
2017年6月 受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 学びの技 : 14歳からの探究・論文・プレゼンテーション(Young adult academic series) 後藤芳文, 伊藤史織, 登本洋子著 玉川大学出版部 002.7/MaW

2 責任ある研究のための発表倫理を考える(高等教育ライブラリ:11)
東北大学高度教養教育・学生支援機構
編

東北大学出版会 002.7/ToD

3 アンドロイドレディのキスは甘いのか 黒川伊保子著 河出書房新社 007.13/KuI

4 AIの世紀カンブリア爆発 : 人間と人工知能の進化と共生 田中徹著 さくら舎 007.13/TaT

5 僕たちのインターネット史 ばるぼら, さやわか著 亜紀書房 007.3/Bar

6 ゼロからはじめるGoogleサービススマートガイド リンクアップ著 技術評論社 007.58/Goo/R

7 情報リテラシー入門 2017年版 平田浩一 [ほか] 著/日経BP社編
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

007.6/HiK/'17

8 スマホ世代のためのパソコン入門 : やさしい図解 村松茂著 秀和システム 007.6/MuS

9 世界一わかりやすいExcelテキスト : ベテラン講師がつくりました : オールカラー 土岐順子著 技術評論社 007.63/Exc

10 世界一わかりやすいWordテキスト : ベテラン講師がつくりました : オールカラー 佐藤薫著 技術評論社 007.63/Wor

11 ハッキング実験室(ハッカーの学校) 黒林檎著/矢崎雅之編 データハウス 007.64/Kur

12 図書館情報学を学ぶ人のために 逸村裕, 田窪直規, 原田隆史編 世界思想社 010/ToJ

13 図書館情報技術論 第2版(ライブラリー図書館情報学:3) 日高昇治著 学文社 013.8/HiS

14 図書館のアクセシビリティ : 「合理的配慮」の提供へ向けて 野口武悟, 植村八潮編著 樹村房 015.97/NoT

15 作ろう!わくわく図書館だより 太田敬子著 全国学校図書館協議会 017.2/OtK

16 物語世界への没入体験 : 読解過程における位置づけとその機能(プリミエ・コレクション:84) 小山内秀和著 京都大学学術出版会 019.1/OsH

17 正しいコピペのすすめ : 模倣、創造、著作権と私たち(岩波ジュニア新書:849) 宮武久佳著 岩波書店 021.2/MiH

18 しなやかな著作権制度に向けて : コンテンツと著作権法の役割 中山信弘, 金子敏哉編 信山社 021.2/NaN

19 大学生が考えたこれからの出版と図書館 : 立命館大学文学部湯浅ゼミの軌跡 湯浅俊彦編著 出版メディアパル 023.1/YuT
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20 中国年鑑 2017 中国研究所編 新評論
059.22/ChK/'1
7

21 博物館と地方再生 : 市民・自治体・企業・地域との連携 金山喜昭著 同成社 069.3/KaY

22 博物館実習(新課程博物館学ハンドブック:3) 米田文孝, 森隆男, 山口卓也編著 関西大学出版部 069/ShH/3

23 プライバシー保護とメディアの在り方 : シンポジウム 新聞通信調査会編 新聞通信調査会 070.15/ShT

24 未来の年表 : 人口減少日本でこれから起きること(講談社現代新書:2431) 河合雅司著 講談社 081/16/2431

25 部活があぶない(講談社現代新書:2432) 島沢優子著 講談社 081/16/2432

26 「弱いロボット」の思考 : わたし・身体・コミュニケーション(講談社現代新書:2433) 岡田美智男著 講談社 081/16/2433

27 生命に部分はない(講談社現代新書:2434) A・キンブレル著/福岡伸一訳 講談社 081/16/2434

28 発想法 : 創造性開発のために 改版(中公新書:136) 川喜田二郎著 中央公論新社 081/17/136

29 中国ナショナリズム : 民族と愛国の近現代史(中公新書:2437) 小野寺史郎著 中央公論新社 081/17/2437

30 ミルクと日本人 : 近代社会の「元気の源」(中公新書:2438) 武田尚子著 中央公論新社 081/17/2438

31 入門公共政策学 : 社会問題を解決する「新しい知」(中公新書:2439) 秋吉貴雄著 中央公論新社 081/17/2439

32 バルカン : 「ヨーロッパの火薬庫」の歴史(中公新書:2440) マーク・マゾワー著/井上廣美訳 中央公論新社 081/17/2440

33 大伴家持 : 波乱にみちた万葉歌人の生涯(中公新書:2441) 藤井一二著 中央公論新社 081/17/2441

34 ピアニストたちの祝祭 : 唯一無二の時間を求めて(中公文庫:[あ-64-8]) 青柳いづみこ著 中央公論新社 081/18/あ64-8

35 閉経記(中公文庫:[い-110-4]) 伊藤比呂美著 中央公論新社
081/18/い110-
4

36 グレイのものがたり(中公文庫:[い-76-3]) いせひでこ著 中央公論新社 081/18/い76-3

37 真夏の島に咲く花は(中公文庫:[か-74-5]) 垣根涼介著 中央公論新社 081/18/か74-5

38
化学探偵Mr.キュリー 6(中公文庫:[き-40-1], [き-40-2], [き-40-4], [き-40-5], [き-40-
6], [き-40-7])

喜多喜久著 中央公論新社 081/18/き40-7
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39 妖怪お宿稲荷荘(中公文庫:[さ-75-1]) さとみ桜著 中央公論新社 081/18/さ75-1

40 道中霧 改版(中公文庫:[す-25-31]) 鈴木英治著 中央公論新社
081/18/す25-
31

41 帝都復興の時代 : 関東大震災以後(中公文庫:[つ-25-2]) 筒井清忠著 中央公論新社 081/18/つ25-2

42 もののふ莫迦(中公文庫:[な-65-6]) 中路啓太著 中央公論新社 081/18/な65-6

43 ダブルフェイス : 渋谷署8階特捜本部 上(中公文庫:[ひ-35-3], [ひ-35-4]) 久間十義著 中央公論新社 081/18/ひ35-3

44 ダブルフェイス : 渋谷署8階特捜本部 下(中公文庫:[ひ-35-3], [ひ-35-4]) 久間十義著 中央公論新社 081/18/ひ35-4

45 どこの家にも怖いものはいる(中公文庫:[み-50-1]) 三津田信三著 中央公論新社 081/18/み50-1

46 わが人生処方(中公文庫:[よ-5-9]) 吉田健一著 中央公論新社 081/18/よ5-9

47 平家物語 : 全訳注 新版 3(講談社学術文庫:[2420]-[2422]) 杉本圭三郎 [訳注] 講談社 081/2/2422

48 荘子 : 全現代語訳 下(講談社学術文庫:[2429]-[2430]) [荘子著]/池田知久訳 講談社 081/2/2430

49 浮世絵の歴史 : 美人絵・役者絵の世界(講談社学術文庫:[2433]) 山口桂三郎 [著] 講談社 081/2/2433

50 馬賊の「満州」 : 張作霖と近代中国(講談社学術文庫:[2434]) 澁谷由里 [著] 講談社 081/2/2434

51 親鸞と一遍 : 日本浄土教とは何か(講談社学術文庫:[2435]) 竹村牧男 [著] 講談社 081/2/2435

52 ゼノン4つの逆理 : アキレスはなぜ亀に追いつけないか(講談社学術文庫:[2436]) 山川偉也 [著] 講談社 081/2/2436

53 口訳万葉集 下(岩波現代文庫:文芸:287-289) 折口信夫著 岩波書店 081/22/B289

54 語る藤田省三 : 現代の古典をよむということ(岩波現代文庫:学術:363)
藤田省三著/竹内光浩, 本堂明, 武藤
武美編

岩波書店 081/22/G363

55 レヴィナス : 移ろいゆくものへの視線(岩波現代文庫:学術:364) 熊野純彦著 岩波書店 081/22/G364

56 矢内原忠雄 : 戦争と知識人の使命(岩波新書:新赤版 1665) 赤江達也著 岩波書店 081/6-4/1665

57 在日米軍 : 変貌する日米安保体制(岩波新書:新赤版 1666) 梅林宏道著 岩波書店 081/6-4/1666
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58 夏目漱石と西田幾多郎 : 共鳴する明治の精神(岩波新書:新赤版 1667) 小林敏明著 岩波書店 081/6-4/1667

59 親権と子ども(岩波新書:新赤版 1668) 榊原富士子, 池田清貴著 岩波書店 081/6-4/1668

60 動物奇譚集 2(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 089.1/1/37-2

61 働く(哲学はじめの一歩) 立正大学文学部哲学科編 春風社 104/TeH/H

62 楽しむ(哲学はじめの一歩) 立正大学文学部哲学科編 春風社 104/TeH/T

63 日本における近代中国学の始まり : 漢学の革新と同時代文化交渉 陶徳民著 関西大学出版部 121.5/ToT

64 儒教の歴史(宗教の世界史:5) 小島毅著 山川出版社 124.1/KoT

65 現代思想の名著30(ちくま新書:1259) 仲正昌樹著 筑摩書房 133/NaM

66 思考と動くもの(新訳ベルクソン全集:7) アンリ・ベルクソン著/竹内信夫訳 白水社 135.7/BeH/7

67 パフォーマンスがわかる12の理論 : 「クリエイティヴに生きるための心理学」入門! 鹿毛雅治編 金剛出版 140/KaM

68 情動コンピテンスの成長と対人機能 : 社会的認知理論からのアプローチ 野崎優樹著 ナカニシヤ出版 141.6/NoY

69 人を動かす「仕掛け」 : あなたはもうシカケにかかっている 松村真宏著 PHP研究所 141.72/MaN

70 自尊心からの解放 : 幸福をかなえる心理学 新谷優著 誠信書房 141.93/NiY

71 女の機嫌の直し方(インターナショナル新書:008) 黒川伊保子著
集英社インターナショ
ナル/集英社(発売)

143.1/KuI

72 こころと人生 : 幸せのライフ・スタイルを求めて 中島俊介編 ナカニシヤ出版 143/NaS

73 自分に「いいね!」ができるようになる本 玉井仁著/丸橋加奈漫画 清流出版 146.8/TaH

74 自分をゆるすということ : もう、すべてを受けとめる
コリン・ティッピング著/早川麻百合
訳

サンマーク出版 146.811/TiC

75 宗教哲学論考 : ウィトゲンシュタイン・脳科学・シュッツ 星川啓慈著 明石書店 161.1/HoK

76 死者と苦しみの宗教哲学 : 宗教哲学の現代的可能性(南山大学学術叢書) 佐藤啓介著 晃洋書房 161.1/SaK
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77 宗教と対話 : 多文化共生社会の中で 小原克博, 勝又悦子編 教文館 161.3/KoK

78 基礎ゼミ宗教学 大谷栄一, 川又俊則, 猪瀬優理編 世界思想社 161/KiZ

79 侵犯する身体(フェティシズム研究:3)(京都大学人文科学研究所共同研究報告) 田中雅一編 京都大学学術出版会 163.4/TaM/3

80 仏教民俗学の諸問題 : 新装版(仏教民俗学大系:1) 仏教民俗学大系編集委員会編 名著出版 182.1/BuM/1

81 聖と民衆 : 新装版(仏教民俗学大系:2) 萩原龍夫, 真野俊和編 名著出版 182.1/BuM/2

82 聖地と他界観 : 新装版(仏教民俗学大系:3) 桜井徳太郎編 名著出版 182.1/BuM/3

83 祖先祭祀と葬墓 : 新装版(仏教民俗学大系:4) 藤井正雄編 名著出版 182.1/BuM/4

84 仏教芸能と美術 : 新装版(仏教民俗学大系:5) 鈴木昭英編 名著出版 182.1/BuM/5

85 仏教年中行事 : 新装版(仏教民俗学大系:6) 伊藤唯真編 名著出版 182.1/BuM/6

86 寺と地域社会 : 新装版(仏教民俗学大系:7) 戸川安章編 名著出版 182.1/BuM/7

87 俗信と仏教 : 新装版(仏教民俗学大系:8) 宮田登, 坂本要編 名著出版 182.1/BuM/8

88 裸の仏教 平野純著 芸術新聞社 182.8/HiJ

89 聖書と歎異抄 五木寛之, 本田哲郎著 東京書籍 193.04/ItH

90 アーミッシュとフッタライト : 近代化への対応と生き残り戦略 小坂幸三著 明石書店 198.93/KoK

91 歴史を学ぶ人々のために : 現在をどう生きるか 東京歴史科学研究会編 岩波書店 207/ToR

92 中世地下文書の世界 : 史料論のフロンティア(アジア遊学:209) 春田直紀編 勉誠出版 210.029/HaN

93 歴史探索のおもしろさ : 近世の人々の歴史観(和泉選書:185) 伊藤純著 和泉書院 210.04/ItJ

94 日本史論 : 黒潮と大和の地平から(奈良女子大学叢書:2) 小路田泰直編著 敬文舎 210.04/KoY

95 江戸幕府大坂金蔵勘定帳(史料纂集:古記録編:191) 大野瑞男校訂
八木書店古書出版部/八
木書店 (発売)

