
2017年7月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 AI(人工知能)まるわかり(日経文庫:1371:B124) 古明地正俊, 長谷佳明著 日本経済新聞出版社 007.13/KoM

2 人工知能の哲学 : 生命から紐解く知能の謎 松田雄馬著 東海大学出版部 007.13/MaY

3 AIの遺電子 05(少年チャンピオン・コミックス) 山田胡瓜著 秋田書店 007.13/YaK/A-5

4 AIの遺電子 06(少年チャンピオン・コミックス) 山田胡瓜著 秋田書店 007.13/YaK/A-6

5 情報メディア白書 2017 電通総研編 電通総研 007.3/DeS/'17

6 コンピュータ倫理学 Deborah G.Johnson著 オーム社 007.3/JoD

7 進化する情報社会 改訂版(放送大学教材:1847562-1-1511) 児玉晴男, 小牧省三編著 放送大学教育振興会 007.3/KoH

8 情報社会のデジタルメディアとリテラシー : 情報倫理を学ぶ 第2版
小島正美編著/木村清, 池田
展敏, 小松澤美喜夫共著

ムイスリ出版 007.3/KoM

9 情報社会のソーシャルデザイン(情報社会学概論:2) 公文俊平, 大橋正和編著 NTT出版 007.3/KuS/J-2

10 情報社会論の展開 田畑暁生著 北樹出版 007.3/TaA

11 ポスト・モバイル社会 : セカンドオフラインの時代へ 富田英典編 世界思想社 007.3/ToH

12 ICT・情報行動心理学(シリーズ心理学と仕事:20) 都築誉史編 北大路書房 007.3/TsT

13 サイバーセキュリティ新時代 : あらゆる変化へ柔軟な対応を(情報セキュリティ白書:2015)
情報処理推進機構企画・著
作・制作

情報処理推進機構 007.609/JoS/'15

14 「伝わるデザイン」Excel資料作成術 渡辺克之著 ソーテック社 007.63/Exc/W

15 情報利活用表計算 : Excel 2013/2010対応 ZUGA著
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

007.63/Exc/Z

16 情報利活用プレゼンテーション : Power Point 2013/2010対応 山崎紅著
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

007.63/PoP/Y
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17 情報利活用ワープロ : Word 2013/2010対応 ZUGA著
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

007.63/Wor/Z

18 図書館と情報技術 : 情報検索能力の向上をもめざして 改訂
岡紀子, 田中邦英著/田窪直
規編集

樹村房 013.8/OkN

19 NDCの手引き : 「日本十進分類法」新訂10版入門(JLA図書館実践シリーズ:32) 小林康隆編著 日本図書館協会 014.45/NiJ/K

20 アクティブ・ラーニングをサポートする!学校図書館活用プロジェクト掲示ポスター&ポイントシート事典 井上一郎編著/古川元視著 明治図書出版 017.2/InI

21 学校図書館のアイデア&テクニック : 来館待ってます!手軽にトライ 秋田倫子著 少年写真新聞社 017/AkR

22 学校司書という仕事 高橋恵美子 [著] 青弓社 017/TaE

23 書画展観目録集成 景印冊上(日本書誌学大系:107(1)) 後藤憲二編 青裳堂書店 020.8/2/107-1

24 江戸の蔵書家たち(読みなおす日本史) 岡村敬二著 吉川弘文館 024.9/OkK

25 もっとヘンな論文 サンキュータツオ著 KADOKAWA 049/SaT/2

26 拾遺和歌集 : 蒔絵小箱三代集本(冷泉家時雨亭叢書:第87巻) 冷泉家時雨亭文庫編
朝日新聞社/朝日新聞
出版 (発売)

081.7/2/87

27 縮小ニッポンの衝撃(講談社現代新書:2436) NHKスペシャル取材班著 講談社 081/16/2436

28 ハイデガー『存在と時間』入門(講談社現代新書:2437) 轟孝夫著 講談社 081/16/2437

29 飛行機の戦争1914-1945 : 総力戦体制への道(講談社現代新書:2438) 一ノ瀬俊也著 講談社 081/16/2438

30 海賊の世界史 : 古代ギリシアから大航海時代、現代ソマリアまで(中公新書:2442) 桃井治郎著 中央公論新社 081/17/2442

31 観応の擾乱 : 室町幕府を二つに裂いた足利尊氏・直義兄弟の戦い(中公新書:2443) 亀田俊和著 中央公論新社 081/17/2443

32 最後の辺境 : 極北の森林、アフリカの氷河 : カラー版(中公新書:2444) 水越武著 中央公論新社 081/17/2444
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33 物語ポーランドの歴史 : 東欧の「大国」の苦難と再生(中公新書:2445) 渡辺克義著 中央公論新社 081/17/2445

34 人口減少時代の土地問題 : 「所有者不明化」と相続、空き家、制度のゆくえ(中公新書:2446) 吉原祥子著 中央公論新社 081/17/2446

35 地政学入門 : 外交戦略の政治学 改版(中公新書:721) 曽村保信著 中央公論新社 081/17/721

36 天盆(中公文庫:[お-91-1]) 王城夕紀著 中央公論新社 081/18/お91-1

37 浅草風土記(中公文庫:[く-2-2]) 久保田万太郎著 中央公論新社 081/18/く2-2

38 孤拳伝 1(中公文庫:[こ-40-28]) 今野敏著 中央公論新社 081/18/こ40-28

39 警視庁渋谷南署巡査・足ヶ瀬直助の覚醒(中公文庫:[さ-65-9]. クラン:5) 沢村鐵著 中央公論新社 081/18/さ65-9

40 爪痕 : 警視庁捜査一課刑事・小々森八郎(中公文庫:[し-49-1]) 島崎佑貴著 中央公論新社 081/18/し49-1

41 少女コレクション序説 改版(中公文庫:[し-9-9]) 渋沢竜彦著 中央公論新社 081/18/し9-9

42 ブラックナイト(中公文庫:[と-26-37]. SRO:7) 富樫倫太郎著 中央公論新社 081/18/と26-37

43 最後の帝国海軍 : 軍令部総長の証言(中公文庫:[と-32-1]) 豊田副武著 中央公論新社 081/18/と32-1

44 黒蟻 : 警視庁捜査第一課・蟻塚博史(中公文庫:[な-70-1]) 中村啓著 中央公論新社 081/18/な70-1

45 星恋(中公文庫:[の-4-12]) 野尻抱影, 山口誓子著 中央公論新社 081/18/の4-12

46 鎖と罠 : 皆川博子傑作短篇集(中公文庫:[み-17-4]) 皆川博子著 中央公論新社 081/18/み17-4

47 人形作家(中公文庫:[よ-60-1]) 四谷シモン著 中央公論新社 081/18/よ60-1

48 平家物語 : 全訳注 新版 4(講談社学術文庫:[2420]-[2423]) 杉本圭三郎 [訳注] 講談社 081/2/2423
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49 比較史の方法(講談社学術文庫:[2437])
マルク・ブロック [著], 高
橋清徳訳

講談社 081/2/2437

50 世界探検史(講談社学術文庫:[2438]) 長澤和俊 [著] 講談社 081/2/2438

51 暗号大全 : 原理とその世界(講談社学術文庫:[2439]) 長田順行 [著] 講談社 081/2/2439

52 梁塵秘抄(講談社学術文庫:[2440]) 西郷信綱 [著] 講談社 081/2/2440

53 靖国神社 : 「殉国」と「平和」をめぐる戦後史(岩波現代文庫:学術:365) 赤澤史朗著 岩波書店 081/22/G365

54 貧困と飢饉(岩波現代文庫:学術:366)
アマルティア・セン [著]/
黒崎卓, 山崎幸治訳

岩波書店 081/22/G366

55 ミツバチの世界(岩波新書:黄-238) 坂上昭一著 岩波書店 081/6-2/238

56 中国の近現代史をどう見るか(岩波新書:新赤版 1254. シリーズ中国近現代史:6) 西村成雄著 岩波書店 081/6-4/1254

57 哲学しててもいいですか? : 文系学部不要論へのささやかな反論 三谷尚澄著 ナカニシヤ出版 104/MiN

58 徂徠学派における『老子』学の展開 松井真希子著 白帝社 124.22/MaM

59 朱子学と陽明学(ちくま学芸文庫:[コ41-1]) 小島毅著 筑摩書房 125.4/KoT

60 存在と時間 3(光文社古典新訳文庫:[KBハ1-1]-[KBハ1-3]) ハイデガー著/中山元訳 光文社 134.96/HeM/S-3

61 向上心について : 人間の大きくなりたいという欲望(小さな講演会:2)
ベルナール・スティグレー
ル [述]/メランベルジェ眞
紀訳

新評論 135.5/StB

62 獣と主権者 2(ジャック・デリダ講義録)
ジャック・デリダ著/西山雄
二 [ほか] 訳

白水社 135.9/DeJ/2

63 処罰社会 : コレージュ・ド・フランス講義1972-1973年度(ミシェル・フーコー講義集成:3)
ミシェル・フーコー著/八幡
恵一訳

筑摩書房 135.9/FoM/C-3
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64 プログラム学習で学ぶ行動分析学ワークブック 吉野智富美, 吉野俊彦著 学苑社 140.18/YoC

65 影響力の心理
ヘンリック・フェキセウス
著/樋口武志訳

大和書房 140.4/FeH

66 バウムテストを読み解く : 発達的側面を中心に 中島ナオミ著 誠信書房 140.7/NaN

67 いまさら聞けない疑問に答える心理学研究法のキホンQ&A100
ニール・J・サルキンド著/
畑中美穂訳

新曜社 140.7/SaN

68 なるほど!心理学研究法(心理学ベーシック:第1巻) 三浦麻子監修・著 北大路書房 140.7/ShB/1

69 特集/描画に表現される「自分らしさ」とその葛藤(臨床描画研究:32)
日本描画テスト・描画療法
学会編

日本描画テスト・描
画療法学会/北大路書
房 (発売)

140.72/12/32

70 こころの地図 : 色調が教えてくれるこころの世界 春田博之著
フレグランスジャー
ナル社

141.21/HaH

71 アイデア大全 : 創造力とブレイクスルーを生み出す42のツール 読書猿著 フォレスト出版 141.5/Dok

72 30分でできる不安のセルフコントロール
マシュー・マッケイ, トロ
イ・デュフレーヌ著/堀越
勝, 樫村正美訳

金剛出版 141.6/McM

73 30分でできる怒りのセルフコントロール
ロナルド T.ポッターエフロ
ン, パトリシア S.ポッター
エフロン著/堀越勝, 樫村正

金剛出版 141.6/PoR

74 仕掛学 : 人を動かすアイデアのつくり方 松村真宏著 東洋経済新報社 141.72/MaN

75 セルフ・コントロールの心理学 : 自己制御の基礎と教育・医療・矯正への応用 高橋雅治編著 北大路書房 141.8/TaM

76 臨床発達心理学の基礎(講座・臨床発達心理学:1) 山崎晃, 藤崎春代編著 ミネルヴァ書房 143.08/KoR/1

77 社会・情動発達とその支援(講座・臨床発達心理学:4) 近藤清美, 尾崎康子編著 ミネルヴァ書房 143.08/KoR/4

78 発達心理学・再入門 : ブレークスルーを生んだ14の研究
アラン・M・スレーター,
ポール・C・クイン編

新曜社 143/SlA

79 つらさを乗り越えて生きる : 伝記・文学作品から人生を読む 山岸明子著 新曜社 143/YaA
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80 マインドフルネス実践講義 : マインドフルネス段階的トラウマセラピー(MB-POTT) 大谷彰著 金剛出版 146.8/OtA

81 リーダーになる人ならない人(Heart of business:2) 伊藤守著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

159.4/ItM

82 カエルを食べてしまえ! 新版
ブライアン・トレーシー著/
門田美鈴訳

ダイヤモンド社 159.4/TrB

83 弘兼流60歳からの手ぶら人生 弘兼憲史著 海竜社 159.79/HiK

84 人生を考える英語 : 名言・迷句このひと言196 杉田敏著 プレジデント社 159.8/SaS

85 仕事人生のリセットボタン : 転機のレッスン(ちくま新書:1270) 為末大, 中原淳著 筑摩書房 159/TaD

86 マンガでわかる現代を読み解く宗教入門 島崎晋著 新星出版社 160/ShS

87 聖地巡礼ツーリズム
星野英紀, 山中弘, 岡本亮
輔編

弘文堂 161.3/SeJ

88 日本精神史 : 自然宗教の逆襲 阿満利麿著 筑摩書房 162.1/AmT

89 人口減少時代の宗教文化論 : 宗教は人を幸せにするか(北大文学研究科ライブラリ:14) 櫻井義秀著 北海道大学出版会 162.1/SaY

90 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2017-4]
edited by Marc Gaborieau
... [et al.]

