
2017年9月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 IT全史 : 情報技術の250年を読む 中野明著 祥伝社 007.2/NaA

2 見栄えをUPする!エクセル表現手法のウラ技 篠塚充著 シーアンドアール研究所 007.63/Exc/S

3 よくわかる初心者のためのMicrosoft PowerPoint 2016
富士通エフ・オー・エム
株式会社著制作

FOM出版 007.63/PoP

4 やさしく詳しいNACSIS-CAT 蟹瀬智弘著 樹村房 014.37/KaT

5 やさしく詳しいNACSIS-CAT 蟹瀬智弘著 樹村房 014.37/KaT(1)

6 やさしく詳しいNACSIS-CAT 蟹瀬智弘著 樹村房 014.37/KaT(2)

7 はじめての電子ジャーナル管理(JLA図書館実践シリーズ:35) 保坂睦著 日本図書館協会 014.75/HoM

8 絶望に効くブックカフェ(小学館文庫) 河合香織著 小学館 019.9/KaK

9 語りかける洋古書(書物學:11) 勉誠出版 020/BeS/11

10
これだけは知っておきたい「著作権」の基本と常識 : アウトとセーフの境界線を理解しよう! : basics of
copyright

宮本督監修 フォレスト出版 021.2/MiT

11 ひとが優しい博物館 : ユニバーサル・ミュージアムの新展開 広瀬浩二郎編著 青弓社 069/HiK

12 フェイクニュースの見分け方(新潮新書:721) 烏賀陽弘道著 新潮社 070.14/UgH

13 花咲舞が黙ってない(中公文庫:[い-125-1]) 池井戸潤著 中央公論新社 081/18/い125-1

14 江戸の大普請 : 徳川都市計画の詩学(講談社学術文庫:[2446])
タイモン・スクリーチ
[著], 森下正昭訳

講談社 081/2/2446

15 『快楽の園』を読む : ヒエロニムス・ボスの図像学(講談社学術文庫:[2447]) 神原正明著 講談社 081/2/2447
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16 葉隠 : 新校訂 : 全訳注 上(講談社学術文庫:[2448])
[山本常朝述]/[田代陣基
筆録]/菅野覚明 [ほか]
訳・注・校訂

講談社 081/2/2448

17 水滸伝 1(講談社学術文庫:[2451]) 井波律子訳 講談社 081/2/2451

18 宗教改革三大文書 : 付「九五箇条の提題」(講談社学術文庫:[2456])
マルティン・ルター
[著]/深井智朗訳

講談社 081/2/2456

19 地中海世界とローマ帝国(講談社学術文庫:[2466]. 興亡の世界史) 本村凌二 [著] 講談社 081/2/2466

20 中国文学の愉しき世界(岩波現代文庫:文芸:291) 井波律子著 岩波書店 081/22/B291

21 英語のセンスを磨く : 英文快読への誘い(岩波現代文庫:文芸:292) 行方昭夫著 岩波書店 081/22/B292

22 中原中也 : 沈黙の音楽(岩波新書:新赤版 1673) 佐々木幹郎著 岩波書店 081/6-4/1673

23 一茶の相続争い : 北国街道柏原宿訴訟始末(岩波新書:新赤版 1674) 高橋敏著 岩波書店 081/6-4/1674

24 日本文化をよむ : 5つのキーワード(岩波新書:新赤版 1675) 藤田正勝著 岩波書店 081/6-4/1675

25 人生の終い方 : 自分と大切な人のためにできること NHKスペシャル取材班著 講談社 114.2/NiH

26 思想史のなかの日本語 : 訓読・翻訳・国語 中村春作著 勉誠出版 121.5/NaS

27 日本の目覚め 岡倉天心著/村岡博訳 土曜社 121.5/OkT

28 昭和天皇をポツダム宣言受諾に導いた哲学者 : 西晋一郎、昭和十八年の御進講とその周辺 山内廣隆著 ナカニシヤ出版 121.6/NiS/Y

29 孝経新釈 塩谷温著 致知出版社 123.7/ShO

30 大学新釈 諸橋轍次著 致知出版社 123.81/MoT
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31 中庸新釈 宇野哲人著 致知出版社 123.82/UnT

32 朱子学から考える権利の思想 下川玲子著 ぺりかん社 125.4/ShK/S

33 朝鮮儒学史の再定位 : 十七世紀東アジアから考える 姜智恩著 東京大学出版会 129.1/KaJ

34 哲学用語図鑑 続 田中正人著 プレジデント社 130/TaM/2

35 カウンセリングにおける宗教性 : アニミズム的汎神論的宗教性とトポス 加藤廣隆著 創元社 146.8/KaK

36 日本人の道徳心(ベスト新書:550) 渡部昇一著 ベストセラーズ 150.21/WaS

37 柔軟心をつかう習慣 : 思い込みにさようなら 植西聰著 三五館 159/UeA

38 無宗教でも知っておきたい宗教のことば 島田裕巳著 朝日新聞出版 160/ShH

39 宗教の誕生 : 宗教の起源・古代の宗教(宗教の世界史:1) 月本昭男編 山川出版社 162/TsA

40 三国伝来仏の教えを味わう : インド・中国・日本の仏教と「食」(臨川選書:35) 安永祖堂, 松田隆行編 臨川書店 181.6/YaS

41 死後の世界 : 東アジア宗教の回廊をゆく 立川武蔵著 ぷねうま舎 181/TaM

42 神の和の神学へ向けて : 三位一体から三間一和の神論へ 宮平望著 新教出版社 191.1/MiN

43 孤高の祈り : ギリシャ正教の聖山アトス 中西裕人写真・文 新潮社 198.195/NaH

44 世界史を創ったビジネスモデル(新潮選書) 野口悠紀雄著 新潮社 204/NoY

45 夢の日本史 酒井紀美著 勉誠出版 210.1/SaK
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46 土木技術の古代史(歴史文化ライブラリー:453) 青木敬著 吉川弘文館 210.3/AoT