210.08/3/エ1
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96 兼見卿記 第6(史料纂集:[古記録編] 19, 47, 173, 178, 183, 190)
[吉田兼見著]/斎木一馬, 染谷光広校
訂

続群書類従完成会
210.08/3/カ1-
6

97 古地図からみた古代日本 : 土地制度と景観(読みなおす日本史) 金田章裕著 吉川弘文館 210.3/KiA

98 日本古代国家の形成過程と対外交流 中久保辰夫著 大阪大学出版会 210.32/NaT

99 倭王の軍団 : 巨大古墳時代の軍事と外交 西川寿勝, 田中晋作著 新泉社 210.32/NiT

100 古市古墳群の解明へ : 盾塚・鞍塚・珠金塚古墳(シリーズ「遺跡を学ぶ」:105) 田中晋作著 新泉社 210.32/TaS

101 戦国の合戦と武将の絵事典 : 見て楽しむ 高橋伸幸著 成美堂出版 210.47/TaN

102 幕末証言『史談会速記録』を読む 菊地明著 洋泉社 210.58/KiA

103 「国民主義」の時代 : 明治日本を支えた人々(角川選書:581) 小林和幸著 KADOKAWA 210.6/KoK

104 ひと・もの・知の往来 : シルクロードの文化学(アジア遊学:208) 荒木浩, 近本謙介, 李銘敬編 勉誠出版 220/HiM

105 東アジア近世近代史研究(放送大学大学院教材:8980039-1-1711. 人文学プログラム) 吉田光男編著 放送大学教育振興会 220/YoM

106 古代エジプトを学ぶ : 通史と10のテーマから 初版 馬場匡浩著 六一書房 242.03/BaM

107 明治をつくった人びと : 宮内庁三の丸尚蔵館所蔵写真 刑部芳則編 吉川弘文館 281.038/OsY

108 王妃たちの最期の日々 上
ジャン=クリストフ・ビュイッソン,
ジャン・セヴィリア編/神田順子, 土
居佳代子, 谷口きみ子訳

原書房 288.493/BuJ/1

109 王妃たちの最期の日々 下
ジャン=クリストフ・ビュイッソン,
ジャン・セヴィリア編/神田順子, 土
居佳代子, 谷口きみ子訳

原書房 288.493/BuJ/2

110 ウィーンとヴェルサイユ : ヨーロッパにおけるライバル宮廷1550-1780(人間科学叢書:46)
J. ダインダム著/大津留厚, 小山啓
子, 石井大輔訳

刀水書房 288.493/DuJ

111 国際機関への就職 : JPOになるために 伊藤博著 創成社 289.1/ItH/I

112 素描・杉原千畝 小谷野裕子著 春風社 289.1/SuC/K

113 大人が読みたいエジソンの話 : 発明王にはネタ本があった!?(B&Tブックス) 石川憲二著 日刊工業新聞社 289.3/EdT/I

114 「アラビアのロレンス」の真実 : 『知恵の七柱』を読み直す 田隅恒生著 平凡社 289.3/LaT/T
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115 レーニン : 二十世紀共産主義運動の父(世界史リブレット人:73) 和田春樹著 山川出版社 289.3/LeV/W

116 ジオ・パルNEO : 地理学・地域調査便利帖 第2版 野間晴雄 [ほか] 編著 海青社 290.1/JiP

117
世界の果てのありえない場所 : 本当に行ける幻想エリアマップ(ナショナルジオグラフィッ
ク)

トラビス・エルボラフ, アラン・ホー
スフィールド著/小野智子訳

日経ナショナルジオグ
ラフィック社/日経BP
マーケティング (発売)

290.93/ElT

118 TOKYO COOL JAPAN EXPERIENCE : 東京で体験できるクールジャパンガイド Beretta著 雷鳥社 291.36/Ber

119 「天橋立学」への招待 : "海の京都"の歴史と文化
天橋立世界遺産登録可能性検討委員会
編

法藏館 291.62/AmS

120 英語で紹介・案内する日本 ハンディ版 横山豊監修 ナツメ社 291/YoY

121 英語で語る日本事情2020 江口裕之, ダニエル・ドゥーマス著 ジャパンタイムズ 302.1/EgH

122 留学生のための日本事情入門 : 1冊でわかる最新日本の総合的紹介 改訂版
金津日出美, 桂島宣弘, アジアにおけ
る日本研究ゼミナール著

文理閣 302.1/RyT

123 自己責任社会の歩き方 : 生きるに値する世界のために 雨宮処凛著 七つ森書館 304/AmK

124 高校生と考える人生のすてきな大問題(桐光学園大学訪問授業) 桐光学園中学校・高等学校編 左右社 304/ToG

125 日本の覚醒のために : 内田樹講演集(犀の教室) 内田樹著 晶文社 304/UcT

126 カウンター・デモクラシー : 不信の時代の政治
ピエール・ロザンヴァロン [著]/嶋崎
正樹訳

岩波書店 311.7/RoP

127 はじめての政治学 第2版 佐藤史郎, 上野友也, 松村博行著 法律文化社 311/HaS

128 ここから始める政治理論(有斐閣ストゥディア) 田村哲樹 [ほか] 著 有斐閣 311/KoH

129 分解するイギリス : 民主主義モデルの漂流(ちくま新書:1262) 近藤康史著 筑摩書房 312.33/KoY

130 代表制民主主義を再考する : 選挙をめぐる三つの問い 糠塚康江編 ナカニシヤ出版 314.8/NuY

131 生きる力 : アウシュヴィッツ強制収容所の収容体験に学ぶ 中丸弘子, グリンバーグ治子著 悠光堂 316.88/NaH

132 読めば差がつく!若手公務員の作法 高嶋直人著 ぎょうせい 317.3/TaN

133
地方創生の総合政策論 : "DWCM"地域の人々の幸せを高めるための仕組み、ルール、マネジメ
ント(淑徳大学研究叢書:33)

矢尾板俊平著 勁草書房 318.6/YaS
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134 現代地方自治論 新版 橋本行史編著 ミネルヴァ書房 318/HaK

135 戦後日本の歴史認識 五百旗頭薫 [ほか] 編 東京大学出版会 319.1/SeN

136 激動のアジア太平洋を生きる : 日韓・日米中関係の新展開 : 熊本県立大学国際シンポジウム 五百旗頭真編/熊本県立大学企画
熊本日日新聞社/熊日
サービス開発出版部
(発売)

319.102/IoM

137 ルーズベルトの開戦責任 : 大統領が最も恐れた男の証言(草思社文庫:[フ2-1])
ハミルトン・フィッシュ著/渡辺惣樹
訳

草思社 319.53/RoF/F

138 日米の衝突 : ペリーから真珠湾、そして戦後
ウォルター・ラフィーバー著/生田目
学文訳

彩流社 319.5301/LaW

139 希望の鎮魂歌(レクイエム) : ホロコースト第二世代が訪れた広島、長崎、福島 エヴァ・ホフマン[著]/早川敦子編訳 岩波書店 319.8/HoE

140 ケースで学ぶ国連平和維持活動 : PKOの困難と挑戦の歴史 石塚勝美著 創成社 319.9/IsK

141 「文明の衝突」はなぜ起きたのか : 対立の煽動がテロの連鎖を生む(犀の教室) 薬師院仁志著 晶文社 319/YaH

142 リバタリアニズムを問い直す : 右派/左派対立の先へ 福原明雄著 ナカニシヤ出版 321.1/FuA

143 虚偽検出 : 嘘を見抜く心理学の最前線
P.A.ギヨンゴビ, A.ヴレイ, B.フェル
シュクーレ編著/荒川歩, 石崎千景,
菅原郁夫監訳

北大路書房 321.4/KyK

144 はじめて学ぶ人のための憲法 藤川信夫著 文眞堂 323.14/FuN

145 憲法 第2版(Next教科書シリーズ) 齋藤康輝, 高畑英一郎編 弘文堂 323.14/SaK

146 行政法の基本 : 重要判例からのアプローチ 第6版 北村和生 [ほか] 著 法律文化社 323.9/GyK

147 印鑑・印紙・契約書の基本がわかる本 : これだけ押さえればOK! 齋藤健一郎著 自由国民社 324.52/SaK

148 家族と法 齋藤哲著 信山社編集第2部 324.6/SaT

149 民法visual materials 第2版 池田真朗編著/石田剛 [ほか] 著 有斐閣 324/IkM

150 法の扉を開く(広がる民法:1:入門編) 大村敦志著 有斐閣 324/OmA/1

151 サマリー商法総則・商行為法 楠元純一郎著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

325.1/KuJ

152 テキストブック会社法 第2版 末永敏和, 中村美紀子著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

325.2/SuT
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153 現代の裁判 第7版(有斐閣アルマ:Basic) 市川正人, 酒巻匡, 山本和彦著 有斐閣 327/GeS

154 経済分析入門 村上英吾, 井尻直彦, 大澤秀雄著 梓出版社 331.19/KeB

155 経済学史への招待 柳沢哲哉著 社会評論社 331.2/YaT

156 マクロ経済学 第2版 二神孝一, 堀敬一著 有斐閣 331/FuK

157 経済学入門(Minervaスタートアップ経済学:2) 中村保, 大内田康徳編著 ミネルヴァ書房 331/NaT

158 コンテンポラリー経済学入門
小淵洋一, 大水善寛編著/柳下正和
[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/ObY

159 マクロ経済学
オルラ・オルソン原著/石山健一 [ほ
か] 訳

成文堂 331/OlO

160 日本経済論(ベーシック+) 宮川努 [ほか] 著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング

332.107/NiK

161 経済史の種 1 児島秀樹著 学文社 332/KoH/1

162 新国際経済論 安田信之助編著/加藤巌 [ほか執筆] 八千代出版 333.6/YaS

163 持続可能な開発目標とは何か : 2030年へ向けた変革のアジェンダ 蟹江憲史編著 ミネルヴァ書房 333.8/KaN

164 「移行期的混乱」以後 : 家族の崩壊と再生(犀の教室) 平川克美著 晶文社 334.31/HiK

165 少子化社会と妊娠・出産・子育て : テーマでひらく学びの扉 由井秀樹編著/安藤藍 [ほか] 著 北樹出版 334.31/YuH

166 日系文化を編み直す : 歴史・文芸・接触 細川周平編著 ミネルヴァ書房 334.51/HoS

167 本田宗一郎 : 夢を追い続けた知的バーバリアン(PHP経営叢書. 日本の企業家:7) 野中郁次郎著 PHP研究所 335.13/HoS/N

168 国際ビジネスの倫理的課題/社会的正義と経済的正義(企業倫理学:4)
トム・L. ビーチャム, ノーマン・E.
ボウイ編

晃洋書房
335.15/BeT/K-
4

169 日本の「いい会社」 : 地域に生きる会社力(シリーズニッポン再発見:6)
坂本光司, 法政大学大学院坂本光司研
究室著

ミネルヴァ書房 335.21/SaK

170 成功する起業家はこう考える : マインド、マーケティング、モチベーションの原則 伊藤健太著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

335/ItK

171
数学的コミュニケーション入門 : 「なるほど」と言わせる数字・論理・話し方(幻冬舎新
書:454, [ふ-16-1])

深沢真太郎著 幻冬舎 336.1/FuS
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172 ビジネスコミュニケーション : グローバル社会におけるビジネス基礎力と運用能力 堀眞由美著 中央大学出版部 336.49/HoM

173 入社1年目ビジネスマナーの教科書 : イラストでまるわかり! 金森たかこ著 プレジデント社 336.49/KaT

174 闘う敬語 : 仕事の武器になる「敬語入門」 大嶋利佳, 朝倉真弓著 プレジデント社 336.49/OsR

175 秘書検定試験準1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

176 内部統制の有効性とコーポレート・ガバナンス 藤原英賢著 同文舘出版 336.84/FuH

177 実践トレーニング!会計&ファイナンス 日沖健著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.9/HiT

