/東信
堂 (発売)

366.9/NiR/27

435 男女共同参画統計データブック : 日本の女性と男性 2015
国立女性教育会館, 伊藤
陽一, 杉橋やよい編集

ぎょうせい 367.21/DaK/'15

436 下層化する女性たち : 労働と家庭からの排除と貧困
小杉礼子, 宮本みち子編
著

勁草書房 367.21/KoR

437 カンボジア農村に暮らすメマーイ(寡婦たち) : 貧困に陥らない社会の仕組み(地域研究叢書:31) 佐藤奈穂著 京都大学学術出版会 367.2235/SaN

438 母性の研究 : その形成と変容の過程:伝統的母性観への反証 : 新装版 大日向雅美著 日本評論社 367.3/OhM

439 結婚と家族のこれから : 共働き社会の限界(光文社新書:824) 筒井淳也著 光文社 367.3/TsJ

440 Q&A子ども虐待問題を知るための基礎知識 第2版 小木曽宏編著 明石書店 367.6/OgH
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441 ポリアモリー複数の愛を生きる(平凡社新書:777) 深海菊絵著 平凡社 367.9/FuK

442 セクシュアリティ・スタディーズ 宮淑子編 新水社 367.9/MiY

443 セクシュアル・マイノリティの法律相談 : LGBTを含む多様な性的指向・性自認の法的問題
東京弁護士会性の平等に
関する委員会セクシュア

ぎょうせい 367.9/ToB

444 みんなのためのLGBTI人権宣言 : 人は生まれながらにして自由で平等
国連人権高等弁務官事務
所著/山下梓訳

合同出版 367.97/KoJ

445 性的マイノリティ判例解説(判例解説シリーズ)
谷口洋幸, 齊藤笑美子,
大島梨沙編著/志田陽子

信山社 367.97/SeM

446 同性愛と同性婚の政治学 : ノーマルの虚像
アンドリュー・サリヴァ
ン著/板津木綿子, 加藤

明石書店 367.97/SuA

447 同性パートナーシップ制度 : 世界の動向 日本の自治体における導入の実際と展望 棚村政行, 中川重徳編著 日本加除出版 367.97/TaM

448 アウトロー : 近世遊侠列伝 高橋敏編 敬文舎 368.51/TaS

449 確実に合格する社会福祉士国家試験過去問題集 2017
日本ソーシャルワーカー
協会監修

ミネルヴァ書房 369.079//'17

450 精神保健福祉士国家試験過去問解説集 2017
日本社会福祉士養成校協
会, 日本精神保健福祉士

中央法規出版 369.079//'17

451 社会福祉士国家試験模擬問題集 2017 日本社会福祉士会編 中央法規出版 369.079//'17

452 確実に合格する社会福祉士ワークブック 2017 共通科目編
ミネルヴァ書房ワーク
ブック編集委員会編

ミネルヴァ書房 369.079//'17-1

453 社会福祉士国家試験過去問一問一答+α 2017 専門科目編
日本社会福祉士養成校協
会監修

中央法規出版 369.079//'17-1

454 確実に合格する社会福祉士ワークブック 2017 専門科目編
ミネルヴァ書房ワーク
ブック編集委員会編

ミネルヴァ書房 369.079//'17-2

455 社会福祉士国家試験過去問一問一答+α 2017 共通科目編
日本社会福祉士養成校協
会監修

中央法規出版 369.079//'17-2

456 社会福祉六法 平成29年版 : 1 新日本法規出版 369.12/ShF/'17-1

457 社会福祉六法 平成29年版 : 2 新日本法規出版 369.12/ShF/'17-2

458 社会福祉六法 平成29年版 : 追補 新日本法規出版 369.12/ShF/'17-3

459 ソーシャルワーク実践事例集 : 社会福祉士をめざす人・相談援助に携わる人のために 新版 渋谷哲, 山下浩紀編 明石書店 369.16/ShS

460 人間の尊厳と自立/社会の理解(介護福祉士養成テキスト:1) 田中愽一, 小坂淳子編 法律文化社 369.17/NiK/1
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461 介護の基本/介護過程(介護福祉士養成テキスト:2)
川井太加子, 野中ますみ
編

法律文化社 369.17/NiK/2(1)

462 コミュニケーション技術/生活支援技術1・2(介護福祉士養成テキスト:3)
中村明美, 岩井惠子, 井
上千津子編

法律文化社 369.17/NiK/3(1)

463 医療的ケア(介護福祉士養成テキスト:4) 中川義基, 川村佐和子編 法律文化社 369.17/NiK/4

464 発達と老化の理解/認知症の理解/障害の理解/こころとからだのしくみ(介護福祉士養成テキスト:5) 竹内孝仁編 法律文化社 369.17/NiK/5

465 社会保障 : 社会保障制度 社会保障サービス 第5版(社会福祉士シリーズ:12)
福祉臨床シリーズ編集委
員会編 : 阿部裕二責任

弘文堂 369.17/ShF/12

466 低所得者に対する支援と生活保護制度 : 公的扶助 第4版(社会福祉士シリーズ:16)
福祉臨床シリーズ編集委
員会編 : 伊藤秀一責任

弘文堂 369.17/ShF/16

467 相談の力 : 男女共同参画社会と相談員の仕事
須藤八千代, 土井良多江
子編著

明石書店 369.25/SuY

468 家族のように看取る : 介護施設の看取りの「心」を追う 甘利てる代著
パド・ウィメンズ・オ
フィス

369.263/AmT

469 相模原障害者殺傷事件 : 優生思想とヘイトクライム 立岩真也, 杉田俊介著 青土社 369.27/TaS

470 どんぐりの家 1(小学館文庫) 山本おさむ著 小学館 369.27/YaO/1

471 どんぐりの家 2(小学館文庫) 山本おさむ著 小学館 369.27/YaO/2

472
性問題行動のある知的・発達障害児者の支援ガイド : 性暴力被害とわたしの被害者を理解するワーク
ブック

本多隆司, 伊庭千惠著 明石書店 369.28/HoT

473 災害報道 : 阪神・淡路大震災の教訓から 三枝博行 [ほか] 著 晃洋書房 369.31/HaA/S

474 特集震災5年、災害報道を考える(Journalism:no.309(2016.2))
朝日新聞社ジャーナリス
ト学校

369.31/HiD/A

475
特集・進化する災害報道 : 東日本大震災から3年・メディア多様化時代の防災情報(放送メディア研
究:11(2014))

日本放送協会放送文化研
究所編集

丸善プラネット/丸善
(発売)

369.31/HiD/N

476 シリア難民 : 人類に突きつけられた21世紀最悪の難問
パトリック・キングズ
レー著/藤原朝子訳

ダイヤモンド社 369.38/KiP

477 あやつられる難民 : 政府、国連、NGOのはざまで(ちくま新書:1240) 米川正子著 筑摩書房 369.38/YoM

478 改正児童福祉法・児童虐待防止法のポイント : 平成29年4月完全施行 : 新旧対照表・改正後条文 中央法規出版編集部編 中央法規出版 369.4/ChH/'17

479 子ども食堂をつくろう! : 人がつながる地域の居場所づくり
豊島子どもWAKUWAKUネッ
トワーク編著

明石書店 369.4/ToK

480 ボランティアを生みだすもの : 利他の計量社会学 三谷はるよ著 有斐閣 369.7/MiH
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481 はじめて学ぶ社会福祉 第2版
松本峰雄, 小野澤昇編著
/遠田康人 [ほか] 共著

建帛社 369/MaM

482 社会福祉論 : 保育士・栄養士・看護師が学ぶ社会福祉 吉川知巳編著 現代図書/星雲社 (発売) 369/YoT

483 グローバル・エリート教育
渡部昇一, 江藤裕之, 平
岡弘章著

PHP研究所 370.4/GuE

484 図表でみる教育 : OECD教育インディケータ 2016年版
OECD教育研究革新セン
ター編集

ぎょうせい 370.59/OrE/'16

485 子どもと教育と社会(教師のための教育学シリーズ:11) 腰越滋編著 学文社 371.08/KyT/11

486 教育課程論(教師のための教育学シリーズ:6) 山田雅彦編著 学文社 371.08/KyT/6

487 特別活動 : 理論と方法(教師のための教育学シリーズ:9) 林尚示編著 学文社 371.08/KyT/9

488 発達心理学のこころを学ぶ : 心理学入門「対話篇」 田丸敏高著 福村出版 371.4/TaT

489 不登校の子どもへのつながりあう登校支援 : 対人関係ゲームを用いたシステムズ・アプローチ 田上不二夫著 金子書房 371.42/TaF

490 小説・漫画・映画・音楽から学ぶ児童・青年期のこころの理解 : 精神力動的な視点から 藤森旭人著 ミネルヴァ書房 371.45/FuA

491 勉強できる子卑屈化社会 前川ヤスタカ著 宝島社 371.45/MaY

492 こども文化・ビジネスを学ぶ
白土健, 太田実編著/深
谷野亜 [ほか執筆]

八千代出版 371.45/ShT

493 グローバル化時代の教育評価改革 : 日本・アジア・欧米を結ぶ 田中耕治編著 日本標準 371.7/TaK

494 教育実践データの統計分析 : 学校評価とよりよい実践のために 奥村太一著 共立出版 371.8/OkT

495 やさしい教育原理 第3版(有斐閣アルマ:Interest) 田嶋一 [ほか] 著 有斐閣 371/YaK

496 懐徳堂の至宝 : 大阪の「美」と「学問」をたどる(大阪大学総合学術博物館叢書:13) 湯浅邦弘著 大阪大学出版会 372.105/Kai/Y

497 フィンランドの小学校英語教育 : 日本での小学校英語教科化後の姿を見据えて 伊東治己著 研究社 372.3892/ItH

498 教育小六法 平成29年版 (2017) 兼子仁 [ほか] 編 学陽書房 373.2/KyS/'17

499 学習指導要領・教育振興基本計画・答申・通知 [2018年度版](教員採用試験αシリーズ:[N-393]) 福本みちよ編著 一ツ橋書店 373.7//'18

500 教育論作文 [2018年度版](教員採用試験αシリーズ:[N-392]) 沖山吉和編著 一ツ橋書店 373.7//'18
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501 教職教養テキストブック : 教員採用試験 [2018年度版](コンプリートシリーズ) 山口和孝編著 一ツ橋書店 373.7//'18

502 教職教養ワークブック : 教員採用試験 [2018年度版](コンプリートシリーズ) 山口和孝編著 一ツ橋書店 373.7//'18

503 集団討論・集団面接 [2018年度版](教員採用試験αシリーズ:[N-396]) 滝澤雅彦著 一ツ橋書店 373.7//'18

504 ポケットランナー教職教養 : 即答型 [2018年度版](教員採用試験) 東京教友会編著 一ツ橋書店 373.7//'18

505 ポケットランナー小学校全科 : 即答型 [2018年度版](教員採用試験シリーズ) 東京教友会編著 一ツ橋書店 373.7//'18

506 教員採用面接試験の答え方 [2018年度版](教員採用試験) 教員試験情報研究会編 一ツ橋書店 373.7//'18

507 これだけ覚える教員採用試験小学校全科 '18年版
LEC東京リーガルマイン
ド著

成美堂出版 373.7//'18

508 一般教養ランナー [2018年度版](教員採用試験. システムノート) 東京教友会編著 一ツ橋書店 373.7//'18

509 基礎基本一般教養フラッシュ [2018年度版](教員採用試験:377) 仙崎武編 一ツ橋書店 373.7//'18

510 基礎基本教職教養フラッシュ [2018年度版](教員採用試験:376) 仙崎武編 一ツ橋書店 373.7//'18

511 試験にでる漢字 : 教員採用 [2018年度版] 一ツ橋書店編集部編著 一ツ橋書店 373.7//'18

512 教員採用試験小学校全科らくらくマスター 2018年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'18

