
2017年5月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 混合研究法への誘い : 質的・量的研究を統合する新しい実践研究アプローチ 抱井尚子, 成田慶一編 遠見書房 002.7/KaH

2 混合研究法入門 : 質と量による統合のアート 抱井尚子著 医学書院 002.7/KaH

3 職業としての学問 : 現代訳 : 格差が身近になった現代に「働く意味」をいかに見出すのか : 新装版 マックス・ウェーバー著/三浦展訳 プレジデント社 002/WeM

4 人工知能を超える人間の強みとは 奈良潤著 技術評論社 007.13/NaJ

5 グーグルに学ぶディープラーニング : 人工知能ブームの牽引役 : その仕組みをやさしく解説 日経ビッグデータ編
日経BP社/日経BPマーケティン
グ (発売)

007.13/NiB

6 スマホ廃人(文春新書:1126) 石川結貴著 文藝春秋 007.3/IsY

7 多様性社会と人間 : IT社会と経営・食文化・ダイバーシティー 澁澤健太郎, 雨宮寛二, 諸伏雅代共著 時潮社 007.3/TaS

8 18歳からはじめる情報法(From 18) 米丸恒治編 法律文化社 007.3/YoT

9 遠隔学習のためのパソコン活用 改訂版(放送大学教材:1170023-1-1711) 秋光淳生, 三輪眞木子編著 放送大学教育振興会 007.6/AkT

10 大学生のための速読法 : 読むことのつらさから解放される 松崎久純著 慶応義塾大学出版会 019.13/MaH

11 子どもの本から平和を考える 児童図書館研究会編 児童図書館研究会 019.5/JiT

12 松居直と絵本づくり 藤本朝巳著 教文館 019.5/MaT/F

13 橋をかける : 子供時代の読書の思い出(文春文庫:[特-1-1]) 美智子著 文藝春秋 019.5/Mic

14 教科書にでてくるおはなし366 Wave出版編 Wave出版 031.8/WAS

15 藝文類聚訓讀付索引 卷45
遠藤光正 [ほか] 共著/大東文化大學東洋
研究所編

大東文化大學東洋研究所 032.2/OyJ/D-45

16 文春砲 : スクープはいかにして生まれるのか?(角川新書:[K-132]) 週刊文春編集部 KADOKAWA 051.6/ShB/B

17 an・anの嘘 酒井順子著 マガジンハウス 051.7/ana/S

18 ブリタニカ国際年鑑 2017
ティビーエス・ブリタニカ年
鑑

059/2/2017

19 フォトジャーナリスト長倉洋海の眼 : 地を這い、未来へ駆ける 長倉洋海著/小西治美編 クレヴィス 070.17/NaH

20 袖中抄 : 冊子本/無名抄/君臣僧俗詠歌 : 短冊手鑑(冷泉家時雨亭叢書:第97巻) [顕昭著]/[鴨長明著]
朝日新聞社/朝日新聞出版 (発
売)

081.7/2/97

21 真説・企業論 : ビジネススクールが教えない経営学(講談社現代新書:2425) 中野剛志著 講談社 081/16/2425

22 東芝解体 : 電機メーカーが消える日(講談社現代新書:2426) 大西康之著 講談社 081/16/2426

23 みんなの朝ドラ(講談社現代新書:2427) 木俣冬著 講談社 081/16/2427
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24 戦争の日本古代史 : 好太王碑、白村江から刀伊の入寇まで(講談社現代新書:2428) 倉本一宏著 講談社 081/16/2428

25 すごい進化 : 「一見すると不合理」の謎を解く(中公新書:2433) 鈴木紀之著 中央公論新社 081/17/2433

26 物語オランダの歴史 : 大航海時代から「寛容」国家の現代まで(中公新書:2434) 桜田美津夫著 中央公論新社 081/17/2434

27 カラダの知恵 : 細胞たちのコミュニケーション(中公新書:2435) 三村芳和著 中央公論新社 081/17/2435

28 通勤電車のはなし : 東京・大阪、快適通勤のために(中公新書:2436) 佐藤信之著 中央公論新社 081/17/2436

29 無意識の構造 改版(中公新書:481) 河合隼雄著 中央公論新社 081/17/481

30 熊野古道殺人事件 改版(中公文庫:[う-10-32]) 内田康夫著 中央公論新社 081/18/う10-32

31 千両絵図さわぎ(中公文庫:[う-29-5]) 植松三十里著 中央公論新社 081/18/う29-5

32 火の玉寺のファントム(中公文庫:[く-23-3]. ゆら心霊相談所:3) 九条菜月著 中央公論新社 081/18/く23-4

33 慎治 改版(中公文庫:[こ-40-27]) 今野敏著 中央公論新社 081/18/こ40-27

34 ひたすら面白い小説が読みたくて(中公文庫:[こ-60-1]) 児玉清著 中央公論新社 081/18/こ60-1

35 宇宙軍陸戦隊 : 地球連邦の興亡(中公文庫:[さ-60-14]) 佐藤大輔著 中央公論新社 081/18/さ60-14

36 鴨川物語 : 新選組挽歌(中公文庫:[し-15-17]) 子母沢寛著 中央公論新社 081/18/し15-17

37 大本営発表の真相史 : 元報道部員の証言(中公文庫:[と-31-1]) 富永謙吾著 中央公論新社 081/18/と31-1

38 舌鼓ところどころ/私の食物誌(中公文庫:[よ-5-10]) 吉田健一著 中央公論新社 081/18/よ5-10

39 星界の報告(講談社学術文庫:[2410]) ガリレオ・ガリレイ [著]/伊藤和行訳 講談社 081/2/2410

40 平家物語 : 全訳注 新版 2(講談社学術文庫:[2420]-[2421]) 杉本圭三郎 [訳注] 講談社 081/2/2421

41 岡倉天心「茶の本」をよむ(講談社学術文庫:[2427]) 田中仙堂 [著] 講談社 081/2/2427

42 中世ヨーロッパの騎士(講談社学術文庫:[2428]) フランシス・ギース [著]/椎野淳訳 講談社 081/2/2428

43 荘子 : 全現代語訳 上(講談社学術文庫:[2429]) 池田知久訳 講談社 081/2/2429

44 自然魔術(講談社学術文庫:[2431])
ジャンバッティスタ・デッラ・ポルタ
[著]/澤井繁男訳

講談社 081/2/2431

45 戦後日本のジャズ文化 : 映画・文学・アングラ(岩波現代文庫:社会:305) マイク・モラスキー著 岩波書店 081/22/S305

46 作家的覚書(岩波新書:新赤版 1656) 高村薫著 岩波書店 081/6-4/1656
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47 ミクロ経済学入門の入門(岩波新書:新赤版 1657) 坂井豊貴著 岩波書店 081/6-4/1657

48 日中漂流 : グローバル・パワーはどこへ向かうか(岩波新書:新赤版 1658) 毛里和子著 岩波書店 081/6-4/1658

49 異才、発見! : 枠を飛び出す子どもたち(岩波新書:新赤版 1659) 伊藤史織著 岩波書店 081/6-4/1659

50 正岡子規 : 人生のことば(岩波新書:新赤版 1660) 復本一郎著 岩波書店 081/6-4/1660

51 偽りの経済政策 : 格差と停滞のアベノミクス(岩波新書:新赤版 1661) 服部茂幸著 岩波書店 081/6-4/1661

52 霊長類 : 消えゆく森の番人(岩波新書:新赤版 1662) 井田徹治著 岩波書店 081/6-4/1662

53 習近平の中国 : 百年の夢と現実(岩波新書:新赤版 1663) 林望著 岩波書店 081/6-4/1663

54 鏡が語る古代史(岩波新書:新赤版 1664) 岡村秀典著 岩波書店 081/6-4/1664

55 動物奇譚集 1(西洋古典叢書) アイリアノス [著]/中務哲郎訳 京都大学学術出版会 089.1/1/37-1

56 哲学を学ぶ 中澤務著 晃洋書房 100/NaT

57 神話から現代まで一気にたどる日本思想 稲田義行著 日本実業出版社 121.02/SeY

58 人生論ノート : 他二篇(角川文庫:20283) 三木清 [著] KADOKAWA 121.67/MiK

59 世界のエリートが学んでいる教養としての中国哲学 小川仁志著
PHPエディターズ・グループ
/PHP研究所 (発売)

122/OgH

60 世界最高の人生指南書 論語 : 人生に革命を起こす最強の生き方 守屋洋著 SBクリエイティブ 123.83/MoH

61 齋藤孝のざっくり!西洋哲学 : ソクラテスからマルクス、ニーチェまでひとつかみ(祥伝社黄金文庫:Gさ15-3) 齋藤孝著 祥伝社 130.2/SaT

62 自分で考える練習 : 毎日の悩みを解決できる「哲学思考」 平原卓著 KADOKAWA 130/HiS

63 哲学書簡(光文社古典新訳文庫:[KBウ3-2]) ヴォルテール著/斉藤悦則訳 光文社 135.3/Vol

64 比較認知科学(放送大学教材:1529188-1-1711) 藤田和生編著 放送大学教育振興会 141.51/FuK

65 実践・発達心理学 第2版(新時代の保育双書)
青木紀久代執筆・編/石井正子 [ほか] 執
筆

みらい 143/AoK

66
自己愛のトランスレーショナル・リサーチ : 理論研究・混合研究法・臨床実践研究による包括的検討(アカデミア叢
書)

成田慶一著 創元社 145.73/NaK

67 日本の心理療法 自我篇 秋田巌編 新曜社 146.8/AkI/2

68 陰陽師とはなにか : 被差別の原像を探る(河出文庫) 沖浦和光著 河出書房新社 148.4/OkK

69 武士道の精神史(ちくま新書:1257) 笠谷和比古著 筑摩書房 156/KaK
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70 武士道 : ぶれない生きざま(Contemporary classics) 新渡戸稲造 [著]/前田信弘編訳
日本能率協会マネジメントセ
ンター

156/NiI

71 僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう(文春新書:1118) 山中伸弥 [ほか] 著 文藝春秋 159.7/BoN

72 考え方 : 人生・仕事の結果が変わる 稲盛和夫著 大和書房 159/InK

73 失われた宗教を生きる人々 : 中東の秘教を求めて(亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ:2-14) ジェラード・ラッセル著/臼井美子訳 亜紀書房 162.27/RuG

74 祈りの場の諸相(東西学術研究所研究叢書:第2号) 新谷英治編著 ユニウス 162/ShH

75 「日本」の起源 : アマテラスの誕生と日本語の生成(水声文庫) 福田拓也著 水声社 164.1/FuT

76 火山で読み解く古事記の謎(文春新書:1122) 蒲池明弘著 文藝春秋 164.1/KaA

77 北欧の神話(ちくま学芸文庫:[ヤ28-1]) 山室静著 筑摩書房 164.389/YaS

78 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2017-3] edited by Marc Gaborieau ... [et al.] Brill 167.033/EnI-3/'17-3

79 イスラーム入門 : 文明の共存を考えるための99の扉(集英社新書:0869C) 中田考著 集英社 167/NaK

80 相応部(サンユッタニカーヤ) 蘊篇 1(パーリ仏典:第3期1-6) 片山一良訳 大蔵出版 183/29/3-5

81 相応部(サンユッタニカーヤ) 蘊篇 2(パーリ仏典:第3期1-6) 片山一良訳 大蔵出版 183/29/3-6

82 『摩訶止観』を読む 池田魯參著 春秋社 188.43/Chi/I

83 禅のつれづれ 鈴木大拙著 河出書房新社 188.84/SuD

84 新・映像の世紀大全(NHKスペシャル) NHK「新・映像の世紀」プロジェクト編著 NHK出版 209.7/NiH

85 どの教科書にも書かれていない日本人のための世界史 宮脇淳子著 KADOKAWA 209/MiJ

86 土器編年と集落構造 : 落川・一の宮遺跡の出自と生業を探る(考古調査ハンドブック:16) 福田健司著 ニューサイエンス社 210.02/KoC/16

87 読めれば楽しい!古文書入門(潮新書:009) 小林正博編 潮出版社 210.029/KoM

88 学校では教えてくれない日本史の授業 : 書状の内幕(PHP文庫:[い78-6]) 井沢元彦著 PHP研究所 210.04/IzM

89 対話 : 潜在する可能性(近畿大学日本文化研究所叢書:12) 近畿大学日本文化研究所編 風媒社 210.04/KiD

90 この国のかたち 1(文春文庫) 司馬遼太郎著 文藝春秋 210.04/ShR/1

91 この国のかたち 2(文春文庫) 司馬遼太郎著 文藝春秋 210.04/ShR/2

92 この国のかたち 3(文春文庫) 司馬遼太郎著 文藝春秋 210.04/ShR/3
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93 この国のかたち 4(文春文庫) 司馬遼太郎著 文藝春秋 210.04/ShR/4