178 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! 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

179 簿記原理 : 日商簿記3級 第4版 城冬彦著 税務経理協会 336.91//['17]

180 合格テキスト日商簿記3級 : Ver.9.0 第9版(よくわかる簿記シリーズ) TAC簿記検定講座編著 TAC株式会社出版事業部 336.91//['17]

181 スラスラできる日商簿記2級テキスト商業簿記 2017年度受験対策用(大原の簿記シリーズ) 大原簿記学校著 大原出版 336.91//'17

182
仕訳問題集日商簿記2級 : この1冊で完全マスター 改訂版 2017年度受験対策用(大原の簿記シ
リーズ)

大原簿記学校著 大原出版 336.91//'17

183 リスクマネジメントの本質 亀井利明原著/上田和勇編著 同文舘出版 336/KaT

184 現金の呪い : 紙幣をいつ廃止するか? ケネス・S.ロゴフ著/村井章子訳
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

337.1/RoK

185 金融経済 : 実際と理論 第3版 吉野直行, 山上秀文著 慶應義塾大学出版会 338.01/YoN

186 FP技能検定3級過去問題集「実技試験・個人資産相談業務」 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

187 FP技能検定3級過去問題集「実技試験・資産設計提案業務」 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

188 FP技能検定3級過去問題集「実技試験・保険顧客資産相談業務」 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

189 金融史がわかれば世界がわかる : 「金融力」とは何か 新版(ちくま新書:1260) 倉都康行著 筑摩書房 338.2/KuY

190 金融e時代 : 中国における金融デジタル化の現在と未来 万建華著/NTTデータ金融事業推進部訳 東洋経済新報社 338.222/BaK
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191 仮想通貨で銀行が消える日(祥伝社新書:503) 真壁昭夫 [著] 祥伝社 338/MaA

192 いまさら聞けないビットコインとブロックチェーン 大塚雄介[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

338/OtY

193 現代社会への多様な眼差し : 社会学の第一歩 大関雅弘編著 晃洋書房 361.04/OzM

194 社会心理学 : 人と社会との相互作用の探求(心理学の世界:基礎編:7) 堀毛一也, 竹村和久, 小川一美共著 培風館 361.4/ShS

195 他者との邂逅は何をもたらすのか : 「異文化接触」を再考する 和田郁子, 小石かつら編 昭和堂 361.45/WaI

196 スーパーマンの誕生 : KKK・自警主義・優生学 遠藤徹著 新評論 361.5/EnT

197 社会にとって趣味とは何か : 文化社会学の方法規準(河出ブックス:103) 北田暁大, 解体研編著 河出書房新社 361.5/KiA

198 深掘り進化論(NHKニッポン戦後サブカルチャー史)
宮沢章夫 [ほか] 著/NHK「ニッポン戦
後サブカルチャー史」制作班編著

NHK出版 361.5/NiH

199 よくわかる環境社会学 第2版(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 鳥越皓之, 帯谷博明編著 ミネルヴァ書房 361.7/ToH

200 基礎から学ぶ社会調査と計量分析 林雄亮, 石田賢示著 北樹出版 361.9/HaY

201 入門・社会統計学 : 2ステップで基礎から〔Rで〕学ぶ 杉野勇著 法律文化社 361.9/SuI

202 計画化と公共性(講座・社会変動:10) 金子勇編著 ミネルヴァ書房 361.98/KaI

203 社会学のエッセンス : 世の中のしくみを見ぬく 新版補訂版(有斐閣アルマ:Interest) 友枝敏雄 [ほか] 著 有斐閣 361/ShE

204 社会学入門 盛山和夫 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 361/ShN

205 トピック社会保障法 2017 : 第11版 本沢巳代子, 新田秀樹編著
不磨書房/信山社 (発
売)

364/MoM

206 誰が日本の労働力を支えるのか? 寺田知太 [ほか] 著 東洋経済新報社 366.21/DaN

207 日本的雇用制度はどこへ向かうのか : 金融・自動車業界の資本国籍を越えた人材獲得競争 八代充史著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

366.21/YaA

208 労働経済学で考える人工知能と雇用 山本勲著 三菱経済研究所 366.21/YaI

209
ASD「アスペルガー症候群」、ADHD、LD職場の発達障害 : 職場内での悩みと問題行動を解決し
サポートする本

宮尾益知監修 河出書房新社 366.28/MiM
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210 ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に働くための本 對馬陽一郎著 翔泳社 366.28/TsY

211 ブラックバイト : 体育会系経済が日本を滅ぼす 増補版(POSSE叢書:002) 大内裕和, 今野晴貴著 堀之内出版 366.8/OuH

212 二十一世紀の若者論 : あいまいな不安を生きる 小谷敏編 世界思想社 367.68/KoS

213 高齢社会のアクションリサーチ : 新たなコミュニティ創りをめざして
JST社会技術研究開発センター, 秋山
弘子編著

東京大学出版会 367.7/KaG

214 東大がつくった高齢社会の教科書 : 長寿時代の人生設計と社会創造 東京大学高齢社会総合研究機構編著 東京大学出版会 367.7/ToD

215 「男性同性愛者」の社会史 : アイデンティティの受容/クローゼットへの解放 前川直哉著 作品社 367.97/MaN

216 子どもの防犯マニュアル 舟生岳夫著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

368.6/FuT

217 長谷川りつ子/長谷川よし子(シリーズ福祉に生きる:69) 米村美奈著 大空社 369.028/3/69

218
相談援助の理論と方法就労支援サービス 改訂第8版(社会福祉学習双書 2017:第10巻. 社会福
祉援助技術論:2)

『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/'1
7-10

219 心理学 : 心理学理論と心理的支援 改訂第8版(社会福祉学習双書 2017:第11巻) 『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/'1
7-11

220
社会学 : 社会理論と社会システム社会調査の基礎 改訂第8版(社会福祉学習双書 2017:第12
巻)

『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/'1
7-12

221 法学 : 権利擁護と成年後見制度更生保護制度 改訂第8版(社会福祉学習双書 2017:第13巻) 『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/'1
7-13

222
医学一般 : 人体の構造と機能及び疾病保健医療サービス 改訂第8版(社会福祉学習双書 2017:
第14巻)

『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/'1
7-14

223 介護概論 改訂第8版(社会福祉学習双書 2017:第15巻) 『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/'1
7-15

224 学びを深める福祉キーワード集 改訂第6版(社会福祉学習双書 2017:第16巻) 『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/'1
7-16

225
福祉行財政と福祉計画福祉サービスの組織と経営 改訂第8版(社会福祉学習双書 2017:第2巻.
社会福祉概論:2)

『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/'1
7-2

226 老人福祉論 : 高齢者に対する支援と介護保険制度 改訂第8版(社会福祉学習双書 2017:第3巻) 『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/'1
7-3

227
障害者福祉論 : 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 改訂第8版(社会福祉学習双書
2017:第4巻)

『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/'1
7-4

228
公的扶助論 : 低所得者に対する支援と生活保護制度 改訂第8版(社会福祉学習双書 2017:第7
巻)

『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/'1
7-4

12
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229
児童家庭福祉論 : 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 改訂第8版(社会福祉学習双
書 2017:第5巻)

『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/'1
7-5

230 社会保障論 改訂第8版(社会福祉学習双書 2017:第6巻) 『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/'1
7-6

231 地域福祉論 : 地域福祉の理論と方法 改訂第8版(社会福祉学習双書 2017:第8巻) 『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/'1
7-8

232
相談援助の基盤と専門職相談援助の理論と方法 改訂第8版(社会福祉学習双書 2017:第9巻. 社
会福祉援助技術論: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/'1
7-9

233 社会福祉小六法 : 資料付 ワイド版 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/'1
7

234 災害ボランティア : 新しい社会へのグループ・ダイナミックス 渥美公秀著 弘文堂 369.3/AtT

235 こころに寄り添う災害支援 奥村茉莉子編集 金剛出版 369.3/OkM

236
Intergenerational cycles of trauma and violence : an attachment and family systems
perspective 1st ed : hardcover(Norton professional book)

Pamela C. Alexander W.W. Norton & Co. 369.4/AlP

237 これからの子ども・子育て支援を考える : 共生社会の創出をめざして 柏女霊峰著 ミネルヴァ書房 369.4/KaR

238 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 大溝茂, 太田由加里編著 電気書院 369.4/OmS

239 地域福祉論(しっかり学べる社会福祉:3) 川島ゆり子 [ほか] 著 ミネルヴァ書房 369.7/ChF

240 わたしのかぞく : なにが起こるかな?(LLブック)
LLブック(やさしく読める本)制作グ
ループ編

樹村房 369/LLB

241 はつ恋(LLブック)
藤沢和子, 川崎千加, 多賀谷津也子企
画・編集・制作

樹村房 369/LLB

242 社会福祉論 高間満, 相澤譲治, 津田耕一編著 電気書院 369/ShF

243 答えのない世界 : グローバルリーダーになるための未来への選択
大前研一, ビジネス・ブレークスルー
出版事務局編著

ビジネス・ブレークス
ルー出版/日販アイ・
ピー・エス (発売)

370.4/OmK

244 人生の調律師たち : 動的ドラマトゥルギーの展開 藤川信夫編著 春風社 371.04/FuN

245 保護者はなぜ「いじめ」から遠ざけられるのか 平墳雅弘著 太郎次郎社エディタス 371.42/HiM

246 現場発!失敗しないいじめ対応の基礎・基本 辻川和彦編著 日本標準 371.42/TsK

247
「愛情の器」モデルに基づく愛着修復プログラム : 発達障害・愛着障害 : 現場で正しくこど
もを理解し、こどもに合った支援をする

米澤好史著 福村出版 371.43/YoY

13
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248 子ども学への招待 : 子どもをめぐる22のキーワード 近藤俊明, 渡辺千歳, 日向野智子編著 ミネルヴァ書房 371.45/KoS

249 中学生における友人との相談行動 : 援助要請研究の視点から 永井智著 ナカニシヤ出版 371.47/NaS

250 レクチャー青年心理学 : 学んでほしい・教えてほしい青年心理学の15のテーマ 高坂康雅, 池田幸恭, 三好昭子編著 風間書房 371.47/ReS

251 はじめてみよう!これからの部落問題学習 : 小学校、中学校、高校のプログラム
ひょうご部落解放・人権研究所編/
「これからの部落問題」学習プログラ
ム作成研究会著

解放出版社 371.56/HyB

252 史料道徳教育を考える 4改訂版 浪本勝年 [ほか] 編 北樹出版 371.6/ShD

253 学びを創る教育評価(現場と結ぶ教職シリーズ:15) 岡谷英明編著 あいり出版 371.7/OkH

254 教育学へのアプローチ : 教育と社会を考える18の課題
北野秋男編著/宮島健次, 黒田友紀,
長嶺宏作著

啓明出版 371/KiA

255 教育から見る日本の社会と歴史 第2版
片桐芳雄, 木村元編著/木村政伸 [ほ
か執筆]

八千代出版 372.1/KaY

256 「ウサギとカメ」の読書文化史 : イソップ寓話の受容と「競争」 府川源一郎著 勉誠出版 372.106/FuG

257
ブレンディッド・ラーニングの衝撃 : 「個別カリキュラム×生徒主導×達成度基準」を実現
したアメリカの教育革命

マイケル・B.ホーン, ヘザー・ステイ
カー著/小松健司訳

教育開発研究所 372.53/HoM

258 現代教育の制度と行政 改訂版 河野和清編著/山田浩之 [ほか著] 福村出版 373.1/KoK

259 未来の学校 : テスト教育は限界か トニー・ワグナー著/陳玉玲訳 玉川大学出版部 373.1/WaT

260 手取り足取り,特訓道場合格する面接 [2018年度版](教員採用試験攻略Supportシリーズ:4) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事通
信社 (発売)

373.7//'18

261 教職教養試験 [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

262 小学校学習指導要領 [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

263 中高学習指導要領 [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

264
教員採用試験36日間 : 短期集中「教採」学習プログラム : 忙しくても意欲があれば大丈夫
2018(教育ジャーナル選書)

大木光夫著 学習研究社 373.7//'18

265 教員採用試験面接突破101事例 2018(教育ジャーナル選書) 大木光夫, 師走会著 学習研究社 373.7//'18

266 教員採用試験論文突破80事例 2018(教育ジャーナル選書) 津金邦明著
学研教育みらい/学研
マーケティング (発売)

373.7//'18
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267 手取り足取り,特訓道場合格する論作文 [2018年度版](教員採用試験攻略Supportシリーズ:3) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事通
信社 (発売)

373.7//'18

268 どうなる日本の教員養成 : 緊急出版 日本教師教育学会編 学文社 373.7/NiK

269 新教育実習を考える 改訂版 岩本俊郎, 大津悦夫, 浪本勝年編著 北樹出版 373.7/ShK

270 小学校学級経営いろいろテンプレート : 1年中使えてカンタン便利! イクタケマコト著 学陽書房 374.12/IkM

271 学級づくりの大技・小技事典 : クラスがもっとうまくいく! 静岡教育サークル「シリウス」編著 明治図書出版 374.12/ShK

272
話し合いができるクラスのつくり方 : 学級会からペア学習まですべておまかせ!(学級経営サ
ポートBOOKS)

山中伸之著 明治図書出版 374.12/YaN

273
アクティブ・ラーニングを超えていく「研究する」教師へ : 教師が学び合う「実践研究」の
方法 : 教師の資質・能力を高める!