Brill
167.033/EnI-3/'17-
4

91 仏教の女神たち 森雅秀著 春秋社 188.56/MoM

92 叢書『アナール1929-2010』 : 歴史の対象と方法 5: 1980-2010
A・ビュルギエール編/井上
櫻子, 北垣潔, 平澤勝行訳

藤原書店 204/SoA/5

93 大航海時代の日本人奴隷 : アジア・新大陸・ヨーロッパ(中公叢書)
ルシオ・デ・ソウザ, 岡美
穂子著

中央公論新社 209.5/SoL

94 東大寺文書 23(大日本古文書. 家わけ:第18)
東京帝國大學文學部史料編
纂所編

東京帝國大學文學部
史料編纂所

210.08/14-2/18-1-
23

95 幕末外國關係文書 53(大日本古文書)
東京帝國大學文科大學史料
編纂掛編

東京帝國大學文科大
學史料編纂掛

210.08/14-3/1-53
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96 旧石器時代ガイドブック : ビジュアル版(シリーズ「遺跡を学ぶ」:別冊02) 堤隆著 新泉社 210.23/TsT

97 弥生時代って,どんな時代だったのか?(国立歴史民俗博物館研究叢書:1) 藤尾慎一郎編 朝倉書店 210.27/FuS

98 文明に抗した弥生の人びと(歴史文化ライブラリー:449) 寺前直人著 吉川弘文館 210.27/TeN

99 野中古墳と「倭の五王」の時代(大阪大学総合学術博物館叢書:10) 高橋照彦, 中久保辰夫編著 大阪大学出版会 210.32/TaT

100 古墳時代ガイドブック : ビジュアル版(シリーズ「遺跡を学ぶ」:別冊04) 若狭徹著 新泉社 210.32/WaT

101 「戦国大名」失敗の研究 : 政治力の差が明暗を分けた(PHP文庫:[た97-1]) 瀧澤中著 PHP研究所 210.47/TaA

102 忍者の末裔 : 江戸城に勤めた伊賀者たち 高尾善希著 KADOKAWA 210.5/TaY

103 レクイエム昭和 : 輝ける53人最期の時(文春MOOK) 文藝春秋 210.7

104 リーダーを通して見る戦争への道(ちくま新書:1266. 昭和史講義:3) 筒井清忠編 筑摩書房 210.7/TsK/3

105 水木しげるの娘に語るお父さんの戦記 : [新装版](河出文庫) 水木しげる著 河出書房新社 210.75/MiS/M

106 黒耀石の原産地を探る・鷹山遺跡群(シリーズ「遺跡を学ぶ」:別冊01)
大竹幸恵執筆/長門町立黒耀
石体験ミュージアム編

新泉社 215.2/OtS

107 アジアの思想史脈 : 空間思想学の試み(近現代アジアをめぐる思想連鎖) 山室信一著 人文書院 220.6/YaS

108 朝鮮の歴史 : 先史から現代 田中俊明編 昭和堂 221.01/TaT

109 隋書 : 現代語訳 : 中国史書入門 池田雅典 [ほか] 訳 勉誠出版 222.047/Zui

110 宋名臣言行録(ちくま学芸文庫:[シ37-1]) 朱熹編/梅原郁編訳 筑摩書房 222.053/ShK

111 中国学入門 : 中国古典を学ぶための13章 改訂新版
二松學舎大学文学部中国文
学科編

勉誠出版 222/NiG
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112 イスラーム世界の歴史的展開(放送大学教材:1554310-1-1111) 三浦徹編著 放送大学教育振興会 227/MiT

113 教養のイタリア近現代史 土肥秀行, 山手昌樹編著 ミネルヴァ書房 237.05/DoH

114 日本史ミステリー天皇家の謎100
不二龍彦, 山下晋司監修/グ
ループSKIT編著

宝島社 288.41/GuS

115 女盗賊プーラン 上巻
プーラン・デヴィ著/武者圭
子訳

草思社 289.2/DeP/D-1

116 女盗賊プーラン 下巻
プーラン・デヴィ著/武者圭
子訳

草思社 289.2/DeP/D-2

117 ユンボギが逝って : 青年ユンボギと遺稿集
李潤福, 許英燮著/塚本勲,
金容権共訳

白帝社 289.2/IYu/I

118 日本昭和珍スポット大全 : エキセントリック&ノスタルジック(タツミムック) 金原みわ著 辰巳出版 291.093/KaM

119 現代アジア学入門 : 多様性と共生のアジア理解に向けて 鈴木隆, 西野真由編 芦書房 292/SuT

120 対談沖縄を生きるということ(岩波現代全書:104) 新城郁夫, 鹿野政直著 岩波書店 302.199/ShI

121 「大国」としての中国 : どのように台頭し、どこにゆくのか 加茂具樹編著 一藝社 302.22/KaT

122 バカの壁(新潮新書:003) 養老孟司著 新潮社 304/YoT

123 Briefe 1887-1894 : Leinen(Gesamtausgabe:Abt. 2. Briefe:Bd. 2)
Max Weber/herausgegeben
von Rita Aldenhoff-Hü
binger/in Zusammenarbeit

J.C.B. Mohr 308/W1/1-2-2

124 僕らの社会主義(ちくま新書:1265) 國分功一郎, 山崎亮著 筑摩書房 309.3/KoK

125 ポピュリズムとは何か
ヤン=ヴェルナー・ミュラー
著/板橋拓己訳

岩波書店 311.7/MuJ

126 人権教育及び人権啓発施策 平成28年度(人権教育・啓発白書:平成17年版-平成29年版) 法務省, 文部科学省編 国立印刷局 316.1/Hom/'16

127 テキストブック政府経営論
ヤン=エリック・レーン著/
稲継裕昭訳

勁草書房 317.1/LaJ
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128 尖閣諸島と日中外交 : 証言・日中米「秘密交渉」の真相 塩田純著 講談社 319.1022/ShJ

129 国益から見たロシア入門 : 知られざる親日大国はアジアをめざす(PHP新書:1092) 藤和彦著 PHP研究所 319.1038/FuK

130 国際関係学 : 地球社会を理解するために 第2版
滝田賢治, 大芝亮, 都留康
子編/任君三 [ほか] 執筆

有信堂高文社 319/KoK

131 国際関係論へのファーストステップ 新版 中村都編著 法律文化社 319/NaM

132 六法全書 平成29年版 1 我妻栄, 宮沢俊義編 有斐閣 320.91/InM/'17-1

133 六法全書 平成29年版 2 我妻栄, 宮沢俊義編 有斐閣 320.91/InM/'17-2

134 伊藤真の日本一やさしい「憲法」の授業 伊藤真著 Kadokawa 323.14/ItM

135 ほんとうの憲法 : 戦後日本憲法学批判(ちくま新書:1267) 篠田英朗著 筑摩書房 323.14/ShH

136 新解説世界憲法集 第4版 初宿正典, 辻村みよ子編 三省堂 323/ShM

137 犯罪捜査の心理学 : 凶悪犯の心理と行動に迫るプロファイリングの最先端(ワードマップ) 越智啓太著 新曜社 326.34/OcK

138 不道徳な見えざる手 : 自由市場は人間の弱みにつけ込む
ジョージ・A・アカロフ, ロ
バート・J・シラー著/山形
浩生訳

東洋経済新報社 331.04/AkG

139 アダム・スミス : 競争と共感、そして自由な社会へ(講談社選書メチエ:648) 高哲男著 講談社 331.42/TaT

140 ケインズ : 最も偉大な経済学者の激動の生涯
ピーター・クラーク著/関谷
喜三郎, 石橋春男訳

中央経済社/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

331.74/KeJ/C

141 自由のジレンマを解く : グローバル時代に守るべき価値とは何か(PHP新書:1033) 松尾匡著 PHP研究所 331/MaT

142 日本経済史(Minervaスタートアップ経済学:5) 石井里枝, 橋口勝利編著 ミネルヴァ書房 332.1/IsR

143 日本経済史1600-2015 : 歴史に読む現代 浜野潔 [ほか] 著 慶應義塾大学出版会 332.105/NiK

9



2017年7月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

144 バブル : 日本迷走の原点 : 1980-1989 永野健二著 新潮社 332.107/NaK

145 日本経済の常識 : 制度からみる経済の仕組み 中原隆幸編 ナカニシヤ出版 332.107/NaT

146 バブルと生きた男 : ある日銀マンの記録 植村修一著 日本経済新聞出版社 332.107/UeS

147 概説世界経済史 北川勝彦 [ほか] 編 昭和堂 332/GaS

148 日本の人口動向とこれからの社会 : 人口潮流が変える日本と世界
国立社会保障・人口問題研
究所編

東京大学出版会 334.31/KoS

149 CSRの基礎 : 企業と社会の新しいあり方
國部克彦編著/神戸CSR研究
会編

中央経済社/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

335.15/KoK

150 新規開業白書 2017年版 国民金融公庫総合研究所編
中小企業リサーチセ
ンター

335.5/NiS/'17

151 ファンドレイジングが社会を変える : 非営利の資金調達を成功させるための原則 改訂版 鵜尾雅隆著 三一書房 335.89/UoM

152 1からのアントレプレナーシップ 山田幸三, 江島由裕編著 碩学舎 335/YaK

153 経営情報論 新版補訂(有斐閣アルマ:Specialized)
遠山曉, 村田潔, 岸眞理子
著

有斐閣 336.17/KeJ

154 マンガでわかる出る順で学べる秘書検定2級・3級テキスト&問題集 横山都著 高橋書店 336.59//['17]

155 もっとよくわかる英文会計 第2版
辻・本郷税理士法人, 永峰
公認会計士事務所編

税務経理協会 336.9/TsH

156 過去問題集日商簿記2級 : 合格のための総仕上げ 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