94 この国のかたち 5(文春文庫) 司馬遼太郎著 文藝春秋 210.04/ShR/5

95 この国のかたち 6(文春文庫) 司馬遼太郎著 文藝春秋 210.04/ShR/6

96 大日本史料 第10編之29 東京帝國大學文科大學史料編纂掛編纂 東京帝國大學 210.08/16/10-29

97 大日本史料 第12編之61 東京帝國大學文科大學史料編纂掛編纂 東京帝國大學 210.08/16/12-61

98 勘仲記 第5(史料纂集:古記録編 [149], [157], [166], [177], [189])
[藤原兼仲著]/高橋秀樹, 櫻井彦, 中込律
子校訂

八木書店 210.08/3/カ4-5

99 日中交流の軌跡 崔淑芬著 中国書店 210.1822/SaS

100 縄文とケルト : 辺境の比較考古学(ちくま新書:1255) 松木武彦著 筑摩書房 210.2/MaT

101 知られざる縄文ライフ : え?貝塚ってごみ捨て場じゃなかったんですか!? 譽田亜紀子著/スソアキコイラスト 誠文堂新光社 210.25/KoA

102 古代の日本がわかる事典 : 知れば知るほどおもしろい 北川隆三郎著 日本実業出版社 210.3/KiR

103 日本の古代中世(放送大学教材:1554913-1-1711) 佐藤信, 近藤成一編著 放送大学教育振興会 210.3/SaM

104 天皇側近たちの奈良時代(歴史文化ライブラリー:447) 十川陽一著 吉川弘文館 210.35/SoY

105 明治維新を読みなおす : 同時代の視点から 青山忠正著 清文堂出版 210.61/AoT

106 昭和・平成史年表 新訂版 平凡社編 平凡社 210.7/Hei

107 黒島の女たち : 特攻隊を語り継ぐこと 城戸久枝著 文藝春秋 210.75/KiH

108 シベリア抑留関係資料集成 富田武, 長勢了治編 みすず書房 210.75/ToT

109 マンガ沖縄・琉球の歴史 上里隆史著 河出書房新社 219.9/UeT

110 中国の誕生 : 東アジアの近代外交と国家形成 岡本隆司著 名古屋大学出版会 222.06/OkT

111 十字軍の思想 増補(ちくま学芸文庫:[ヤ27-1]) 山内進著 筑摩書房 230.45/YaS

112 96人の人物で知る中国の歴史
ヴィクター・H・メア, サンピン・チェ
ン, フランシス・ウッド著/大間知知子訳

原書房 282.2/KyJ

113 皇室がなくなる日 : 「生前退位」が突きつける皇位継承の危機(新潮選書) 笠原英彦著 新潮社 288.4/KaH

114 ひと目でわかる「戦前の昭和天皇と皇室」の真実 水間政憲著 PHP研究所 288.41/Sho/M

115 王様でたどるイギリス史(岩波ジュニア新書:847) 池上俊一著 岩波書店 288.4933/IkS
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116 徳富蘇峰と大日本言論報国会(日本史リブレット:98) 赤澤史朗著 山川出版社 289.1/ToS2/A

117 人間行動と市場デザイン(フロンティア実験社会科学:2) 西條辰義編著 勁草書房 301.6/FuJ/2

118 実験政治学(フロンティア実験社会科学:3) 肥前洋一編著 勁草書房 301.6/FuJ/3

119 社会関係資本の機能と創出 : 効率的な組織と社会(フロンティア実験社会科学:4) 清水和巳, 磯辺剛彦編著 勁草書房 301.6/FuJ/4

120 「社会の決まり」はどのように決まるか(フロンティア実験社会科学:6) 亀田達也編著 勁草書房 301.6/FuJ/6

121 文化を実験する : 社会行動の文化・制度的基盤(フロンティア実験社会科学:7) 山岸俊男編著 勁草書房 301.6/FuJ/7

122 政策学講義 : 決定の合理性 第2版 武智秀之著 中央大学出版部 301/TaH

123 現代中国入門(ちくま新書:1258) 光田剛編 筑摩書房 302.22/MiT

124 環境(東南アジア地域研究入門:1) 井上真編著 慶應義塾大学出版会 302.23/ToA/1

125 社会(東南アジア地域研究入門:2) 宮原曉編著 慶應義塾大学出版会 302.23/ToA/2

126 政治(東南アジア地域研究入門:3) 山本信人編著 慶應義塾大学出版会 302.23/ToA/3

127 失われるシクロの下で : ベトナムの社会と歴史 橋本和孝著 ハーベスト社 302.231/HaK

128 2100年へのパラダイム・シフト : 日本の代表的知性50人が、世界/日本の大変動を見通す 広井良典, 大井浩一編 作品社 304/HiY

129
Exzerpte, Zeitungsausschnitte und Notizen zur Weltwirtschaftskrise (Krisenhefte) November 1857 bis Februar
1858 : Text/Apparat(Karl Marx, Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA):4. Abt.. Exzerpte, Notizen,
Marginalien:Bd. 14)

Karl Marx/bearbeitet von Kenji Mori
... [et al.]/unter Mitwirkung von
Fritz Fiehler und Timm Graßmann

De Gruyter Akademie
Forschung

308/MaK/M-4-14

130 マルクスを再読する : 主要著作の現代的意義(角川文庫:20268) 的場昭弘 [著] KADOKAWA 309.334/MaK/M

131 「まつりごと」から「市民」まで(政治概念の歴史的展開:第10巻) 米原謙編 晃洋書房 311.2/KoK/S-10

132 日本政治思想史(放送大学教材:1639501-1-1711) 原武史著 放送大学教育振興会 311.21/HaT

133 ポピュリズムのグローバル化を問う : 揺らぐ民主主義のゆくえ(立命館大学人文科学研究所研究叢書:第21輯) 中谷義和 [ほか] 編 法律文化社 311.7/PoG

134 ポピュリズム : 世界を覆い尽くす「魔物」の正体(新潮新書:709) 薬師院仁志著 新潮社 311.7/YaH

135 北朝鮮の国家戦略とパワーエリート : 幹部政策を中心に
玄成日著/北朝鮮難民救援基金翻訳チーム
訳

北朝鮮難民救援基金/高木書房
(発売)

312.21/HyS

136
ジェームズ・モンロー伝記事典 ジョン・クインジー・アダムズ伝記事典(アメリカ歴代大統領大全:第1シリーズ. 建国
期のアメリカ大統領:5)

西川秀和著 大学教育出版 312.53/AmR/1-5

137 世界を揺るがすトランプイズム : ビジネスマン、ドナルド・トランプを読み解く 池上彰著 ホーム社/集英社 (発売) 312.53/TrD/I
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138 「接続性」の地政学 : グローバリズムの先にある世界 上
パラグ・カンナ著/尼丁千津子, 木村高子
訳

原書房 312.9/KhP/1

139 「接続性」の地政学 : グローバリズムの先にある世界 下
パラグ・カンナ著/尼丁千津子, 木村高子
訳

原書房 312.9/KhP/2

140 独裁者たちの最期の日々 上
ディアンヌ・デュクレ, エマニュエル・
エシュト編/清水珠代訳

原書房 313.8/DuD/1

141 独裁者たちの最期の日々 下
ディアンヌ・デュクレ, エマニュエル・
エシュト編/清水珠代訳

原書房 313.8/DuD/2

142 人権入門 : 憲法/人権/マイノリティ 第3版 横藤田誠, 中坂恵美子著 法律文化社 316.1/YoM

143 中東とISの地政学 : イスラーム、アメリカ、ロシアから読む21世紀(朝日選書:956) 山内昌之編著 朝日新聞出版 316.4/YaM

144 娘に語る人種差別 新版
タハール・ベン・ジェルーン著/松葉祥一
訳

青土社 316.8/BeT

145 容赦なき戦争 : 太平洋戦争における人種差別(平凡社ライブラリー:419) ジョン・W.ダワー著/斎藤元一訳 平凡社 316.8/DoJ

146 皇宮警察 久能靖著 河出書房新社 317.72/KuY

147 東京都の闇を暴く(新潮新書:710) 音喜多駿著 新潮社 318.236/OtS

148 地域活性化の情報戦略
安藤明之編著/森岡宏行, 川又実, 牛山佳
菜代著

芙蓉書房出版 318.6/AnA

149 国家の矛盾(新潮新書:703) 高村正彦, 三浦瑠麗著 新潮社 319.1/KoM

150 経済制裁と戦争決断 佐藤元英著 日本経済評論社 319.1/SaM

151 資料で学ぶ日本政治外交史 武田知己 [ほか] 著 法律文化社 319.1/ShM

152 戦後日韓関係史(有斐閣アルマ:Specialized) 李鍾元 [ほか] 著 有斐閣 319.1021/SeN

153 日中外交関係の改善における環境協力の役割 : 学生懸賞論文集(若者が考える「日中の未来」:Vol. 3) 日本日中関係学会編 日本僑報社 (発売) 319.1022/NiN

154 わたしなら日本をこう守る : 半世紀日米同盟を支えた"侍"の大戦略(ワニブックス「Plus」新書:186) ジェームス・E・アワー著 ワニブックス 319.1053/AuJ

155 ASEANの統合と開発 : インクルーシヴな東南アジアを目指して 石戸光編・著 作品社 319.23/IsH

156 法哲学と法哲学の対話 安藤馨, 大屋雄裕著 有斐閣 321.1/AnK

157 日本の法 緒方桂子, 豊島明子, 長谷河亜希子編 日本評論社 321/NiH

158 基礎日本国憲法 改訂版 長谷川日出世著 成文堂 323.14/HaH

159 ケースで学ぶ憲法ナビ(ファーストステップ教養講座)
大林啓吾, 小林祐紀編著/綾部六郎 [ほ
か] 著

みらい 323.14/ObK

160 行政法(日評ベーシック・シリーズ) 下山憲治, 友岡史仁, 筑紫圭一著 日本評論社 323.9/Gyo
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161 債権総論 第2版(セカンドステージ債権法:2) 野沢正充著 日本評論社 324.4/NoM

162 18歳からはじめる民法 第3版(From 18) 潮見佳男, 中田邦博, 松岡久和編 法律文化社 324/JuH

163 民法条文100選 : 100ヵ条で学ぶ民法 : ひゃくみん 加賀山茂著 信山社 324/KaS

164 The psychology of criminal conduct 6th ed : pbk James Bonta, D. A. Andrews Routledge 326.34/BoJ

165 犯罪心理学事典 日本犯罪心理学会編 丸善出版 326.34/NiH

166 共謀罪の何が問題か(岩波ブックレット:No. 966) 高山佳奈子著 岩波書店 326.81/TaK

167 たのしい刑法 第2版 1 島伸一編 弘文堂 326/ShS/1

168 民事訴訟法 新版 長谷部由起子著 岩波書店 327.2/HaY

169 新テキスト経済数学 : 数学と経済理論の体系を同時に学ぶ 水野勝之 [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)

331.19/ShT

170 入門書を読む前の経済学入門 第4版 中矢俊博, 上口晃著 同文舘出版 331/NaT

171 経済学入門(日評ベーシック・シリーズ) 奥野正寛著 日本評論社 331/OkM

172 東大生がつくったマンガやさしい経済学入門
東大まんがくらぶ著/飯田泰之監修/松本
勇祐マンガ

宝島社 331/ToM

173 会社に入る前に知っておきたいこれだけ経済学 坪井賢一著 ダイヤモンド社 331/TsK

174 マクロ経済学の基礎(ベーシック+) 家森信善著
中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

331/YaN

175 資本主義の限界とオルタナティブ 伊藤誠著 岩波書店 332.06/ItM

176 欲望の資本主義 : ルールが変わる時
丸山俊一, NHK「欲望の資本主義」制作班
著/安田洋祐ナビゲーター

東洋経済新報社 332.06/MaS

177 戦後70年世界経済の歩み(角川文庫:20246, [い96-1]. 池上彰の「経済学」講義:1:歴史編) 池上彰 [著] KADOKAWA 332.107/IkA/1

178 覇権をめぐりお金が武器に(角川文庫:20247, [い96-2]. 池上彰の「経済学」講義:2:ニュース編) 池上彰 [著] KADOKAWA 332.107/IkA/2

179 日本経済論・入門 : 戦後復興からアベノミクスまで 新版 八代尚宏著 有斐閣 332.107/YaN

180 エコノミックス : マンガで読む経済の歴史
マイケル・グッドウィン著/ダン・E.バー
画/脇山美伸訳

みすず書房 332/GoM

181 人口減少社会の構想(放送大学教材:1519069-1-1711) 宮本みち子, 大江守之編著 放送大学教育振興会 334.31/MiM

182 自分とは違った人たちとどう向き合うか : 難民問題から考える ジグムント・バウマン著/伊藤茂訳 青土社 334.4/BaZ

183 移民受入の国際社会学 : 選別メカニズムの比較分析 小井土彰宏編 名古屋大学出版会 334.4/KoA
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184 中内功 : 理想に燃えた流通革命の先導者(PHP経営叢書. 日本の企業家:6) 石井淳蔵著 PHP研究所 335.13/NaI/I

