
2017年4月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 勉強の哲学 : 来たるべきバカのために 千葉雅也著 文芸春秋 002/ChM

2 考えるということ : 知的創造の方法(河出文庫) 大澤真幸著 河出書房新社 002/OsM

3 現代思想の転換2017 : 知のエッジをめぐる五つの対話 篠原雅武編/中村隆之 [ほか] 述 人文書院 002/ShM

4 AIが同僚 : あなたはたのしく一緒に働けるか
日経トップリーダー, 日経ビッグデー
タ編

日経BP社/日経BPマーケ
ティング

007.13/NiT

5 ウェブに夢見るバカ : ネットで頭がいっぱいの人のための96章
ニコラス・G・カー著/増子久美, 菅野
楽章訳

青土社 007.3/CaN

6 情報法のリーガル・マインド 林紘一郎著 勁草書房 007.3/HaK

7 インターネット文化人類学 セブ山著 太田出版 007.3/Seb

8 デジタルウィズダムの時代へ : 若者とデジタルメディアのエンゲージメント 高橋利枝著 新曜社 007.3/TaT

9 情報リテラシー教科書 : Windows 10/Office 2016+Access 2016対応版 矢野文彦監修 オーム社 007.6/YaF

10 Pages・Numbers・Keynoteマスターブック(MacFan books) 東弘子著 マイナビ出版 007.63

11 地図や案内図のつくり方 : Word/Excel/PowerPoint対応版(ああしたい!こうしたい!) 井上健語著 技術評論社 007.63/InK

12 今すぐ使えるかんたんPowerPoint (パワーポイント) 完全 (コンプリート) ガイドブック : 困った解決&便利技 AYURA著 技術評論社 007.63/PoP

13 いつでもどこでも書きたい人のためのScrivener for iPad&iPhone入門 : 記事・小説・レポート、文章を外出先で書く人へ 向井領治著 ビー・エヌ・エヌ新社 007.63/Scr/M

14 日本の図書館 : 統計と名簿 2016
日本図書館協会図書館調査事業委員会
編

日本図書館協会 010.59/NiT/'16

15 図書館教育(日本近代図書館学叢書:1) 田中敬著 慧文社 010.7/TaK

16 新しい時代の図書館情報学 補訂版(有斐閣アルマ:Interest) 山本順一編 有斐閣 010/YaJ

17 日本十進分類法 新訂10版 / 日本図書館協会分類委員会改訂 1 : 本表・補助表編 もり・きよし原編 日本図書館協会 014.45/NiT/1(3)

18 日本十進分類法 新訂10版 / 日本図書館協会分類委員会改訂 2 : 相関索引・使用法編 もり・きよし原編 日本図書館協会 014.45/NiT/2(3)
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19 レファレンスブックス : 選びかた・使いかた 3訂版 長澤雅男, 石黒祐子共著 日本図書館協会 015.2/NaM

20 情報サービス演習 : 地域社会と人びとを支援する公共サービスの実践(講座・図書館情報学:8) 中山愛理編著 ミネルヴァ書房 015.2/NaM

21 図書館徹底活用術 : ネットではできない!信頼される「調べる力」が身につく 寺尾隆監修 洋泉社 015/TeT

22 地方自治と図書館 : 「知の地域づくり」を地域再生の切り札に 片山善博, 糸賀雅児著 勁草書房 016.21/KaY

23 僕ならこう読む(青春新書intelligence:PI-508) 佐藤優著 青春出版社 019.9/SaM

24 脳を創る読書(じっぴコンパクト文庫:さ1-1) 酒井邦嘉著 実業之日本社 019/SaK

25 類聚名家書簡 三扁図版(ハ-ワ)(日本書誌学大系:105(1-3)) 後藤憲二編 青裳堂書店 020.8/2/105-3

26 南方熊楠生誕150年(書物學:10) 勉誠出版 020/BeS/10

27 標準著作権法 第3版 高林龍著 有斐閣 021.2/TaR

28 パソコン編集入門 : 「パーソナル編集長」バージョン12対応版 : 新聞ビラチラシ冊子を作る 日本機関紙出版センター 021.49/NiK

29 「本をつくる」という仕事 稲泉連著 筑摩書房 022/InR

30 東洋學文獻類目 2014年度
京都大學人文科學研究所附屬東洋學文
獻センター [編]

人文科學研究協會 027.5/5/'14

31 世界年鑑 2017 共同通信社編 共同通信社 059/1/2017

32 ぶらりあるきチェンマイ・アユタヤの博物館 中村浩著 芙蓉書房出版 069.0223/NaH

33 ミュージアムの情報資源と目録・カタログ(博物館情報学シリーズ:1) 水嶋英治, 田窪直規編著 樹村房 069/HaJ/1

34 読売報道写真集 2017 読売新聞社 070.17/YoS/'17

35 批判する/批判されるジャーナリズム 大石裕著 慶應義塾大学出版会 070.21/OiY

36 江戸のダイナミズム(西尾幹二全集:第20巻) 西尾幹二著 国書刊行会 081.6/NiK/20
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37 後撰和歌集 : 蒔絵小箱三代集本(冷泉家時雨亭叢書:第86巻) 冷泉家時雨亭文庫編
朝日新聞/朝日新聞出版
(発売)

081.7/2/86

38 日本経済入門(講談社現代新書:2416) 野口悠紀雄著 講談社 081/16/2416

39 ビートたけしと北野武(講談社現代新書:2417) 近藤正高著 講談社 081/16/2417

40 2025年日本の農業ビジネス(講談社現代新書:2418) 21世紀政策研究所編 講談社 081/16/2418

41 京都のおねだん(講談社現代新書:2419) 大野裕之編 講談社 081/16/2419

42 カラー版東京の森を歩く(講談社現代新書:2420) 福嶋司著 講談社 081/16/2420

43 牙を研げ : 会社を生き抜くための教養(講談社現代新書:2421) 佐藤優著 講談社 081/16/2421

44 非産運用(講談社現代新書:2422. 捨てられる銀行:2) 橋本卓典著 講談社 081/16/2422

45 勇敢な日本経済論(講談社現代新書:2423) 高橋洋一, ぐっちーさん著 講談社 081/16/2423

46 タロットの秘密(講談社現代新書:2424) 鏡リュウジ著 講談社 081/16/2424

47 プロテスタンティズム : 宗教改革から現代政治まで(中公新書:2423) 深井智朗著 中央公論新社 081/17/2423

48 帝国大学 : 近代日本のエリート育成装置(中公新書:2424) 天野郁夫著 中央公論新社 081/17/2424

49 ダ・ヴィンチ絵画の謎 : カラー版(中公新書:2425) 斎藤泰弘著 中央公論新社 081/17/2425

50 企業不祥事はなぜ起きるのか : ソーシャル・キャピタルから読み解く組織風土(中公新書:2426) 稲葉陽二著 中央公論新社 081/17/2426

51 日本ノンフィクション史 : ルポルタージュからアカデミック・ジャーナリズムまで(中公新書:2427) 武田徹著 中央公論新社 081/17/2427

52 自民党 : 「一強」の実像(中公新書:2428) 中北浩爾著 中央公論新社 081/17/2428

53 保育園問題 : 待機児童、保育士不足、建設反対運動(中公新書:2429) 前田正子著 中央公論新社 081/17/2429

54 謎の漢字 : 由来と変遷を調べてみれば(中公新書:2430) 笹原宏之著 中央公論新社 081/17/2430
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55 定年後 : 50歳からの生き方、終わり方(中公新書:2431) 楠木新著 中央公論新社 081/17/2431

56 ストレスのはなし : メカニズムと対処法(中公新書:2432) 福間詳著 中央公論新社 081/17/2432

57 詭弁論理学 改版(中公新書:448) 野崎昭弘著 中央公論新社 081/17/448

58 酒談義(中公文庫:[よ-5-11]) 吉田健一著 中央公論新社 081/17/よ5-11

59 乗りもの紳士録(中公文庫:[あ-13-7]) 阿川弘之著 中央公論新社 081/18/あ13-7

60 耳瓔珞 : 女心についての十篇(中公文庫:[あ-84-2])
安野モヨコ選・画/円地文子, 川端康
成[ほか]著

中央公論新社 081/18/あ84-2

61 還暦シェアハウス(中公文庫:[い-71-6]) 泉麻人著 中央公論新社 081/18/い71-6

62 おらんだ忍者 (しのび)・医師了潤 : 御役目は影働き(中公文庫:[う-34-2]) 浮穴みみ著 中央公論新社 081/18/う34-2

63 恋衣とはずがたり(中公文庫:[お-82-2]) 奥山景布子著 中央公論新社 081/18/お82-2

64 よすが横丁修理店 : 迷子の持ち主、お探しします(中公文庫:[お-89-1]) 及川早月著 中央公論新社 081/18/お89-1

65 チャップリン : 作品とその生涯(中公文庫:[お-90-1]) 大野裕之著 中央公論新社 081/18/お90-1

66 幕末・戊辰戦争 : 図解詳説(中公文庫:[か-80-3]) 金子常規著 中央公論新社 081/18/か80-3

67 組織の不条理 : 日本軍の失敗に学ぶ(中公文庫:[き-46-1]) 菊澤研宗著 中央公論新社 081/18/き46-1

68 痛みかたみ妬み : 小泉喜美子傑作短篇集(中公文庫:[こ-59-1]) 小泉喜美子著 中央公論新社 081/18/こ59-1

69 さらば地球の旗よ(中公文庫:[さ-60-13]. 地球連邦の興亡:4) 佐藤大輔著 中央公論新社 081/18/さ60-13

70 刃舞 改版(中公文庫:[す-25-30]) 鈴木英治著 中央公論新社 081/18/す25-30

71 キルワーカー(中公文庫:[す-29-3]. 警視庁組対特捜K) 鈴峯紅也著 中央公論新社 081/18/す29-3

72 滝田樗陰 : 『中央公論』名編集者の生涯(中公文庫:[す-4-3]) 杉森久英著 中央公論新社 081/18/す4-3
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73 楽しむマナー(中公文庫:[ち-8-4]) 中央公論新社編 中央公論新社 081/18/ち8-4

74 持統天皇と藤原不比等(中公文庫:[つ-30-1]) 土橋寛著 中央公論新社 081/18/つ30-1

75 奪還の日 : 刑事の挑戦一之瀬拓真(中公文庫:[と-25-40]) 堂場瞬一著 中央公論新社 081/18/と25-40

76 慟哭の海 : 戦艦大和死闘の記録(中公文庫:[の-16-1]) 能村次郎著 中央公論新社 081/18/の16-1

77 グレイス(中公文庫:[は-66-3]) 萩耿介著 中央公論新社 081/18/は66-3

78 バン・マリーへの手紙(中公文庫:[ほ-16-8]) 堀江敏幸著 中央公論新社 081/18/ほ16-8

79 老後マネー戦略家族(ファミリー)!(中公文庫:[ま-47-1]) 松村美香著 中央公論新社 081/18/ま47-1

80 水滸伝 : 虚構のなかの史実 改版(中公文庫:[み-22-22]) 宮崎市定著 中央公論新社 081/18/み22-22

81 おかず指南(中公文庫:[み-49-1]) 道場六三郎著 中央公論新社 081/18/み49-1

82 棟居刑事のガラスの密室(中公文庫:[も-12-72]) 森村誠一著 中央公論新社 081/18/も12-72

83 マインド・クァンチャ(中公文庫:[も-25-13]) 森博嗣著 中央公論新社 081/18/も25-13

84 AIO (アイオ) 民間刑務所 上(中公文庫:[や-53-13], [や-53-14]) 矢月秀作著 中央公論新社 081/18/や53-13

85 AIO (アイオ) 民間刑務所 下(中公文庫:[や-53-13], [や-53-14]) 矢月秀作著 中央公論新社 081/18/や53-14

86 悪と往生 : 親鸞を裏切る『歎異抄』(中公文庫:[や-56-4]) 山折哲雄著 中央公論新社 081/18/や56-4

87 国のない男(中公文庫:[ウ-8-1])
カート・ヴォネガット著 : 金原瑞人
訳

中央公論新社 081/18/ウ8-1

88 アーネスト・サトウの明治日本山岳記(講談社学術文庫:[2382])
アーネスト・メイスン・サトウ [著]/
庄田元男訳

講談社 081/2/2382

89 石原莞爾 : 愛と最終戦争(講談社学術文庫:[2400]. 再発見日本の哲学) 藤村安芸子 [著] 講談社 081/2/2400

90 アルキビアデス/クレイトポン(講談社学術文庫:[2408]) プラトン [著]/三嶋輝夫訳 講談社 081/2/2408
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91 死に至る病(講談社学術文庫:[2409])
セーレン・キェルケゴール [著]/鈴木
祐丞訳

講談社 081/2/2409

92 統合失調症あるいは精神分裂病 : 精神医学の虚実(講談社学術文庫:[2414]) 計見一雄 [著] 講談社 081/2/2414

93 老子 : その思想を読み尽くす(講談社学術文庫:[2416]) 池田知久 [著] 講談社 081/2/2416

94 江戸の春画(講談社学術文庫:[2417]) 白倉敬彦 [著] 講談社 081/2/2417

95 雨月物語 : 全訳注 新版(講談社学術文庫:[2419]) 上田秋成 [著]/青木正次訳注 講談社 081/2/2419

96 平家物語 : 全訳注 新版 1(講談社学術文庫:[2420]) 杉本圭三郎 [訳注] 講談社 081/2/2420

97 ハイデガー入門(講談社学術文庫:[2424]) 竹田青嗣 [著] 講談社 081/2/2424

98 哲学塾の風景 : 哲学書を読み解く(講談社学術文庫:[2425]) 中島義道 [著] 講談社 081/2/2425

99 ガリラヤからローマへ : 地中海世界をかえたキリスト教徒(講談社学術文庫:[2425]) 松本宣郎 [著] 講談社 081/2/2425

100 口訳万葉集 上(岩波現代文庫:文芸:287-288) 折口信夫著 岩波書店 081/22/B287

101 口訳万葉集 中(岩波現代文庫:文芸:287-288) 折口信夫著 岩波書店 081/22/B288

102 定本昔話と日本人の心(岩波現代文庫:学術:349. 「物語と日本人の心」コレクション:6) 河合隼雄著/河合俊雄編 岩波書店 081/22/G349

103 自由の秩序 : リベラリズムの法哲学講義(岩波現代文庫:学術:358) 井上達夫著 岩波書店 081/22/G358

104 「萬世一系」の研究 : 「皇室典範的なるもの」への視座 上(岩波現代文庫:学術:359-360) 奥平康弘著 岩波書店 081/22/G359

105 「萬世一系」の研究 : 「皇室典範的なるもの」への視座 下(岩波現代文庫:学術:359-360) 奥平康弘著 岩波書店 081/22/G360

106 日本国憲法の誕生 増補改訂版(岩波現代文庫:学術:361) 古関彰一著 岩波書店 081/22/G361

107 日本の近代とは何であったか : 問題史的考察(岩波新書:新赤版 1650) 三谷太一郎著 岩波書店 081/6-4/1650

108 シリア情勢 : 終わらない人道危機(岩波新書:新赤版 1651) 青山弘之著 岩波書店 081/6-4/1651
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109 中国のフロンティア : 揺れ動く境界から考える(岩波新書:新赤版 1652) 川島真著 岩波書店 081/6-4/1652

110 グローバル・ジャーナリズム : 国際スクープの舞台裏(岩波新書:新赤版 1653) 澤康臣著 岩波書店 081/6-4/1653

111 モラルの起源 : 実験社会科学からの問い(岩波新書:新赤版 1654) 亀田達也著 岩波書店 081/6-4/1654

112 『レ・ミゼラブル』の世界(岩波新書:新赤版 1655) 西永良成著 岩波書店 081/6-4/1655

113 死者はどこへいくのか : 死をめぐる人類五〇〇〇年の歴史(河出ブックス:102) 大城道則編著/伊藤由希子 [ほか] 著 河出書房新社 114.2/OsM