513 教員採用試験特別支援学校らくらくマスター 2018年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'18

514 一般教養テキストブック : 教員採用試験 [2018年度版](コンプリートシリーズ) 山口和孝編著 一ツ橋書店 373.7//'18

515 一般教養ワークブック : 教員採用試験 [2018年度版](コンプリートシリーズ) 山口和孝編著 一ツ橋書店 373.7//'18

516 すいすい身につく小学校学習指導要領 [2018年度版](教員採用試験:[317]) 現代教育情報研究会編 一ツ橋書店 373.7//'18

517 ポケットランナー一般教養 : 即答型 [2018年度版] 東京教友会編著 一ツ橋書店 373.7//'18

518 教育論文の書き方 [2018年度版](教員採用試験) 鶴村正光編著 一ツ橋書店 373.7//'18

519 30秒アピール面接 [2018年度版](教員採用試験αシリーズ) 現代教職研究会編著 一ツ橋書店 373.7//'18

520 志願書・自己推薦書・面接調査票 [2018年度版](教員採用試験αシリーズ) 和田孝著 一ツ橋書店 373.7//'18
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521 教員採用試験絶対問われる指導力 [2018年度版]小学校編(教員採用試験) 初級の会編 一ツ橋書店 373.7//'18

522 絶対問われる指導力 [2018年度版]中学校編(教員採用試験) 吉田順著 一ツ橋書店 373.7//'18

523 一般教養これだけはやっとこう [2018年度版] 教員試験情報研究会編 一ツ橋書店 373.7//'18

524 教職教養 : これだけはやっとこう [2018年度版](教員採用試験) 教員試験情報研究会編 一ツ橋書店 373.7//'18

525 教員採用試験のための論作文&面接対策 : 必出テーマで押さえる : コレ一冊で完璧! 2018年度版
玉川大学教師教育リサー
チセンター編

時事通信出版局/時事通
信社 (発売)

373.7//'18

526 教員を目指す君たちに受けさせたい面接試験対策講座 : 教員になる覚悟を持つ 明星大学教職センター編 明星大学出版部 373.7/MeD

527 学級アイスブレイク : たった5分でクラスがひとつに! 江越喜代竹著 学陽書房 374.12/EgK

528 教育実習から教員採用・初任期までに知っておくべきこと : 「骨太の教員」をめざすために 桶谷守 [ほか] 編 教育出版 374.3/KyJ

529 教師のための知的読書案内 : 視野を広げる100冊の本 西村堯著 学事出版 374.35/NiT

530 アクティブ・ラーニングを動かすコーチング・アプローチ 神谷和宏著 明治図書出版 375.1/KaK

531 教えたいのは「考え方」です。 : 思考力を活かす・広げる・深める授業改善
熊本大学教育学部附属中
学校編著

学事出版 375.1/KuD

532 アクティブ・ラーニングの評価がわかる! 西川純著 学陽書房 375.1/NiJ

533 高校教師のためのアクティブ・ラーニング 西川純編著 東洋館出版社 375.1/NiJ

534 小学校にプログラミングがやってきた! 超入門編 上松恵理子編著 三省堂 375.199/UeE/1

535 日韓中でつくる国際理解教育
日本国際理解教育学会,
ユネスコ・アジア文化セ

明石書店 375.3/NiK

536 社会科教育の今を問い、未来を拓く : 社会科(地理歴史科、公民科)授業はいかにしてつくられるか 日本社会科教育学会編 東洋館出版社 375.3/NiS

537 人間としての在り方生き方をどう教えるか : 小中高12年間を通した道徳教育・キャリア教育 林泰成, 白木みどり著 教育出版 375.35/HaY

538 道徳教育と江戸の人物学 : 伝記資料の開発と授業づくりの方法 林敦司著 金子書房 375.352/HaA

539 図解で納得!道徳授業が深まる国語教材活用の実践 : 小学校 : 「教科・道徳」の入門書!! 加藤宣行, 青木伸生著 学事出版 375.352/KaN

540 「資質・能力」を育成する道徳科授業モデル(小学校新学習指導要領のカリキュラム・マネジメント) 加藤宣行編著 学事出版 375.352/KaN
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541 これからの道徳教育と「道徳科」の展望 荻原武雄[ほか]編著 東洋館出版社 375.352/KoD

542
アクティブ・モラル・ラーニングの授業づくり : 考え,議論する道徳授業 中学校(道徳科授業サポー
トBOOKS)

白木みどり編著 明治図書出版 375.353/ShM

543 日本数学教育史 : 奈良・平安, 江戸
和田義信著/和田義信著
作刊行会編

東洋館出版社 375.41/WaY

544
主体的・対話的で深い学びを促す中学校・高校国語科の授業デザイン : アクティブ・ラーニングの理
論と実践

稲井達也, 吉田和夫編著 学文社 375.8/InT

545 国語教育実践の基底 三浦和尚著 三省堂 375.8/MiK

546 中学校・高等学校漢文の学習指導 : 実践史をふまえて(ことばの授業づくりハンドブック) 冨安慎吾編 溪水社 375.8/ToS

547 「資質・能力」を育成する国語科授業モデル(小学校新学習指導要領のカリキュラム・マネジメント) 青山由紀編著 学事出版 375.82/AoY

548 古詩篇(漢文の教材研究:第10冊) 森野繁夫著 溪水社 375.84/KaK/10

549 史伝篇 1(漢文の教材研究:第2冊-第3冊) 佐藤利行, 森野知子著 溪水社 375.84/KaK/2

550 史伝篇 2(漢文の教材研究:第2冊-第3冊) 佐藤利行, 森野知子著 溪水社 375.84/KaK/3

551 漢詩篇 1(漢文の教材研究:第4冊-第5冊) 森野繁夫著 溪水社 375.84/KaK/4

552 漢詩篇 2(漢文の教材研究:第4冊-第5冊) 森野繁夫著 溪水社 375.84/KaK/5

553 文章篇(漢文の教材研究:第6冊) 山本昭著 溪水社 375.84/KaK/6

554 思想篇 1(漢文の教材研究:第7冊-第9冊) 森野繁夫著 溪水社 375.84/KaK/7

555 思想篇 2(漢文の教材研究:第7冊-第9冊) 森野繁夫著 溪水社 375.84/KaK/8

556 思想篇 3(漢文の教材研究:第7冊-第9冊) 森野繁夫著 溪水社 375.84/KaK/9

557 おかしいぞ!国語教科書 : 古すぎる万葉集の読み方 梶川信行編 笠間書院 375.85/KaN

558 文学の教材研究コーチング : 長崎伸仁×桂聖 長崎伸仁, 桂聖著 東洋館出版社 375.852/NaN

559 英語スピーキング指導ハンドブック 泉惠美子, 門田修平編著 大修館書店 375.893/IzE

560 英語語彙指導ハンドブック
門田修平, 池村大一郎編
著

大修館書店 375.893/KaS
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561 小学校英語の発音と指導 : iPadアプリ「白柴さくらのえいごカルタ」読本
中村良夫, 高橋邦年,
Alexander McAulay, 桑

開拓社 375.893/ShE

562 教育英語意味論への誘い(開拓社言語・文化選書:60) 武田修一著 開拓社 375.893/TaS

563 英語到達度指標CEFR-Jガイドブック : CAN-DOリスト作成・活用 投野由紀夫編 大修館書店 375.893/ToY

564
日本人中高生一万人の英語コーパス : JEFLL Corpus : 中高生が書く英文の実態とその分析(コーパス
の本)

投野由紀夫編著 小学館 375.893/ToY

565 All Englishでできるアクティブ・ラーニングの英語授業 : 使えるフレーズ満載! 山本崇雄著 学陽書房 375.893/YaT

566 小学校英語活動アイディアバンク : ソング・ゲーム集 [正] 樋口忠彦, 衣笠知子編著 教育出版 375.8932/HiT/1

567 小学校英語活動アイディアバンク : ソング・ゲーム集 続 樋口忠彦, 衣笠知子編著 教育出版 375.8932/HiT/2

568 第二言語習得理論の視点からみた早期英語教育に関する研究 : 小学校英語教育に対する提言の試み 大石文朗著 三恵社 375.8932/OiF

569 小学校英語教育授業づくりのポイント 高橋美由紀, 柳善和編著 ジアース教育新社 375.8932/TaM

570 平和と共生をめざす東アジア共通教材 : 歴史教科書・アジア共同体・平和的共存 山口剛史編著 明石書店 375.932/YaT

571 グローバル教育の内容編成に関する研究 : グローバル・シティズンシップの育成をめざして 藤原孝章著 風間書房 375/FuT

572 プロの板書 釼持勉編著 教育出版 375/KeT

573 グローバリゼーションとカリキュラム改革 : 海外の研究者が見た「総合的な学習の時間」 ラリー・マクドナルド著 東信堂 375/MaL

574 環境教育 日本環境教育学会編 教育出版 375/NiK

575 総合的な学習の時間 : 小学校 : プロ教師に学ぶ(授業の基礎技術Q&A) 都留覚編著/藤上真弓著 東洋館出版社 375/TsS

576 やさしく学ぶ保育の心理学I・II
浜崎隆司, 田村隆宏, 湯
地宏樹編著

ナカニシヤ出版 376.11/YaM

577 個のダイナミクス : 運動発達研究の源流と展開(新・身体とシステム) 山本尚樹著 金子書房 376.11/YaN

578 保育士絶対合格テキスト : 「1日10分」から始める 2017年版 田爪宏二編著 大和書房 376.14//'17

579 幼稚園ランナー [2018年度版](教員採用試験. システムノート) 東京教友会編著 一ツ橋書店 376.14//'18

580 幼稚園教員採用試験 [2018年度版](教員採用試験)
教員採用試験情報研究会
編著

一ツ橋書店 376.14//'18
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581 保育の心理学演習ブック(よくわかる!保育士エクササイズ:4) 大野雄子 [ほか] 著 ミネルヴァ書房 376.14/YoW/4

582 乳幼児期の感覚統合遊び : 保育士と作業療法士のコラボレーション
高畑脩平, 田中佳子, 大
久保めぐみ編著

クリエイツかもがわ 376.156/NyK

583 製作よくばり図鑑 : 作りたいものが見つかる! : 1年中使えてボリューム満点! 内本久美著 ひかりのくに 376.156/UcK

584 Q&A小中一貫教育 : 改正学校教育法に基づく取組のポイント
文部科学省小中一貫教育
制度研究会編著

ぎょうせい 376.2/MoK

585 医者・医学部がわかる : 最難関受験を突破して医師を目指す(AERA MOOK. Aera premium) 朝日新聞出版 376.87

586 グローバル化に大学は如何に対応すべきか(就実大学グローカルブック) 就実大学経営学部編 吉備人出版 377.04/ShD

587 日本の大学、崩壊か大再編か : 財務の視点から見えてくる大学の実態と将来像 野田恒雄著 明石書店 377.1/NoT

588 大学力アップ"珠玉の方法" 徳永幸生著 三冬社 377.1/ToY

589 21世紀の大学 : 職員の希望とリテラシー
寺崎昌男, 立教学院職員
研究会編著

東信堂 377.13/TeM

590 大学におけるアクティブ・ラーニングの現在 : 学生主体型授業実践集 小田隆治編 ナカニシヤ出版 377.15/OdT

591 大学の力 2017(週刊朝日進学MOOK) 朝日新聞出版 377.21/AsS/'17

592
大学が変わる : 大人たちか、今、知っておきたいこと : 国公立・私立全国44校徹底取材(リクルート
ムック. 大学の約束 : これからの価値をつくる、人をつくる。:2016-2017)