157 過去問題集日商簿記3級 : 合格のための総仕上げ 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

158 日商簿記検定模擬試験問題集2級 : 商業簿記・工業簿記 新訂 平成29年度版 実教出版 336.91//'17

159 日商簿記検定模擬試験問題集3級 : 商業簿記 新訂 平成29年度版 実教出版企画開発部編 実教出版 336.91//'17

10



2017年7月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

160 検定簿記講義 : 1級工業簿記・原価計算 平成29年度版上巻 岡本清, 廣本敏郎編著 中央経済社 336.91//'17-1

161 検定簿記講義 : 1級商業簿記・会計学 平成29年度版 上巻
渡部裕亘, 片山覚, 北村敬
子編著

中央経済社 336.91//'17-1

162 検定簿記講義 : 1級工業簿記・原価計算 平成29年度版下巻 岡本清, 廣本敏郎編著 中央経済社 336.91//'17-2

163 検定簿記講義 : 1級商業簿記・会計学 平成29年度版 下巻
渡部裕亘, 片山覚, 北村敬
子編著

中央経済社 336.91//'17-2

164 簿記検定日商3級に面白いほど受かる本 改訂2版 基礎編 澤昭人著 中経出版 336.91//['17]

165 簿記検定日商3級に面白いほど受かる本 改訂2版 実践編 澤昭人著 中経出版 336.91//['17]

166 ズバリ合格!日商簿記2級基本テキスト : +仕訳例題付 新版4訂 日建学院編著 建築資料研究社 336.91//['17]

167 ズバリ合格!日商簿記3級基本テキスト : +仕訳例題付 新版4訂 日建学院編著 建築資料研究社 336.91//['17]

168 日商簿記3級をゆっくりていねいに学ぶ本 並木秀明著
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]

169 無敵の簿記2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]

170 無敵の簿記3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]

171 合格ドリル日商簿記2級商業簿記 : Ver.11.0(よくわかる簿記シリーズ)
TAC株式会社法人事業部営業
推進部著

TAC株式会社出版事業
部

336.91//['17]

172 合格ドリル日商簿記2級工業簿記 : Ver.8.0(よくわかる簿記シリーズ)
TAC株式会社法人事業部営業
推進部著

TAC株式会社出版事業
部

336.91//['17]

173 合格ドリル日商簿記3級 : Ver.9.0(よくわかる簿記シリーズ)
TAC株式会社法人事業部営業
推進部著

TAC株式会社出版事業
部

336.91//['17]

174 ビジネス簿記入門 : 会社実務に活かす! 第6版 藤本清一, 林幸共著 税務研究会出版局 336.91/FuS

175 これだけ覚えるFP技能士3級一問一答+要点整理 '17→'18年版 家計の総合相談センター著 成美堂出版 338.079//'17-'18
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176 スッキリとける過去+予想問題FP技能士3級 2017-2018年版 TACFP講座 [編著]
TAC株式会社出版事業
部 (TAC出版)

338.079//'17-'18

177 スッキリわかるFP技能士3級 : (金財)個人資産相談業務対応 2017-2018年版(スッキリわかるシリーズ) 白鳥光良編著 TAC出版事業部 338.079//'17-'18

178 みんなが欲しかった!FPの教科書3級 '17-'18年版 滝澤ななみ著 TAC出版事業部 338.079//'17-'18

179 みんなが欲しかった!FPの問題集3級 '17-'18年版 滝澤ななみ著 TAC出版事業部 338.079//'17-'18

180 野村証券第2事業法人部 横尾宣政著 講談社 338.17/NoS/Y

181 実践財政学 : 基礎・理論・政策を学ぶ 赤井伸郎編 有斐閣 341/AkN

182 税務六法 平成29年版 法令編1 日本税理士会連合会編 帝国地方行政学会 345.1/NiZ/H-'17-1

183 税務六法 平成29年版 法令編2 日本税理士会連合会編 帝国地方行政学会 345.1/NiZ/H-'17-2

184 実務税法六法 : 法令 平成29年版 1 新日本法規出版 345.12/ShH/'17-1

185 実務税法六法 : 法令 平成29年版 2 新日本法規出版 345.12/ShH/'17-2

186 実務税法六法 : 法令 平成29年版 3 新日本法規出版 345.12/ShH/'17-3

187 社会はどこにあるか : 根源性の社会学 奥村隆著 ミネルヴァ書房 361.04/OkT

188 現場から創る社会学理論 : 思考と方法 鳥越皓之, 金子勇編著 ミネルヴァ書房 361.04/ToH

189 なぜ賢い人も流行にはまるのか : ファッドの社会心理学 ジョエル・ベスト著/林大訳 白揚社 361.4/BeJ

190 友だち作りの科学 : 社会性に課題のある思春期・青年期のためのSSTガイドブック
エリザベス・A・ローガソン
著

金剛出版 361.4/LaE

191 社会心理学のための統計学 : 心理尺度の構成と分析(心理学のための統計学:3) 清水裕士, 荘島宏二郎著 誠信書房 361.4/ShH
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192 親密な関係のダークサイド
B.H.スピッツバーグ, W.R.
キューパック編/谷口弘一,
加藤司監訳

北大路書房 361.4/SpB

193 大阪府民の謎 ご当地探偵事務所著 KADOKAWA 361.42/GoT

194 アメリカ雑誌に映る「日本人」 : オリエンタリズムへのメディア論的接近 小暮修三著 青弓社 361.42/KoS

195 大阪トレンディ 岡田大編 宝島社 361.42/OkD

196 メディア・オーディエンスの社会心理学
李光鎬, 渋谷明子編著/鈴木
万希枝, 李津娥, 志岐裕子
著

新曜社 361.453/RiK

197 入門コミュニケーション論 新版 宮原哲著 松柏社 361.454/MiA

198 一緒にいてもスマホ : SNSとFTF
シェリー・タークル著/日暮
雅通訳

青土社 361.454/TuS

199 「おもしろい人」の会話の公式 : 気のきいた一言がパッと出てくる! 吉田照幸著 SBクリエイティブ 361.454/YoT

200 情報化と文化変容(講座・社会変動:6) 正村俊之編著 ミネルヴァ書房 361.5/MaT

201 オタクとは何か? 大泉実成著 草思社 361.5/OiM

202 ポスト〈カワイイ〉の文化社会学 : 女子たちの「新たな楽しみ」を探る(叢書現代社会のフロンティア:25)
吉光正絵, 池田太臣, 西原
麻里編著

ミネルヴァ書房 361.5/PoK

203 都市化とパートナーシップ(講座・社会変動:3) 森岡清志編著 ミネルヴァ書房 361.78/MoK

204 「差別ごころ」からの「自由」を 中島勝住著 阿吽社 361.8/NaM

205 社会問題と出会う(100万人のフィールドワーカーシリーズ:7) 白石壮一郎, 椎野若菜編 古今書院 361.9/HyF/7

206 紙を使わないアンケート調査入門 : 卒業論文,高校生にも使える 豊田秀樹編著 東京図書 361.9/ToH

207 社会学ドリル : この理不尽な世界の片隅で 中村英代著 新曜社 361/NaH
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208 現代中国と市民社会 : 普遍的「近代」の可能性
石井知章, 緒形康, 鈴木賢
編

勉誠出版 362.22/GeC

209 流動化と社会格差(講座・社会変動:5) 原純輔編著 ミネルヴァ書房 364.1/HaJ

210
若者のキャリア形成 : スキルの獲得から就業力の向上、アントレプレナーシップの育成へ : OECDスキル・
アウトルック2015年版

経済協力開発機構(OECD)編
著/竹内一真 [ほか] 訳

明石書店 366.29/OrE/'15

211 飯場へ : 暮らしと仕事を記録する 渡辺拓也著 洛北出版 366.8/WaT

212 バッド・フェミニスト
ロクサーヌ・ゲイ [著]/野
中モモ訳

亜紀書房 367.1/GaR

213 父親の心理学 尾形和男編著 北大路書房 367.3/OgK

214 産後クライシス : なぜ、出産後に夫婦の危機が訪れるのか(角川フォレスタ) 岡野あつこ著 KADOKAWA 367.3/OkA

215 産後クライシス(ポプラ新書:009) 内田明香, 坪井健人著 ポプラ社 367.3/UcS

216 未婚当然時代 : シングルたちの"絆"のゆくえ(ポプラ新書:090) にらさわあきこ著 ポプラ社 367.4/NiA

217 白沢久一(シリーズ福祉に生きる:70) 宮武正明著 大空社出版 369.028/3/70

218 ソーシャルワーク演習のための88事例 : 実践につなぐ理論と技法を学ぶ 田中英樹, 中野伸彦編集 中央法規出版 369.16/TaH

219 事例で学ぶスーパービジョン : 対人援助の基礎知識・技術を通して 吉弘淳一, 横井一之編著 建帛社 369.16/YoJ

220 相談援助の理論と方法 第3版 1(新・社会福祉士養成講座:7-8)
社会福祉士養成講座編集委
員会編

中央法規出版 369.17/ShS/7

221 地域福祉の理論と方法 第3版(新・社会福祉士養成講座:9)
社会福祉士養成講座編集委
員会編

中央法規出版 369.17/ShS/9

222 綾戸智恵、介護を学ぶ 一志治夫著 講談社 369.26/AyC/I

223 「ユマニチュード」という革命 : なぜ、このケアで認知症高齢者と心が通うのか
イヴ・ジネスト, ロゼッ
ト・マレスコッティ著/本田
美和子日本語監修

誠文堂新光社 369.26/GiY
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224 ご飯が食べられなくなったらどうしますか? : 永源寺の地域まるごとケア 花戸貴司文/國森康弘写真 農山漁村文化協会 369.26/HaT

225 介護現場で活かすフィジカルアセスメント : 利用者の生命と生活を支える知識と技術 大澤智恵子著 中央法規出版 369.26/OsC

226 障害とは何か : 戦力ならざる者の戦争と福祉 藤井渉著 法律文化社 369.27/FuW

227 障害者総合支援六法 平成29年版 中央法規出版 369.27/ShS/'17

228 子供の死を祈る親たち(新潮文庫:10693, お-89-2) 押川剛著 新潮社 369.28/OsT

229
被災者と災害ボランティアの共生をめざして : 熊本地震の現場から被災者のニーズを問い直す(震災ドキュ
メントseries)

崎浜公之著 インプレスR&D 369.31/KuJ/S

230 20年後、子どもたちの貧困問題 : 格差社会を終わらせよう!(社会運動 : 季刊:no.426)
市民セクター政策機
構/ほんの木 (発売)