47 古代史が解き明かす日本人の正体(じっぴコンパクト新書:323) 関裕二著 実業之日本社 210.3/SeY

48 関ヶ原はいかに語られたか : いくさをめぐる記憶と言説(アジア遊学:212) 井上泰至編 勉誠出版 210.48/InY

49 シリーズ昭和 1: 狂乱篇(文春MOOK) 文藝春秋 210.7//1

50 消えゆく太平洋戦争の戦跡
「消えゆく太平洋戦争の
戦跡」編集委員会編著

山川出版社 210.75/KiT

51 対話のために : 「帝国の慰安婦」という問いをひらく
浅野豊美, 小倉紀蔵, 西
成彦編著/東郷和彦 [ほ
か] 著

クレイン 210.75/TaT

52 沖縄戦を生きぬいた人びと : 揺れる想いを語り合えるまでの70年 吉川麻衣子著 創元社 210.75/YoM

53 日本の長い戦後 : 敗戦の記憶・トラウマはどう語り継がれているか
橋本明子 [著]/山岡由美
訳

みすず書房 210.76/HaA

54 魏晋南北朝史のいま(アジア遊学:213) 窪添慶文編 勉誠出版 222.04/KuY

55 正史三国志(世界史劇場 : 臨場感あふれる解説で、楽しみながら歴史を"体感"できる:10) 神野正史著 ベレ出版 222.043/JiM

56 モンゴル帝国誕生 : チンギス・カンの都を掘る(講談社選書メチエ:652) 白石典之著 講談社 222.6/ShN

57 14歳からのパレスチナ問題 : これだけは知っておきたいパレスチナ・イスラエルの120年 奈良本英佑著 合同出版 227.99/NaE

58 フランス現代史隠された記憶 : 戦争のタブーを追跡する(ちくま新書:1278) 宮川裕章著 筑摩書房 235.068/MiH

59 日本を飛び出して世界で見つけた僕らが本当にやりたかったこと : 海外で成功した日本人20人の働き方 森美知典著 実務教育出版 281.04/MoM

60 名字でわかるあなたのルーツ : 佐藤、鈴木、高橋、田中、渡辺のヒミツ 森岡浩著 小学館 288.1/MoH
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61 日本一やさしい天皇の講座(扶桑社新書:242) 倉山満著 扶桑社 288.41/KuM

62 立憲君主昭和天皇 上巻 川瀬弘至著
産経新聞出版/日本工業
新聞社 (発売)

288.41/Sho/K

63 立憲君主昭和天皇 下巻 川瀬弘至著
産経新聞出版/日本工業
新聞社 (発売)

288.41/Sho/K

64 大正天皇実録 補訂版 第1 宮内省図書寮編修 ゆまに書房 288.41/Tai/K-1

65 にっぽん猫島紀行(イースト新書:087) 瀬戸内みなみ著 イースト・プレス 291.09/SeM

66 名所と聖地に秘められた高低差の謎(京都の凸凹(Dekoboko)を歩く:2) 梅林秀行著 青幻舎 291.62/UmH/2

67 南大阪ふらり旅 : 河内・泉州歴史探訪
国眼隆一とTOYRO倶楽部
編著

自然総研 291.63/KoR

68 公共政策入門 : ミクロ経済学的アプローチ 伊藤隆敏著 日本評論社 301/ItT

69 消費大陸アジア : 巨大市場を読みとく(ちくま新書:1277) 川端基夫著 筑摩書房 302.2/KaM

70 10年後の働き方 : 「こんな仕事、聞いたことない!」からイノベーションの予兆をつかむ(できるビジネス) 未来予報株式会社著 インプレス 304/MiY

71 「維新革命」への道 : 「文明」を求めた十九世紀日本(新潮選書) 苅部直著 新潮社 311.21/KaT

72 君主論(光文社古典新訳文庫:[KBマ2-1])
マキャヴェッリ著/森川
辰文訳

光文社 311.237/MaN

73 粛清の王朝・北朝鮮 : 金正恩は、何を恐れているのか
羅鍾一著/ムーギー・キ
ム訳

東洋経済新報社 312.21/RaJ

74 さらば愛と憎しみのアメリカ : 真珠湾攻撃からトランプ大統領まで 田原総一朗, 越智道雄著 キネマ旬報社 312.53/TaS

75 なぜ、世界は“右傾化"するのか?(ポプラ新書:119) 池上彰, 増田ユリヤ著 ポプラ社 312/IkA
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76 「自粛社会」をのりこえる : 「慰安婦」写真展中止事件と「表現の自由」(岩波ブックレット:No.973)
安世鴻, 李春煕, 岡本有
佳編

岩波書店 316.1/JiS

77 個人情報保護法 第3版 岡村久道著 商事法務 316.1/OkH

78 ジハード主義 : アルカイダからイスラーム国へ(岩波現代全書:106) 保坂修司著 岩波書店 316.4/HoS

79 ボコ・ハラム : イスラーム国を超えた「史上最悪」のテロ組織 白戸圭一著 新潮社 316.4/ShK

80 食料需給表 平成27年度 農林省大臣官房調査課編 農林統計協会 317.251//'15

81 検証・小池都政 横田一著 緑風出版 318.236/KoY/Y

82 都知事失格 舛添要一著 小学館 318.236/MaY/M

83 拉致問題を超えて : 平和的解決への提言 : 拉致・人権・国際社会 江口昌樹著 社会評論社 319.1021/EgM

84 アメリカは尖閣を守るか : 激変する日米中のパワーバランス 大島隆著 朝日新聞出版 319.1053/OsT

85 メディアに操作される憲法改正国民投票(岩波ブックレット:No.972) 本間龍著 岩波書店 323.149/HoR

86 3時間でわかる!図解民法改正 熊谷則一著 日本経済新聞出版社 324.4/KuN

87 マンガでわかる!民法の大改正 : 契約法関係の改正内容を建築・不動産取引で理解する
黒松百亜著/しまだいさ
お画

建築資料研究社 324/KuM

88 金融から学ぶ会社法入門 大垣尚司著 勁草書房 325.2/OgH

89 株式会社のつくり方と運営 : よくわかる '17〜'18年版 佐藤善恵 [ほか] 共著 成美堂出版
325.241/KaG/'17-
'18

90 裁判員裁判のいま : 市民参加の裁判員制度7年経過の検証
濱田邦夫, 小池振一郎,
牧野茂編著

成文堂 327.67/SaS
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91 昔話の戦略思考(日経プレミアシリーズ:343) 梶井厚志著 日本経済新聞出版社 331.04/KaA