114 クラウド時代の思考術 : Googleが教えてくれないただひとつのこと
ウィリアム・パウンドストーン著/森
夏樹訳

青土社 115/PoW

115 日本思想史の射程(日本歴史私の最新講義:20) 末木文美士著 敬文舎 121.02/SuF

116 東洋思想と日本(汲古選書:75) 谷中信一著 汲古書院 121/YaS

117 治乱のヒストリア : 華夷・正統・勢(シリーズキーワードで読む中国古典:4)
伊東貴之編/伊東貴之, 渡邉義浩, 林
文孝著

法政大学出版局 122.04/ShK/4

118 儒家思想と中国歴史思惟 黄俊傑著/池田辰彰, 前川正名訳 風響社 124.1/HuC

119 バカボンのパパと読む「老子」 実践編(角川文庫:と23-2) ドリアン助川 [著] KADOKAWA 124.22/DoS

120 弁論術/詩学(アリストテレス全集:18)
[アリストテレス著]/堀尾耕一, 野津
悌, 朴一功訳

岩波書店 131.4/Ari/18

121 人生の短さについて : 他2篇(光文社古典新訳文庫:[KBセ1-1]) セネカ著/中澤務訳 光文社 131.5/SeL/S

122 武器としての現代思想 : マルクス・ニーチェからネグリ=ハートまで、"理論武装"が君の力となる 伊吹浩一著 サイゾー 133/IbH

123 中動態の世界 : 意志と責任の考古学(シリーズケアをひらく) 國分功一郎著 医学書院 135.2/KoK

124 哲学とはなにか
ジョルジョ・アガンベン [著]/上村忠
男訳

みすず書房 137/AgG

125 心理学 カレッジ版 山村豊, 高橋一公著 医学書院 140.1/YaY

126 質的心理学研究 第16号(2017) 無藤隆 [ほか] 編 新曜社 140.7/NiS/16
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書名 著者名 出版者 請求記号

127 心の科学 : 理論から現実社会へ 第2版 兵藤宗吉, 緑川晶編 ナカニシヤ出版 140/HyM

128 失敗の科学 : 失敗から学習する組織、学習できない組織 マシュー・サイド著/有枝春訳
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

141.5/SyM

129 先入観はウソをつく : 常識や定説を疑い柔軟な発想を生む方法(SB新書:383) 武田邦彦著 SBクリエイティブ 141.5/TaK

130 誤解の心理学 : コミュニケーションのメタ認知 三宮真智子著 ナカニシヤ出版 141.51/SaM

131 日本の心理療法 身体篇 秋田巌編 新曜社 146.8/AkI/3

132 マンガでやさしくわかる傾聴 古宮昇著
日本能率協会マネジメン
トセンター

146.8/KoN

133 現実をみつめる道徳哲学 : 安楽死・中絶・フェミニズム・ケア 新版
ジェームズ・レイチェルズ, スチュ
アート・レイチェルズ著/次田憲和訳

晃洋書房 150/RaJ

134 恋愛を数学する(TED books) ハンナ・フライ著 : 森本元太郎訳 朝日出版社 152.1/FrH

135 新渡戸稲造はなぜ『武士道』を書いたのか : 愛国心と国際心(PHP新書:1085) 草原克豪著 PHP研究所 156/NiI/K

136 スタンフォードの心理学講義人生がうまくいくシンプルなルール ケリー・マクゴニガル著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

159/McK

137 文脈力こそが知性である(角川新書:[K-123]) 斎藤孝[著] KADOKAWA 159/SaT

138 人は死んだらどこに行くのか(青春新書intelligence:PI-506) 島田裕巳著 青春出版社 160.4/ShH

139 世界の裏側がわかる宗教集中講座 : ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、仏教、神道、儒教(徳間文庫:[い17-18]) 井沢元彦著 徳間書店 160/IzM

140 神さまってなに?(河出文庫) 森達也著 河出書房新社 160/MoT

141 宗教ってなんだろう?(中学生の質問箱) 島薗進著 平凡社 160/ShS

142 宗教と儀礼の東アジア : 交錯する儒教・仏教・道教(アジア遊学:206) 原田正俊編 勉誠出版 162.2/HaM

143 図解世界5大宗教全史 エッセンシャル版 中村圭志 [著]
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

162/NaK

144 イラストで読むギリシア神話の神々 杉全美帆子著 河出書房新社 164.31/SuM
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145 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2017-2]
edited by Marc Gaborieau ... [et
al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'17-2

146 厳島の祭礼と芸能の研究 原田佳子著 芙蓉書房出版 175.976/ItJ/H

147 落語に花咲く仏教 : 宗教と芸能は共振する(朝日選書:954) 釈徹宗著 朝日新聞出版 180.4/SyT

148 ゆかいな仏教 続(サンガ新書:060,072) 橋爪大三郎, 大澤真幸著 サンガ 180/HaD/2

149 空海と最澄はどっちが偉いのか? : 日本仏教史七つの謎を解く(知恵の森文庫:[tし5-1]) 島田裕巳著 光文社 182.1/ShH

150 仏教史研究ハンドブック 佛教史学会編 法藏館 182/BuG

151 新訳往生要集 : 付詳註・索引 上 源信著/梯信暁訳注 法藏館 188.63/OjY/1

152 新訳往生要集 : 付詳註・索引 下 源信著/梯信暁訳注 法藏館 188.63/OjY/2

153 明治知識人としての内村鑑三 : その批判精神と普遍主義の展開 柴田真希都 [著] みすず書房 198.992/UcK/S

154 夢遊病者たち : 第一次世界大戦はいかにして始まったか 1
クリストファー・クラーク [著]/小原
淳訳

みすず書房 209.71/ClC/1

155 夢遊病者たち : 第一次世界大戦はいかにして始まったか 2
クリストファー・クラーク [著]/小原
淳訳

みすず書房 209.71/ClC/2

156 名著で読む世界史120 池田嘉郎 [ほか] 編 山川出版社 209/MeY

157 世界と日本がわかる最強の世界史(扶桑社新書:230) 八幡和郎著
育鵬社 : 扶桑社/扶桑社
(発売)

209/YaK

158 日本年号史大事典 普及版 所功編著/久禮旦雄 [ほか] 執筆 雄山閣 210.023/ToI

159 史料学遍歴 東野治之著 雄山閣 210.029/ToH

160 偽史と奇書が描くトンデモ日本史(じっぴコンパクト新書:308) オフィステイクオー著 実業之日本社 210.1/OfT

161 日本十二支考 : 文化の時空を生きる(中公叢書) 濱田陽著 中央公論新社 210.12/HaY

162 日記に魅入られた人々 : 王朝貴族と中世公家(日記で読む日本史:13) 松薗斉著 臨川書店 210.12/NiY/13
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163 日朝関係史 関周一編 吉川弘文館 210.1821/SeS

164 古墳時代美術図鑑(別冊太陽. 日本のこころ:246) 古谷毅監修 平凡社 210.2/FuT

165 ときめく縄文図鑑(Tokimeku Zukan+) 譽田亜紀子文 山と溪谷社 210.25/KoA

166 火と縄文人(ものが語る歴史:34) 高田和徳著 同成社 210.25/TaK

167 失われた倭国年号《大和朝廷以前》(古代に真実を求めて : 古田史学論集:第20集) 明石書店 210.3/FuT/K-20

168 繰り返された「生前退位」と天皇の正体(廣済堂新書:074) 関裕二著 廣済堂出版 210.3/SeY

169 建築から見た日本古代史(ちくま新書:1247) 武澤秀一著 筑摩書房 210.3/TaS

170 「神話」から読み直す古代天皇史(歴史新書y:068) 若井敏明著 洋泉社 210.3/WaT

171 前方後円墳の暗号(講談社+α文庫:G211-11) 関裕二 [著] 講談社 210.32/SeY

172 列島を翔ける平安武士 : 九州・京都・東国(歴史文化ライブラリー:446) 野口実著 吉川弘文館 210.37/NoM

173 もののふ日本論 : 明治のココロが日本を救う(幻冬舎新書:449) 黒鉄ヒロシ著 幻冬舎 210.6/KuH

174 総力戦のなかの日本政治(日本近代の歴史:6) 源川真希著 吉川弘文館 210.6/NiK/6

175 大奥の女たちの明治維新 : 幕臣、豪商、大名 : 敗者のその後(朝日新書:605) 安藤優一郎著 朝日新聞出版 210.61/AnY

176 日清戦争における日本外交 : 東アジアをめぐる国際関係の変容 古結諒子著 名古屋大学出版会 210.65/KoS

177 ナショナリズムの昭和 保阪正康著 幻戯書房 210.7/HoM

178 思想戦 : 大日本帝国のプロパガンダ バラク・クシュナー著/井形彬訳 明石書店 210.74/KuB

179 昭和天皇の戦争 : 「昭和天皇実録」に残されたこと・消されたこと 山田朗著 岩波書店 210.75/YaA

180 江戸→TOKYOなりたちの教科書 : 一冊でつかむ東京の都市形成史 岡本哲志著 淡交社 213.6/OkS
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181 箕面市の昭和 : 写真アルバム 樹林舎 216.3/Jur

182 ロシア革命史入門(インターナショナル新書:007) 広瀬隆著
集英社インターナショナ
ル/集英社 (発売)

238.07/HiT

183 アメリカはいかにして日本を追い詰めたか : 「米国陸軍戦略研究所レポート」から読み解く日米開戦(草思社文庫)
ジェフリー・レコード著/渡辺惣樹
訳・解説

草思社 253.07/ReJ

184 キューバ現代史 : 革命から対米関係改善まで 後藤政子著 明石書店 259.1/GoM

185 世紀のラブレター(新潮新書:272) 梯久美子著 新潮社 281.04/KaK

186 安倍三代 青木理著 朝日新聞出版 288.3/Abe/A

187 井伊一族のすべて(歴史新書) 歴史と文化の研究所編 洋泉社 288.3/Ii/R

188 家仁親王実録 1(四親王家実録:23-24. 桂宮実録:第4-5卷) 吉岡眞之, 藤井讓治, 岩壁義光監修 ゆまに書房 288.44/KaN/K-4

189 家仁親王実録 2(四親王家実録:23-24. 桂宮実録:第4-5卷) 吉岡眞之, 藤井讓治, 岩壁義光監修 ゆまに書房 288.44/KaN/K-5

190 公仁親王実録(四親王家実録:25. 桂宮実録:第6巻) 吉岡眞之, 藤井讓治, 岩壁義光監修 ゆまに書房 288.44/KaN/K-6

191 盛仁親王実録・節仁親王実録・淑子内親王実録(四親王家実録:26. 桂宮実録:第7巻) 吉岡眞之, 藤井讓治, 岩壁義光監修 ゆまに書房 288.44/KaN/K-7

192 世界遺産と天皇陵古墳を問う 今尾文昭, 高木博志編 思文閣出版 288.46/ImF

193 安達峰一郎 : 日本の外交官から世界の裁判官へ 柳原正治, 篠原初枝編 東京大学出版会 289.1/AdM/Y

194 女城主「直虎」の謎 原口泉著 海竜社 289.1/IiN2/H

195 春日局 : 今日は火宅を遁れぬるかな(ミネルヴァ日本評伝選) 福田千鶴著 ミネルヴァ書房 289.1/Kas/F

196 武四郎碑に刻まれたアイヌ民族 : 民族の復権をめざして 新版 杉山四郎著 中西出版 289.1/MaT/S

197 現代語訳信長公記(全)(ちくま学芸文庫:[オ-25-1]) 太田牛一著/榊山潤訳 筑摩書房 289.1/OdN/O

198 洋々無限 : 岡倉天心・覚三と由三郎 清水恵美子著 里文出版 289.1/OkT/S
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199 汝、ふたつの故国に殉ず : 台湾で「英雄」となったある日本人の物語 門田隆将著 KADOKAWA 289.1/SaT8/K

200 徳川家康 : われ一人腹を切て、万民を助くべし(ミネルヴァ日本評伝選) 笠谷和比古著 ミネルヴァ書房 289.1/ToI2/K

201 その後の慶喜 : 大正まで生きた将軍(ちくま文庫:[い90-1]) 家近良樹著 筑摩書房 289.1/ToY4/I

202 張作霖 : 爆殺への軌跡一八七五-一九二八 杉山祐之著 白水社 289.2/ChT/S

203 ムハマド・ユヌス自伝 上(ハヤカワ文庫:7646-7647. ハヤカワ文庫NF:NF444-445)
ムハマド・ユヌス, アラン・ジョリ著
/猪熊弘子訳

早川書房 289.2/YuM/Y-1

204 ムハマド・ユヌス自伝 下(ハヤカワ文庫:7646-7647. ハヤカワ文庫NF:NF444-445)
ムハマド・ユヌス, アラン・ジョリ著
/猪熊弘子訳

早川書房 289.2/YuM/Y-2

205 出雲を原郷とする人たち 岡本雅享著 藤原書店 291.0189/OkM

206 京都を学ぶ : 文化資源を発掘する 洛北編 京都学研究会編 ナカニシヤ出版 291.62/KyK/1

207 今昔(いまはむかし)奈良名所 : 古き奈良名所を訪ねる 森下惠介著 奈良新聞社 291.65/MoK

208 日本 : その姿と心 第10版新訂版 日鉄住金総研著
日鉄住金総研/東洋出版
(発売)

302.1/NiS

209 北朝鮮入門 : 金正恩体制の政治・経済・社会・国際関係 新版 礒崎敦仁, 澤田克己著 東洋経済新報社 302.21/IsA

210 現代中国を知るための44章 第5版(エリア・スタディーズ:8) 藤野彰, 曽根康雄編著 明石書店 302.22/FuA

211 フィリピンを知るための64章(エリア・スタディーズ:154) 大野拓司, 鈴木伸隆, 日下渉編著 明石書店 302.248/FiS

212 アラブ首長国連邦(UAE)を知るための60章(エリア・スタディーズ:89) 細井長編著 明石書店 302.2784/HoT

213 QOLと現代社会 : 「生活の質」を高める条件を学際的に研究する 村山伸子, 藤井誠二編著 明石書店 304/MuN

214 オバマ大統領退任演説DVD BOOK オバマ [述]/国際情勢研究会編 ゴマブックス 310.4/ObB/K

215 オバマ大統領退任演説CD BOOK オバマ [述]/国際情勢研究会編 ゴマブックス 310.4/ObB/K

216 これからの「正義」の話をしよう : いまを生き延びるための哲学(ハヤカワ文庫:NF376) マイケル・サンデル著/鬼澤忍訳 早川書房 311.1/SaM
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217 二つの政権交代 : 政策は変わったのか 竹中治堅編 勁草書房 312.1/TaH

218 蔡英文自伝 : 台湾初の女性総統が歩んだ道 蔡英文著/劉永毅構成/前原志保訳 白水社 312.224/SaE/S

219 ミャンマー権力闘争 : アウンサンスーチー、新政権の攻防 藤川大樹, 大橋洋一郎著 KADOKAWA 312.238/AuS/F

220 総力取材!トランプ政権と日本(NHK出版新書:509) NHK取材班著 NHK出版 312.53/TrD/N

221 トランプは世界をどう変えるか? : 「デモクラシー」の逆襲(朝日新書:599) エマニュエル・トッド, 佐藤優著 朝日新聞出版 312.53/TrD/T

222 恐怖の地政学 : 地図と地形でわかる戦争・紛争の構図 T・マーシャル著/甲斐理恵子訳 さくら舎 312.9/MaT

223 近代天皇論 : 「神聖」か、「象徴」か(集英社新書:0865A) 片山杜秀, 島薗進著 集英社 313.61/KaM

224 人種戦争という寓話 : 黄禍論とアジア主義 廣部泉著 名古屋大学出版会 316.8/HiI

225 在日二世の記憶(集英社新書:0857D) 小熊英二, 高賛侑, 高秀美編 集英社 316.81/ZaN

226 紛争後社会と向き合う : 南アフリカ真実和解委員会 阿部利洋著 京都大学学術出版会 316.8487/AbT

227 世界と僕のあいだに タナハシ・コーツ著/池田年穂訳 慶應義塾大学出版会 316.853/CoT

228 いのちの証言 : ナチスの時代を生き延びたユダヤ人と日本人 六草いちか著 晶文社 316.88/RoI

229 「和解」のリアルポリティクス : ドイツ人とユダヤ人 武井彩佳 [著] みすず書房 316.88/TaA

230 明るい公務員講座 岡本全勝著
時事通信出版局/時事通
信社 (発売)