369.4/ShS

231 学生のためのボランティア論
岡本榮一, 菅井直也, 妻鹿
ふみ子編

大阪ボランティア協
会出版部

369.7/GaT

232 なぜ勉強するのか?(ソフトバンク新書:027) 鈴木光司著
ソフトバンククリエ
イティブ

370.4/SuK

233 教育アンケート調査年鑑 2017年版
教育アンケート調査年鑑編
集委員会編

創育社 370.59/5/'17

234 親が知っておきたい学校教育のこと 1 赤堀侃司著 ジャムハウス 370/AkK

235 子どもの貧困・不利・困難を越える学校 : 行政・地域と学校がつながって実現する子ども支援 柏木智子, 仲田康一編著 学事出版 371.3/KaT

236 探究!教育心理学の世界 藤澤伸介編 新曜社 371.4/FuS

237 何度でもやりなおせる : ひきこもり支援の実践と研究の今
漆葉成彦, 青木道忠, 藤本
文朗編著

クリエイツかもがわ 371.42/NaY

238 児童心理学の進歩 2017年版(VOL.56) 日本児童研究所編集 金子書房 371.45/JiS/'17

239 子どもはもういない 改訂
ニール・ポストマン著/小柴
一訳

新樹社 371.45/PoM
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240 アニメに学ぶ心理学 : 『千と千尋の神隠し』を読む(言視books) 愛甲修子著 言視舎 371.47/AiS

241 子どもに寄り添う道徳の評価 : 指導と見取りのポイントが分かる!(こうぶんエデュ) 加藤宣行編 光文書院 371.6/KaN

242 教育・心理系研究のためのデータ分析入門 : 理論と実践から学ぶSPSS活用法 第2版 平井明代編著 東京図書 371.8/HiA

243 教育実践研究の方法 : SPSSとAmosを用いた統計分析入門 篠原正典著 ミネルヴァ書房 371.8/ShM

244 教育をよみとく : 教育学的探究のすすめ 田中耕治 [ほか] 著 有斐閣 371/KyY

245
学校を考えるっておもしろい!! : 教養としての教育学 : TAと共に創るアクティブ・ラーニングの大規模授
業 増補改訂版

水原克敏, 足立佳菜, 鈴木
学編著

東北大学出版会 372.106/GaK

246 一般教養の精選実施問題 2018年度版(教員採用試験・精選実施問題シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'18

247 専門教養英語科の精選実施問題 2018年度版(教員採用試験・精選実施問題シリーズ:6) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'18

248 社会科の精選実施問題 : 全国版 2018年度版(教員採用試験・精選実施問題シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'18

249 教員養成・免許制度はどのような観点から構築されてきたか : 制度の趣旨と方向性の考察 シナプス編集部著作 ジダイ社 373.7/ZiA

250 マンガで学ぼう!アクティブ・ラーニングの学級づくり : クラスが変わる学級力向上プロジェクト
磯部征尊, 伊藤大輔編著/武
田弦漫画

金子書房 374.1/IsM

251 「振り返りジャーナル」で子どもとつながるクラス運営(ナツメ教育書ブックス) 岩瀬直樹, ちょんせいこ著 ナツメ社 374.12/IwN

252
子どもがやる気になる!教室掲示とレイアウト目的別アイデア集 : 現場の先生たちの掲示アイデアを実例写
真でたっぷり紹介!(ナツメ社教育書ブックス)

釼持勉監修 ナツメ社 374.12/KeT

253 学級レク&アイスブレイク事典 : クラスのつながりを強くする!(学級経営サポートBOOKS) 弥延浩史著 明治図書出版 374.12/YaH

254 教師のための社会性と情動の学習「SEL-8T」 : 人との豊かなかかわりを築く14のテーマ
小泉令三, 山田洋平, 大坪
靖直著

ミネルヴァ書房 374.35/KyT

255 教職員のための“アサーション"実践50例 : 会話で学ぶ豊かなコミュニケーション 沢崎俊之編著 第一法規 374.35/SaT
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256 3.11後の子どもと健康 : 保健室と地域に何ができるか(岩波ブックレット:No. 969)
大谷尚子, 白石草, 吉田由
布子著

岩波書店 374.9/SaI

257 学校における食育の評価実践ワークブック : 評価を考えた食育計画の作成
日本健康教育学会栄養教育
研究会編

健学社 374.97/NiK

258 授業がうまい教師のすごいコミュニケーション術 菊池省三著 学陽書房 375.1/KiS

259 学校の風景そして授業の風景 : 子どもと教師の学び合い 前田治著 大学教育出版 375.1/MaO

260 小学校学習指導要領新旧比較対照表 : 平成27年×平成29年 日本教材システム編集部編
日本教材システム/教
育出版 (発売)

375.1/NiK

261 授業の見方 : 「主体的・対話的で深い学び」の授業改善 沢井陽介著 東洋館出版社 375.1/SaY

262 「深い学び」のある授業 : 思考の活性化による認識の深まり
富山大学人間発達科学部付
属小学校著

東洋館出版社 375.1/ToD

263 中学校新学習指導要領ポイント総整理 平成29年版 東洋館出版社編集部編 東洋館出版社 375.1/ToS

264 協同学習を支えるアセスメントと評価
ジョンソン,D.W., ジョンソ
ン,R.T.著/石田裕久訳

日本協同教育学会/ナ
カニシヤ出版 (発売)

375.13/JoD

265 よりよい人間関係を築く特別活動 杉田洋著 図書文化社 375.18/SuH

266 中学校社会科授業成功の極意(スペシャリスト直伝!) 河原和之著 明治図書出版 375.313/KaK

267 100万人が受けたい「中学公民」ウソ・ホント?授業 [正] 河原和之著 明治図書出版 375.313/KaK/1

268 100万人が受けたい「中学歴史」ウソ・ホント?授業 [正] 河原和之著 明治図書出版 375.323/KaK/1

269 100万人が受けたい「中学地理」ウソ・ホント?授業 [正] 河原和之著 明治図書出版 375.333/KaK/1

270
実感的に理解を深める!体験的な学習「役割演技」でつくる道徳授業 : 学びが深まるロールプレイング(道徳
科授業サポートBOOKS)

早川裕隆編著 明治図書出版 375.35/HaH

271 実践!子どもが主役の授業づくり : 算数の主体的・対話的で深い学び : 100のコラムつき(こうぶんエデュ) 坪田耕三編著/さんまの会著 光文書院, 2017.6 375.412/TsK
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272 中学校3年間の数学が1冊でしっかりわかる本 小杉拓也著 かんき出版 375.413/KoT

273 なぜ、理科を教えるのか(Books教育の泉:4. 理科教育がわかる教科書) 角屋重樹著 文溪堂 375.42/KaS

274 子どもの思考をアクティブにする!小学校理科授業ネタ事典(理科授業サポートbooks) 鷲見辰美編著 明治図書出版 375.422/SuT

275 文科省/高校「妊活」教材の嘘
西山千恵子, 柘植あづみ編
著

論創社 375.494/NiC

276 音楽の授業で大切なこと : なぜ学ぶのか?何を、どのように学ぶのか?
中島寿, 高倉弘光, 平野次
郎著/小島綾野聞き手構成

東洋館出版社 375.762/OnJ

277 小学校音楽科教育法 : 学力の構築をめざして 第3版 吉富功修, 三村真弓編著 ふくろう出版 375.762/YoK

278 アクティブ・ラーニングをサポートする!小学校教室掲示ポスター&言語能力アップシート事典 井上一郎編著 明治図書出版 375.82/InI

279 すぐ実践できる!アクティブ・ラーニング高校国語 今井清光, 沖奈保子著 学陽書房 375.84/ImK

280 小学校国語科論理的文章を書く力を育てる書き方指導 : 論理的思考力・表現力を身につける小論文指導法 長谷川祥子著 明治図書出版 375.862/HaS

281 アクティブ・ラーニングを位置づけた小学校英語の授業プラン 菅正隆編著 明治図書出版 375.8932/KaM

282 あなたも保育者になれる : 子どもの心に耳をすますための22のヒント : 保育者・青くんのブルーノート 青山誠著 小学館 376.1/AoM

283
実習の日誌と指導案完全サポート : 0～5歳児年齢別 : 初めてでも大丈夫! : 年齢別おすすめ絵本&紙芝居リ
ストつき(しんせい保育の本)

古林ゆり監修・執筆 新星出版社 376.1/FuY

284 3つのカベをのりこえる!保育実習リアルガイド : 不安 日誌 指導案(Gakken保育books) 保育実習研究部会編著
学研教育みらい/学研
プラス (発売)

376.1/HoJ

285 0・1・2歳児の心Q&A(Gakken保育books. 保育の「困った」を解決!) 頭金多絵著 学研プラス 376.1/HoT/1

286 3・4・5歳児の心Q&A(Gakken保育books. 保育の「困った」を解決!) 大澤洋美, 大川美和子著 学研プラス 376.1/HoT/2

287 施設実習パーフェクトガイド : 全施設掲載 守巧, 小櫃智子著者代表 わかば社 376.1/MoT
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288 認定こども園がわかる本(これからの保育シリーズ) 中山昌樹著
風鳴舎/新日本教育図
書(発売)

376.1/NaM

289 0・1・2歳児の保育の中にみる教育 : 子どもの感性と意欲を育てる環境づくり 大橋喜美子著 北大路書房 376.1/OhK

290 こどものみかた : 春夏秋冬(母の友の本) 柴田愛子著 福音館書店 376.1/ShA

291 保育実習ガイドブック : 理論と実践をつなぐ12の扉 山崎喜代子, 古野愛子編著 ミネルヴァ書房 376.1/YaK

292 はじめて学ぶ保育原理 吉見昌弘, 斎藤裕編著 北大路書房 376.11/YoM

293 なぜ世界の幼児教育・保育を学ぶのか : 子どもの豊かな育ちを保障するために 泉千勢編著 ミネルヴァ書房 376.12/IzC

294 子どもに至る : 保育者主導保育からのビフォー&アフターと同僚性
安達譲編著/安達かえで, 岡
健, 平林祥 [執筆]

ひとなる書房 376.128/SeH/A

295 保育士実技試験完全攻略 '17年版
コンデックス情報研究所編
著

成美堂出版 376.14//'17

296 保育者のための心の仕組みを知る本 : ストレスを活かす 心を守る 掛札逸美文/柚木ミサト絵 ぎょうせい 376.14/KaI

297
ここがポイント!3法令ガイドブック : 新しい『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』『幼保連携型認定こど
も園教育・保育要領』の理解のために

無藤隆, 汐見稔幸, 砂上史
子著

フレーベル館 376.15/KoP/'17

298 幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領の成立と変遷
民秋言編者代表/西村重稀
[ほか] 編

萌文書林 376.15/TaG

299 子どものための環境理解と環境指導 中村輝美著 現代図書 376.154/NaT

300 いのちと出会う保育の自然さんぽ(ハッピー保育books:25) 菅井啓之, 後藤紗貴著 ひかりのくに 376.154/SuH

301 大学生と社会人のキャリアを切り拓く大学院・通信制大学 2018(AERA MOOK) 朝日新聞出版 376.8//'18

302 子ども学 : 生活科と環境の研究をふまえて
中村圭吾, 佐藤純子, 矢治
夕起, 中村輝美著

現代図書 376/Kod

303 大学における反転授業 河村一樹, 今井康博著 大学教育出版 377.15/KaK
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304 双方向型授業への挑戦 : 自分の頭で考える学生を 木野茂編著
現代人文社/大学図書
(発売)

377.15/KiS

305 講義法(シリーズ大学の教授法:2) 佐藤浩章編著 玉川大学出版部 377.15/ShD/2

306 Study in AUSTRALIA vol.2 アルク 377.6//2

307 学ぶ力のトレーニング : 未来のあなたがつくる今の自分 石村康生, 角田博明著 東海大学出版部 377.9/IsK

308 手話通訳を学ぶ人の「手話通訳学」入門 改訂版 林智樹著
クリエイツかもがわ/
かもがわ出版 (発売)