92 経済学の考え方 新版 福岡正夫著 泉文堂 331/FuM

93 経済学講義(ちくま新書:1276) 飯田泰之著 筑摩書房 331/IiY

94 世界に広がる日本の職人 : アジアでうけるサービス(ちくま新書:1279) 青山玲二郎著 筑摩書房 334.5/AoR

95 マンガで学ぶ経営学スタートアップ!(コミックディクショナリーシリーズ)
建宮努編著/五十嵐雅郎,
階戸照雄著/関根いくみ
作画

中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

335.1/TaT

96 独占禁止法とフェアコノミー : 公正な経済を支える経済法秩序のあり方 舟田正之, 土田和博編著 日本評論社 335.57/FuM

97 ドラッカーが教える最強の経営チームのつくり方 新版 山下淳一郎著 同友館 336.3/DrP/Y

98 電話応対技能検定1・2級公式問題集 : もしもし検定 2017年版
日本電信電話ユーザ協会
編

日本経済新聞出版社 336.49//'17

99 「その話、聞いてないよ」と言われない伝え方 金子敦子著 日本実業出版社 336.49/KaA

100 新社会人のためのビジネスマナー講座 寿マリコ著 ミネルヴァ書房 336.49/KoM

101 3つのポイントですぐわかる一生使える社会人の基礎 : business manners 真鍋敬一著 総合法令出版 336.49/MaK

102 ベストプレゼンテーション : マスターすべき98のスキルとトレーニング
William R.Steele著/高
松綾子訳

すばる舎 336.49/StW

103 残業ゼロのためのN式文章の基準 沼田憲男著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

336.5/NuN

104 はじめてでもわかる簿記と経理の仕事 '17-'18年版
堀江國明, 島田一種, 原
義彦著

成美堂出版 336.91//'17-'18

105 イチから学ぶ初級簿記 : 流れがわかる! 西海学, 西舘司著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.91/NiS
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106 図解でわかる!回せるPDCA 藤原毅芳著 秀和システム 336/FuT

107 明治の金勘定(歴史新書) 山本博文監修 洋泉社 337.821/YaH

108 江戸の銭勘定(歴史新書) 山本博文監修 洋泉社 337.821/YaH

109 物価指数年報 2017年
日本銀行調査統計局
[編]

日本銀行/日本信用調査
株式会社出版部 (発売)

337.85/NiG/'17

110 はじめてまなぶFP技能士3級テキスト '17-'18受検対策 資格の大原FP講座著 大原出版 338.079//'17-'18

111 はじめてまなぶFP技能士3級問題集 '17-'18受検対策 資格の大原FP講座著 大原出版 338.079//'17-'18

112 しっかりまなぶFP技能士AFP2級テキスト '17-'18受検対策 資格の大原FP講座著 大原出版 338.079//'17-'18

113 しっかりまなぶFP技能士2級AFP問題集 '17-'18受検対策 資格の大原FP講座著 大原出版 338.079//'17-'18

114 文系女子のためのFP技能士3級音声付き合格テキスト&演習問題 堀川洋著 インプレス (発売) 338.079//['17]

115 たのしく学べるファイナンシャル・プランニング 藤波大三郎著 創成社 338/FuD

116 地方財政を学ぶ 水谷守男 [ほか] 著 勁草書房 349.21/ChZ

117 現代対話学入門 : 政治・経済から身体・AIまで 小坂貴志著 明石書店 361.45/KoT

118 雑談につかいたい古典 : 雑談力の決め手は古典の知識だ 野中根太郎著 アイバス出版 361.454/NoN

119 ファッションで社会学する
藤田結子, 成実弘至, 辻
泉編

有斐閣 361.5/FaS

120 「利己」と他者のはざまで : 近代日本における社会進化思想 松本三之介著 以文社 361.5/MaS
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121 ガイドブック部落差別解消推進法 奥田均編著 解放出版社 361.86/OkH

122 「経験代謝」によるキャリアカウンセリング : 自己を見つめ、学びを得る力 立野了嗣著 晃洋書房 366.29/TaR

123 差異の思考(男性的なもの/女性的なもの:1)
フランソワーズ・エリチ
エ著/神田浩一, 横山安
由美訳

明石書店 367.1/HeF/1

124 わたしが子どもをもたない理由(わけ) 下重暁子著 かんき出版 367.1/ShA

125 授業で活用できる高校生のためのDV、デートDV予防教育プログラム 須賀朋子著 かりん舎 367.2/SuT

126 女子と貧困 : 乗り越え、助け合うために 雨宮処凛著 かもがわ出版 367.21/AmK

127 支援者支援の理解と実践(家族心理学年報:35. 個と家族を支える心理臨床実践:3) 日本家族心理学会編 金子書房 367.3/NiK/35

128 タジタジ親にならないために : 子どもと性必読25問 村瀬幸浩著 子どもの未来社 367.99/MuY

129 U-CAN(ユーキャン)の介護福祉士これだけ!一問一答&要点まとめ 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

130 U-CANの社会福祉士これだけ!一問一答&要点まとめ 2018年版
ユーキャン社会福祉士試
験研究会編

ユーキャン学び出版/自
由国民社 (発売)

369.079//'18

131 U-CAN (ユーキャン) の社会福祉士まとめてすっきり!よくでるテーマ88 2018年版
ユーキャン社会福祉士試
験研究会編

ユーキャン学び出版/自
由国民社 (発売)

369.079//'18

132 社会福祉士国家試験模擬問題集 2018 日本社会福祉士会編 中央法規出版 369.079//'18

133
もう3Kとはいわせない5Kといわれる介護施設の秘密 : きれい、かっこいい、給料が高い、健康になる、感謝さ
れる

藤本加代子とエスコート
達著

PHP研究所 369.14/RyF/F

134 ソーシャルワーク : ジェネラリストソーシャルワークの相談援助 新版 得津愼子著 ふくろう出版 369.16/ToS

135 ホームヘルプ事業の全国展開と介護福祉職制度創設(現代日本の在宅介護福祉職成立過程資料集:第6巻) 近現代資料刊行会 369.17/NaH/6
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136 現代日本の在宅介護福祉職成立過程資料集 別冊 中嶌洋監修 近現代資料刊行会 369.17/NaH/別