317.3/OkM

231 劇場型ポピュリズムの誕生 : 橋下劇場と変貌する地方政治 有馬晋作著 ミネルヴァ書房 318.2/ArS

232 都政大改革 : 小池百合子知事&「チーム小池」の戦い(扶桑社新書:226) 野田数著
育鵬社 : 扶桑社/扶桑社
(発売)

318.236/KoY/N

233 東京の大問題!(マイナビ新書) 佐々木信夫著 マイナビ出版 318.236/SaN

234 世界の田園回帰 : 11ヵ国の動向と日本の展望(シリーズ田園回帰:8) 大森彌, 小田切徳美, 藤山浩編著 農山漁村文化協会 318.6/ShD/8

13



2017年4月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

235 どこまでやるか、町内会(ポプラ新書:118) 紙屋高雪著 ポプラ社 318.8/KaK

236 グローバル化時代の広域連携 : 仏米の広域制度からの示唆 木村俊介著 第一法規 318.935/KiS

237 人口減少と公共施設の展望 : 「公共施設等総合管理計画」への対応 中山徹著 自治体研究社 318/NaT

238 中国政治からみた日中関係(岩波現代全書:101) 国分良成著 岩波書店 319.1021/KoR

239 五〇年目の日韓つながり直し : 日韓請求権協定から考える 吉澤文寿編著 社会評論社 319.1021/YoF

240 中国安全保障全史 : 万里の長城と無人の要塞
アンドリュー・J.ネイサン, アンド
リュー・スコベル [著]/河野純治訳

みすず書房 319.22/NaA

241 21世紀の「中華」 : 習近平中国と東アジア 川島真著 中央公論新社 319.2202/KaS

242 「中露国境」交渉史 : 国境紛争はいかに決着したのか? 井出敬二著 作品社 319.2203/IdK

243 原爆投下をめぐるアメリカ政治 : 開発から使用までの内政・外交分析 山田康博著 法律文化社 319.53/YaY

244 米中もし戦わば : 戦争の地政学
ピーター・ナヴァロ著/赤根洋子訳/飯
田将史解説

文藝春秋 319.53022/NaP

245 法を学ぶ人のための文章作法 井田良, 佐渡島紗織, 山野目章夫著 有斐閣 320.7/HoM

246 法と社会科学をつなぐ 飯田高著 有斐閣 321.3/IiT

247 天皇とは北極星のことである 副島隆彦, 斎川眞著 PHP研究所 322.134/SoT

248 新・エッセンス憲法 安藤高行編 法律文化社 323.14/AnT

249 憲法サバイバル : 「憲法・戦争・天皇」をめぐる四つの対談(ちくま新書:1250) ちくま新書編集部編 筑摩書房 323.14/ChS

250 13歳からの日本国憲法 上田勝美監修 かもがわ出版 323.14/UeK

251 象徴天皇「高齢譲位」の真相(ベスト新書:541) 所功著 ベストセラーズ 323.15/ToI

252 行政法再入門 第2版 上 阿部泰隆著 信山社 323.9/AbY/1
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253 行政法(有斐閣ストゥディア) 野呂充 [ほか] 著 有斐閣 323.9/GyH

254 会社法 岡伸浩著 弘文堂 325.2/OkN

255 基本がわかる会社法 葭田英人著 三省堂 325.2/YoH

256 賄賂罪の理論(刑事法研究:第17巻) 川端博著 成文堂 326.21/KaH

257 パスポート学 陳天璽 [ほか] 編著 北海道大学出版会 329.94/Pas

258 国際法で世界がわかる : ニュースを読み解く32講 森川幸一 [ほか] 編 岩波書店 329/KoS

259 人間性と経済学 : 社会科学の新しいパラダイムをめざして 岡部光明著 日本評論社 331.1/OkM

260 日本経済のデータ分析と経済予測 第2版 小林慎哉著 文眞堂 331.19/KoS

261 経済学の分岐と総合(中央大学経済研究所研究叢書:68) 益永淳編著 中央大学出版部 331.2/MaA

262 経済学・哲学草稿(光文社古典新訳文庫:[KBマ1-1]) マルクス著/長谷川宏訳 光文社 331.6/MaK

263 変革の時代と『資本論』 : マルクスのすすめ 「経済」編集部編 新日本出版社 331.6/MaK/S

264 コンパクト経済学 第2版(コンパクト経済学ライブラリ:1) 井堀利宏著
新世社/サイエンス社(発
売)

331/IhT

265 日本経済史 : 近世から現代まで(Y21) 沢井実, 谷本雅之著 有斐閣 332.105/SaM

266 日本経済論(経済学教室:11) 古川徹也著 培風館 332.107/FuT

267 我が国の経済外交 2017 外務省経済局編 日本経済評論社 332.107/Gai/'17

268 島嶼学への誘い : 沖縄からみる「島」の社会経済学 嘉数啓著 岩波書店 332.9/KaH

269 国際化時代の地域経済学 第4版(有斐閣アルマ:Specialized) 岡田知弘 [ほか] 著 有斐閣 332.9/KoJ

270 貧困と闘う知 : 教育、医療、金融、ガバナンス
エステル・デュフロ [著]/峯陽一, コ
ザ・アリーン訳

みすず書房 333.8/DuE
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271 108年の幸せな孤独 : キューバ最後の日本人移民、島津三一郎 中野健太著 KADOKAWA 334.4591/ShM/N

272 満蒙開拓団 : 虚妄の「日満一体」(岩波現代全書:100) 加藤聖文著 岩波書店 334.51/KaK

273 経営学概論 新版 片山富弘, 山田啓一編著 同友館 335.1/KaT

274 よくわかる現代経営 第5版(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 「よくわかる現代経営」編集委員会編 ミネルヴァ書房 335.1/YoW

275 グローバル企業 : 国際化・グローバル化の歴史的展望 安部悦生編著 文眞堂 335.5/AbE

276 独占禁止法 第3版 白石忠志著 有斐閣 335.57/ShT

277 中国ビジネス法体系 : 部門別・場面別 第2版 藤本豪著 日本評論社 335/FuG

278 仕事の英語いますぐ話すためのアクション123 河野木綿子著 すばる舎 336.07/KoY

279 一流は、なぜシンプルな英単語で話すのか(青春新書intelligence:PI-479) 柴田真一著 青春出版社 336.07/ShS

280 モラル・ハラスメント : 職場におけるみえない暴力(文庫クセジュ:1010)
マリー=フランス・イルゴイエンヌ著/
大和田敢太訳

白水社 336.49/HiM

281 Google流資料作成術
コール・ヌッスバウマー・ナフリック
著/村井瑞枝訳

日本実業出版社 336.49/KnC

282 世界最高のプレゼン教室 ガー・レイノルズ著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

336.49/ReG

283 秘書検定試験1級実問題集 : 文部科学省認定 2017年度版 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 336.59//'17

284 秘書検定試験2級実問題集 : 文部省認定 2017年度版 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 336.59//'17

285 秘書検定試験3級実問題集 : 文部省認定 2017年度版 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 336.59//'17

286 要説経営分析 5訂版
青木茂男編著/青淵正幸, 清松敏雄,
渡辺智信著

森山書店 336.83/AoS

287 現代財務会計のエッセンス 郡司健著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.9/GuT

288 企業と会計の道しるべ 水口剛, 平井裕久, 後藤晃範著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.9/KiK
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289 テキスト入門会計学 第4版 大塚宗春 [ほか] 著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.9/TeN

290 基本簿記論 新版第3版 関西学院大学会計学研究室編
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.91//['17]

291 商業簿記 第9版(スッキリわかるシリーズ. スッキリわかる日商簿記2級) 滝澤ななみ著 TAC株式会社出版事業部 336.91//['17]

292 工業簿記 第6版(スッキリわかるシリーズ. スッキリわかる日商簿記2級) 滝澤ななみ著 TAC株式会社出版事業部 336.91//['17]

293 簿記入門テキスト 第2版 伊藤龍峰 [ほか] 著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.91/BoN

294 エッセンシャルIFRS 第5版 秋葉賢一著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.92/AkK

295 レクチャー財務諸表論 岩崎健久, 平石智紀著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.92/IwT

296 監査論を学ぶ 第2版(わしづかみシリーズ) 蟹江章, 高原利栄子, 藤岡英治著 税務経理協会 336.97/KaM

297 監査と哲学 : 会計プロフェッションの懐疑心 任章著 同文舘出版 336.97/NiA

298 孫社長のむちゃぶりをすべて解決してきたすごいPDCA : 終わらない仕事がすっきり片づく超スピード仕事術 三木雄信著 ダイヤモンド社 336/MiT

299 FP技能検定2級精選過去問題集 2017年版実技編 FP受験研究会編著 すばる舎 338.079//'17

300 3カ月でFP2級 : 本当は教えたくない究極のFP2級合格メソッド 2017年版(最短合格シリーズ) フォーサイト教材作成室著
フォーサイト/サンク
チュアリ出版 (発売)

338.079//'17

301 格付 : 価値の再認識と広がる投資戦略 田中英隆, 石渡明著 日本経済新聞出版社 338.154/TaH

302 不動産で勝つ! : 後悔しない土地活用/不動産投資の新潮流(文春MOOK) 文藝春秋 338.65

303 プライベートバンカー : カネ守りと新富裕層 清武英利著 講談社 338.8/KiH

304 国際金融論入門(経済学叢書Introductory) 佐々木百合著
新世社/サイエンス社(発
売)

338.9/SaY

305 誰でもわかる金融論 代田純著 学文社 338/ShJ

306 金融 内田浩史著 有斐閣 338/UcH
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307 保険学 補訂版(有斐閣ブックス:[460]) 近見正彦, 堀田一吉, 江澤雅彦編 有斐閣 339/Hok

308 税と社会保障でニッポンをどう再生するか
森信茂樹編著/梅澤高明, 佐藤主光,
土居丈朗 [著]

日本実業出版社 345.1/MoS

309 世界の統計 (国際統計要覧) 2017 総務庁統計局編
大蔵省印刷局 : 日本統
計協会

350.9/Som/'17

310 人口動態統計 平成27年 中巻 厚生省大臣官房統計情報部編 厚生統計協会
358.1/KoR/J-
'15-2

311 人口動態統計 平成27年 下巻 厚生省大臣官房統計情報部編 厚生統計協会
358.1/KoR/J-
'15-3

312 協力する種 : 制度と心の共進化(叢書「制度を考える」)
サミュエル・ボウルズ, ハーバート・
ギンタス著/大槻久 [ほか] 訳

NTT出版 361.4/BoS

313 特集マス・コミュニケーション研究の現在 : 理論研究への視座(マス・コミュニケーション研究:90)
日本マス・コミュニケー
ション学会

361.453/NiM

314 すごい説明力(WAVE pocket series:5) 木暮太一著 WAVE出版 361.454/KoT

315 まんがでわかる伝え方が9割
佐々木圭一著/星井博文シナリオ/大舞
キリコ作画

ダイヤモンド社 361.454/SaK

316 宝塚・やおい、愛の読み替え : 女性とポピュラーカルチャーの社会学 東園子著 新曜社 361.5/AzS

317 大学生のための異文化・国際理解 : 差異と多様性への誘い 高城玲編著 丸善出版 361.5/TaR

318 社会調査 : しくみと考えかた(放送大学叢書:036) 原純輔著 左右社 361.9/HaJ

319 社会調査の実際 : 統計調査の方法とデータの分析 第12版 島崎哲彦, 大竹延幸著 学文社 361.9/ShA

320 質的調査の方法 : 都市・文化・メディアの感じ方 第2版 工藤保則, 寺岡伸悟, 宮垣元編 法律文化社 361.9/ShC

321 「今、ここ」から考える社会学(ちくまプリマー新書:270) 好井裕明著 筑摩書房 361/YoH

322 社会保障・福祉六法 岩村正彦, 菊池馨実編集代表 信山社 364/IwM

323 経済学で考える社会保障制度 安岡匡也著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

364/YaM

324 空き家大国ニッポン 水谷秀志著 せせらぎ出版 365.3/MiH
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325 「嫌消費」世代の研究 : 経済を揺るがす「欲しがらない」若者たち 松田久一著 東洋経済新報社 365/MaH

326 お祈りメール来た、日本死ね : 「日本型新卒一括採用」を考える(文春新書:1105) 海老原嗣生著 文藝春秋 366.21/EbT

327
若年ノンエリート層と雇用・労働システムの国際化 : オーストラリアのワーキングホリデー制度を利用する日本の若者のエスノグ
ラフィー

藤岡伸明著 福村出版 366.271/FuN

328 障がい者の就活ガイド 紺野大輝著 左右社 366.28/KoT

329 産業・組織心理学 改訂版 小野公一, 関口和代編著 白桃書房 366.94/OnK

330 電通事件 : なぜ死ぬまで働かなければならないのか 北健一著 旬報社 366.99/Den/K

331 ジェンダー史とは何か
ソニア・O・ローズ著/長谷川貴彦, 兼
子歩訳

法政大学出版局 367.2/RoS

332 母からの解放 : 娘たちの声は届くか 信田さよ子著 ホーム社/集英社(発売) 367.3/NoS

333 老人ナビ : 老人は何を考えどう死のうとしているか 菅野国春著 展望社 367.7/KaK

334 日本版CCRCがわかる本 : ピンチをチャンスに変える生涯活躍のまち 松田智生著 法研 367.7/MaT

335 新同性愛って何? : わかりあうことから共に生きるために 改訂新版(プロブレムQ&A) 伊藤悟 [ほか] 著 緑風出版 367.97/ShD

336 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 : 児童・家庭福祉制度 児童・家庭福祉サービス 第3版(社会福祉士シリーズ:15)
福祉臨床シリーズ編集委員会編/平戸
ルリ子責任編集

弘文堂 369.17/ShF/15

337 更生保護制度 : 司法福祉 第3版(社会福祉士シリーズ:20)
福祉臨床シリーズ編集委員会編/森長
秀責任編集

弘文堂 369.17/ShF/20

338 新・介護福祉士養成講座 第9版 16 資料編 介護福祉士養成講座編集委員会編 中央法規出版 369.17/ShK/16

339 社会と制度の理解 第6版(新・介護福祉士養成講座:2) 介護福祉士養成講座編集委員会編 中央法規出版 369.17/ShK/2

340 介護の基本 第4版 2(新・介護福祉士養成講座:4) 介護福祉士養成講座編集委員会編 中央法規出版 369.17/ShK/4

341 生活支援技術 第4版 1(新・介護福祉士養成講座:6) 介護福祉士養成講座編集委員会編 中央法規出版 369.17/ShK/6

342 福祉行財政と福祉計画 第5版(新・社会福祉士養成講座:10) 社会福祉士養成講座編集委員会編集 中央法規出版 369.17/ShS/10
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343 福祉サービスの組織と経営 第5版(新・社会福祉士養成講座:11) 社会福祉士養成講座編集委員会編集 中央法規出版 369.17/ShS/11