石井英真編著 日本標準 374.3/IsT

274 ワークで学ぶ教職概論 井藤元編 ナカニシヤ出版 374.3/ItG

275 教職概論 : 先生になるということとその学び 改訂版 高妻紳二郎 [ほか] 著 協同出版 374.3/KyG

276 中学校・高校教師実務のすべて(教育技術mook) 宮崎猛, 小泉博明編著 小学館 374.35/MiT

277 教師の全仕事 : 教師の知っておくべき知識と技能 山本修司著 黎明書房 374.35/YaS

278 大学では教えてくれない信頼される保護者対応 多賀一郎著 明治図書出版 374.6/TaI

279 学校保健マニュアル 改訂9版
衞藤隆, 岡田加奈子編集/衞藤隆 [ほ
か] 執筆

南山堂 374.9/EtT

280 心の健康教育 : パワポで10分!簡単教材を活用した保健指導 田原俊司著 健学社 374.97/TaS

281 子どもがつながる!クラスがまとまる!学級あそび101 三好真史著 学陽書房 374.98/MiS

282 Q&Aスクール・コンプライアンス111選 菱村幸彦著 ぎょうせい 374/HiY

283 双方向授業が拓く日本の教育 : アクティブ・ラーニングへの期待 畑田耕一編著
大阪公立大学共同出版
会

375.1/HaK

284 わくわくコミュニケーションプログラム : 心理学を活用した実践と評価 廣岡雅子, 中西良文編 ナカニシヤ出版 375.1/HiM

285 「発問」する技術 : 発問の基本ルールASKの法則で、子どもの反応が驚くほど変わる! 栗田正行著 東洋館出版社 375.1/KuM
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286 教科教育学研究の可能性を求めて 原田智仁, 關浩和, 二井正浩編著 風間書房 375.1/KyK

287 「資質・能力」と学びのメカニズム 奈須正裕著 東洋館出版社 375.1/NaM

288 教科教育研究ハンドブック : 今日から役立つ研究手引き 日本教科教育学会編 教育出版 375.1/NiK

289
新任3年目までに知っておきたい子どもの集中を引き出す発問の技術 : 主体的・対話的で深く
学ぶための発問をつくろう!(授業づくりサポートBOOKS)

大畑利則著 明治図書出版 375.1/OhT

290 実践アクティブ・ラーニングまるわかり講座 : 明日の授業からすぐ使える(教育技術mook) 大前暁政著 小学館 375.1/OmA

291 田村学・黒上晴夫の「深い学び」で生かす思考ツール(教育技術mook)
田村学, 黒上晴夫著/三田大樹執筆協
力代表

小学館 375.1/TaM

292
小学校新学習指導要領ポイント総整理 : 何がどのように変わったのかが一目で分かる!! 平成
29年版

東洋館出版社編集部編 東洋館出版社 375.1/ToS/'17

293 メディア・リテラシー教育 : ソーシャルメディア時代の実践と学び 中橋雄編著 北樹出版 375.19/NaY/2

294 事例で学ぶ生徒指導・進路指導・教育相談 改訂版 中学校・高等学校編 長谷川啓三, 佐藤宏平, 花田里欧子編 遠見書房 375.2/JiM/2

295 100万人が受けたい「中学公民」ウソ・ホント?授業 続 河原和之著 明治図書出版 375.313/KaK/2

296 100万人が受けたい「中学歴史」ウソ・ホント?授業 続 河原和之著 明治図書出版 375.323/KaK/2

297 流れがわかる中学歴史の授業 和田勝著 風詠社/星雲社 (発売) 375.323/WaM

298 100万人が受けたい「中学地理」ウソ・ホント?授業 続 河原和之著 明治図書出版 375.333/KaK/2

299 「考え、議論する道徳」の指導法と評価 西野真由美, 鈴木明雄, 貝塚茂樹編 教育出版 375.35/KaG

300 新教科「道徳」の理論と実践(玉川大学教職専門シリーズ) 渡邉満, 山口圭介, 山口意友編著 玉川大学出版部 375.35/ShD

301 イチからはじめる道徳教育 田中潤一編/井西弘樹 [ほか] 著 ナカニシヤ出版 375.35/TaJ

302 数の物語表現と知識 金田茂裕著 ナカニシヤ出版 375.412/KiS

303
小学校算数教科書にそって使えるアクティブ・ラーニング〈主体的・対話的で深い学び〉50の
授業実践例 1・2年

菊池省三[ほか]著 喜楽研
375.412/ShS/1
・2

304 アクティブ・ラーニングを位置づけた小学校理科の授業プラン 鳴川哲也, 山中謙司, 塚田昭一編著 明治図書出版 375.422/AkR
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305 保健科教育法入門 日本保健科教育学会編 大修館書店 375.49/NiH

306 マット(小学校体育写真でわかる運動と指導のポイント) 松本格之祐, 齋藤直人著 大修館書店
375.492/TaS/S
-2

307 水泳(小学校体育写真でわかる運動と指導のポイント) 平川譲著 大修館書店
375.492/TaS/S
-5

308 体つくり(小学校体育写真でわかる運動と指導のポイント) 眞榮里耕太著 大修館書店
375.492/TaS/S
-8

309
「資質・能力」を育成する図工科授業モデル(小学校新学習指導要領のカリキュラム・マネジ
メント)

笠雷太編著 学事出版 375.72/RyR

310
0 (ゼロ) からはじめるたのしい音楽 : 子ども達の評価が高かった音楽授業プランの総集編 :
マネしたくなる! : 輪唱もリコーダーも合唱もこの1冊でおまかせ!

「たのしい授業」編集委員会編 仮説社 375.76/Kas

311 初等音楽科教育法 : 音楽療法的視点からインクルーシブ教育に向かって 高橋多喜子著
オンキョウパブリッ
シュ

375.762/TaT

312 授業をアクティブにする!365日の工夫 小学1年 赤坂真二編著/阿部隆幸著 明治図書出版 375.82/AkS/1

313 授業をアクティブにする!365日の工夫 小学2年 赤坂真二編著/阿部隆幸著 明治図書出版 375.82/AkS/2

314 授業をアクティブにする!365日の工夫 小学3年 赤坂真二編著/阿部隆幸著 明治図書出版 375.82/AkS/3

315 授業をアクティブにする!365日の工夫 小学4年 赤坂真二編著/阿部隆幸著 明治図書出版 375.82/AkS/4

316 授業をアクティブにする!365日の工夫 小学5年 赤坂真二編著/阿部隆幸著 明治図書出版 375.82/AkS/5

317 授業をアクティブにする!365日の工夫 小学6年 赤坂真二編著/阿部隆幸著 明治図書出版 375.82/AkS/6

318 アクティブ・ラーニングを位置づけた小学校国語科の授業プラン 中村和弘編著 明治図書出版 375.82/NaK

319 スペシャリスト直伝!中学校国語科授業成功の極意 池田修著 明治図書出版 375.83/IkO

320 先生が薦める英語学習のための特選映画100選 大学生編 久米和代 [ほか] 著
フォーインスクリーン
プレイ事業部 (発売)

375.893/SeS

321
小学校英語から中学校英語への架け橋 : 文字教育を取り入れた指導法モデルと教材モデルの
開発研究

小野尚美, 高梨庸雄, 土屋佳雅里著 朝日出版社 375.893/ShE

322 自立した読み手を育てる新しいリーディング指導
サンドラ・シルバスタイン著/萬戸克
憲訳

大修館書店 375.893/SiS

323 くわしい問題集英文法 : 中学1～3年 新装版(シグマベスト) 文英堂
375.8933//['1
6]
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324 中学英文法 新装版(学研ニューコース問題集) 学研プラス
375.8933//['1
7]

325
英語テストづくり&指導アイデアBOOK : 6つのアイデア×8の原則で英語力がぐーんと伸びる!
: 生徒をテスト好きにする(中学校英語サポートBOOKS)

正頭英和著 明治図書出版 375.8933/ShH

326 アクティブラーニングで学ぶ福祉科教育法 : 高校生に福祉を伝える 藤田久美編著 一藝社 375/FuK

327 社会貢献教育ハンドブック 日本ファンドレイジング協会編
日本ファンドレイジン
グ協会

375/NiF

328 保育の理論と実践 : ともに育ちあう保育者をめざして 清水陽子 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 376.1/HoR

329 幼稚園実習・保育所実習のMind & Skill : 実習力から実践力へ 小泉裕子, 田川悦子編著 東洋館出版社 376.1/KoY

330 保育小六法 2017 平成29年版 ミネルヴァ書房編集部編 ミネルヴァ書房 376.1/MiS/'17

331
保育児童福祉要説 : レポート・試験はこう書く : 保育士・幼稚園教諭・児童指導員・児童福
祉司・児童厚生員などをめざす人のための専門科目・関連科目学習参考例 第5版

東京福祉大学編 中央法規出版 376.1/ToF

332 保育原理 : 世界の保育者と共に 第3版 小泉裕子編著 東洋館出版社 376.11/KoY

333 保育士幼稚園教諭論作文・面接対策ブック 2018年度版 保育士試験研究会編 実務教育出版 376.14//'18

334 食育 : いただきます!からひろがる笑顔 : 第11回食育コンテスト活動実践事例集
キッズエクスプレス21
実行委員会

376.14/KiE

335 教職論 : 保育者・教師の仕事をつかむ 木山徹哉, 太田光洋編著 ミネルヴァ書房 376.14/KiT

336 役立つ、かわいい!保育のイラストデータ集(ナツメ社保育シリーズ) ナツメ社 376.14/Nat

337 実例でわかる連絡帳の書き方マニュアル : 保育園幼稚園 富田久枝監修 成美堂出版 376.14/ToH

338 指導計画の考え方・立て方 : 幼稚園・保育所実習 第2版 久富陽子編著/梅田優子[ほか著] 萌文書林 376.15/HiY

339 保育内容総論(コンパクト版保育者養成シリーズ) 大沢裕, 高橋弥生編著 一藝社 376.15/OsH

340 基礎からわかるリトミック!リトミック! 石丸由理著 ひかりのくに 376.156/IsY

341 保育者を目指す学生のための「保育内容・健康」実践教本 村上哲朗, 山里哲史著 現代図書 376.157/MuT

342 小中一貫校をつくる : 激動の時代を生き抜く子どもたちのために 初田幸隆著
ミヤオビパブリッシン
グ/宮帯出版社 (発売)

376.2/KyS/H
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343 理学部・理工学部(なるにはBooks) 佐藤成美著 ぺりかん社 376.8

344 大学図鑑! : 有名大学のすべてがわかる! 2018 オバタカズユキ, 石原壮一郎著 ダイヤモンド社
376.87/ObK/'1
8

345 やる気が高まる!受験勉強をしなければいけない本当の理由 関正生, 伊藤賀一著 宝島社 376.87/SeM

346 特集高大接続改革(主体的学び:別冊) 主体的学び研究所編
主体的学び研究所/東信
堂 (発売)

376.87/ShM

347 大学入試における共通試験(高等教育ライブラリ:12)
東北大学高度教養教育・学生支援機構
編

東北大学出版会 376.87/ToD

348 大学IRスタンダード指標集 : 教育質保証から財務まで(高等教育シリーズ:173) 松田岳士 [ほか] 編著 玉川大学出版部 377.1/DaI

349
グローバル人材教育とその質保証 : 高等教育機関の課題(大学改革支援・学位授与機構高等教
育質保証シリーズ)