137 介護でやるべきことのすべて : 決定版 みんなの介護監修 水王舎 369.26/Kur

138 身体でみる異文化 : 目に見えないアメリカを描く(臨川選書:31) 広瀬浩二郎著 臨川書店 369.275/HiK

139 シングルマザーをひとりぼっちにしないために : ママたちが本当にやってほしいこと シンママ大阪応援団編 日本機関紙出版センター 369.41/ShO

140 介護の誇り 菊地雅洋著 日総研出版 369/KiM

141 はじめての子ども教育原理(有斐閣ストゥディア) 福元真由美編 有斐閣 371/FuM

142 多様性と向きあうカナダの学校 : 移民社会が目指す教育 児玉奈々著 東信堂 372.51/KoN

143 9割の先生が知らない!すごい板書術 栗田正行著 学陽書房 374.35/KuM

144 中学校・高校編 2(保健指導おたすけパワーポイントブック : 書きかえも自由自在) 小谷美和子著 少年写真新聞社 374.97/HoS/2-2

145 授業が変わる! : 新学習指導要領ハンドブック 小学校編 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/1

146 授業が変わる! : 新学習指導要領ハンドブック 中学校英語編 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/5

147 新小学校学習指導要領改訂のポイント : 全教科・領域が1冊でわかる! 水原克敏編著 日本標準 375.1/MiK

148 質問する、問い返す : 主体的に学ぶということ(岩波ジュニア新書:854) 名古谷隆彦著 岩波書店 375.1/NaT

149 授業の科学と評価 : 連想調査法を用いた教え方・学び方 新田照夫編著 大学教育出版 375.1/NiT

150 よくわかる小学校・中学校新学習指導要領全文と要点解説(「新教育課程」ポイント理解:2) 奈須正裕編 教育開発研究所 375.1/ShK/2
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151
小学校新学習指導要領改訂の要点 : 社会に開かれた教育課程の実現を通じて子供たちに必要な資質・能力の育
成 : 学習指導要領改訂の方針と新旧対照表(指導資料:PART33)

総合初等教育研究所企
画・編集

文溪堂 375.1/SoS

152 脳科学・心理学からの生徒指導・教育相談 岡本泰弘著 晃洋書房 375.2/OkY

153 これからの「歴史教育法」 野崎雅秀著 山川出版社 375.324/NoM

154 道徳教育実践論 : 教科化への対応
遠藤克弥編著/山崎真之
[ほか] 共著

川島書店 375.35/EnK

155
「道徳科」評価の考え方・進め方 : 新学習指導要領ポイントはここ! : 押さえておくべき知識から授業実践
例・通知表文例まで(教職研修総合特集)

永田繁雄編 教育開発研究所 375.35/NaS

156 道徳授業をおもしろくする! : 子どもの心に響く授業づくりの極意 鈴木健二著 教育出版 375.352/SuK

157 クラス全員をアクティブな思考にする算数授業のつくり方(算数科授業サポートBOOKS) 樋口万太郎著 明治図書出版 375.412/HiM

158 算数の授業がもっとうまくなる50の技 尾崎正彦著 明治図書出版 375.412/OzM

159 酸素が見える! : 楽しい理科授業 : 酸素センサ活用教本(B&Tブックス) 高橋三男著 日刊工業新聞社 375.42/TaM

160 そのまま使える!パワポ月経授業 : CD-ROM付き 早乙女智子監修 少年写真新聞社 375.49/SaT

161 国語授業が100倍盛り上がる!面白ワーク&アイテム大事典(小学校国語科授業アシスト) 福山憲市著 明治図書出版 375.82/FuK

162 “楽しい国語"授業の法則 : 子どもが論理的に考える! 向山洋一著 学芸みらい社 375.82/MuY

163 国語の授業がもっとうまくなる50の技 瀧澤真著 明治図書出版 375.82/TaM

164 言語学習ストラテジー : 外国語教師が知っておかなければならないこと
レベッカ L. オックス
フォード著/宍戸通庸,
伴紀子訳

凡人社 375.89/OxR

165 先生が薦める英語学習のための特選映画100選 高校生編 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/3
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166 今すぐ教えられる小学校英語指導案集 : モジュール対応
佐藤久美子編著/東京都
町田市教育委員会協力

朝日出版社 375.8932/SaK

167 闘いを記憶する百姓たち : 江戸時代の裁判学習帳(歴史文化ライブラリー:454) 八鍬友広著 吉川弘文館 375.9/YaT

168 教育課程論 : 2020年代に向けての教育方法論 梨木昭平著 三恵社 375/NaS

169 アクティブ・ラーニングと国際理解教育 : 特集(国際理解教育:Vol.23) 日本国際理解教育学会編
日本国際理解教育学会/
明石書店 (発売)

375/NiK

170 これからの保育者論 : 日々の実践に宿る専門性 高橋貴志著 萌文書林 376.1/TaT

171 保育者のためのアンガーマネジメント入門 : 感情をコントロールする基本スキル23 野村恵里著 中央法規出版 376.14/NoE

172 保護者支援の新ルール10の原則 : ちょっとした言葉かけで変わる(ひろばブックス) 大豆生田啓友著 メイト 376.14/OmH

173
ここが変わった!3法令改訂(定)の要点とこれからの保育 : 平成29年告示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

無藤隆著 チャイルド本社 376.15/MuT/'17

174 保育現場に日の丸・君が代は必要か?(ひとなるブックレット:No.3) 中西新太郎著 ひとなる書房 376.15/NaS

175 なぜジェンダー教育を大学でおこなうのか : 日本と海外の比較から考える 村田晶子, 弓削尚子編著 青弓社 377.15/MuA

176 社会で通用する持続可能なアクティブラーニング : ICEモデルが大学と社会をつなぐ 土持ゲーリー法一著 東信堂 377.15/TsG

177 価値ある大学 : 就職力ランキング 2018年版(日経career magazine:特別編集)
日経HR/日本経済新聞出
版(発売)

