
2017年8月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 そろそろ、人工知能の真実を話そう
ジャン=ガブリエル・ガナシア
著/小林重裕 [ほか] 訳

早川書房 007.13/GaJ

2 人工知能の核心(NHK出版新書:511)
羽生善治, NHKスペシャル取材
班著

NHK出版 007.13/HaY

3
人工知能はどのようにして「名人」を超えたのか? : 最強の将棋AIポナンザの開発者が教える機械学習・
深層学習・強化学習の本質

山本一成著 ダイヤモンド社 007.13/YaI

4 大人を黙らせるインターネットの歩き方(ちくまプリマー新書:278) 小木曽健著 筑摩書房 007.3/OgK

5 大学生のICT活用標準テキスト 第11版(大学生の情報リテラシー:2017年版)
富山大学情報処理教育部会情
報処理テキストワーキンググ
ループ著

富山大学出版会/梧桐書院
(発売)

007.6/ToD/'17

6
これだけ読めば一生使える超効率Excel仕事術 : 実務に直結のテクニックが最小時間でマスターでき
る!(Impress mook)

インプレス 007.63/Exc/I

7 いつもの作業を自動化したい人のExcel VBA1冊目の本 大村あつし著 技術評論社 007.64/ExV/O

8 プロジェクションマッピングの教科書 田中健司著 C&R研究所 007.642/TaK

9 図書館100連発 岡本真, ふじたまさえ著 青弓社 010.21/OkM

10 図書館年鑑 図書館 継続受入 日本図書館協会 010.59/NiT/'17

11 サインはもっと自由につくる : 人と棚とをつなげるツール(JLA図書館実践シリーズ:33) 中川卓美著 日本図書館協会 012.4/NaT

12 読み聞かせを活用したビブリオトーク : 著者の言葉で伝えよう! 笹倉剛著 あいり出版 019.9/SaT

13 読書のすすめ : 全国の青少年と学生に贈る 川西重忠編著
桜美林大学北東アジア総合
研究所 019/KaS

14 日本の時代をつくった本 : 幕末から現代までの社会と文学をビジュアルで読み解く 永江朗監修 Wave出版 020.21/NaA

15 美篶堂とはじめる本の修理と仕立て直し 美篶堂著 河出書房新社 022.8/Mis

16 棚橋源太郎博物館学基本文献集成 上 棚橋源太郎 [著]/青木豊編 雄山閣 069.04/TaG/A-1

17 棚橋源太郎博物館学基本文献集成 下 棚橋源太郎 [著]/青木豊編 雄山閣 069.04/TaG/A-2

18 仕事に役立つ専門紙・業界紙 吉井潤著 青弓社 070.21/YoJ

19 知ってはいけない : 隠された日本支配の構造(講談社現代新書:2439) 矢部宏治著 講談社 081/16/2439
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20 山本七平の思想 : 日本教と天皇制の70年(講談社現代新書:2440) 東谷暁著 講談社 081/16/2440

21 ニッポンの奇祭(講談社現代新書:2441) 小林紀晴著 講談社 081/16/2441

22 ハプスブルク帝国(講談社現代新書:2442) 岩崎周一著 講談社 081/16/2442

23 競争社会の歩き方 : 自分の「強み」を見つけるには(中公新書:2447) 大竹文雄著 中央公論新社 081/17/2447

24 闘う文豪とナチス・ドイツ : トーマス・マンの亡命日記(中公新書:2448) 池内紀著 中央公論新社 081/17/2448

25 医療危機 : 高齢社会とイノベーション(中公新書:2449) 真野俊樹著 中央公論新社 081/17/2449

26 現代日本の地政学 : 13のリスクと地経学の時代(中公新書:2450) 日本再建イニシアティブ著 中央公論新社 081/17/2450

27 御免状始末 改版(中公文庫:[う-28-8]) 上田秀人著 中央公論新社 081/18/う28-8

28 マレーの感傷 : 金子光晴初期紀行拾遺(中公文庫:[か-18-14]) 金子光晴著 中央公論新社 081/18/か18-14

29 数えずの井戸(中公文庫:[き-31-4]) 京極夏彦著 中央公論新社 081/18/き31-4

30 殺さずにはいられない : 小泉喜美子傑作短篇集(中公文庫:[こ-59-2]) 小泉喜美子著 中央公論新社 081/18/こ59-2

31 天狗変 改版(中公文庫:[す-25-32]) 鈴木英治著 中央公論新社 081/18/す25-32

32 テミスの求刑(中公文庫:[た-81-5]) 大門剛明著 中央公論新社 081/18/た81-5

33 無(ナダ)の夜(中公文庫:[な-55-4]) 永瀬隼介著 中央公論新社 081/18/な55-4

34 言わなければよかったのに日記 改版(中公文庫:[ふ-2-8]) 深沢七郎著 中央公論新社 081/18/ふ2-8

35 完本麿赤兒自伝 : 憂き世戯れて候ふ(中公文庫:[ま-46-1]) 麿赤兒著 中央公論新社 081/18/ま46-1

36 台所重宝記(中公文庫:[む-27-1]) 村井弦斎著/村井米子編訳 中央公論新社 081/18/む27-1

37 われ敗れたり : コンピュータ棋戦のすべてを語る(中公文庫:[よ-61-1]) 米長邦雄著 中央公論新社 081/18/よ61-1

38 五つの証言(中公文庫:[マ-15-1]) トーマス・マン, 渡辺一夫著 中央公論新社 081/18/マ15-1

39 新しい中世 : 相互依存の世界システム(講談社学術文庫:[2441]) 田中明彦著 講談社 081/2/2441

40 儒教 : 怨念と復讐の宗教(講談社学術文庫:[2442]) 浅野裕一 [著] 講談社 081/2/2442
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41 道元「宝慶記」(講談社学術文庫:[2443]) 道元 [著]/大谷哲夫全訳注 講談社 081/2/2443

42 十二世紀のルネサンス : ヨーロッパの目覚め(講談社学術文庫:[2444])
チャールズ・ホーマー・ハス
キンズ [著]/別宮貞徳, 朝倉
文市訳

講談社 081/2/2444

43 言語学者が語る漢字文明論(講談社学術文庫:[2445]) 田中克彦 [著] 講談社 081/2/2445

44 花のようなひと(岩波現代文庫:文芸:290) 佐藤正午著/牛尾篤画 岩波書店 081/22/B290

45 アイヒマン調書 : ホロコーストを可能にした男(岩波現代文庫:学術:367)
ヨッヘン・フォン・ラング編/
小俣和一郎訳

岩波書店 081/22/G367

46 ゲノム編集を問う : 作物からヒトまで(岩波新書:新赤版 1669) 石井哲也著 岩波書店 081/6-4/1669

47 戦争をよむ : 70冊の小説案内(岩波新書:新赤版 1670) 中川成美著 岩波書店 081/6-4/1670

48 町を住みこなす : 超高齢社会の居場所づくり(岩波新書:新赤版 1671) 大月敏雄著 岩波書店 081/6-4/1671

49 「ひとり死」時代のお葬式とお墓(岩波新書:新赤版 1672) 小谷みどり著 岩波書店 081/6-4/1672

50 ことばと文化(岩波新書:青-858, C98) 鈴木孝夫著 岩波書店 081/6/858

51 エウテュプロン/ソクラテスの弁明/クリトン(西洋古典叢書)
プラトン [著]/朴一功, 西尾
浩二訳

京都大学学術出版会 089.1/1/22-5

52 人間にとって学び・教育とはなにか : 未曾有の教育危機に直面して(総合人間学:11) 総合人間学会編 ハーベスト社 114.04/SoN

53 吉田松陰の時代(岩波現代全書:105) 須田努著 岩波書店 121.59/YoS/S

54 『朱子語類』訳注 巻119-121 垣内景子, 恩田裕正編 汲古書院
125.46/ShK/S-119
～121

55 『朱子語類』訳注 巻98-100 垣内景子, 恩田裕正編 汲古書院
125.46/ShK/S-98
～100

56 入門ユダヤ思想(ちくま新書:1272) 合田正人著 筑摩書房 139.7/GoM

57 心理学レポート・論文の書き方 : 演習課題から卒論まで(ステップアップ心理学シリーズ) 板口典弘, 山本健太郎著 講談社 140.7/ItY

58 思考の整理学 ワイド版 外山滋比古著 筑摩書房 141.5/ToS

59 図解モチベーション大百科 池田貴将編著 サンクチュアリ出版 141.72/IkT

60 美しい日本のくせ字 井原奈津子著 パイインターナショナル 141.98/IhN

61 海の彼方より訪れしものたち(ユング心理学研究:第9巻) 日本ユング心理学会編 創元社 145.9/NiY/9
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62 「正義」がゆがめられる時代(NHK出版新書:516) 片田珠美著 NHK出版 158/KaT

63 多動力(NewsPicks book) 堀江貴文著 幻冬舎 159.4/HoT

64 大合格 : 参考書じゃなくオレに聞け! 中田敦彦著 KADOKAWA 159.7/NaA

65 日本のみなさんにお伝えしたい48のWhy 厚切りジェイソン著 ぴあ 159/AtJ

66 菜根譚 : 中国古典の知恵に学ぶ : ビジュアル版
洪自誠 [著]/祐木亜子訳/山口
昌弘写真

ディスカヴァー・トゥエン
ティワン 159/KoO/Y

67 ポジティブ会議 : たった一度きりの人生をマックスに! 松岡修造, 茂木健一郎著 アスコム 159/MaS

68 向上心 [改訂新版](知的生きかた文庫:[た1-28])
サミュエル・スマイルズ著/竹
内均訳

三笠書房 159/SmS

69 向上心 : スマイルズの世界的名著
サミュエル・スマイルズ著/竹
内均訳・解説

三笠書房 159/SmS

70 できない自分を認める力 : マイナス思考でも人生はうまくいく! 友末亮三, 高田机上共著 実業之日本社 159/ToR

71 多文化時代の宗教論入門 久松英二, 佐野東生編著 ミネルヴァ書房 160.4/HiE

72 「宗教」のギモン、ぶっちゃけてもいいですか? 島田裕巳著 実務教育出版 160/ShH

73 Research in the social scientific study of religion : a research annual v. 28 : hardback
editors, Monty L. Lynn,
David O. Moberg