大学改革支援・学位授与機構編著 ぎょうせい 377.15/DaK

350 教養教育の再生 林哲介著 ナカニシヤ出版 377.15/HaT

351 思考を鍛える大学の学び入門 : 論理的な考え方・書き方からキャリアデザインまで 井下千以子著 慶應義塾大学出版会 377.15/InC

352 自己発見と大学生活 : 初年次教養教育のためのワークブック 中沢正江, 松尾智晶著 ナカニシヤ出版 377.15/NaM

353 先生は教えてくれない大学のトリセツ(ちくまプリマー新書:277) 田中研之輔著 筑摩書房 377.15/TaK

354 アメリカの大学に学ぶ学習支援の手引き : 日本の大学にどう活かすか 谷川裕稔編 ナカニシヤ出版 377.253/TaH

355 地方大学の挑戦 : 経済・経営系での教育実践
木村務, 古河幹夫編/岩重聡美 [ほか
著]

石風社 377.28/NaK/K

356 大学生の健康ナビ : キャンパスライフの健康管理 2017 岐阜県大学保健管理研究会企画
岐阜新聞社/岐阜新聞情
報センター出版室 (発
売)

377.9/GiD/'17

357 大学1年生の歩き方 : 先輩たちが教える転ばぬ先の12のステップ トミヤマユキコ, 清田隆之著 左右社 377.9/ToY

358 インターンシップ実践ガイド : 大学と企業の連携 折戸晴雄, 根木良友, 山口圭介編 玉川大学出版部 377.95/InJ

359 大学1年からのキャリアデザイン実践 齊藤博, 上本裕子著 八千代出版 377.95/SaH

360 大学生活をデザインする 改訂版(テキスト・ワークブック. キャリア設計:1)
東海大学キャリア就職センター, 東海
大学現代教養センター編

東海大学出版部 377.95/ToD

361 社会・集団・個人の役割を学ぶ 改訂版(テキスト・ワークブック. キャリア形成:1)
東海大学キャリア就職センター, 東海
大学現代教養センター編

東海大学出版部 377.95/ToD
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362
発達障害のある人とのコミュニケーションに役立つコミュニケーションパートナーハンドブッ
ク

佐竹恒夫, 倉井成子, 東江浩美編著/
大岡千恵子構成・編集

エスコアール 378.8/HaS

363 発達障害の「教える難しさ」を乗り越える : 幼児期から成人期の自立へ 河野俊一著 日本評論社 378.8/KoS

364 アクション・リサーチでつくるインクルーシブ授業 : 「楽しく・みんなで・学ぶ」ために 新井英靖著 ミネルヴァ書房 378/ArH

365
この子は育てにくい、と思っても大丈夫 : 生まれてきてくれて、ありがとう 子どもに伝えた
いあなたのために

星山麻木著 河出書房新社 378/HoA

366 基礎から学ぶ障害児保育 小川英彦編著 ミネルヴァ書房 378/OgH

367
わが子に障がいがあると告げられたとき : 親とその支援者へのメッセージ(シリーズ・子ども
と親のこころを支える:1)

佐藤暁著 岩崎学術出版社 378/SaS

368 性・差別・民俗(河出文庫:[あ27-1]) 赤松啓介著 河出書房新社 382.1/AkK

369 和食を伝え継ぐとはどういうことか : 地域がそだてた食のしくみと技に学ぶ 木村信夫著 農山漁村文化協会 383.81/KiN

370 うま味の秘密(和食文化ブックレット:7. ユネスコ無形文化遺産に登録された和食) 伏木亨著 思文閣出版
383.81/WaB/1-
7

371 旅と交流にみる近世社会 高橋陽一編著 清文堂出版 384.37/TaY

372 中世の〈遊女〉 : 生業と身分(プリミエ・コレクション:82) 辻浩和著 京都大学学術出版会 384.9/TsH

373 民俗学が読み解く葬儀と墓の変化(国立歴史民俗博物館研究叢書:2) 関沢まゆみ編 朝倉書店 385.6/SeM

374 怪異を語る : 伝承と創作のあいだで 京極夏彦 [ほか] 著/喜多崎親編 三元社 387/KiC

375 沖縄のまじない : 暮らしの中の魔除け、呪文、呪符の民俗史 山里純一著 ボーダーインク 387/YaJ

376 世礼国男と沖縄学の時代 : 琉球古典の探求者たち 末次智著 森話社
388.9199/OmS/
S

377 ようこそ文化人類学へ : 異文化をフィールドワークする君たちに 川口幸大著 昭和堂 389/KaY

378 スノーデン日本への警告(集英社新書:0876A) エドワード・スノーデン [ほか] 著 集英社 391.6/SnE

379 孫子の兵法 : 信念と心がまえ(Contemporary classics) 孫武[著]/青柳浩明編訳
日本能率協会マネジメ
ントセンター

399.23/AoH

380 ひと目で分かる孫子の兵法 ジェシカ・ヘギー著/福田篤人訳
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

399.23/HaJ
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381 国立科学博物館のひみつ 地球館探検編 成毛眞, 折原守著 ブックマン社 406.9/KoK/N-2

382
カラー図解古生物たちのふしぎな世界 : 繁栄と絶滅の古生代3億年史(ブルーバックス:B-
2018)

土屋健著/田中源吾協力 講談社 408/11/2018

383 時空のからくり : 時間と空間はなぜ「一体不可分」なのか(ブルーバックス:B-2019) 山田克哉著 講談社 408/11/2019

384 「香り」の科学 : 匂いの正体からその効能まで(ブルーバックス:B-2020) 平山令明著 講談社 408/11/2020

385 歌うカタツムリ : 進化とらせんの物語(岩波科学ライブラリー:262) 千葉聡 岩波書店 408/14/262

386 読むだけで楽しい数学のはなし 池田洋介著 新紀元社 410.4/IkY

387 モノの見方が180度変わる化学 齋藤勝裕著 秀和システム 430.4/SaK

388 ほしぞらの探訪 : 肉眼・双眼鏡・小望遠鏡による 新装版 山田卓著 地人書館 443.8/YaT

389 眠れなくなるほど地球がおもしろくなる本 荒舩良孝監修 宝島社 450/ArY

390 地球大気の科学(現代地球科学入門シリーズ:3) 田中博著 共立出版 451.3/TaH

391 ビッグショット・オーロラ 廣川まさき著 小学館 451.75/HiM

392 流氷の伝言 : アザラシの赤ちゃんが教える地球温暖化のシグナル 小原玲著 教育出版 451.85/OhR

393 火山学(現代地球科学入門シリーズ:7) 吉田武義, 西村太志, 中村美千彦著 共立出版 453.8/Kaz

394 奇妙で美しい石の世界(ちくま新書:1263) 山田英春著 筑摩書房 459.5/YaH

395 自然観察のポイント : 生態系と生物多様性を五感でとらえる 桜谷保之著 文一総合出版 460.7/SaY

396 生命と科学技術の倫理学 : デジタル時代の身体・脳・心・社会 森下直貴編/粟屋剛 [ほか] 著 丸善出版 461.15/MoN

397 原寸で楽しむ身近な木の実・タネ図鑑&採集ガイド(大人のフィールド図鑑) 多田多恵子著 実業之日本社 471.1/TaT

398 里山さんぽ植物図鑑 宮内泰之監修 成美堂出版 472.1/MiY

399 落ち葉の下の小さな生き物ハンドブック 皆越ようせい著 文一総合出版 481.76/MiY
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400 ファーブル昆虫記 : 完訳 第10巻下
ジャン=アンリ・ファーブル著/奥本大
三郎訳

集英社
486/FaJ/S-10-
2

401 目立ちたがり屋の鳥たち : 面白い鳥の行動生態 江口和洋著 東海大学出版部 488.1/EgK

402 シマエナガちゃん 小原玲著
講談社ビーシー/講談社
(発売)

488.99/OhR

403 マンガでわかる人体のしくみ 沢田麻間, サイドランチマンガ 池田書店 491.3/SaM

404 汗はすごい : 体温、ストレス、生体のバランス戦略(ちくま新書:1264) 菅屋潤壹著 筑摩書房 491.369/SuJ

405 遺すことば : 作家たちのがん闘病記(文春MOOK) 青山文平[ほか著] 文芸春秋 491.65

406 運動器・整形外科 第1版(病気がみえる:v. 11) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492/IrJ/B-11

407 ネガティブ・ケイパビリティ : 答えの出ない事態に耐える力(朝日選書:958) 帚木蓬生著 朝日新聞出版 493.7/HaH

408 突然、感情を爆発させる人々(新書y:309) 酒井和夫著 洋泉社 493.7/SaK

409 脳を守ろう : 脳梗塞・認知症を予防するために(岩波ブックレット:No. 967) 岩田誠著 岩波書店 493.73/IwM

410 アスピーガールの心と体を守る性のルール
デビ・ブラウン著/村山光子, 吉野智
子訳

東洋館出版社 493.76/BrD

411 最新図解大人の発達障害サポートブック(発達障害を考える : 心をつなぐ) 小野和哉著 ナツメ社 493.76/OnK

412 イラストを見せながら説明する子どもの病気とその診かた 金子堅一郎編 南山堂 493.9/KaK

413
コウノドリ 10(モーニングKC:2227, 2242, 2276, 2311, 2342, 2369, 2407, 2440, 2467,
2498, 2512, 2526, 2575, 2611, 2640, 2673, 2703)

鈴ノ木ユウ著 講談社 495/SuY/10

414
コウノドリ 11(モーニングKC:2227, 2242, 2276, 2311, 2342, 2369, 2407, 2440, 2467,
2498, 2512, 2526, 2575, 2611, 2640, 2673, 2703)

鈴ノ木ユウ著 講談社 495/SuY/11

415
コウノドリ 12(モーニングKC:2227, 2242, 2276, 2311, 2342, 2369, 2407, 2440, 2467,
2498, 2512, 2526, 2575, 2611, 2640, 2673, 2703)

鈴ノ木ユウ著 講談社 495/SuY/12

416
コウノドリ 13(モーニングKC:2227, 2242, 2276, 2311, 2342, 2369, 2407, 2440, 2467,
2498, 2512, 2526, 2575, 2611, 2640, 2673, 2703)

鈴ノ木ユウ著 講談社 495/SuY/13

417
コウノドリ 14(モーニングKC:2227, 2242, 2276, 2311, 2342, 2369, 2407, 2440, 2467,
2498, 2512, 2526, 2575, 2611, 2640, 2673, 2703)

鈴ノ木ユウ著 講談社 495/SuY/14

418
コウノドリ 15(モーニングKC:2227, 2242, 2276, 2311, 2342, 2369, 2407, 2440, 2467,
2498, 2512, 2526, 2575, 2611, 2640, 2673, 2703)

鈴ノ木ユウ著 講談社 495/SuY/15
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419
コウノドリ 16(モーニングKC:2227, 2242, 2276, 2311, 2342, 2369, 2407, 2440, 2467,
2498, 2512, 2526, 2575, 2611, 2640, 2673, 2703)

鈴ノ木ユウ著 講談社 495/SuY/16

420
コウノドリ 17(モーニングKC:2227, 2242, 2276, 2311, 2342, 2369, 2407, 2440, 2467,
2498, 2512, 2526, 2575, 2611, 2640, 2673, 2703)

鈴ノ木ユウ著 講談社 495/SuY/17

421
コウノドリ 8(モーニングKC:2227, 2242, 2276, 2311, 2342, 2369, 2407, 2440, 2467,
2498, 2512, 2526, 2575, 2611, 2640, 2673, 2703)

鈴ノ木ユウ著 講談社 495/SuY/8

422
コウノドリ 9(モーニングKC:2227, 2242, 2276, 2311, 2342, 2369, 2407, 2440, 2467,
2498, 2512, 2526, 2575, 2611, 2640, 2673, 2703)