377.21//'18

178 危ない大学・消える大学 2018年版 島野清志著 エール出版社 377.21//'18

179 野研!大学が野に出た : フィールドワーク教育と大學堂(シリーズ北九大の挑戦:4) 竹川大介著 九州大学出版会 377.28/KiD2/S-4

180 科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略 改訂第5版 児島将康著 羊土社 377.7/KoM
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181 DVDでよくわかる基本の手話 : すぐに使える会話と表現 改訂版(コツがわかる本) 野口岳史監修 メイツ出版 378.28/NoT

182
決定版!授業のユニバーサルデザインと合理的配慮 : 子どもたちが安心して学べる授業づくり・学級づくりの
ワザ

阿部利彦編著 金子書房 378/AbT

183
インクルーシブ教育システム構築に向けた地域における体制づくりのグランドデザイン : 文部科学省モデル事
業等の実践を通じて

国立特別支援教育総合研
究所 [編]

東洋館出版社 378/KoT

184
インクルーシブ教育システム構築のための学校における体制づくりのガイドブック : 全ての教員で取り組むた
めに

国立特別支援教育総合研
究所 [編]

東洋館出版社 378/KoT

185 交錯と共生の人類学 : オセアニアにおけるマイノリティと主流社会 風間計博編 ナカニシヤ出版 382.7/KaK

186 ホットドッグの歴史(「食」の図書館)
ブルース・クレイグ著/
田口未和訳

原書房 383.8/KrB

187 ホットドッグの歴史(「食」の図書館)
ブルース・クレイグ著/
田口未和訳

原書房 383.8/KrB(1)

188 ふるさとの食べもの(和食文化ブックレット:8. ユネスコ無形文化遺産に登録された和食) 今田節子, 清絢著 思文閣出版 383.81/WaB/1-8

189 江戸の食に学ぶ : 幕末長州藩の栄養事情(臨川選書:32) 五島淑子著 臨川書店 383.8177/GoY

190 明治・日本人の住まいと暮らし : モースが魅せられた美しく豊かな住文化 : 図解300
E. S. モース [画]/阿吽
社編

紫紅社 383.9/MoE

191 中国古代の年中行事 第1冊 中村裕一著 汲古書院 386.22/NaH/1

192 中国古代の年中行事 第2冊 中村裕一著 汲古書院 386.22/NaH/2

193 中国古代の年中行事 第3冊 中村裕一著 汲古書院 386.22/NaH/3

194 中国古代の年中行事 第4冊 中村裕一著 汲古書院 386.22/NaH/4

195 中世ふしぎ絵巻 西山克文/北村さゆり画 ウェッジ 387/NiM
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196 自衛官の心意気 : そのとき、彼らは何を思い、どう動いたか 桜林美佐著 PHP研究所 392.1076/SaM

197 兵学思想入門 : 禁じられた知の封印を解く(ちくま新書:1280) 拳骨拓史著 筑摩書房 399.1/GeT

198 孫子の兵法(角川文庫:20408) 湯浅邦弘 [著] KADOKAWA 399.23/YuK

199 南極大陸大紀行 : 南極観測60年 : みずほ高原の探検から観測・内陸基地建設・雪上車の開発 南極OB会編集委員会編 成山堂書店 402.979/NaO

200 暮らしのなかのニセ科学(平凡社新書:847) 左巻健男著 平凡社 404/SaT

201 はしかの脅威と驚異(岩波科学ライブラリー:265) 山内一也著 岩波書店 408/14/265

202 ジュニア数学オリンピック 2013-2017 数学オリンピック財団編
亀書房/日本評論社 (発
売)

410.7/SuO/'13-'17

203 これならわかる!図解場合の数と確率 佐藤敏明著 ナツメ社 411.22/SaT

204 和算への誘い : 数学を楽しんだ江戸時代(ブックレット「書物をひらく」:7) 上野健爾著 平凡社 419.1/UeK(1)

205 物理が明かす自然の姿 : 奥底を訪ねる軽いジョギング 日置善郎 [著] 吉岡書店 420/HiZ

206 歴史のなかの天文 : 星と暦のエピソード 斉藤国治著 雄山閣 440.21/SaK

207 宇宙の大地図帳 渡部潤一監修 宝島社 440/WaJ

208 地球は本当に丸いのか? : 身近に見つかる9つの証拠 武田康男文・写真 草思社 450/TaY

209 マンガ古生物学 : ハルキゲニたんと行く地球生命5億年の旅 川崎悟司著 築地書館 457/KaS

210 若い読者のための第三のチンパンジー : 人間という動物の進化と未来(草思社文庫:ダ1-6)
ジャレド・ダイアモンド
著/レベッカ・ステフォ
フ編著/秋山勝訳

草思社 469/DiJ
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211 トレーニングという仕事 : 水族館トレーナーの知恵と技
志村博著/相川郁イラス
ト

東海大学出版部 480.76/ShH

212 世界で一番美しいクラゲの図鑑
リサ=アン・ガーシュ
ウィン著/的場知之訳

エクスナレッジ 483.3/GeL

213 くらべてわかる昆虫
永幡嘉之文・写真/奥山
清市写真

山と渓谷社 486.038/NaY

214 ゲッチョ先生の昆虫と自然の描き方教室 : 初めてでも楽しくできる 盛口満絵・文 ナツメ社 486.07/MoM

215 カラスと人の巣づくり協定 後藤三千代著 築地書館 488.99/GoM

216 臨終、ここだけの話 : 現場で見つめた、患者と家族の事情 志賀貢著 三五館 490.14/ShM

217 ヒトはなぜ病み、老いるのか : 寿命の生物学 若原正己著 新日本出版社 491.358/WaM

218 人はなぜ太りやすいのか : 肥満の進化生物学
マイケル・L・パワー,
ジェイ・シュルキン
[著]/山本太郎訳

みすず書房 493.125/PoM

219 丹野智文笑顔で生きる : 認知症とともに 丹野智文著 文藝春秋 493.758/TaT/T

220 予防接種の考え方(科学全書:42) 由上修三著 大月書店 493.82/YuS

221 まちがいだらけの予防接種 : 子どもを愛するすべての両親へ [改訂版](いのちのライブラリー:1) 藤井俊介著 さいろ社 493.938/FuS

222 子どもと親のためのワクチン読本 : 知っておきたい予防接種 母里啓子著 双葉社 493.938/MoH

223 死ぬまでボケない1分間"脳活"法(ワニブックス「Plus」新書:197) 帯津良一, 鳴海周平著
ワニ・プラス/ワニブッ
クス (発売)