JAI Press 161.3059/R1/1-28

74 ケルト文化事典 木村正俊, 松村賢一編 東京堂出版 164.339/KiM

75 史料にみる宗像三女神と沖ノ島傳説 宗像善樹著 右文書院 175.991/MuT/M

76 近現代仏教の歴史(ちくま学芸文庫:[ヨ-17-1]) 吉田久一著 筑摩書房 182.1/YoK

77 子どもに聞かせたい法話(心に響く3分間法話) 仏の子を育てる会編著 法藏館 188.74/HoK

78 聖徳太子本当は何がすごいのか 田中英道著 育鵬社/扶桑社 (発売) 189.2/TaH

79 聖徳太子 : ほんとうの姿を求めて(岩波ジュニア新書:850) 東野治之著 岩波書店 189.2/ToH

80 日出処の天子 : 完全版 1(MFコミックス) 山岸凉子著 KADOKAWA 189.2/YaR/H-1

81 日出処の天子 : 完全版 2(MFコミックス) 山岸凉子著 KADOKAWA 189.2/YaR/H-2

82 日出処の天子 : 完全版 3(MFコミックス) 山岸凉子著 KADOKAWA 189.2/YaR/H-3
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83 日出処の天子 : 完全版 4(MFコミックス) 山岸凉子著 KADOKAWA 189.2/YaR/H-4

84 日出処の天子 : 完全版 5(MFコミックス) 山岸凉子著 KADOKAWA 189.2/YaR/H-5

85 日出処の天子 : 完全版 6(MFコミックス) 山岸凉子著 KADOKAWA 189.2/YaR/H-6

86 日出処の天子 : 完全版 7(MFコミックス) 山岸凉子著 KADOKAWA 189.2/YaR/H-7

87 西洋の没落 1(中公クラシックス:W93-W94)
シュペングラー [著]/村松正
俊訳

中央公論新社 201.1/SpO/1

88 西洋の没落 2(中公クラシックス:W93-W94)
シュペングラー [著]/村松正
俊訳

中央公論新社 201.1/SpO/2

89 水中文化遺産 : 海から蘇る歴史 林田憲三編 勉誠出版 202.5/HaK

90 世界史年表・地図 第23版 亀井高孝 [ほか] 編 吉川弘文館 203.2/SeN

91 世界史モノ事典 新版 平凡社編 平凡社 203.6/Hei

92 世界の特別な1日 : 未来に残したい100の報道写真
マルゲリータ・ジャコーザ,
ロベルト・モッタデリ, ジャ
ンニ・モレッリ著/村田綾子訳

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)

209.6/SeT

93 発掘された日本列島 : 新発見考古速報 2017 文化庁編 朝日新聞社 210.025/Bun/'17

94 古文書講師になれました : わたしの独学体験 宇野藍子著 柏書房 210.029/UnA

95 日本史年表・地図 第23版 児玉幸多編 吉川弘文館 210.032/KoK

96 日本史モノ事典 新版 平凡社 210.036/Hei

97 渡部昇一の少年日本史 : 日本人にしか見えない虹を見る 渡部昇一著 致知出版社 210.1/WaS

98 平安貴族社会と具注暦(日記で読む日本史:2) 山下克明著 臨川書店 210.12/NiY/2

99 平安宮廷の日記の利用法 : 『醍醐天皇御記』をめぐって(日記で読む日本史:7) 堀井佳代子著 臨川書店 210.12/NiY/7

100 皇位継承の記録と文学 : 『栄花物語』の謎を考える(日記で読む日本史:8) 中村康夫著 臨川書店 210.12/NiY/8

101 縄文時代 : その枠組・文化・社会をどう捉えるか?(歴博フォーラム)
山田康弘, 国立歴史民俗博物
館編

吉川弘文館 210.25/YaY

102 遣唐使・井真成の墓誌 : いのまなり市民シンポジウムの記録(シリーズ「古代史の探求」:7) 藤田友治編著 ミネルヴァ書房 210.3/SeS/F

103 遺跡に読む中世史(考古学と中世史研究:13)
小野正敏, 五味文彦, 萩原三
雄編

高志書院 210.4/IsY

5



2017年8月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

104 近世日本の国際関係と言説 荒野泰典編 溪水社 210.5/ArY

105 天皇の戦争宝庫 : 知られざる皇居の靖国「御府」(ちくま新書:1271) 井上亮著 筑摩書房 210.6/InM

106 異邦から/へのまなざし : 見られる日本見る日本 白幡洋三郎, 劉建輝編著 思文閣出版 210.6/ShY

107 はじめての日本現代史 : 学校では時間切れの通史 伊勢弘志, 飛矢崎雅也著 芙蓉書房出版 210.7/IsH

108 知られざる本土決戦南樺太終戦史 : 日本領南樺太十七日間の戦争 藤村建雄著 潮書房光人社 210.75/FuT

109 帝都防衛 : 戦争・災害・テロ(歴史文化ライブラリー:452) 土田宏成著 吉川弘文館 213.6/TsH

110 反古篭(大阪市史史料:第84輯) 大阪市史編纂所編 大阪市史料調査会 216.3/89/84

111 楠木正成関係史料 上(大阪市史史料:第85輯) 大阪市史編纂所編 大阪市史料調査会 216.3/89/85

112 館長と学ぼう大阪の新しい歴史 1 栄原永遠男編 東方出版 216.3/KaM/1

113 誰も知らない熊野の遺産(ちくま新書:1273) 栂嶺レイ著 筑摩書房 216.6/TsR

114 出雲の中世 : 地域と国家のはざま(歴史文化ライブラリー:451) 佐伯徳哉著 吉川弘文館 217.3/SaN

115 沖縄の戦争遺跡 : 「記憶」を未来につなげる 吉浜忍著 吉川弘文館 219.9/YoS

116 アジアびとの風姿 : 環地方学の試み(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

117 漢とは何か、中華とは何か 後藤多聞著 人文書館 222.04/GoT

118 三国志事典 渡邉義浩著 大修館書店 222.043/WaY

119 シェイクスピアの時代のイギリス生活百科
イアン・モーティマー著/市川
恵里, 樋口幸子訳

河出書房新社 233.051/MoI

120 中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) 275.1/NiK

121
負け組の日本史 : 蘇我氏、平家、南朝、足利家、関ケ原西軍……その後どうなった?(じっぴコンパクト
新書:320)

造事務所編著 実業之日本社 281/ZoJ

122 天皇125代と日本の歴史(光文社新書:876) 山本博文著 光文社 288.41/YaH

123 北条早雲 : 新しい時代の扉を押し開けた人(日本史リブレット人:042) 池上裕子著 山川出版社 289.1/HoS5/I

124 井伊直虎の真実(角川選書:586) 黒田基樹著 KADOKAWA 289.1/IiN2/K
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125 南方熊楠 : 複眼の学問構想 松居竜五著 慶應義塾大学出版会 289.1/MiK/M

126 源頼義(人物叢書:[289]) 元木泰雄著 吉川弘文館 289.1/MiY7/M

127 愛の教育者　鶴　虎太郎 磯部卓三/栗原理共著 書肆クラルテ 289.1/TsT/I

128 7日間以内で体験できる世界一の旅 : 完全保存版 A-Works 290.93/AWo

129 どうしてこうなった!?奇跡の「地球絶景」(知的生きかた文庫) ライフサイエンス著 三笠書房 290.93/RaS

130 世界の国情報 : 世界193カ国の基礎情報が一目で分かる 2017 リブロ 290/SeK/'17

131 古地図で歩く大阪ザ・ベスト10 本渡章著 140B 291.63/HoA

132 中国文化事典 中国文化事典編集委員会編 丸善出版 292.2/ChB

133 サハラ砂漠塩の道をゆく(集英社新書:ヴィジュアル版:042V) 片平孝著 集英社 294.414/KaT

134 社会科学の考え方 : 認識論、リサーチ・デザイン、手法 野村康著 名古屋大学出版会 301.6/NoK

135 アジア動向年報 2017
アジア経済研究所/アジア経
済出版会 (発売) 302.2/AjK/'17

136 中国人の本音 : 日本をこう見ている(平凡社新書:845) 工藤哲著 平凡社 302.22/KuA

137 アラブ人の世界観 : 激変する中東を読み解く 水谷周著 国書刊行会 302.27/MiM

138 地図で見るロシアハンドブック
パスカル・マルシャン著/シリ
ル・シュス地図制作/太田佐絵
子訳

原書房 302.38/MaP

139 世界でいちばん幸せな国フィジーの世界でいちばん非常識な幸福論 永崎裕麻著 いろは出版 302.734/NaY

140 日本政治史 : 外交と権力 増補版 北岡伸一著 有斐閣 312.1/KiS

141 「図説」歴代アメリカ大統領百科 : ジョージ・ワシントンからドナルド・トランプまで DK社編/大間知知子訳 原書房 312.53/DoK

142 象徴天皇制の成立 : 昭和天皇と宮中の「葛藤」(NHKブックス:1244) 茶谷誠一著 NHK出版 313.61/ChS

143 プライバシーなんていらない!? : 情報社会における自由と安全
ダニエル・J.ソロブ著/大島義
則 [ほか] 訳

勁草書房 316.1/SoD

144 イランカラプテ : アイヌ民族を知っていますか? : 先住権・文化継承・差別の問題 秋辺日出男 [ほか] 著 明石書店 316.811/Ira

145 ランキングに見る日本のソフトパワー(広島修道大学学術選書:67) 三上貴教著 溪水社 319.1/MiT
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146 日露外交 : 北方領土とインテリジェンス(角川新書:[K-137]) 佐藤優 [著] KADOKAWA 319.1038/SaM