鈴ノ木ユウ著 講談社 495/SuY/9

423 日本の医療と介護 : 歴史と構造、そして改革の方向性 池上直己著 日本経済新聞出版社 498.13/IkN

424 香害 : そのニオイから身を守るには 岡田幹治著 金曜日 498.4/OkM

425 職場で出会うユニーク・パーソン : 発達障害の人たちと働くために 原雄二郎, 鄭理香著 誠信書房 498.8/HaY

426 医療者が語る答えなき世界 : 「いのちの守り人」の人類学(ちくま新書:1261) 磯野真穂著 筑摩書房 498/IsM

427 再生可能エネルギーで地域を変える(知の散歩シリーズ:1) 久保田健, 神本正行監修 弘前大学出版会 501.6/SaK

428 2050年の技術 : 英『エコノミスト』誌は予測する
英『エコノミスト』編集部著/土方奈
美訳

文藝春秋 504/EcN

429 知的財産法 第8版(有斐閣アルマ:Specialized) 角田政芳, 辰巳直彦著 有斐閣 507.2/SuM

430 大学講義技術者の倫理入門 第5版 杉本泰治, 高城重厚著 丸善出版 507/SuT

431 図説鉄道の博物誌 : ものづくり技術遺産 (鉄道の革新)
石田正治, 山田俊明編著/池森寛 [ほ
か] 著

秀和システム 516.021/IsS

432 環境の科学 : 人間の活動は自然環境に何をもたらすか 新版 中田昌宏, 笠嶋義夫共著 三共出版 519/NaM

433 世界の美しい名建築の図鑑 : 家のはじまりから現代建築まで
パトリック・ディロン文/スティーヴ
ン・ビースティー画/藤村奈緒美訳

エクスナレッジ 520.2/DiP

434 列島縦断「幻の名城」を訪ねて(集英社新書:0879D) 山名美和子著 集英社 521.82/YaM

435 2020年、人工知能は車を運転するのか : 自動運転の現在・過去・未来 西村直人著 インプレス 537/NiN

436 水先案内人 : 瀬戸内海の船を守るものたち 森隆行著 晃洋書房 557.6/MoT

437 紙の日本史 : 古典と絵巻物が伝える文化遺産 池田寿著 勉誠出版 585.6/IkH
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438 パン屋の仕事 明石克彦著 旭屋出版 588.32/BeB/A

439 ファッションビジネス用語辞典 改訂第3版 ファッションビジネス学会監修
日本ファッション教育
振興協会

589.2/FaB

440 はじめてのスポンジ菓子 : 失敗なしの「改良レシピ」でしっとりふんわり!(旭屋出版MOOK) 熊谷裕子著 旭屋出版 596.65/KuY

441 これからの地域再生(犀の教室)
飯田泰之編/浅川芳裕, 新雅史, 木曽
崇, 島原万丈, 広瀬郁, 藤野英人著

晶文社 601.1/IiY

442 地域活性化政策とイノベーション : EU主要国の事例研究
法政大学地域研究センター, 岡本義行
編

芙蓉書房出版 601.3/HoD

443 パリ万国博覧会とジャポニスムの誕生 寺本敬子著 思文閣出版 606.9/TeN

444 日本の美しい庭園図鑑 大野暁彦, 鈴木弘樹著 エクスナレッジ 629.21/OnA

445 都市と森林 三俣学, 新澤秀則編著 晃洋書房 652.164/MiG

446 英語と日本語で学ぶビジネスの第一歩(明治大学商学部グローバル人材育成シリーズ:1) 明治大学商学部編 同文舘出版 670.1/MeD

447 ビジネス文書と日本語表現 改訂2版 河田美惠子著 学文社 670.91/KaM

448 景品表示法 第5版 大元慎二編著 商事法務 671.3/OmS

449 Q&A市民のための特定商取引法 改題新版 村千鶴子著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

673.3/MuC

450 躍進する、繁盛すし店次世代すし店 新版(旭屋出版MOOK. すしの雑誌:16) 旭屋出版 673.971/AsS

451 現代広告論 第3版(有斐閣アルマ:Specialized) 岸志津江, 田中洋, 嶋村和恵著 有斐閣 674/GeK

452 地域物流市場の新課題 忍田和良, 土井義夫編著 成文堂 675.4/OsK

453 流通経済の動態と理論展開 木立真直, 佐久間英俊, 吉村純一編著 同文舘出版 675.4/RyK

454 グローバル・マーケティング戦略(有斐閣アルマ:Specialized) 三浦俊彦, 丸谷雄一郎, 犬飼知徳著 有斐閣 675/GuM

455 マーケティング論 改訂版 新津重幸, 庄司真人編著 白桃書房 675/NiS

456 アニメが地方を救う!? : 「聖地巡礼」の経済効果を考える(ワニブックス「Plus」新書:166) 酒井亨著
ワニ・プラス/ワニブッ
クス (発売)

689.4/SaT
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457 人気通訳ガイドが教える誰にでもできるおもてなしの英語(講談社パワーイングリッシュ) 島崎秀定著 講談社 689.6/ShH

458 観光と情報システム 中谷秀樹編著/清水久仁子共著 流通経済大学出版会 689/NaH

459 観光学入門 第3版
中尾清, 浦達雄編著/稲本恵子 [ほか
執筆]

晃洋書房 689/NaK

460 中島誠之助先生、日本の美について教えてください。 中島誠之助著 祥伝社 702.1/NaS

461 雲岡石窟の考古学 : 遊牧国家の巨石仏をさぐる(京大人文研東方学叢書:3) 岡村秀典著 臨川書店 702.2213/OkH

462 広重--雨、雪、夜 : 風景版画の魅力をひもとく
[歌川広重画]/神谷浩, 前田詩織編
集・執筆

青幻舎プロモーション/
青幻舎 (発売)

721.8/AnH/K

463 ブリューゲルへの招待 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 723.359/BrP/A

464 マンガ学入門 夏目房之介, 竹内オサム編著 ミネルヴァ書房 726.101/NaF

465 手塚マンガの不思議 竹内オサム著 晃洋書房 726.101/TeO/T

466 これだけは知ってほしい楽典はじめの一歩 : 保育士、幼稚園、小学校教諭を志す人たちへ 木村鈴代 [ほか] 共著 カワイ出版 761.2/KoS

467 キーワードで読むオペラ/音楽劇研究ハンドブック 丸本隆 [ほか] 編
アルテスパブリッシン
グ

766.1/KiW

468 ジャニーズの正体 : エンターテインメントの戦後史 太田省一著 双葉社 767.8/JaJ/O

469 アイドルになりたい!(ちくまプリマー新書:275) 中森明夫著 筑摩書房 767.8/NaA

470 アイドル/メディア論講義 西兼志著 東京大学出版会 767.8/NiK

471 「ものまね」の歴史 : 仏教・笑い・芸能(歴史文化ライブラリー:448) 石井公成著 吉川弘文館 772.1/IsK

472 演劇・絵画・弁論術 : 一八世紀フランスにおけるパフォーマンスの理論と芸術 アンジェリカ・グデン著/譲原晶子訳
筑波出版会/丸善出版
(発売)

772.35/GoA

473 戦後歌舞伎の精神史 渡辺保著 講談社 774.26/WaT

474 特攻隊映画の系譜学 : 敗戦日本の哀悼劇(戦争の経験を問う) 中村秀之著 岩波書店 778.21/NaH

475 ジブリの文学 鈴木敏夫著 岩波書店 778.77/SuJ/S
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476 アニメへの変容 : 原作とアニメとの微妙な関係 竹内オサム, 小山昌宏編著 現代書館 778.77/TaO

477 どうらく息子 第18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-
18

478 よくわかるスポーツ倫理学(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 友添秀則編著 ミネルヴァ書房 780.1/ToH

479 教養としての健康・スポーツ 川崎登志喜編著 玉川大学出版部 780.19/KaT

480 観るまえに読む大修館スポーツルール 2017 大修館書店編集部編 大修館書店
780.36/TaS/'1
7

481 日本サッカーの未来地図 宮本恒靖著 KADOKAWA 783.47/MiT

482 低予算でもなぜ強い? : 湘南ベルマーレと日本サッカーの現在地(光文社新書:746) 戸塚啓著 光文社 783.47/ShB/T

483 相撲(ものと人間の文化史:179) 土屋喜敬著 法政大学出版局 788.1/TsY

484 忍者の誕生 吉丸雄哉, 山田雄司編 勉誠出版 789.8/YoK

485 茶花の宇宙 田中仙融著 中央公論新社 791.6/TaS

486 茶の本 岡倉天心著/宮川寅雄訳 土曜社 791/OkK

487 コーパスを活用した認知言語学
アリス・ダイグナン著/渡辺秀樹 [ほ
か] 訳

大修館書店 801.04/DeA

488 Phraseology : an interdisciplinary perspective : hb
edited by Sylviane Granger, Fanny
Meunier

John Benjamins 801.4/GrS

489 Exploring the lexis-grammar interface : HB(Studies in corpus linguistics:v. 35)
edited by Ute Römer, Rainer
Schulze

J. Benjamins 801.5/RoU

490 レトリックと人生
G.レイコフ, M.ジョンソン著/渡部昇
一, 楠瀬淳三, 下谷和幸訳

大修館書店 801.6/LaG

491 翻訳等価再考 : 翻訳の言語・社会・思想 河原清志著 晃洋書房 801.7/KaK

492
対話表現はなぜ必要なのか : 最新の理論で考える(シリーズ言語表現とコミュニケーショ
ン:2)

東森勲編 朝倉書店 801/GeH/2

493
Out of corpora : studies in honour of Stig Johansson : bound(Language and computers
: studies in practical linguistics:no. 26)

edited by Hilde Hasselgård and
Signe Oksefjell

Rodopi 801/JoS/H

494 発話のはじめと終わり : 語用論的調節のなされる場所(青山学院大学総合研究所叢書)
小野寺典子編/Joseph V. Dias [ほか
執筆]

ひつじ書房 801/OnN

26



2017年6月 受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

495 Fundamentals of formulaic language : an introduction : hb David Wood
Bloomsbury Academic,
an imprint of
Bloomsbury Publishing

801/WoD

496 「不思議」に満ちたことばの世界 上 高見健一, 行田勇, 大野英樹編 開拓社 804/FuM/1

497 「不思議」に満ちたことばの世界 下 高見健一, 行田勇, 大野英樹編 開拓社 804/FuM/2

498 Phraseology in foreign language learning and teaching : hb
edited by Fanny Meunier, Sylviane
Granger

John Benjamins 807/MeF

499
Formulaic language and second language speech fluency : background, evidence and
classroom applications : pbk

David Wood Continuum 807/WoD

500 市民参加の話し合いを考える(シリーズ話し合い学をつくる:1) 村田和代編 ひつじ書房 809.6/MuK

501 日本語を分析するレッスン : アクティブ・ラーニング対応 野田尚史, 野田春美著 大修館書店 810.1/NoH

502 国際化時代の日本語を考える : 二表記社会への展望
J.マーシャル・アンガー, 茅島篤, 高
取由紀編/岩瀬順一 [ほか執筆]

くろしお出版 810.9/KoJ

503 かなづかい研究の軌跡 今野真二著 笠間書院 811.56/KoS

504 新明解国語辞典 第7版 : 特装青版 山田忠雄 [ほか] 編 三省堂 813.1/San

505 三省堂詳説古語辞典 小型版 秋山虔, 渡辺実編 三省堂 813.6/San

506 すぐ使える!四字熟語 : 頭のよさは「語彙力」で決まる 斎藤孝著 ビジネス社 814.4/SaT

507 読売新聞用字用語の手引 第5版 読売新聞社編著 中央公論新社 816.07/YoS

508 文章表現の四つの構造 栗原文夫著 右文書院 816/KuF

509 教科書で出会った古文・漢文一〇〇(新潮文庫:10642, し-24-3. 新潮ことばの扉) 有馬義貴 [ほか] 著 新潮社 817.7/KyD

510 英語と一緒に学ぶ中国語 植田一三, 高田直志著 ベレ出版 825/UeI

511 英語学論説資料 第49号 (2015年分) 第3分冊 論説資料保存会 830.4/42/49-3

512 英語学論説資料 第49号 (2015年分) 第4分冊 論説資料保存会 830.4/42/49-4

513 英語学論説資料 第49号 (2015年分) 第5分冊 論説資料保存会 830.4/42/49-5
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514 英語学と英語教育の接点(中京大学文化科学叢書:18) 中川直志編著/松元洋介, 吉川寛著 金星堂 830.4/NaN

515
Corpus linguistics with BNCweb : a practical guide : pbk(English corpus
linguistics:v. 6)

Sebastian Hoffmann ... [et al.] Peter Lang 830.7/EnC/6

516
Corpus linguistics and the description of English : pbk(Edinburgh textbooks on the
English language. Advanced)

Hans Lindquist
Edinburgh University
Press

830.7/LiH

517 対談2!日本人が英語を学ぶ理由 : 三宅義和・イーオン社長とゆかいな仲間たち 三宅義和著 プレジデント社 830.7/MiY/2

518
英語で教科内容や専門を学ぶ : 内容重視指導(CBI)、内容言語統合学習(CLIL)と英語による専
門科目の指導(EMI)の視点から(早稲田教育ブックレット:No.17)

