
2017年3月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 人工知能の作り方 : 「おもしろい」ゲームAIはいかにして動くのか 三宅陽一郎著 技術評論社 007.13/MiY

2 トコトンやさしい人工知能の本(B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ)
産業技術総合研究所人工知能研究セ
ンター編

日刊工業新聞社 007.13/SaG

3 サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル 第2版 清水陽平著 弘文堂 007.3/ShY

4 30時間でマスタープレゼンテーション+PowerPoint 2016 : Windows10対応 実教出版企画開発部編 実教出版 007.63/PoP/J

5 東大式伝わるパワーポイントスライドの作り方 西川元一著 秀和システム 007.63/PoP/N

6 Web+印刷のためのIllustrator活用術 ファー・インク編著/山本州著 ボーンデジタル 007.642/Ill/F

7 世界一わかりやすいIllustrator操作とデザインの教科書 : CC/CS6対応版 ピクセルハウス著 技術評論社 007.642/Ill/P

8 世界一わかりやすいPhotoshop操作とデザインの教科書 : CC/CS6対応版 柘植ヒロポン [ほか] 著 技術評論社 007.642/Pho/S

9 情報サービス演習 改訂(現代図書館情報学シリーズ:7)
原田智子編著/江草由佳, 小山憲司
著

樹村房 015.2/HaT

10 「岩波少年文庫」のビブリオトーク : 子どもの本の質が未来を変える 笹倉剛著 あいり出版 019.9/SaT

11 中国関係論説資料 57(2015年)第4分冊上 論説資料保存会 051.1/1/57-4-1

12 中国関係論説資料 57(2015年)第4分冊下 論説資料保存会 051.1/1/57-4-2

13 中国関係論説資料 57(2015年)第4分冊増 論説資料保存会 051.1/1/57-4-3

14 話すための英語力(講談社現代新書:2411) 鳥飼玖美子著 講談社 081/16/2411

15 楽しく学べる「知財」入門(講談社現代新書:2412) 稲穂健市著 講談社 081/16/2412

16 アメリカ帝国の終焉 : 勃興するアジアと多極化世界(講談社現代新書:2413) 進藤榮一著 講談社 081/16/2413

17 海の向こうから見た倭国(講談社現代新書:2414) 高田貫太著 講談社 081/16/2414

18 うつ病をなおす 新版(講談社現代新書:2415) 野村総一郎著 講談社 081/16/2415

19 ウニはすごいバッタもすごい : デザインの生物学(中公新書:2419) 本川達雄著 中央公論新社 081/17/2419

20 フィリピン : 急成長する若き「大国」(中公新書:2420) 井出穣治著 中央公論新社 081/17/2420

21 織田信長の家臣団 : 派閥と人間関係(中公新書:2421) 和田裕弘著 中央公論新社 081/17/2421

22 貧困と地域 : あいりん地区から見る高齢化と孤立死(中公新書:2422) 白波瀬達也著 中央公論新社 081/17/2422
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7 世界一わかりやすいIllustrator操作とデザインの教科書 : CC/CS6対応版 ピクセルハウス著 技術評論社 007.642/Ill/P

23 私の旧約聖書 改版(中公文庫:[い-42-4]) 色川武大著 中央公論新社 081/18/い42-4

24 古本道入門 : 買うたのしみ、売るよろこび(中公文庫:[お-88-1]) 岡崎武志著 中央公論新社 081/18/お88-1

25 側近日誌 : 侍従次長が見た終戦直後の天皇(中公文庫:[き-45-1]) 木下道雄, 高橋紘編 中央公論新社 081/18/き45-1

26 君が描く空 : 帝都芸大剣道部(中公文庫:[さ-69-2]) 里見蘭著 中央公論新社 081/18/さ69-2

27 暁闇 改版 : 新装版(中公文庫:[す-25-29]. 手習重兵衛) 鈴木英治著 中央公論新社 081/18/す25-29

28 隼別王子の叛乱 改版(中公文庫:[た-28-18]) 田辺聖子著 中央公論社 081/18/た28-18

29 大英博物館の話(中公文庫:[て-4-10]) 出口保夫著 中央公論新社 081/18/て4-10

30 わたしが殺した男(中公文庫:[な-55-3]) 永瀬隼介著 中央公論新社 081/18/な55-3

31 祖谷・淡路殺意の旅(中公文庫:[に-7-54]) 西村京太郎著 中央公論新社 081/18/に7-54

32 常世の勇者 : 信長の十一日間(中公文庫:[は-72-1]) 早見俊著 中央公論新社 081/18/は72-1

33 前方後円墳国家(中公文庫:[ひ-36-1]) 広瀬和雄著 中央公論新社 081/18/ひ36-1

34 歌舞伎町ダムド(中公文庫:[ほ-17-11]) 誉田哲也著 中央公論新社 081/18/ほ17-11

35 古代史疑 増補新版(中公文庫:[ま-12-29]) 松本清張著 中央公論新社 081/18/ま12-29

36 インカ帝国探検記 : ある文化の滅亡の歴史 改版(中公文庫:[ま-4-4]) 増田義郎著 中央公論新社 081/18/ま4-4

37 吉本隆明江藤淳全対話(中公文庫:[よ-15-9]) 吉本隆明, 江藤淳著 中央公論新社 081/18/よ15-9

38 ジョージ・F・ケナン回顧録 3(中公文庫:[ケ-7-1], [ケ-7-2], [ケ-7-3])
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7-3

39 無意識の幻想(中公文庫:[ロ-3-2]) D.H.ロレンス著 : 照屋佳男訳 中央公論新社 081/18/ロ3-2

40 諧調は偽りなり : 伊藤野枝と大杉栄 上(岩波現代文庫:文芸:285-286) 瀬戸内寂聴著 岩波書店 081/22/B285

41 諧調は偽りなり : 伊藤野枝と大杉栄 下(岩波現代文庫:文芸:285-286) 瀬戸内寂聴著 岩波書店 081/22/B286

42 昔話と現代(岩波現代文庫:学術:348. 「物語と日本人の心」コレクション:5) 河合隼雄著/河合俊雄編 岩波書店 081/22/G348

43 私の生きた証はどこにあるのか : 大人のための人生論(岩波現代文庫:社会:304) H.S.クシュナー [著]/松宮克昌訳 岩波書店 081/22/S304

44 憲法改正とは何だろうか(岩波新書:新赤版 1645) 高見勝利著 岩波書店 081/6-4/1645
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7 世界一わかりやすいIllustrator操作とデザインの教科書 : CC/CS6対応版 ピクセルハウス著 技術評論社 007.642/Ill/P