147 法学ダイアリー 森本直子, 織原保尚編 ナカニシヤ出版 321/MoN

148 ふたつの憲法と日本人 : 戦前・戦後の憲法観(歴史文化ライブラリー:450) 川口暁弘著 吉川弘文館 323.12/KaA

149 「判旨」から読み解く民法(法学教室Library)
水野謙, 古積健三郎, 石田剛
著

有斐閣 324.098/HaY

150 リーガルベイシス民法入門 第2版 道垣内弘人著 日本経済新聞出版社 324/DoH

151 会社法入門 第5版 葭田英人著 同文舘出版 325.2/YoH

152 よくわかる入管法 第4版
山田鐐一, 黒木忠正, 高宅茂
著

有斐閣 329.94/YoW

153 経済ってこうなってるんだ教室 海老原嗣生著 プレジデント社 330/EbT

154 お金ってなんだろう? : あなたと考えたいこれからの経済(中学生の質問箱) 長岡慎介著 平凡社 330/NaS

155 経済成長主義への訣別(新潮選書) 佐伯啓思著 新潮社 331.19/SaK

156 ケインズを読み直す : 入門現代経済思想 根井雅弘著 白水社 331.74/KeJ/N

157 中高の教科書でわかる経済学 ミクロ篇 菅原　晃 河出書房新社 331/SuA/1

158 中高の教科書でわかる経済学 マクロ篇 菅原晃著 河出書房新社 331/SuA/2

159 グローバル資本主義と「放逐」の論理 : 不可視化されゆく人々と空間
サスキア・サッセン著/伊藤茂
訳

明石書店 332.06/SaS

160 日本経済の軌跡と飛躍 八田英二, 廣江満郎編著 晃洋書房 332.107/HaE

161 経済ニュースの「なぜ?」を読み解く11の転換点 : 教養としてのバブル熱狂と閉塞感の裏側 田村賢司著
日経BP社/日経BPマーケティ
ング (発売) 332.107/TaK

162 日本人と資本主義の精神(ちくま新書:1274) 田中修著 筑摩書房 332.107/TaO

163 引き裂かれたアメリカ : 富の集中、経済危機と金権政治 高田太久吉著 大月書店 332.53/TaT

164 地域経済政策学入門
帝京大学地域経済学科, 山川
充夫編著

八朔社 333.5/TeD

165 グローバリゼーションと変貌する地域経済 原田輝彦著 関西大学出版部 333.6/HaT

166 グローバリゼーションがわかる 池尾愛子著 創成社 333.6/IkA
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167 近代経営の基礎 : 企業経済学序説 第4版 三浦隆之著 創成社 335.1/MiT

168 図解大学4年間の経営学が10時間でざっと学べる 高橋伸夫著 KADOKAWA 335.1/TaN

169 マネジメント講義ノート
山本浩二, 上野山達哉編著/大
阪府立大学マネジメント研究
会著

白桃書房 335.1/YaK

170 井深大 : 人間の幸福を求めた創造と挑戦(PHP経営叢書. 日本の企業家:8) 一條和生著 PHP研究所 335.13/IbM/I

171 企業統治(ベーシック+) 吉村典久 [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) 335.4/KiT

172 コーポレートガバナンスハンドブック 中村直人編著 商事法務 335.4/NaN

173 事例で学ぶ独占禁止法 鈴木孝之, 河谷清文著 有斐閣 335.57/SuT

174 論理思考×PowerPointで企画を作り出す本 田中耕比古著 翔泳社 336.1/TaT

175 育児は仕事の役に立つ : 「ワンオペ育児」から「チーム育児」へ(光文社新書:874) 浜屋祐子, 中原淳著 光文社 336.3/HaY

176
英語でプレゼン・スピーチ15の法則 : 一流ビジネスパーソンが無意識にやっている : 25のスライドタイ
プで鍛える!

愛場吉子著 三修社 336.49/AiY

177 図解でわかる!ビジネスマナー 三上ナナエ監修 秀和システム 336.49/MiN

178 経営力と経営分析
坂本恒夫, 鳥居陽介編/現代財
務管理論研究会著

税務経理協会 336.83/SaT

179 会計全書 平成29年度 会計法規編 中央経済社編 中央経済社 336.9/ChK/'17-1

180 会計全書 平成29年度 会社税務法規編 中央経済社編 中央経済社 336.9/ChK/'17-2

181 会計全書 平成29年度 個人税務法規編 中央経済社編 中央経済社 336.9/ChK/'17-3

182 演習・英文会計 : 英和対照 基礎・応用編 荒井崇, 松田潔昌著 中央経済社 336.9/EnE/1

183 エッセンシャル連結会計 山地範明著
中央経済社/中央経済グルー
プパブリッシング (発売) 336.92/YaN

184 ドラッカー『現代の経営』が教える「マネジメントの基本指針」 改訂版 坂本和一著 東信堂 336/DrP/S

185 生涯投資家 村上世彰著 文藝春秋 338.18/MuY/M

186 フィスコ仮想通貨取引所で始める「ビットコイン取引」超入門 田代昌之著 実業之日本社 338.18/TaM

187 日銀を知れば経済がわかる 改訂新版(平凡社新書:844) 池上彰著 平凡社 338.41/IkA
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188 身近に感じる国際金融(有斐閣ストゥディア) 飯島寛之 [ほか] 著 有斐閣 338.9/MiK

189 Suicaが世界を制覇する : アップルが日本の技術を選んだ理由(朝日新書:616) 岩田昭男著 朝日新聞出版 338/IwA

190 財政と民主主義 : ポピュリズムは債務危機への道か 加藤創太, 小林慶一郎編著 日本経済新聞出版社 343/KaS

191 地方財政を学ぶ(有斐閣ブックス:[476]) 沼尾波子 [ほか] 著 有斐閣 349.21/ChZ

192 Advances in experimental social psychology v. 56 edited by Leonard Berkowitz Academic Press 361.5/A3/56

193 集団と組織の社会学 : 集合的アイデンティティのダイナミクス 山田真茂留著 世界思想社 361.6/YaM

194 国際社会学入門 石井香世子編 ナカニシヤ出版 361/IsK

195 社会学の力 : 最重要概念・命題集
友枝敏雄, 浜日出夫, 山田真
茂留編

有斐閣 361/ShC

196 モビリティーズ : 移動の社会学
ジョン・アーリ著/吉原直樹,
伊藤嘉高訳

作品社 361/UrJ

197 介護事業所のための改正介護保険早わかり : 速報「2017-18年度施行」 田中元著 自由国民社
364.4/TaH/'17-
'18

198 ゆとり世代はなぜ転職をくり返すのか? : キャリア思考と自己責任の罠(ちくま新書:1275) 福島創太著 筑摩書房 366.21/FuS

199 女性活躍推進 : 法対応と課題解決Q&A(労政時報選書) 労務行政研究所編 労務行政 366.38/RoG

200 働き方の男女不平等 : 理論と実証分析 山口一男著 日本経済新聞出版社 366.38/YaK

201 人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか 玄田有史編 慶應義塾大学出版会 366.4/GeY

202 orange 1(Action comics) 高野苺著 双葉社 367.68/TaI/O-1

203 教育とLGBTIをつなぐ : 学校・大学の現場から考える 三成美保編著 青弓社 367.9/MiM

204 男であれず、女になれない 鈴木信平著 小学館 367.98/SuS

205 国際セクシュアリティ教育ガイダンス : 教育・福祉・医療・保健現場で活かすために
ユネスコ編/浅井春夫 [ほか]
訳

明石書店 367.99/Une

206 新貧乏物語 : しのび寄る貧困の現場から 中日新聞社会部編 明石書店 368.2/ChS

207 自死は、向き合える : 遺族を支える、社会で防ぐ(岩波ブックレット:No.970) 杉山春著 岩波書店 368.3/SuH

208 昭和・平成「怪事件の真相」47 : 謎の核心(文春MOOK) 文芸春秋 368.6
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209 ストーカー : 被害に悩むあなたにできること : リスクと法的対処 改訂 長谷川京子, 山脇絵里子著 日本加除出版 368.6/HaK