378.28/HaT

309
発達が気になる子のステキを伸ばす「ことばがけ」 : 一番伝わりやすいコミュニケーション手段、それがそ
の子の"母国語"です

加藤潔著 明石書店 378.8/KaK

310 場面緘黙支援の最前線 : 家族と支援者の連携をめざして
ベニータ・レイ・スミス,
アリス・スルーキン編/かん
もくネット訳

学苑社 378.8/SmB

311 学校における場面緘黙への対応 : 合理的配慮から支援計画作成まで 高木潤野著 学苑社 378.8/TaJ

312 発達障害児のためのSST
スーザン・ウィリアムス・
ホワイト著/黒田美保 [ほ
か] 訳

金剛出版 378.8/WhS

313 基礎から学ぶ特別支援教育の授業づくりと生活の指導
上田征三, 高橋実, 今中博
章編著

ミネルヴァ書房 378/KiM

314 一流の育て方 : ビジネスでも勉強でもズバ抜けて活躍できる子を育てる
ムーギー・キム, ミセス・
パンプキン著

ダイヤモンド社 379.9/KiM

315 多文化理解のためのアメリカ文化入門 : 社会・地域・伝承
ウェルズ恵子, リサ・ギャ
バート著

丸善出版 382.53/WeK

316 歴史のなかの異性装(アジア遊学:210) 服藤早苗, 新實五穂編 勉誠出版 383.1/FuS

317 「和の食」全史 : 縄文から現代まで長寿国・日本の恵み 永山久夫著 河出書房新社 383.81/NaH

318 南大阪の伝統食(OMUPブックレット:no.18. 「堺・南大坂地域学」シリーズ:11) 小林宏至編著
大阪公立大学共同出
版会

383.8163/KoH

319 京都千年の歳事 : 季語になった 井上弘美著
角川文化振興財団
/KADOKAWA (発売)

386.162/InH
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320 奈良の民話 新版(「新版」日本の民話:75) 松本俊吉編 未來社 388.165/MaS

321 MI6対KGB : 英露インテリジェンス抗争秘史
レム・クラシリニコフ著/松
澤一直訳

東京堂出版 391.6/KrR

322 国立科学博物館のひみつ [正] 成毛眞, 折原守著 ブックマン社 406.9/KoK/N-1

323 Judy先生の英語科学論文の書き方 : an efficient approach to writing up your research 増補改訂版
野口ジュディー, 松浦克美,
春田伸著/講談社サイエン
ティフィク編

講談社 407/JuE

324 ぜったい成功する!はじめての学会発表 : たしかな研究成果をわかりやすく伝えるために 西澤幹雄著 化学同人 407/NiM

325 海に沈んだ大陸の謎 : 最新科学が解き明かす激動の地球史(ブルーバックス:B-2021) 佐野貴司著 講談社 408/11/2021

326 曲がった空間の幾何学 : 現代の科学を支える非ユークリッド幾何とは(ブルーバックス:B-2023) 宮岡礼子著 講談社 408/11/2023

327 アルツハイマー病は「脳の糖尿病」 : 2つの「国民病」を結ぶ驚きのメカニズム(ブルーバックス:B-2025) 鬼頭昭三, 新郷明子著 講談社 408/11/2025

328 必勝法の数学(岩波科学ライブラリー:263) 徳田雄洋著 岩波書店 408/14/263

329 SPSSによる多変量データ解析の手順 第5版 石村貞夫, 石村光資郎著 東京図書 417/IsS

330 SPSSによる分散分析と多重比較の手順 第5版 石村貞夫, 石村光資郎著 東京図書 417/IsS

331 マンガでやさしくわかる統計学
小島寛之著/葛城かえでシナ
リオ制作/薙沢なお作画

日本能率協会マネジ
メントセンター

417/KoH

332 日本計算機統計学会大会論文集 第28回大会 日本計算機統計学会 417/NiK

333 SPSSによる実践統計分析
林雄亮, 苫米地なつ帆, 俣
野美咲共著

オーム社 417/SPN

334 SPSS完全活用法 : データの入力と加工 第4版 酒井麻衣子著 東京図書 417/SaM

335 もうひとつの重回帰分析 : 予測変数を直交化する方法 豊田秀樹編著 東京図書 417/ToH
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336 SPSSによるロジスティック回帰分析 第2版 内田治著 オーム社 417/UcO

337 カリスマ解説員の楽しい星空入門(ちくま新書:1269)
永田美絵著/八板康麿写真/
矢吹浩星座絵

筑摩書房 443.8/NaM

338 地図読解入門 追補版(大学テキスト) 籠瀬良明著/卜部勝彦追補 古今書院 448.9/KaY

339 あすかいのちのハーモニー 松本清二代表編集 金壽堂出版 462.165/MaS

340 人類進化の謎を解き明かす
ロビン・ダンバー著/鍛原多
惠子訳

インターシフト/合同
出版 (発売)

469.2/DuR

341 ハヤブサ : その歴史・文化・生態
ヘレン・マクドナルド著/宇
丹貴代実訳

白水社 488.7/MaH

342 熊が人を襲うとき : 事故はどのように起き、進行するのか。助かる方法とは? 米田一彦著 つり人社 489.57/MaK

343 「突然の死」とグリーフケア : 新装版 A.デーケン, 柳田邦男編 春秋社 490.14/DeA/T

344 看取り士 : 幸せな旅立ちを約束します 柴田久美子著 コスモ21 490.14/ShK

345 看護学生のための解剖生理 第2版(看護学生のためのよくわかるBOOKs) 江連和久, 村田栄子編著 メヂカルフレンド社 491.31/EzK

346 睡眠の生理と臨床 : 健康を育む「ねむり」の科学 改訂第3版 神山潤著 診断と治療社 491.371/KoJ

347 薬理学 第13版(系統看護学講座:専門基礎分野. 疾病のなりたちと回復の促進:3)
吉岡充弘, 泉剛, 井関健
[著]

医学書院 492.908/KeK/['14]

348 フィジカルアセスメントがみえる 医療情報科学研究所編集 Medic Media 492.913/IrJ

349 これだけは知っておきたい小児ケアQ&A 第2版(ナーシングケアQ&A:39) 五十嵐隆編集 総合医学社 492.925/IgT

350 14歳からの発達障害サバイバルブック : 発達障害者&支援者として伝えたいこと
難波寿和著/高橋稚加江イラ
スト

学苑社 493.76/NaH

351 自閉症スペクトラムの症状を「関係」から読み解く : 関係発達精神病理学の提唱 小林隆児著 ミネルヴァ書房 493.9375/KoR
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352 112日間のママ 清水健著 小学館 495.46/ShN/S

353 ちいさな天使のものがたり
かわかみせいじ文/としくら
えみ絵/満行勝監修

東洋館出版社 495.6/KaS

354 みえる生命誕生 : 受胎・妊娠・出産
Sarah Brewer [ほか] 著/池
ノ上克, 前原澄子監訳

南江堂 495.6/MiS

355 女性医学ガイドブック 思春期・性成熟期編 2016年度版 日本女性医学学会編 金原出版 495/NiJ/2

356 ホスピスで死にゆくということ : 日韓比較からみる医療化現象 株本千鶴著 東京大学出版会 498.16/KaC

357 朝起きられない人のねむり学 : 一日24時間の賢い使い方 神山潤著 新曜社 498.36/KoJ

358 食生活アドバイザー検定3級テキスト&模擬問題 : 3ステップで最短合格! 第3版 村井美月著 秀和システム 498.5//['16]

359 ここだけは押さえておきたい子どもの眠りの大事なツボ 神山潤著 芽ばえ社 498.7/KoJ

360 働く人のうつ病 上島国利編集 中山書店 498.8/KaK

361 メンタルヘルスと職場復帰支援ガイドブック 日本産業精神保健学会編集 中山書店 498.8/NiS

362 働く女性と健康 : 多様な視点からのヘルスケア 武谷雄二著 産業医学振興財団 498.8/TaY

363 うつ病リワークプログラムのはじめ方 うつ病リワーク研究会著 弘文堂 498.8/UtR

364 「平穏死」10の条件 : 胃ろう、抗がん剤、延命治療いつやめますか? 長尾和宏著 ブックマン社 498/NaK

365 これでわかる製図の基礎 : 第三角法・第一角法・立体図 中本繁実編 パワー社 501.8/NaS

366
ごめんなさい、もしあなたがちょっとでも行き詰まりを感じているなら、不便をとり入れてみてはどうです
か? : 不便益という発想(しごとのわ)

川上浩司著 インプレス 501.84/KaH

367 U-CANの知的財産管理技能検定3級速習テキスト&予想模試
ユーキャン知的財産管理技
能検定研究会編

ユーキャン学び出版/
自由国民社 (発売)

507.2//['14]
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368 地域の力を引き出す企業 : グローバル・ニッチトップ企業が示す未来(ちくま新書:1268) 細谷祐二著 筑摩書房 509.21/HoY

369 最短で学ぶJW_CAD建築製図 辻川ひとみ, 吉住優子著 学芸出版社 525.18/TsH

370 新たな"プロ"の育て方 : なぜ左官屋で若者と女性が活躍できるのか 原田宗亮 [著]
クロスメディア・
マーケティング/イン
プレス (発売)

525.58/HaM

371 小屋(ワールド・ムック:1144)
ワールドフォトプレ
ス

527/WaF

372 モビリティー革命2030 : 自動車産業の破壊と創造
デロイトトーマツコンサル
ティング著/日経Automotive
編集

日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

537.09/DeT

373 ドライバーレス革命 : 自動運転車の普及で世界はどう変わるか?
ホッド・リプソン, メル
バ・カーマン著/山田美明訳

日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

537.8/LiH

374 ロケットを理解するための10のポイント 青木宏著 森北出版 538.93/AoH

375 日本はなぜ原発を拒めないのか : 国家の闇へ 山岡淳一郎著 青灯社 539.091/YaJ

376 日本懐かしお菓子大全(タツミムック) 松林千宏著 辰巳出版 588.39/MaC

377 毎日が楽しくなるきらめき文房具 菅未里著 KADOKAWA 589.73/KaM

378 京大カレー部スパイス活動 石崎楓著 世界文化社 596/IsK

379 「2人」で知っておきたい妊娠・出産・不妊のリアル 富坂美織著 ダイヤモンド社 598.2/ToM

380 子どもはイギリスで育てたい!7つの理由 : 住んでわかった。子育てと教育から見える日本へのヒント 浅見実花著 祥伝社 599/AsM

381 はじまりは大阪にあり! : 大阪発ビジネスに学ぶ発想 (アイデア) のヒント30 新版 井上理津子著 清風堂書店 602.163/InR

382 チョコレートの文化誌 八杉佳穂著 世界思想社 617.3/YaY

383 樹と暮らす : 家具と森林生態 清和研二, 有賀恵一著 築地書館 653.21/SeK
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384 ルポどうなる?どうする?築地市場 : みんなの市場をつくる(岩波ブックレット:No. 968) 永尾俊彦著 岩波書店 675.5/ToC/N