344 保健医療サービス 第5版(新・社会福祉士養成講座:17) 社会福祉士養成講座編集委員会編 中央法規出版 369.17/ShS/17

345 更生保護制度 第4版(新・社会福祉士養成講座:20) 社会福祉士養成講座編集委員会編 中央法規出版 369.17/ShS/20

346 新・社会福祉士養成講座 第9版 21: 資料編 社会福祉士養成講座編集委員会編集 中央法規出版 369.17/ShS/21

347 10分後にうんこが出ます : 排泄予知デバイス開発物語 中西敦士著 新潮社 369.18/NaA

348 お年寄りの作って楽しむレクリエーション大百科 : 手工芸の作り方ガイド決定版(介護Library) 小林愛子, 姫野順子監修 講談社 369.26/KoA

349 社会の理解 第6版(最新介護福祉全書:2. 人間と社会) 小澤温, 秋元美世編集 メヂカルフレンド社 369.26/SaK/2

350 介護の基本 第5版(最新介護福祉全書:3. 介護) 西村洋子編集 メヂカルフレンド社 369.26/SaK/3

351 ホームホスピスたんがくの夢 : 地域を耕す 樋口千惠子著 木星舎 369.263/HiC

352 特別養護老人ホームにおけるケアの実践課題 : 従来型施設とユニット型施設で生活する入居者への影響 壬生尚美著 ドメス出版 369.263/MiN

353
もしあなたが「看取りケア」をすることになったら : 本人の意思をかなえる平穏な最期を迎えるお手伝い(New health care
management)

諏訪免典子著 ぱる出版 369.263/SuN

354 ママ、死にたいなら死んでもいいよ : 娘のひと言から私の新しい人生が始まった 岸田ひろ実著 致知出版社 369.27/KiH

355 3.11を心に刻んで 2017(岩波ブックレット:no. 865, 894, 920, 947, 963) 岩波書店編集部編 岩波書店
369.31/HiD/I-
'17

356 原発事故6年目現地情報から読み解くふるさと福島 佐藤政男著
合同フォレスト/合同出
版 (発売)

369.36/FuD/S

357 難民を知るための基礎知識 : 政治と人権の葛藤を越えて 滝澤三郎, 山田満編著 明石書店 369.38/TaS

358 子どもの福祉 : 児童家庭福祉のしくみと実践 3訂
松本峰雄, 野島正剛編著/内田知宏
[ほか] 共著

建帛社 369.4/MaM

359 里親であることの葛藤と対処 : 家族的文脈と福祉的文脈の交錯(MINERVA社会福祉叢書:54) 安藤藍著 ミネルヴァ書房 369.43/AnA

360 現代の保育と社会的養護 井村圭壯, 安田誠人編著 学文社 369.43/ImK
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361 社会福祉の基本体系 第5版(福祉の基本体系シリーズ:1) 井村圭壯, 今井慶宗編著 勁草書房 369/ImK

362 社会福祉概論 : 現代社会と福祉 第4版
小田兼三, 杉本敏夫編著/杉本敏夫[ほ
か]執筆

勁草書房 369/OdK

363 議論を逃げるな : 教育とは日本語 宇佐美寛著 さくら社 370.4/UsH

364 学校法(教師のための教育学シリーズ:3) 佐々木幸寿編著 学文社 371.08/KyT/3

365 たのしく学べる最新教育心理学 : 教職に関わるすべての人に 改訂版 櫻井茂男編 図書文化社 371.4/SaS

366 いじめのある世界に生きる君たちへ : いじめられっ子だった精神科医の贈る言葉 中井久夫著 中央公論新社 371.42/NaH

367 テストは何を測るのか : 項目反応理論の考え方 光永悠彦著 ナカニシヤ出版 371.7/MiH

368 現代教育概論 第4次改訂版 佐藤晴雄著 学陽書房 371/SaH

369 教育の原理とは何か : 日本の教育理念を問う 改訂版 山口意友著 ナカニシヤ出版 371/YaO

370 日本国民をつくった教育 : 寺子屋からGHQの占領教育政策まで 沖田行司著 ミネルヴァ書房 372.1/OkY

371 2020年からの教師問題(ベスト新書:540) 石川一郎著 ベストセラーズ 372.107/IsI

372 取り残される日本の教育 : わが子のために親が知っておくべきこと(講談社+α新書:331-2C) 尾木直樹 [著] 講談社 372.107/OgN

373 近代スイス・ドイツの音楽基礎教育と歌唱活動 関口博子著 現代図書/星雲社 (発売) 372.345/SeH

374 フランスでは学力をどう評価してきたか : 教養とコンピテンシーのあいだ 細尾萌子著 ミネルヴァ書房 372.35/HoM

375 文部科学法令要覧 平成29年版 文部科学法令研究会監修 ぎょうせい 373.22/Gyo/'17

376 必携教職六法 2018年度版 河野和清, 高見茂, 結城忠編集委員 協同出版 373.22/HiK/'18

377 教育法規便覧 平成29年版 下村哲夫著 学陽書房 373.22/KyH/'17

378 「奨学金」地獄(小学館新書:[293]) 岩重佳治著 小学館 373.4/IwY
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379 教育劣位社会 : 教育費をめぐる世論の社会学 矢野眞和, 濱中淳子, 小川和孝著 岩波書店 373.4/KyR

380 大学進学のための全国“給付型"奨学金データブック : 最新版 給付型奨学金研究会編 産学社 373.4/KyS

381 教員採用試験教職教養よく出る過去問224 2018年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'18

382 一般教養試験 [2018年度版](教員採用どこでも!) 教員採用試験対策研究会編著 一ツ橋書店 373.7//'18

383 小学校全科 [2018年度版](教員採用どこでも!) 教員採用試験対策研究会編著 一ツ橋書店 373.7//'18

384 世界の学校管理職養成 : 校長を養成する方法 篠原清昭編著 ジダイ社 373.7/ShK

385 教室がアクティブになる学級システム(学級を最高のチームにする極意) 赤坂真二編著 明治図書出版 374.1/AkS

386 アクティブラーニングを成功させる学級づくり : 「自ら学ぶ力」を着実に高める学習環境づくりとは 河村茂雄著 誠信書房 374.1/KaS

387 小学校教師のための学級経営365日のパーフェクトガイド : ちょっとの工夫でクラスがうまくいく場面別指導術 釼持勉著 明治図書出版 374.12/KeT

388 子どもの心をガッチリつかむ!とっておきの教室トーク&学級経営ネタ60(学級経営サポートBOOKS) 佐々木陽子著 明治図書出版 374.12/SaY

389 学級づくりがうまくいく!中学校「お題日記&学級通信」(学級経営サポートBOOKS) 水登伸子著 明治図書出版 374.13/MiN

390 はじめて学ぶ教職論 広岡義之編著 ミネルヴァ書房 374.3/HiY

391 ブラック化する学校 : 少子化なのに、なぜ先生は忙しくなったのか?(青春新書intelligence:PI-507) 前屋毅著 青春出版社 374.37/MaT

392 学校保健実務必携 新訂版 第4次改訂版 学校保健・安全実務研究会編著 第一法規 374.9/GaH/['17]

393 養護教諭の現場から--すぐにわかる!できる!こどものストレスケア・メソッド 板垣都志美著/重松良子イラスト ラピュータ 374.97/ItT

394 対話的な学び : アクティブ・ラーニングの1つのキーポイント(教育フォーラム:59)
梶田叡一責任編集/日本人間教育学会
編

金子書房 375.1/KaE

395 高等学校教育実習ハンドブック 永添祥多, 田代武博, 岡野亜希子共著 風間書房 375.1/KoG

396 アクティブ・ラーニングの基本と授業のアイデア : 主体的な学びで、学力を伸ばす!(ナツメ教育書ブックス) 宮崎猛編著 ナツメ社 375.1/MiT
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397 ICT×思考ツールでつくる「主体的・対話的で深い学び」を促す授業(教育技術mook)
新潟大学教育学部附属新潟小学校
[著]

小学館 375.1/NiD

398 教育分野におけるeポートフォリオ(教育工学選書:2:2) 森本康彦 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 375.17/KyB

399 新しい特別活動の指導原理 山崎英則, 南本長穂編著 ミネルヴァ書房 375.18/YaH

400 中学校社会科授業のネタ&アイデア117 : 明日から使える!必ず盛り上がる!(中学校社会サポートBOOKS) 森口洋一著 明治図書出版 375.3/MoH

401 道徳教育の本質(K.G.りぶれっと:No.41) 廣田佳彦著 関西学院大学出版会 375.35/HiY

402 本当は大切だけど,誰も教えてくれない算数授業50のこと 黒田恭史著 明治図書 375.412/KuY

403 新任3年目までに必ず身に付けたい!小学校国語科アクティブ・ラーニングの指導技術50 : 確かな言葉の力を育む 藤田伸一著 明治図書出版 375.82/FuS

404 故事成語篇(漢文の教材研究:第1冊) 森野繁夫著 溪水社 375.84/KaK/1

405 東大vs京大入試文芸頂上決戦 永江朗著 原書房 375.84/NaA

406 フレームリーディングで説明文の授業づくり(青木伸生の国語授業) 青木伸生著 明治図書出版 375.852/AoN

407 フレームリーディングで文学の授業づくり(青木伸生の国語授業) 青木伸生著 明治図書出版 375.852/AoN

408 書く力を伸ばす実践ワーク&指導法 : クラス全員が書けるようになる!(ナツメ教育書ブックス) 西中克之, 大西城司著 ナツメ社 375.862/NiK

409 小学生に英語の読み書きをどう教えたらよいか 田中真紀子著 研究社 375.8932/TaM

410 絶対成功する!アクティブ・ラーニングの英文法ワークアイデアブック(目指せ!英語授業の達人:36) 瀧沢広人著 明治図書出版 375.8933/TaH

411 すぐ実践できる!アクティブ・ラーニング高校英語 江村直人, 新名主敏史著 学陽書房 375.8934/EmN

412 高校生は中学英語を使いこなせるか? : 基礎定着調査で見えた高校生の英語力(アルク選書シリーズ)
金谷憲編著/臼倉美里, 大田悦子, 鈴
木祐一, 隅田朗彦著

アルク 375.8934/KaK

413 主体的な学びをうみだす授業デザイン : 「子ども-文化-教師」をつなぐ(兵教大附属小「授業実践の窓」叢書:11) 兵庫教育大学附属小学校教育研究会著 明治図書出版 375/HyK/11

414 プロの板書 応用編 釼持勉編著 教育出版 375/KeT/2
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415 保幼小連携体制の形成過程 一前春子著 風間書房 376.1/IcH

416 5歳アプローチカリキュラムと小1スタートカリキュラム : 小1プロブレムを予防する保幼小の接続カリキュラム 三浦光哉編著 ジアース教育新社 376.1/MiK

417 最新保育資料集 2017 幼児保育研究会編 ミネルヴァ書房 376.1/SaH/'17

418 0-5歳児生活習慣のスムーズ身につけガイド : 子どもの発達とやる気に合わせて楽しくできる : 園の実践例も豊富でよくわかる! 塩谷香監修 学研プラス 376.1/ShK

419 マンガでわかる!0・1・2歳児担任のお仕事はじめてBOOK(ナツメ社保育シリーズ) 塩谷香監修 ナツメ社 376.1/ShK/1

420 マンガでわかる!3・4・5歳児担任のお仕事はじめてBOOK(ナツメ社保育シリーズ) 塩谷香監修 ナツメ社 376.1/ShK/2

421 よくわかるnew保育・教育実習テキスト : 保育所・施設・幼稚園・小学校実習を充実させるために 改訂第3版 鈴木佐喜子, 中山正雄, 師岡章編集 診断と治療社 376.1/YoW

422 日本語マッカーサー乳幼児言語発達質問紙の開発と研究 小椋たみ子, 綿巻徹, 稲葉太一著 ナカニシヤ出版 376.11/NiM

423 発達の心理 : ことばの獲得と学び(コンパクト新心理学ライブラリ:4) 内田伸子著 サイエンス社 376.11/UcN

424 幼稚園・幼保連携型認定こども園教員採用試験問題200選 ['18年度版](保育士・幼稚園採用試験シリーズ) 幼稚園採用試験研究会編 大阪教育図書 376.14//'18

425 幼稚園教員試験 [2018年度版](教員採用どこでも!) 教員共学の会編著 一ツ橋書店 376.14//'18

426 必ず役立つ!保育の年中行事まるごとアイデア(ナツメ社保育シリーズ) ナツメ社 376.14/KaY

427
かんたん!かわいい!カモさんの保育のイラスト12か月 : マネするだけでササッと描けちゃう★イラストの使い方もしっかり紹
介!(しんせい保育の本)

カモ著 新星出版社 376.14/Kam

428 子どもの事故防止に関するヒヤリハット体験の共有化と教材開発 : 保育・幼児教育の現職者と実習大学生のキャリア発達から 伊東知之, 大野木裕明, 石川昭義著 福村出版 376.14/KoJ

429 子どもの保健演習 改訂第2版
大西文子編集/執筆/輿水めぐみ [ほ
か] 執筆

中山書店 376.14/OnF

430 幼保連携型認定こども園園児指導要録記入の実際と用語例
幼少年教育研究所幼保連携型認定こど
も園園児指導要録研究委員会編

鈴木出版 376.14/YoK

431 子どもの食と栄養演習ブック(よくわかる!保育士エクササイズ:3) 大江敏江 [ほか] 著 ミネルヴァ書房 376.14/YoW/3

432 乳児保育演習ブック(よくわかる!保育士エクササイズ:5) 池田りな [ほか] 著 ミネルヴァ書房 376.14/YoW/5
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433 人間関係(幼児教育知の探究:16. 領域研究の現在) 友定啓子, 青木久子著 萌文書林 376.153/ToK

434 子どもと楽しむ10秒マジック : 保育で役立つ4大場面別手品ベスト25 藤原邦恭著 いかだ社 376.156/FuK

435 幼稚園・保育所・家庭で楽しくうたあそび123 河北邦子, 坂本久美子編著 ミネルヴァ書房 376.156/KaK

436 幼児体育 : 日本幼児体育学会認定幼児体育指導員養成ガイド 理論編
日本幼児体育学会編/前橋明編集代表/
田中光 [ほか] 著

大学教育出版 376.157/NiY/1

437 保育で使える!ワクワク手袋シアター : amicoさんのかわいい手袋が大集合!(ナツメ社保育シリーズ) amico著 ナツメ社 376.157/ami

438 プロジェクト学習で始めるアクティブラーニング入門 : テーマ決定からプレゼンテーションまで 稲葉竹俊編著/奥正廣 [ほか] 共著 コロナ社 377.15/InT

439 インタラクティブ・ティーチング : アクティブ・ラーニングを促す授業づくり : 「学びの場」を変えたいすべての人へ
栗田佳代子, 日本教育研究イノベー
ションセンター編著

[河合出版] 377.15/KuK

440 学生を思考にいざなうレポート課題 成瀬尚志編 ひつじ書房 377.15/NaT

441 消えゆく「限界大学」 : 私立大学定員割れの構造 小川洋著 白水社 377.21/OgY

442 アメリカの大学の裏側 : 「世界最高水準」は危機にあるのか?(朝日新書:603) アキ・ロバーツ, 竹内洋著 朝日新聞出版 377.253/RoA

443 コラボラキャンパスネットワーク : 世代を超えて結びつく大学と地域(シリーズ北九大の挑戦:5) 広渡栄寿編 九州大学出版会 377.28/KiD2/S-5

444 大学生が狙われる50の危険 最新情報版(青春新書PLAY BOOKS:P-1079)
三菱総合研究所, 全国大学生活協同組
合連合会, 全国大学生協共済生活協同
組合連合会著