210 ストーカーの時代 ブラン・ニコル著/内藤憲吾訳 青土社 368.6/NiB

211 日本の裏社会闇の職業図鑑 別冊宝島編集部編著 宝島社 368.6/Tak

212 U-CAN(ユーキャン)の介護福祉士書いて覚える!ワークノート 2018年版
ユーキャン介護福祉士試験研
究会編

ユーキャン学び出版/自由国
民社 (発売) 369.079//'18

213 介護福祉士国家試験わかる!受かる!合格テキスト 2018
介護福祉士国家試験受験対策
研究会編集

中央法規出版 369.079//'18

214 介護福祉士国家試験模擬問題集 2018
大阪府社会福祉協議会大阪社
会福祉研修センター編

中央法規出版 369.079//'18

215 介護福祉士国家試験過去問解説集 2018, 第27回-第29回全問完全解説
介護福祉士国家試験受験対策
研究会編集

中央法規出版 369.079//'18

216 U-CANの介護福祉士実力アップ!予想模試 2018年版
ユーキャン介護福祉士試験研
究会編

ユーキャン学び出版 369.079//'18

217 介護福祉士国家試験頻出問題要点チェック 2018 小椋喜一郎著 中央法規出版 369.079//'18

218 介護福祉士国家試験書いて覚える!合格ドリル 2018
介護福祉士国家試験合格ドリ
ル編集委員会編集

中央法規出版 369.079//'18

219 見て覚える!介護福祉士国試ナビ 2018
いとう総研資格取得支援セン
ター編集

中央法規出版 369.079//'18

220 速習一問一答介護福祉士国試対策 2018
介護福祉士国家試験受験対策
研究会編集

中央法規出版 369.079//'18

221 生活保護手帳 2017年度版 社会福祉調査会編 共済通信社 369.2/SeH/'17

222 生活困窮者支援で社会を変える 五石敬路 [ほか] 編 法律文化社 369.2/SeK

223 できることを取り戻す魔法の介護
長谷工シニアホールディング
スにやりほっと探検隊著

ポプラ社 369.26/HaS

224 よくわかるパーソン・センタード・ケア : 認知症の看護・介護に役立つ 池田書店 369.26/SuM

225 参加したくなる介護現場のレクリエーション : 意欲を高めるかかわり方と30のプログラム 山崎律子著 中央法規出版 369.26/YaR

226 難民鎖国ニッポンのゆくえ : 日本で生きる難民と支える人々の姿を追って(ポプラ新書:127) 根本かおる著 ポプラ社 369.38/NeK

227 私の仕事 : 国連難民高等弁務官の10年と平和の構築(朝日文庫:[お79-1]) 緒方貞子著 朝日新聞出版 369.38/OgS

228 子ども家庭福祉 第3版(シードブック)
浅井春夫編著/大澤朋子 [ほ
か] 共著

建帛社 369.4/AsH

229 子どもの権利ガイドブック 第2版
日本弁護士連合会子どもの権
利委員会編著

明石書店 369.4/NiB
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230
「赤ちゃんポスト」は、それでも必要です。 : かけがえのない「命」を救うために(シリーズ・福祉と医
療の現場から:3)

田尻由貴子著 ミネルヴァ書房 369.41/TaY

231 子どもたちの階級闘争 : ブロークン・ブリテンの無料託児所から ブレイディみかこ著 みすず書房 369.42/BrM

232
特集第22回日本介護福祉教育学会・報告新たな現実に応える介護福祉教育の今後を共に考えるために :
情報の共有と開かれた対話を通しての確かな連携を求めて(介護福祉教育:第21巻第1号 (通巻第40号))

日本介護福祉教育学会編 日本介護福祉教育学会 369/NiK/40

233
特集「座談会」施設入居者の虐待問題と介護職員教育の課題 : 介護福祉士養成教育として何を意識して
取り組む必要があるのか(介護福祉教育:第21巻第2号 (通巻第41号))

日本介護福祉教育学会編 日本介護福祉教育学会 369/NiK/41

234 新・教育の最新事情 : 教員免許状更新講習テキスト 第2版
千葉大学教育学部附属教員養
成開発センター編

福村出版 372.107/ChD

235 データで読む教育の論点(犀の教室) 舞田敏彦著 晶文社 372.107/MaT

236 ブラック奨学金(文春新書:1112) 今野晴貴著 文藝春秋 373.4/KoH

237 子ども格差の経済学 : 「塾、習い事」に行ける子・行けない子 橘木俊詔著 東洋経済新報社 373.4/TaT

238 専門教養養護教諭の精選実施問題 2018年度版(教員採用試験・精選実施問題シリーズ:12, 13) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'18

239 学校における養護活動の展開 : 養護教諭養成講座 改訂4版
津島ひろ江編集代表/荒木田美
香子, 池添志乃, 岡本啓子編
著

ふくろう出版 374.9/TsH

240 学校環境衛生管理マニュアル : 「学校環境衛生基準」の理論と実践 改訂版
日本学校保健会出版部/丸善
出版事業部 (発売) 374.91/NiG

241 見て学ぶ応急処置の基礎基本 改訂第4版(養護教諭のためのフィジカルアセスメント:[1]) 大谷尚子 [ほか] 編著 日本小児医事出版社 374.93/YoK/[1]

242
これならできる!図書を活用した楽しい学習活動 : ワークシートを豊富に掲載! : 探究的な学びを促す教
科別事例集 小学校編

稲井達也, 吉田和夫編/小学校
読書活動研究会著

学事出版 375.1/InT/1

243
小学校「新学習指導要領」解説付き新旧対照本 : ひと目でわかる! : 平成29年3月告示小学校学習指導要
領完全対応

時事通信出版局編
時事通信出版局/時事通信社
(発売)

375.1/JiT/'17

244 そろそろ、部活のこれからを話しませんか : 未来のための部活講義 中澤篤史著 大月書店 375.18/NaA

245 学級・学校文化を創る特別活動 中学校編
文部科学省国立教育政策研究
所教育課程研究センター著

東京書籍 375.183/KoK

246 「考え,議論する道徳」を実現する! : 主体的・対話的で深い学びの視点から
「考え,議論する道徳」を実現
する会著

図書文化社 375.35/KaG

247 考えることが楽しくなる道徳の授業 藤田善正著 日本教育研究センター 375.352/FuY

248 中学生にジーンと響く道徳話100選 : 道徳力を引き出す"名言逸話"活用授業 長谷川博之編著 学芸みらい社 375.353/HaH
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249 理科教員の実践的指導のための理科実験集
芝原寛泰編著/石井俊行 [ほ
か] 著

電気書院 375.42/ShH

250 最新理科便覧 : 大阪府版 浜島書店編集部編 浜島書店 375.423/HaS

251 英語だけの外国語教育は失敗する : 複言語主義のすすめ(ひつじ英語教育ブックレット:4) 鳥飼玖美子 [ほか] 著 ひつじ書房 375.89/EiD

252 授業力アップのための英語圏文化・文学の基礎知識(英語教師力アップシリーズ:1) 江藤秀一, 鈴木章能編 開拓社 375.893/EiK/1

253 授業力アップのための一歩進んだ英文法(英語教師力アップシリーズ:2) 加賀信広, 大橋一人編 開拓社 375.893/EiK/2

254
小学校英語教科化への対応と実践プラン : 新学習指導要領ポイントはここ! : 時間割・指導・評価・研
修…全面実施までにすべきこと(教職研修総合特集)

吉田研作編 教育開発研究所 375.8932/YoK

255 中学校学習指導要領解説 10版 特別活動編 文部科学省 [編] ぎょうせい 375/MoK/'08(1)

256 高等学校学習指導要領解説 芸術 (音楽・美術・工芸・書道) 編・音楽編・美術編 文部科学省 [著] 教育出版 375/MoK/'10(1)

257 小学校学習指導要領解説 6版 特別活動編 文部科学省 [編] 東洋館出版社 375/MoK/S-'08

258 小学校学習指導要領解説 7版 総則編 文部科学省 [編] 東洋館出版社 375/MoK/S-'08

259 中学校学習指導要領解説 3版 国語編 文部科学省[編] 東洋館出版社 375/MoK/S-'08

260 小学校学習指導要領解説 8版 社会編 文部科学省 [編] 東洋館出版社 375/MoK/S-'08

261 小学校学習指導要領解説 9版 生活編 文部科学省 [著] 日本文教出版 375/MoK/S-'08

262 小学校学習指導要領解説 第7刷 音楽編 文部科学省 [編] 教育芸術社 375/MoK/S-'08

263 小学校学習指導要領解説 7版 家庭編 文部科学省 [編] 東洋館出版社 375/MoK/S-'08

264 小学校学習指導要領解説 8版 体育編 文部科学省 [編] 東洋館出版社 375/MoK/S-'08

265 学びを支える保育環境づくり : 幼稚園・保育園・認定こども園の環境構成 高山静子著 小学館 376.1/TaS

266 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 : 平成29年告示 : 原本
文部科学省 [編]/厚生労働省
[編]/内閣府, 文部科学省, 厚
生労働省 [編]

チャイルド本社 376.15/MoK/'17

267 コンパス幼児の体育 : 動きを通して心を育む
前橋明編著/浅川和美[ほか]共
著

建帛社 376.157/MaA

268 社会学部・観光学部(なるにはBooks. 大学学部調べ) 中村正人著 ぺりかん社 376.8
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269 文学部(なるにはBooks. 大学学部調べ) 戸田恭子著 ぺりかん社 376.8