45 裁判の非情と人情(岩波新書:新赤版 1646) 原田國男著 岩波書店 081/6-4/1646

46 歩く、見る、聞く人びとの自然再生(岩波新書:新赤版 1647) 宮内泰介著 岩波書店 081/6-4/1647

47 系外惑星と太陽系(岩波新書:新赤版 1648) 井田茂著 岩波書店 081/6-4/1648

48 北原白秋 : 言葉の魔術師(岩波新書:新赤版 1649) 今野真二著 岩波書店 081/6-4/1649

49 ギリシア詞華集 4(西洋古典叢書) 沓掛良彦訳 京都大学学術出版会 089.1/1/34-4

50 人間を理解する(高校倫理の古典でまなぶ哲学トレーニング:1) 直江清隆編 岩波書店 100/NaK/1

51 社会を考える(高校倫理の古典でまなぶ哲学トレーニング:2) 直江清隆編 岩波書店 100/NaK/2

52 真理の探究 : 仏教と宇宙物理学の対話(幻冬舎新書:438) 佐々木閑, 大栗博司著 幻冬舎 104/SaS

53 人間と機械のあいだ : 心はどこにあるのか 池上高志, 石黒浩著 講談社 114.2/IkT

54 ウンコな議論(ちくま学芸文庫:[フ37-1])
ハリー・G・フランクファート著/山
形浩生訳

筑摩書房 116/FrH

55 自然の哲学/技術の哲学/人生の哲学(日本人の哲学:4) 鷲田小彌太著 言視舎 121.02/WaK/4

56 戦国秦漢簡牘の思想史的研究 中村未来著 大阪大学出版会 122.02/NaM

57 全訳易経 田中佩刀著 明徳出版社 123.1/TaH

58 20世紀ロシア思想史 : 宗教・革命・言語(岩波現代全書:099) 桑野隆著 岩波書店 138/KuT

59 心理学史 大芦治著 ナカニシヤ出版 140.2/OaO

60 Annual review of psychology v. 68
Calvin P. Stone, editor/Donald
W. Taylor, associate editor

Annual Reviews 140.5/A2/1-68

61 考える力をつける本(講談社+α新書:746-1C) 畑村洋太郎 [著] 講談社 141.5/HaY

62 生涯発達心理学 : 認知・対人関係・自己から読み解く(有斐閣アルマ:Specialized) 鈴木忠, 飯牟礼悦子, 滝口のぞみ著 有斐閣 143/ShH

63 昭和天皇の学ばれた「倫理」 : 倫理御進講草案抄 杉浦重剛著 勉誠出版 150/SuJ

64 トランプ最強の人生戦略 ドナルド・トランプ著/田中孝顕訳 きこ書房 159/TrD

65 三種の神器 : 天皇の起源を求めて(河出文庫) 戸矢学著 河出書房新社 172.9/ToM

66 住吉社と文学(シリーズ"文学と神社":1)
京都女子大学短期大学部国語・国文
専攻研究室編

和泉書院 175.963/SuT/K
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7 世界一わかりやすいIllustrator操作とデザインの教科書 : CC/CS6対応版 ピクセルハウス著 技術評論社 007.642/Ill/P

67 春日大社千古の杜 井浦新著 KADOKAWA 175.965/KaT/I

68 アメリカ流マインドを変える仏教入門 ケネス・タナカ著/伊藤真訳 春秋社 180.4/TaK

69 「ひとり」の哲学(新潮選書) 山折哲雄著 新潮社 182.88/YaT

70 お寺さん崩壊(新潮新書:696) 水月昭道著 新潮社 185.6/MiS

71 仏像とお寺の解剖図鑑 スタジオワーク著 エクスナレッジ 186.8/SuW

72 仏教的世界の教育論理 : 仏教と教育の接点 日本仏教教育学会編 法藏館 187.7/NiB

73 比叡山千日回峰行 : 光永圓道阿闍梨写真集 打田浩一写真 春秋社 188.46/MiE/U

74 疑問に迫る日本の歴史 : 原始・古代から近現代までを考えながら学ぶ 松本一夫著 ベレ出版 210.1/MaK

75 日本の歴史 : 歴史の流れをつかむ 日本史教育研究会編 新泉社 210.1/NiK

76 日本人と中国人 : なぜ、あの国とまともに付き合えないのか(祥伝社新書:486) イザヤ・ベンダサン著/山本七平訳 祥伝社 210.1822/BeI

77 倭人とはなにか : 漢字から読み解く日本人の源流 出野正, 張莉著 明石書店 210.3/DeT

78 風土記 : 日本人の感覚を読む(角川選書:577) 橋本雅之著 KADOKAWA 210.3/HaM

79 古代日本の情報戦略(朝日選書:953) 近江俊秀著 朝日新聞出版 210.3/OmT

80 百舌鳥・古市古墳群 : 東アジアのなかの巨大古墳群 一瀬和夫著 同成社 210.32/IcK

81 江戸・明治の古地図からみた町と村(日本歴史私の最新講義:19) 金田章裕著 敬文舎 210.5/KiA

82 日本近現代史入門 : 黒い人脈と金脈 広瀬隆著
集英社インターナショナル/集英
社 (発売)

210.6/HiT

83 アジア女性基金と慰安婦問題 : 回想と検証 和田春樹著 明石書店 210.75/WaH

84 江戸東京の聖地を歩く(ちくま新書:1244) 岡本亮輔著 筑摩書房 213.6/OkR

85 地名が語る京都の歴史 糸井通浩, 綱本逸雄編 東京堂出版 216.2/ItM

86 稲作の起源・伝来と"海上の道" 上(シリーズ沖縄史を読み解く:1) 来間泰男著 日本経済評論社 219.9/KuY/1-1

87 稲作の起源・伝来と"海上の道" 下(シリーズ沖縄史を読み解く:1) 来間泰男著 日本経済評論社 219.9/KuY/1-2

88 「流求国」と「南島」 : 古代の日本史と沖縄史(シリーズ沖縄史を読み解く:2) 来間泰男著 日本経済評論社 219.9/KuY/2
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7 世界一わかりやすいIllustrator操作とデザインの教科書 : CC/CS6対応版 ピクセルハウス著 技術評論社 007.642/Ill/P

89 グスクと按司 : 日本の中世前期と琉球古代 上(シリーズ沖縄史を読み解く:3) 来間泰男著 日本経済評論社 219.9/KuY/3-1

90 グスクと按司 : 日本の中世前期と琉球古代 下(シリーズ沖縄史を読み解く:3) 来間泰男著 日本経済評論社 219.9/KuY/3-2

91 琉球王国の成立 : 日本の中世後期と琉球中世前期 上(シリーズ沖縄史を読み解く:4) 来間泰男著 日本経済評論社 219.9/KuY/4-1

92 琉球王国の成立 : 日本の中世後期と琉球中世前期 下(シリーズ沖縄史を読み解く:4) 来間泰男著 日本経済評論社 219.9/KuY/4-2

93 十八史略で読む『史記』 : 始皇帝・項羽と劉邦(漢文ライブラリー) 渡邉義浩著 朝倉書店 222.01/ShS/W

94 出土文献から見た古史と儒家経典 浅野裕一, 小沢賢二著 汲古書院 222.03/AsY

95 台湾史小事典 第3版 遠流台湾館編著/横澤泰夫編訳 中国書店 222.4/EnT

96 井伊直虎と戦国の女傑たち : 70人の数奇な人生(知恵の森文庫:tわ3-2) 渡邊大門著 光文社 281.04/WaT

97 井伊家十四代と直虎 彦根商工会議所編集・発行
彦根商工会議所/サンライズ出版
(発売)

288.3/Ii/H

98 井伊家の教え : 彦根藩・末裔の娘が語る赤備えの精神 井伊裕子著 朝日新聞出版 288.3/Ii/I

99 井伊家の教え : 彦根藩35万石はなぜ300年続いたのか 田原総一朗著 プレジデント社 288.3/Ii/T

100 蘇我氏と飛鳥(人をあるく) 遠山美都男著 吉川弘文館 288.3/Sog/T

101 激しき雪 : 最後の国士・野村秋介 山平重樹著 幻冬舎 289.1/NoS/Y

102 西部・中部アフリカ(ベラン世界地理大系:9) 末松壽, 野澤秀樹編訳 朝倉書店 290.8/BeR/S-9

103
しずおかとっておきのマルシェ&市めぐり : マルシェ、朝市、伝統市、産直市、直売所に出かけよう!(ぐるぐる文庫
Special)

静岡新聞社 291.54/ShS

104 京阪沿線の不思議と謎(じっぴコンパクト新書:301) 天野太郎監修 実業之日本社 291.63/AmT

105 民主主義と市場の新しい見方 増補版(公共哲学とはなんだろう:[正]) 桂木隆夫著 勁草書房 301/KaT/1

106 日本人だけが知らない砂漠のグローバル大国UAE(講談社+α新書:756-1C) 加茂佳彦[著] 講談社 302.2784/KaY

107 株式会社ドバイ : メディアが伝えない商業国家の真実 斎藤憲二著 柏艪舎/星雲社 (発売) 302.2784/SaK

108 自由を考える : 9・11以降の現代思想(NHKブックス:967) 東浩紀, 大澤真幸著 日本放送出版協会 304/AzH

109 世界観(小学館新書:[287]) 佐藤優著 小学館 304/SaM

110 街場の共同体論(潮新書:005) 内田樹著 潮出版社 304/UcT
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7 世界一わかりやすいIllustrator操作とデザインの教科書 : CC/CS6対応版 ピクセルハウス著 技術評論社 007.642/Ill/P