リクルートホールディン
グス

377.21/Rec/'16-
'17

593 卓越する大学 : 教育・研究の新たなパラダイムに挑む、21世紀のフロントランナー 2017年度版 大学通信 377.21/TaD/'17

594 就職できるかな? : ママぽよアンとリュウ(MF comic essay) 青沼貴子著 KADOKAWA 377.95/AoT

595 就活のリアル : いまどき就活の歩き方 福与弘己著 中央経済社 377.95/FuH

596 18歳から読む就「勝」本 : 逆から考えるとうまくいく!本当に役立つ就活の指南書 舞田竜宣, 中元千鶴著 シーアンドアール研究所 377.95/MaT

597 みんなで考えよう就活と採用 : 学生、親、大学教職員、そして企業 松原孝明, 加賀博著
日本生産性本部生産性労
働情報センター

377.95/MaT

598 殻を突き破るキャリアデザイン : 就活・将来の思い込みを解いて自由に生きる 筒井美紀著 有斐閣 377.95/TsM

599 「二流大学生」が「一流企業」から内定を勝ち取る技術 山崎新知著 PHP研究所 377.95/YaA

600 手話を言語と言うのなら 森壮也, 佐々木倫子編 ひつじ書房 378.28/MoS
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601 発達障害の子のための「すごい道具」 : 使ってみたら、「できる」が増えた(Oyakoムック) 安部博志著 小学館 378.8/AnH

602 発達障害の子の「友達づくり」トレーニング(健康ライブラリー:スペシャル) 有光興記監修 講談社 378.8/ArK

603 インクルーシブな国語科授業づくり : 発達障害のある子どもたちとつくるアクティブ・ラーニング 原田大介著 明治図書出版 378.8/HaD

604 AD/HD「注意欠陥/多動性障害」のすべてがわかる本(健康ライブラリー : イラスト版) 市川宏伸監修 講談社 378.8/IcH

605 発達が気になる子の「ステキ」を伸ばすかかわり方 : 家庭や地域でできるポジティブ発想 加藤潔著 明石書店 378.8/KaK

606 発達が気になる子どもの行動が変わる!保育者のためのABI(活動に根ざした介入)実践事例集 七木田敦, 山根正夫編著 福村出版 378.8/NaA

607 発達障害の子を育てる親の気持ちと向き合う(ハンディシリーズ発達障害支援・特別支援教育ナビ)
中川信子編著/中川信子
[ほか著]

金子書房 378.8/NaN

608 マンガ版自閉症日常生活おたすけじてん : すぐわかるこんなときどーする? 成沢真介著 合同出版 378.8/NaS

609 子どもの発達障害と支援のしかたがわかる本 : 基本から理解したい人のための 西永堅著 日本実業出版社 378.8/NiK

610 自閉症のすべてがわかる本(健康ライブラリー : イラスト版) 佐々木正美監修 講談社 378.8/SaM

611 アスペルガー症候群(高機能自閉症)のすべてがわかる本(健康ライブラリー : イラスト版) 佐々木正美監修 講談社 378.8/SaM

612
自閉症スペクトラム児者のキャリア教育に関する研究 : TTAPを活用したライフプラン構築支援モデル
の開発

清水浩著 風間書房 378.8/ShH

613 空間認知編 : 点つなぎ・図形模写(漢字の基礎を育てる形・音・意味ワークシート. 1) かもがわ出版 378.8/ToM/1

614 LD(学習障害)のすべてがわかる本(健康ライブラリー : イラスト版) 上野一彦監修 講談社 378.8/UeK

615 新しい特別支援教育のかたち : インクルーシブ教育の実現に向けて
吉利宗久, 是永かな子,
大沼直樹共編著

培風館 378/AtT

616 再考!「気になる子」 : 保育者の気づきを深め、ニーズに応じた支援のために 馬場広充著 ジアース教育新社 378/BaH

617 大学生 : 大学生活の適応が気になる学生を支える(心の発達支援シリーズ:6) 安田道子, 鈴木健一編著 明石書店 378/KoH/6

618
ヨーロッパのインクルーシブ教育と福祉の課題 : ドイツ、イタリア、デンマーク、ポーランド、ロシ
ア(「世界の特別ニーズ教育と社会開発」シリーズ:2)

黒田学編 クリエイツかもがわ 378/KuM/2

619 障害の重い子どもの発達診断 : 基本と応用 白石正久著 クリエイツかもがわ 378/ShM

620 障がい青年の大学を拓く : インクルーシブな学びの創造
田中良三, 大竹みちよ,
平子輝美, 見晴台学園大

クリエイツかもがわ 378/ShS
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621 「合理的配慮」とは何か? : 通常教育と特別支援教育の課題 清水貞夫, 西村修一編著 クリエイツかもがわ 378/ShS

622 特別支援教育簡単手作り教材BOOK : ちょっとしたアイデアで子どもがキラリ
東濃特別支援学校研究会
編著

クリエイツかもがわ 378/ToT

623 成人スキルの国際比較 : OECD国際成人力調査 (PIAAC) 報告書 国立教育政策研究所編 明石書店 379.4/KoK

624 子どもを本好きにする10の秘訣 高濱正伸, 平沼純著 実務教育出版 379.9/TaM

625 天災と日本人 : 地震・洪水・噴火の民俗学(ちくま新書:1237) 畑中章宏著 筑摩書房 380.1/HaA

626 日本生活史辞典 木村茂光 [ほか] 編 吉川弘文館 382.1/NiS

627 飲食編(ゼミナール中国文化 : カラー版)
劉軍茹著/水谷友美, 西
尾颯記訳

グローバル科学文化出版 383.82/RyG

628 住まいがつたえる世界のくらし : 今日の居住文化誌 藤木庸介編 世界思想社 383.9/FuY

629 トイレ : 排泄の空間から見る日本の文化と歴史(シリーズニッポン再発見:4) 屎尿・下水研究会編著 ミネルヴァ書房 383.9/NiG

630 葬式に迷う日本人 : 最期の儀式を考えるヒント 島田裕巳, 一条真也著 三五館 385.6/ShH

631 この一冊でもう困らないマナーのツボ大事典 : learn how to be a graceful adult 知的生活追跡班編 青春出版社 385.9/ChS

632 大人のタブー常識 : 「行けたら行きます」は会社でNG! トキオ・ナレッジ著 宝島社 385.9/ToN

633 「生きられる」通過儀礼 中井孝章著 日本教育研究センター 385/NaT

634 祝祭日編(ゼミナール中国文化 : カラー版) 王学文著/田中久幾訳 グローバル科学文化出版 386.9/OGa

635 「スーホの白い馬」の真実 : モンゴル・中国・日本それぞれの姿 ミンガド・ボラグ著 風響社 388.226/Bul

636 彼らがいなくなる前に
ジミー・ネルソン写真/
神長倉伸義日本語版訳

パイインターナショナル 389/NeJ

637 戦争社会学 : 理論・大衆社会・表象文化 好井裕明, 関礼子編著 明石書店 391.1/YoH

638 Crouching Tiger : What China's Militarism Means for the World
Peter
Navarro/[Foreword by

Prometheus Books 392.22/NaP

639 図解最高の戦略教科書孫子 守屋淳著 日本経済新聞出版社 399.23/MoA

640 近代語彙集 竹中憲一編著 皓星社 402.105/TaK
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641 見る目が変わる博物館の楽しみ方 : 地球・生物・人類を知る(Beret science) 矢野興一 [ほか] 編著 ベレ出版 406.9/MiM

642 つじつまを合わせたがる脳(岩波科学ライブラリー:257) 横澤一彦著 岩波書店 408/14/257

643 なぜ分数の割り算はひっくり返すのか? : 数学ギライも図に描けばすぐ理解できる 新版 板橋悟著 主婦の友社 410/ItS

644 Excelを使ったアンケート調査 : Excelによるアンケート集計システムを使う
岩田安雄, 小田真由美共
著

カットシステム 417/IwY

645 SPSSによるアンケート分析 寺島拓幸, 廣瀬毅士著 東京図書 417/TeT

646 広告・ニュースの数字のカラクリがわかる統計学 涌井良幸著 日本実業出版社 417/WaY

647 月の素顔 : The real moon 沼澤茂美, 脇屋奈々代著
小学館クリエイティブ/
小学館 (発売)

446/NuS

648 関東のジオパーク(シリーズ大地の公園)
目代邦康, 鈴木雄介, 松
原典孝編

古今書院 450.913/KaJ

649 雪と氷の疑問60(みんなが知りたいシリーズ:2)
日本雪氷学会編/高橋修
平, 渡辺興亜編著

成山堂書店 451.66/NiS

650 雪と氷の図鑑 武田康男文・写真 草思社 451.66/TaY

651 鉱石の生い立ち 島崎英彦著 明文書房 459/ShH

652 絶滅の地球誌(講談社選書メチエ:638) 澤野雅樹著 講談社 460/SaM

653 身体が語る人間の歴史 : 人類学の冒険(ちくまプリマー新書:265) 片山一道著 筑摩書房 469/KaK

654 はつみみ植物園
西畠清順文/はつみみ工
房画

東京書籍 470.4/NiS

655 終末期医療を考えるために : 検証オランダの安楽死から
盛永審一郎著/ベイツ裕
子編集協力

丸善出版 490.154/MoS

656 念仏医療者たちの臨床聞法録(ビハーラ医療団講義集:Part2) ビハーラ医療団編 自照社出版 490.16/BiI/2

657 「穢土」の看取りと「浄土」の看取り(ビハーラ医療団講義集:Part3) ビハーラ医療団編 自照社出版 490.16/BiI/3

658 ビハーラの往生と成仏(ビハーラ医療団講義集:Part5) ビハーラ医療団編 自照社出版 490.16/BiI/5

659 医薬編(ゼミナール中国文化 : カラー版)
梁永宣, 趙歆, 甄雪燕著
/鈴木基井訳

グローバル科学文化出版 490.9/Iya

660 脳の言語地図(学びやぶっく:23. りか||リカ) 酒井邦嘉著 明治書院 491.371/SaK
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661 知っているときっと役に立つ看護の禁句・看護の名句
増田樹郎, 星野政明, 川
野雅資編著

黎明書房 492.9014/ShI

662 雨にうたれてみたくて : 愛しの人工呼吸器をパートナーに自立生活 佐藤きみよ著 現代書館 493.64/SaK/S

663 もうボケなんか怖くない! : 認知症「予防＆介護」のすべて(文春MOOK. 文藝春秋クリニック) 文芸春秋 493.758

664 やさしい保健統計学 改訂第5版 縣俊彦著 南江堂 498.019/AgT

665 事例問題から学ぶ看護疫学・保健統計学 : 重要事項をねこそぎcheck! 安武繁著 医歯薬出版 498.019/YaS

666 疫学・保健統計学 第3版(標準保健師講座:別巻2) 牧本清子著者代表 医学書院
498.08/ＨｙＨ/別
2

667 食生活データ総合統計年報 2017年版
食品流通情報センター編
集

食品流通情報センター 498.5/ShD/'17

668 働く人たちのメンタルへルス対策と実務 : 実践と応用
森下高治, 本岡寛子, 枚
田香編

ナカニシヤ出版 498.8/HaH

669 現代の女性労働と健康(働く者の労働安全衛生入門シリーズ:5) 北原照代著 かもがわ出版 498.8/HaM/5

670 心の健康を支える「ストレス」との向き合い方 : BSCPによるコーピング特性評価から見えること 影山隆之, 小林敏生著 金剛出版 498.8/KaT

671 ワーク・エンゲイジメント : ポジティブ・メンタルヘルスで活力ある毎日を 島津明人著 労働調査会 498.8/ShA

672 インダストリアルデザイン講義 青木史郎著 東京大学出版会 501.83/AoS

673 2000年間で最大の発明は何か
ジョン・ブロックマン編
/高橋健次訳

草思社 507.1/BrJ

674 レシピ公開「伊右衛門」と絶対秘密「コカ・コーラ」、どっちが賢い? : 特許・知財の最新常識 新井信昭著 新潮社 507.2/ArN

675 入門 : 知的財産法
平嶋竜太, 宮脇正晴, 蘆
立順美著

有斐閣 507.2/NyC

676 オムニバス技術者倫理 第2版
オムニバス技術者倫理研
究会編

共立出版 507/OmG

677 エッセンシャル経営史 : 生産システムの歴史的分析 中瀬哲史著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング

509.6/NaA

678 環境破壊図鑑 : ぼくたちがつくる地球の未来 藤原幸一著 ポプラ社 519.2/FuK

679 里山学校をつくる(Satoyama spirits:2) 細見均, 岡本裕介著 クリエイツかもがわ 519.81/HoH

680 環境経済学をつかむ 第3版(Textbooks tsukamu) 栗山浩一, 馬奈木俊介著 有斐閣 519/KuK
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681 入門テキスト環境とエネルギーの経済学 大守隆著 東洋経済新報社 519/OmT

682 もったいない : 新装版 プラネット・リンク編 マガジンハウス 519/PuR

683 カワイイパラダイムデザイン研究
真壁智治, チームカワイ
イ著

平凡社 520.1/MaT

684 建築学(理工系の基礎) 建築学編集委員会編 丸善出版 520/KeH

685 歴史と文化の町並み事典 : 重要伝統的建造物群保存地区全109 再版 文化庁編 中央公論美術出版 521.86/Bun

686 建築編(ゼミナール中国文化 : カラー版)
蔡燕歆著/田口智章, 富
岡優理子訳

グローバル科学文化出版 522.2/SaE

687 迎賓館赤坂離宮 田原桂一 [撮影] 講談社 523.1361/GeA/T

688 住まいの解剖図鑑 : 心地よい住宅を設計する仕組み 増田奏著 エクスナレッジ 527.1/MaS

689 世界で一番美しい住宅デザインの教科書 : 巨匠『宮脇檀』に学ぶ家の仕組み(エクスナレッジムック) 中山繁信著 エクスナレッジ 527.1/MiM/N

690 美しく暮らす住宅デザイン○と× 中山繁信著 エクスナレッジ 527.1/NaS

691 カタチから考える住宅発想法 : 「空間づくり」をはじめるための思考のレッスン 大塚篤著 彰国社 527.1/OtA

692 片づけの解剖図鑑 : 心地よい住まいをつくりだす仕組み 鈴木信弘著 エクスナレッジ 527.1/SuN

693 精選住居学(First stageシリーズ:家政) 後藤久ほか著 実教出版 527/SeJ

694
インテリア 最新改訂版(エクスナレッジムック. 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学
ぶ:15)(建築知識)

和田浩一, 富樫優子, 小
川ゆかり著

エクスナレッジ 529/Int

695 軍用機の誕生 : 日本軍の航空戦略と技術開発(歴史文化ライブラリー:443) 水沢光著 吉川弘文館 538.7/MiH

696 宇宙倫理学入門 : 人工知能はスペース・コロニーの夢を見るか? 稲葉振一郎著 ナカニシヤ出版 538.9/InS

697 宇宙ロケット工学入門 宮澤政文著 朝倉書店 538.93/MiM

698 是か非か!日本の原子力発電 : 安全性・廃棄物処理・コスト問題の革新的な改善策はあるのか?
北川浩一郎著/次世代エ
ネルギー開発協会編

丸善プラネット/丸善出
版 (発売)

543.5/KiK

699 女性に優しい会社大光電機 : 50歳以上の男性にも少しだけ優しい会社 前芝辰二著
ダイヤモンド・ビジネス
企画/ダイヤモンド社

545.4/DaD/M

700 できるホームページ・ビルダー21
広野忠敏, できるシリー
ズ編集部著

インプレス 547.4833
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701 マンガで楽しむ!!ラクラク電波とレーダ 増補改訂版
中司浩生, 野崎洋著/ユ
ニバーサル・パブリシン

一灯舎 547.5/NaK

702 インターネット白書 2017
日本インターネット協会
編

インプレス/インプレス
販売 (発売)

547.805/Imp/'17

703 資生堂インパクト : 子育てを聖域にしない経営 石塚由紀夫著 日本経済新聞出版社 576.7/Shi/I

704 女性活躍の推進 : 資生堂が実践するダイバーシティー経営と働き方改革 山極清子著 経団連出版 576.7/Shi/Y

705
最高の家具をデザインする方法 : 材料からプランニング、ディテールまで 改訂版(エクスナレッジ
ムック)

エクスナレッジ編集 エクスナレッジ 583.71/Eku

706 0 (ゼロ) から学ぶ!ファイナンシャル・プランニング講座 : 新入社員のためのお金の教科書 新版
きんざいファイナンシャ
ル・プランナーズ・セン

きんざい 591/KiF

707
60代の得する「働き方」ガイド : "もらえるお金"をとりこぼさない! : 年金・給与・給付金どうもら
う?

酒井富士子著/池田直子
監修

近代セールス社 591/SaF

708 被服学事典 牛腸ヒロミ [ほか] 編 朝倉書店 593/HiJ

709 有名チェーン店のびっくりするほどウマイ!!噂のカスタマイズ法、試してみた だるるん著 扶桑社 596/Dar

710
建築家が手がけたリノベーション実例30(モダンリビング. 特別編集 Modern living mook extra
issue)

ハースト婦人画報社/講
談社 (発売)

597/HaF

711 MLWelcome : 木の家で暮らそう vol.2(モダンリビング. 特別編集 Modern living mook extra issue)
ハースト婦人画報社/講
談社 (発売)

597/HaF/2

712 北欧インテリア(モダンリビング:220号)
ハースト婦人画報社/講
談社 (発売)

597/HaF/220

713 眺めのいい家&実用のインテリア(モダンリビング:224号)
ハースト婦人画報社/講
談社 (発売)

597/HaF/224

714 21世紀の「木の住宅」(モダンリビング:226号)
ハースト婦人画報社/講
談社 (発売)

597/HaF/226

715 キッチンは「家具」(モダンリビング:227号)
ハースト婦人画報社/講
談社 (発売)

597/HaF/227

716 「庭部屋」で過ごそう(モダンリビング:228号)
ハースト婦人画報社/講
談社 (発売)

597/HaF/228

717 心地よく暮らすインテリアの小さなアイデア109 下田結花著 講談社 597/ShY

718 これでもやるの?大阪カジノ万博 : 賭博はいらない!夢洲はあぶない!
カジノ問題を考える大阪
ネットワーク編

日本機関紙出版センター 601.163/KaM

719 地域産業政策論(広島修道大学学術選書:65) 太田耕史郎著 勁草書房 601/OtK

720 グローカル時代の地域研究 : 伊東維年教授退職記念論集 伊東維年編著 日本経済評論社 602.1/ItT
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721 現代中国の産業と企業 佐々木信彰編著 晃洋書房 602.22/SaN

722 食の経済入門 2016年版
村上陽子, 芝崎希美夫編
著

農林統計出版 611.3/MuY/'16

723 新明日の農協 : 歴史と現場から 太田原高昭著 農山漁村文化協会 611.61/OtT

724 皇后さまとご養蚕 : 皇后陛下傘寿記念 扶桑社 635/Mic/F

725 ネコがこんなにかわいくなった理由 : No.1ペットの進化の謎を解く(PHP新書:1065) 黒瀬奈緒子著 PHP研究所 645.7/KuN

726 屠殺 : 監禁畜舎・食肉処理場・食の安全
テッド・ジェノウェイズ
著/井上太一訳

緑風出版 648.22/GeT

727 図解知識ゼロからの林業入門 関岡東生監修 家の光協会 650/SeH

728 塩の日本史(雄山閣アーカイブス:歴史篇) 廣山堯道著 雄山閣 669/HiG

729 伝わるモノの書き方のコツ : このフレーズが決め手!(超役立つ!社会人の常識手帳) 直井章子監修 ナツメ社 670.91/NaS

730 ビジネス英語の敬語 : 微妙なニュアンスを英語で伝える状況に応じた丁寧表現 浅見ベートーベン著
クロスメディア・ラン
ゲージ/インプレス (発

670.93/AsB

731 メルカリ公式ガイドBOOK : 4000万人が利用するフリマアプリを100倍楽しむ! メルカリ監修 宝島社 673.36/Mer

732 メルカリ完全ガイド : みんな大好きメルカリのお得な使い方教えます!(100%ムックシリーズ) 晋遊舎 673.36/Shi

733 現代の小売流通 第2版 懸田豊, 住谷宏編著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング

673.7/KaY

734 無印良品のデザイン [1] 日経デザイン編
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

673.7/RyK2/N-1

735 小売業の国際化要因 : 市場拡大時代における日本小売業の将来性 横井のり枝著 流通経済大学出版会 673.7/YoN

736 「野菜の価格が高い!」D社対IY戦争で知る商売の真髄 渡辺一憲著 東京図書出版 673.86/WaK

737 「カジノ法」の真意 : 「IR」が観光立国と地方創生を推進する 岩屋毅著 KADOKAWA 673.94/IwT

738 日本版カジノのすべて : しくみ、経済効果からビジネス、統合型リゾートまで 木曽崇著 日本実業出版社 673.94/KiT

739 カジノ解体新書(森巣博ギャンブル叢書:1) 森巣博著 扶桑社 673.94/MoH

740 カジノの文化誌(中公選書:005) 大川潤, 佐伯英隆著 中央公論新社 673.94/OkJ
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741 カジノ幻想 : 「日本経済が成長する」という嘘(ベスト新書:473) 鳥畑与一著 KKベストセラーズ 673.94/ToY

742 飲食店のためのハラル対策ハンドブック : レシピ30付 ハラル・ジャパン協会著 柴田書店 673.97/HaJ

743
これからの焼肉店開業成功の教科書 : 保存版焼肉店開業失敗しないための超重要ポイント(旭屋出版
MOOK)

旭屋出版 673.972/AsS

744
カフェをはじめる人の本 : 東京で開業したカフェ8店、地方ではじめたカフェ6店が自分らしいお店の
つくり方をおしえます

成美堂出版編集部編 成美堂出版 673.98/SeS

745 地域ブランドデザイン集 : 地域を動かすデザインの仕組み、見つけます(エイムック:3588) 枻出版社 674.3/EiS

746 伝える、広める、人を集めるフライヤーのデザイン : flyer design to attract people ビー・エヌ・エヌ新社 674.7/BiE

747 企画のお手本 : VWビートルによる発想トレーニング副読本 西尾忠久著 ロングセラーズ 674.9/NiT

748 MONOQLO安くて良いモノベストコレクション 2017(100%ムックシリーズ) 晋遊舎 675.1/Shi/'17

749 「豊洲市場」これからの問題点 小松正之著 マガジンランド 675.5/ToC/K

750
新シニア市場攻略のカギはモラトリアムおじさんだ!(マインド・ホールを突破せよ。 : ビデオリサー
チが提案するマーケティング新論:2)