早稲田大学教育総合研究所監修 学文社 830.7/WaD

519 英検準1級合格!問題集 2017年度版 吉成雄一郎, 松本賢治著 新星出版社 830.79//'17

520 英検2級 : 合格!問題集 2017年度版 緒方孝文著 新星出版社 830.79//'17

521 英検準2級 : 合格!問題集 2017年度版 吉成雄一郎著 新星出版社 830.79//'17

522 TOEFLテスト完全英文法 阿部友直著 テイエス企画 830.79/AbT

523 文法・構文・構造別リスニング完全トレーニング 初級編 石井辰哉著 アルク 830.79/IsT

524 いちばんわかりやすい英検準2級まるごと問題集 伊藤太著 高橋書店 830.79/ItF

525 TOEIC TEST必ず☆でる読解スピードマスター : はじめてでも600点突破! 成重寿著 Jリサーチ出版 830.79/NaH

526 7日間完成英検1級予想問題ドリル : 文部科学省後援 新試験対応版(旺文社英検書) 旺文社 830.79/Obu

527 7日間完成英検準1級予想問題ドリル : 文部科学省後援 新試験対応版(旺文社英検書) 旺文社 830.79/Obu

528 7日間完成英検準2級予想問題ドリル : 文部科学省後援 新試験対応版(旺文社英検書) 旺文社 830.79/Obu

529 はじめてのTOEIC L&Rテスト入門模試 : 教官Tommyコース(TOEIC TEST教習所600点シリーズ) 大里秀介著 Jリサーチ出版 830.79/OsS

530 毎日1分TOEIC TEST600点クリア 改訂版 田中健介著 KADOKAWA 830.79/TaK

531 TOEFLテストiBT&ITP英単語 : ハイスコア獲得のためのRole Playing 高木義人著 テイエス企画 830.79/TaY

532 TOEIC L&Rテスト魔法の勉強法 : はじめてでも600点がとれる!(Jmook:20) Jリサーチ出版 830.79/TOL
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533 TOEICテスト新形式精選模試リスニング
加藤優, 野村知也, 小林美和,
Bradley Towle著

ジャパンタイムズ 830.79/TOT

534 TOEFL ITPテストリスニング教本 : 団体受験 改訂版(トフルゼミナールの教本シリーズ) 山田広之監修 テイエス企画 830.79/YaH

535 TOEFL ITPテストリーディング教本 : 団体受験 改訂版(トフルゼミナールの教本シリーズ) 山田広之監修 テイエス企画 830.79/YaH

536 はじめて受けるTOEFL ITPテスト教本 : 団体受験 改訂版(トフルゼミナールの教本シリーズ) 山田広之監修 テイエス企画 830.79/YaH

537 中学3年間の英語を7日間で一気にやり直す 小池直己, 佐藤誠司著 PHP研究所 830/KoN

538
新ゼロからスタートシャドーイング : 「話す力」と「聞く力」がビックリするほど伸びる!
入門編

宮野智靖著 Jリサーチ出版 831.1/MiT/1

539 4技能が身につく究極の音読プログラム 初級編 杉山一志著 IBCパブリッシング 831.1/SuK/1

540 Phraseology : theory, analysis, and applications : pbk(Oxford linguistics) edited by A.P. Cowie
Oxford University
Press

835/CoA

541 大学院入試の英文法 湯川彰浩著 秀和システム 835/YuA

542 英文校正会社が教える英語論文のミス 分野別強化編 エディテージ著/熊沢美穂子訳 ジャパンタイムズ 836.5/Edi

543 ICTを活用した英語アカデミック・ライティング指導 : 支援ツールの開発と実践 水本篤編著 金星堂 836.5/MiA

544
Fixed expressions and idioms in English : a corpus-based approach(Oxford studies in
lexicography and lexicology)

Rosamund Moon
Clarendon
Press/Oxford
University Press

836/MoR

545 天声人語 : 英文対照 v. 188 2017春 朝日新聞論説委員室編/英文朝日訳 原書房 837.5/13/188

546 英語を話せる人勉強しても話せない人たった1つの違い 光藤京子著 青春出版社 837.8/MiK

547 中学英語で日本を紹介する本(14歳の世渡り術) デイビッド・セイン著 河出書房新社 837.8/ThD

548 物語論基礎と応用(講談社選書メチエ:647) 橋本陽介著 講談社 901.3/HaY

549 文化現象としての恋愛とイデオロギー(成蹊大学人文叢書:14)
成蹊大学文学部学会編/田中一嘉責任
編集

風間書房 904/SeD

550 古典文学の常識を疑う 松田浩 [ほか] 編 勉誠出版 910.2/KoB

551 ともに読む古典 中世文学編 松尾葦江編 笠間書院 910.2/MaA
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552 古代中世文学論考 第34集 古代中世文学論考刊行会編 新典社
910.23/Shi/K-
34

553 西宮文学案内 河内厚郎編著 : 土居豊〔ほか著〕
西宮市文化振興財団/関
西学院大学出版会(発
売)

910.264/KaA

554 小林秀雄と河上徹太郎 坂本忠雄著 慶應義塾大学出版会 910.268/KoH/S

555 漱石を電子辞書で読む 斎藤孝著
時事通信出版局/時事通
信社 (発売)

910.268/NaS/S

556 柿本人麻呂(人物叢書:[288]) 多田一臣著 吉川弘文館 911.122/KaH/T

557 俳句がどんどん湧いてくる100の発想法(草思社文庫:[ひ1-6]) ひらのこぼ著 草思社 911.307/HiK

558 説経 : 人は神仏に何を託そうとするのか(神戸女子大学古典芸能研究センター叢書:3) 神戸女子大学古典芸能研究センター編 和泉書院 912.4/KoJ

559 源氏物語の生成と再構築(新時代への源氏学:1) 助川幸逸郎 [ほか] 編 竹林舎 913.36/ShG/1

560 メディア・文化の階級闘争(新時代への源氏学:10) 助川幸逸郎 [ほか] 編集 竹林舎 913.36/ShG/10

561 関係性の政治学 1(新時代への源氏学:2-3) 助川幸逸郎 [ほか] 編 竹林舎 913.36/ShG/2

562 関係性の政治学 2(新時代への源氏学:2-3) 助川幸逸郎 [ほか] 編 竹林舎 913.36/ShG/3

563 制作空間の「紫式部」(新時代への源氏学:4) 助川幸逸郎 [ほか] 編集 竹林舎 913.36/ShG/4

564 構築される社会・ゆらぐ言葉(新時代への源氏学:5) 助川幸逸郎 [ほか] 編 竹林舎 913.36/ShG/5

565 虚構と歴史のはざまで(新時代への源氏学:6) 助川幸逸郎 [ほか] 編 竹林舎 913.36/ShG/6

566 複数化する源氏物語(新時代への源氏学:7) 助川幸逸郎 [ほか] 編 竹林舎 913.36/ShG/7

567 「物語史」形成の力学(新時代への源氏学:8) 助川幸逸郎 [ほか] 編 竹林舎 913.36/ShG/8

568 架橋する「文学」理論(新時代への源氏学:9) 助川幸逸郎 [ほか] 編 竹林舎 913.36/ShG/9

569 2時間でおさらいできる源氏物語(だいわ文庫:[350-1E]) 竹内正彦著 大和書房 913.365/TaM

570 日朝古典文学における男女愛情関係 : 17〜19世紀の小説と戯曲 山田恭子著 勉誠出版 913.5/YaK
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571 しばしとどめん北斎羽衣 花形みつる作 理論社 913.6/HaM5/S

572 枕草子 上(ちくま学芸文庫:[コ-10-13], [コ-10-14]) 清少納言著/島内裕子校訂・訳 筑摩書房 914.3/Sei/S-1

573 枕草子 下(ちくま学芸文庫:[コ-10-13], [コ-10-14]) 清少納言著/島内裕子校訂・訳 筑摩書房 914.3/Sei/S-2

574 枕草子のたくらみ : 「春はあけぼの」に秘められた思い(朝日選書:957) 山本淳子著 朝日新聞出版 914.3/Sei/Y

575 彼岸過迄(定本漱石全集:第7巻) 岩波書店 918.68/NaS/7

576 平安朝漢詩文の文体と語彙 後藤昭雄著 勉誠出版 919.3/GoA

577 太平廣記研究 西尾和子著 汲古書院 923.5/RiH/N

578 朴正大詩集(新・世界現代詩文庫:15) 朴正大著/権宅明訳 土曜美術社出版販売 929.11/PaJ/P

579 黒狐の谷 : 闘うチベット文学
ツェラン・トンドゥプ著/海老原志穂
[ほか] 訳

勉誠出版 929.323/Tsh/K

580 増殖するフランケンシュタイン : 批評とアダプテーション 武田悠一, 武田美保子編著 彩流社 930.268/ShM/T

581 アメリカ小説をさがして 諏訪部浩一著 松柏社 930.29/SuK

582 カスピアン王子(光文社古典新訳文庫:[KAル1-4]. ナルニア国物語:4) C・S・ルイス著/土屋京子訳 光文社 933.7/LeC/N-4

583 トールキンのクレルヴォ物語 : 注釈版
J.R.R.トールキン著/ヴァーリン・フ
リーガー編/塩崎麻彩子訳

原書房 933.7/ToJ/T

584 デーミアン(光文社古典新訳文庫:[KAヘ3-2]) ヘッセ著/酒寄進一訳 光文社 943.7/HeH/D

585 スタンダールのオイコノミア : 経済の思想、ロマン主義、作家であること 柏木治著 関西大学出版部 950.268/Ste/K

586 ロシアの物語空間 近藤昌夫, 角伸明 [ほか] 著 水声社 980.26/RoM

587 おおきくなってね(こどものとも年少版:484号) ごんもりなつこさく 福音館書店 E//17

588 なむちんかむちん(こどものとも:736号) やぎゅうげんいちろうさく 福音館書店 E//17

589 みずのつぶがあつまると(かがくのとも:580号) 太田大輔さく・え 福音館書店 E//17
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590 ばあばは、だいじょうぶ(絵本・ちいさななかまたち) 楠章子作 : いしいつとむ絵 童心社 E/21

591 ゆめみるハッピードリーマー
ピーター・レイノルズぶん・え/なか
がわちひろやく

主婦の友社 E/22

592 一日だけうさぎ 原知子ぶん/こばようこえ くもん出版 E/24

593 うわのそらいおん ふくながじゅんぺい作・絵 金の星社 E/25

594 ねこのたくはいびん(講談社の創作絵本) 奥野涼子作 講談社 E/27

595 アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス作/青山南訳 BL出版 E/27

596 江戸のまち : 絵本(講談社の創作絵本) 太田大輔作 講談社 K213.6/OtD

597 寿命図鑑 : 生き物から宇宙まで万物の寿命をあつめた図鑑 やまぐちかおり絵/いろは出版編著 いろは出版 K461/YaK

598 転んでも、大丈夫 : ぼくが義足を作る理由(ポプラ社ノンフィクション:26. 生きかた) 臼井二美男著 ポプラ社 K494.7/UsF

599 月はぼくらの宇宙港 佐伯和人作 新日本出版社 K538/SaK

600 干したから…(ふしぎびっくり写真えほん) 森枝卓士写真・文 フレーベル館 K619/MoT

601 すばこ キムファン文/イスンウォン絵 ほるぷ出版 K659/KiF

602 耳の聞こえないメジャーリーガーウィリアム・ホイ
ナンシー・チャーニン文/ジェズ・ツ
ヤ絵/斉藤洋訳

光村教育図書 K783.7/HoW/C

603 チキン!(文研じゅべにーる) いとうみく作/こがしわかおり絵 文研出版 K913/ItM/C

604 王様に恋した魔女 柏葉幸子作/佐竹美保絵 講談社 K913/KaS/O

605 なにがあってもずっといっしょ くさのたき作/つじむらあゆこ絵 金の星社 K913/KuT/N

606 空にむかってともだち宣言 茂木ちあき作/ゆーちみえこ絵 国土社 K913/MoC/S

607 円周率の謎を追う : 江戸の天才数学者・関孝和の挑戦 鳴海風作/伊野孝行画 くもん出版 K913/NaF/E

608 くろねこのどん 岡野かおる子作/上路ナオ子絵 理論社 K913/OkK/K
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609 ぼくたちのリアル 戸森しるこ著/佐藤真紀子絵 講談社 K913/ToS/B