111 ポスト冷戦時代の科学/技術(岩波講座現代:2) 中島秀人編 岩波書店 308/IwK/2

112 アナキズム入門(ちくま新書:1245) 森元斎著 筑摩書房 309.7/MoM

113 ナショナリズムとマスメディア : 連帯と排除の相克 津田正太郎著 勁草書房 311.3/TsS

114 不平等を考える : 政治理論入門(ちくま新書:1241) 齋藤純一著 筑摩書房 311/SaJ

115 タフな米国を取り戻せ : アメリカを再び偉大な国家にするために ドナルド・トランプ著/岩下慶一訳 筑摩書房 312.53/TrD

116 入門トランプ政権 杉田弘毅監修/共同通信社編集 共同通信社 312.53/TrD/K

117 図解世界史で学べ!地政学 茂木誠編著 祥伝社 312.9/MoM

118 トランプ大統領の衝撃(幻冬舎新書:445) 冷泉彰彦著 幻冬舎 314.8953/ReA

119 非実在青少年「規制反対」読本 : 僕たちのマンガやアニメを守るために! : その規制、真の狙いは何ですか? サイゾー, 表現の自由を考える会著 サイゾー 316.1/Sai

120 誰も書けなかった東京都政の真実 鈴木哲夫著 イースト・プレス 318.236/SuT

121 プロトコールとは何か : 世界に通用する公式マナー(文春新書:1101) 寺西千代子著 文藝春秋 319/TeC

122 ヘイト・スピーチ規制の憲法学的考察 : 表現の自由のジレンマ 桧垣伸次著 法律文化社 323.01/HiS

123 グローバル化と憲法 : 超国家的法秩序との緊張と調整(憲法研究叢書) 山田哲史著 弘文堂 323.01/YaS

124 大阪弁訳あたらしい憲法のはなし : 民主主義の憲法やで! 紀藤正樹訳 データハウス 323.14/KiM

125 憲法改正とは何だろうか(岩波新書:新赤版 1645) 高見勝利著 岩波書店 323.149/TaK

126 天皇陛下「8・8ビデオメッセージ」の真実 添田馨著 不知火書房 323.15/SoK

127 天皇「生前退位」の真実(幻冬舎新書:440) 高森明勅著 幻冬舎 323.15/TaA

128 アメリカの憲法問題と司法審査 大沢秀介, 大林啓吾編著 成文堂 323.53/OsH

129 行政法再入門 第2版 下 阿部泰隆著 信山社 323.9/AbY/2

130 EUはどうなるか : Brexit (ブレグジット) の衝撃(平凡社新書:831) 村上直久著 平凡社 329.37/MuN

131 東京裁判 : 全訳パール判決書
ラダビノード・パール著/都築陽太
郎訳

幻冬舎メディアコンサルティング
/幻冬舎 (発売)

329.67/PaR

132 経済学者はなぜ嘘をつくのか 青木泰樹著 アスペクト 331.04/AoY
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133 ミクロ動機とマクロ行動
トーマス・シェリング著/村井章子
訳

勁草書房 331.19/ScT

134 最後の資本主義
ロバート・B・ライシュ著/雨宮寛,
今井章子訳

東洋経済新報社 332.06/ReR

135 地方創生と日本経済論 : 大学教官歴33周年記念著作 木村武雄著 五絃舎 332.106/KiT

136 テクノロジーは貧困を救わない 外山健太郎 [著]/松本裕訳 みすず書房 333.8/ToK

137 移民の経済学
ベンジャミン・パウエル編/佐藤綾
野, 鈴木久美, 中田勇人訳

東洋経済新報社 334.4/PoB

138 N女の研究 中村安希著 フィルムアート社 335.89/NaA

139 怒らず伝える技術 : 今日から使えるアンガーマネジメント : スッキリわかる! 安藤俊介監修 ナツメ社 336.49/AnS

140 人生を拓いてくれる心と言葉のつかい方 浅川洋子著 アートデイズ 336.49/AsY

141 ビジネスマナーの解剖図鑑 北條久美子著 エクスナレッジ 336.49/HoK

142 女性のビジネスマナーパーフェクトブック 松本昌子監修 ナツメ社 336.49/MaA

143 ビジネス基礎力の教科書 : 33人のプロが教える「ビジネスの基本」 最新版(日経BPムック. スキルアップシリーズ)
日経BP社/日経BPマーケティング
(発売)

336.49/NiB

144 ビジネスパーソンのための文章構成法 栗原脩著 中央公論事業出版 (制作発売) 336.55/KuO

145 秘書検定2級・準1級テキスト 資格の大原秘書検定講座編 大原出版 336.59//['15]

146 Research on professional responsibility and ethics in accounting v. 20 edited by Cynthia Jeffrey Elsevier JAI 336.9/ReP/E-20

147 簿記が基礎からわかる本 : 中級レベルまで 第2版 清村英之著 同文舘出版 336.91/KiH

148 金融機関行職員のためのファーストブック : ビジネスマナーと仕事のきほん 第2版 プラチナ・コンシェルジュ編著 経済法令研究会 338.51/PuK

149 仮想通貨の教科書 : ビットコインなどの仮想通貨が機能する仕組み
アーヴィンド・ナラヤナン [ほか]
著/長尾高弘訳

日経BP社/日経BPマーケテイング
(発売)

338/KaT

150 日本人と中国人 : "同文同種"と思いこむ危険(祥伝社新書:487) 陳舜臣 [著] 祥伝社 361.42/ChS

151 日本の文化 : 本当は何がすごいのか 増補(扶桑社文庫:0642) 田中英道著 育鵬社 : 扶桑社/扶桑社 (発売) 361.5/TaH

152 図解気になるあの会社の給料がわかる本 ビジネスリサーチ・ジャパン著 PHP研究所 366.4/BiR

153 性と国家 北原みのり, 佐藤優著 河出書房新社 367.9/KiM

154 LGBTを読みとく : クィア・スタディーズ入門(ちくま新書:1242) 森山至貴著 筑摩書房 367.97/MoN
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155 先生、貧困ってなんですか? : 日本の貧困問題レクチャーブック
自立生活サポートセンター・もやい
著

合同出版 368.2/JiS

156 殺人の人類史 上
コリン・ウィルソン, デイモン・
ウィルソン著/松田和也訳

青土社 368.61/WiC/1

157 殺人の人類史 下
コリン・ウィルソン, デイモン・
ウィルソン著/松田和也訳

青土社 368.61/WiC/2

158 薬物とセックス(新潮新書:698) 溝口敦著 新潮社 368.8/MiA

159 高齢者に対する支援と介護保険制度 : 高齢者福祉・介護福祉 第4版(社会福祉士シリーズ:13)
福祉臨床シリーズ編集委員会編/東
康祐, 渡辺道代責任編集

弘文堂 369.17/ShF/13

160 就労支援サービス : 雇用支援雇用政策 第3版(社会福祉士シリーズ:18)
福祉臨床シリーズ編集委員会編/桐
原宏行責任編集

弘文堂 369.17/ShF/18

161 地域福祉の理論と方法 : 地域福祉 第3版(社会福祉士シリーズ:9)
福祉臨床シリーズ編集委員会編/山
本美香責任編集

弘文堂 369.17/ShF/9

162 知っていますか?障害者の権利一問一答 DPI日本会議編 解放出版社 369.27/DPN

163 生きたかった : 相模原障害者殺傷事件が問いかけるもの 藤井克徳 [ほか] 編 大月書店 369.27/IkS

164 災害情報とメディア 新版 平塚千尋著 リベルタ出版 369.31/HiC

165 特集東日本大震災と災害報道(Journalism:no.253(2011.6)) 朝日新聞社ジャーナリスト学校 369.31/HiD/A

166 震度7の生存確率 仲西宏之, 佐藤和彦著 幻冬舎 369.31/NaH

167 教育工学における教育実践研究(教育工学選書:5)
西之園晴夫, 生田孝至, 小柳和喜雄
編著

ミネルヴァ書房 370.7/KyK

168 テキスト読解場面における下線ひき行動に関する研究 : 役割と有効性の検討 魚崎祐子著 風間書房 371.41/UoY

169 はじめて学ぶ教育評価 : 小学校での評価活動を中心として 佐倉英明著 ジアース教育新社 371.7/SaH

170 学びとカリキュラム(岩波講座教育 : 変革への展望:5) 秋田喜代美編/佐藤学 [ほか] 執筆 岩波書店 372.1/IwK/5

171 21世紀型スキルとは何か : コンピテンシーに基づく教育改革の国際比較 松尾知明著 明石書店 373.1/MaT

172 先生のための話し方講座 : 心にせまる話にはワケがある 学校例話研究会編 学事出版 374.43/GaR

173 先生のための学校トラブル相談所 : 59の事例で学ぶ危機管理 星野豊, 教育と法研究会編著 学事出版 374/HoY

174 教科横断的な資質・能力を育てるアクティブ・ラーニング : 主体的・協働的に学ぶ授業プラン 中学校 上條晴夫編 図書文化社 375.1/KaH/2

175 教育工学とシステム開発(教育工学選書:4) 矢野米雄, 平嶋宗編著 ミネルヴァ書房 375.11/KyK

176 教育工学とはどんな学問か(教育工学選書:1) 坂元昂, 岡本敏雄, 永野和男編著 ミネルヴァ書房 375.11/KyK
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177 協同学習がつくるアクティブ・ラーニング 杉江修治編著 明治図書出版 375.13/SuS