498.39/ObR

224 働く女性のストレスとメンタルヘルスケア 丸山総一郎編 創元社 498.8/MaS

225 新幹線はなぜあの形なのか : 流線形からカモノハシ形まで(交通新聞社新書:110) 小島英俊著 交通新聞社 516.7/KoH
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226 Japan's wooden heritage : a journey through a thousand years of architecture 1st ed.(Japan library)
Terunobu Fujimori and
Mitsumasa
Fujitsuka/translated

Japan Publishing
Industry Foundation
for Culture

521.8/FuT

227 木の国の物語 : 日本人は木造り文化をどう伝えてきたか 中嶋尚志著 里文出版 521/NaS

228 図解住まいの寸法 : 暮らしから考える設計のポイント 堀野和人, 黒田吏香著 学芸出版社 527.1/HoK

229 電気自動車工学 : EV設計とシステムインテグレーションの基礎 第2版
廣田幸嗣, 小笠原悟司編
著/船渡寛人 [ほか] 共
著

森北出版 537.25/HiY

230 ドローンを作ろう!飛ばそう! 第2版 高橋隆雄著 秀和システム 538.6/TaT

231 秒速8キロメートルの宇宙から 訓練編
大西卓哉, 宇宙航空研究
開発機構共著

教育評論社 538.9/OnT/O-1

232 秒速8キロメートルの宇宙から 宇宙編
大西卓哉, 宇宙航空研究
開発機構共著

教育評論社 538.9/OnT/O-2

233 それでも原発が必要な理由 (わけ) 櫻井よしこ, 奈良林直著 ワック 539.091/SaY

234 Webデザイン良質見本帳 : 目的別に探せて、すぐに使えるアイデア集 久保田涼子著 SBクリエイティブ 547.4833/KuR

235 海上保安レポート 2017 海上保安庁編 財務省印刷局 557.8/KoK/'17

236 京の酒学(臨川選書:33) 吉田元著 臨川書店 588.52/YoH

237 ヴィンテージの教科書 完全版(エイムック:3814) 枻出版社 589.2/EiS

238 人気を呼ぶ!「和風デザート」「和風菓子」大全 吉田靖彦著 旭屋出版 596.65/YoY

239 おいしさを伝えるレシピの書き方Handbook レシピ校閲者の会編 辰巳出版 596/ReK

240 おいしさを伝えるレシピの書き方Handbook レシピ校閲者の会編 辰巳出版 596/ReK(1)

16



2017年9月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

241 ねこの事典 今泉忠明監修 成美堂出版 645.7/ImT

242 鯨と生きる
西野嘉憲著/庄司義則解
説

平凡社 664.9/NiY

243 なぜ「近大発のナマズ」はウナギより美味いのか? : "新しい魚"開発の舞台裏 山下柚実著 光文社 666.695/YaY

244 魚の形は飼育環境で変わる : 形態異常はなぜ起こるのか?
有瀧真人, 田川正朋, 征
矢野清編

恒星社厚生閣 666/SaK

245 イラッとされないビジネスメール正解不正解 平野友朗監修 サンクチュアリ出版 670.91/HiT

246 みんなの接客韓国語 : 全業種で使える 広瀬直子著/崔正熙翻訳 アルク 673.3/HiN

247 みんなの接客中国語 : 全業種で使える 広瀬直子著/顧蘭亭訳 アルク 673.3/HiN

248 キャッチコピーの教科書 : わかる!!できる!!売れる!!(1THEME×1MINUTE) さわらぎ寛子著 すばる舎 674.35/SaH

249 14歳からのマーケティング 中野明著 総合法令出版 675/NaA

250 ブランディングと成長実感 : 成長する企業のブランド戦略 関野吉記編著
日経BPコンサルティング
/日経BPマーケティング
(発売)

675/SeY

251 最高の空港の歩き方(ポプラ新書:128) 齊藤成人著 ポプラ社 687.9/SaN

252 世界一訪れたい日本のつくりかた(新・観光立国論:実践編)
デービッド・アトキンソ
ン著

東洋経済新報社 689.1/AtD

253 観光交通ビジネス 塩見英治 [ほか] 編著 成山堂書店 689.21/KaK

254 「夜遊び」の経済学 : 世界が注目する「ナイトタイムエコノミー」(光文社新書:886) 木曽崇著 光文社 689.21/KiT

255 観光経済学の基礎講義 中平千彦, 薮田雅弘編著 九州大学出版会 689/NaK
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256 美と実在 : 日本的美意識の解明に向けて 佐藤透著 ナカニシヤ出版 701.1/SaT

257 世界遺産ガイド 2018改訂版 日本編(世界遺産シリーズ)
古田陽久, 古田真美著/
世界遺産総合研究所企
画・編集

シンクタンクせとうち総
合研究機構

709/SeI

258 日本美術に見るきもの 近藤富枝著 河出書房新社 721/KoT

259 怖い絵のひみつ。 : 「怖い絵」スペシャルブック 中野京子著 KADOKAWA 723/NaK

260 中国のマンガ「連環画 (れんかんが)」の世界 武田雅哉著 平凡社 726.101/TaM

261 私的作家考(立東舎文庫:[R-29 て1-6]. 手塚治虫エッセイ集成) 手塚治虫 [著]
立東舎/リットーミュー
ジック (発売)

726.101/TeO/T

262 漫画のすごい思想 四方田犬彦著 潮出版社 726.101/YoI

263 日本の音篠笛事始め 森田玲著 篠笛文化研究社 768.16/MoA

264 小林一三は宝塚少女歌劇にどのような夢を託したのか 伊井春樹著 ミネルヴァ書房 775.4/TaK/I

265 映画・アニメ観てある記(立東舎文庫:[R-30 て1-7]. 手塚治虫エッセイ集成) 手塚治虫 [著]
立東舎/リットーミュー
ジック (発売)