270 英語に強くなる小学校選び 2018(AERA MOOK. AERA English:特別号) 朝日新聞出版 376.8//'18

271 反「大学改革」論 : 若手からの問題提起
藤本夕衣, 古川雄嗣, 渡邉浩
一編/井上義和 [ほか] 著

ナカニシヤ出版 377.04/HaD

272 大学教職員の基礎知識 : 速解 平成29年改訂版
日本私立学校振興・共済事業
団編

学校経理研究会 377.11/NiS/'17

273 幸せを求める力が育つ大学教育 後藤文彦著 ナカニシヤ出版 377.15/GoF

274 学び合う場のつくり方 : 本当の学びへのファシリテーション 中野民夫著 岩波書店 377.15/NaT

275 就職力で選ぶ大学 2018(AERA MOOK) 朝日新聞出版 377.21//'18

276 私立大学はなぜ危ういのか 渡辺孝著 青土社 377.21/WaT

277 東大留学生ディオンが見たニッポン(岩波ジュニア新書:852)
ディオン・ン・ジェ・ティン
著

岩波書店 377.6/NgZ

278 経済的徴兵制をぶっ潰せ! : 戦争と学生(岩波ブックレット:No.971) 雨宮処凛 [ほか] 著 岩波書店 377.9/KeC

279 大学生のためのライフ・デザインのすすめ
梶原豊, 伊藤正昭, 木谷光宏
編著

リンケージ・パブリッシン
グ/星雲社 (発売) 377.95/DaT

280 キャリアデザインテキスト : なりたい自分になるために 第2版
西本万映子編著/大山雅嗣 [ほ
か] 著/専修大学キャリアデザ
インセンター編

専修大学出版局 377.95/NiM

281 女子学生のキャリアデザイン : 自分らしさとワークライフバランス
野村康則編著/竹内雄司, 段野
聡子著

水曜社 377.95/NoY

282 高等教育研究のニューフロンティア(高等教育研究:第20集) 日本高等教育学会編 玉川大学出版部 377/23/20

283 特別支援教育の基礎 : 確かな支援のできる教師・保育士になるために 改訂版 土橋圭子 [ほか] 編 東京書籍 378/ToS

284 イラストで学ぶスタディスキル図鑑：自ら学習する力をつける
キャロル・ヴォーダマン/山崎
正浩

創元社 379.7/VoC

285 「うつわ」を食らう : 日本人と食事の文化(読みなおす日本史) 神崎宣武著 吉川弘文館 383.81/KaN

286 現代人のための葬式とお墓の日本史(歴史新書) 古川順弘著 洋泉社 385.6/FuN

287 年中行事の民俗学 谷口貢, 板橋春夫編著 八千代出版 386.1/TaM

288 ボディ・スタディーズ : 性、人種、階級、エイジング、健康/病の身体学への招待
マーゴ・デメッロ著/兼子歩
[ほか] 訳

晃洋書房 389/DeM

289 系統樹や生態から見た進化(ブルーバックス:B-1992. カラー図解進化の教科書:第3巻)
カール・ジンマー, ダグラ
ス・J・エムレン著/更科功
[ほか] 訳

講談社 408/11/1992
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290 睡眠の科学 : なぜ眠るのかなぜ目覚めるのか 改訂新版(ブルーバックス:B-2026) 櫻井武著 講談社 408/11/2026

291 重力波で見える宇宙のはじまり : 「時空のゆがみ」から宇宙進化を探る(ブルーバックス:B-2027)
ピエール・ビネトリュイ著/岡
田好恵訳

講談社 408/11/2027

292 元素118の新知識 : 引いて重宝、読んでおもしろい(ブルーバックス:B-2028) 桜井弘編 講談社 408/11/2028

293 昆虫の交尾は、味わい深い…。(岩波科学ライブラリー:264) 上村佳孝著 岩波書店 408/14/264

294 ゼロからわかる虚数(角川文庫:20312) 深川和久 [著] KADOKAWA 412/FuY

295 世にも不思議で美しい「相対性理論」(素晴らしきサイエンス:theory of relativity) 佐藤勝彦著 実務教育出版 421.2/SaK

296 ホーキング、ブラックホールを語る : BBCリース講義
スティーヴン・W・ホーキング
著/塩原通緒訳

早川書房 443.5/HaS

297 隕石 : 迷信と驚嘆から宇宙化学へ(文庫クセジュ:1012)
マテュー・グネル著/斎藤かぐ
み訳

白水社 447.3/GoM

298 歩いてわかった地球のなぜ!? 松本穂高著 山川出版社 450/MaH

299 Annual review of biochemistry v. 86. 2017
Charles C. Richardson,
editor/Paul D. Boyer ...
[et al.], associate editors

Annual Reviews 464.05/AB1/1-86

300 世界は細菌にあふれ、人は細菌によって生かされる エド・ヨン著/安部恵子訳 柏書房 465/YoE

301 セレンゲティ・ルール : 生命はいかに調節されるか
ショーン・B.キャロル著/高橋
洋訳

紀伊國屋書店 468/CaS

302 バッタを倒しにアフリカへ(光文社新書:883) 前野ウルド浩太郎著 光文社 486.45/MaU

303 フィールドガイド日本の野鳥 増補改訂新版 高野伸二著 日本野鳥の会 488.21/TaS

304 今日が人生最後の日だと思って生きなさい 小澤竹俊著 アスコム 490.14/OzT

305 臨終の七不思議 : 医師が見つめた、その瞬間の謎と心構え 志賀貢著 三五館 490.14/ShM

306 人体 : ミクロの大冒険 : 60兆の細胞が紡ぐ人生(角川文庫:20294, [ん3-53]) NHKスペシャル取材班 [著] KADOKAWA 491.31/NiH

307 からだの不思議 : だれでもわかる解剖生理学 坂井建雄著 メヂカルフレンド社 491.312/SaT(1)

308 左対右 きき手大研究(DOJIN選書:18) 八田武志著 化学同人 491.37/HaT

309 家族で読む予防と備え(週刊朝日ムック:通巻184号. すべてがわかる認知症:2017) 朝日新聞出版 493.758/AsS/'17

310 認知症になってもだいじょうぶ! : そんな社会を創っていこうよ 藤田和子著 メディア・ケアプラス 493.758/FuK
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311 記憶と感情のエスノグラフィー : 認知症とコルサコフ症候群のフィールドワークから 佐川佳南枝著 ハーベスト社 493.758/SaK

312 ようこそ、認知症カフェへ : 未来をつくる地域包括ケアのかたち 武地一著 ミネルヴァ書房 493.758/TaH

313 こどもの病気の地図帳 鴨下重彦, 柳澤正義監修 講談社 493.9/KaS

314
コウノドリ 18(モーニングKC:2227, 2242, 2276, 2311, 2342, 2369, 2407, 2440, 2467, 2498, 2512,
2526, 2575, 2611, 2640, 2673, 2703, 2737)

鈴ノ木ユウ著 講談社 495/SuY/18

315 福祉・介護職のための病院・医療のしくみまるわかりブック 利根川恵子著 中央法規出版 498.021/ToK

316 「食事」を正せば、病気、不調知らずのからだになれる : ふるさと村のからだを整える「食養術」 秋山龍三, 草野かおる [著]
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン 498.3/AkR

317 ストレス社会とメンタルヘルス 片山和男編著 樹村房 498.39/KaK

318
Jw_cad逆引きハンドブック : The perfect reverse Jw_cad dictionary 増補改訂版(エクスナレッジムッ
ク)

Obra Club [ほか] 著 エクスナレッジ 501.8/Jwc

319 これでわかる立体図の描き方 : 基礎と演習 中本繁実編 パワー社 501.8/NaS

320 道具と機械の本 : てこからコンピューターまで : 新装版
デビッド・マコーレイ [著]/
歌崎秀史訳

岩波書店 504/MaD

321
企業の環境部門担当者のためのISO14001「2015改訂版」がサクッとわかる本(シリーズ環境ソリューショ
ン企業総覧)

日刊工業出版プロダクション
編

日刊工業新聞社 519.13/NiK

322 城 : 日本の原風景
森田敏隆, 宮本孝廣写真/[大
久保彩英訳]

光村推古書院 521.823/MoT

323 建築CAD検定試験公式ガイドブック 2017年度版
鳥谷部真著 : 全国建築CAD連
盟監修

エクスナレッジ 525.18//'17

324 日本の原子力時代史 西尾漠著 七つ森書館 539.091/NiB

325 東芝原子力敗戦 大西康之著 文藝春秋 540.67/Tos/O

326 崩れた原発「経済神話」 : 柏崎刈羽原発から再稼働を問う
新潟日報社原発問題特別取材
班著

明石書店 543.5/NiN

327 世界一わかりやすいWordPress導入とサイト制作の教科書 安藤篤史 [ほか] 著 技術評論社 547.4833/SeW

328 あしたも、こはるびより。
つばた英子, つばたしゅうい
ち著

主婦と生活社 590.4/TsH

329 野菜 細川亜衣著 リトルモア 596.37/HoA

330 日本まんじゅう紀行 弟子吉治郎著 青弓社 596.65/DeK
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331 世界一美味しい煮卵の作り方 : 家メシ食堂 : ひとりぶん100レシピ(光文社新書:870) はらぺこグリズリー著 光文社 596/Har

332 AERA with Baby : 早期教育、いつから始めますか?(AERA MOOK) 朝日新聞出版 599

333 新しいパパの教科書 ファザーリング・ジャパン著
学研教育出版/学研マーケ
ティング (発売) 599/FaJ

334 日本列島創生論 : 地方は国家の希望なり(新潮新書:712) 石破茂著 新潮社 601.1/IsS

335 犬を科学する 石橋晃 [ほか] 監修 養賢堂 645.6/InK

336 近世商人と市場(日本史リブレット:88) 原直史著 山川出版社 672.1/HaN

337 サービス経営学入門 : 顧客価値共創の戦略経営 寺本義也, 中西晶編著 同友館 673.9/TeY

338 パーソルby Aera : はたらいて、笑おう。(AERA MOOK. 企業研究) 朝日新聞出版 673.93/Per

339 フードサービスの教科書 茂木信太郎著 創成社 673.97/MoS

340 POP1年生 : "センス"がなくてもPOPは書ける! : イラストで実況中継! 山口茂著 商業界 674.53/YaS

341 新流通・マーケティング入門 金弘錫 [ほか] 著 成山堂書店 675.4/ShR

342 入門|マーケティング論 第5版 草野素雄著 八千代出版 675/KuM

343 現代マーケティングの基礎知識 改訂版 嶋正, 東徹編著 創成社 675/ShT

344 自由貿易、イノベーション、包摂的成長を支える新しい通商政策へ(通商白書:平成29年版) 経済産業省編 勝美印刷 678.21/KeS/'17

345 牛車で行こう! : 平安貴族と乗り物文化 京樂真帆子著 吉川弘文館 682.1/KyM

346 日本古代の道路と景観 : 駅家・官衙・寺
鈴木靖民, 荒木敏夫, 川尻秋
生編

八木書店古書出版部/八木書
店 (発売) 682.1/NiK

347 新・観光を学ぶ
太田実, 中島智編著/井上博文
[ほか] 著

八千代出版 689/OtM

348 多文化時代の観光学 : フィールドワークからのアプローチ 高山陽子編著 ミネルヴァ書房 689/TaY

349 オレたちのプロ野球ニュース : 野球報道に革命を起こした者たち(Tokyo news books) 長谷川晶一著
東京ニュース通信社/徳間書
店 (発売) 699.65/HaS