178 教育工学における学習評価(教育工学選書:8) 永岡慶三, 植野真臣, 山内祐平編著 ミネルヴァ書房 375.17/KyK

179 これだけは身につけよう!社会科の基礎知識 3訂版 私立小学校社会科研究会著 東洋館出版社 375.312/ShS

180 道徳教育推進教師の役割と実際 : 心を育てる学校教育の活性化のために 永田繁雄, 島恒生編 教育出版 375.35/NaS

181 道徳授業の発問構成 1・2年 赤堀博行, 柳下高明編 教育出版 375.352/AkH/1・2

182 道徳授業の発問構成 3・4年 赤堀博行, 柳下高明編 教育出版 375.352/AkH/3・4

183 道徳授業の発問構成 5・6年 赤堀博行, 柳下高明編 教育出版 375.352/AkH/5・6

184 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 小学校(道徳科授業サポートBOOKS) 白木みどり編著 明治図書出版 375.352/ShM

185 算数教育指導用語辞典 第4版 日本数学教育学会出版部編著 教育出版 375.412/NiS

186 算数科授業づくりの基礎・基本 坪田耕三著 東洋館出版社 375.412/TsK

187 国語教育指導用語辞典 第4版 田近洵一, 井上尚美編 教育出版 375.8/TaJ

188 小学校国語科授業研究 第4版 田近洵一, 大熊徹, 塚田泰彦編 教育出版 375.82/ShK

189 「対話的な学び」をどうつくるか : 特集(子どもと創る「国語の授業」:No.53) 東洋館出版社 375.82/ZeK

190 漢文の教材研究 第11冊: 別冊 溪水社 375.84/KaK/11

191 高等学校国語科授業実践報告集 現代文編1 小説編 明治書院編 明治書院 375.84/MeS/1

192 高等学校国語科授業実践報告集 現代文編2 評論・取り組み編 明治書院編 明治書院 375.84/MeS/2

193 高等学校国語科授業実践報告集 古典編1 明治書院編 明治書院 375.84/MeS/3

194 高等学校国語科授業実践報告集 古典編2 明治書院編 明治書院 375.84/MeS/4

195 高等学校国語科授業実践報告集 古典編3 明治書院編 明治書院 375.84/MeS/5

196 高等学校国語科授業実践報告集 アクティブ・ラーニング編 明治書院編 明治書院 375.84/MeS/6

197 変わる!高校国語の新しい理論と実践 : 「資質・能力」の確実な育成をめざして 大滝一登, 幸田国広編著 大修館書店 375.84/OtK

198 国語教育における文学の居場所 : 言葉の芸術として文学を捉える教育の可能性 鈴木愛理著 ひつじ書房 375.85/SuE
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199 「グローバル人材育成」の英語教育を問う(ひつじ英語教育ブックレット:3) 斎藤兆史 [ほか] 著 ひつじ書房 375.893/GuJ

200 若手英語教師のためのよい授業をつくる30章 本多敏幸著 教育出版 375.893/HoT

201 コミュニケーションにつながる文法指導 再版 高島英幸編著 大修館書店 375.893/TaH

202 Q&A中学英語指導法事典 : 現場の悩み152に答える 樋口忠彦, 高橋一幸編著 教育出版 375.8933/HiT

203 100円ショップ・コンビニ・牛肉・野宿問題(身近なことから世界と私を考える授業:[1]) 開発教育研究会編著 明石書店 375/KaK/1

204 斎藤公子の保育論 新版 斎藤公子著/井尻正二きき手 築地書館 376.1/SaK

205 保育実践の創造 : 保育とはあなたがつくるもの(吉村真理子の保育手帳:1) 吉村真理子著/森上史朗ほか編 ミネルヴァ書房 376.1/YoM/1

206 0～2歳児の保育 : 育ちの意味を考える(吉村真理子の保育手帳:2) 吉村真理子著/森上史朗ほか編 ミネルヴァ書房 376.1/YoM/2

207 3歳児の保育 : 新たな世界との出会いと発見(吉村真理子の保育手帳:3) 吉村真理子著/森上史朗ほか編 ミネルヴァ書房 376.1/YoM/3

208 4～5歳児の保育 : ともにつくりだす生活と学び(吉村真理子の保育手帳:4)
吉村真理子, 森好子著/森上史朗ほ
か編

ミネルヴァ書房 376.1/YoM/4

209 保育における幼児間の身体による模倣 鈴木裕子著 風間書房 376.11/SuY

210 先輩が教えてくれる!新人保育士のきほん 中野悠人, 山下智子著 翔泳社 376.14/NaY

211 新しい時代の大学入試 繁桝算男編著 金子書房 376.8/ShK

212 大学評価の体系化(JUAA選書:15)
大学基準協会高等教育のあり方研究
会, 生和秀敏編著

東信堂 377.1/DaK

213 質保証時代の高等教育 上 山本眞一著 ジアース教育新社 377.1/YaS/1

214 質保証時代の高等教育 下 山本眞一著 ジアース教育新社 377.1/YaS/2

215 質保証時代の高等教育 続 山本眞一著 ジアース教育新社 377.1/YaS/3

216 大学教育再生とは何か : 大学教授職の日米比較(高等教育シリーズ:172) 有本章著 玉川大学出版部 377.13/ArA

217 地域と大学 : 地方創生・地域再生の時代を迎えて 萩原誠著 南方新社 377.21/HaM

218 大学改革の系譜 : 近代大学から現代大学へ 別府昭郎著 東信堂 377.234/BeA

219 早稲田理工by AERA : 科学で未来に挑む(AERA MOOK) 朝日新聞出版 377.28/WaD

220 小・中学校における視力の弱い子どもの学習支援 : 通常の学級を担当される先生方のために 香川邦生, 千田耕基編 教育出版 378.1/KaK
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221 新しい手話 : わたしたちの手話 2017
全日本ろうあ連盟, 日本手話研究所
「日本手話確定普及研究部」編纂/
全日本ろうあ連盟出版局編集

全日本ろうあ連盟出版局 378.28/ZeR/'17

222 性問題行動のある知的障害者のための16ステップ : 「フットプリント」心理教育ワークブック 第2版
クリシャン・ハンセン, ティモ
シー・カーン著

明石書店 378.6/HaK

223 学校のなかのADHD : アセスメント・介入方法の理論と実践
ジョージ・J・デュポール, ゲー
リー・ストーナー著/森田由美訳

明石書店 378.8/DuG

224 読んで学べるADHDの理解と対応 : どうしてうちの子は落ち着きがないの?
サム・ゴールドスタイン, マイケ
ル・ゴールドスタイン著/関井淑子
[ほか] 訳