778.04/TeO

266 『君の名は。』の交響 志水義夫, 助川幸逸郎編 ひつじ書房 778.77/ShM/S

267 スポーツ救命講習会テキスト
池田浩 [ほか] 著/日本
サッカー協会医学委員会
編集

金原出版 780.19/NiS

268 もっと速くなる水泳・練習法
黒瀬幹夫著/東島新次監
修

電波社 785.22/KuM

269 スポーツクライミング教本 : 完全図解 : クライマー必須のクライミング技術を分析 東秀磯著 山と溪谷社 786.16/HiH

270 もっと強くなる剣道・練習法 古川和男監修 電波社 789.3/FuK
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271 Text, discourse and corpora : theory and analysis : hardcover(Corpus and discourse)
Michael Hoey ... [et
al.]/with an
introduction by John

Continuum 801/TeD

272 Language learning strategies : what every teacher should know Rebecca L. Oxford Heinle & Heinle 807/OxR

273 Grammar dictation(Resource books for teachers) Ruth Wajnryb
Oxford University
Press

807/WaR

274 「言葉にできる人」の話し方 : 15秒で伝えきる知的会話術(小学館新書:[299]) 齋藤孝著 小学館 809.2/SaT

275 日本語と道徳 : 本心・正直・誠実・智恵はいつ生まれたか(筑摩選書:0147) 西田知己著 筑摩書房 810.25/NiT

276 毎日新聞・校閲グループのミスがなくなるすごい文章術 岩佐義樹著 ポプラ社 810.4/IwY

277 ここが肝心!語彙力のヘソ : すぐに身につくワンランク上の言葉の使い方 山口謡司著 徳間書店 810.4/YaY

278 国語学一般・国語史・表記 第52号 2015年(平成27年)(日本語学論説資料:第1分冊) 論説資料保存会 810.5/3/52-1

279 文法 第52号 2015年 第2分冊(日本語学論説資料:第2分冊, 第3分冊) 論説資料保存会 810.5/3/52-2

280 文法 第52号 2015年 第2分冊(増刊)(日本語学論説資料:第2分冊, 第3分冊) 論説資料保存会 810.5/3/52-2-2

281 ココが面白い! 日本語学 岡崎友子 [ほか] 編 ココ出版 810.7/KoO

282 三省堂反対語対立語辞典 三省堂編修所編 三省堂 813.5/San

283 漢字の使い分けハンドブック(Gleam Books) 氏原基余司著 朝陽会 814.5/UjK

284 これからレポート・卒論を書く若者のために 第2版 酒井聡樹著 共立出版 816.5/SaS

285 弁護士が書いた究極の文章術 : 誤解なく読み手に伝える書き方のヒント28 木山泰嗣著 法学書院 816/KiH
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286 中国語はじめの一歩 新版(ちくま学芸文庫:[キ-24-1]) 木村英樹著 筑摩書房 820.7/KiH

287 中国語イラスト辞典 呉月梅編 三修社 824/GoG

288 つたわる中国語文法 : 前置詞・副詞・接続詞を総復習 林松濤著 東方書店 825.6/RiS

289
Literature and language teaching : a guide for teachers and trainers : pbk(Cambridge teacher
training and development)

Gillian Lazar
Cambridge University
Press

830.7/LaG

290 英検2級面接大特訓 : 二次試験対策だれでも一発合格できる
植田一三, 上田敏子,
Michy里中著

Jリサーチ出版 830.79/EiN

291 はじめてのTOEIC L&Rテスト「先読み」と単語で730点突破!
伊藤太, ゲーリー・ス
コット・ファイン著

大和書房 830.79/ItF

292 TOEIC L&Rテストいきなり600点! 横川綾子, 渋谷奈津子著 アルク 830.79/YoA

293 Oxford learner's thesaurus : a dictionary of synonyms
chief editor, Diana
Lea/editors, Jennifer
Bradbery, Richard

Oxford University
Press

833.5/OxU

294 直訳禁止!ネイティブが使うユニーク英語表現 牧野高吉著 DHC 834.4/MaT

295
Writing an applied linguistics thesis or dissertation : a guide to presenting empirical research :
hardback

John Bitchener Palgrave Macmillan 836.5/BiJ

296 速効!英文ライティング : 英語は名詞と動詞が9割! 福田尚代著
日本能率協会マネジメン
トセンター

836/FuH

297 Stylistics and the teaching of literature(Applied linguistics and language study) H.G. Widdowson Longman 836/WiH

298 天声人語 : 英文対照 v. 189 2017夏
朝日新聞論説委員室編/
英文朝日訳

原書房 837.5/13/189

299 英語で読む力。 : 54のサンプル・リーディングで鍛える! : power reading in English
長尾和夫, アンディ・
バーガー著

三修社 837.5/NaK

300
「チクチクする」「ピンとこない」を英語でパッと言えますか? : ネイティブ思考の感情・感覚・イメージを
表す英会話フレーズ1100

ジェームス・M・バーダ
マン著

DHC 837.8/VaJ
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301 日本文学の発生序説 改版(角川文庫:20409) 折口信夫 [著] KADOKAWA 910.2/OrS

302 国文学年次別論文集 平成25(2013)年 上代1 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'13-2-1

303 まひる野/雲鳥/太虗集(和歌文学大系:79)
[窪田空穂著]/太田登
[校注]/[太田水穂著]/西
村真一 [校注]/[島木赤

明治書院 911.1/Mah

304 解析『日本書紀』 : 図版と口語訳による『書紀』への招待 相原精次著 彩流社 913.2/NiS/A

305 カルマ真仙教事件 上(講談社文庫:[は92-15]-[は92-16]) 濱嘉之 [著] 講談社 913.6/HaY2/K-1

306 カルマ真仙教事件 中(講談社文庫:[は92-15]-[は92-16]) 濱嘉之 [著] 講談社 913.6/HaY2/K-2

307 コーヒーが冷めないうちに 川口俊和著 サンマーク出版 913.6/KaT3/K(1)