ビデオリサーチひと研究
所編著

ダイヤモンド社 675/BiR

751
SNSマーケティングのやさしい教科書。 : Facebook・Twitter・Instagram--つながりでビジネスを加
速する技術

グローバルリンクジャパ
ン, 清水将之著

エムディエヌコーポレー
ション/インプレス (発

675/GuR

752 入門・マーケティング戦略 池尾恭一著 有斐閣 675/IkK

753 マーケティング戦略 第5版(有斐閣アルマ:Specialized)
和田充夫, 恩藏直人, 三
浦俊彦著

有斐閣 675/MaS

754 MarkeZine : マーケティング最前線2017 : “マス"の消滅、デジタルがルールを変える MarkeZine編集部編集 翔泳社 675/Sho/'17

755 宝くじの文化史 : ギャンブルが変えた世界史
ゲイリー・ヒックス著/
高橋知子訳

原書房 676.8/HiG

756 TPP協定の全体像と日本農業・米国批准問題 服部信司著 農林統計協会 678.3/HaS

757 自由貿易は私たちを幸せにするのか?
上村雄彦, 首藤信彦, 内
田聖子[ほか]著

コモンズ 678.3/JiB

758 TPPで拓く日本経済
大田弘子, 経済成長
フォーラム編著

生産性出版 : 日本生産
性本部

678.3/TPH

759 TPPの期待と課題 : アジア太平洋の新通商秩序
馬田啓一, 浦田秀次郎,
木村福成編著

文眞堂 678.3/TPK

760 地域公共交通の活性化・再生と公共交通条例 香川正俊著 日本評論社 681.1/KaM
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761 最新航空事業論 : エアライン・ビジネスの未来像 第2版 井上泰日子著 日本評論社 687/InY

762 日本の観光 きのう・いま・あす : 現場からみた観光論(交通新聞社新書:107) 須田寛著 交通新聞社 689.21/SuH

763 京都観光 : 40人の提言 三好克之[著] 白川書院 689.2162/MiK

764 地域創造のための観光マネジメント講座
観光力推進ネットワー
ク・関西, 日本観光研究

学芸出版社 689.4/KaS

765
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンお得技ベストセレクションmini [2017](Shinyusha mook:079. お
得技シリーズ)

晋遊舎 689.5/UnS/S-'17

766 プロ通訳案内士が教えるはじめてのボランティア英語ガイド 江口裕之, 根岸正著 DHC 689.6/EgH

767 ここからはじめる観光学 : 楽しさから知的好奇心へ
大橋昭一, 山田良治, 神
田孝治編

ナカニシヤ出版 689/KoH

768 観光ビジネス 中島恵著 三恵社 689/NaM

769 スマートフォンの基本がQ&Aでわかる本 : 文字と写真が見やすくわかりやすい!(Eiwa mook) 英和出版社 694.6/EiS

770 最強の運用術(100%ムックシリーズ. 完全ガイドシリーズ:166/スマートフォン完全ガイド:2017) 晋遊舎 694.6/Shi/'17

771 ニセモノ図鑑 : 見るだけで楽しめる! : 贋造と模倣からみた文化史 西谷大編著 河出書房新社 702.1/NiM

772 治天のまなざし、王朝美の再構築 : 鎌倉・南北朝時代(天皇の美術史:2) 伊藤大輔, 加須屋誠著 吉川弘文館 702.1/TeB/2

773 正倉院宝物 : 181点鑑賞ガイド(とんぼの本) 杉本一樹著 新潮社 702.135/SuK

774 芸術編(ゼミナール中国文化 : カラー版) 劉謙功著/佐野慎訳 グローバル科学文化出版 702.22/RyK

775 文化財保存環境学 第2版
三浦定俊, 佐野千絵, 木
川りか著

朝倉書店 709/BuH

776 仙厓 : ユーモアあふれる禅のこころ(別冊太陽. 日本のこころ:243) 中山喜一朗監修 平凡社 721.7/Sen/N

777 自分の運命に楯を突け(青春文庫:お-44)
岡本太郎著/平野暁臣構
成・監修

青春出版社 723.1/OkT/O

778 自分の中に毒を持て : あなたは"常識人間"を捨てられるか : [新装版] 岡本太郎著 青春出版社 723.1/OkT/O

779
マンガのDNA : マンガの神様の意思を継ぐ者たち : 手塚治虫文化賞20周年記念MOOK(アサヒオリジナ
ル)

山岸凉子 [ほか著] 朝日新聞出版 726.1/TeO/M

780 「面白さ」の研究 : 世界観エンタメはなぜブームを生むのか(角川新書:[K-25]) 都留泰作 [著] KADOKAWA 726.101/TsD
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781 キャラクターメーカー : 6つの理論とワークショップで学ぶ「つくり方」(星海社新書:42) 大塚英志著 星海社/講談社 (発売) 726.107/OtE

782 レッドタートル : ある島の物語
マイケル・デュドク・
ドゥ・ヴィット原作/池

岩波書店 726.5/DuM/R

783 金石大字典 汪仁壽原輯 マール社 728.4/OJi

784 王羲之書法の展開 : 王献之から良寛まで 吉川蕉仙編 二玄社 728.8/YoS

785 はんこ(ものと人間の文化史:178) 久米雅雄著 法政大学出版局 739.02/KuM

786 自然風景撮影 : 基本からわかる光・形・色の活かし方(玄光社MOOK) 萩原史郎, 萩原俊哉著 玄光社 743.5/HaS

787 「実況動画」のつくり方(I/O books) 小笠原種高著 工学社 746.7/OgS

788 絨毯が結ぶ世界 : 京都祇園祭インド絨毯への道 鎌田由美子著 名古屋大学出版会 753.3/KaY

789 日本刀・松田次泰の世界 : 和鉄が生んだ文化 第2版 かつきせつこ作・画 雄山閣 756.6/MaT/K

790 刀に生きる : 刀工・宮入小左衛門行平と現代の刀職たち 塩野米松聞き書き KADOKAWA 756.6/MiK/S

791 いのちを守るデザイン(コミュニケーションデザイン:1) FOMS編著 遊子館 757/FOM/1

792 共生のデザイン(コミュニケーションデザイン:2) FOMS編著 遊子館 757/FOM/2

793 地球市民のデザイン(コミュニケーションデザイン:4) FOMS編著 遊子館 757/FOM/4

794 目で見ることばのデザイン(コミュニケーションデザイン:5) FOMS編著 遊子館 757/FOM/5

795 二〇世紀日本レコード産業史 : グローバル企業の進攻と市場の発展 生明俊雄著 勁草書房 760.9/AzT

796 音のデザイン : 感性に訴える音をつくる 岩宮眞一郎著 九州大学出版会 761.13/IwS

797 音楽の原理 近藤秀秋著 アルテスパブリッシング 761/KoH

798 モーツァルトのいる休日 : 大人の楽しむクラシック(マイナビ新書) 石田衣良著 マイナビ出版 762.346/MoW/I

799 ザ・ビートルズ史 : 誕生 上
マーク・ルイソン著/山
川真理, 吉野由樹, 松田

河出書房新社 764.7/Bea/L-1

800 ザ・ビートルズ史 : 誕生 下
マーク・ルイソン著/山
川真理, 吉野由樹, 松田

河出書房新社 764.7/Bea/L-2
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801 ボブ・ディラン : マイ・バック・ページズ(KAWADE夢ムック)(文藝:別冊) 河出書房新社 767.8/DyB/K

802 琵琶盛衰記 : 知られざる琵琶の今昔ものがたり 北川鶴昇著 風詠社/星雲社 (発売) 768.13/KiK

803 歌舞伎の音楽・音 配川美加著 音楽之友社 774.7/HaM

804 宝塚歌劇に誘う7つの扉 中本千晶著 東京堂出版 775.4/TaK/N

805 大阪「映画」事始め(フィギュール彩:72) 武部好伸著 彩流社 778.09/TaY

806 映画監督小林正樹 小笠原清, 梶山弘子編 岩波書店 778.21/KoM/O

807 Sound design : 映画を響かせる「音」のつくり方
デイヴィッド・ゾンネン
シャイン著/シカ・マッ

フィルムアート社 778.4/SoD

808 サウンドデザインバイブル
沢口真生, 染谷和孝, 戸
田信子著

兼六館出版 778.4/SoD

809 細田守の世界 : 希望と奇跡を生むアニメーション 氷川竜介著 祥伝社 778.77/HoM/H

810 百日紅〜Miss Hokusai〜 : オフィシャルガイドブック マッグガーデン 778.77/KaO/M

811 百日紅 上(ちくま文庫) 杉浦日向子著 筑摩書房 778.77/KaO/S-1

812 百日紅 下(ちくま文庫) 杉浦日向子著 筑摩書房 778.77/KaO/S-2

813 光と闇 : 小倉宏昌画集(ジブリ the artシリーズ) 小倉宏昌著
徳間書店スタジオジブリ
事業本部

778.77/OgH/H

814 映像メディア論 : 映画からテレビへ、そして、インターネットへ 辻泰明著 和泉書院 778/TsY

815 ぜんぶ落語の話 矢野誠一著 白水社 779.13/YaS

816 近代オリンピックのヒーローとヒロイン 池井優著 慶應義塾大学出版会 780.69/IkM

817 ハイパフォーマンスの科学 : トップアスリートをめざすトレーニングガイド
David Joyce, Daniel
Lewindon編集

ナップ 780.7/JoD

818 トータルスノーボーディング
全日本スキー連盟教育本
部著

スキージャーナル 784.39/ZeS

819 呼出秀男の相撲ばなし 山木秀男著 現代書館 788.1/YaH/Y

820 公営競技の文化経済学(文化経済学ライブラリー:1) 佐々木晃彦著 芙蓉書房出版 788/SaA
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821 ゲームサウンド制作ガイド : インタラクティブな音楽のための作曲技法(GAME|DEV|LAB)
Winifred Phillips著/宮
崎空訳

オライリー・ジャパン/
オーム社 (発売)

798.5/PhW

822 やりとりの言語学 : 関係性思考がつなぐ記号・認知・文化
N.J.エンフィールド著/
横森大輔 [ほか] 訳

大修館書店 801.03/EnN

823 会話分析の基礎
高木智世, 細田由利, 森
田笑著

ひつじ書房 801.03/KaB

824 レキシコンに潜む文法とダイナミズム(開拓社言語・文化選書:28) 由本陽子著 開拓社 801.4/YuY

825 現代の形態論と音声学・音韻論の視点と論点(開拓社叢書:25) 西原哲雄, 田中真一編 開拓社 801.5/NiT

826
Checking theory and grammatical functions in universal grammar : pbk(Oxford studies in
comparative syntax)

Hiroyuki Ura
Oxford University
Press

801.5/UrH

827 よくわかる翻訳通訳学(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 鳥飼玖美子編著 ミネルヴァ書房 801.7/ToK

828 言語理論としての語用論 : 入門から総論まで(開拓社言語・文化選書:50) 今井邦彦著 開拓社 801/ImK

829 情報のなわ張り理論 : 言語の機能的分析 続 神尾昭雄著 大修館書店 801/KaA

830 語用論研究法ガイドブック 加藤重広, 滝浦真人編 ひつじ書房 801/KaS

831 言語研究における機能主義 : 誌上討論会 小泉保編 くろしお出版 801/KoT

832 形態論/統語論/意味論/言語習得(現代言語学入門:1)
William O'Grady,
Michael Dobrovolsky著/

松柏社 801/OGW/1

833 A student's dictionary of language and linguistics : pbk R.L. Trask Arnold 803/TrR

834
日米で違う「リッチ」という言葉に対する感じ方、考え方(渡部昇一ブックス:13. アングロ・サクソ
ン文明落穂集:6)

広瀬書院/丸善出版 (発
売)