青春出版社 377.9/DaN

445 キレイゴトぬきの就活論(新潮新書:701) 石渡嶺司著 新潮社 377.95/IsR

446 就活ストーリー会社選びのうそとほんと 就活満足度向上委員会編 中央経済社 377.95/ShM

447 ライフステージを見通した障害児の保育・教育(シリーズ知のゆりかご : イメージを学びの翼に) 小林徹, 栗山宣夫編 みらい 378/KoT

448 保護者の願いに応える!ライフキャリア教育 : キャリア発達を共に支援するガッチリ・スクラム(特別支援学校&学級で学ぶ!) 渡邉昭宏著 明治図書出版 378/WaA

449 テレビゲーム教育論 : ママ!ジャマしないでよ勉強してるんだから マーク・プレンスキー著/藤本徹訳 東京電機大学出版局 379.9/PrM

450 シリアスゲーム : 教育・社会に役立つデジタルゲーム 藤本徹著 東京電機大学出版局 379/FuT
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451 「月給100円サラリーマン」の時代 : 戦前日本の「普通」の生活(ちくま文庫:[い91-1]) 岩瀬彰著 筑摩書房 382.1/IwA

452 包摂と開放の知 : アサンテ世界の生活実践から 田原範子著 嵯峨野書院 382.444/TaN

453 食材と調理(和食文化ブックレット:6. ユネスコ無形文化遺産に登録された和食) 大久保洋子, 中澤弥子著 思文閣出版 383.81/WaB/1-6

454 子どもを産む・家族をつくる人類学 : オールターナティブへの誘い 松岡悦子編 勉誠出版 385.2/MaE

455 あなたの葬送は誰がしてくれるのか : 激変する供養のカタチ 内藤理恵子著 興山舎 385.6/NaR

456 無葬社会 : 彷徨う遺体 変わる仏教 鵜飼秀徳著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

385.6/UkH

457 文化人類学 : 人類を探求し、新たな人間観を創出する学問 岸上伸啓著 風土デザイン研究所 389/KiN

458 文化人類学のレッスン : フィールドからの出発 新版 梅屋潔, シンジルト共編 学陽書房 389/UmK

459 日本のインテリジェンス工作 : 陸軍中野学校731部隊小野寺信 山本武利著 新曜社 391.6/YaT

460 兵士に聞け 最終章 杉山隆男著 新潮社 392.1/SuT

461 検証危機の25年 : 日本の安全保障を真剣に考える 勝股秀通著 並木書房 392.1076/KaH

462 短歌を詠む科学者たち 松村由利子著 春秋社 402.8/MaY

463 偉大なる失敗 : 天才科学者たちはどう間違えたか(ハヤカワ文庫:NF487. 「数理を愉しむ」シリーズ) マリオ・リヴィオ著/千葉敏生訳 早川書房 402/LiM

464 この世界を知るための人類と科学の400万年史 レナード・ムロディナウ著/水谷淳訳 河出書房新社 402/MlL

465 ねえ君、不思議だと思いませんか? 池内了著 而立書房 404/IkS

466 科学のあらゆる疑問に答えます ミック・オヘア編/水谷淳訳 SBクリエイティブ 404/OHM

467 文系のための理数センス養成講座(新潮新書:705) 竹内薫著 新潮社 404/TaK

468 痛覚のふしぎ : 脳で感知する痛みのメカニズム(ブルーバックス:B-2007) 伊藤誠二著 講談社 408/11/2007
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469 地球はなぜ「水の惑星」なのか : 水の「起源・分布・循環」から読み解く地球史(ブルーバックス:B-2008) 唐戸俊一郎著 講談社 408/11/2008

470 理化学研究所 : 100年目の巨大研究機関(ブルーバックス:B-2009) 山根一眞著 講談社 408/11/2009

471 生物はウイルスが進化させた : 巨大ウイルスが語る新たな生命像(ブルーバックス:B-2010) 武村政春著 講談社 408/11/2010

472 巨大ブラックホールの謎 : 宇宙最大の「時空の穴」に迫る(ブルーバックス:B-2011) 本間希樹著 講談社 408/11/2011

473 カラー図解Javaで始めるプログラミング : 知識ゼロからの定番言語「超」入門(ブルーバックス:B-2012) 高橋麻奈著 講談社 408/11/2012

474 カラー図解新しい人体の教科書 上(ブルーバックス:B-2013) 山科正平著 講談社 408/11/2013

475 ちいさい言語学者の冒険 : 子どもに学ぶことばの秘密(岩波科学ライブラリー:259) 広瀬友紀著 岩波書店 408/14/259

476 深読み!絵本「せいめいのれきし」(岩波科学ライブラリー:260) 真鍋真著 岩波書店 408/14/260

477 算数 : mania 初代算数仮面, 弐代目算数仮面著 現代数学社 410/SaK

478 関数とグラフ : ゲルファントやさしい数学入門(ちくま学芸文庫:[ケ-9-2])
I.M.ゲルファント, E.G.グラゴレ
ヴァ, E.E.シノール著/坂本實訳

筑摩書房 413.5/KaG

479 発見と創造の数学史 : 情緒の数学史を求めて 高瀬正仁著 萬書房 413/TaM

480 はじめての統計学 道家暎幸 [ほか] 共著 コロナ社 417/HaT

481 流れるようにわかる統計学 : こんなふうに教わりたかった! 佐々木隆宏著 KADOKAWA 417/SaT

482 Rで学ぶ統計学入門 嶋田正和, 阿部真人著 東京化学同人 417/ShM

483 元素周期表パーフェクトガイド
元素周期表パーフェクトガイド編集
チーム

誠文堂新光社 431.11/GeS

484 それでも宇宙は美しい! : 科学の心が星の詩にであうとき 佐治晴夫著 春秋社 440.4/SaH

485 ブラックホールで死んでみる : タイソン博士の説き語り宇宙論 上(ハヤカワ文庫:7919-7920. ハヤカワ文庫NF:NF484-485)
ニール・ドグラース・タイソン著/吉
田三知世訳

早川書房 440/TyN/1

486 ブラックホールで死んでみる : タイソン博士の説き語り宇宙論 下(ハヤカワ文庫:7919-7920. ハヤカワ文庫NF:NF484-485)
ニール・ドグラース・タイソン著/吉
田三知世訳

早川書房 440/TyN/2

27



2017年4月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

487 宇宙が始まる前には何があったのか?(文春文庫) ローレンス・クラウス著/青木薫訳 文藝春秋 443.9/KrL

488 海洋の物理学(現代地球科学入門シリーズ:4) 花輪公雄著 共立出版 452.12/HaK

489 海のすべて : 海誕生の謎, 海流と気象, 海洋資源, そして深海の世界まで(ニュートン別冊)(NEWTONムック) [生駒大洋ほかcontributors] ニュートンプレス 452/NeP

490 「山の不思議」発見! : 謎解き登山のススメ(ヤマケイ新書:YS033) 小泉武栄著 山と渓谷社 454.5/KoT

491 語源が分かる恐竜学名辞典 : 恐竜類以外の古生物(翼竜類・魚竜類など)の学名も一部含む 松田眞由美著 北隆館 457.87/MaM

492 身近な自然の観察図鑑(ちくま新書:1251) 盛口満著 筑摩書房 460.7/MoM

493 教養としての生命科学 : いのち・ヒト・社会を考える 小泉修著 丸善出版 460/KoO

494 進化とは何か : ドーキンス博士の特別講義(ハヤカワ文庫:7901. ハヤカワ文庫NF:NF482)
リチャード・ドーキンス著/吉成真由
美編・訳

早川書房 467.5/DaR

495 世にも驚異な植物たち : 超絶能力で生きのびる!(KAWADE夢文庫:K1063) 博学こだわり倶楽部編 河出書房新社 470.4/HaK

496 タンポポハンドブック 保谷彰彦著 文一総合出版 479.995/HoA

497 昆虫のすごい瞬間図鑑 : 一度は見ておきたい!公園や雑木林で探せる命の躍動シーン 石井誠著 誠文堂新光社 486.021/IsM

498 小鳥飛翔の科学 野上宏著 築地書館 488.1/NoH

499 世界で一番美しいフクロウの図鑑
マイク・アンウィン著/五十嵐友子訳/
デヴィッド・ティプリングほか写真

エクスナレッジ 488.75/UnM

500 なぜ・どうして種の数は増えるのか : ガラパゴスのダーウィンフィンチ
Peter R. Grant, B. Rosemary Grant
[著]/山口諒訳

共立出版 488.99/GrP

501 ゴリラは戦わない : 平和主義、家族愛、楽天的(中公新書ラクレ:575) 山極壽一, 小菅正夫著 中央公論新社 489.97/YaJ

502 新・いのちの法と倫理 改訂版(HBB+) 葛生栄二郎, 河見誠, 伊佐智子著 法律文化社 490.15/ShI

503 世にも奇妙な人体実験の歴史(文春文庫) トレヴァー・ノートン著/赤根洋子訳 文藝春秋 490.4/NoT

504 循環器 第4版(病気がみえる:v. 2) 医療情報科学研究所編 メディックメディア 492/IrJ/B-2
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505 血液 第2版(病気がみえる:v. 5) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492/IrJ/B-5

506 ソシオパスの告白 M. E. トーマス著/高橋祥友訳 金剛出版 493.76/ThM

507 食品のテクスチャー : ニッポンの食はねばりにあり。(おいしさの科学シリーズ : Νοστιμο (ノスティモ):vol.1) エヌ・ティー・エス 498.51/NTS/1

508 熟成 : 豊かなるスローフードの世界(おいしさの科学シリーズ : Νοστιμο (ノスティモ):vol.2) エヌ・ティー・エス 498.51/NTS/2

509 トウガラシの戦略 : 辛みスパイスのちから(おいしさの科学シリーズ : Νοστιμο (ノスティモ):vol.3) エヌ・ティー・エス 498.51/NTS/3

510 だしと日本人 : 生きていくための基本食(おいしさの科学シリーズ : Νοστιμο (ノスティモ):vol.4) エヌ・ティー・エス 498.51/NTS/4

511 図解エネルギー・経済データの読み方入門 改訂4版
日本エネルギー経済研究所計量分析ユ
ニット編

省エネルギーセンター 501.6/NiE

512 再生可能エネルギー政策の国際比較 : 日本の変革のために 植田和弘, 山家公雄編 京都大学学術出版会 501.6/UeK

513 茶運び人形復元(江戸からくり:巻1) 原克文著
ブイツーソリューション
/星雲社 (発売)

502.1/HaK/1

514 段返り人形復元(江戸からくり:巻2) 原克文著
ブイツーソリューション
/星雲社 (発売)

502.1/HaK/2

515 連理返り人形復元(江戸からくり:巻3) 原克文著
ブイツーソリューション
/星雲社 (発売)

502.1/HaK/3

516 すぐに役立つ入門図解特許・商標のしくみと手続き 渡辺弘司監修 三修社 507.23/WaK

517 「軍事研究」の戦後史 : 科学者はどう向きあってきたか 杉山滋郎著 ミネルヴァ書房 507/SuS

518 ダム大百科(ブルーガイド・グラフィック) 萩原雅紀監修 実業之日本社 517.7/HaM

519 環境学習とものづくり 岳野公人著 風間書房 519.07/TaK

520 環境年表 第5冊 (平成29・30年)(理科年表シリーズ) 国立天文台編 丸善
519.5036/KoT/'1
7・'18

521 川を歩いて、森へ 天野礼子著 中央公論新社 519.8/AmR

522 建築史とは何か? アンドリュー・リーチ著/横手義洋訳 中央公論美術出版 520.2/LeA
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523 一度見たら忘れない奇跡の建物 : 異彩を放つ世界の名建築100 MdN編集部編
エムディエヌコーポレー
ション/インプレス (発
売)

520.87/MdH

524 東西名品昭和モダン建築案内 北夙川不可止文/黒沢永紀写真 洋泉社 523.1/KiF

525
暮らしやすい家づくりのアイデア100 : 建築家と建てる家で自分らしさが必ず見つかる : 参考になる間取りとデザインが満載(エク
スナレッジムック)

R+houseネットワーク著 エクスナレッジ 527/Rho

526 スッキリ!がってん!感知器の本 伊藤尚, 鈴木和男著 電気書院 528.6/ItT

527 デジタルアポロ : 月を目指せ人と機械の挑戦 デビッド・ミンデル著/岩澤ありあ訳 東京電機大学出版局 538.9/MiD

528 地方自治のあり方と原子力 反原発運動全国連絡会編 七つ森書館 539.091/HaU

529 刃物と日本人 : ナイフが育む生きる力(ヤマケイ新書:YS027) 日本エコツーリズムセンター編 山と渓谷社 581.7/NiE

530 紙と人との歴史 : 世界を動かしたメディアの物語
アレクサンダー・モンロー著/御舩由
美子, 加藤晶訳

原書房 585.02/MoA

531 市場を織る : 商人と契約 : ラオスの農村手織物業(地域研究叢書:32) 大野昭彦著 京都大学学術出版会 586.7223/OnA

532 アパレル品質論(文化ファッション大系. 改訂版・服飾関連専門講座:1) 文化服装学院編 文化学園文化出版局 589.2/FuK/1

533 家庭用ゲーム機興亡史 : ゲーム機シェア争奪30年の歴史 前田尋之著 オークラ出版 589.77/MaH

534 日本ゲーム産業史 : ゲームソフトの巨人たち 日経BP社ゲーム産業取材班著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

589.77/NiB

535 英国一家、ますます日本を食べる マイケル・ブース著/寺西のぶ子訳 亜紀書房 596.04/BoM/2

536 だしの神秘(朝日新書:602) 伏木亨著 朝日新聞出版 596.21/FuT

537 伝えていきたい日本の味 栗原はるみ著 扶桑社 596.21/KuH

538 食に生きて : 私が大切に思うこと 辰巳芳子著 新潮社 596/TaY

539 特集子育てしやすい地域をつくる巻頭インタビュー出口治明(地域人 : 地域情報満載!地域創生のための総合情報:第18号) 大正大学出版会 601/TaD/18

540 新・野菜の便利帳 おいしい編 高橋書店 626/ShY/1
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541 新・野菜の便利帳 健康編 高橋書店 626/ShY/2

542 日本庭園 : 箱根美術館、桂離宮に学ぶ美の源流 : 日英対訳版 小杉左岐 [ほか著] 万来舎 629.21/NiT

543 羊飼いの暮らし : イギリス湖水地方の四季
ジェイムズ・リーバンクス著/濱野大
道訳

早川書房 645.4/ReJ/R

544 ラブラドール : 世界中で愛されている犬の秘密 ベン・フォーグル著/川村まゆみ訳 エクスナレッジ 645.6/FoB

545 トリマーのためのベーシック・テクニック 金子幸一, 福山貴昭著 緑書房 645.6/KaK

546 犬たちの明治維新 : ポチの誕生(草思社文庫:[に4-1]) 仁科邦男著 草思社 645.6/NiK

547 イルカと日本人 : 追い込み漁の歴史と民俗 中村羊一郎著 吉川弘文館 664.9/NaY

548 大西泰斗コミュニケーション力をみがく英会話メソッド(語学シリーズ)(NHK-CDブック. しごとの基礎英語)
大西泰斗, ポール・クリス・マクベイ
著

NHK出版 670.93/OnH

549 社内英語ワールドサバイバル本 : 明日からすぐ使えるサバイバル術が身に付く 柴田真一著 アルク 670.93/ShS

550 10億人に通じる!やさしいビジネス英会話(語学シリーズ)(NHK-CDブック. 入門ビジネス英語) 柴田真一著 NHK出版 670.93/ShS

551 実践ビジネス英語 : ニューヨークシリーズベストセレクション(NHK-CDブック) 杉田敏著 NHK出版 670.93/SuS

552 大阪名物 : なにわみやげ : ポケット版(新潮文庫:10640, い-121-10) 井上理津子, 団田芳子著 新潮社 675.1/InR

553 築地移転の闇をひらく 中澤誠, 水谷和子, 宇都宮健児著 大月書店 675.5/ToC/T

554 マーケティング論(放送大学教材:1639544-1-1711) 芳賀康浩, 平木いくみ著 放送大学教育振興会 675/HaY

555 若者はなぜモノを買わないのか(青春新書intelligence:PI-498) 堀好伸著 青春出版社 675/HoY

556 欲しがらない若者たち(日経プレミアシリーズ:061) 山岡拓著 日本経済新聞出版社 675/YaT

557 よくわかる貿易実務入門 改訂3版(実務入門シリーズ) 片山立志著
日本能率協会マネジメン
トセンター

678.4/KaT

558 阪急電鉄スゴすぎ謎学(KAWADE夢文庫:K1060) 小佐野カゲトシ著 河出書房新社 686.216/HaD/O
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559 旅客機事故大全 : 事故調査報告書は語る : わが国初の、民間旅客機(貨物機含む)の事故と重大インシデントの解説・データ集 青木謙知著 イカロス出版 687.7/AoY