185 企業倫理 : 信頼に投資する
アンドレアス・ズーハネク著/柴田明, 岡
本丈彦訳

同文舘出版 335.15/SuA

186 企業倫理研究序論 : 経営学的アプローチと倫理学的考察 山下裕介著 文理閣 335.15/YaY

187 多国籍企業とグローバルビジネス 改訂版 林倬史, 古井仁編著 税務経理協会 335.5/HaT

188 NPOマネジメント 新訂(放送大学教材:1639528-1-1711) 河合明宣, 大橋正明編著 放送大学教育振興会 335.89/KaA

189 ベンチャーコミュニティを巡って : 起業家と投資家の世界 秦信行著
武蔵野デジタル出版/星雲社
(発売)

335/HaN

190 ビジネス法入門 第2版 中村信男, 和田宗久著
中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

335/NaN

191 創業者のためのスタートアップマニュアル : あなたの夢をかなえよう! 安田勝也著 同友館 335/YaK

192 入門ガイダンス経営科学・経営工学 第2版 古殿幸雄著 中央経済社 336.1/KoY

193 経営情報要論 岸川善光編著/朴慶心著 同文舘出版 336.17/KiZ

194 これだけは知っておきたい「プレゼンテーション」の基本と常識 : 会社では教えてくれないノウハウ! 改訂新版 ザ・アール著 フォレスト出版 336.4/ZaA

195 出世と肩書(新潮新書:708) 藤澤志穂子著 新潮社 336.41/FuS

196 図解&事例で学ぶ新しいビジネスのルールとマナーの教科書 ビジネス戦略研究所著 マイナビ出版 336.49/BiS

197 一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 : 説得力が劇的アップ 岸啓介著 インプレス 336.49/KiK

198 半分の時間で3倍の説得力に仕上げるPowerPoint活用企画書作成術 : PowerPointのイライラを解消 小湊孝志著 宣伝会議 336.49/KoT

199 誰とでも仲良くなれる敬語の使い方 松岡友子著 明日香出版社 336.49/MaT

200 ミス・失敗がこわくなくなる聴き方
日本能率協会マネジメントセ
ンター

336.49/MiS

201 ミス・失敗がこわくなくなるコミュニケーション
日本能率協会マネジメントセ
ンター

336.49/MiS

202 ミス・失敗がこわくなくなる話し方・敬語
日本能率協会マネジメントセ
ンター

336.49/MiS

203 ミス・失敗がこわくなくなるビジネスマナー
日本能率協会マネジメントセ
ンター

336.49/MiS

204 電話応対受け方・かけ方大事典 スピーキングエッセイ執筆監修 秀和システム 336.49/SuE

205 ファイナンス入門 改訂版(放送大学教材:1639552-1-1711) 齋藤正章, 阿部圭司著 放送大学教育振興会 336.8/SaM

206 財務諸表分析 第7版 桜井久勝著
中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

336.83/SaH
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207 現代の内部監査 齋藤　正章/蟹江　章 放送大学教育振興会 336.84/SaM

208 スタンダード管理会計 第2版 小林啓孝 [ほか] 著 東洋経済新報社 336.84/SuK

209 演習・英文会計 : 英和対照 上級・プロフェッショナル編 荒井崇, 松田潔昌著 中央経済社 336.9/EnE/2

210 はじめての英文会計 : 英文財務諸表の作成 深堀雅展著 ブックウェイ 336.9/FuM

211 英文会計が基礎からわかる本 清村英之著 同文舘出版 336.9/KiH

212 英文会計入門 第3版(ビジネス・ゼミナール) 小島義輝著 日本経済新聞社 336.9/KoY

213 海外ビジネスを変える英文会計 : 経営の判断力が身につく! 改訂版 木幡幸弘著
エヌ・エヌ・エー/キョーハン
ブックス (発売)

336.9/KoY

214 英文会計の基礎知識 増補改訂版 西山茂著 ジャパンタイムズ 336.9/NiS

215 財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法 第11版(有斐閣アルマ:Basic) 桜井久勝, 須田一幸著 有斐閣 336.9/SaH

216 英文会計のコミュニケーション 第2版 新日本有限責任監査法人編 同文舘出版 336.9/ShN

217 スタートガイド会計学 小栗崇資 [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/SuG

218 ゼロからはじめる英文会計入門 : イラスト&図解 第3版 建宮努著 中央経済社 336.9/TaT

219 BATIC・U.S.CPAのための英文会計入門 第2版 山下壽文著 同文舘出版 336.9/YaT

220 基本例文で学ぶ英文会計 山本貴啓著 税務経理協会 336.9/YaT

221 検定簿記講義 : 商業簿記 3級 平成29年度版 井上達雄, 染谷恭次郎編著 中央経済社 336.91//'17

222 検定簿記講義2級工業簿記 : 日本商工会議所主催簿記検定試験 平成29年度版 岡本清, 廣本敏郎編著
中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

336.91//'17

223 全経簿記能力検定試験公式テキスト 第2版 1級 原価計算・工業簿記 桑原知之編著/新田忠誓監修 ネットスクール出版本部 336.91//['17]

224 全経簿記能力検定試験公式テキスト 第3版 2級 商業簿記 桑原知之編著/新田忠誓監修
ネットスクール株式会社出版
本部

336.91//['17]

225 商業簿記 検定版第3版 3級(検定簿記ワークブック) 渡部裕亘, 片山覚, 北村敬子編著
中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

336.91//['17]

226 全経簿記能力検定試験公式問題集 第2版 1級 原価計算・工業簿記 桑原知之編著 ネットスクール出版本部 336.91//['17]

227 全経簿記能力検定試験公式問題集 第3版 2級 商業簿記 桑原知之編著/新田忠誓監修
ネットスクール株式会社出版
本部

336.91//['17]

228 無敵の簿記1級 : 簿記のTACが贈る受験応援本 第146回直前総まとめ 無敵の簿記編集部編 TAC出版事業部 336.91//['17]

229 全経簿記能力検定試験公式テキスト 第4版 1級 商業簿記・会計学 桑原知之編著/新田忠誓監修
ネットスクール株式会社出版
本部

336.91//['17]
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230 スッキリわかる日商簿記3級 第8版(スッキリわかるシリーズ) 滝澤ななみ著 TAC株式会社出版事業部 336.91//['17]

231 簿記概論(First stageシリーズ:商業・経済) 大塚宗春ほか著 実教出版 336.91/BoG

232 簿記の技法とシステム 第4版
上江洲由正, 大城建夫編著/鵜池幸雄 [ほ
か] 著

同文舘出版 336.91/UeY

233 はじめてまなぶ監査論 盛田良久, 百合野正博, 朴大栄編著
中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

336.97/HaM

234 FP技能検定3級過去問題集「学科試験」 2017年度版 FP技能検定対策研究会編 近代セールス社 338.079//'17

235 FinTech法務ガイド
片岡義広, 森下国彦編/河合健 [ほか] 編
集担当

商事法務 338.32/KaY

236 12人で「銀行」をつくってみた : 「いつでも、どこでも」、便利な日本初のネット銀行はこうしてできた。 岡田晴彦著
ダイヤモンド・ビジネス企画/
ダイヤモンド社 (発売)

338.61/JaN/O

237 フィンテック入門 : Finance & Technology(I/O books) 赤間世紀著 工学社 338/AkS

238 金融読本 第30版(読本シリーズ) 島村高嘉, 中島真志著 東洋経済新報社 338/ShT

239 おカネとどう向き合うか : 金融リテラシーを身に付ける「おカネの学校」 高橋元著
金融財政事情研究会/きんざい
(発売)

338/TaH

240 公共経済学で日本を考える 奥野信宏, 八木匡, 小川光編著
中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

341/KoK

241 日本国債の膨張と崩壊 : 日本の財政金融政策 代田純著 文眞堂 347.21/ShJ

242 地図でみる世界の地域格差 : 都市集中と地域発展の国際比較 2016年版 OECD編著/由井義通 [ほか] 訳 明石書店 350.9/OrE/'16

243 白書の白書 : 「政府白書」全33冊をこの一冊に凝縮 2017年版 木本書店・編集部編 木本書店 351/13/2017

244 日本の統計 2017 総理府統計局編 大蔵省印刷局 351/Som/'17

245 人口動態統計 平成27年 上巻 厚生省大臣官房統計情報部編 厚生統計協会 358.1/KoR/J-'15-1

246 援助要請と被援助志向性の心理学 : 困っていても助けを求められない人の理解と援助 水野治久監修/永井智 [ほか] 編 金子書房 361.4/EnY

247 エピソードでわかる社会心理学 : 恋愛関係・友人関係から学ぶ 谷口淳一 [ほか] 編著 北樹出版 361.4/EpW

248 人間関係ハンドブック 日本人間関係学会編 福村出版 361.4/NiN

249 痩せという身体の装い : 印象管理の視点から 鈴木公啓著 ナカニシヤ出版 361.4/SuT

250 電子メディア論 : 身体のメディア的変容(メディア叢書) 大澤真幸著 新曜社 361.453/OsM

251 アイスブレイクベスト50 : リラックスと集中を一瞬でつくる 第6版 青木将幸著 ほんの森出版 361.454/AoM

252 コミュニケーション実践トレーニング 杉原桂, 野呂幾久子, 橋本ゆかり著 ナカニシヤ出版 361.454/KoJ
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253 マンガでわかる!誰とでも15分以上会話がとぎれない!話し方
野口敏著/酒井だんごむしシナリオ/maki
作画

すばる舎 361.454/NoS

254 入門家族社会学 永田夏来, 松木洋人編 新泉社 361.63/NaN

255 ドキュメント日本会議(ちくま新書:1253) 藤生明著 筑摩書房 361.65/NiK/F

256 渋谷 : にぎわい空間を科学する(渋谷学叢書:5) 上山和雄編著 雄山閣 361.78/UeK

257 世界から格差がなくならない本当の理由(SB新書:384)
池上彰, 「池上彰緊急スペシャル!」制作
チーム著

SBクリエイティブ 361.8/IkA

258 入門・社会調査法 : 2ステップで基礎から学ぶ 第3版 轟亮, 杉野勇編 法律文化社 361.9/ToM

259 都道府県ランキング : 統計から読み解く vol.2 久保哲朗著 新建新聞社 361.91/KuT/2

260 基礎ゼミ社会学 工藤保則, 大山小夜, 笠井賢紀編 世界思想社 361/KiZ

261 現代社会論 : 社会的課題の分析と解決の方策 松野弘編著 ミネルヴァ書房 361/MaH

262 福祉政治史 : 格差に抗するデモクラシー 田中拓道著 勁草書房 364.02/TaT

263 はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ 第14版(有斐閣アルマ:Basic) 椋野美智子, 田中耕太郎著 有斐閣 364.021/MuM

264 #カリグラシ : 賃貸と団地、貸し借りのニュー哲学 OURS.KARIGURASHI MAGAZINE編 ぴあ株式会社関西支社 365.3/PiK

265 障害者雇用とディスアビリティ・マネジメント 二神恭一, 二神常爾, 二神枝保著
中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

366.28/ShK

266 外国人実習生「SNS相談室」より : ニッポン最暗黒労働事情 榑松佐一著 風媒社 366.29/KuS

267 同一労働同一賃金の衝撃 : 「働き方改革」のカギを握る新ルール 山田久著 日本経済新聞出版社 366.4/YaH

268 イクメンで行こう! : 育児も仕事も充実させる生き方 渥美由喜著 日本経済新聞出版社 366.7/AtN/I(1)

269 ハイスペック女子の憂鬱(新書y:307) 矢島新子著 洋泉社 367.1/YaS

270 愛する、愛される : デートDVをなくす・若者のためのレッスン7 増補版 山口のり子著 梨の木舎 367.2/YaN

271 東アジアの女性と仏教と文学(アジア遊学:207) 張龍妹, 小峯和明編 勉誠出版 367.22/ChR

272 学びを人生へつなげる家族心理学 土肥伊都子編著
保育出版社/教育情報出版 (販
売)

367.3/DoI

273 子供にしがみつく心理 : 大人になれない親たち 加藤諦三著 毎日新聞出版 367.3/KaT

274 日本の子連れ再婚家庭 : 再婚して幸せですか? 新川てるえ著 太郎次郎社エディタス 367.3/ShT

275 なぜ夫は何もしないのかなぜ妻は理由もなく怒るのか 高草木陽光著 左右社 367.3/TaH
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276 単身急増社会の希望 : 支え合う社会を構築するために 藤森克彦著 日本経済新聞出版社 367.4/FuK

277 逃げるは恥だが役に立つ 第1巻(講談社コミックスキス:911, 920, 924, 936, 954, 968, 984, 998, 1013) 海野つなみ著 講談社 367.4/UmT/N-1

278 逃げるは恥だが役に立つ 第2巻(講談社コミックスキス:911, 920, 924, 936, 954, 968, 984, 998, 1013) 海野つなみ著 講談社 367.4/UmT/N-2

279 逃げるは恥だが役に立つ 第3巻(講談社コミックスキス:911, 920, 924, 936, 954, 968, 984, 998, 1013) 海野つなみ著 講談社 367.4/UmT/N-3