804.9/WaS

835 世界言語への視座 : 歴史言語学と言語類型論 松本克己著 三省堂 804/MaK

836 外国語運用能力はいかに熟達化するか : 言語情報処理の自動化プロセスを探る
横川博一, 定藤規弘, 吉
田晴世編著

松柏社 807/GaU

837 外国語音声の認知メカニズム : 聴覚・視覚・触覚からの信号(開拓社言語・文化選書:59) 中森誉之著 開拓社 807/NaT

838 TED驚異のプレゼン : 人を惹きつけ、心を動かす9つの法則
カーマイン・ガロ著/土
方奈美訳

日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

809.2/GaC

839 アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書
スティーブン E. ルーカ
ス著

SBクリエイティブ 809.4/LuS

840 認知と言語 : 日本語の世界・英語の世界(開拓社言語・文化選書:62) 濱田英人著 開拓社 810.1/HaH
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841 新ここからはじまる日本語学 伊坂淳一著 ひつじ書房 810.1/IsJ

842 使ってみたい武士の日本語(朝日文庫:[の09-1]) 野火迅著 朝日新聞出版 810.25/NoJ

843 わかりやすい日本語
野村雅昭, 木村義之編/
庵功雄 [ほか執筆]

くろしお出版 810.4/NoM

844 へんな日本語 : 知らず知らずに使っていませんか? 市野桂子著 自由国民社 810/IcK

845 漢字・カタカナ・ひらがな : 表記の思想(ブックレット「書物をひらく」:2) 入口敦志著 平凡社 811/IrA

846 新全訳古語辞典 林巨樹, 安藤千鶴子編 大修館書店 813.6/HaO

847 言語学から見た日本語と英語の慣用句(開拓社言語・文化選書:51) 石田プリシラ著 開拓社 814.4/IsP

848 日本語語彙論 1(講座言語研究の革新と継承:1-2) 斎藤倫明編 ひつじ書房 814/SaM/1

849 日本語語彙論 2(講座言語研究の革新と継承:1-2) 斎藤倫明編 ひつじ書房 814/SaM/2

850 自然な敬語が基本から身につく本 高橋圭子著 研究社 815.8/TaK

851 DeonticからEpistemicへの普遍性と相対性 : モダリティの日英語対照研究 黒滝真理子著 くろしお出版 815/KuM

852 日本語文法ハンドブック : 言語理論と言語獲得の観点から 村杉恵子 [ほか] 編 開拓社 815/NiB

853 英語を通して学ぶ日本語のツボ(開拓社言語・文化選書:33) 菅井三実著 開拓社 815/SuK

854 学生のレポート・論文作成トレーニング : スキルを学ぶ21のワーク 改訂版
桑田てるみ編/桑田てる
みほか執筆

実教出版 816.5/KuT

855 できる研究者の論文作成メソッド : 書き上げるための実践ポイント
ポール・J・シルヴィア
著/高橋さきの訳

講談社 816.5/SiP/2

856 文章が変わる接続語の使い方 : 文の論理は接続語で決まる 沖森卓也著 ベレ出版 816/OkT

857 日中は異文化だから面白い : 言語と文化のプロたちが綴るエッセイ集 相原茂編著 現代書館 820.4/AiS

858 漢字編(ゼミナール中国文化 : カラー版) 韓鍳堂著/佐藤嵐士訳 グローバル科学文化出版 821.2/KaK

859 漢字ル!世界 山口謠司絵・文 游学社 821.2/YaY

860 英語学セミナー : 思考鍛錬のための言葉学 第2版 高橋勝忠, 福田稔著 松柏社 830.1/TaK
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861 はじめての英語史 : 英語の「なぜ?」に答える 堀田隆一著 研究社 830.2/HoR

862 英語学習者コーパス活用ハンドブック 投野由紀夫 [ほか] 編著 大修館書店 830.7/EiG

863 英語コーパス言語学 : 基礎と実践 改訂新版
齊藤俊雄, 中村純作, 赤
野一郎編

研究社 830.7/EiK

864 英語教師のためのコーパス活用ガイド
赤野一郎, 堀正広, 投野
由紀夫編著

大修館書店 830.7/EiK

865 英語学習のメカニズム : 第二言語習得研究にもとづく効果的な勉強法 廣森友人著 大修館書店 830.7/HiT

866 英語学習者のためのGoogle・英辞郎検索術(開拓社言語・文化選書:48) 衣笠忠司著 開拓社 830.7/KiT

867 英語コーパスを活用した言語研究
ハーンス・リンドクヴィ
スト著/渡辺秀樹 [ほか]

大修館書店 830.7/LiH

868 Teaching vocabulary : strategies and techniques I.S.P. Nation
Heinle Cengage
Learning

830.7/NaI

869 子どもの認知と言語はどう発達するか : 早期英語教育のための発達心理言語学
ジョン・オーツ, アンド
ルー・グレイソン編/河

松柏社 830.7/OaJ

870 科学的トレーニングで英語力は伸ばせる!(マイナビ新書) 田浦秀幸著 マイナビ出版 830.7/TaH

871 投野由紀夫のコーパス超入門 : コーパスでわかる英語学習のコツ(コーパスの本) 投野由紀夫著 小学館 830.7/ToY

872 TOEFLテスト必修英単語2500(東進ブックス) AmEnglish.com,Inc.編 ナガセ 830.79/AmE

873 TOEFLテスト上級英単語2500(東進ブックス) AmEnglish.com,Inc.編 ナガセ 830.79/AmE

874 TOEICテストリーディングだけ300問 ハッカーズ語学研究所著 アルク 830.79/HaG

875 はじめて受けるTOEICテストパーフェクト入門 : 新形式問題対応 濵崎潤之輔著 桐原書店 830.79/HaJ

876 TOEIC L&Rテスト究極のゼミPart3&4
早川幸治共著 : ヒロ前
田共著

アルク 830.79/HaK

877 はじめてのTOEIC listening and readingテスト全パート教本 : 新形式問題対応 3訂版
ロバート・ヒルキ, ポー
ル・ワーデン著

旺文社 830.79/HiR

878 TOEIC listening and readingテストおまかせ730点!
石井洋佑著/英語出版編
集部編集

アルク 830.79/IsY

879 TOEIC listening and reading test標準模試 1
神崎正哉, Daniel
Warriner著

やどかり出版/IBCパブ
リッシング (発売)

830.79/KaM/1

880 TOEIC listening and reading test 15日で500点突破!リスニング攻略
松本恵美子, トニー・
クック著

三修社 830.79/MaE
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881 はじめての新形式TOEICテストこの1冊で650点 : 新形式完全対応 生越秀子著 コスモピア 830.79/OgH

882 新形式対応TOEICテスト990点新・全方位文法&語彙
中村紳一郎, Susan
Anderton, 小林美和著

ジャパンタイムズ 830.79/ShK/5-6

883 TOEIC L&R test出る単特急金のフレーズ TEX加藤著 朝日新聞出版 830.79/TeK

884 英検2級をひとつひとつわかりやすく。 : 文部科学省後援 新試験対応版 柳瀬実佳著 学研プラス 830.79/YaM

885 最新英語学・言語学用語辞典 赤野一郎 [ほか] 編集 開拓社 830/SaE

886 英語の発音パーフェクト学習事典 改訂版 深沢俊昭著 アルク 831.1/FuT

887 シャドーイングと音読英語トレーニング : 正攻法がいちばん!
門田修平監修・著/高田
哲朗, 溝畑保之著

コスモピア 831.1/KaS

888 話せる!英語シャドーイング : 音声を聞き取ってスピーキングにつなげる
門田修平監修・著/柴原
智幸, 高瀬敦子, 米山明

コスモピア 831.1/KoK

889 初級英語音声学 改訂新版
竹林滋, 清水あつ子, 斎
藤弘子共著

大修館書店 831.1/ShE

890 語用論(英語学入門講座:第11巻) 内田恵, 前田満著 英潮社 832/UcM

891 英語辞書をつくる : 編集・調査・研究の現場から 南出康世 [ほか] 編 大修館書店 833.04/EiJ

892 英語辞典活用ガイド : 辞書の情報を読み取るための必須知識(開拓社言語・文化選書:35) 樋口昌幸著 開拓社 833.3/HiM

893 熟語本位英和中辞典 新版 / 豊田実増補 ; 八木克正校注 斎藤秀三郎著 岩波書店 833/SaH

894 コーパス英語類語使い分け200 投野由紀夫編 小学館 834.5/ToY/K(1)

895 英語接辞の魅力 : 語彙力を高める単語のメカニズム(開拓社言語・文化選書:39) 西川盛雄著 開拓社 834/NiM

896
Dr.コーパス直伝:ボキャブラリーの攻め方 : 僕はこうして語彙を増やしてきた(HMアーカイブ・シ
リーズ:1)

投野由紀夫監修・執筆 アルク 834/ToY

897 クラウンチャンクで英単語 Basic : 基礎 投野由紀夫編 三省堂 834/ToY/1

898 クラウンチャンクで英単語 Standard : 標準 投野由紀夫編 三省堂 834/ToY/2

899 まねてはいけない!マズい英語 : 辞書の権威が辞書にダメ出し 山岸勝榮著 [学研プラス] 834/YaK

900 現代英語の語彙的・構文的事象 村田勇三郎著 開拓社 835.1/MuY
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901 「最新」英語構文事典 中島平三編 大修館書店 835.1/NaH

902 モダリティ 澤田治美著 開拓社 835.1/SaH

903 機能的統語論(日英語対照による英語学演習シリーズ:4) 高見健一著 くろしお出版 835.1/TaK

904 使役動詞のアナトミー : 語彙的使役動詞の語彙概念構造 丸田忠雄著 松柏社 835.5/MaT

905 時間と言語を考える : 「時制」とはなにか(開拓社言語・文化選書:61) 溝越彰著 開拓社 835.5/MiA

906 英文法を探る(開拓社叢書:18) 安藤貞雄著 開拓社 835/AnS

907 英文法への誘い(開拓社叢書:2)
斎藤武生, 原口庄輔, 鈴
木英一編集

開拓社 835/EiI

908 単数か複数か(謎解きの英文法) 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 835/KuS

909 文の意味(謎解きの英文法) 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 835/KuS

910 時の表現(謎解きの英文法) 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 835/KuS

911 みんなの英文法マン : 中高6年分の英語まるっと入門
宮野智靖, ミゲル・E・
コーティ著

Jリサーチ出版 835/MiT

912 英語の素朴な疑問から本質へ : 文法を作る文法(開拓社言語・文化選書:55) 小野隆啓著 開拓社 835/OnT

913 英語の意味を極める 1 : 名詞・形容詞・副詞編(一歩進める英語学習・研究ブックス) 友繁義典著 開拓社 835/ToY/1

914 英語の意味を極める 2 : 動詞・前置詞編(一歩進める英語学習・研究ブックス) 友繁義典著 開拓社 835/ToY/2

915 機能・視点から考える英語のからくり(開拓社言語・文化選書:63) 上山恭男著 開拓社 835/UeY

916 英語で書く力。 : 70のサンプル・ライティングで鍛える!
長尾和夫, トーマス・
マーティン著

三修社 836/NaK

917 英作文のためのやさしい英文法(岩波ジュニア新書:658) 佐藤誠司著 岩波書店 836/SaS

918 ことばの仕組みから学ぶ和文英訳のコツ(開拓社言語・文化選書:46)
畠山雄二編/田中江扶
[ほか] 著

開拓社 837.4/HaY

919 翻訳英文法 : 訳し方のルール : 新装版 安西徹雄著 バベル・プレス 837.5/AnT

920 ブラックジャックによろしく
佐藤秀峰, Manga on Web
著

プレジデント社 837.5/SaS/B
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921 英日日英プロが教える基礎からの翻訳スキル 田辺希久子, 光藤京子著 三修社 837.5/TaK