560 カジノとIR (統合型リゾート)。日本の未来を決めるのはどっちだっ!? 高城剛著 集英社 689.1/TaT

561 ケース・スタディネット権利侵害対応の実務 : 発信者情報開示請求と削除請求 清水陽平, 神田知宏, 中澤佑一共著 新日本法規出版 694.5/KeS

562 青年の主張 : まなざしのメディア史(河出ブックス:100) 佐藤卓己著 河出書房新社 699.68/SaT

563 ラジオと地域と図書館と : コミュニティを繋ぐメディアの可能性 内野安彦, 大林正智編著
ほおずき書籍/星雲社
(発売)

699/UcY

564 5歳の子どもにできそうでできないアート : 現代美術100の読み解き
スージー・ホッジ著/藤村奈緒美, 難
波道明, 徳永優子訳

東京美術 702.07/HoS

565 いきと風流 : 日本人の生き方と生活の美学 尼ヶ崎彬著 大修館書店 702.1/AmA

566 舞台芸術マネジメント論 : 聴衆との共創を目指して 志村聖子著 九州大学出版会 709/ShS

567 ミステリーな仏像 本田不二雄著 駒草出版 718/HoF

568 歌川広重 : 日本の原風景を描いた俊才絵師(傑作浮世絵コレクション) [歌川広重画] 河出書房新社 721.8/AnH/A

569 岩佐又兵衛 : 浮世絵の開祖が描いた奇想(別冊太陽. 日本のこころ:247) 平凡社 721.8/IwM/I

570 北斎原寸美術館100% Hokusai!(100% art museum) [葛飾北斎] [画] 小学館 721.8/KaH/K

571 The Pen 池田学著 青幻舎 723.1/IkM/P

572 「原爆の図」のある美術館 : 丸木位里、丸木俊の世界を伝える(岩波ブックレット:No. 964) 岡村幸宣著 岩波書店 723.1/MaI/O

573 レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿を解読する : 手稿から読み解く芸術への科学的アプローチ フリッチョフ・カプラ著/千葉啓恵訳 一灯舎 723.37/LeV/C

574 風の谷のナウシカ 2(アニメージュ・コミックス:ワイド判) 宮崎駿 [著] 徳間書店 726.1/MiH/K-2

575 風の谷のナウシカ 3(アニメージュ・コミックス:ワイド判) 宮崎駿 [著] 徳間書店 726.1/MiH/K-3

576 風の谷のナウシカ 4(アニメージュ・コミックス:ワイド判) 宮崎駿 [著] 徳間書店 726.1/MiH/K-4
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577 マンガは越境する! 大城房美, 一木順, 本浜秀彦編 世界思想社 726.101/MaE

578 回想私の手塚治虫 : 『週刊漫画サンデー』初代編集長が明かす、大人向け手塚マンガの裏舞台 峯島正行著 山川出版社 726.101/TeO/M

579 書の風景 : 作品論(石川九楊著作集:8) ミネルヴァ書房 728.08/IsK/8

580 書の古典と理論 全国大学書道学会編 光村図書出版 728/ZeD

581 漆器業地域の技術変化 馬場章著 之潮 752.2/BaA

582 日本刀の科学(B&Tブックス. おもしろサイエンス) 井上達雄編著 日刊工業新聞社 756.6/InT

583 五ケ伝の旅 : 日本刀 大和伝編 田野邉道宏著 目の眼 756.6/TaM

584 アイデア広がる!配色バリエーションbook
久野尚美著, フォルムス色彩情報研究
所著

グラフィック社 757.3/KuN

585 さらば!オンチ・コンプレックス : 「OBATA METHOD」によるオンチ克服指導法 : ユキ&ケンと一緒に学ぼう! 小畑千尋著 教育芸術社 760.7/ObC

586 クラシックは斜めに聴け! 鈴木淳史著 青弓社 760.8/SuA

587 ロマン派の音楽家たち : 恋と友情と革命の青春譜(ちくま新書:1252) 中川右介著 筑摩書房 762.06/NaY

588 はじめまして!アフリカ音楽
ムクナ・チャカトゥンバ著/今井田博
構成

ヤマハミュージックメ
ディア

762.4/TsM

589 オーケストラの読みかた : スコア・リーディング入門 改訂版 池辺晋一郎著 学研プラス 764.3/IkS

590 おもしろ吹奏楽事典
渡部謙一, 佐伯茂樹, 松本たか子, 生
乃久法著

ヤマハミュージックメ
ディア

764.6/OmS

591 アイデンティティの音楽 : メディア・若者・ポピュラー文化 渡辺潤著 世界思想社 764.7/WaJ

592 AKB48白熱論争(幻冬舎新書:272, [こ-10-3]) 小林よしのり [ほか] 著 幻冬舎 767.8/AkY2/A

593 ボブ・ディランの21世紀(CDジャーナルムック) 湯浅学著 音楽出版社 767.8/DyB/Y

594 「ヒットソング」の作りかた : 大滝詠一と日本ポップスの開拓者たち(NHK出版新書:506) 牧村憲一著 NHK出版 767.8/MaK
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595 SMAPはなぜ解散したのか(SB新書:379) 松谷創一郎著 SBクリエイティブ 767.8/SMA/M

596 進化する男子アイドル : なぜ大人の女性たちはアイドルを「家族」として選んだのか? 白河桃子著
ヨシモトブックス/ワニ
ブックス (発売)

767.8/ShT

597 宇多田ヒカル論 : 世界の無限と交わる歌 杉田俊介著 毎日新聞出版 767.8/UtH/S

598 日本音楽のなぜ? : 歌舞伎・能楽・雅楽が楽しくなる(放送大学叢書:037) 竹内道敬著 左右社 768/TaM

599 演劇学へのいざない : 研究の基礎
エリカ・フィッシャー=リヒテ著/山下
純照 [ほか] 訳

国書刊行会 770/FiE

600 西村雅彦の俳優入門 : 1カ月で効果が出るセリフのメソッド 西村雅彦著 飛鳥新社 771.7/NiM

601 能・狂言の誕生 諏訪春雄著 笠間書院 773.2/SuH

602 能面の見かた : 日本伝統の名品がひと目でわかる 小林真理編著 誠文堂新光社 773.4/KoM

603 歌舞伎勝手三昧 濵田恂子著 未知谷 774.04/HaJ

604 近代歌舞伎年表 名古屋篇 第11巻 国立劇場近代歌舞伎年表編纂室編 八木書店
774.26/KoG/K-3-
11

605 歌舞伎に行こう! : 手とり足とり、初めから 船曳建夫著 海竜社 774/FuT

606 ミュージカル教室へようこそ! 増補改訂版 安倍寧著 日之出出版 775.4/GeS/A

607 宝塚という装置 青弓社編集部編 青弓社 775.4/TaK/S

608 ゴジラ幻論 : 日本産怪獣類の一般と個別の博物誌 倉谷滋著 工作舎 778.21/Goj/K

609 異端の映画史新東宝の世界(映画秘宝コレクション) 映画秘宝編集部編 洋泉社 778.21/Shi/Y

610 俳優の教科書 : 撮影現場に行く前に鍛えておきたいこと 三谷一夫著 フィルムアート社 778.3/MiK

611 ハイジが生まれた日 : テレビアニメの金字塔を築いた人々 ちばかおり著 岩波書店 778.77/ChK

612 ディズニープリンセスと幸せの法則(星海社新書:58) 荻上チキ著 星海社/講談社 (発売) 778.77/DiW/O

34



2017年4月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

613 声優道 : 死ぬまで「声」で食う極意(中公新書ラクレ:576) 岩田光央著 中央公論新社 778.77/IwM/I

614 アニメ文化外交(ちくま新書:782) 櫻井孝昌著 筑摩書房 778.77/SaT

615 アニメーション学入門 新版(平凡社新書:836) 津堅信之著 平凡社 778.77/TsN

616 やさしい落語 : 一生モノの基礎知識(マンガで教養) 柳家花緑監修/柚木原なりマンガ 朝日新聞出版 779.13/YuN

617 文芸芸人 : よしもと芸人が本気で勝負したスペシャルな文芸春秋(文春MOOK) 文藝春秋 779.14

618 ウケる!かんたんマジック&手品 上口龍生監修 池田書店 779.3/KaR

619 DVDつき!東大式タネなし手品 : 子どもに大ウケ! : 今日からあなたもマジシャン! 東京大学奇術愛好会監修 主婦の友社 779.3/ToD

620 ショコラ : 歴史から消し去られたある黒人芸人の数奇な生涯 ジェラール・ノワリエル著/舘葉月訳
集英社インターナショナ
ル/集英社 (発売)

779.5/Cho/G

621 知の饗宴としてのオリンピック 石堂典秀 [ほか] 編著 エイデル研究所 780.69/ChK

622 「オリンピックの遺産」の社会学 : 長野オリンピックとその後の十年 石坂友司, 松林秀樹編著 青弓社 780.69/IsY

623 オリンピックは社会に何を遺せるのか(スポーツアドバンテージ・ブックレット:7) 杉山茂, 薗田碩哉, 上柿和生編 創文企画 780.69/OrS

624 スポーツによるソーシャルイノベーション(スポーツ白書:2017) 笹川スポーツ財団 780/SuH/'17

625 速さと持久力が一気に手に入る走り方 : 「図解」やってはいけないランニング 鈴木清和著 青春出版社 782/SuK

626 戦術と戦略の核心(バスケットボールの教科書:2) 鈴木良和著
ベースボール・マガジン
社

783.1/SuY/2

627 チームマネジメント基礎(バスケットボールの教科書:3) 鈴木良和著
ベースボール・マガジン
社

783.1/SuY/3

628 指導者の哲学と美学(バスケットボールの教科書:4)
ベースボール・マガジン
社

783.1/SuY/4

629 バドミントン基本と戦術(パーフェクトレッスンブック) 大屋貴司監修 実業之日本社 783.59/OyT

630 野球と実況中継(フィギュール彩:80) 楠淳生, 中村健二著 彩流社 783.7/KuA
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631 日本フィギュアスケートの軌跡 : 伊藤みどりから羽生結弦まで 宇都宮直子著 中央公論新社 784.65/UtN

632 学生柔道の伝統 : 高専大会をめぐりて 岡野好太郎著 黎明書房 789.2/OkY

633 ソウル・ディスコ・ダンスのすべて Don Katsumoto監修・編集・文・資料
メディア・ミル/星雲社
(発売)

799/KaD

634 Pragmatics : pbk(Cambridge textbooks in linguistics) Stephen C. Levinson
Cambridge University
Press

801.01/LeS

635 吉本隆明「言語にとって美とはなにか」の読み方 宇田亮一著 アルファベータブックス 801.01/YoT/U

636 Local economy : pbk(Linguistic inquiry monographs:29) Chris Collins MIT Press 801.5/CoC

637 Progress in understanding reading : scientific foundations and new frontiers : pbk
Keith E. Stanovich/foreword by
Isabel L. Beck

Guilford Press 801/StK

638 自由間接話法とは何か : 文学と言語学のクロスロード 平塚徹編 ひつじ書房 804/HiT

639 On reading Ken Goodman Heinemann 807/GoK

640 Theoretical models and processes of reading 6th edition : pbk
Donna E. Alvermann, Norman J.
Unrau, Robert B. Ruddell, Editors

International Reading
Association

807/ThM

641 日本語全史(ちくま新書:1249) 沖森卓也著 筑摩書房 810.2/OkT

642 日本語「形成」論 : 日本語史における系統と混合 崎山理著 三省堂 810.29/SaO

643 美しい日本語(角川文庫:20128. 角川ソフィア文庫 || カドカワ ソフィア ブンコ:[E-107-2]) 金田一春彦 [著] KADOKAWA 810.4/KiH

644 閉された言語・日本語の世界 増補新版(新潮選書) 鈴木孝夫著 新潮社 810.4/SuT

645 日本語教師になるための学校ガイド : 何歳からでも始められる ! 2017(イカロスMOOK) イカロス出版 810.7//'17

646 三省堂国語辞典のひみつ : 辞書を編む現場から(新潮文庫:10675, い-129-1) 飯間浩明著 新潮社 813.1/IiH

647 何がちがう?どうちがう?似ている日本語 佐々木瑞枝著 東京堂出版 814.5/SaM

648 現代日本語の条件を表わす複文の研究 : ト条件節とタラ条件節を中心に 宮部真由美著 晃洋書房 815.1/MiM
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649 接続助詞ケドの発話解釈過程と談話展開機能 永田良太著 渓水社 815.7/NaR

650 新・敬語論 : なぜ「乱れる」のか(NHK出版新書:508) 井上史雄著 NHK出版 815.8/InF

651 現代日本語の文法構造 統語論編(早稲田大学学術叢書:50-51) 上野義雄著 早稲田大学出版部 815/UeY/2

652 大学における文章表現指導 : 実践の記述と考察から指導計画の提案まで 金子泰子著 溪水社 816/KaY

653 精選中国語基本文例集 第2版 上野恵司編 白帝社 820/UeK

654 本当は怖い漢字の本 出口汪監修 水王舎 821.2/DeH

655 白川静入門 : 真・狂・遊(平凡社新書:828) 小山鉄郎著 平凡社 821.2/ShS/K

656 韓国語話す・聞くかんたん入門書 長友英子, 荻野優子著 池田書店 829.1/NaE

657 今すぐ役立つ韓国語の日常基本単語集 石田美智代著 ナツメ社 829.14/IsM

658 ネイティブっぽい韓国語の表現200 : ゆうきの「韓国語表現力向上委員会」発! 稲川右樹著・イラスト HANA/インプレス (発売) 829.17/InY

659 今すぐ話せる!いちばんはじめのタイ語単語(東進ブックス) 水野潔著 ナガセ 829.36/MiK

660 今すぐ話せる!いちばんはじめのタイ語会話(今すぐ話せる!シリーズ) 水野潔著 ナガセ 829.36/MiK

661 所有表現と文法化 : 原語類型論から見たヒンディー語の叙述所有(ひつじ研究叢書:言語編:第147巻) 今村泰也著 ひつじ書房 829.83/ImY

662 英語学論説資料 第49号 (2015年分) 第1分冊 論説資料保存会 830.4/42/49-1

663 英語学論説資料 第49号 (2015年分) 第2分冊 論説資料保存会 830.4/42/49-2

664 名著に学ぶこれからの英語教育と教授法 : 外山正一・岡倉由三郎・O.イェスペルセン・H.スウィート 中村捷編著 開拓社 830.7/NaM

665 めざせ達人!英語道場 : 教養ある言葉を身につける(ちくま新書:1248) 斎藤兆史著 筑摩書房 830.7/SaY

666 教養人の英語 島根国士著 彩流社 830.7/ShK
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667 日本人として英語を学び・英語を使う : グローバル時代を生きる若者たちへ 田中浩司著 新評論 830.7/TaK