610 ホイッパーウィル川の伝説
キャシー・アッペルト, アリスン・マ
ギー著/吉井知代子訳

あすなろ書房 K933/ApK/H

611 霧のなかの白い犬 アン・ブース著/杉田七重訳/橋賢亀絵 あかね書房 K933/BoA/K

612 スピニー通りの秘密の絵
L.M.フィッツジェラルド著/千葉茂樹
訳

あすなろ書房 K933/FiL/S

613 History of Rome : books 31-34(The Loeb classical library:295. Livy:9)
Livy/edited and translated by J.
C. Yardley/introduction by Dexter
Hoyos

Harvard University
Press

LC232/LiT/L-9

614 Orations 1-2(The Loeb classical library:533. Aelius Aristides:1)
Aelius Aristides/edited and
translated by Michael Trapp

Harvard University
Press

LC991/ArA/1-
1-2

615 Apologia, Florida, De deo Socratis(The Loeb classical library:534)
Apuleius/edited and translated by
Christopher P. Jones

Harvard University
Press

LC992/Apu/A

616 倫理 竹内整一 [ほか] 著 東京書籍 教/314/'13

617 現代社会 間宮陽介 [ほか] 著 東京書籍 教/314/'16

618 最新現代社会 新訂版 淡路剛久 [ほか] 著 実教出版 教/314/'16

619 高等学校現代社会 改訂版 谷田部玲生 [ほか] 著 第一学習社 教/314/'16

620 高等学校政治・経済 改訂版 三浦軍三 [ほか] 著 第一学習社 教/314/'16

621 高等学校新倫理 : Ethics 人間存在への問い 新訂版 菅野覚明 [ほか] 著 清水書院 教/314/'16

622 新選世界史B 相良匡俊 [ほか] 著 東京書籍 教/324/'13

623 日本史B 脇田修 [ほか] 著 実教出版 教/324/'13

624 明解世界史A 岡崎勝世 [ほか] 著 帝国書院 教/324/'16

625 高等学校世界史A 改訂版 曽田三郎 [ほか] 著 第一学習社 教/324/'16

626 現代の世界史 : 世界史A 改訂版 近藤和彦 [ほか] 著 山川出版社 教/324/'16

627 詳説世界史 : 世界史B 改訂版 木村靖二 [ほか] 著 山川出版社 教/324/'16
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628 高等学校日本史A : 人・くらし・未来 改訂版 外園豊基 [ほか] 著 第一学習社 教/324/'16

629 日本史A : 現代からの歴史 三宅明正 [ほか] 著 東京書籍 教/324/'16

630 日本史A 改訂版 高村直助 [ほか] 著 山川出版社 教/324/'16

631 詳説日本史 : 日本史B 改訂版 笹山晴生 [ほか] 著 山川出版社 教/324/'16

632 地歴高等地図 : 現代世界とその歴史的背景 帝国書院編集部編 帝国書院 教/334/'13

633 新詳高等地図 帝国書院編集部編 帝国書院 教/334/'13

634 地理B 金田章裕 [ほか] 著 東京書籍 教/334/'13

635 高等学校新地理A 荒井良雄 [ほか] 著 帝国書院 教/334/'16

636 新編詳解地理B 改訂版 山本正三 [ほか] 著作 二宮書店 教/334/'16

637 新詳地理B 片平博文 [ほか] 著 帝国書院 教/334/'16

638 基本地理A 山本正三 [ほか] 著 二宮書店 教/334/'16

639 高等学校地理A : 世界に目を向け, 地域を学ぶ 新版 朝野洋一 [ほか] 著 第一学習社 教/334/'16

640 標準高等地図 : 地図でよむ現代社会 帝国書院編集部著 帝国書院 教/334/'16

641 新編国語総合 三角洋一 [ほか] 著 東京書籍 教/840/'16

642 国語総合 改訂版 古典編 北原保雄代表著作 大修館書店 教/840/'16

643 国語総合 改訂版 現代文編 北原保雄代表著作 大修館書店 教/840/'16

644 高等学校標準国語総合 改訂版 東郷克美 [ほか] 著 第一学習社 教/840/'16

645 精選現代文B 安藤宏 [ほか] 著 筑摩書房 教/841/'13

646 精選現代文B 三角洋一 [ほか] 著 東京書籍 教/841/'13
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647 現代文A 北原保雄代表著作 大修館書店 教/841/'14

648 精選古典B 古文編 三角洋一 [ほか] 著 東京書籍 教/842/'13

649 精選古典B 漢文編 三角洋一 [ほか] 著 東京書籍 教/842/'13

650 古典A 三角洋一 [ほか] 著 東京書籍 教/842/'13

651 高等学校古典B 伊井春樹, 富永一登 [ほか] 著 第一学習社 教/842/'14

652 国語表現 長沼行太郎 [ほか] 著 教育出版 教/844/'13

653 高等学校国語表現 江端義夫 [ほか] 著 第一学習社 教/844/'13(1)

654 Crown : English expression II 霜崎實 [ほか] 著 三省堂 教/8934/'13

655 New favorite : English expression II 中邑光男 [ほか] 著 東京書籍 教/8934/'13

656 Vista : English communication II 金子朝子 [ほか] 著 三省堂 教/8934/'13

657 Landmark : English communication II : 平成29年度用 竹内理 [ほか] 著 新興出版社啓林館 教/8934/'13

658 Vision quest : English expression II : 平成29年度用 野村恵造 [ほか] 著 新興出版社啓林館 教/8934/'13

659 Element : English communication II : 平成29年度用 卯城祐司 [ほか] 著 新興出版社啓林館 教/8934/'13

660 My way : English communication III 森住衛 [ほか] 著 三省堂 教/8934/'14

661 Crown : English communication III 霜崎實 [ほか] 著 三省堂 教/8934/'14

662 Atlantis : English communication basic Steven Mitchell [ほか] 著 CHEERS 教/8934/'16

663 Joyful : English : Communication basic 瀧口優 [ほか] 著 三友社出版 教/8934/'16

664 Vision quest : English expression I : Standard Rev 野村恵造 [ほか] 著 新興出版社啓林館 教/8934/'16

665 Dualscope : English expression I 小寺茂明 [ほか] 著 数研出版 教/8934/'16
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666 Vision quest : English expression I : Advanced Rev 野村恵造 [ほか] 著 新興出版社啓林館 教/8934/'16

667 All aboard! : English communication I 清田洋一 [ほか] 著 東京書籍 教/8934/'16

668 Vista : English communication I New ed 金子朝子 [ほか] 著 三省堂 教/8934/'16

669 Pro-vision : English communication I New ed 田中茂範 [ほか] 著 桐原書店 教/8934/'16

670 Sailing : English conversation : 平成29年度用 八島智子 [ほか] 著 新興出版社啓林館 教/894/'12

671 言語聴覚士になるには(なるにはBooks:113) 中島匡子著 ぺりかん社 就職/資格

672 わかりやすい解説!会計学(公務員試験特別公開授業シリーズ) 島村隆太著 一ツ橋書店
就職/資格
/['14]

673 会計学 : 択一式記述式(公務員試験新スーパー過去問ゼミ4. 国税専門官・財務専門官) 資格試験研究会編 実務教育出版
就職/資格
/['16]

674 会計学 : 国税専門官 第10版(公務員Vテキスト:16) TAC公務員講座編 TAC株式会社出版事業部
就職/資格
/['16]

675 きほんを学ぶ世界遺産100 : 世界遺産検定3級公式テキスト 世界遺産検定事務局著
世界遺産アカデミー :
世界遺産検定事務局/マ
イナビ出版 (発売)

就職/資格
/['17]

676 くわしく学ぶ世界遺産300 : 世界遺産検定2級公式テキスト 第2版 世界遺産検定事務局著
世界遺産アカデミー :
世界遺産検定事務局/マ
イナビ出版 (発売)

就職/資格
/['17]

677 はじめて学ぶ世界遺産50 : 世界遺産検定4級公式テキスト 世界遺産検定事務局著
世界遺産アカデミー :
世界遺産検定事務局/マ
イナビ出版 (発売)

就職/資格
/['17]

678 世界遺産検定公式過去問題集 2017年度版 1・2級
世界遺産アカデミー/世界遺産検定事
務局編著

毎日コミュニケーショ
ンズ

就職/資格/'17

679 ニュース検定公式問題集 2017年度版1・2・準2級
清水雅博, 坂東太郎, ニュース検定公
式テキスト編集委員会編

毎日新聞社 就職/資格/'17

680 ニュース検定公式テキスト&問題集 2017 時事力基礎編3・4級 日本ニュース時事能力検定協会監修
毎日教育総合研究所/毎
日新聞社 (発売)

就職/資格/'17

681 ニュース検定公式テキスト 2017年度版時事力発展編 日本ニュース時事能力検定協会監修 毎日新聞社 就職/資格/'17

682
特集1 : 29年度市役所上級直前予想問題/特集2 : 集団討論・グループワークを突破せよ!/特
集3 : 官庁訪問[2017]採用データ&体験記(受験ジャーナル : 公務員試験 : 国家I・II種 地方
上・中級 市役所上・中級 国税専門官 警察官等:29年度試験対応||28ネンド シケン タイオ

実務教育出版 就職/資格/'17

683 高卒程度公務員直前必勝ゼミ 29年度(受験ジャーナル別冊) 実務教育出版 就職/資格/'17

684 現職人事が書いた面接試験・官庁訪問の本 2018年度版(公務員試験) 大賀英徳著 実務教育出版 就職/資格/'18
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685
大卒程度公務員面接対策ハンドブック : 公務員面接の徹底準備と必ず聞かれる64のQ&A 2018
年度版

資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18

686 学習スタートブック 30年度試験対応(公務員試験受験ジャーナル特別企画:1) 実務教育出版 就職/資格/'18

687
インターンシップ : 仕事のホントを知る!見る!考える! 2019年度版 : electronic bk(内定獲
得のメソッド)

岡茂信, 才木弓加, 美土路雅子著 マイナビ出版

688 エントリーシート完全突破塾 2019年度版 : electronic bk(内定獲得のメソッド) 岡茂信著 マイナビ出版

689 面接自己PR志望動機 2019年度版 : electronic bk(内定獲得のメソッド) 才木弓加著 マイナビ出版

690 面接担当者の質問の意図 2019年度版 : electronic bk(内定獲得のメソッド) 才木弓加著 マイナビ出版

691
自己分析 : 適職へ導く書きこみ式ワークシート 2019年度版 : electronic bk(内定獲得のメ
ソッド)

岡茂信著 マイナビ出版

692 でるとこだけの一般常識&時事 2019年度版 : electronic bk
日本キャリアサポートセンター問題作
成/マイナビ出版編集部編

マイナビ出版

693 一般常識即戦力問題集 2019年度版 : electronic bk(内定獲得のメソッド) マイナビ出版編集部編 マイナビ出版

694 SPI解法の極意 2019年度版 : electronic bk(内定獲得のメソッド) マイナビ出版編集部編 マイナビ出版

695 SPIテストセンター時短テクニック 2019年度版 : electronic bk(内定獲得のメソッド)
日本キャリアサポートセンター問題作
成/マイナビ編集部編

マイナビ出版

696 でるとこだけのSPI 2019年度版 : electronic bk マイナビ出版編集部編 マイナビ出版

697 就活ノートの作り方 2019年度版 : electronic bk(内定獲得のメソッド) 才木弓加著 マイナビ出版

698
就職活動がまるごと分かる本 : いつ?どこで?なにをする? 2019年度版 : electronic bk(内定
獲得のメソッド)

岡茂信著 マイナビ出版

699
業界&職種研究ガイド : 自分に合った仕事は何だろう? 2019年度版 : electronic bk(内定獲
得のメソッド)

マイナビ編集部編著 マイナビ出版

700 一般常識 : 要点マスター! 2019年度版 : electronic bk マイナビ出版編集部編集 マイナビ出版

701 面接&エントリーシート : 要点マスター! 2019年度版 : electronic bk 才木弓加著 マイナビ出版

702 就活マナー : 要点マスター! 2019年度版 : electronic bk 美土路雅子著 マイナビ出版

703 SPI : 要点マスター! 2019年度版 : electronic bk マイナビ出版編集部編 マイナビ出版
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