明石書店 378.8/GoS

225 乳幼児 育ちが気になる子どもを支える(心の発達支援シリーズ:1) 永田雅子著 明石書店 378.8/KoH/1

226 幼稚園・保育園児 集団生活で気になる子どもを支える(心の発達支援シリーズ:2) 野邑健二編著 明石書店 378.8/KoH/2

227 小学生 学習が気になる子どもを支える(心の発達支援シリーズ:3) 福元理英編著 明石書店 378.8/KoH/3

228 小学生・中学生 情緒と自己理解の育ちを支える(心の発達支援シリーズ:4) 松本真理子, 永田雅子編著 明石書店 378.8/KoH/4

229 イラストでわかるABA実践マニュアル : 発達障害の子のやる気を引き出す行動療法
つみきの会編/藤坂龍司, 松井絵理
子著

合同出版 378.8/TsK

230 ADHDってなあに?(知りたい、聞きたい、伝えたいおともだちの障がい:2)
エレン・ワイナー著/テリー・ラバ
ネリイラスト/高山恵子訳

明石書店 378/AkS/S-2

231 くらしに役立つ家庭 石塚謙二, 太田正己監修 東洋館出版社 378/IsK

232 くらしに役立つ理科 石塚謙二, 太田正己監修 東洋館出版社 378/IsK

233 くらしに役立つ保健体育 石塚謙二, 太田正己監修 東洋館出版社 378/IsK

234 くらしに役立つ国語 大南英明編集代表 東洋館出版社 378/OmH

235 くらしに役立つ数学 大南英明編集代表 東洋館出版社 378/OmH

236 くらしに役立つ社会 大南英明編集代表 東洋館出版社 378/OmH

237 成人力とは何か : OECD「国際成人力調査」の背景
国立教育政策研究所内国際成人力研
究会編著

明石書店 379.4/KoK

238 OECD成人スキル白書 : 第1回国際成人力調査(PIAAC)報告書 : OECDスキル・アウトルック2013年版
経済協力開発機構 (OECD) 編著/矢
倉美登里, 稲田智子, 来田誠一郎訳

明石書店 379.4/OrE/'13

239 歴史と民俗 33(神奈川大学日本常民文化研究所論集:1-33) 神奈川大学日本常民文化研究所編 平凡社 380.5/8/33

240 江戸の風俗事典 石井明著 東京堂出版 382.136/IsA

241 戦前日本の家具・インテリア : 『近代家具装飾資料』でよみがえる帝都の生活 上巻 新井竜治編著 柏書房 383.9/ArR/1

242 大学生のための失敗しない大人のマナー(大学生活+2 (ジュウジツ) 選書) 旺文社編 旺文社 385.9/Obu
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243 昔話はなぜ、お爺さんとお婆さんが主役なのか(草思社文庫:[お4-1]) 大塚ひかり著 草思社 388.1/OtH

244 図説孫子 : 思想と実践
趙海軍主編/孫遠方, 孫兵副主編/三
浦吉明翻訳

科学出版社東京/国書刊行会 (発
売)

399.23/ChK

245 ビジュアル科学大事典 : 新装版(ナショナルジオグラフィック)
マティアス・デルブリュック [ほ
か] 著/倉田真木 [ほか] 訳

日経ナショナルジオグラフィック
社/日経BPマーケティング (発売)

400/BiK

246 遺伝研メソッドで学ぶ科学英語プレゼンテーション : 感じる力、考える力、討論する力を育てる
平田たつみ, タジ・ゴルマン, 広海
健著

dZERO/インプレス (発売) 407/IdM

247 コピペしないレポートから始まる研究倫理 : その一線、越えたらアウトです!(ライフサイエンス選書) 上岡洋晴著 ライフサイエンス出版 407/KaH

248 地学ノススメ : 「日本列島のいま」を知るために(ブルーバックス:B-2002) 鎌田浩毅著 講談社 408/11/2002

249 素数はめぐる : 循環小数で語る数論の世界(ブルーバックス:B-2003) 西来路文朗, 清水健一著 講談社 408/11/2003

250 人類と気候の10万年史 : 過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか(ブルーバックス:B-2004) 中川毅著 講談社 408/11/2004

251 ランニングする前に読む本 : 最短で結果を出す科学的トレーニング(ブルーバックス:B-2005) 田中宏暁著 講談社 408/11/2005

252 宇宙に「終わり」はあるのか : 最新宇宙論が描く、誕生から「10の100乗年」後まで(ブルーバックス:B-2006) 吉田伸夫著 講談社 408/11/2006

253 ラマヌジャン探検 :  天才数学者の奇蹟をめぐる(岩波科学ライブラリー:258) 黒川信重著 岩波書店 408/14/258

254 マスメディアの中の数学 : 小説・ドラマ・映画・漫画・アニメを解析する 馬場博史著 関西学院大学出版会 410.4/BaH

255 スウガクって、なんの役に立ちますか? : 数学は最強の問題解決ツール : ヘタな字も方向オンチもなおる! 杉原厚吉著 誠文堂新光社 410.4/SuK

256 元素紀行 森弘之著 オーム社 431.11/MoH

257 面白くて眠れなくなる天文学 縣秀彦著
PHPエディターズ・グループ/PHP
研究所 (発売)

440/AgH

258 星空の教科書 : 星空がわかる!詳しくなる! : 「星空の入門書」基礎から知りたい人に最適! 早水勉著 技術評論社 442/HaT

259 星空ガイド : スターウォッチングを楽しもう 2017 誠文堂新光社 443.8/FuA/'17

260 夜空と星の物語 日本の伝説編 森山晋平編集・文 パイインターナショナル 443.8/MoS

261 宇宙のつくり方
ベン・ギリランド著/真貝寿明, 鳥
居隆訳

丸善出版 443.9/GiB

262 地球と人類46億年の謎を楽しむ本 : カラー図解 日本博学倶楽部著 PHP研究所 450/NiH

263 日本の火山ウォーキングガイド : 魅力と脅威が伝わる22スポット 火山防災推進機構編 丸善出版 453.821/KaB

264 年代で見る日本の地質と地形 : 日本列島5億年の生い立ちや特徴がわかる 高木秀雄著 誠文堂新光社 454.91/TaH
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265 世界一うつくしい生物図鑑 : かたちと色、その不思議
クリストファー・マーレー著/奥本
大三郎監修

世界文化社 460/MaC

266 オスとメスはどちらが得か?(祥伝社新書:490) 稲垣栄洋 [著] 祥伝社 467.3/InH

267 生まれつきの女王蜂はいない : DNAだけでは決まらない遺伝子の使い道 鵜木元香著 講談社 467/UnM

268 そらみみ植物園 西畠清順文/そらみみ工房画 東京書籍 470.4/NiS

269 日本人なら知っておきたい四季の植物(ちくま新書:1243) 湯浅浩史著 筑摩書房 470/YuH

270 眠れなくなるほどおもしろい睡眠の話(新書y:304) 関口雄祐著 洋泉社 481.3/SeY

271 カゲロウ・カワゲラ・トビケラ(原色川虫図鑑:成虫編) 丸山博紀, 花田聡子編 全国農村教育協会 486/MaH

272 サケの記憶 : 生まれた川に帰る不思議 上田宏著 東海大学出版部 487.61/UeH

273 beauty in the nature : セキセイインコ、オカメインコが住むオーストラリアの大地 : オーストラリア鳥図鑑 岡本勇太作 イーフェニックス 488.8/OkY

274 わたしたちはどんな死に方をしたいのか? : 高度先進医療時代における新たな死の文化の提言
ミヒャエル・デ・リッダー著/島田
宗洋, ヴォルフガング・R. アーデ
訳

教文館 490.15/RiM

275 老衰死 : 大切な身内の穏やかな最期のために NHKスペシャル取材班著 講談社 490.154/NiH

276 幸せはあなたのまわりにある : ポジティブ思考のための実践ガイドブック 須賀英道著 金剛出版 498.39/SuH

277 賞味期限のウソ : 食品ロスはなぜ生まれるのか(幻冬舎新書:432) 井出留美著 幻冬舎 498.54/IdR

278 日本の橋 : その物語・意匠・技術(シリーズニッポン再発見:5) 五十畑弘著 ミネルヴァ書房 515.02/IsH

279 トコトンやさしい橋の本(B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ) 依田照彦著 日刊工業新聞社 515/YoT

280 決定版!グリーンインフラ
グリーンインフラ研究会, 三菱UFJ
リサーチ&コンサルティング, 日経
コンストラクション編

日経BP社/日経BPマーケティング
(発売)