280 逃げるは恥だが役に立つ 第4巻(講談社コミックスキス:911, 920, 924, 936, 954, 968, 984, 998, 1013) 海野つなみ著 講談社 367.4/UmT/N-4

281 逃げるは恥だが役に立つ 第5巻(講談社コミックスキス:911, 920, 924, 936, 954, 968, 984, 998, 1013) 海野つなみ著 講談社 367.4/UmT/N-5

282 逃げるは恥だが役に立つ 第6巻(講談社コミックスキス:911, 920, 924, 936, 954, 968, 984, 998, 1013) 海野つなみ著 講談社 367.4/UmT/N-6

283 逃げるは恥だが役に立つ 第7巻(講談社コミックスキス:911, 920, 924, 936, 954, 968, 984, 998, 1013) 海野つなみ著 講談社 367.4/UmT/N-7

284 逃げるは恥だが役に立つ 第8巻(講談社コミックスキス:911, 920, 924, 936, 954, 968, 984, 998, 1013) 海野つなみ著 講談社 367.4/UmT/N-8

285 逃げるは恥だが役に立つ 第9巻(講談社コミックスキス:911, 920, 924, 936, 954, 968, 984, 998, 1013) 海野つなみ著 講談社 367.4/UmT/N-9

286 13歳、「私」をなくした私 : 性暴力と生きることのリアル 山本潤著 朝日新聞出版 367.6/YaJ/Y

287 どうなってるんだろう?子どもの法律 : 一人で悩まないで! 山下敏雅, 渡辺雅之編著 高文研 367.6/YaT

288 教育とキャリア(格差の連鎖と若者:1)
石田浩編/東京大学社会科学研究所附属社
会調査・データアーカイブ研究センター

勁草書房 367.68/KaR/1

289 ライフデザインと希望(格差の連鎖と若者:3)
佐藤香編/東京大学社会科学研究所附属社
会調査・データアーカイブ研究センター

勁草書房 367.68/KaR/3

290 孤独死大国 : 予備軍1000万人時代のリアル 菅野久美子著 双葉社 367.75/KaK

291 ハタチまでに知っておきたい性のこと 第2版(シリーズ大学生の学びをつくる) 橋本紀子, 田代美江子, 関口久志編 大月書店 367.9/HaM

292 LGBTなんでも聞いてみよう : 中・高生が知りたいホントのところ QWRC, 徳永桂子著 子どもの未来社 367.9/QWR

293 トランスジェンダーの心理学 : 多様な性同一性の発達メカニズムと形成 佐々木掌子著 晃洋書房 367.98/SaS

294 貧困クライシス : 国民総「最底辺」社会 藤田孝典著 毎日新聞出版 368.2/FuT

295 非行・犯罪の心理臨床(こころの科学叢書) 藤岡淳子著 日本評論社 368.71/FuJ

296 現代社会と福祉 改訂第8版(社会福祉学習双書 2017:第1巻. 社会福祉概論:1) 『社会福祉学習双書』編集委員会編 全国社会福祉協議会 369.08/ZeS/'17-1

297 保育福祉小六法 2017年版 小六法編集委員会編集 みらい 369.12/HoF/'17

298 ミネルヴァ社会福祉六法 2017 : 平成29年版 ミネルヴァ書房編集部編 ミネルヴァ書房 369.12/MiS/'17
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299 ひとりぽっちをつくらない : コミュニティソーシャルワーカーの仕事 勝部麗子著 全国社会福祉協議会 369.17/KaR

300 家族に介護が必要な人がいます : 親の入院・介護のときに開く本 西岡修著/吉野槇一監修 朝日新聞出版 369.26/NiO

301 障害者総合支援法がよ〜くわかる本 第4版(How-nual図解入門. ビジネス) 福祉行政法令研究会著 秀和システム 369.27/FuG

302 障害者グループホームと世話人 : 言葉と支援とが出会う風景の中で 宮本秀樹著 生活書院 369.27/MiH

303 おしゃべりな足指 : 障がい母さんのラブレター 小山内美智子著 中央法規出版 369.27/OsM/O

304 図説よくわかる障害者総合支援法 第2版 坂本洋一著 中央法規出版 369.27/SaY

305 改正発達障害者支援法の解説 : 正しい理解と支援の拡大を目指して 発達障害の支援を考える議員連盟編著 ぎょうせい 369.28/HaS

306 災害ボランティア入門(合同ブックレット:11)
ピースボート災害ボランティアセンター
編

合同出版 369.3/PiS

307 大避難 何が生死を分けるのか : スーパー台風から南海トラフ地震まで(NHK出版新書:512) 島川英介, NHKスペシャル取材班著 NHK出版 369.3/ShE

308 東日本大震災"あの日"そして6年 : 記憶・生きる・未来 倉又光顕写真・文 彩流社 369.31/HiD/K

309 熊本地震2016の記憶 岩岡中正, 高峰武編 弦書房 369.31/KuJ/I

310 帰国者九万三千余名最後の別れ : 写真で綴る北朝鮮帰国事業の記録 小島晴則編 三浦小太郎/高木書房 (発売) 369.37/KoH

311 ベト・ドクと考える世界平和 : 今あえて戦争と障がい者について 尾崎望, 藤本文朗編著 新日本出版社 369.37/OzN

312 実践家庭支援論 第3版 松本園子 [ほか] 著 ななみ書房 369.4/JiK

313 施設型事業・地域型保育事業(子ども・子育て支援シリーズ:第1巻) 今井豊彦, 溝口義朗編集代表 ぎょうせい 369.4/KoK/1

314 拡がる地域子育て支援(子ども・子育て支援シリーズ:第2巻) 佐藤純子編集代表 ぎょうせい 369.4/KoK/2

315 子ども・子育て支援と社会づくり(子ども・子育て支援シリーズ:第3巻) 久保健太編集代表 ぎょうせい 369.4/KoK/3

316 子ども家庭福祉(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:1) 伊藤嘉余子, 澁谷昌史編著 ミネルヴァ書房 369.4/MiH/1

317 保育士をめざす人の家庭支援 改訂
白幡久美子執筆・編/赤瀬川修 [ほか] 執
筆

みらい 369.4/ShK

318 虐待を受けた子どもが住む「心の世界」 : 養育の難しい里子を抱える里親たち 深谷昌志, 深谷和子, 青葉紘宇著 福村出版 369.43/GyU

319 保育と社会的養護原理 第2版(学ぶ・わかる・みえるシリーズ保育と現代社会) 大竹智, 山田利子編集 みらい 369.43/OtS

320 社会的養護内容演習
安藤和彦, 石田慎二, 山川宏和編/尾崎剛
志 [ほか] 共著

建帛社 369.43/ShY

321 児童相談所一時保護所の子どもと支援 : 子どもへのケアから行政評価まで 和田一郎編著 明石書店 369.43/WaI
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322 教育福祉学の挑戦 関川芳孝, 山中京子, 中谷奈津子編 せせらぎ出版 369/KyF

323 社会福祉概論 : その基礎学習のために 6訂版 西村昇, 日開野博, 山下正國編著 中央法規出版 369/ShF

324 現代福祉学概論 改訂版 杉山博昭編著 時潮社 369/SuH

325 学び合う教室 : 金森学級と日本の世界教育遺産(角川新書:[K-133]) 金森俊朗, 辻直人[著] KADOKAWA 370.4/KaT

326 あなたと創る教育心理学 : 新しい教育課題にどう応えるか 羽野ゆつ子, 倉盛美穂子, 梶井芳明編 ナカニシヤ出版 371.4/AnT

327 発達・学習の心理学 : 教職ベーシック 改訂版 柏崎秀子編著 北樹出版 371.4/KaH

328 育ちを支える教育心理学 : educational psychology 谷口明子, 廣瀬英子編著 学文社 371.4/TaA

329 アクティブラーニングのための心理学 : 教室実践を支える構成主義と社会的学習理論
アラン・プリチャード, ジョン・ウー
ラード著/田中俊也訳

北大路書房 371.41/PrA

330 教師のたまごのための教育相談 改訂版(教師のたまご応援ブックス) 会沢信彦, 安齊順子編著 北樹出版 371.43/AiN

331 世界子ども学大事典 ポーラ・S・ファス編 原書房 371.45/FaP

332 市民とともに歩み続けるコミュニティ・スクール : 「社会に開かれた教育課程」の推進
春日市教育委員会, 春日市立小中学校編
著

ぎょうせい 372.191/KaK

333 教育の危機 : 現代の教育問題をグローバルに問い直す P. カロギアナキス [ほか] 編著 東洋館出版社 372/KyK

334 世界の学校体系(教育調査:第152集) 文部科学省生涯学習政策局 [編] ぎょうせい 372/MoK

335 新・教育の制度と経営 新訂版
本図愛実, 末冨芳編著/阿内春生 [ほか執
筆]

学事出版 373.1/HoM

336 大学への教育投資と世代間所得移転 : 奨学金は救世主か 樋口美雄, 萩原里紗編著 勁草書房 373.4/HiY

337 奨学金が日本を滅ぼす(朝日新書:604) 大内裕和著 朝日新聞出版 373.4/OuH

338 養護教諭試験 [2018年度版](教員採用どこでも!) 次世代教育研究会編著 一ツ橋書店 373.7//'18

339 教員採用試験面接試験場面指導の必修テーマ100 2018年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'18

340 リアルから迫る教員採用小論文・面接 2018年度版 吉岡友治著 実務教育出版 373.7//'18

341 教員採用試験差がつく論文の書き方 2018年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'18

342 教員採用試験速攻の教育時事 2018年度試験完全対応 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'18

343 教員採用試験面接試験の攻略ポイント 2018年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'18

344 テキスト中等教育実習「事前・事後指導」 : 教育実習で成長するために 土井進著 ジダイ社 373.7/DoS
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345 世界最高の学級経営 : 成果を上げる教師になるために
ハリー・ウォン, ローズマリー・ウォン
著/稲垣みどり訳

東洋館出版社 374.1/WoH

346 2年生のクラスをまとめる51のコツ 安次嶺隆幸著 東洋館出版社 374.12/AjT

347 日本一ハッピーなクラスのつくり方 金大竜著 明治図書出版 374.12/KiT

348 近代大阪の小学校建築史 川島智生著 大阪大学出版会 374.7/KaT

349 「つながり」を生かした学校づくり 志水宏吉, 若槻健編 東洋館出版社 374/ShK

350 小学校学習指導要領 : 全文と改訂のピンポイント解説 平成29年版 安彦忠彦編 明治図書出版 375.1/AbT/'17

351 学びをデザインする子どもたち : 子どもが主体的に学び続ける授業
秋田喜代美, 和歌山大学教育学部附属小
学校著

東洋館出版社 375.1/AkK

352 教育実践の基本(はじめに子どもありき) 平野朝久著 東洋館出版社 375.1/HiT

353 高学年担任必読!小学校で育てる!60のチカラ 石川晋, 南惠介著 フォーラム・A 375.1/IsS

354 理想の授業づくり 上條晴夫著 ナカニシヤ出版 375.1/KaH

355 ハッピー先生のとっておき授業レシピ 金大竜著 明治図書出版 375.1/KiT

356 中教審答申解説 : 「社会に開かれた教育課程」で育む資質・能力 2017
無藤隆, 『新教育課程ライブラリ』編集
部編

ぎょうせい 375.1/MuT

357 アクティブな学びを創る授業改革 : 子供が生きる主体的・協働的な学習 西留安雄著 ぎょうせい 375.1/NiY

358 中学校学習指導要領 : 全文と改訂のピンポイント解説 平成29年版 大杉昭英編 明治図書出版 375.1/OsA/'17

359 教育現場の「コンピテンシー評価」 : 「見えない能力」の評価を考える 渡部信一編著 ナカニシヤ出版 375.1/WaS

360 教育の場で「説明する」ためのパソコン術 宇多賢治郎著 学文社 375.199/UdK

361 学習指導要領改訂のポイント小学校・中学校社会 : 『社会科教育』PLUS 平成29年版 『社会科教育』編集部編 明治図書出版 375.3/MeT/'17

362 環境教育指導資料 中学校編
国立教育政策研究所教育課程研究セン
ター [著]

東洋館出版社 375.31/KoK/K-3

363 学習指導要領改訂のポイント小学校・中学校特別の教科道徳 : 『道徳教育』PLUS 平成29年版 永田繁雄監修 : 『道徳教育』編集部編 明治図書出版 375.35/MeT/'17

364 算数科内容論×算数科指導法 : 平成29年版学習指導要領に対応する算数科問題解決学習 橋本隆公著 東洋館出版社 375.412/HaT

365 学習指導要領改訂のポイント小学校算数 : 『授業力&学級経営力』PLUS 平成29年版 『授業力&学級経営力』編集部編 明治図書出版 375.412/MeT/'17