350 朝鮮民族の美100点 金哲央著
スペース伽耶/星雲社 (発
売) 702.21/KiC

351 新寳島オリジナル版(手塚治虫文庫全集:BT-200) 手塚治虫, 酒井七馬著
講談社 : 講談社コミックク
リエイト 726.1/TeO/S
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352 長編マンガの先駆者たち : 田河水泡から手塚治虫まで 小野耕世著 岩波書店 726.101/OnK

353 書道技法講座 新版 楷書編 大貫思水著 知道出版 728.07/OnS/1

354 書道技法講座 新版 行書編 大貫思水著 知道出版 728.07/OnS/2

355 書道技法講座 新版 草書編 大貫思水著 知道出版 728.07/OnS/3

356 書道技法講座 新版 かな編 大貫思水著 知道出版 728.07/OnS/4

357 条幅と作品 新版(書道技法講座) 大貫思水著 知道出版 728.07/OnS/5

358 中國書史(石川九楊著作集:別巻2) 石川九楊著 ミネルヴァ書房 728.08/IsK/別2

359 字が汚い! 新保信長著 文藝春秋 728.9/ShN

360 チップチューンのすべて : ゲーム機から生まれた新しい音楽 田中治久著 誠文堂新光社 763.93/TaH

361 人間はなぜ歌うのか? : 人類の進化における「うた」の起源
ジョーゼフ・ジョルダーニア
著/森田稔訳

アルク出版企画 767/JoJ

362 美しき雅楽装束の世界 遠藤徹著/青木信二撮影 淡交社 768.21/EnT

363 マンガでわかる歌舞伎 : 歌舞伎の世界がますます好きになる!
永田ゆきイラスト/マンガでわ
かる歌舞伎編集部編

誠文堂新光社 774/MaW

364 ちゃぶ台返しの歌舞伎入門(新潮選書) 矢内賢二著 新潮社 774/YaK

365 チャップリン自伝 : 若き日々(新潮文庫:10748, チ-2-1)
チャールズ・チャップリン
[著]/中里京子訳

新潮社 778.233/ChC/C

366 落語の入り口 : 想像と創造のコミュニケーション(Next creator book)
東京かわら版, [フィルムアー
ト社] 編集部編

フィルムアート社 779.13/ToK

367 大学生のスポーツと健康生活 福岡大学スポーツ科学部編 大修館書店 780.1/FuD

368 基礎から学ぶスポーツリテラシー 改訂版 高橋健夫 [ほか] 編著 大修館書店 780.1/KiM

369 多角化視点で学ぶオリンピック・パラリンピック 相原正道著 晃洋書房 780.69/AiM

370 プロ野球・二軍の謎(幻冬舎新書:451, [た-21-1]) 田口壮著 幻冬舎 783.7/TaS

371 日本の剣豪 : 決定版(文春新書:1107) 中嶋繁雄著 文藝春秋 789.3/NaS

372 棋士とAIはどう戦ってきたか : 人間vs.人工知能の激闘の歴史(新書y:310) 松本博文著 洋泉社 796/MaH
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373 インタラクションと学習(ひつじ研究叢書:言語編:第136巻) 柳町智治, 岡田みさを編 ひつじ書房 801.03/YaT

374 学問別重要英単語 : 外国語・言語学(Corpus-driven vocabulary. 南雲堂学問別重要英単語シリーズ)
ラシーン・ジョン, 中西貴行
著

南雲堂 801.07/RaJ

375 Words and phrases : corpus studies of lexical semantics : hbk Michael Stubbs Blackwell Publishers 801.4/StM

376 基礎からわかる話す技術 森口稔, 中山詢子著 くろしお出版 809.2/MoM

377 だめだし日本語論(atプラス叢書:17) 橋本治, 橋爪大三郎著 太田出版 810.2/HaO

378 古代日本語をよむ 奥村悦三著 和泉書院 810.23/OkE

379 訳せない日本語 : 日本人の言葉と心 大來尚順著
アルファポリス/星雲社 (発
売) 810.4/OgN

380 コミュニケーション 第52号 2015年(平成27年)(日本語学論説資料:第5分冊) 論説資料保存会 810.5/3/52-5

381 言語学・対照研究 第52号増刊 2015年(平成27年)(日本語学論説資料:第5分冊) 論説資料保存会 810.5/3/52-5-2

382 コーパスから始まる例文作り(現場に役立つ日本語教育研究:5) 中俣尚己編 くろしお出版 810.7/NaN

383 ことばのしくみを知る(日本語教育への道しるべ:第2巻)
坂本勝信, 手嶋千佳編/坂本正
[ほか] 著

凡人社 810.7/NiK/2

384 ことばの教え方を知る(日本語教育への道しるべ:第3巻)
近藤有美, 水野愛子編/近藤有
美 [ほか] 著

凡人社 810.7/NiK/3

385 知るほどに深くなる漢字のツボ 円満字二郎著 青春出版社 811.2/EnJ

386 漢字は日本でどう生きてきたか(開拓社言語・文化選書:68) 湯沢質幸著 開拓社 811.2/YuT

387 罵詈雑言辞典 : 新装版 奥山益朗編 東京堂出版 813.4/OkM

388 意味の探究 山田進著 くろしお出版 814.3/YaS

389 一歩進んだ日本語文法の教え方 1 庵功雄著 くろしお出版 815/IpS/1

390 概説文語文法 改訂版(ちくま学芸文庫:[カ-45-1]) 亀井孝著 筑摩書房 815/KaT

391 文章力を伸ばす : 書くことが、これでとても楽になる81のポイント 阿部紘久著 日本実業出版社 816/AbH

392 3行しか書けない人のための文章教室 前田安正著 朝日新聞出版 816/MaY

393 伝わる文章Before>>>After : せっかく書くならみんなに読んでもらいたい 坂本俊夫著
まむかいブックスギャラ
リー 816/SaT
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394 誤解されやすい方言小辞典 : 東京のきつねが大阪でたぬきにばける 篠崎晃一著 三省堂 818/ShK

395 中日语言文化漫歩 : 只缘身在此山外 : 日本学者谈中国语言文化 : 中日対照 1
上野惠司著/阎红生译/王占华

校订
吉林大学出版社 820.4/UeK/C-1

396 中日语言文化漫歩 : 只缘身在此山外 : 日本学者谈中国语言文化 : 中日対照 2
上野惠司著/阎红生译/王占华

校订
吉林大学出版社 820.4/UeK/C-2

397 中日语言文化漫歩 : 只缘身在此山外 : 日本学者谈中国语言文化 : 中日対照 3
上野惠司著/阎红生译/王占华

校订
吉林大学出版社 820.4/UeK/C-3

398 中日语言文化漫歩 : 只缘身在此山外 : 日本学者谈中国语言文化 : 中日対照 4
上野惠司著/阎红生译/王占华

校订
吉林大学出版社 820.4/UeK/C-4

399 公式TOEIC Listening & Readingトレーニング リスニング編
Educational Testing Service
著

国際ビジネスコミュニケー
ション協会 830.79/EdT/T-1

400 公式TOEIC Listening & Readingトレーニング リーディング編
Educational Testing Service
著

国際ビジネスコミュニケー
ション協会 830.79/EdT/T-2

401 TOEIC speakingテスト問題集
ロバート・ヒルキ, デイビッ
ド・セイン著

研究社 830.79/HiR

402 TOEIC writingテスト問題集 ロバート・ヒルキ, 英語便著 研究社 830.79/HiR

403 2カ月で攻略TOEIC L&Rテスト600点! : あと40日(残り日数逆算シリーズ)
溝口優美子, 中村信子共著/ア
ルク英語出版編集部編集

アルク 830.79/MiY

404 TOEIC L&Rテスト必勝ダブル模試 大里秀介著 [学研プラス] 830.79/OsS

405 TOEIC L&Rテスト究極のゼミ Part7 西嶋愉一, ヒロ前田共著 アルク 830.79/TOL/7

406 発音とスペルの法則 : 英語の教師・学習者の為に : 英母音の謎とは 改訂版(Parade books) 増田紀行著 パレード/星雲社 (発売) 831.1/MaK

407 マーフィーのケンブリッジ英文法 新訂版 中級編 Raymond Murphy著/渡辺雅仁訳
Cambridge University
Press/United Publishers
Services (発売)

835/MuR/2

408 翻訳力錬成テキストブック : 英文を一点の曇りなく読み解く 決定版 柴田耕太郎著
日外アソシエーツ/紀伊國屋
書店 (発売) 837.5/ShK

409 ロベール・クレ仏和辞典 西村牧夫 [ほか] 編訳 駿河台出版社 853.3/SuS

410 SFの書き方 : 「ゲンロン大森望SF創作講座」全記録
大森望編/ゲンロン企画/東浩
紀 [ほか述]

早川書房 901.307/OmN

411 文学効能事典 : あなたの悩みに効く小説
エラ・バーサド, スーザン・
エルダキン著/金原瑞人, 石田
文子訳

フィルムアート社 902.3/BeE

412 中古・中世の和歌・日記・物語論 加藤要著 おうふう 910.23/KaK

413 永井荷風 多田蔵人著 東京大学出版会 910.268/NaK/T

414 漱石と日本の近代 上(新潮選書) 石原千秋著 新潮社 910.268/NaS/I
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415 漱石と日本の近代 下(新潮選書) 石原千秋著 新潮社 910.268/NaS/I