385 貿易入門 : 世界と日本が見えてくる(シリーズ大学生の学びをつくる)
小林尚朗, 篠原敏彦, 所康
弘編

大月書店 678/BoN

386
旅行業務取扱管理者試験 : 国内 : テーマ別問題集 : 試験に直結する演習問題200題 2017(旅行管理者シ
リーズ:2)

旅行管理者試験受験対策研
究室編集

エフィカス/新日本教
育図書 (発売)

688.6//'17

387 世界をもてなす語学ボランティア入門 イーオン著 朝日出版社 689.6/EiI

388 観光客の哲学(ゲンロン:0) 東浩紀編 ゲンロン 689/AzH

389 これからの観光を考える 谷口知司, 福井弘幸編著 晃洋書房 689/TaT

390 世界は言葉でできている : Book Edition
「世界は言葉でできている
Book Edition」制作委員会
編

日本実業出版社 699.67/SeK

391 哲学としての美学 : 「美しい」とはどういうことか
ギュンター・ペルトナー著/
中野裕考 [ほか] 共訳

晃洋書房 701.1/PoG

392 岩佐又兵衛と松平忠直 : パトロンから迫る又兵衛絵巻の謎(岩波現代全書:103) 黒田日出男著 岩波書店 721.8/IwM/K

393 ミュシャ展 国立新美術館 [ほか] 編集 求龍堂 723.348/MuA/K

394 もっと知りたいミュシャの世界(TJ mook) 大友義博監修&解説補遺 宝島社 723.348/MuA/O

395 マンガ・アニメで論文・レポートを書く : 「好き」を学問にする方法 山田奨治編著 ミネルヴァ書房 726.101/YaS

396 書の宇宙 : 書史論 初版(石川九楊著作集:9) 石川九楊著 ミネルヴァ書房 728.08/IsK/9

397 完本・一日一書(石川九楊著作集:別巻1) 石川九楊著 ミネルヴァ書房 728.08/IsK/別1

398 日本書道史 : 決定版 名児耶明監修 芸術新聞社 728.21/NaA

399 ハーバード大学は「音楽」で人を育てる : 21世紀の教養を創るアメリカのリベラル・アーツ教育 菅野恵理子著
アルテスパブリッシ
ング

760.7/SuE
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400 ダンスと音楽 : 躍動のヨーロッパ音楽文化誌
クレール・パオラッチ著/西
久美子訳

アルテスパブリッシ
ング

762.3/PaC

401 わたしの好きな子どものうた 安野光雅著 講談社 767.7/AnM

402 「アイドル」のメディア史 : 『明星』とヤングの70年代 田島悠来著 森話社 767.8/Myo/T

403 創られた「日本の心」神話 : 「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史(光文社新書:487) 輪島裕介著 光文社 767.8/WaY

404 役者なんかおやめなさい : 84歳、日本を代表する名優が語る、60年余の舞台人生(The interviews:6)
仲代達矢著/坂梨直子インタ
ビュー

サンポスト/コスモの
本 (発売)

772.1/NaT/N

405 大学生のための動画制作入門 : 言いたいことを映像で表現する技術 黒岩亜純, 宮徹著 慶應義塾大学出版会 778.4/KuA

406 落語国の町並み(江戸落語図鑑:2) 芙蓉書房出版 779.13/IiY/2

407 50代から本気で遊べば人生は愉しくなる(SB新書:389) 片岡鶴太郎著 SBクリエイティブ 779.9/KaT/K

408 もっとなっとく使えるスポーツサイエンス
征矢英昭, 本山貢, 石井好
二郎編

講談社 780.19/MoN

409 捕手異論 : 一流と二流をわける、プロの野球『眼』 里崎智也著 カンゼン 783.7/SaT

410 キャプテンシー(角川新書:[K-70]) 鳥谷敬 [著] KADOKAWA 783.7/ToT/T

411 プロ野球仰天!記録大全(知的発見!BOOKS:025) 氏田秀男著 イースト・プレス 783.7/UjH

412 大相撲立行司の軍配と空位 根間弘海著 専修大学出版局 788.1/NeH

413 お笑い芸人の言語学 : テレビから読み解く「ことば」の空間 吉村誠著 ナカニシヤ出版 801.03/YoM

414 The Cambridge handbook of metaphor and thought : hardback
edited by Raymond W.
Gibbs, Jr

Cambridge
University Press

801.04/GiR

415 よくわかる言語発達 改訂新版(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 岩立志津夫, 小椋たみ子編 ミネルヴァ書房 801.04/IwS
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416 Women, fire, and dangerous things : what categories reveal about the mind : pbk George Lakoff
University of
Chicago Press

801.04/LaG

417
ことばによる望ましいコミュニケーションの方法 : 教師、保育者、カウンセラーにおくる一般意味論の招待
状

福沢周亮, 藪中征代著 萌文書林 801.2/FuS

418 Grammaticalization 2nd ed : hbk(Cambridge textbooks in linguistics)
Paul J. Hopper, Elizabeth
Closs Traugott

Cambridge
University Press

801.5/HoP

419 Introducing metaphor : hbk
Murray Knowles and
Rosamund Moon

Routledge 801.6/KnM

420 Metaphor and discourse : hardback
edited by Andreas Musolff
and Jörg Zinken

Palgrave Macmillan 801.6/MuA

421 Metaphor in discourse : hardback Elena Semino
Cambridge
University Press

801.6/SeE

422 Corpus-based approaches to metaphor and metonymy(Mouton select)
edited by Anatol
Stefanowitsch, Stefan Th.
Gries

M. de Gruyter 801.6/StA

423 語はなぜ多義になるのか : コンテキストの作用を考える(シリーズ「言語表現とコミュニケーション」:1) 中野弘三編 朝倉書店 801/ShG/1

424
発話の解釈はなぜ多様なのか : コミュニケーション能力の働きを考える(シリーズ「言語表現とコミュニ
ケーション」:3)

中島信夫編 朝倉書店 801/ShG/3

425 Perspectives on formulaic language : acquisition and communication : hbk edited by David Wood Continuum 801/WoD

426 ことばの認知プロセス : 教養としての認知言語学入門 安原和也著 三修社 801/YaK

427 古代語の謎を解く [1](阪大リーブル:021, 058) 蜂矢真郷著 大阪大学出版会 810.23/HaM/1

428 日本語と朝鮮語の起源 塚本勲著 白帝社 810.29/TsI

429 日本語の音(日本語ライブラリー)
沖森卓也, 木村一編著/安部
清哉, 加藤大鶴, 吉田雅子
著

朝倉書店 811.1/OkT

430 俗語入門 : 俗語はおもしろい! 米川明彦著 朝倉書店 814.9/YoA

431 アカデミック・ライティングの基礎 : 資料を活用して論理的な文章を書く 西川真理子 [ほか] 著 晃洋書房 816.5/AkR
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432 マジ文章書けないんだけど : 朝日新聞ベテラン校閲記者が教える一生モノの文章術 前田安正著 大和書房 816/MaY

433 文章が一瞬でロジカルになる接続詞の使い方 吉岡友治著 草思社 816/YoY

434 中国語学習シソーラス辞典 相原茂編 朝日出版社 823.5/AiS

435 『新爾雅』とその語彙 : 研究・索引・影印本付 沈国威編著 白帝社 823/OEi/S

436 韓日・日韓漢字語用例辞典 山本貫三, 朴賢雨著 白帝社 829.14/YaK

437 楔形文字を書いてみよう読んでみよう : 古代メソポタミアへの招待 新装復刊 池田潤著 白水社 829.71/IkJ

438
The changing face of corpus linguistics(Language and computers : studies in practical
linguistics:no. 55)

edited by Antoinette
Renouf and Andrew Kehoe

Rodopi 830.1/ReA

439 英語学論説資料 第49号 (2015年分) 第6分冊 論説資料保存会 830.4/42/49-6

440 英語学論説資料 第49号 (2015年分) 第6分冊(増刊) 論説資料保存会 830.4/42/49-6-2

441 English corpus linguistics : studies in honour of Jan Svartvik : pbk
edited by Karin Aijmer &
Bengt Altenberg

Longman 830.7/AiK

442 Corpus linguistics 25 years on(Language and computers : studies in practical linguistics:no. 62)
edited by Roberta
Facchinetti

Rodopi 830.7/FaR

443 教員のための「国際語としての英語」学習法のすすめ 大坪喜子著 開拓社 830.7/OtY

444 英検2級二次試験完全予想模試 : CD付
クリストファ・バーナード
監修

成美堂出版 830.79/BaC

445 TOEIC L&Rテスト新形式スピード攻略 : 新形式問題対応 石井辰哉著
クロスメディア・ラ
ンゲージ/インプレス
(発売)

830.79/IsT

446 TOEIC TEST長文読解TARGET 600 : 速く読める・速く解ける厳選問題71問 NEW EDITION 森田鉄也著 Jリサーチ出版 830.79/MoT

447 7日間完成英検2級予想問題ドリル : 文部科学省後援 新試験対応版 [旺文社編] [旺文社] 830.79/Obu
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448 はじめてのTOEIC L&Rテストこの1冊で650点 生越秀子著 コスモピア 830.79/OgH

449 TOEICテスト英文法をひとつひとつわかりやすく。 富岡恵著 [学研プラス] 830.79/ToM

450 英検2級ライティング大特訓 植田一三編著 アスク出版 830.79/UeI

451 TOEICテストエッセンシャル英文法 : Storyで覚える! 山内勇樹著 かんき出版 830.79/YaY

452 ゼロからスタート英語を聞きとるトレーニングBOOK : 1日10分!だれにでもできるディクテーション入門書 宮野智靖著 Jリサーチ出版 831.1/MiT

453 英母音とそのスペル : 英母音の教え方、学び方(Parade books) 増田紀行著
パレード/星雲社 (発
売)

831.2/MaK

454
Pattern grammar : a corpus-driven approach to the lexical grammar of English : eur., hc(Studies
in corpus linguistics:v. 4)

Susan Hunston, Gill
Francis

J. Benjamins 835/HuC

455 Longman student grammar of spoken and written English : paper
Douglas Biber, Susan
Conrad, Geoffrey Leech

Pearson Education 835/LoS

456
Academic writing for graduate students : essential tasks and skills 3rd ed(Michigan series in
English for academic and professional purposes)

John M. Swales &
Christine B. Feak

University of
Michigan Press

836.5/SwJ

457 現代日本の暮らしQ&A(Furigana Japan)
安部直文著/マイケル・ブ
レーズ訳

IBCパブリッシング 837.7/AbN

458 アルジャーノンに花束を : 原書で愉しむ
ダニエル・キイス著/斎藤誠
毅解説訳注

研究社出版 837.7/KeD/A

459 シンプルな英語で話す西洋の天才たちWestern geniusウェスタン・ジーニアス : 対訳
ジェームス・M.バーダマン
著/硲允, 千田智美訳

ジャパンタイムズ 837.7/VaJ

460 中学英語だけで絶対に話せる101の法則(Asuka business & language books. CD book) 大井正之著 明日香出版社 837.8/OiM