518.85/KeG

281 環境立国日本を目指す : パリ協定の実現に向けて くらしのリサーチセンター編集 くらしのリサーチセンター 519.13/KuR

282 環境論ノート : 地球のためにできること 久塚謙一著 流通経済大学出版会 519/HiK

283 古建築を復元する : 過去と現在の架け橋(歴史文化ライブラリー:444) 海野聡著 吉川弘文館 521.8/UnS

284 京町家を愉しむ : 行動建築学から見る町家の再生と暮らし(人文学のフロンティア : 大阪市立大学人文選書:7) 伊藤正人著 和泉書院 521.86/ItM

285 世界で一番美しい建築デザインの教科書 : 7人の巨匠に学ぶインテリア・家具・建築の基本(エクスナレッジムック) 鈴木敏彦, 松下希和, 中山繁信著 エクスナレッジ 525.1/SeI

286 電車をデザインする仕事 : ななつ星、九州新幹線はこうして生まれた!(新潮文庫:10622, み-59-1) 水戸岡鋭治著 新潮社 536/MiE
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287 大工道具鍛冶大全 : 現代の名工たちが魅せる職人技と作品を知る 大工道具研究会編 誠文堂新光社 583.8/DaD

288 MOCKTAIL : 魅力広がるノンアルコールカクテルの世界 旭屋出版編集部編 旭屋出版 596.7/AsS

289 クリエイティブドリンク : バリスタが創造する、新しいコーヒーの世界 野里史昭著 旭屋出版 596.7/NoF

290 スタイリッシュキッチン : 進化するキッチンツール(柴田書店MOOK) 柴田書店 596.9/ShS

291 美しいキッチン2015(モダンリビング:221号)
ハースト婦人画報社/講談社 (発
売)

597/HaF/221

292
特集黒潮の食文化を旅する 巻頭インタビュー渡邉格・麻里子(地域人 : 地域情報満載!地域創生のための総合情報:第17
号)

大正大学出版会 601/TaD/17

293 バナナの歴史(「食」の図書館)
ローナ・ピアッティ=ファーネル著/
大山晶訳

原書房 625.81/PiL

294 インコの心理がわかる本 : セキセイインコとオカメインコを中心にひもとく 細川博昭著 誠文堂新光社 646.8/HoH

295 鳥の専門家が書いたセキセイインコの飼育本 : 強くて元気なセキセイインコと長く暮らすために メイトマン著 イーフェニックスBook-mobile 646.8/Mei

296 ザ・セキセイインコ : セキセイインコとの楽しい暮らし方(ペット・ガイド・シリーズ)
アネッテ・ヴォルター, モニカ・
ヴェークラー共著/池田奈々子訳

誠文堂新光社 646.8/WoA

297 鯨を生きる : 鯨人の個人史・鯨食の同時代史(歴史文化ライブラリー:445) 赤嶺淳著 吉川弘文館 664.9/AkJ

298 営業・企画担当者のための英文契約・交渉入門 : 英文契約のエキスパートが教える(Do books) 小澤薫著 同文舘出版 670.93/OzK

299 ITの英語(BeNative!)
SMATOOS著/アルク英語出版編集部編
集

アルク 670.93/SMA

300 金融の英語(BeNative!)
SMATOOS著/アルク英語出版編集部編
集

アルク 670.93/SMA

301 「英語で案内」ができる本 : もう困らない!どんなときも! リサ・ヴォート著 大和書房 673.1/VoL

302 儲かるフランチャイズビジネスの教科書 : ここが違う!成功する人しない人 川上健一郎著 興陽館 673.32/KaK

303 まちゼミ : さあ、商いを楽しもう! 松井洋一郎著 商業界 673.7/MaY

304 イキイキさせ屋 : 増収増益を続ける会社のビジネスモデル 小田吉彦著 出版文化社 673.93/DaK/O

305 大阪ミナミ100選 : 決定版 : あまから手帖 クリエテ関西 673.97/KuK

306 神戸世界の美味しい店めぐり 旅するエピキュール著 PHP研究所 673.97/TaE

307 京都和食100選(クリエテMOOK:あまから手帖||アマカラ テチョウ) クリエテ関西 673.971/KuK

308 スターバックス再生物語 : つながりを育む経営
ハワード・シュルツ, ジョアンヌ・
ゴードン著/月沢李歌子訳

徳間書店 673.98/Sta/S
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309 激動に直面する卸売市場 : 農業競争力強化プログラムを受けて 細川允史著 筑波書房 675.5/HoM

310 TPPの真実 : 壮大な協定をまとめあげた男たち 西川公也著 開拓社 678.3/NiK

311 社会科から楽しめる世界遺産 : 旅行者・教師・生涯学習者のための1冊(幻冬舎ルネッサンス新書:131) 江良直紀著
幻冬舎メディアコンサルティング
/幻冬舎 (発売)

709/ErN

312 店頭で使えるチョークアートとタイポグラフィの描き方 PIE books編著 パイインターナショナル 725.4/PiB

313 石ノ森章太郎論 山田夏樹著 青弓社 726.101/IsS/Y

314 グラフィックデザイン基礎講座 : 見て、つくって、よくわかる 大里浩二監修 玄光社 727/OsK

315 筆蝕の構造 : 書字論(石川九楊著作集:7) 石川九楊著 ミネルヴァ書房 728.08/IsK/7

316 古代書体論考 山元宣宏著 京都大学学術出版会 728.4/YaN

317 日本書道文化の伝統と継承 : かな美への挑戦
帝京大学書道研究所, 帝京大学総合
博物館企画・編集

求龍堂 728.8/TeD

318 日本の書 手島泰六著 産経新聞出版 728.8/TeT

319 我が師、おやじ・土門拳 牛尾喜道, 藤森武著 朝日新聞出版 740.21/DoK/U

320 江戸の日本刀 : 新刀、新々刀の歴史的背景 伊藤三平著 東洋書院 756.6/ItS

321 日本刀を研ぐ : 研師の技・眼・心 第3版 永山光幹著 雄山閣 756.6/NaK

322 トルコ音楽の700年 : オスマン帝国からイスタンブールの21世紀へ 関口義人著
DU BOOKS/ディスクユニオン (発
売)

762.274/SeY

323 SMAPと平成(朝日新書:598) 中川右介著 朝日新聞出版 767.8/SMA/N

324 SMAPと平成ニッポン : 不安の時代のエンターテインメント(光文社新書:858) 太田省一著 光文社 767.8/SMA/O

325 野村万蔵の狂言へござれ 野村万蔵著 淡交社 773.9/NoM

326 南北物語(浮世絵かぶきシリーズ:2) 中山幹雄著 学芸書林 774/NaM/2

327 「シン・ゴジラ」をどう観るか 河出書房新社 778.21/Goj/S

328 Shot by shot(映画監督術:[1])
スティーブン・D・キャッツ著/津谷
祐司訳

フィルムアート社 778.3/KaS/1

329 Cinematic motion(映画監督術:2)
スティーブン・D・キャッツ著/津谷
祐司訳

フィルムアート社 778.3/KaS/2

330 アニメーションの本 : 動く絵を描く基礎知識と作画の実際 改訂新版 アニメ6人の会編著 合同出版 778.77/AnR
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331 アニメCGの現場 2016 ボーンデジタル書籍編集部編 ボーンデジタル 778.77/BoD/'16

332 アニメCGの現場 2017 ボーンデジタル書籍編集部編 ボーンデジタル 778.77/BoD/'17

333 アニメCGの現場 2017 ボーンデジタル書籍編集部編 ボーンデジタル 778.77/BoD/'17(1)

334 アニメーション作画法 : デッサン・空間パースの基本と実技 新装改訂版 湖川友謙著 創芸社 778.77/KoT

335 アニメーターズ・サバイバルキット 増補
リチャード・ウィリアムズ著/郷司
陽子訳

グラフィック社 778.77/WiR

336 技術を再定義する(バスケットボールの教科書:1) 鈴木良和著 ベースボール・マガジン社 783.1/SuY/1

337 バドミントン教本 改訂版 ジュニア編 日本バドミントン協会編 ベースボール・マガジン社 783.59/NiB/1

338 いい日、旅打ち。 : 公営ギャンブル行脚の文化史(中公新書ラクレ:334) 須田鷹雄著 中央公論新社 788/SuT

339 文学としてのドラゴンクエスト : 日本とドラクエの30年史(コア新書:019) さやわか著 コアマガジン 798.5/Say

340 Lectures on government and binding : the Pisa lectures 7th ed(Studies in generative grammar) by Noam Chomsky Mouton de Gruyter 801.01/ChN