366 理科授業をデザインする理論とその展開 : 自律的に学ぶ子どもを育てる 森本信也編著 東洋館出版社 375.42/MoS

367 小学校・中学校体育・保健体育 : 『楽しい体育の授業』PLUS 平成29年版(学習指導要領改訂のポイント) 『楽しい体育の授業』編集部編 明治図書出版 375.49/MeT/'17
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368 小学校家庭科の授業をつくる : 理論・実践の基礎知識 中西雪夫, 小林久美, 貴志倫子共編 学術図書出版社 375.52/ShK

369 学習指導要領改訂のポイント小学校・中学校国語 : 『国語教育』PLUS 平成29年版 『国語教育』編集部編 明治図書出版 375.8/MeT/'17

370 他者と共に「物語」を読むという行為 濵田秀行著 風間書房 375.85/HaH

371 はじめての小学校英語 : 授業がグッとアクティブになる!活動アイデア 江尻寛正著 明治図書出版 375.8932/EjH

372 小学校の先生のためのClassroom English : その「ひとこと」が言いたかった! 山田暢彦[著] 東洋館出版社 375.8932/YaN

373 中教審答申を読む 1(新教育課程ライブラリ:2. vol.1-2) ぎょうせい編 ぎょうせい 375/Gyo/2-1

374 中教審答申を読む 2(新教育課程ライブラリ:2. vol.1-2) ぎょうせい編 ぎょうせい 375/Gyo/2-2

375 「深い学び」を深く考える(新教育課程ライブラリ:2. vol.3) ぎょうせい編 ぎょうせい 375/Gyo/2-3

376 三つの資質・能力から考えるこれからの学校経営(新教育課程ライブラリ:2. vol.4) ぎょうせい編 ぎょうせい 375/Gyo/2-4

377 子どもが学びに夢中になる授業プラン : 「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:10) 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/10

378 学びをつなぐカリキュラムへの挑戦(兵教大附属小「授業実践の窓」叢書:6) 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/6

379 新たなカリキュラム像の提案(兵教大附属小「授業実践の窓」叢書:7) 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/7

380 感動の運動会を創る : うれしのカーニバルの企画運営・指導のすべて(兵教大附属小「授業実践の窓」叢書:8) 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/8

381 『学び合い』で始めるカリキュラム・マネジメント 学力向上編 西川純編著 東洋館出版社 375/NiJ/1

382 カリキュラム・マネジメント入門 田村学編著 東洋館出版社 375/TaM

383 幼小接続期の家族・園・学校 小玉亮子編著 東洋館出版社 376.1/KoR

384 幼児理解 大沢裕編著 一藝社 376.1/OsH

385 幼稚園教育実習(コンパクト版保育者養成シリーズ) 谷田貝公昭, 高橋弥生編著 一藝社 376.1/YaM

386 教育・保育の原理 : 幼稚園・保育所・認定こども園の文化をはぐくむために 余公敏子著 光生館 376.1/YoT

387 保育者のたまごのための発達心理学 第3版(保育者のたまご応援ブックス) 藤枝静暁, 安齊順子編著 北樹出版 376.11/FuS

388 子どもの気質・パーソナリティの発達心理学 水野里恵著 金子書房 376.11/MiR

389 保育士資格・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) 保育問題検討委員会編 大阪教育図書 376.14//'18

390 保育士幼稚園教諭採用試験問題集 2018年度版 保育士試験研究会編 実務教育出版 376.14//'18
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391 コンパス保育内容言葉 内藤知美, 新井美保子編著 建帛社 376.158/NaT

392 看護学部・保健医療学部(なるにはBooks. 大学学部調べ) 松井大助著 ぺりかん社 376.87

393 受験学力(集英社新書:0875E) 和田秀樹著 集英社 376.87/WaH

394 課題解決型授業への挑戦 : プロジェクト・ベースト・ラーニングの実践と評価 伊吹勇亮, 木原麻子編著 ナカニシヤ出版 377.15/IbY

395 アクティブラーニングを創るまなびのコミュニティ : 大学教育を変える教育サロンの挑戦 池田輝政, 松本浩司編 ナカニシヤ出版 377.15/IkT

396 実践日本語表現 : 短大生・大学1年生のためのハンドブック 松浦照子編/入口愛 [ほか] 執筆 ナカニシヤ出版 377.15/MaT

397 アクティブラーニング型授業としての反転授業 理論編 森朋子, 溝上慎一編 ナカニシヤ出版 377.15/MoT/1

398 アクティブラーニング型授業としての反転授業 実践編 森朋子, 溝上慎一編 ナカニシヤ出版 377.15/MoT/2

399 身体と教養 : 身体と向き合うアクティブ・ラーニングの探求 山本敦久編 ナカニシヤ出版 377.15/YaA

400 かかわりを拓くアクティブ・ラーニング : 共生への基盤づくりに向けて 山地弘起編著/岡田二郎 [ほか] 著 ナカニシヤ出版 377.15/YaH

401 大学ランキング 2018年版 週刊朝日編 朝日新聞社 377.21//'18

402 教えて!学長先生 : 近大学長「常識破りの大学解体新書」(中公新書ラクレ:579) 塩崎均著 中央公論新社 377.28/KiD/S

403 大学生からはじめる社会人基礎力トレーニング 唐沢明著 丸善出版 377.9/KaA

404 若者たちの食卓 : 自己、家族、格差、そして社会 外山紀子, 長谷川智子, 佐藤康一郎編著 ナカニシヤ出版 377.9/WaT

405 3年で退職しないための就活読本 : ケースで学ぶ 三好秀和, 佐々木一雄著 同友館 377.95/MiH

406 日本手話とろう教育 : 日本語能力主義をこえて クァク・ジョンナン著 生活書院 378.2/KuJ

407 知的障害教育におけるアクティブ・ラーニング 武富博文, 松見和樹編著 東洋館出版社 378.6/TaH

408 生活単元学習春夏秋冬 全日本特別支援教育研究連盟編 東洋館出版社 378.6/ZeT

409 アスペルガー症候群の大学生 : 教職員・支援者・親のためのガイドブック
ロレーヌ・E.ウォルフ, ジェーン・ティ
アーフェルド・ブラウン, G.ルース・ク

日本評論社 378.8/AsS

410 気になる子もみんないきいき保育 : ここからはじめよう、幼稚園の特別支援教育 星山麻木, 武蔵野幼稚園著 河出書房新社 378.8/HoA

411 子どものための発達トレーニング(PHP新書:1094) 岡田尊司著 PHP研究所 378.8/OkT

412 発達障害のある子/ない子の学校適応・不登校対応(ハンディシリーズ発達障害支援・特別支援教育ナビ) 小野昌彦編著/小野昌彦 [ほか著] 金子書房 378.8/OnM

413 アスペルガー症候群 (高機能自閉症) の子どもを育てる本 家庭編(健康ライブラリー : イラスト版) 佐々木正美監修 講談社 378.8/SaM/2

18



2017年5月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

414 感情への自然主義的アプローチ : 自閉症スペクトラムへの発達支援 須田治著 金子書房 378.8/SuO

415 学習指導要領改訂のポイント特別支援学校 : 『特別支援教育の実践情報』PLUS 平成29年版
宮崎英憲監修/『特別支援教育の実践情
報』編集部, 横倉久編

明治図書出版 378/MeT/'17

416 学習指導要領改訂のポイント通常の学級の特別支援教育 : 『LD,ADHD&ASD』PLUS 平成29年版
上野一彦監修/『LD,ADHD&ASD』編集部,
笹森洋樹編

明治図書出版 378/MeT/'17

417 合理的配慮をつなぐ個別移行支援カルテ 坂本裕編著 明治図書出版 378/SaY

418 たし算・ひき算(ステップアップ算数文章題イメージトレーニングワークシート:1) かもがわ出版 378/YaM/1

419 かけ算・わり算(ステップアップ算数文章題イメージトレーニングワークシート:2) かもがわ出版 378/YaM/2

420 応用問題(ステップアップ算数文章題イメージトレーニングワークシート:3) かもがわ出版 378/YaM/3

421 家庭教育は誰のもの? : 家庭教育支援法はなぜ問題か(岩波ブックレット:No. 965) 木村涼子著 岩波書店 379.9/KiR

422 子どもの心の育てかた 佐々木正美著 河出書房新社 379.9/SaM

423 生涯学習論入門 改訂版 今西幸蔵著 法律文化社 379/ImK

424 創る×まち 育てる×ひと : 地域創造と大学 長崎県立大学編集委員会編 長崎新聞社 379/NaK

425 くらべる時代 : 昭和と平成 おかべたかし文/山出高士写真 東京書籍 382.1/OkT

426 神楽が伝える古事記の真相 : 秘められた縄文の記憶(廣済堂新書:075) 高見乾司著 廣済堂出版 386.8196/TaK

427 スノーデン、監視社会の恐怖を語る : 独占インタビュー全記録 小笠原みどり著 毎日新聞出版 391.6/SnE/O

428 戦場に行く犬 : アメリカの軍用犬とハンドラーの絆 マリア・グッダヴェイジ著/櫻井英里子訳 晶文社 395.8/GoM

429 ヘンな生き物がいっぱい!(新潮文庫:10650, ひ-11-25. たけしの面白科学者図鑑) ビートたけし著 新潮社 402.106/BiT

430 人間と自然環境の世界誌 : 知の融合への試み(SI Libretto:007) 井上幸孝, 佐藤暢編 専修大学出版局 404/InY

431 生命・人間・経済学 : 科学者の疑義 宇沢弘文, 渡辺格著 日本経済新聞出版社 404/UzH

432 創造的人間(角川文庫:20175) 湯川秀樹 [著] KADOKAWA 404/YuH

433 大英自然史博物館の《至宝》(トレジャーズ)250 大英自然史博物館編/武井摩利訳 創元社 406.9/BrM/B

434 アドバンストリテラシー : ドキュメント作成の考え方から実践まで(未来へつなぐデジタルシリーズ:35) 奥田隆史 [ほか] 著 共立出版 407/AdR

435 通じる!科学英語論文・ライティングのコツ 尾鍋智子著 大阪大学出版会 407/OnT

436 自閉症の世界 : 多様性に満ちた内面の真実(ブルーバックス:B-2014)
スティーブ・シルバーマン著/正高信男,
入口真夕子訳

講談社 408/11/2014
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437 三つの石で地球がわかる : 岩石がひもとくこの星のなりたち(ブルーバックス:B-2015) 藤岡換太郎著 講談社 408/11/2015

438 お茶の科学 : 「色・香り・味」 を生み出す茶葉のひみつ(ブルーバックス:B-2016) 大森正司著 講談社 408/11/2016

439 人はどのように鉄を作ってきたか : 4000年の歴史と製鉄の原理(ブルーバックス:B-2017) 永田和宏著 講談社 408/11/2017

440 オノマトペの謎 : ピカチュウからモフモフまで(岩波科学ライブラリー:261) 窪薗晴夫編 岩波書店 408/14/261

441 ケースで身につく統計学 : statistics 第2版 張南著
中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

417/ChN

442 ゼロからはじめる統計モデリング 堀裕亮著 ナカニシヤ出版 417/HoY

443 データ分析の力 : 因果関係に迫る思考法(光文社新書:878) 伊藤公一朗著 光文社 417/ItK

444 経済・経営統計入門 第4版 稲葉三男, 稲葉敏夫, 稲葉和夫著 共立出版 417/KeK

445 プロ野球でわかる!はじめての統計学 佐藤文彦著 技術評論社 417/SaF

446 視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録 改訂版 数研出版編集部編 数研出版 420/SuS

447 視覚でとらえるフォトサイエンス化学図録 3訂版 数研出版編集部編 数研出版 430/SuS

448 宇宙には、だれかいますか? : 科学者18人にお尋ねします。 佐藤勝彦監修/縣秀彦編集 河出書房新社 440.4/AgH

449 初歩からの宇宙の科学(放送大学教材:1760084-1-1711) 吉岡一男著 放送大学教育振興会 440/YoK

450 自然地理学 : 地球環境の過去・現在・未来 第5版 松原彰子著 慶應義塾大学出版会 450/MaA

451 視覚でとらえるフォトサイエンス地学図録 数研出版編集部編 数研出版 450/SuS

452 視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録 3訂版 数研出版編集部編 数研出版 460/SuS

453 外来種のウソ・ホントを科学する ケン・トムソン著/屋代通子訳 築地書館 468/ThK

454 世界植物記 アフリカ・南アメリカ編 木原浩著 平凡社 472/KiH/1

455 世界植物記 アジア・オセアニア編 木原浩著 平凡社 472/KiH/2

456 まちぶせるクモ : 網上の10秒間の攻防(共立スマートセレクション:14) 中田兼介著/辻和希コーディネーター 共立出版 485.73/NaK

457 珍奇な昆虫 : オールカラー版(光文社新書:867) 山口進著 光文社 486/YaS

458 生命倫理学入門 第4版(哲学教科書シリーズ) 今井道夫著 産業図書 490.15/ImM

459 毛の人類史 : なぜ人には毛が必要なのか(ヒストリカル・スタディーズ:18) カート・ステン著/藤井美佐子訳 太田出版 491.185/StK
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460 人はどうして老いるのか : 遺伝子のたくらみ(朝日文庫) 日高敏隆著 朝日新聞出版 491.358/HiT