308 ホテル・カリフォルニアの殺人(宝島社文庫:Cむ-2-1. [このミス大賞]) 村上暢著 宝島社 913.6/MuN/H

309 自由のこれから(ベスト新書:554) 平野啓一郎著 KKベストセラーズ 914.6/HiK2/J

310 不寛容な時代のポピュリズム 森達也著 青土社 914.6/MoT/F

311 事件 : 闇の奥へ(アンソロジー・プロレタリア文学:4) 楜沢健編 森話社 918.6/AnP/4

312 世界は今、猫のものになる(ちくま文庫:[わ-13-1]. 猫の文学館:1) 和田博文編 筑摩書房 918.6/NeB/1

313 この世界の境界を越える猫(ちくま文庫:[わ-13-2]. 猫の文学館:2) 和田博文編 筑摩書房 918.6/NeB/2

314 源氏物語 上(日本文学全集:04) 角田光代訳 河出書房新社 918/IkN/4

315 ガラスの靴(新潮文庫:10722, フ-62-1)
エリナー・ファージョン
[著]/野口百合子訳

新潮社 933.7/FaE/G
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316 ドーン・トレッダー号の航海(光文社古典新訳文庫:[KAル1-5]. ナルニア国物語:5)
C・S・ルイス著/土屋京
子訳

光文社 933.7/LeC/N-5

317 オイディプス王(光文社古典新訳文庫:[KAソ3-1])
ソポクレス著/河合祥一
郎訳

光文社 991.2/Sop/O

318 日本の名作絵本5000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

319 はしをわたってしらないまちへ(こどものとも:739号) 高科正信文/中川洋典絵 福音館書店 E//17

320 て(こどものとも年少版:487号) とのむらせつこさく 福音館書店 E//17

321 つくってあそぼうあやつりにんぎょう(かがくのとも:583号) 林由未さく 福音館書店 E//17

322 どろんこハリー

ジーン・ジオンぶん/
マーガレット・ブロイ・
グレアムえ/わたなべし
げおやく

福音館書店 E/30

323 親子でできるたのしい科学実験 : ナショジオ式自由研究(ナショナルジオグラフィック. KiDS)
カレン・ロマノ・ヤング
著/春日井晶子訳

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)

K407/YoK

324 釈迦(岩波文庫:緑(31)-050-6) 武者小路実篤作 岩波書店 イ913.6/MuS/S

325 世界最古の物語 : バビロニア・ハッティ・カナアン(東洋文庫:884)
Th・H・ガスター著/矢島
文夫訳

平凡社 ト164/GaT

326 「欠点」を「強み」に変える就活力 : 上位5%に入るエントリーシート&作文の書き方 岩田一平著 サンマーク出版 就職/資格

327 これならわかる!図解場合の数と確率 佐藤敏明著 ナツメ社 就職/資格

328 これで合格!全国手話検定試験 : 5級 4級 3級 2級 準1級 1級 2017
全国手話研修センター編
集

中央法規出版 就職/資格/'17

329 銀河博士 2017～2018年版(天文宇宙検定公式テキスト:2級) 天文宇宙検定委員会編 恒星社厚生閣 就職/資格/'17-'18
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330 公務員の仕事入門ブック 30年度試験対応(公務員試験受験ジャーナル特別企画:2) 実務教育出版 就職/資格/'18

331 自衛官になる本 : 陸上・海上・航空自衛隊自衛官への道を完全収録 2018-2019(イカロスMOOK) 古澤誠一郎 [ほか] 執筆 イカロス出版 就職/資格/'18-'19

332 就活必修!1週間でできる自己分析 : エントリーシート・面接で失敗しない方法 2019 坪田まり子著 さくら舎 就職/資格/'19

333 就活必修!速習の面接・インターン 2019 坪田まり子[著] さくら舎 就職/資格/'19

334 5日で攻略!Webテスト '19年版 笹森貴之著 成美堂出版 就職/資格/'19

335 Webテスト最強問題集 : 1日10分、「玉手箱」完全突破! ['19年版] 柳本新二著 大和書房 就職/資格/'19

336 「1日10分」から始めるSPI基本問題集 ['19年版] 柳本新二著 大和書房 就職/資格/'19

337 SPI最強問題集 : 「1日30分30日」完全突破! ['19年版] 柳本新二著 大和書房 就職/資格/'19

338 就活必修!はじめてのES (エントリーシート) &SPI3要点と盲点 2019 柳本新二著 さくら舎 就職/資格/'19

339 インターンシップ 2019(絶対内定) 熊谷智宏著 ダイヤモンド社 就職/資格/'19

340 これが本当のSPI3テストセンターだ! 2019年度版 SPIノートの会編著 洋泉社 就職/資格/'19

341 現職人事が書いた「公務員になりたい人へ」の本 : 公務員試験 2019年度版 大賀英徳編著 実務教育出版 就職/資格/'19

342 就活のやり方 : いつ・何を・どう? ぜんぶ! : 先輩には聞きづらいシューカツのキホンがわかる! 2019年度版 就職情報研究会編 実務教育出版 就職/資格/'19

343 ホンネの女子就活 : センパイたちが就活中に悩んだこと 2019年度版 女子就活ネット編 実務教育出版 就職/資格/'19

344 めざせ!貿易実務検定 : 要点解説&過去問題 改訂11版 日本貿易実務検定協会編
日本能率協会マネジメン
トセンター

就職/資格/['17]
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345 茶道文化検定公式問題集 9-1級・2級 今日庵茶道資料館監修 淡交社 就職/資格/['17]

346 茶道文化検定公式問題集 9-3級・4級 今日庵茶道資料館監修 淡交社 就職/資格/['17]

347 公務員試験論文
喜治賢次編著/公務員試
験専門喜治塾著

公務員試験専門喜治塾 就職/資格/['17]

348 社会科学 : 地方上級・国家一般職・国税専門官 第12版(公務員Vテキスト:20) TAC公務員講座編
TAC株式会社出版事業部
(TAC出版)

就職/資格/['17]

349 Premium atlas (プレミアムアトラス) 日本地図帳 新訂第3版 平凡社編 平凡社 旅行/地図
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