341 時間の言語学 : メタファーから読みとく(ちくま新書:1246) 瀬戸賢一著 筑摩書房 801.01/SeK

342 Introducing semantics : pbk(Cambridge introductions to language and linguistics) Nick Riemer Cambridge University Press 801.2/RiN

343 言語学への招待 中島平三, 外池滋生編著 大修館書店 801/NaH

344 英語と開発 : グローバル化時代の言語政策と教育
エリザベス・J.アーリング, フィ
リップ・サージェント編

春風社 802/ErE

345 第2言語習得への招待
Diane Larsen-Freeman, Michael H.
Long著/牧野高吉, 萬谷隆一, 大場
浩正訳

鷹書房弓プレス 807/LaD

346 Lexical phrases and language teaching : pbk(Oxford applied linguistics)
James R. Nattinger, Jeanette S.
DeCarrico

Oxford University Press 807/NaJ

347 日本語と日本語論(ちくま学芸文庫:[イ-11-2]) 池上嘉彦著 筑摩書房 810.1/IkY

348 明治期における日本語文法研究史(ひつじ研究叢書:言語編:第146巻) 服部隆著 ひつじ書房 810.2/HaT

349 レポート・論文を書くための日本語文法 : ここがポイント! : 中上級〜上級学習者対象 小森万里, 三井久美子著 くろしお出版 810.7/KoM

350 学校では教えてくれない!国語辞典の遊び方(角川文庫:20062, [さ70-1]) サンキュータツオ [著] KADOKAWA 813.1/SaT

351 俗語発掘記消えたことば辞典(講談社選書メチエ:640) 米川明彦著 講談社 814.9/YoA

352 「言いさし文」の研究 白川博之著 くろしお出版 815.1/ShH
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353 文法現象から捉える日本語(開拓社言語・文化選書:53) 岸本秀樹著 開拓社 815/KiH

354 近代漢語詞典 1 白维国主编 上海教育出版社 823/HaI/1

355 近代漢語詞典 2 白维国主编 上海教育出版社 823/HaI/2

356 近代漢語詞典 3 白维国主编 上海教育出版社 823/HaI/3

357 近代漢語詞典 4 白维国主编 上海教育出版社 823/HaI/4

358 英語学と現代の言語理論 葛西清蔵編著 北海道大学図書刊行会 830.1/KaS

359 歴史的にみた英語の語形成(開拓社言語・文化選書:54) 米倉綽著 開拓社 830.2/YoH

360 The BNC handbook : コーパス言語学への誘い
ガイ・アシュトン, ルー・バーナー
ド著/北村裕監訳

松柏社 830.7/AsG

361 コーパスと英語教育(英語コーパス研究シリーズ:2) 投野由紀夫編 ひつじ書房 830.7/EiK/2

362 決定版英語シャドーイング [正編] 門田修平, 玉井健共著 コスモピア 830.7/KaS/1

363 英語文学テクストの語学的研究法 菊池繁夫, 上利政彦編 九州大学出版会 830.7/KiS

364 公式TOEIC Listening & Reading問題集 2 Educational Testing Service著
国際ビジネスコミュニケーション
協会

830.79/EdT/2

365 大学生のチャレンジTOEFLテスト 横川博一編著 朝日出版社 830.79/YoH

366 英語学要語辞典 寺澤芳雄編 研究社 830/TeY

367 グレート・ギャツビー : The Great Gatsby : 新装版(IBCオーディオブックス : やさしい英語を聴いて読む)
F・スコット・フィッツジェラルド,
ニーナ・ウェグナー著/松沢喜好監
修

IBCパブリッシング 831.1/FiF/G

368 シャドーイング・音読と英語習得の科学 : インプットからアウトプットへ 門田修平著 コスモピア 831.1/KaS

369 シャドーイング・音読と英語コミュニケーションの科学 門田修平著 コスモピア 831.1/KaS

370 シャドーイングと音読の科学 門田修平著 コスモピア 831.1/KaS

371 シャドーイングで学ぶ英語 : インプットをアウトプットにつなぐ
門田修平, 長谷尚哉, 氏木道人,
ショーン・ホワイト著

南雲堂 831.1/ShM

372 ロミオとジュリエット : Romeo and Juliet : 新装版(IBCオーディオブックス : やさしい英語を聴いて読む) ウィリアム・シェイクスピア著 IBCパブリッシング 831.1/ShW/R

373 文法化する英語(開拓社言語・文化選書:47) 保坂道雄著 開拓社 835.02/HoM

374 英語学へのファーストステップ : 英語構文論入門 改訂版 有村兼彬 [ほか] 共著 英宝社 835.1/EiF
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375 英語の仕組みと文法のからくり : 語彙・構文アプローチ(開拓社言語・文化選書:34) 岩田彩志著 開拓社 835.1/IwS

376 イメージでつかむ英語基本動詞100 政村秀實著 くろしお出版 835.5/MaH

377 英語の前置詞(開拓社言語・文化選書:31) 安藤貞雄著 開拓社 835.64/AnS

378 ライティングのための英文法 萩野俊哉著 大修館書店 835/HaS

379 国際標準の英語検定で問われる英文法力 初級レベル 日向清人著 秀和システム 835/HiK/1

380 使役(謎解きの英文法) 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 835/KuS

381 省略と倒置(謎解きの英文法) 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 835/KuS

382 副詞と数量詞(謎解きの英文法) 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 835/KuS

383 ライティングのための英文法ハンドブック 富岡龍明, 堀正広, 田久保千之著 研究社 835/RaT

384 もしもネイティブが中学英語を教えたら : mini版(アスコムmini bookシリーズ) デイビッド・セイン著 アスコム 835/ThD

385 英語エッセイ・ライティング : 決定版 増補改訂版
門田修平監修・著/氏木道人, 伊藤
佳世子著

コスモピア 836/KaS

386 天声人語 : 英文対照 v. 187 2016冬 朝日新聞論説委員室編/英文朝日訳 原書房 837.5/13/187

387 英語リーディングの認知メカニズム 門田修平, 野呂忠司編著 くろしお出版 837.5/KaS

388 海外からのお客様を英語で案内・応対するための表現集 カレイラ松崎順子著 明日香出版社 837.8/CaJ

389 エレガント英語74 生井利幸著 とりい書房 837.8/NaT

390 今すぐ話せる!いちばんはじめのドイツ語会話(東進ブックス) 高橋透著 ナガセ 847.8/TaT

391 ノーベル文学賞 : 「文芸共和国」をめざして 増補新装版 柏倉康夫著 吉田書店 902.05/KaY

392 児童文学の行方 : 読者の視座から児童文学の今を探る 藤田のぼる著 てらいんく 909.3/FuN

393 戦後児童文学史の未解決点 宮崎芳彦著 てらいんく 909/MiY

394 近代日本児童文学史研究 鳥越信著 おうふう 909/ToS

395 鬼平の言葉 : 現代を生き抜くための100名言(文春MOOK) 池波正太郎著 文藝春秋 910.268/IkS

396 萬葉集訓読の資料と方法 池原陽斉著 笠間書院 911.12/IkA
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397 小侍従全歌注釈(研究叢書:312) 小田剛著 和泉書院 911.132/Koj/O