461 脳はなぜ都合よく記憶するのか : 記憶科学が教える脳と人間の不思議 ジュリア・ショウ著/服部由美訳 講談社 491.371/ShJ

462 からだの中の化学 立屋敷哲著 丸善出版 491.4/TaS

463 まんが人体の不思議(ちくま新書:1256) 茨木保著 筑摩書房 491/IbT

464 リラクセーション反応
ハーバート・ベンソン, ミリアム・Z.ク
リッパー著/中尾睦宏, 熊野宏昭, 久保木

星和書店 493.49/BeH

465
ADHDタイプの大人のための時間管理ワークブック : なぜか「間に合わない」「時間に遅れる」「約束を忘れる」と悩
んでいませんか

中島美鈴, 稲田尚子著 星和書店 493.73/NaM

466 ADHDでよかった(新潮新書:702) 立入勝義著 新潮社 493.73/TaK

467 身体はトラウマを記録する : 脳・心・体のつながりと回復のための手法
ベッセル・ヴァン・デア・コーク著/柴田
裕之訳

紀伊國屋書店 493.74/VaB

468 発達障害(文春新書:1123) 岩波明著 文藝春秋 493.76/IwA

469 良心をもたない人たち(草思社文庫:[ス-1-1]) マーサ・スタウト著/木村博江訳 草思社 493.76/StM

470 うつヌケ : うつトンネルを抜けた人たち 田中圭一著 KADOKAWA 493.764/TaK

471 子どものこころの診療ハンドブック(日本総合病院精神医学会治療指針:7)
日本総合病院精神医学会児童・青年期委
員会編集

星和書店 493.937/NiS

472 自閉症は津軽弁を話さない : 自閉スペクトラム症のことばの謎を読み解く 松本敏治著 福村出版 493.9375/MaT

473 免疫革命 がんが消える日(日経プレミアシリーズ:331) 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 494.53/NiK

474 精神科医が教える「怒り」を消す技術(集英社文庫:ひ30-5) 備瀬哲弘著 集英社 498.39/BiT

475 人はこうして「食べる」を学ぶ ビー・ウィルソン著/堤理華訳 原書房 498.5/WiB

476 カリカリベーコンはどうして美味しいにおいなの? : 食べ物・飲み物にまつわるカガクのギモン
Andy Brunning [著]/高橋秀依, 夏苅英昭
訳

化学同人 498.53/BrA

477 行ってはいけない外食(知的生きかた文庫:[み29-1]) 南清貴著 三笠書房 498.54/MiK

478 図解子どもの保健 第2版 1(新時代の保育双書) 服部右子, 大森正英編/駒田聡子[ほか著] みらい 498.7/HaY/1

479 子どもの保健 新版 1 佐藤益子, 中根淳子編著 ななみ書房 498.7/SaM/1

480 子どもの保健 新版 2 佐藤益子, 中根淳子編著 ななみ書房 498.7/SaM/2

481 ストレスとともに働く : 事例から考えるこころの健康づくり 岩崎久志著 晃洋書房 498.8/IwH

482 死体格差 : 解剖台の上の「声なき声」より 西尾元著 双葉社 498.9/NiH
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483 植物はなぜ薬を作るのか(文春新書:1119) 斉藤和季著 文藝春秋 499.87/SaK

484 知的財産法入門 第2版 茶園成樹編 有斐閣 507.2/ChS

485 都市の計画と設計 第3版 宇於崎勝也 [ほか] 著 共立出版 518.8/ToK

486 越境大気汚染の比較政治学 : 欧州、北米、東アジア 高橋若菜著 千倉書房 519.3/TaW

487 環境問題のとらえ方と解決方法(放送大学教材:1730045-1-1711) 岡田光正, 藤江幸一編著 放送大学教育振興会 519/OkM

488 保育施設(建築設計テキスト)
山田あすか, 藤田大輔著/建築設計テキス
ト編集委員会編

彰国社 526.36/HoS

489 国鉄蒸気機関車 最終章 對馬好一, 橋本一朗著 洋泉社 536.1/TsY

490 シャープの中からの風景 : シャープ社員がブログに綴った3年間 元シャープ社員A著 宝島社 540.67/Sha/M

491 東芝消滅 今沢真著 毎日新聞出版 540.67/Tos/I

492 海外メディアが報じる真実(世界が見た福島原発災害:[1]) 大沼安史著 緑風出版 543.5/FuD/O

493 死の灰の下で(世界が見た福島原発災害:2) 大沼安史著 緑風出版 543.5/FuD/O-2

494 アウト・オブ・コントロール(世界が見た福島原発災害:4) 大沼安史著 緑風出版 543.5/FuD/O-4

495 フクシマ・フォーエバー(世界が見た福島原発災害:5) 大沼安史著 緑風出版 543.5/FuD/O-5

496 電卓四兄弟 : カシオ「創造」の60年 樫尾幸雄著/佐々木達也聞き手 中央公論新社 549.09/KaK/K

497 セガvs.任天堂 : ゲームの未来を変えた覇権戦争 上 ブレイク・J・ハリス著/仲達志訳 早川書房 589.77/Seg/H-1

498 セガvs.任天堂 : ゲームの未来を変えた覇権戦争 下 ブレイク・J・ハリス著/仲達志訳 早川書房 589.77/Seg/H-2

499 子育てに効くマインドフルネス : 親が変わり、子どもも変わる(光文社新書:880) 山口創著 光文社 599/YaH

500 アジア産業論 : 経済の高度化と統合(放送大学教材:1639510-1-1711) 河合明宣, 朽木昭文編著 放送大学教育振興会 602.2/KaA

501 猫の日本史(歴史新書) 桐野作人編著 洋泉社 645.7/KiS

502 遠山顕の職場で使えるフレーズ集 : NHKラジオ英会話 遠山顕著 NHK出版 670.93/ToK

503 「あ、それ欲しい!」と思わせる広告コピーのことば辞典 飯田朝子著
日経BP社/日経BPマーケティン
グ (発売)

674.35/IiA

504 築地市場の豊洲移転?(マイブックレット:No.29) 畑明郎編/宇都宮健児 [ほか] 執筆 本の泉社 675.5/ToC/H

505 1からのグローバル・マーケティング 小田部正明, 栗木契, 太田一樹編著
碩学舎/中央経済グループパブ
リッシング (発売)

675/IcG
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506 マンガでやさしくわかる貿易実務 輸入編
片山立志著/葛城かえでシナリオ制作/大
舞キリコ作画

日本能率協会マネジメントセ
ンター

678.4/KaT/1

507 交通心理学 改訂版(放送大学教材:1529234-1-1711) 蓮花一己, 向井希宏著 放送大学教育振興会 681.3/ReK

508 物流ビジネスと輸送技術 改訂版(交通論おもしろゼミナール:6) 澤喜司郎著 成山堂書店 681.6/SaK

509 「青春18きっぷ」ポスター紀行 込山富秀著 講談社 686.21/KoT

510 的確に伝わる!ホテルの英会話
ホテルオークラ東京監修/タマラ・シェ
レール語学監修

ナツメ社 689.8/HoO

511 基本観光学 岸真清 [ほか] 著 東海大学出版部 689/KiK

512 「ミヤネ屋」の秘密 : 大阪発の報道番組が全国人気になった理由(講談社+α新書:759-1C) 春川正明 [著] 講談社 699.64/HaM

513 ジャポニスムと近代の日本 東田雅博著 山川出版社 702.06/ToM

514 無形民俗文化財が被災するということ : 東日本大震災と宮城県沿岸部地域社会の民俗誌 高倉浩樹, 滝澤克彦編 新泉社 709.123/TaH

515 アート・プロデュース概論 : 経営と芸術の融合 境新一著
中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

709/SaS

516 絵巻で読む源氏物語 : 毛利博物館所蔵「源氏物語絵巻」 龍澤彩編著 三弥井書店 721.2/GeM/R

517 ボイマンス美術館所蔵ブリューゲル「バベルの塔」展公式ガイドブック(AERA MOOK) 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 723.359/BrP

518 "天才"を売る : 心と市場をつかまえるマンガ編集者 堀田純司著 KADOKAWA 726.101/HoJ

519 原点 : 戦争を描く、人間を描く 安彦良和, 斉藤光政著 岩波書店 726.101/YaY/Y

520 呉昌碩篆刻字典 増補第3版 伏見冲敬編 雄山閣 739/GoS/F

521 音楽と美術のあいだ 大友良英著 フィルムアート社 760.4/OtY

522 音楽芸術マネジメント 第8号 (2016)
日本音楽芸術マネジメント学会編集委員
会編

日本音楽芸術マネジメント学
会/水曜社 (発売)

760.69/NiO/8

523 「チェルニー30番」の秘密 : 練習曲は進化する 上田泰史著 春秋社 763.2/CzK/U

524 ラップは何を映しているのか : 「日本語ラップ」から「トランプ後の世界」まで 大和田俊之, 磯部涼, 吉田雅史著 毎日新聞出版 767.8/RaN

525 ボブ・ディランに吹かれて : 春樹、ランボーと聴く詩 鈴村和成著 彩流社 767.8/SuK

526 文楽・六代豊竹呂太夫 : 五感のかなたへ 六代豊竹呂太夫, 片山剛著 創元社 768.5/ToR/T

527 それが映画をダメにする : 「映画」に学ぶ「映画」のこと 前田有一著 玄光社 778/MaY

528 映画は文学をあきらめない : ひとつの物語からもうひとつの物語へ 宮脇俊文編 水曜社 778/MiT
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529 落語国の人びと(江戸落語図鑑:3) 芙蓉書房出版 779.13/IiY/3

530 どうらく息子 第17集(ビッグコミックススペシャル:Big comic original) 尾瀬あきら著/柳家三三落語監修 小学館 779.13/OzA/D-17

531 浪花節流動する語り芸 : 演者と聴衆の近代 真鍋昌賢著 せりか書房 779.15/MaM

532 健康・スポーツ科学研究(放送大学大学院教材:8910723-1-1711. 生活健康科学プログラム) 関根紀子編著 放送大学教育振興会 780.193/SeN

533 怪魚を釣る(インターナショナル新書:006) 小塚拓矢著
集英社インターナショナル/集
英社 (発売)

787.1/KoT

534 勝ちきる頭脳 井山裕太著 幻冬舎 795/IyY/I

535 Formulaic language : pushing the boundaries : pbk(Oxford applied linguistics) Alison Wray Oxford University Press 801.04/WrA

536 その他の外国語エトセトラ(ちくま文庫:[く-26-2]) 黒田龍之助著 筑摩書房 804.9/KuR

537 知的技法としてのコミュニケーション : 「話す力」は「生きる力」
児島建次郎編著/山田匡一, 寺西裕一, 都
築由美著

ミネルヴァ書房 809.2/KoK

538 大人の語彙力が面白いほど身につく本 : 使いたい時にすぐ出てくる!(青春新書PLAY BOOKS:P-1080) 話題の達人倶楽部編 青春出版社 810.4/WaT

539 上代日本語の音韻 早田輝洋著 岩波書店 811.1/HaT

540 間違いやすい漢字正しいのはどっち? : 知らないと恥をかく 秋月三郎著 大和出版 811.2/AkS

541 漢和辞典的に申しますと。(文春文庫:[え-16-1]) 円満字二郎著 文藝春秋 811.2/EnJ

542 文論序説(ひつじ研究叢書:言語編第144巻) 大木一夫著 ひつじ書房 815.1/OkK

543 山口県のことば(日本のことばシリーズ:35) 有元光彦編/平山輝男 [ほか] 編集委員 明治書院 818/MeS/N-35

544 方言萌え!? : ヴァーチャル方言を読み解く(岩波ジュニア新書:845) 田中ゆかり著 岩波書店 818/TaY

545 ミニマムで学ぶ韓国語のことわざ 鄭芝淑著 クレス出版 829.14/ChJ

546 アイヌ語の文構造 : 深層構造から表層構造へ 酒井優子著 リーベル出版 829.2/SaY

547 コーパスと英文法・語法(英語コーパス研究シリーズ:4) 深谷輝彦, 滝沢直宏編 ひつじ書房 830.7/EiK/4

548 一生モノの英語力を身につけるたったひとつの学習法(講談社+α新書:760-1C) 澤井康佑[著] 講談社 830.7/SaK

549 外国語習得に成功する学習プロセス : 留学することなく身につけるために 吉田ひと美著 大阪大学出版会 830.7/YoH

550 英検準1級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2017年度版 [旺文社] 830.79//'17

551 英検2級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2017年度版 [旺文社] 830.79//'17
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552 英検1級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2017年度版 [旺文社] 830.79//'17

553 英検準2級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2017年度版 [旺文社] 830.79//'17

554 はじめて受けるTOEIC L&Rテストパーフェクト攻略 : 新形式問題対応 松野守峰, 根岸進共著 桐原書店 830.79/MaS

555 めざせ!600カサブランカ : Boost your skills for the TOEIC test with Casablanca(名作映画でTOEIC) Kay Nakago [ほか] 著 英宝社 830.79/MeR