461 アクティブ英語会話表現辞典 杉田敏編 旺文社 837.8/SuS

462 遠山顕の英会話やり取りのコツと表現(NHK-CDブック. NHKラジオ英会話入門) 遠山顕著 日本放送出版協会 837.8/ToK

463 英語でガイドする関西の観光名所10選 : MP3CD付き
植田一三編著/上田敏子, 小
室葉子, Michy里中著

語研 837.8/UeI
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464 About Myself : あなたのことを英語で話そう rina著 KADOKAWA 837.8/rin

465
Exploring natural language : working with the British Component of the International Corpus of
English : Eur. Hb(Varieties of English around the world:general series:v. G29)

Gerald Nelson, Sean
Wallis, Bas Aarts

J. Benjamins 838/ExN

466 これならわかる!ドイツ文化&ドイツ語入門 根本道也著 郁文堂 840/NeM

467 超入門!書いて覚えるドイツ語ドリル : オールカラー 岡田公夫著 ナツメ社 840/OkK

468 はじめてのドイツ語 : 基礎からレッスン : イラストでパッと見てわかる! 宍戸里佳著 ナツメ社 840/ShR

469 必携ドイツ文法総まとめ 改訂版
中島悠爾, 平尾浩三, 朝倉
巧著

白水社 845/HiD

470 私だけのフランス語手帳 浅見子緒著 実務教育出版 850/AsS

471 超入門!書いて覚えるフランス語ドリル : オールカラー 白川理恵著 ナツメ社 850/ShR

472 フランス語作文の方法 構造篇 木村哲也著 第三書房 856/KiT/2

473 More than cool reason : a field guide to poetic metaphor : pbk
George Lakoff and Mark
Turner

University of
Chicago Press

901.1/LaG

474 文化のなかの自然(環境人文学:1)
野田研一, 山本洋平, 森田
系太郎編著

勉誠出版 902.09/KaJ/1

475 他者としての自然(環境人文学:2)
野田研一, 山本洋平, 森田
系太郎編著

勉誠出版 902.09/KaJ/2

476 世界文学大図鑑
ジェイムズ・キャントンほ
か著/越前敏弥訳

三省堂 902/SeB

477 文学のレッスン(新潮選書) 丸谷才一著/湯川豊聞き手 新潮社 904/MaS

478 源氏物語とシェイクスピア : 文学の批評と研究と(新典社選書:85) 廣田収, 勝山貴之著 新典社 907/HiO

479 小説のしくみ : 近代文学の「語り」と物語分析 菅原克也著 東京大学出版会 910.26/SuK
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480 コバルト文庫で辿る少女小説変遷史 嵯峨景子著 彩流社 910.264/SaK

481 村上春樹を、心で聴く : 奇跡のような偶然を求めて 宮脇俊文著 青土社 910.268/MuH/M

482 漱石激読(河出ブックス:104) 石原千秋, 小森陽一著 河出書房新社 910.268/NaS/I

483 太宰治研究 25 山内祥史編 和泉書院 910.28/DaO/D-25

484 国文学年次別論文集 平成24(2012)年 近代4 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'12-6-4

485 大人の短歌入門 : すぐ作る、必ず作る、完璧に創る 秋葉四郎著
角川文化振興財団
/KADOKAWA (発売)

911.107/AkS

486 読んで楽しむ百人一首 吉海直人著 KADOKAWA 911.147/HyI/Y

487 汚れつちまつた悲しみに… : 中原中也詩集(集英社文庫) 中原中也著 集英社 911.56/NaC/Y

488 屋根/歸國(倉本聰戯曲全集:4) 倉本聰著 新日本出版社 912.6/KuS/K-4

489 ノクターン : 夜想曲/明日、悲別で(倉本聰戯曲全集:5) 倉本聰著 新日本出版社 912.6/KuS/K-5

490 伊勢物語の生成と展開 山本登朗著 笠間書院 913.32/YaT

491 根来寺と延慶本『平家物語』 : 紀州地域の寺院空間と書物・言説(アジア遊学:211) 大橋直義編 勉誠出版 913.434/HeM/O

492 雨の降る日は学校に行かない 相沢沙呼著 集英社 913.6/AiS/A

493 午前0時の忘れもの(集英社文庫) 赤川次郎著 集英社 913.6/AkJ/G

494 朱色の研究(角川文庫) 有栖川有栖 [著] 角川書店 913.6/ArA/S

495 46番目の密室 新装版(講談社文庫:[あ58-16]) 有栖川有栖 [著] 講談社 913.6/ArA/Y
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496 クジラの彼(角川文庫:16293) 有川浩 [著]
角川書店/角川グルー
プパブリッシング
(発売)

913.6/ArH2/K

497 植物図鑑(幻冬舎文庫:あ-34-3) 有川浩 [著] 幻冬舎 913.6/ArH2/S

498 旅猫リポート 有川浩著 文藝春秋 913.6/ArH2/T

499 海の底(角川文庫:15659, あ48-2) 有川浩 [著]
角川書店/角川グルー
プパブリッシング
(発売)

913.6/ArH2/U

500 桐島、部活やめるってよ(集英社文庫:[あ69-1]) 朝井リョウ著 集英社 913.6/AsR/K

501 優しい死神の飼い方(光文社文庫) 知念実希人著 光文社 913.6/ChM/Y

502 走れメロス 74刷改版(新潮文庫:633, た-2-6) 太宰治著 新潮社 913.6/DaO/H

503 女神めし(祥伝社文庫:[は-8-6]. 佳代のキッチン:2) 原宏一著 祥伝社 913.6/HaK8/K-2

504 イノセント・デイズ(新潮文庫:10684, は-68-1) 早見和真著 新潮社 913.6/HaK9/I

505 宿命(講談社文庫:[ひ-17-8]) 東野圭吾 [著] 講談社 913.6/HiK3/S

506 虚ろな十字架 東野圭吾著 光文社 913.6/HiK3/U

507 謎解きはディナーのあとで 3 東川篤哉著 小学館 913.6/HiT2/N-3

508 カエルの楽園 百田尚樹著 新潮社 913.6/HyN/K

509 アキラとあきら(徳間文庫:[い49-2]) 池井戸潤著 徳間書店 913.6/IkJ/A

510 ルーズヴェルト・ゲーム(講談社文庫:[い-85-14]) 池井戸潤 [著] 講談社 913.6/IkJ/R

511 空飛ぶタイヤ(実業之日本社文庫:[い11-1]) 池井戸潤著 実業之日本社 913.6/IkJ/S
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512 星の子 今村夏子著 朝日新聞出版 913.6/ImN/H

513 死神の精度(文春文庫:[い70-1]) 伊坂幸太郎著 文藝春秋 913.6/IsK/S

514 新カラマーゾフの兄弟 上 亀山郁夫著 河出書房新社 913.6/KaI/S-1

515 新カラマーゾフの兄弟 下 亀山郁夫著 河出書房新社 913.6/KaI/S-2

516 犬と私の10の約束 川口晴著 文芸春秋 913.6/KaS5/I

517 この嘘がばれないうちに 川口俊和著 サンマーク出版 913.6/KaT3/K

518 敵の名は、宮本武蔵 木下昌輝著 KADOKAWA 913.6/KiM2/T

519 パーマネント神喜劇 万城目学著 新潮社 913.6/MaM2/P

520 風よ僕らに海の歌を 増山実 [著] 角川春樹事務所 913.6/MaM6/K

521 豆の上で眠る(新潮文庫:10730, み-56-2) 湊かなえ著 新潮社 913.6/MiK/M

522 リバース 湊かなえ [著] 講談社 913.6/MiK/R

523 夢をかなえるゾウ 水野敬也著 飛鳥新社 913.6/MiK2/Y-1

524 魔術はささやく 改版(新潮文庫:4989, み-22-1) 宮部みゆき著 新潮社 913.6/MiM2/M

525 名もなき毒(文春文庫:[み-17-9]) 宮部みゆき著 文藝春秋 913.6/MiM2/N

526 風が強く吹いている(新潮文庫:8721, み-34-8) 三浦しをん著 新潮社 913.6/MiS2/K

527 まほろ駅前多田便利軒(文春文庫:[み36-1]) 三浦しをん著 文藝春秋 913.6/MiS2/M-1
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528 満月の泥枕 道尾秀介著 毎日新聞出版 913.6/MiS7/M

529 あとは野となれ大和撫子 宮内悠介著 KADOKAWA 913.6/MiY5/A

530 きみはいい子 中脇初枝著 ポプラ社 913.6/NaH4/K

531 僕は、そして僕たちはどう生きるか 梨木香歩作 理論社 913.6/NaK4/B

532 がっかり行進曲(ちくまプリマー新書:271) 中島たい子著 筑摩書房 913.6/NaT/G

533 最後の医者は桜を見上げて君を想う(TO文庫:に1-5) 二宮敦人著 TOブックス 913.6/NiA/S

534 不時着する流星たち 小川洋子著 KADOKAWA 913.6/OgY/F

535 天帝妖狐(集英社文庫) 乙一著 集英社 913.6/Ots/T

536 会津執権の栄誉 佐藤巖太郎著 文藝春秋 913.6/SaG/A

537 月の満ち欠け 佐藤正午著 岩波書店 913.6/SaS5/T

538 流星ワゴン(講談社文庫:[し-61-4]) 重松清[著] 講談社 913.6/ShK4/R

539 かがみの孤城 辻村深月著 ポプラ社 913.6/TsM/K

540 キリン(角川文庫:17961) 山田悠介 [著] 角川書店 913.6/YaY2/K

541 儚い羊たちの祝宴(新潮文庫:9212, よ-33-2) 米澤穂信著 新潮社 913.6/YoH2/H

542 Butter 柚木麻子 [著] 新潮社 913.6/YuA/B

543 堺本枕草子の研究 山中悠希著 武蔵野書院 914.3/Sei/Y
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544 美しい日本の私 初版(角川文庫:19147) 川端康成 [著] KADOKAWA 914.6/KaY3/U

545 深夜特急 1(新潮文庫:5235-5236, 5261-5262, 5277-5278, さ-7-5-10) 沢木耕太郎著 新潮社 915.6/SaK/S-1

546 深夜特急 2(新潮文庫:5235-5236, 5261-5262, 5277-5278, さ-7-5-10) 沢木耕太郎著 新潮社 915.6/SaK/S-2

547 深夜特急 3(新潮文庫:5235-5236, 5261-5262, 5277-5278, さ-7-5-10) 沢木耕太郎著 新潮社 915.6/SaK/S-3

548 深夜特急 4(新潮文庫:5235-5236, 5261-5262, 5277-5278, さ-7-5-10) 沢木耕太郎著 新潮社 915.6/SaK/S-4

549 深夜特急 5(新潮文庫:5235-5236, 5261-5262, 5277-5278, さ-7-5-10) 沢木耕太郎著 新潮社 915.6/SaK/S-5

550 深夜特急 6(新潮文庫:5235-5236, 5261-5262, 5277-5278, さ-7-5-10) 沢木耕太郎著 新潮社 915.6/SaK/S-6

551 行人(定本漱石全集:第8巻) 岩波書店 918.68/NaS/8

552 近現代作家集 3(日本文学全集:26-28) 池澤夏樹編 河出書房新社 918/IkN/28

553 日本漢文小説の世界 : 紹介と研究 日本漢文小説研究会編 白帝社 919.5/NiK

554 皇帝のいる文学史 : 中国文学概説
浅見洋二, 高橋文治, 谷口
高志著

大阪大学出版会 920.2/KoI

555
小泉八雲 : 日本を見つめる西洋の眼差し : 作家・ジャーナリスト「ギリシャ、日本」(ちくま評伝シリーズ
「ポルトレ」)