922 A-LiSM (エーリズム) : 通訳学校で開発!「暗記」を超えたスゴイ!英語スピーキング練習法 新崎隆子, 高橋百合子著 朝日出版社 837.8/ShR

923 ラーニング・ポートフォリオ 竹蓋順子著 学術研究出版 837.8/TaJ

924 ライトノベルのための正しい日本語 : 表現をより良くするための文章テクニック 榎本秋, 榎本事務所著 秀和システム 901.307/EnA

925 そろそろライトノベルでも書いてみようと思うキミへ47のtips すずきあきら著 イカロス出版 901.307/SuA

926 言葉の降る日 加藤典洋著 岩波書店 910.26/KaN

927 ハンドブック日本近代文学研究の方法 日本近代文学会編 ひつじ書房 910.26/NiK

928 物語の向こうに時代が見える 川本三郎著 春秋社 910.264/KaS

929 子規と漱石 : 友情が育んだ写実の近代(集英社新書:0854F) 小森陽一著 集英社 910.268/MaS/K

930 村上春樹と私 : 日本の文学と文化に心を奪われた理由 ジェイ・ルービン著 東洋経済新報社 910.268/MuH/R

931 憂鬱なる漱石 小林敏明著 せりか書房 910.268/NaS/K

932 「憧憬」の明治精神史 : 高山樗牛・姉崎嘲風の時代 長尾宗典著 ぺりかん社 910.268/TaC/N

933 はじめての短歌(河出文庫) 穂村弘著 河出書房新社 911.101/HoH

934 日本人はなぜ、五七五七七の歌を愛してきたのか 錦仁編 笠間書院 911.102/NiH

935 和歌(うた)が伝える日本の美のかたち 冷泉貴実子著 書肆フローラ 911.104/ReK

936 続後撰和歌集(和歌文学大系:37) 佐藤恒雄著 明治書院 911.145/FuT/S

937 明治の恋 : 窪田空穂、亀井藤野の往復書簡
[窪田空穂, 亀井藤野原
著]/臼井和恵著

河出書房新社 911.162/KuU/U

938 坪内稔典の俳句の授業 増補 坪内稔典著 黎明書房 911.304/TsT

939 金子みすゞの詩とこころ 小寺誠著 清風堂書店 911.52/KaM/K

940 世界はもっと美しくなる(奈良少年刑務所詩集) 寮美千子編 ロクリン社 911.568/RyM/S
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941 批評集成・源氏物語 第1巻 近世前期篇
島内景二, 小林正明, 鈴
木健一編集

ゆまに書房 913.36/HiS/1

942 批評集成・源氏物語 第2巻 近世後期篇
島内景二, 小林正明, 鈴
木健一編集

ゆまに書房 913.36/HiS/2

943 近代の批評(批評集成・源氏物語:第3巻)
島内景二, 小林正明, 鈴
木健一編

ゆまに書房 913.36/HiS/3

944 近代の創見(批評集成・源氏物語:第4巻)
島内景二, 小林正明, 鈴
木健一編

ゆまに書房 913.36/HiS/4

945 批評集成・源氏物語 第5巻 戦時下篇
島内景二, 小林正明, 鈴
木健一編集

ゆまに書房 913.36/HiS/5

946 延慶本平家物語全注釈 第5末(巻10) 延慶本注釈の会編 汲古書院 913.434/EnC/E-10

947 狩人の悪夢 有栖川有栖著 KADOKAWA 913.6/ArA/K

948 天子蒙塵 第1巻 浅田次郎著 講談社 913.6/AsJ/T-1

949 天子蒙塵 第2巻 浅田次郎著 講談社 913.6/AsJ/T-2

950 キャラクターズ(河出文庫:あ20-3) 東浩紀, 桜坂洋著 河出書房新社 913.6/AzH2/C

951 幻庵 上 百田尚樹著 文藝春秋 913.6/HyN/G-1

952 幻庵 下 百田尚樹著 文藝春秋 913.6/HyN/G-2

953 あひる 今村夏子著 書肆侃侃房 913.6/ImN/A

954 室町無頼 垣根涼介著 新潮社 913.6/KaR2/M

955 草花たちの静かな誓い 宮本輝著 集英社 913.6/MiT4/K

956 カブールの園 宮内悠介著 文藝春秋 913.6/MiY5/K

957 夜行 森見登美彦著 小学館 913.6/MoT3/Y

958 和算の侍(新潮文庫:10392, な-94-1) 鳴海風著 新潮社 913.6/NaF/W

959 蜜蜂と遠雷 恩田陸著 幻冬舎 913.6/OnR/M

960 明るい夜に出かけて 佐藤多佳子著 新潮社 913.6/SaT/A
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961 国境の雪(角川文庫:19500, [し41-3]) 柴田哲孝 [著] KADOKAWA 913.6/ShT7/K

962 また、桜の国で 須賀しのぶ著 祥伝社 913.6/SuS2/M

963 土の記 上 高村薫著 新潮社 913.6/TaK4/T-1

964 土の記 下 高村薫著 新潮社 913.6/TaK4/T-2

965 十二人の死にたい子どもたち 冲方丁著 文藝春秋 913.6/UbT/J

966 しんせかい 山下澄人著 新潮社 913.6/YaS8/S

967 大坂の陣 : 近代文学名作選 日高昭二編 岩波書店 913.68/HiS/O

968 グローバル化の憂鬱(新潮文庫:10551, ふ-12-15. 管見妄語) 藤原正彦著 新潮社 914.6/FuM/G

969 生きる理由を探してる人へ(角川新書:[K-105])
大谷ノブ彦, 平野啓一郎
[著]

KADOKAWA 914.6/OtN/I

970 湯川秀樹歌文集(講談社文芸文庫:[ゆC1])
湯川秀樹 [著]/細川光洋
選

講談社 914.6/YuH/Y

971 和泉式部日記全注釈(笠間注釈叢刊:32) 中嶋尚著 笠間書院 915.34/NaT

972 吾輩は猫である(定本漱石全集:第1巻) 岩波書店 918.68/NaS/1

973 倫敦塔ほか・坊っちやん(定本漱石全集:第2巻) 岩波書店 918.68/NaS/2

974 草枕, 二百十日・野分(定本漱石全集:第3巻) 岩波書店 918.68/NaS/3

975 六朝唐詩論考(東洋學叢書) 高木正一著 創文社 921.4/TaM

976 白居易研究年報 第17号 白居易研究会編集 勉誠出版 921.43/HaK/H-17

977 感ジテ!漢詩 : 昭和歌謡で解き明かす漢詩のヒミツ 新版 山口謠司絵・文 游学社 921/YaY

978 唐代伝奇を語る語り手 : 物語の時間と空間 葉山恭江著 汲古書院 923.4/HaY

979 シャーロック・ホームズ大図鑑
デイヴィッド・スチュ
アート・デイヴィーズほ

三省堂 930.268/DoA/S

980 Crooked House : pbk(St. Martin's minotaur mysteries) Agatha Christie
St. Martin's
Paperbacks

933.7/ChA/C
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981 Double Sin and Other Stories : pbk(St. Martin's minotaur mysteries) Agatha Christie
St. Martin's
Paperbacks

933.7/ChA/D

982 The Mysterious Mr. Quinn : pbk(St. Martin's minotaur mysteries) Agatha Christie
St. Martin's
Paperbacks

933.7/ChA/M

983 Sparkling Cyanide : pbk(St. Martin's minotaur mysteries) Agatha Christie
St. Martin's
Paperbacks

933.7/ChA/S

984 The Sittaford Mystery : pbk(St. Martin's minotaur mysteries) Agatha Christie
St. Martin's
Paperbacks

933.7/ChA/S

985 Why Didn't They Ask Evans? : pbk(St. Martin's minotaur mysteries) Agatha Christie
St. Martin's
Paperbacks

933.7/ChA/W

986 美女と野獣 : オリジナル版
ガブリエル=シュザン
ヌ・ド・ヴィルヌーヴ著

白水社 953.6/ViG/B

987 白痴 2(光文社古典新訳文庫:[KAト1-17], [KAト1-18])
ドストエフスキー著/亀
山郁夫訳

光文社 983.6/DoF/H-2

988 日本人物レファレンス事典 江戸時代の武士篇
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)

B281/NiA/10

989 民俗風俗図版レファレンス事典 古代・中世・近世篇
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)

B382.1/NiA/3

990 音楽・芸能レファレンスブック
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)

B760.31/NiA

991 地域子育て支援とは(V-toneビデオライブラリー. 保育所の地域子育て支援:第1巻) 新宿スタジオ DV369.4/HoC/1

992 支援の実際(V-toneビデオライブラリー. 保育所の地域子育て支援:第2巻) 新宿スタジオ DV369.4/HoC/2

993 ほわほわひつじ(こどものとも年少版:480号) 池谷陽子さく 福音館書店 E//17

994 さばくのジン(こどものとも:732号)
新藤悦子ぶん、荒木郁代
え

福音館書店 E//17

995 こんとごん : てんてんありなしのまき(かがくのとも:576号) 織田道代ぶん/早川純子 福音館書店 E//17

996 Trains Byron Barton Harper Festival E/13

997 Boats Byron Barton Harper Festival E/13

998 Let's play Leo Lionni Alfred A. Knopf E/17

999 From head to toe First board book ed Eric Carle HarperCollins E/18

1000 Brown bear, brown bear, what do you see? 1st board book ed
by Bill Martin,
Jr./pictures by Eric

Henry Holt and Co. E/18
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1001 My world : a companion to Goodnight moon
by Margaret Wise
Brown/pictures by

HarperCollins E/18

1002 Excuse me! : a little book of manners(Lift-the-flap-book) [by Karen Katz] Grosset & Dunlap E/20

1003 おとうさんは、いま(こどものとも絵本)
湯本香樹実ぶん : ささ
めやゆきえ

福音館書店 E/20

1004 The runaway bunny Revised
by Margaret Wise
Brown/pictures by

HarperCollins E/22

1005 Little blue and little yellow : a story for Pippo and Ann and other children : pbk by Leo Lionni Dragonfly Books E/23

1006 Bark, George 1st ed(Michael Di Capua books) Jules Feiffer
HarperCollins
Publishers

E/24

1007 へんしんおてんき(新しいえほん) あきやまただし作・絵 金の星社 E/25

1008 I want my hat back : pbk Jon Klassen Walker E/28

1009 だいじょうぶ自分でできる嫉妬の操縦法ワークブック(子どもの認知行動療法 : イラスト版:7)
ジャクリーン・B・トー
ナー, クレア・A・B・フ

明石書店 K146.8/HuD/7

1010 だいじょうぶ自分でできる失敗の乗りこえ方ワークブック(子どもの認知行動療法 : イラスト版:8)
クレア・A・B・フリーラ
ンド, ジャクリーン・

明石書店 K146.8/HuD/8

1011 アインシュタイン好奇心からすべて始まる(偉人のことば) 茂木健一郎監修 PHP研究所 K289.3/EiA/M

1012 調べ学習の基本を身につけよう(アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習:1) 中村昌子監修 河出書房新社 K375/NaM/1

1013 調べ学習で情報を集めよう(アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習:2) 中村昌子監修 河出書房新社 K375/NaM/2

1014 伝わる発表のコツを知ろう(アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習:3) 河出書房新社 K375/NaM/3