556 はじめて受けるTOEIC L&Rテストパーフェクト問題集 : 新形式問題対応 根岸進著 桐原書店 830.79/NeS

557 英検準2級をひとつひとつわかりやすく。 : 文部科学省後援 新試験対応版 辰巳友昭著 学研プラス 830.79/TaT

558 決定版英語シャドーイング : 英語の「音」がズバリつかめる! 改訂新版 門田修平, 玉井健共著 コスモピア 831.1/KaS

559 L(リスニング)&R(リーディング)デュアル英語トレーニング : チャンクと同時通訳の方法で英語の速解力を強化する! 長沼君主, 河原清志著 コスモピア 831.1/NaN

560 和英イディオム辞典 青木誠三郎著 大修館書店 833.2/AoS

561 大人のためのやり直し英語練習帳 : 中学用英和・和英辞典の内容だけで作った 吉田研作監修 小学館 834/YoK

562 チャンク英文法 : 文ではなくて、チャンクで話せ! : もっと自由に英語が使える 田中茂範, 佐藤芳明, 河原清志共著 コスモピア 835/MoJ

563 万能フレーズで話せるトラベル英会話(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

564 ひと息でSay It! : 発音・リズム・イントネーション徹底マスター(NHK-CDブック. ラジオ英会話) 遠山顕著 NHK出版 837.8/ToK

565 リーダーの英語 : スピーチの達人に学べ! : アメリカvsイギリス
鶴田知佳子, 柴田真一共著/イアン・マー
チン英文校正

コスモピア 837.8/TsC

566 ベストセラーコード : 「売れる文章」を見きわめる驚異のアルゴリズム
ジョディ・アーチャー, マシュー・
ジョッカーズ著/川添節子訳

日経BP社/日経BPマーケティン
グ (発売)

901.3/ArJ

567 人はなぜ物語を求めるのか(ちくまプリマー新書:273) 千野帽子著 筑摩書房 901.3/ChB

568 ライトノベル新人賞の獲り方 榎本秋著 総合科学出版 901.307/EnA

569 いま、漱石以外も面白い : 文学作品にみる近代百年の人語り物語り 倉橋健一述/今西富幸筆録 澪標 904/KuK

570 日本文学の名作を読む(放送大学教材:1554930-1-1711) 島内裕子編著 放送大学教育振興会 910.2/ShY

571 日本近代文学年表 石崎等 [ほか] 編 鼎書房 910.26/NiK

572 教師宮沢賢治のしごと(小学館文庫:[は16-1]) 畑山博著 小学館 910.268/MiK/H

573 宮沢賢治の真実 : 修羅を生きた詩人 今野勉著 新潮社 910.268/MiK/K

574 村上春樹翻訳「ほとんど」全仕事 村上春樹著 中央公論新社 910.268/MuH/M
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575 国文学年次別論文集 平成24(2012)年 近代3 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'12-6-3

576 『源氏物語』放談 : どのようにして書かれていったのか(島津忠夫著作集:別巻3) 島津忠夫著 和泉書院 910.8/ShT/I-別3

577 万葉集から古代を読みとく(ちくま新書:1254) 上野誠著 筑摩書房 911.12/UeM

578 新後拾遺和歌集(和歌文学大系:11) 松原一義, 鹿野しのぶ, 丸山陽子著 明治書院 911.145/NiT/S

579 唱歌・童歌・寮歌 : 近代日本の国語研究 若井勲夫著 勉誠出版 911.16/WaI

580 俳句のルール 井上泰至編/井上泰至 [ほか] 執筆 笠間書院 911.307/InY

581 575朝のハンカチ夜の窓 岸本葉子著 洋泉社 911.36/KiY

582 17音の青春 : 五七五で綴る高校生のメッセージ 2017 神奈川大学広報委員会編 角川文化振興財団 911.367/KaD/J-'17

583 戯れ言の自由 平田俊子著 思潮社 911.56/HiT/Z

584 日本霊異記の罪業と救済の形象 大塚千紗子著 笠間書院 913.37/Kei/O

585 いはでしのぶ(中世王朝物語全集:4) 永井和子校訂・訳注 笠間書院 913.41/6/4

586 「平家物語」という世界文学 日下力著 笠間書院 913.434/HeM/K

587 沈黙 改版(新潮文庫:え-1-15) 遠藤周作著 新潮社 913.6/EnS/C

588 ミッドナイト・バス(文春文庫:[い-102-1]) 伊吹有喜著 文藝春秋 913.6/IbY/M

589 がん消滅の罠 : 完全寛解の謎 岩木一麻著 宝島社 913.6/IwK2/G

590 伊豆の踊子・禽獣ほか(ちくま文庫:[き-41-7]. 教科書で読む名作) 川端康成著 筑摩書房 913.6/KaY2/I

591 白きたおやかな峰(河出文庫) 北杜夫著 河出書房新社 913.6/KiM/S

592 岩場の上から 黒川創著 新潮社 913.6/KuS2/I

593 劇場 又吉直樹著 新潮社 913.6/MaN/G

594 みすゞと雅輔 松本侑子著 新潮社 913.6/MaY5/M

595 AIと人類は共存できるか? : 人工知能SFアンソロジー 長谷敏司 [ほか] 著/人工知能学会編 早川書房 913.68/JiC/A

596 セメント樽の中の手紙ほか : プロレタリア文学(ちくま文庫:[き41-6]. 教科書で読む名作) 葉山嘉樹ほか著 筑摩書房 913.68/SeN

597 「異界」文学を読む 東郷克美, 高橋広満編 鼎書房 913.68/ToK/I
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598 「都市」文学を読む 東郷克美, 吉田司雄編 鼎書房 913.68/ToK/T

599 テレビじゃ言えない(小学館新書) ビートたけし著 小学館 914.6/BiT/T

600 人間力回復宣言 吉村作治著 昌平黌出版会/論創社 (発売) 914.6/YoS2/N

601 紀行とエッセーで読む作家の山旅(ヤマケイ文庫) 山と溪谷社編 山と溪谷社 914.68/YaK/K

602 それから・門(定本漱石全集:第6巻) 岩波書店 918.68/NaS/6

603 近現代作家集 2(日本文学全集:26-27) 池澤夏樹編 河出書房新社 918/IkN/27

604 六朝の文学 : 覚書(中国学芸叢書:15) 林田愼之助著 創文社 920.24/HaS

605 白氏文集 1(新釈漢文大系:97-108, 117-119) [白居易原著]/岡村繁著 明治書院 928/1/97

606 韓国古代文学の研究 岡山善一郎著 金壽堂出版 929.1/OkZ

607 シェイクスピアと異教国への旅 勝山貴之著 英宝社 930.28/ShW/K

608 英語・文学・文化の仏教(Buddha英語文化 : 田中泰賢選集. 1) 田中泰賢著 あるむ 930.29/TaH/1

609 スティーブンス、ウィリアムズ、レクスロスの仏教(Buddha英語文化 : 田中泰賢選集. 2) 田中泰賢著 あるむ 930.29/TaH/2

610 ギンズバーグとスナイダーの仏教(Buddha英語文化 : 田中泰賢選集. 3) 田中泰賢著 あるむ 930.29/TaH/3

611 禅Modern Zen Poems of Toshi Tanaka〈1916-1996〉(Buddha英語文化 : 田中泰賢選集. 5) 田中泰賢編 あるむ 930.29/TaH/5

612 ケンジントン公園のピーター・パン(光文社古典新訳文庫:[KAハ7-1]) バリー著/南條竹則訳 光文社 933.6/BaJ/K

613 長い夢 リチャード・ライト著/木内徹訳 水声社 933.7/WrR/N

614 わたしの心のなか(鈴木出版の海外児童文学 : この地球を生きる子どもたち) シャロン・M・ドレイパー作/横山和江訳 鈴木出版 933/DrS/w

615 ゲイルズバーグの春を愛す 20刷(ハヤカワ文庫:FT26) ジャック・フィニイ著/福島正実訳 早川書房 933/FiJ/G

616 ありのままのアンデルセン : ヨーロッパ独り旅を追う マイケル・ブース著/寺西のぶ子訳 晶文社 949.7/AnH/B

617 美女と野獣(新潮文庫:10689, ホ-22-1) ボーモン夫人 [著]/村松潔訳 新潮社 953.6/LeJ/B

618 日本件名図書目録 2016 1 人名・地名・団体名 日外アソシエーツ株式会社編
日外アソシエーツ/紀伊國屋書
店 (発売)

B025.1/7/'16-1

619 日本件名図書目録 2016 2 一般件名(あ-しょ) 日外アソシエーツ株式会社編
日外アソシエーツ/紀伊國屋書
店 (発売)

B025.1/7/'16-2-1

620 日本件名図書目録 2016 2 一般件名(しら-わ) 日外アソシエーツ株式会社編
日外アソシエーツ/紀伊國屋書
店 (発売)

B025.1/7/'16-2-2
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621 白書統計索引 2016 日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ/紀伊國屋書
店 (発売)

B350/NiA/'16

622 ザ・コーヴ Mark Monroe脚本/Louie Psihoyos監督
是空 (発売)/ポニーキャニオ
ン (発売)

DV664/PsL

623 ルワンダの涙
マイケル・ケイトン=ジョーンズ監督/デ
ビッド・ウォルステンクロフト脚本

Avex entertainment/エイベッ
クス・マーケティング(発売・

DV778/453

624 Blood diamond
Edward Zwick監督/Charles Leavitt脚
本・原案/C. Gaby Mitchell原案

ワーナー・ホーム・ビデオ
（発売）

DV778/454

625 ギーコギーコ(こどものとも年少版:483号) 太田大輔さく・え 福音館書店 E//17

626 パパとドライブ(こどものとも:735号) 山口稔子文/まるやまあやこ絵 福音館書店 E//17

627 はなむぐり(かがくのとも:579号) 長谷川哲雄さく 福音館書店 E//17

628 なかないでなかないで あまんきみこ作/黒井健絵 ひさかたチャイルド E/25

629 こわい、こわい、こわい? : しりたがりネズミのおはなし
ラフィク・シャミ文/カトリーン・シェー
ラー絵/那須田淳訳

西村書店東京出版編集部 E/26

630 プーさんとであった日 : 世界でいちばんゆうめいなクマのほんとうにあったお話(児童図書館・絵本の部屋)
リンジー・マティックぶん/ソフィー・ブ
ラッコールえ/山口文生やく

評論社 E/26

631 あかいかばんのひみつ
エマ・アレン文/フレヤ・ブラックウッド
絵/木坂涼訳

国土社 E/26

632 レッド : あかくてあおいクレヨンのはなし マイケル・ホール作/上田勢子訳 子どもの未来社 E/27

633 もぐちゃんちのおひっこし ようふゆかえ/にこらさく 成美堂出版 E/27

634 ちいさなあなたがねむる夜
ジーン・E・ペンジウォル文/イザベル・
アルスノー絵/河野万里子訳

西村書店 E/28

635 夢金 : 古典落語「夢金」より(古典と新作らくご絵本) 立川談春文/寺門孝之絵/ばばけんいち編 あかね書房 E/30

636 なかないで、アーサー : てんごくにいったいぬのおはなし
エマ・チチェスター・クラーク作・絵/こ
だまともこ訳

徳間書店 E/30

637 とのさま1ねんせい 長野ヒデ子, 本田カヨ子作・絵 あすなろ書房 E/30

638 きょうりゅうたちがけんかした(世界の絵本コレクション)
ジェイン・ヨーレン文/マーク・ティーグ
絵/なかがわちひろ訳

小峰書店 E/31

639 プログラミングって何だろう?(パソコンがなくてもわかるはじめてのプログラミング. 1)
角川アスキー総合研究所/汐文
社 (発売)

K007/MaK/1

640 ゲームを作ってみよう!(パソコンがなくてもわかるはじめてのプログラミング. 2)
角川アスキー総合研究所/汐文
社 (発売)

K007/MaK/2

641 コンピューターを動かす魔法の言葉(パソコンがなくてもわかるはじめてのプログラミング. 3)
角川アスキー総合研究所/汐文
社 (発売)

K007/MaK/3

642 本の一部をコピーして授業で配ってもいいの?(学校で知っておきたい著作権:1) 小寺信良著 汐文社 K021.2/KoN/1

643 運動会の旗に漫画キャラを描いてもいいの?(学校で知っておきたい著作権:2) 小寺信良著 汐文社 K021.2/KoN/2
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644 ネットの写真はSNSで使ってもいいの?(学校で知っておきたい著作権:3) 小寺信良著 汐文社 K021.2/KoN/3

645 英語で学び,考える今日は何の日around the world (アラウンドザワールド) 世界のトピック 1月2月3月 町田淳子著 光村教育図書 K204.9/MaJ/1

646 英語で学び,考える今日は何の日around the world (アラウンドザワールド) 世界のトピック 4月5月6月 町田淳子著 光村教育図書 K204.9/MaJ/2