416 漱石辞典 小森陽一 [ほか] 編集 翰林書房 910.268/NaS/S

417 「司馬遼太郎」で学ぶ日本史(NHK出版新書:517) 磯田道史著 NHK出版 910.268/ShR/I

418 山崎豊子と「男」たち(新潮選書) 大澤真幸著 新潮社 910.268/YaT/O

419 琉球文学論 島尾敏雄著 幻戯書房 910.29/ShT

420 国文学年次別論文集 平成24(2012)年 近代5 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'12-6-5

421 日本詩歌思出草 渡辺京二著 平凡社 911.04/WaK/N

422 後撰和歌集前後 杉谷寿郎著 青簡舎 911.135/SuJ

423 美智子さま御歌千年の后 秦澄美枝著 PHP研究所 911.162/Mic/H

424 かぜのてのひら : 俵万智歌集 新装版 俵万智著 河出書房新社 911.168/TaM/K

425 谷は眠っていた/走る(倉本聰戯曲全集:1) 倉本聰著 新日本出版社 912.6/KuS/K-1

426 中世の王朝物語 : 享受と創造 金光桂子著 臨川書店 913.41/KaK

427 前期読本怪談集(江戸怪談文芸名作選:第2巻) 飯倉洋一校訂代表 国書刊行会 913.5/KiO/E-2

428 浮世絵師の絵で読む八犬伝 上 徳田武著 勉誠出版 913.56/TaB/T-1

429 浮世絵師の絵で読む八犬伝 下 徳田武著 勉誠出版 913.56/TaB/T-2

430 小さいそれがいるところ 根室本線・狩勝の事件録(宝島社文庫:[Cあ-20-1]. [このミス大賞]) 綾見洋介著 宝島社 913.6/AyY/C

431 四時過ぎの船 古川真人著 新潮社 913.6/FuM4/Y

432 AX (アックス) 伊坂幸太郎著 KADOKAWA 913.6/IsK/A

433 青空エール : 映画ノベライズ(集英社オレンジ文庫:[し3-2])
下川香苗著/河原和音原作/持
地佑季子脚本

集英社 913.6/KaK6/A

434 いつわりの世界(新潮文庫:10047, か-58-21. 革命のリベリオン:第1部) 神永学著 新潮社 913.6/KaM3/K-1

435 ハル 木皿泉著
ウィットスタジオ/マッグ
ガーデン (発売) 913.6/KiI2/H
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436 三日間の幸福(メディアワークス文庫:0243, み7-2) 三秋縋 [著] KADOKAWA 913.6/MiS6/M

437 宇宙のみなしご(角川文庫:16324) 森絵都 [著]
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売) 913.6/MoE/U

438 100回泣くこと(小学館文庫) 中村航著 小学館 913.6/NaK9/H

439 影裏 沼田真佑著 文藝春秋 913.6/NuS/E

440 真ん中の子どもたち 温又柔著 集英社 913.6/OnY/M

441 ロング・ロング・アゴー(新潮文庫:9472, し-43-20) 重松清著 新潮社 913.6/ShK4/L

442 orange : 映画ノベライズ(双葉文庫:た-44-01)
高野苺原作/蒔田陽平ノベライ
ズ

双葉社 913.6/TaI2/O

443 雪の鉄樹(光文社文庫:と22-2) 遠田潤子著 光文社 913.6/ToJ/Y

444 桜のような僕の恋人(集英社文庫:[う23-2]) 宇山佳佑著 集英社 913.6/UyK/S

445 ジョン・マン 6: 順風編 山本一力著 講談社 913.6/YaI/J-6

446 建築文学傑作選(講談社文芸文庫:[あW1]) 青木淳選 講談社 913.68/AoJ/K

447 もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら 神田桂一, 菊池良著 宝島社 913.7/KaK/M

448 いのちの車窓から 1 星野源著 KADOKAWA 914.6/HoG/I-1

449 わたくしたちの旅のかたち : 好奇心が「知恵」と「元気」を与えてくれる 兼高かおる, 曽野綾子著 秀和システム 914.6/KaK2/W

450 二十歳の原点 改版(新潮文庫:た-16-1) 高野悦子著 新潮社 915.6/TaE/N

451 心(定本漱石全集:第9巻) 岩波書店 918.68/NaS/9

452 おとなのためのやさしい漢詩教室 三羽邦美著 瀬谷出版 921/MiK

453 『夷堅志』訳注 乙志 上
[洪邁編纂]/齋藤茂 [ほか] 訳
注

汲古書院 923.5/KoM/I-2-1

454 多文化アメリカの萌芽 : 19〜20世紀転換期文学における人種・性・階級 里内克巳著 彩流社 930.29/SaK

455 コケット, あるいは, エライザ・ウォートンの物語(アメリカ古典大衆小説コレクション:6)
ハナ・ウェブスター・フォス
ター著/田辺千景訳・解説

松柏社 933.6/FoH/C

456 フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ 上(ハヤカワ文庫:NV1315, NV1316, NV1317)
E L ジェイムズ著/池田真紀子
訳

早川書房 933.7/JaE/F-1-1

22



2017年8月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

457 母の記憶に(新☆ハヤカワ・SF・シリーズ:5032)
ケン・リュウ著/古沢嘉通・他
訳

早川書房 933.7/LiK/H

458 トワイライト [1] : 上(ヴィレッジブックス:[F-メ 1-1]-[F-メ 1-9])
ステファニー・メイヤー著/小
原亜美訳

ヴィレッジブックス 933.7/MeS/T-1

459 ヒューマン・コメディ(光文社古典新訳文庫:[KAサ3-1]) サローヤン著/小川敏子訳 光文社 933.7/SaW/H

460 星の王子さま(新潮文庫:7929, サ-1-3)
サン=テグジュペリ [著]/河野
万里子訳

新潮社 953.7/SaA/H

461 パパの電話を待ちながら(講談社文庫:[ろ-13-1])
ジャンニ・ロダーリ著/内田洋
子訳

講談社 973.7/RoG/P

462 世界の名作絵本4000冊
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) B028.09/NiA

463 障害者とともに生きる本2500冊
野口武悟, 加部清子, 生井恭
子共編

日外アソシエーツ/紀伊國屋
書店 (発売) B369.27/ShT

464 日本の伝統芸能(「知」のナビ事典)
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) B772.1/NiA

465 近代の小説を読む(Maruzen audiovisual library. 映像国語便覧/近・現代文篇:第1巻) 丸善出版映像メディア部 DV375.84/EiK/1-1

466 現代の小説を読む(Maruzen audiovisual library. 映像国語便覧/近・現代文篇:第2巻) 丸善出版映像メディア部 DV375.84/EiK/1-2

467 近現代の詩歌を詠む(Maruzen audiovisual library. 映像国語便覧/近・現代文篇:第3巻) 丸善出版映像メディア部 DV375.84/EiK/1-3

468 説話と物語を読む(Maruzen audiovisual library. 映像国語便覧/古文篇:第1巻) 丸善出版映像メディア部 DV375.84/EiK/2-1

469 物語を読む(Maruzen audiovisual library. 映像国語便覧/古文篇:第2巻) 丸善出版映像メディア部 DV375.84/EiK/2-2

470 随筆を読む(Maruzen audiovisual library. 映像国語便覧/古文篇:第3巻) 丸善出版映像メディア部 DV375.84/EiK/2-3

471 和歌と俳句を詠む(Maruzen audiovisual library. 映像国語便覧/古文篇:第4巻) 丸善出版映像メディア部 DV375.84/EiK/2-4

472 日記・紀行・軍記を読む(Maruzen audiovisual library. 映像国語便覧/古文篇:第5巻) 丸善出版映像メディア部 DV375.84/EiK/2-5

473 漢文を読む : 史伝・思想(Maruzen audiovisual library. 映像国語便覧/漢文篇:第1巻) 丸善出版映像メディア部 DV375.84/EiK/3-1

474 唐詩を詠む(Maruzen audiovisual library. 映像国語便覧/漢文篇:第2巻) 丸善出版映像メディア部 DV375.84/EiK/3-2

475 うえきやさんがやってきた(こどものとも年少版:486号) 片平直樹文/みずうちさとみ絵 福音館書店 E//17

476 おまつり(こどものとも:738号) 森洋子作 福音館書店 E//17

477 しろつめくさあかつめくさ(かがくのとも:582号) 沢口たまみぶん/安井寿磨子え 福音館書店 E//17
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478 仏典童話全集 1 花岡大学著 法蔵館 K184/HaD/B-1