筑摩書房編集部著 筑摩書房 930.268/HeL/C

556 小泉八雲 : 日本の面影 : 日本人の優しさを愛する(NHKテレビテキスト. 100分de名著:第1巻第52号)
池田雅之著/日本放送協会,
NHK出版編

NHK出版 930.268/HeL/I

557 かもめのジョナサン 完成版(新潮文庫:10279, ハ-9-1)
リチャード・バック [著]/
五木寛之創訳/ラッセル・マ
ンソン写真

新潮社 933.7/BaR/K

558 新編日本の面影 [1](角川文庫:11663, 19242. 角川ソフィア文庫:263)
ラフカディオ・ハーン
[著]/池田雅之訳

角川書店 934.6/HeL/S-1

559 新編日本の面影 2(角川文庫:11663, 19242. 角川ソフィア文庫:263)
ラフカディオ・ハーン
[著]/池田雅之訳

角川書店 934.6/HeL/S-2
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560 鏡の前のチェス盤(光文社古典新訳文庫:[KAホ6-1])
ボンテンペッリ著/橋本勝雄
訳

光文社 973.7/BoM/K

561 悪霊 1(光文社古典新訳文庫:[KAト1-11]-[KAト1-13])
ドストエフスキー著/亀山郁
夫訳

光文社 983.6/DoF/A-1

562 悪霊 2(光文社古典新訳文庫:[KAト1-11]-[KAト1-13])
ドストエフスキー著/亀山郁
夫訳

光文社 983.6/DoF/A-2

563 悪霊 3(光文社古典新訳文庫:[KAト1-11]-[KAト1-13])
ドストエフスキー著/亀山郁
夫訳

光文社 983.6/DoF/A-3

564 罪と罰 1(光文社古典新訳文庫:[KAト1-7]-[KAト1-9])
ドストエフスキー著/亀山郁
夫訳

光文社 983.6/DoF/T-1

565 罪と罰 2(光文社古典新訳文庫:[KAト1-7]-[KAト1-9])
ドストエフスキー著/亀山郁
夫訳

光文社 983.6/DoF/T-2

566 罪と罰 3(光文社古典新訳文庫:[KAト1-7]-[KAト1-9])
ドストエフスキー著/亀山郁
夫訳

光文社 983.6/DoF/T-3

567 物語の森へ(児童図書館基本蔵書目録:2) 東京子ども図書館編 東京子ども図書館 B909/ToK/2

568 Accounting ethics(Brilliance Audio on MP3-CD)
Ronald Duska, Brenda Shay
Duska, Julie Anne Ragatz

Brilliance Audio CD336.97/AcE

569 すすめろめんでんしゃ(こどものとも年少版:485号) のさかゆうさくさく 福音館書店 E//17

570 おばけえんはすぐそこです(こどものとも:737号) 山崎るり子詩/石黒亜矢子絵 福音館書店 E//17

571 れっしゃがとおります(かがくのとも:581号) 岡本雄司さく 福音館書店 E//17

572 おすしのずかん(コドモエのえほん) 大森裕子作 白泉社 E/18

573 サルくんとバナナのゆうえんち 谷口智則作・絵 文溪堂 E/22

574 かしてあげたいな 八木田宜子文/長新太絵 絵本塾出版 E/23

575 けんかのきもち(からだとこころのえほん:2) 柴田愛子文/伊藤秀男絵 ポプラ社 E/25
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576 ネコリンピック
ますだみりさく/ひらさわ
いっぺいえ

ミシマ社 E/26

577 だじゃれ世界一周 長谷川義史作 理論社 E/26

578 ジャリおじさん(日本傑作絵本シリーズ) おおたけしんろうえとぶん 福音館書店 E/27

579 くびかざりぬすっと(仏典絵本) 花岡大学作/丸木俊絵 同朋舎出版 E/29

580 どくのへび(仏典絵本) 花岡大学作/福田庄助絵 同朋舎出版 E/29

581 500ぱのかも(仏典絵本) 花岡大学作/司修絵 同朋舎出版 E/29

582 センタンのほどこし(仏典絵本) 花岡大学作/斎藤博之絵 同朋舎出版 E/29

583 どっぼんライオン(仏典絵本) 花岡大学作/柿本幸造絵 同朋舎出版 E/29

584 よるのおと たむらしげる著 偕成社 E/30

585 おしゃかさま : 仏教のおしえをはじめた人 改訂版(児童伝記シリーズ:20) 大木雄二著 偕成社 K182/OkY

586 夜あけのはすの花(大法輪ジュニア選書. 仏教童話名作選:第2巻) 大法輪閣 K184/DaH/B-2

587 父を知らなかった息子(大法輪ジュニア選書. 仏教童話名作選:第3巻) 大法輪閣 K184/DaH/B-3

588 火の門と花の門(大法輪ジュニア選書. 仏教童話名作選:第4巻) 大法輪閣 K184/DaH/B-4

589 ほとけの目(仏典童話新作集) 花岡大学著/小西恒光絵 法蔵館 K184/HaD/B-3

590 ごくらく池のカモ(花岡大学仏典童話集:1)
花岡大学文/村上豊絵/木暮
正夫選/菅沼晃解説

佼成出版社 K184/HaD/H-1

591 金のかんむり(花岡大学仏典童話集:2)
花岡大学文/くすはら順子絵
/木暮正夫選/菅沼晃解説

佼成出版社 K184/HaD/H-2
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592 消えない声 : 花岡大学仏典童話 花岡大学著/斎藤博之絵 佼成出版社 K184/HaD/K

593 もしも地球がひとつのリンゴだったら(絵本地球ライブラリー)
デビッド・J.スミス文/ス
ティーブ・アダムス絵/千葉
茂樹訳

小峰書店 K304/SmD

594 世界の貧困・日本の貧困 : 国際比較 世界と日本の同じと違いを考えよう!(シリーズ・貧困を考える:1) 稲葉茂勝著 ミネルヴァ書房 K368/InS/1

595 昔の貧困・今の貧困 : 歴史的変化 変わる貧困と変わらない貧困を考えよう!(シリーズ・貧困を考える:2) 稲葉茂勝著 ミネルヴァ書房 K368/InS/2

596
子どもの貧困・大人の貧困 : 貧困の悪循環 子ども時代に貧困なら大人になっても?(シリーズ・貧困を考え
る:3)

稲葉茂勝著 ミネルヴァ書房 K368/InS/3

597 るいちゃんのけっこんしき : どもってもつたえたいこと
きだにやすのり作/木谷アン
ケン絵

学苑社 K378.5/KiY

598 そらをとびたかったペンギン : だれもが安心して存在できる社会へ
申ももこ作/shizu協力/はや
しみこ絵

学苑社 K378/ShM

599 カンペキ!小学理科 : 基礎からしっかりわかる : 難関中学受験にも対応!(まなびのずかん) 理科教育研究会著 技術評論社 K400/RiK

600 日本の地形と気象がまるごとわかる 改訂版(ビジュアルはてなマップ. 理科の地図帳:地形・気象編)
ザ・ライトスタッフオフィ
ス編

技術評論社 K454/ZaR

601 日本の生きもの図鑑 講談社編 講談社 K462.1/Kou

602 日本の環境と生物がまるごとわかる 改訂版(ビジュアルはてなマップ. 理科の地図帳:環境・生物編)
ザ・ライトスタッフオフィ
ス編

技術評論社 K468/ZaR

603 やさしくわかる子どものための医学人体のふしぎな話365(ナツメ社こどもブックス) 坂井建雄監修 ナツメ社 K491.3/SaT

604 寝ないとドジるよ、アブナイよ!(自分で考え自分で決めるからだ・食事・睡眠シリーズ) 神山潤著 芽ばえ社 K498.3/KoJ

605 子どものための美術史 : 世界の偉大な絵画と彫刻
アレグザンダー文 : ハミル
トン絵/野沢佳織訳

西村書店 K702/AlH

606 カマキリじっちゃんのマンガ落語教室 : ジュニア版 ウノカマキリ著 星の環会 K779.1/UnK

607 Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo(The Loeb classical library:36. Plato:1)
Plato/edited and
translated by Chris
Emlyn-Jones and William

Harvard University
Press

LC131.3/Pla/E
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608 稲盛和夫の実学 : 経営と会計(日経ビジネス人文庫:006) 稲盛和夫著 日本経済新聞社 NBB/い1/1

609 ヨーロッパ文化と日本文化(岩波文庫:33(青)-459-1)
ルイス・フロイス著/岡田章
雄訳注

岩波書店 イ210.48/FrL

610 生物から見た世界(岩波文庫:青(33)-943-1)
ユクスキュル, クリサート
著/日高敏隆, 羽田節子訳

岩波書店 イ481.78/UeJ

611 柏木如亭詩集 2(東洋文庫:882, 883) [柏木如亭著]/揖斐高訳注 平凡社 ト919.5/KaJ/K-2

612 Super animals! : Disney Zootopia : trade(Step into reading:Step 2:Reading with help)
by Rico Green/illustrated
by the Disney Storybook
Art Team

Random House 多読/英語

613 Outside my window : pbk(Step into reading:Step 2:Reading with help)
by Melissa
Lagonegro/illustrated by
Jean-Paul Orpiñas, Studio

Random House 多読/英語

614 A tale of two sisters : Disney Frozen : trade(Step into reading:Step 2:Reading with help)
by Melissa
Lagonegro/illustrated by
Maria Elena Naggi, Studio

Random House 多読/英語

615 Beauty and the beast : Disney princess : trade(Step into reading:Step 2:Reading with help)
by Melissa
Lagonegro/illustrated by
the Disney Storybook Art

Random House 多読/英語

616 義肢装具士になるには(なるにはBooks:146) 益田美樹著 ぺりかん社 就職/資格

617 学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本300(なるにはBooks:別巻)
東京・学校図書館スタンプ
ラリー実行委員会編著

ぺりかん社 就職/資格

618 歯科医師になるには(なるにはBooks:86) 笹田久美子著 ぺりかん社 就職/資格

619 現職採点官が教える!合格面接術 : 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

620 600字で書く文章表現法 ['18年度版] 平川敬介著 大阪教育図書 就職/資格/'18

621 最新最強の一般常識一問一答 '19年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'19

622 最新最強の一般常識クリア問題集 : SPI2対応 '19年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'19

623 最新最強のSPIクリア問題集 : これ一冊でSPI完全突破! '19年度版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'19
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624 最新最強のCAB・GAB超速解法 '19年版 立志舎就職部著 成美堂出版 就職/資格/'19

625 最新最強の適性検査クリア問題集 '19年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'19

626 就職試験これだけ覚えるSPI高得点のコツ '19年版 阪東恭一著 成美堂出版 就職/資格/'19

627
Microsoft Word 2013 対策テキスト&問題集 : Microsoft Office Specialist 改訂版(FOM出版のみどりの本.
よくわかるマスター)

富士通エフ・オー・エム株
式会社著作制作

FOM出版 就職/資格/['17]
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