647 英語で学び,考える今日は何の日around the world (アラウンドザワールド) 世界のトピック 7月8月9月 町田淳子著 光村教育図書 K204.9/MaJ/3

648 天の原ふりさけみれば : 日本と中国を結んだ遣唐使・阿倍仲麻呂 すずき大和文・絵
出版ワークス/河出書房新社
(発売)

K289.1/AbN/S

649 税金とはなにか? 改訂新版(イラストで学べる税金のしくみ:1) 汐文社 K345/OnK/1

650 日本の税制度 改訂新版(イラストで学べる税金のしくみ:2) 汐文社 K345/OnK/2

651 くらしと税金 改訂新版(イラストで学べる税金のしくみ:3) 汐文社 K345/OnK/3

652 それでも、海へ : 陸前高田に生きる(シリーズ自然いのちひと:17) 安田菜津紀写真・文 ポプラ社 K369.31/HiD/Y

653 ゲームにはまる理由(ストップ!ゲーム依存. 1) 汐文社 K371.4/FuD/1

654 進化するゲームの世界(ストップ!ゲーム依存. 2) 汐文社 K371.4/FuD/2

655 データで見るゲームの最新事情(ストップ!ゲーム依存. 3) 汐文社 K371.4/FuD/3

656 アクティブラーニングを知ろう(これならできる!授業が変わるアクティブラーニング. 1) 小林昭文編著 汐文社 K375.1/KoA/1

657 新しい授業を体験しよう(これならできる!授業が変わるアクティブラーニング:2) 小林昭文編著 汐文社 K375.1/KoA/2

658 いろいろな授業の方法(これならできる!授業が変わるアクティブラーニング. 3) 汐文社 K375.1/KoA/3

659 未来の生き方・学び方を考えよう(これならできる!授業が変わるアクティブラーニング. 4) 汐文社 K375.1/KoA/4

660 なまけてなんかない! : ディスレクシアの男の子のはなし 品川裕香作/北原明日香絵 岩崎書店 K378.8/ShY

661 こども孫子の兵法 : 強くしなやかなこころを育てる! 齋藤孝監修 日本図書センター K399.23/SaT

662 太陽系のふしぎ109 : プラネタリウム解説員が答える身近な宇宙のなぜ
永田美絵著/高柳雄一監修/八板康麿ほか
写真

偕成社 K444/NaM

663 重力って…… ジェイソン・チン作/竹内薫訳 偕成社 K450/ChJ

664 自然のふしぎ大図解 : ナチュラル・ワールド : A virtual compendium of wonders from nature
アマンダ・ウッド, マイク・ジョリー作/
オーウェン・デイビー絵/田中真知訳

偕成社 K460/WoA

665 ファーブル先生の昆虫教室 : 本能のかしこさとおろかさ 奥本大三郎文, やましたこうへい絵 ポプラ社 K486/FaJ/O

666 にゃんともいえない!ネコのふしぎ(なぜ?どうして?ペットのなぞにせまる. 1) ミネルヴァ書房 K645.7/OnY/1
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667 あぁとくんをみかけませんでしたか?(Rikuyosha children & YA books)
ジョン・シェスカぶん/レイン・スミスえ
/おびただすやく

六耀社 K706/MuM/S

668 浮世絵って何?どうやってつくるの?(はじめての浮世絵 : 世界にほこる日本の伝統文化:1) 河出書房新社 K721.8/FuF/1

669 人気絵師の名作を見よう!知ろう!(はじめての浮世絵 : 世界にほこる日本の伝統文化:2) 河出書房新社 K721.8/FuF/2

670 いろんな浮世絵を楽しもう!(はじめての浮世絵 : 世界にほこる日本の伝統文化:3) 河出書房新社 K721.8/FuF/3

671 あかずきん かわなみともこおりがみせいさく 聖徳大学出版会 K754.9/KaT

672 どこじゃ?かぶきねこさがし : かぶきがわかるさがしもの絵本(講談社の創作絵本) 瀧晴巳文/吉田愛絵 講談社 K774/TaH

673 芭蕉さん(講談社の創作絵本)
松尾芭蕉俳句/丸山誠司絵/長谷川櫂選句
解説

講談社 K911.32/MaB/B

674 ふしぎなちょうちょ : ひかりのかたみ(銀鈴・絵ものがたり) 安孫子ミチ作/金沢まりこ絵 銀の鈴社 K913/AbM/F

675 レイン : 雨を抱きしめて(Sunnyside Books) アン・M・マーティン作/西本かおる訳 小峰書店 K933/MaA/R

676 怪盗ルパン謎の旅行者 : ルブランショートセレクション(世界ショートセレクション:1)
モーリス・ルブラン作/平岡敦訳/ヨシタ
ケシンスケ絵

理論社 K953/LeM/K

677 日本建築の形 2 齋藤裕著・写真 TOTO出版 L521/SaY/2

678 政治論集 2 : 1930-1942(東洋文庫:876, 881. 陳独秀文集:2-3) 陳独秀 [著]/石川禎浩, 三好伸清編訳 平凡社 ト309.022/ChD/3

679 柏木如亭詩集 1(東洋文庫:882) [柏木如亭著]/揖斐高訳注 平凡社 ト919.5/KaJ/K-1

680 岩波現代全書 岩波書店 個々にとる

681 Jane Eyre : book with 2 audio CDs(Macmillan readers:2. beginner level)
Charlotte Brontë/retold by Florence
Bell

Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

682 A tale of two cities : audio CD(Macmillan readers:2, beginner level)
Charles Dickens/retold by Stephen
Colbourn

Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

683 L.A. movie : pbk(Macmillan readers:6. upper level) Philip Prowse Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

684 Officially dead : pbk(Macmillan readers:6. upper level) Richard Prescott Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

685 Rebecca : pbk(Macmillan readers:6. upper level)
Daphne du Maurier/retold by Margaret
Tarner/[illustrated by Anthony

Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

686 Food stories(Macmillan literature collections) edited by Daniel Barber Macmillan ELT 多読/英語

687 Thérèse Raquin : [book](Macmillan readers:5. intermediate level) Émile Zola/retold by Elizabeth Walker Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

688 The woman who disappeared : [book](Macmillan readers:5. intermediate level) Philip Prowse Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

689 Wuthering Heights : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level) Emily Brontë/retold by F. H. Cornish Macmillan Heinemann ELT 多読/英語
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690 Great expectations : [book](Macmillan readers:6. upper level)
Charles Dickens/retold by Florence
Bell

Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

691 The smuggler : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level) Piers Plowright Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

692 The space invaders : [set](Macmillan readers:5, intermediate level) Geoffrey Matthews Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

693 The speckled band and other stories : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level)
Sir Arthur Conan Doyle/retold by Anne
Collins

Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

694 Tess of the d'Urbervilles : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level) Thomas Hardy/retold by John Escott Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

695 The great Gatsby(Macmillan readers:5. intermediate level)
F. Scott Fitzgerald/retold by
Margaret Tarner/[illustrated by

Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

696 A kiss before dying : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level) Ira Levin/retold by F. H. Cornish Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

697 Sense and sensibility : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level)
Jane Austen/retold by Elizabeth
Walker

Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

698 The sign of four : pbk(Macmillan readers:5. intermediate level)
Sir Arthur Conan Doyle/retold by Anne
Collins

Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

699 Agnes Grey(Macmillan readers:6. upper level) Anne Brontë Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

700 Australia(Macmillan readers:6. upper level) Jennifer Gascoigne Macmillan Education 多読/英語

701 Animal stories(Macmillan literature collections) edited by Daniel Barber Macmillan Education 多読/英語

702 The stranger audio CD(Macmillan readers:3. elementary level) Norman Whitney Macmillan Heinemann ELT 多読/英語

703 社会科学系学生のための基礎数学 塩出省吾 [ほか] 著 共立出版 就職/資格

704 保健師・養護教諭になるには(なるにはBooks:105) 鈴木るり子, 標美奈子, 堀籠ちづ子編著 ぺりかん社 就職/資格

705 エピソードの就活 : キャリアカウンセラーが教える7つのステップ 中山一郎著 晃洋書房 就職/資格

706 中高生からの選挙入門(なるにはBooks:別巻) 谷隆一著 ぺりかん社 就職/資格

707 漢検過去問題集1/準1級 平成29年度版 日本漢字教育振興会編 日本漢字能力検定協会 就職/資格/'17

708 漢検過去問題集2級 平成29年度版 日本漢字教育振興会編 日本漢字能力検定協会 就職/資格/'17

709 通関士試験合格ハンドブック : 受験指導第一人者による定番書 2017年版 片山立志編著
日本能率協会マネジメントセ
ンター

就職/資格/'17

710 公務員試験時事予想 : 直前チェック!! 平成29年度試験対応 喜治塾著
公務員試験専門喜治塾/週刊住
宅新聞社 (発売)

就職/資格/'17

711 漢検過去問題集準2級 平成29年度版
日本漢字教育振興会編/日本漢字能力検定
協会監修

日本漢字能力検定協会 就職/資格/'17

712 大卒警察官教養試験過去問350 2018年度版(公務員試験合格の500シリーズ:9-10) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18
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713 市役所上・中級教養・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:8, 9) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18

714 地方上級・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:7, 4, 6) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18

715 東京都・特別区「I類」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:7,8) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18

716 現職採点官が教える!合格論文術 : 公務員試験 2018年度版 春日文生著 実務教育出版 就職/資格/'18

717 公務員試験速攻の英語 : あらゆる教養試験に対応! 2018年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18

718 公務員試験速攻の自然科学 : 苦手な人ほど効果テキメン! 2018年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18

719 地方上級・国家一般職「大卒」市役所上・中級 : 論文試験頻出テーマのまとめ方 2018年度版 吉岡友治著 実務教育出版 就職/資格/'18

720 地方上級教養試験過去問500 2018年度版(公務員試験合格の500シリーズ:6, 3, 5) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18

721
公務員試験論文・面接で問われる行政課題・政策論のポイント : 「デキる人材」「即戦力」であることをアピールで
きる!! 2018年度版

高瀬淳一編著 実務教育出版 就職/資格/'18

722 自分で動く就職 : マニュアル本や就職サイトだけでいいと思っているあなたへ 2018年版 雇用開発センター編 雇用開発センター 就職/資格/'18

723 SPI3「構造的把握力検査」攻略ハンドブック [2018年版] ブレスト研編著
[学研教育出版]/[学研マーケ
ティング (発売)]

就職/資格/'18

724 速効チャージ!公務員時事直前対策 平成29年度試験対応 CSS公務員セミナー著 高橋書店 就職/資格/'19

725 得点を伸ばす!教養試験直前チェック ['19] 上野法律セミナー著 高橋書店 就職/資格/'19

726 一問一答一般常識&最新時事 : ワザあり時短クリア [2019年度版] 羽根大介監修 永岡書店 就職/資格/'19

727 一般常識&時事用語 : ワザあり速攻マスター! [2019年度版] 就職試験リサーチ編 永岡書店 就職/資格/'19

728 SPI問題集決定版 [2019年度版] 柳本新二著 永岡書店 就職/資格/'19

729 教養試験実戦問題集 : 合格公務員! [2019年度版] 高橋書店編集部編 高橋書店 就職/資格/'19

730 公務員用一般常識 [2019年度版] 上野法律セミナー編著 高橋書店 就職/資格/'19

731 これだけ!教養試験要点まとめ&一問一答 ['19] 上野法律セミナー著 高橋書店 就職/資格/'19

732 SPI3非言語分野をひとつひとつわかりやすく。 [2019年度版] ブレスト研 [著]
学研教育出版/学研マーケティ
ング (発売)

就職/資格/'19

733 公務員試験人文科学2地理・思想・文学芸術ザ・ベストプラス The BEST制作委員会編著 エクシア出版 就職/資格/['17]

734 よくわかる旅行業界 最新2版(最新「業界の常識」) 橋本亮一著 日本実業出版社 就職/資格/['17]

735 よくわかる石油業界 最新5版(最新「業界の常識」) 垣見裕司著 日本実業出版社 就職/資格/['17]
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736 出るとこ過去問行政学セレクト70 : 公務員試験 第2版(過去問セレクトシリーズ) TAC出版編集部編 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['17]

737 出るとこ過去問社会科学セレクト55 : 公務員試験 第2版(過去問セレクトシリーズ) TAC出版編集部編 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['17]

738
国家試験受験のためのよくわかる憲法 : 公務員試験/行政書士/司法書士 : 憲法・基礎法学をやさしく学びたい人のた
めに 第6版

自由国民社 就職/資格/['17]

739 旅に出たくなる地図 19版 日本 帝国書院編集部著 帝国書院 旅行/地図/'17

740 旅に出たくなる地図 18版 世界 帝国書院編集部著 帝国書院 旅行/地図/'17

741 なんでもひける世界地図 [2017] 成美堂出版編集部編 成美堂出版 旅行/地図/['17]

742 なんでもひける日本地図 [2017] 成美堂出版編集部編 成美堂出版 旅行/地図/['17]
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