668 TOEIC LISTENING AND READING TEST千本ノック! : 新形式対策 絶対落とせない鉄板問題編(祥伝社黄金文庫) 中村澄子著 祥伝社 830.79/NaS/1

669 TOEIC LISTENING AND READING TEST千本ノック! : 新形式対策 解ければ差がつく良問編(祥伝社黄金文庫) 中村澄子著 祥伝社 830.79/NaS/2

670 TOEIC LISTENING AND READING TEST千本ノック! : 新形式対策 難問・ひっかけ・トリック問題編(祥伝社黄金文庫) 中村澄子著 祥伝社 830.79/NaS/3

671 スティーブ・ソレイシィの英語発音トレーニング : 一瞬であなたの発音が変わる! スティーブ・ソレイシィ著 コスモピア 831.1/SoS

672 超速リスニングに挑戦!英語のCM・アナウンス : ラジオ英会話(NHK-CDブック) 遠山顕著 NHK出版 831.1/ToK

673 英辞郎 : 進化を続ける英和・和英対訳データベース 第9版
アルク「英辞郎」制作チーム書籍編
集・制作

アルク 833.3/ArE

674 プログレッシブ英語コロケーション辞典 塚本倫久著 小学館 833.4/Sho

675 英語の常識力チェック&チャレンジ1800問 大井光隆著 ベレ出版 834/OiM

676 英文ライティング「冠詞」自由自在 原田豊太郎著 日刊工業新聞社 835.28/HaT

677 動詞を使いこなすための英和活用辞典
ジャン・マケーレブ, マケーレブ恒子
編著

朝日出版社 835.5/McJ

678 クラウン英語句動詞辞典 安藤貞雄編 三省堂 835.5/San

679 表現英文法 増補改訂第2版 田中茂範著 コスモピア 835/TaS

680 日本人のための英文ライティング即効薬 : 「そこそこ英語」から脱却! 内藤由美子著 KADOKAWA 836/NaY

681 ダボス会議で聞く世界がわかる英語 : 世界18カ国・28人の英語をリスニング! 柴田真一著 コスモピア 837.5/ShS

682 英語で読む怪盗ルパン傑作短編集 : the adventures of Arsène Lupin, gentleman‐thief(IBC対訳ライブラリー)
モーリス・ルブラン原著/牛原真弓日
本語訳/ミキ・テラサワ英文リライト/
出水田隆文英語解説

IBCパブリッシング 837.7/LeM/K

683 これで話せる!英語のバイエル : 初級(CD BOOK) 大西泰斗, ポール・マクベイ著 日本放送出版協会 837.8/OnH

684 アジアの英語 : 9人のリーダーに学ぶ! 柴田真一著 コスモピア 837.8/ShS
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685 簡単なのにぐいぐい話せる裏ワザ英会話(NHK-CDブック. 英会話タイムトライアル) スティーブ・ソレイシィ著 NHK出版 837.8/SoS

686 スティーブ・ソレイシィのトッピング英会話 スティーブ・ソレイシィ著 DHC 837.8/SoS

687 英会話1000本ノック [正編] スティーブ・ソレイシィ [著] コスモピア 837.8/SoS/[1]

688 英会話1000本ノック ビジネス編 スティーブ・ソレイシィ [著] コスモピア 837.8/SoS/[3]

689 英米リーダーの英語 : スピーチの達人に学ぶ! 鶴田知佳子, 柴田真一共著 コスモピア 837.8/TsC

690 30秒でできる!47都道府県紹介おもてなしの英会話 安河内哲也監修 IBCパブリッシング 837.8/YaT

691 今すぐ役立つフランス語の日常基本単語集 近藤野里監修 ナツメ社 854/KoN

692 今すぐ話せる!いちばんはじめのフランス語会話 倉方秀憲著 ナガセ 857.8/KuH

693 フランス語話す聞くかんたん入門書 : CD付き 中田俊介著 池田書店 857.8/NaS

694 パリが楽しくなる!かんたんフランス語 荻野雅代, 桜井道子著 パイインターナショナル 857.8/OgM

695 そのまま使えるスペイン語フレーズブック 村上陽子著 IBCパブリッシング 867.8/MuY

696 今すぐ話せる!いちばんはじめのブラジルポルトガル語単語(東進ブックス) 香川正子著 ナガセ 869.78/KaM

697 今すぐ話せる!いちばんはじめのブラジルポルトガル語会話(東進ブックス) 香川正子著 ナガセ 869.78/KaM

698 成功する指導技術&4技能統合型活動アイデア50 : 高校英語のアクティブ・ラーニング 小林翔著 明治図書出版 893/KoS

699 書く人はここで躓く! : 作家が明かす小説の「作り方」 増補新版 宮原昭夫著 河出書房新社 901.307/MiA

700 夢の共有 : 文学と翻訳と映画のはざまで 野崎歓著 岩波書店 904/NoK

701 作家と楽しむ古典 : 古事記日本霊異記・発心集竹取物語宇治拾遺物語百人一首 池澤夏樹 [ほか] 著 河出書房新社 910.2/SaT

702 十七世紀の文学 : 文学と歴史・思想・美術との関わりを通して(近世文学史研究:1) 鈴木健一監修 ぺりかん社 910.25/KiB/1
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703 芥川賞物語(文春文庫:[か-73-1]) 川口則弘著 文藝春秋 910.263/KaN

704 直木賞物語(文春文庫:[か-73-2]) 川口則弘著 文藝春秋 910.263/KaN

705 芥川賞の偏差値 小谷野敦著 二見書房 910.263/KoA

706 引揚げ文学論序説 : 新たなポストコロニアルへ 朴裕河著 人文書院 910.264/PaY

707 遠藤周作と『沈黙』を語る : 『沈黙』刊行50年記念国際シンポジウム全記録(長崎文献社ブックレット:1) 遠藤周作記念館企画 長崎文献社 910.268/EnS/E

708 久留島武彦評伝 : 日本のアンデルセンと呼ばれた男 金成妍著 求龍堂 910.268/KuT/K

709 漱石と「學鐙」 小山慶太編著/夏目金之助 [ほか] 著 丸善出版 910.268/NaS/K

710 生れて来た以上は、生きねばならぬ : 漱石珠玉の言葉(新潮文庫:10654, な-1-30) 夏目漱石著/石原千秋編 新潮社 910.268/NaS/N

711 折口信夫 安藤礼二著 講談社 910.268/OrS/A

712 「ジュニア」と「官能」の巨匠富島健夫伝 荒川佳洋著 河出書房新社 910.268/ToT/A

713 批評の熱度 : 体験的吉本隆明論 大井浩一著 勁草書房 910.268/YoT/O

714 震災後の日本で戦争を引きうける : 吉本隆明『共同幻想論』を読み直す(いま読む!名著) 田中和生著 現代書館 910.268/YoT/T

715 国文学年次別論文集 平成24(2012)年 近代1 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'12-6-1

716 国文学年次別論文集 平成24(2012)年 近代2 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'12-6-2

717 歌ことば100 今野寿美著 本阿弥書店 911.107/KoS

718 萬葉語文研究 第12集 萬葉語学文学研究会編 和泉書院 911.12/MaG/M-12

719 反訓詁学 : 平安和歌史をもとめて 山田哲平著 書肆心水 911.13/YaT

720 『古今和歌集』論 : 和歌と歌群の生成をめぐって 佐田公子著 笠間書院 911.1351/SaK
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721 伊勢集全注釈(日本古典評釈・全注釈叢書) 秋山虔, 小町谷照彦, 倉田実著 角川書店 911.138/Ise/I

722 発心和歌集/極楽願往生和歌 : 新注(新注和歌文学叢書:22) 岡崎真紀子著 青簡舎 911.138/Sen/O

723 俳句初学作法 改訂版 後藤比奈夫著 ふらんす堂 911.307/GoH

724 いちばんわかりやすい俳句歳時記 春夏 辻桃子, 安部元気著 主婦の友社 911.307/TsM/1

725 いちばんわかりやすい俳句歳時記 秋冬新年 辻桃子, 安部元気著 主婦の友社 911.307/TsM/2

726 よい句をつくるための川柳文法力 江畑哲男著 新葉館出版 911.4/EbT

727 手塚治虫シナリオ集成1970-1980(立東舎文庫:て1-4) 手塚治虫 [著]
立東舎/リットーミュー
ジック (発売)

912.7/TeO/T

728 源氏物語の政治学 : 史実・准拠・歴史物語 高橋麻織著 笠間書院 913.36/TaM

729 『源氏物語』「後朝 (きぬぎぬ) の別れ」を読む : 音と香りにみちびかれて 吉海直人著 笠間書院 913.36/YoN

730 平治物語 : 現代語訳付き(角川文庫:20123) 日下力訳注 KADOKAWA 913.433/KuT

731 帰郷 浅田次郎著 集英社 913.6/AsJ/K

732 何様 朝井リョウ著 新潮社 913.6/AsR/N

733 スペードの3 朝井リョウ著 講談社 913.6/AsR/S

734 橋ものがたり 46刷改版(新潮文庫:ふ-11-5) 藤沢周平著 新潮社 913.6/FuS4/H

735 羽ばたき : 堀辰雄初期ファンタジー傑作集 堀辰雄著/長山靖生編 彩流社 913.6/HoT4/H

736 キャピタル 加藤秀行著 文芸春秋 913.6/KaH4/K

737 猿の見る夢 桐野夏生著 講談社 913.6/KiN/S

738 果鋭 黒川博行著 幻冬舎 913.6/KuH/K
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739 夢十夜・文鳥ほか(ちくま文庫:[き41-5]. 教科書で読む名作) 夏目漱石著 筑摩書房 913.6/NaS/Y

740 闇の貴族(幻冬舎文庫) 新堂冬樹[著] 幻冬舎 913.6/ShF/Y

741 ラストレシピ : 麒麟の舌の記憶(幻冬舎文庫:た-59-1) 田中経一 [著] 幻冬舎 913.6/TaK10/R

742 インスタント・ジャーニー 田丸雅智著 実業之日本社 913.6/TaM4/I

743 日本語の冒険(角川文庫:あ7-24) 阿刀田高 [著] KADOKAWA 914.6/AtT/N

744 人生の踏絵 遠藤周作著 新潮社 914.6/EnS/J

745 ほんもの : 白洲次郎のことなど(新潮文庫:10617, し-20-15) 白洲正子著 新潮社 914.6/ShM/H

746 虞美人草(定本漱石全集:第4巻) 岩波書店 918.68/NaS/4

747 坑夫・三四郎(定本漱石全集:第5巻) 岩波書店 918.68/NaS/5

748 近現代作家集 I(日本文学全集:26) 池澤夏樹編 河出書房新社 918/IkN/26

749 中国古典文学彷徨(研文選書:101) 川合康三著 研文出版 920.4/KaK

750 韋應物詩論 : 「悼亡詩」を中心として 黒田眞美子著 汲古書院 921.43/IOb/K

751 ビルマ1946 : 独立前夜の物語(アジア文学館) テインペーミン著/南田みどり訳 段々社/星雲社 (発売) 929.353/SiP/B

752 ブロンテ三姉妹の抽斗 : 物語を作ったものたち デボラ・ラッツ著/松尾恭子訳 柏書房 930.28/Bro/L

753 アメリカにいる、きみ(Modern & classic)(Collected stories:[1])
チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ
著/くぼたのぞみ訳

河出書房新社 933.7/AdC/A

754 あたらしい名前
ノヴァイオレット・ブラワヨ著/谷崎
由依訳

早川書房 933.7/BuN/A

755 オリエント急行殺人事件(光文社古典新訳文庫:[KAア2-1]) アガサ・クリスティー著/安原和見訳 光文社 933.7/ChA/O

756 小説ライムライト : チャップリンの映画世界
チャールズ・チャップリン, デイ
ヴィッド・ロビンソン著/上岡伸雄,
南條竹則訳

集英社 933.7/ChC/S
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757 恥辱(ハヤカワepi文庫:epi 42) J.M.クッツェー著/鴻巣友季子訳 早川書房 933.7/CoJ2/C

758 すべての見えない光(新潮クレスト・ブックス) アンソニー・ドーア著/藤井光訳 新潮社 933.7/DoA2/S

759 馬と少年(光文社古典新訳文庫:[KAル1-3]. ナルニア国物語:3) C・S・ルイス著/土屋京子訳 光文社 933.7/LeC/N-3

760 ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン 上(ハヤカワ文庫:SF2098-2099) ピーター・トライアス著/中原尚哉訳 早川書房 933.7/TiP/U-1

761 ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン 下(ハヤカワ文庫:SF2098-2099) ピーター・トライアス著/中原尚哉訳 早川書房 933.7/TiP/U-2

762 教養としてのゲーテ入門 : 「ウェルテルの悩み」から「ファウスト」まで(新潮選書) 仲正昌樹著 新潮社 940.268/GoJ/N

763 熊と踊れ 上(ハヤカワ・ミステリ文庫:HM439-1, 439-2)
アンデシュ・ルースルンド, ステファ
ン・トゥンベリ著/ヘレンハルメ美穂,
羽根由訳

早川書房 949.83/RoA/K-1

764 熊と踊れ 下(ハヤカワ・ミステリ文庫:HM439-1, 439-2)
アンデシュ・ルースルンド, ステファ
ン・トゥンベリ著/ヘレンハルメ美穂,
羽根由訳

早川書房 949.83/RoA/K-2

765 にんじん(光文社古典新訳文庫:[KAル2-1]) ルナール著/中条省平訳 光文社 953.6/ReJ/N

766 ロシア文学うら話(ユーラシア文庫:7)
笠間啓治著/ユーラシア研究所企画・
編集

群像社 980.4/KaK

767 盗撮・ストーカー・飲酒運転・危険ドラッグ編(ASP visual education. アニメで再現 不祥事の未然防止・再発防止シリーズ:1)
アスパクリエイト (発
売)

DV336/AsK/1

768 横領・情報漏洩・マタハラ編(ASP visual education. アニメで再現 不祥事の未然防止・再発防止シリーズ:2)
アスパクリエイト (発
売)

DV336/AsK/2

769 若手社員・中堅社員編(日経VIDEO. 不正を許さない職場づくり:第1巻) 日本経済新聞出版社 DV336/NiK/1

770 いろんなむしあつめたよ(こどものとも年少版:482号) 廣野研一さく 福音館書店 E//17

771 ゴビのうた(こどものとも:734号)
イチンノロブ・ガンバートル文/津田
紀子訳/バーサンスレン・ボロルマー
絵

福音館書店 E//17

772 じゃがいも(かがくのとも:578号) 荒井真紀さく 福音館書店 E//17

773 こどものなかま レイン・スミス作/青山南訳 BL出版 E/23

774 伝統行事(47都道府県ビジュアル文化百科) こどもくらぶ編 丸善出版 K386/KoK
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775 通論考古学(岩波文庫:青N(38)-120-1) 濱田耕作著 岩波書店 イ202.5/HaK

776 ジェイン・エア 上(岩波文庫:赤(32)-232-1, 赤(32)-232-2)
シャーロット・ブロンテ作/河島弘美
訳

岩波書店 イ933.6/BrC/J-1

777 ジェイン・エア 下(岩波文庫:赤(32)-232-1, 赤(32)-232-2)
シャーロット・ブロンテ作/河島弘美
訳

岩波書店 イ933.6/BrC/J-2

778 Frankenstein : [pbk](Macmillan readers:3. elementary level)
Mary Shelley/retold by Margaret
Tarner

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

779 The hound of the Baskervilles : [pbk](Macmillan readers:3. elementary level)
Sir Arthur Conan Doyle/retold by
Stephen Colbourn

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

780 L.A. winners : pbk(Macmillan readers:3. elementary level) Philip Prowse
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