479 仏典童話全集 2 花岡大学著 法蔵館 K184/HaD/B-2

480 仏典童話全集 3 花岡大学著 法蔵館 K184/HaD/B-3

481 仏典童話全集 4 花岡大学著 法蔵館 K184/HaD/B-4

482 仏典童話全集 5 花岡大学著 法蔵館 K184/HaD/B-5

483 仏典童話全集 6 花岡大学著 法蔵館 K184/HaD/B-6

484 仏典童話全集 8 花岡大学著 法蔵館 K184/HaD/B-8

485 ほとけさまの象(花岡大学仏典童話集:3)
花岡大学文/篠崎三朗絵/木暮
正夫選/菅沼晃解説

佼成出版社 K184/HaD/H-3

486 ブッダがせんせい(心を育てるこども仏教塾) 宮下真著/名取芳彦監修 永岡書店 K184/MiM/1

487 おしえてブッダせんせいこころのふしぎ(心を育てるこども仏教塾) 宮下真著/まつおかたかこ絵 永岡書店 K184/MiM/2

488 まなり : 遣唐使物語 川上恵文/鈴木靖将絵 新樹社 K289.1/SeS/K

489 七福神の大阪ツアー
くまざわあかね作/あおきひろ
え絵

ひさかたチャイルド K913/KuA/S

490 僕は上手にしゃべれない(Teens' best selections:43) 椎野直弥著 ポプラ社 K913/ShN/B

491 上宮聖徳法王帝説(岩波文庫:青(33)-34-1) 東野治之校注 岩波書店 イ189.2/ToH

492 文学論 上(岩波文庫:31(緑)-11-17, 31(緑)-11-18) 夏目漱石著 岩波書店 イ901/NaS/1

493 文学論 下(岩波文庫:31(緑)-11-17, 31(緑)-11-18) 夏目漱石著 岩波書店 イ901/NaS/2

494 Come home(Page turners:Headwords levels 1)
Sue Leather & Julian
Thomlinson

Heinle cengage learning 多読/英語

495 Roommates : pbk(Page turners:Headwords levels 1)
[by] Sue Leather and Julian
Thomlinson

Heinle cengage learning 多読/英語

496 Soccer crazy(Page turners:Headwords levels 1)
Sue Leather & Julian
Thomlinson

Heinle cengage learning 多読/英語

497 Road trip : [pbk.](Page turners:Headwords levels 1) Sue Leather
National Geographic
Learning : Cengage
Learning

多読/英語

498 Somebody better(Page turners:Headwords levels 1) Julian Thomlinson
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語
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499 The beautiful game(Page turners:Headwords levels 2)
Sue Leather & Julian
Thomlinson

Heinle cengage learning 多読/英語

500 Hacker(Page turners:Headwords levels 2)
Sue Leather & Julian
Thomlinson

Heinle cengage learning 多読/英語

501 You just don't know her : pbk(Page turners:Headwords levels 2)
[by] Sue Leather and Julian
Thomlinson

Heinle cengage learning 多読/英語

502 It's just a cat : [pbk.](Page turners:Headwords levels 2) Julian Thomlinson
National Geographic
Learning : Cengage
Learning

多読/英語

503 He's mine : [pbk.](Page turners:Headwords levels 2) Julian Thomlinson
National Geographic
Learning : Cengage
Learning

多読/英語

504 A kitchen love story : pbk(Page turners:Headwords levels 3)
[by] Sue Leather and Julian
Thomlinson

Heinle cengage learning 多読/英語

505 Running free(Page turners:Headwords levels 3)
Sue Leather & Julian
Thomlinson

Heinle cengage learning 多読/英語

506 The angels(Page turners:Headwords levels 3)
Sue Leather & Julian
Thomlinson

Heinle cengage learning 多読/英語

507 Second chances(Page turners:Headwords levels 3) Sue Leather
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語

508 The lift : [pbk.](Page turners:Headwords levels 3) Julian Thomlinson
National Geographic
Learning : Cengage
Learning

多読/英語

509 All about the music : pbk(Page turners:Headwords levels 4) Julian Thomlinson Heinle cengage learning 多読/英語

510 Bigfoot : pbk(Page turners:Headwords levels 4) Julian Thomlinson Heinle cengage learning 多読/英語

511 Heart of a fighter(Page turners:Headwords levels 4)
Sue Leather & Julian
Thomlinson

Heinle cengage learning 多読/英語

512 Trust : pbk(Page turners:Headwords levels 4)
[by] Sue Leather and Julian
Thomlinson

Heinle cengage learning 多読/英語

513 All or nothing(Page turners:Headwords levels 4) Julian Thomlinson
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語

514 The secret beach(Page turners:Headwords levels 5) Jane Rollason Heinle cengage learning 多読/英語

515 Dino nightmare(Page turners:Headwords levels 5) Julian Thomlinson
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語

516 The 400(Page turners:Headwords levels 5) Sue Leather
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語

517 Gone(Page turners:Headwords levels 5) Julian Thomlinson
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語

518 The picture in the attic(Page turners:Headwords levels 6)
Richard MacAndrew, Cathy
Lawday

Heinle cengage learning 多読/英語

519 Three tales of deadly desire(Page turners:Headwords levels 6)
Pamela Pollack and Meg
Belviso

National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語
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520 The choice(Page turners:Headwords levels 6) Sue Leather
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語

521 Best Friends(Page turners:Headwords levels 6) Margaret Johnson
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語

522 Dead before midnight : pbk(Page turners:Headwords levels 7)
[by] Pamela Pollack and Meg
Belviso

Heinle cengage learning 多読/英語

523 Nature(Page turners:Headwords levels 7) Margaret Johnson Heinle cengage learning 多読/英語

524 A new song for Nina(Page turners:Headwords levels 7) Fiona Joseph
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語

525 Danny Dark(Page turners:Headwords levels 8) Margaret Johnson Heinle cengage learning 多読/英語

526 Light : pbk(Page turners:Headwords levels 8) [by] Sue Leather Heinle cengage learning 多読/英語

527 Kilimanjaro(Page turners:Headwords levels 8) Margaret Johnson
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語

528 The man from the sky(Page turners:Headwords levels 8) Julian Thomlinson
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語

529 Bad blood(Page turners:Headwords levels 9) Sue Leather Heinle cengage learning 多読/英語

530 The long road to Lucca : pbk(Page turners:Headwords levels 9) [by] Irene Barrall Heinle cengage learning 多読/英語

531 Resistance(Page turners:Headwords levels 9) Andrew Watson
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語

532 The yellow field(Page turners:Headwords levels 9) Andrew Watson
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語

533 Joe Faust(Page turners:Headwords levels 10) Frank Brennan Heinle cengage learning 多読/英語

534 Reunited(Page turners:Headwords levels 10) Irene Barrall Heinle cengage learning 多読/英語

535 Samurai(Page turners:Headwords levels 10) Julian Thomlinson
National Geographic
Learning, cengage
learning

多読/英語

536 The boathouse(Page turners:Headwords levels 10) Margaret Johnson
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語

537 Control order 351(Page turners:Headwords levels 11) Antoinette Moses
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語

538 Mercy killer(Page turners:Headwords levels 11) Andrew Watson Heinle cengage learning 多読/英語

539 The art of fear(Page turners:Headwords levels 11) Irene Barrall
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語

540 Battle for big tree country(Page turners:Headwords levels 11) Gregory Strong
National Geographic
Learning, Cengage
Learning

多読/英語
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541 Oscar's journey(Page turners:Headwords levels 12) Fiona Joseph
National Geographic
Learning, cengage
learning

多読/英語

542 Deadly truth : pbk(Page turners:Headwords levels 12) [by] Andrew Watson Heinle cengage learning 多読/英語

543 The stranger : pbk(Page turners:Headwords levels 12) [by] Andrew Watson Heinle cengage learning 多読/英語

544 助産師になるには(なるにはBooks:147) 加納尚美編著 ぺりかん社 就職/資格

545 医療秘書技能検定実問題集3級 2017年度版 2: 第53回-第57回
医療秘書教育全国協議会試験
委員会編

つちや書店 就職/資格/'17

546 就職試験これだけ覚える時事用語 '19年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'19

547 就職試験これだけ覚える適性検査スピード解法 '19年版 LLE著 成美堂出版 就職/資格/'19

548 就職試験これだけ覚える面接・エントリーシート '19年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'19

549 履歴書・職歴書と添付手紙の書き方 : 会ってみたくなる '19年版 福沢恵子著 成美堂出版 就職/資格/'19

550 やさしい一般常識1問一答 [2019年度版](大学生の就職) 就職試験情報研究会編著 一ツ橋書店 就職/資格/'19

551 最新最強のエントリーシート・自己PR・志望動機 '19年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'19

552 最新最強の就職面接 '19年版 福沢恵子著 成美堂出版 就職/資格/'19

553 最新最強の作文・小論文 '19年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'19

554 最新最強の一般常識 '19年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'19

555 これだけ覚える一般常識 : 就職試験 '19年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'19

556 やさしい一般常識 [2019年度版](大学生の就職)
家坂圭一, 大久村和宏, 東海
朋宏著

一ツ橋書店 就職/資格/'19

557 やさしいグループ面接 [2019年度版](大学生の就職) 源田義平著 一ツ橋書店 就職/資格/'19

558 就職四季報企業研究・インターンシップ版 2019年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 就職/資格/'19

559 SPI3&テストセンター出るとこだけ!完全対策 2019年度版(就活ネットワークの就職試験完全対策:1) 就活ネットワーク編 実務教育出版 就職/資格/'19

560 事務職・一般職SPI3の完全対策 2019年度版(就活ネットワークの就職試験完全対策:5) 就活ネットワーク編 実務教育出版 就職/資格/'19

561 採用側のプロが書いた就職面接完全対策集 ['19年版] 菊池一志著 大和書房 就職/資格/'19

27



2017年8月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

562 内定者の書き方がわかる!エントリーシート自己PR・志望動機完全対策 ['19年版] 坂本直文著 大和書房 就職/資格/'19

563 ANA客室乗務員になる本 : 最新版(イカロスMOOK) 月刊「エアステージ」編集 イカロス出版 就職/資格/['17]

564 公務員試験無敵の文章理解メソッド : スピードと正答率を両立させる! 鈴木鋭智著 実務教育出版 就職/資格/['17]

565 内定力 : 自己PRエントリーシート面接対策etcこの一冊でライバルに圧倒的差がつく! 光城悠人著
すばる舎リンケージ/すばる
舎 (発売) 就職/資格/['17]

566 公務員試験自然科学ザ・ベストプラス 荒井義明著 エクシア出版 就職/資格/['17]

567 New crown : English series New edition 2 根岸雅史 [ほか] 著 三省堂 教/8933/'15
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