398 夏井いつきの365日季語手帖 2017年版 夏井いつき著 マルコボ.コム 911.307/NaI/'17

399 365日の歳時記 上 : 1-6月 夏生一暁編著 PHP研究所 911.307/NaK/1

400 365日の歳時記 下 : 7-12月 夏生一暁編著 PHP研究所 911.307/NaK/2

401 太平記 1 : 新装版(新潮日本古典集成) 山下宏明校注 新潮社 913.435/YaH/1

402 太平記 2 : 新装版(新潮日本古典集成) 山下宏明校注 新潮社 913.435/YaH/2

403 太平記 3 : 新装版(新潮日本古典集成) 山下宏明校注 新潮社 913.435/YaH/3

404 太平記 4 : 新装版(新潮日本古典集成) 山下宏明校注 新潮社 913.435/YaH/4

405 太平記 5 : 新装版(新潮日本古典集成) 山下宏明校注 新潮社 913.435/YaH/5

406 武道館 朝井リョウ著 文藝春秋 913.6/AsR/B

407 チア男子!!(集英社文庫:[あ69-2]) 朝井リョウ著 集英社 913.6/AsR/C

408 星やどりの声(角川文庫:18594, [あ62-1]) 朝井リョウ [著] KADOKAWA 913.6/AsR/H

409 ままならないから私とあなた 朝井リョウ著 文藝春秋 913.6/AsR/M

410 もういちど生まれる(幻冬舎文庫:あ-49-1) 朝井リョウ [著] 幻冬舎 913.6/AsR/M

411 世界地図の下書き(集英社文庫:[あ69-4]) 朝井リョウ著 集英社 913.6/AsR/S

412 少女は卒業しない(集英社文庫:[あ69-3]) 朝井リョウ著 集英社 913.6/AsR/S

413 世にも奇妙な君物語 朝井リョウ著 講談社 913.6/AsR/Y

414 縫わんばならん 古川真人著 新潮社 913.6/FuM4/N

415 ビニール傘 岸政彦著 新潮社 913.6/KiM3/B

416 回帰(警視庁強行犯係・樋口顕) 今野敏著 幻冬舎 913.6/KoB/K

417 書楼弔堂 : 炎昼 京極夏彦著 集英社 913.6/KyN/S-2

418 みかづき 森絵都著 集英社 913.6/MoE/M
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419 騎士団長殺し 第1部 村上春樹著 新潮社 913.6/MuH/K-1

420 騎士団長殺し 第2部 村上春樹著 新潮社 913.6/MuH/K-2

421 桜風堂ものがたり 村山早紀著 PHP研究所 913.6/MuS4/O

422 i (アイ) 西加奈子著 ポプラ社 913.6/NiK/I

423 丘の火(野呂邦暢小説集成:8) 野呂邦暢著 文遊社 913.6/NoK/8

424 ツバキ文具店 小川糸著 幻冬舎 913.6/OgI/T

425 罪の声 塩田武士著 講談社 913.6/ShT8/T

426 X'mas stories : 一年でいちばん奇跡が起きる日(新潮文庫:10635, し-21-51) 朝井リョウ [ほか] 著 新潮社 913.68/XmS

427 学生時代にやらなくてもいい20のこと 朝井リョウ著 文藝春秋 914.6/AsR/G

428 時をかけるゆとり(文春文庫:[あ-68-1]) 朝井リョウ著 文藝春秋 914.6/AsR/T

429 図説英国ファンタジーの世界(ふくろうの本) 奥田実紀著 河出書房新社 930.2/OkM

430 アメリカ文学と革命
アメ労編集委員会編/井川眞砂 [ほ
か]

英宝社 930.29/AmＨ

431 The Seven Dials Mystery : pbk(St. Martin's minotaur mysteries) Agatha Christie St. Martin's Paperbacks 933.7/ChA/S

432 仕事の段取り(BISCUE : business DVD) シュビキ企画・製作・著作 シュビキ (発売) DV336.2/Shu

433 タイムマネジメント(BISCUE : business DVD) シュビキ企画・製作・著作 シュビキ (発売) DV336.2/Shu

434 恥をかかないビジネス敬語 1: 基本篇(BISCUE : business DVD) シュビキ企画・制作・著 シュビキ DV336.4/Shu/1

435 社内編 1: 会社生活(BISCUE : business DVD. ビジネスコミュニケーション入門) シュビキ企画・製作・著作 シュビキ(発売) DV336.4/Shu/1

436 社内編 2: 命令を受ける(BISCUE : business DVD. ビジネスコミュニケーション入門) シュビキ企画・製作・著作 シュビキ(発売) DV336.4/Shu/2

437 社内編 3: 業務の遂行(BISCUE : business DVD. ビジネスコミュニケーション入門) シュビキ企画・製作・著作 シュビキ(発売) DV336.4/Shu/3

438 恥をかかないビジネス敬語 7: 社内編(BISCUE : business DVD) シュビキ企画・制作・著 シュビキ DV336.4/Shu/7

439 ロジカルライティング(BISCUE : business DVD) シュビキ企画・製作・著作 シュビキ (発売) DV336.5/Shu

440 乳幼児を理解するための保育の観察と記録(よくわかる!保育士エクササイズ:別巻DVD) ミネルヴァ書房企画・制作・著作 ミネルヴァ書房 DV376/YoW/別
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441 内定者フォローで泣く会社、笑う会社 : 辞退なき採用をめざして(セミナービデオシリーズ) 夏目孝吉講師 レビックグローバル DV377/NaK

442 パブリックスピーチ(BISCUE : business DVD) シュビキ企画・製作・著作 シュビキ (発売) DV809/Shu

443 アリのかぞく(かがくのとも:577号) 島田拓ぶん/大島加奈子絵 福音館書店 E//17

444 バルバルさん : きょうはこどもデー(こどものとも:733号) 乾栄里子文/西村敏雄絵 福音館書店 E//17

445 いちばんせんちょう(こどものとも年少版:481号) こさかまさみ文/はたこうしろう絵 福音館書店 E//17

446 東西冷戦の終結 : 昭和から平成へ(池上彰の現代史授業 : 21世紀を生きる若い人たちへ:平成編:1) 池上彰監修・著 ミネルヴァ書房 K210.7/IkA/1

447 戦争と復興 : 昭和二十年代(池上彰の現代史授業 : 21世紀を生きる若い人たちへ:昭和編:1) 池上彰監修・著 ミネルヴァ書房 K210.7/IkA/1

448 EU誕生・日本の新時代 : 20世紀の終わり(池上彰の現代史授業 : 21世紀を生きる若い人たちへ:平成編:2) 池上彰監修・著 ミネルヴァ書房 K210.7/IkA/2

449 もはや戦後ではない! : 昭和三十年代(池上彰の現代史授業 : 21世紀を生きる若い人たちへ:昭和編:2) 池上彰監修・著 ミネルヴァ書房 K210.7/IkA/2

450 21世紀はじめの十年 9・11と世界の危機(池上彰の現代史授業 : 21世紀を生きる若い人たちへ:平成編:3) 池上彰監修・著 ミネルヴァ書房 K210.7/IkA/3

451 高度成長にわく : 昭和四十年代(池上彰の現代史授業 : 21世紀を生きる若い人たちへ:昭和編:3) 池上彰監修・著 ミネルヴァ書房 K210.7/IkA/3

452 平成二十年代 : 世界と日本の未来へ(池上彰の現代史授業 : 21世紀を生きる若い人たちへ:平成編:4) 池上彰監修・著 ミネルヴァ書房 K210.7/IkA/4

453 ゆらぐ成長神話 : 昭和五十・六十年代(池上彰の現代史授業 : 21世紀を生きる若い人たちへ:昭和編:4) 池上彰監修・著 ミネルヴァ書房 K210.7/IkA/4

454 いちばん身近な憲法・人権の話(池上彰さんと学ぶ12歳からの政治:1) 学研プラス K312/IkA/1

455 いちばん身近な憲法・人権の話(池上彰さんと学ぶ12歳からの政治:1) 学研プラス K312/IkA/1(1)

456 虐待とDV (ドメスティック・バイオレンス) のなかにいる子どもたちへ : ひとりぼっちじゃないよ 新版
チルドレン・ソサエティ著/アジア
女性センター, 本夛須美子訳

明石書店 K367/ChS

457 教科別に発表してみよう(アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習:4) 河出書房新社 K375/NaM/4

458 Short Stories of Ryunosuke Akutagawa(洋販ラダーシリーズ:Level 1 (1000‐word))
by Ryunosuke Akutagawa/Traslated
and Retold by Michael Brase

IBCパブリッシング 多読/英語

459 Short Stories of Kenji Miyazawa(洋販ラダーシリーズ:Level 2(1300‐word))
by Kenji Miyazawa/adpted by
Nina Wegner

IBCパブリッシング 多読/英語

460 全国市役所職員採用試験 : 高・大卒程度併用 [2018年度版] 公務員試験情報研究会編 一ツ橋書店 就職/資格/'18

461 大卒全国市役所面接試験 [2018年度版] 公務員試験情報研究会編著 一ツ橋書店 就職/資格/'18

462
自然科学 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:4||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
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463
文章理解 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:5||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
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