781 The legends of Sleepy Hollow and Rip Van Winkle : [pbk](Macmillan readers:3. elementary level)
Washington Irving/retold by Anne
Collins

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

782 The invisible man : without CD ed(Macmillan readers:4. pre-intermediate level) H.G. Wells/retold by Nick Bullard Macmillan Education 多読/英語

783 The black cat : [pbk](Macmillan readers:3. elementary level)
John Milne/[illustrated by Peter
Edwards]

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

784 Brazil : without CD ed(Macmillan readers:3, elementary level) Susan Holden, Alberta White Macmillan Education 多読/英語

785 The Canterville ghost and other stories : [pbk](Macmillan readers:3. elementary level)
Oscar Wilde/retold by Stephen
Colbourn

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

786 The mark of Zorro : pbk(Macmillan readers:3:elementary level)
Johnston McCulley/retold by Anne
Collins

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

787 Minnie's pet salon : pbk(World of reading:Level 1)
adapted by Bill
Scollon/illustrated by Loter, Inc

Disney Press 多読/英語

788 Italy(Macmillan readers:4, pre-intermediate level) Coleen Degnan-Veness Macmillan Education 多読/英語

789 The house on the hill(Macmillan readers:2, beginner level) Elizabeth Laird
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

790 The last of the Mohicans : pbk(Macmillan readers:2. beginner level)
James Fenimore Cooper/retold by
John Escott

Macmillan Heineman ELT 多読/英語

791 Little women : pbk(Macmillan readers:2. beginner level)
Louisa M. Alcott/retold by Anne
Collins

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

792 The long tunnel(Macmillan readers:2, beginner level)
John Milne/[illustrated by David
Barnett]

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語
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793 The man in the iron mask(Macmillan readers:2. beginner level)
Alexandre Dumas/retold by John
Escott/[illustrated by Kay Dixey]

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

794 Room 13 and other ghost stories : pbk(Macmillan readers:3. elementary level)
M.R. James/retold by Stephen
Colbourn/[illustrated by Alan
Burton]

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

795 The stranger : pbk(Macmillan readers:3. elementary level) Norman Whitney
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

796 Tales of horror : pbk(Macmillan readers:3. elementary level) Bram Stoker/retold by John Davey
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

797 Viking tales : pbk(Macmillan readers:3. elementary level) retold by Chris Rose Macmillan 多読/英語

798 The phantom airman : pbk(Macmillan readers:3. elementary level)
Allan Frewin Jones/retold by
Margaret Tarner

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

799 The picture of Dorian Gray : pbk(Macmillan readers:3. elementary level) Oscar Wilde/retold by F.H. Cornish
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

800 The princess diaries [1] : [pbk](Macmillan readers:3. elementary level, 4. pre-intermediate level) Meg Cabot/retold by Anne Collins
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

801 The princess diaries 2 : [pbk](Macmillan readers:3. elementary level, 4. pre-intermediate level) Meg Cabot/retold by Anne Collins
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

802 The woman in black : pbk(Macmillan readers:3. elementary level)
Susan Hill/retold by Margaret
Tarner

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

803 The adventures of Tom Sawyer(Macmillan readers:2. beginner level) Mark Twain/retold by F.H. Cornish
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

804 Anna and the fighter(Macmillan readers:2, beginner level) Elizabeth Laird
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

805 Dangerous journey(Macmillan readers:2, beginner level) Alwyn Cox
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

806 Gulliver in Lilliput : without CD(Macmillan readers:1. starter level)
Jonathan Swift/retold by María Jos
é Lobo and Pepita Subirà

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

807 In the frame(Macmillan readers:1, starter level) Polly Sweetnam
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

808 L.A. detective : [book only](Macmillan readers:1, starter level) Philip Prowse
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

809 The magic barber(Macmillan readers:1, starter level) John Milne
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

810 The well(Macmillan readers:1, starter level) Clare Harris
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語
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811 China : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level) Jennifer Gascoigne Macmillan Education 多読/英語

812 Doctor No : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level) Ian Fleming/retold by F.H. Cornish
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

813 Dracula : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level)
Bram Stoker/retold by Margaret
Tarner/[illustrated by Kay Dixey]

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

814 Sara says no!(Macmillan readers:1, starter level) Norman Whitney
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

815 Shooting stars(Macmillan readers:1, starter level) Polly Sweetnam
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

816 Ski race(Macmillan readers:1, starter level) Eleanor Jupp
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

817 The umbrella(Macmillan readers:1, starter level) Clare Harris
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

818 The old curiosity shop : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level)
Charles Dickens/retold by Helen
Holwill

Macmillan Education 多読/英語

819 Oliver Twist : [book](Macmillan readers:5. intermediate level)
Charles Dickens/retold by Margaret
Tarner

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

820 The Queen of death : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level) John Milne
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

821 Emma : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level)
Jane Austen/retold by Margaret
Tarner

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

822 Goldfinger : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level) Ian Fleming/retold by Anne Collins
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

823 Meet me in Istanbul : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level) Richard Chisholm
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

824 My cousin Rachel : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level)
Daphne du Maurier/retold by
Margaret Tarner

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

825 Marco : pbk(Macmillan readers:2, beginner level)
Mike Esplen/[illustrated by
Stephen Hall]

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

826 The mill on the floss(Macmillan readers:2. beginner level)
George Eliot/retold by Florence
Bell

Macmillan Heineman ELT 多読/英語

827 Money for a motorbike(Macmillan readers:2, beginner level) John Milne
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

828 Northanger Abbey(Macmillan readers:2. beginner level)
Jane Austen/retold by Florence
Bell

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語
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829 Viking tales : with CD ed(Macmillan readers:3, elementary level) retold by Chris Rose Macmillan Education 多読/英語

830 Wuthering Heights audio CD(Macmillan readers:5. intermediate level)
Emily Brontë/retold by F. H.
Cornish

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

831 Alissa [book](Macmillan readers:1, starter level) C.J. Moore
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

832 Blue fins [book](Macmillan readers:1, starter level) Sarah Axten
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

833 The phantom of the Opera : pbk(Macmillan readers:2. beginner level)
Gaston Leroux/translated from the
French and retold by Stephen
Colbourn

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

834 Rich man poor man : pbk(Macmillan readers:2, beginner level)
T.C. Jupp/[illustrated by Michael
Charlton]

Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

835 Brazil : with CD ed(Macmillan readers:3, elementary level) Susan Holden, Alberta White Macmillan Education 多読/英語

836 China : with CD ed(Macmillan readers:5. intermediate level) Jennifer Gascoigne Macmillan Education 多読/英語

837 Agnes Grey : with CD ed(Macmillan readers:6. upper level) Anne Brontë
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

838 Australia : with CD ed(Macmillan readers:6. upper level) Jennifer Gascoigne Macmillan Education 多読/英語

839 Othello audio CD(Macmillan readers:5. intermediate level) William Shakespeare
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

840 Othello : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level) William Shakespeare
Macmillan Heinemann
ELT

多読/英語

841 ビルメンテナンススタッフになるには(なるにはBooks:145) 谷岡雅樹著 ぺりかん社 就職/資格

842 動物看護師になるには 改訂版(なるにはBooks:90) 井上こみち著 ぺりかん社 就職/資格

843 フードコーディネーター教本 : 3級資格認定試験対応テキスト 2017 日本フードコーディネーター協会著 柴田書店 就職/資格/'17

844 直前対策ブック 29年度(公務員試験受験ジャーナル特別企画:3-4) 実務教育出版 就職/資格/'17

845 公務員試験直前予想問題 : 国家一般職・専門職、地方上級 29年度(公務員試験受験ジャーナル特別企画:4) 実務教育出版 就職/資格/'17

846 公務員試験速攻の時事 : 平成29年度試験完全対応 [本編] 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'17
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847 公務員試験速攻の時事 : 平成29年度試験完全対応 実践トレーニング編 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'17

848 国家一般職「大卒」教養試験過去問500 2018年度版(公務員試験合格の500シリーズ:3) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18

849 国家一般職「大卒」専門試験過去問500 2018年度版(公務員試験合格の500シリーズ:4) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18

850 国家専門職「大卒」教養・専門試験過去問500 2018年度版(公務員試験合格の500シリーズ:5) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18

851 マスコミ就職読本 2018年度版 4 広告・エンタテイメント篇 月刊『創』編集部編 創出版 就職/資格/'18

852 女性の職業のすべて [2018年版] 女性の職業研究会編 啓明書房 就職/資格/'18

853 商社 2018年度版(最新データで読む産業と会社研究シリーズ:5) 産学社 就職/資格/'18

854 公務員試験時事コレ1冊! : 時事コレ! 2018年度採用版 TAC株式会社(公務員講座) 編著 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/'18

855 面接・官庁訪問の秘伝 : 公務員試験地方上級・国家II種・国税専門官他 2018年度採用版
山下純一 [著]/TAC株式会社(公務員講
座)編著

TAC株式会社出版事業部 就職/資格/'18

856 大卒程度警察官面接試験 [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

857 マスコミ就職読本 2018年度版 3 放送篇 月刊『創』編集部編 創出版 就職/資格/'18

858 自衛隊自衛官候補生採用試験これだけはやっとこう [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

859 自衛隊予備自衛官補採用試験 [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

860 ホテル業界就職ガイド 2018 「ホテル業界就職ガイド」編集部編
オータパブリケイション
ズ

就職/資格/'18

861 医薬品 2018年度版(最新データで読む産業と会社研究シリーズ:8-9) 産学社 就職/資格/'18

862 化学 2018年度版(最新データで読む産業と会社研究シリーズ:11, 13) 化学業界研究会編 産学社 就職/資格/'18

863 翻訳事典 : 翻訳の仕事をしたい人のための完全ガイド 2018年度版(アルク地球人ムック) アルク 就職/資格/'18

864 大卒全国市役所職員採用試験実戦テスト [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
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865 文系学生のためのSPI3完全攻略問題集 [2019年度版] 尾藤健著 高橋書店 就職/資格/'19

866 内定を決める!面接の極意 : 自己PR・志望動機・マナー・グループディスカッション [2019年度版] 酒井正敬著 高橋書店 就職/資格/'19

867 内定者はこう選んだ!業界選び・仕事選び・自己分析・自己PR : 完全版 [2019年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'19

868 内定者はこう書いた!エントリーシート・履歴書・志望動機・自己PR : 完全版 [2019年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'19

869 一問一答!一般常識問題集 [2019年度版] 木村正男著 高橋書店 就職/資格/'19

870 就職試験によく出る適性・適職問題 [2019年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'19

871 イッキに攻略!SPI3&テストセンター [2019年度版] 尾藤健著 高橋書店 就職/資格/'19

872 一般常識&最新時事一問一答頻出1500問 [2019年度版] 角倉裕之著 高橋書店 就職/資格/'19

873 大手・人気企業突破SPI3問題集 : 完全版 [2019年度版] SPI3対策研究所著 高橋書店 就職/資格/'19

874 最新!SPI3完全版 [2019年度版] 柳本新二著 高橋書店 就職/資格/'19

875 内定率95%「内定塾」直伝!エントリーシート勝者の実例集 [2019年度版] 池田陽介著 高橋書店 就職/資格/'19

876 本気で内定!SPI&テストセンター1200題 2019年度版 ノマド・ワークス著 新星出版社 就職/資格/'19

877 わかる!!わかる!!わかる!!一般常識 : これを知らずして受けることなかれ [就活'19年度版] 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'19

878 わかる!!わかる!!わかる!!SPI&WEBテスト : 新傾向SPI2対応 就活'19年度版 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'19

879 わかる!!わかる!!わかる!!面接&エントリーシート : 面接官はその一言を待っていた [就活'19年度版] 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'19

880 これだけ押さえる!SPIでるとこだけ問題集 [2019年度版] 内定塾監修 高橋書店 就職/資格/'19

881 30秒で解ける!SPI攻略テクニック [2019年度版] 山口卓著 高橋書店 就職/資格/'19

882 就職用一般常識 ['19] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'19
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883 超速マスター!一般常識&時事問題 [2019年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'19

884 超速マスター!SPI無敵の解法パターン [2019年度版] 伊藤誠彦著 高橋書店 就職/資格/'19

885 出るとこだけ!一問一答一般常識&最新時事 [2019年度版] 小林公夫著 高橋書店 就職/資格/'19

886 完全最強SPI&テストセンター1700題 : 人気企業内定確実に合格圏! [2019最新版] オフィス海著 ナツメ社 就職/資格/'19

887 わかる!!わかる!!わかる!!小論文&作文 [就活'19年度版] 阪東恭一著 新星出版社 就職/資格/'19

888 一問一答面接攻略完全版 [2019年度版] 櫻井照士著 高橋書店 就職/資格/'19

889 就職試験受かる小論文・作文模範文例 : 内定を勝ち取る自己アピールのヒント満載!! 2019年度版 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'19

890 サクセス!小論文&作文 2019年度版 喜治賢次著 新星出版社 就職/資格/'19

891 イッキに内定!一般常識&時事一問一答 [2019年度版] 角倉裕之著 高橋書店 就職/資格/'19

892 イッキに内定!SPIスピード解法一問一答 [2019年度版] 尾藤健著 高橋書店 就職/資格/'19

893 適性検査最短攻略[一問一答] : イッキに内定! [2019年度版] 國頭直子著 高橋書店 就職/資格/'19

894 イッキに内定!面接&エントリーシート一問一答 [2019年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'19

895 サクセス!一般常識&最新時事 2019年度版 翼学院著 新星出版社 就職/資格/'19

896 サクセス!SPI&テストセンター 2019年度版 中村一樹著 新星出版社 就職/資格/'19

897 内定者はこう話した!面接・自己PR・志望動機 : 完全版 [2019年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'19

898 1週間で極める!!基本の一般常識Q&A 2019年度版 新星出版社 就職/資格/'19

899 速攻!これだけ!!一般常識&図解時事 2019年度版 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'19

900 速攻!これだけ!!SPI 2019年度版 白木達也著 新星出版社 就職/資格/'19
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901 ロジカル面接術 : Marketing of yourself いま企業は論理的な人を求めている! 2019年基本編 津田久資,下川美奈著 ワック 就職/資格/'19

902 憲法A : 特別区I類(地方上級)/国税専門官/国家一般職(プレミアム公務員試験シリーズ) 法律文化社編修所編 法律文化社 就職/資格/['16]

903 憲法B : 国家総合職/裁判所総合職・一般職(プレミアム公務員試験シリーズ) 法律文化社編修所編 法律文化社 就職/資格/['16]

904 文系女子のためのSPI3突破大作戦テキスト&問題集 西川マキ著 インプレス (発売) 就職/資格/['16]

905 財政学 改訂第2版(公務員試験新スーパー過去問ゼミ4:[19]. 地方上級/国家総合職・一般職・専門職) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['17]

906 学就Book (がくしゅうブック) : 大学1、2年生の間にやっておきたいこと 改訂第4版 日経HR編集部編著 日経HR 就職/資格/['17]

907 後悔しないJALANA外資系CA就職対策 : 決定版 アイザックエアラインスクール編著 アートヴィレッジ 就職/資格/['17]

908 畑中敦子の「数的推理」合格トレーニング : 公務員試験 畑中敦子著 洋泉社 就職/資格/['17]

909 警察官・消防官採用試験(秘)攻略法 : 大卒程度 津田秀樹著 洋泉社 就職/資格/['17]

910 就活生1000人に聞いたこれが出る!SPI [2019年度版] 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/['19]

911 たぬきのにゅうがくしき(ともだちだいすき. 領域 言葉) 桂文我脚本/伊藤秀男絵 童心社 紙芝居/K8

912 合格!面接 久保田　正己/澤田　秀雄/加藤　伸次 小学館

913 成功!論作文 久保田　正己/澤田　秀雄/加藤　伸次 小学館
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