1015 保育士の一日(医療・福祉の仕事見る知るシリーズ)
WILLこども知育研究所編
著

保育社 K376.1/WIK

1016 マイ・ジャパン : みてみよう日本のくらし フィリケえつこ作 偕成社 K382/FiE

1017 日本のお祭り : わくわく発見! 竹永絵里画 河出書房新社 K386/TaE

1018 生きものとかんきょう(たのしい理科こばなし:1) 宮内主斗編著 星の環会 K407/MiK/1

1019 宇宙ともの(たのしい理科こばなし:2) 宮内主斗[編著] 星の環会 K407/MiK/2

1020 ものの世界の探検(役立つ理科こばなし:1) 玉井裕和, 宮内主斗編著 星の環会 K407/YaR/1
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1021 地球・宇宙・生物の探検(役立つ理科こばなし:2) 石渡正志, 宮内主斗編著 星の環会 K407/YaR/2

1022 一本の樹からはじまった(人と“こころ"のシリーズ:1) 土岐小百合著 アリス館 K470/ToS

1023 大研究能と狂言の図鑑 国土社編集部編 国土社 K773/Kok

1024 大研究歌舞伎と文楽の図鑑 国土社編集部編 国土社 K774/Kok

1025 大研究落語と講談の図鑑 国土社編集部編 国土社 K779.1/Kok

1026 ゴールライン(新・わくわく読み物コレクション:5)
秋木真作 : ゴツボリュ
ウジ絵

岩崎書店 K913/AkS/G

1027 マザーグースってなに?(英語であそぼう!マザーグースたのしさ再発見:1) ミネルヴァ書房 K931/MoG/N-1(1)

1028 くらしのなかのマザーグース(英語であそぼう!マザーグースたのしさ再発見:2) ミネルヴァ書房 K931/MoG/N-2(1)

1029 もっとしりたいマザーグース(英語であそぼう!マザーグースたのしさ再発見:3) ミネルヴァ書房 K931/MoG/N-3(1)

1030 影の王
スーザン・クーパー作/
井辻朱美訳/小西英子画

偕成社 K933/CoS/K

1031 風をつむぐ少年
ポール・フライシュマン
著/片岡しのぶ訳

あすなろ書房 K933/FlP/K

1032 ムーンレディの記憶
E.L.カニグズバーグ作/
金原瑞人訳

岩波書店 K933/KoE/M

1033 ゆがめられた記憶
マーガレット・マーヒー
作/清水真砂子訳

岩波書店 K933/MaM2/Y

1034 モンスーンの贈りもの(鈴木出版の児童文学 : この地球を生きる子どもたち)
ミタリ・パーキンス作/
永瀬比奈訳

鈴木出版 K933/PeM/M

1035 ハリー・ポッターと呪いの子 第1部・第2部
J.K. ローリング, ジョ
ン・ティファニー,

静山社 K933/RoJ/H-8

1036 日本仏塔の研究 石田茂作著 吉川弘文館 L185.5/IsM/1

1037 日本仏塔の研究 図版編 石田茂作著 吉川弘文館 L185.5/IsM/2

1038 徂徠集 : 序類 2(東洋文庫:877, 880)
荻生徂徠著/澤井啓一
[ほか] 訳注

平凡社 ト121.56/OgS/S-2

1039 乾浄筆譚 : 朝鮮燕行使の北京筆談録 2(東洋文庫:860, 879) 洪大容著/夫馬進訳注 平凡社 ト292.2/KoT/2

1040 動物園飼育員・水族館飼育員になるには(なるにはBooks:92) 高岡昌江著 ぺりかん社 就職/資格
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1041 パイロットになるには 改訂版(なるにはBooks:1) 阿施光南著 ぺりかん社 就職/資格

1042 歯科衛生士・歯科技工士になるには(なるにはBooks:47) 宇田川広美著 ぺりかん社 就職/資格

1043 早期内定のトリセツ : 就活探偵団が突撃取材 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 就職/資格

1044 みんなが欲しかった!宅建士の問題集 2017年度版 滝澤ななみ著 TAC出版事業部 就職/資格/'17

1045 楽学宅建士マンガ入門 平成29年版 植杉伸介著/河野やし画 住宅新報社 就職/資格/'17

1046 うかるぞ社労士基本テキスト 2017年版(QP Books)
秋保雅男監著/労務経理
ゼミナール共著

週刊住宅新聞社 就職/資格/'17

1047 最速合格!社労士テキスト&問題集 '17年版
アライツ社労士受験ゼミ
著

成美堂出版 就職/資格/'17

1048 楽学宅建士基本書 平成29年版 氷見敏明著 住宅新報社 就職/資格/'17

1049 国立大学法人等職員採用試験攻略ブック 29年度(受験ジャーナル別冊) 実務教育出版 就職/資格/'17

1050 みんなが欲しかった!宅建士の教科書 2017年度版 滝澤ななみ著 TAC出版事業部 就職/資格/'17

1051 警察官になる本 : 47都道府県警察警察官への道を完全収録 2017-2018(イカロスMOOK) イカロス出版
就職/資格/'17-
'18

1052
ブライダルのお仕事 : my workstyle book : 就活&ワークスタイルサポートブック 2018(Geibun
mooks)

ウエディングジョブ/芸
文社 (発売)

就職/資格/'18

1053 フランチャイズ 2018年度版(最新データで読む産業と会社研究シリーズ:12) 今野篤監修 産学社 就職/資格/'18

1054 マスコミ就職完全ガイド 2018年度版 阪東恭一編 産学社 就職/資格/'18

1055 日本の優良企業パーフェクトブック : 就活役立ちランキング集 2018年度版 日経就職ナビ編集部編著
日経HR/日本経済新聞社
出版 (発売)

就職/資格/'18

1056
行政学 2018年度(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公
務員:16||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワーク
(発行)/七賢出版 (発売)

就職/資格/'18

1057
一般知能 2018年度: 基礎編(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/大卒警察
官・消防官・市役所上級:1||ダイソツ ケイサツカン ショウボウカン シヤクショ ジョウキュウ)

東京アカデミー編
ティーエーネットワーク
(発行)/七賢出版 (発売)

就職/資格/'18

1058
社会科学 2018年度: 基礎編(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/大卒警察
官・消防官・市役所上級:2||ダイソツ ケイサツカン ショウボウカン シヤクショ ジョウキュウ)

東京アカデミー編
ティーエーネットワーク
(発行)/七賢出版 (発売)

就職/資格/'18

1059
人文科学 2018年度: 基礎編(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/大卒警察
官・消防官・市役所上級:3||ダイソツ ケイサツカン ショウボウカン シヤクショ ジョウキュウ)

東京アカデミー編
ティーエーネットワーク
(発行)/七賢出版 (発売)

就職/資格/'18

1060 論文試験の秘伝 : 公務員試験地方上級・国家II種・裁判所事務官他 2018年度採用版 山下純一著 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/'18
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1061
一般知能 2018年度: 実践編(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・
地方上級公務員:6||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワーク
(発行)/七賢出版 (発売)

就職/資格/'18

1062
社会科学 2018年度: 実践編(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・
地方上級公務員:7||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワーク
(発行)/七賢出版 (発売)

就職/資格/'18

1063
人文科学 2018年度: 実践編(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・
地方上級公務員:8||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワーク
(発行)/七賢出版 (発売)

就職/資格/'18

1064
自然科学 2018年度: 実践編(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・
地方上級公務員:9||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワーク
(発行)/七賢出版 (発売)

就職/資格/'18

1065
文章理解 2018年度: 実践編(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・
地方上級公務員:10||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワーク
(発行)/七賢出版 (発売)

就職/資格/'18

1066
憲法 2018年度(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務
員:11||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワーク
(発行)/七賢出版 (発売)

就職/資格/'18

1067
民法 2018年度(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務
員:12||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワーク
(発行)/七賢出版 (発売)

就職/資格/'18

1068
行政法 2018年度(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公
務員:13||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワーク
(発行)/七賢出版 (発売)

就職/資格/'18

1069
経済学 2018年度(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公
務員:14||コッカ 2シュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

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)

就職/資格/'18

1070
政治学 2018年度(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公
務員:15||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワーク
(発行)/七賢出版 (発売)

就職/資格/'18

1071 市役所上・中級採用試験問題集 : 公務員試験 2018年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18

1072 地方上級教養試験問題集 2018年度版(公務員試験:2) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18

1073 地方中級採用試験問題集 2018年度版(公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18

1074 公務員試験すばやく解ける数的推理・判断推理・資料解釈 : クイック解法の法則30 [2018年度版] 家坂圭一 [ほか] 共著 新星出版社 就職/資格/'18

1075 成功する!公務員の面接採用試験 : 何をきかれ、どこをみられるか? '18年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'18

1076 地方上級・国家一般職「大卒程度」公務員試験総合問題集 : 絶対決める! [2018年度版] L&L総合研究所編著 新星出版社 就職/資格/'18

1077 実戦添削例から学ぶ公務員試験論文・作文 : 絶対決める! [2018年度版] 石井秀明著 新星出版社 就職/資格/'18

1078 でるとこだけの一般常識&時事 ['18]
日本キャリアサポートセ
ンター問題作成 : マイ

マイナビ出版 就職/資格/'18

1079 でるとこだけのSPI [2018年度版] マイナビ出版編集部編 マイナビ出版 就職/資格/'18

1080 「大卒程度」警察官採用試験問題集 : 公務員試験 2018年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18
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1081 警察官「大卒程度」採用試験総合問題集 : 絶対決める! [2018年度版] 受験研究会編 新星出版社 就職/資格/'18

1082 国家総合職教養試験問題集 2018年度版(公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18

1083 絶対決める!公務員の基礎能力試験(教養試験)完全対策問題集 [2018年度版] 受験研究会編 新星出版社 就職/資格/'18

1084 公務員の適性試験完全対策問題集 : 絶対決める! [2018年度版] L&L総合研究所著 新星出版社 就職/資格/'18

1085 面接・官庁訪問攻略の秘策 : 公務員試験 2018年度採用版
市岡雅史 [執筆]/TAC株
式会社(出版事業部編集

TAC株式会社出版事業部 就職/資格/'18

1086 地方公務員をめざす本 : 合格への近道 '18年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'18

1087 公務員をめざす人の本 : 合格への近道 '18年版 三木邦裕著 成美堂出版 就職/資格/'18

1088 これが本当のSPI3テストセンターだ! 2018年度版 SPIノートの会編著 洋泉社 就職/資格/'18

1089 公務員試験受かる勉強法落ちる勉強法 : これが「最速受験術」だ! 2018年度版
「合格への道」研究会編
著

洋泉社 就職/資格/'18

1090 公務員試験人文科学1世界史・日本史ザ・ベストプラス The BEST制作委員会編著 エクシア出版 就職/資格/['16]

1091 世界史・日本史 第2版(人文科学. [2016]上)(警察官・消防官Vテキストシリーズ:5. 大卒程度) TAC公務員講座編 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['16]

1092 地理・思想・文芸 第4版(人文科学. [2016]下)(警察官・消防官Vテキストシリーズ:6. 大卒程度) TAC公務員講座編 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['16]

1093 Baby chick
チュコフスキー原作/小
林純一脚本/二俣英五郎

童心社 紙芝居/E/1

1094 Where is apple's home? 英語版 とよたかずひこ脚本・絵 童心社 紙芝居/E/2

1095 Who's their friend? 英語版
得田之久脚本/和歌山静
子絵

童心社 紙芝居/E/3

1096 Grow grow grow bigger 英語版 まついのりこ脚本・絵 童心社 紙芝居/E/4

1097 みんなでぽん! : 英語版 まついのりこ脚本・絵 童心社 紙芝居/E/5

1098 地球が大変! : ぼくたちわたしたちにできることは?
久野登久子文/佐藤八重
子絵

フレーベル館 紙芝居/H3
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