
2017年10月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 「内発的発展」とは何か : 新しい学問に向けて 新版 川勝平太, 鶴見和子著 藤原書店 002/KaH

2 マンガでわかる人工知能 : all about artificial intelligence
藤木俊明著/山田みらい作
画

インプレス 007.13/FuT

3 AIが神になる日 : シンギュラリティーが人類を救う 松本徹三著 SBクリエイティブ 007.13/MaT

4 今すぐ使えるかんたんGoogle完全(コンプリート)ガイドブック : 困った解決&便利技 AYURA著 技術評論社 007.58/Goo/A

5 PowerPoint魅せるプレゼンワザ : 2016&2013&2010&2007(速効!ポケットマニュアル)
速効!ポケットマニュアル
編集部著

マイナビ出版 007.63/PoP

6 パソコンとインターネットの「わからない!」をぜんぶ解決する本(洋泉社mook) 洋泉社 007.634/Win/Y

7 図書館と江戸時代の人びと 新藤透著 柏書房 010.21/ShT

8 図書の修理とらの巻
書物の歴史と保存修復に関
する研究会編/野呂聡子ス
トーリー・絵

澪標 014.614/ShR

9 高校図書館デイズ : 生徒と司書の本をめぐる語らい(ちくまプリマー新書:280) 成田康子著 筑摩書房 017.4/NaY

10 読みたい心に火をつけろ! : 学校図書館大活用術(岩波ジュニア新書:855) 木下通子著 岩波書店 017/KiM

11 図書館だよりを作りませんか? 太田和順子監・著 少年写真新聞社 017/OtJ
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書名 著者名 出版者 請求記号

12 教養は児童書で学べ(光文社新書:896) 出口治明著 光文社 019.5/DeH

13 昭和こども図書館 : 今でも読める思い出の児童書ガイド 初見健一著 大空出版 019.5/HaK

14 どんな絵本を読んできた?
「この絵本が好き!」編集
部編 : こうの史代イラス
ト

平凡社 019.53/Hei

15 本を読むのが苦手な僕はこんなふうに本を読んできた(光文社新書:892) 横尾忠則著 光文社 019.9/YoT

16 死ぬほど読書(幻冬舎新書:461, [に-5-1]) 丹羽宇一郎著 幻冬舎 019/NiU

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

18 絵本で世界を旅しよう : くぼっち文庫の100冊 2 久保良道著 文芸社 028.09/EhS/2

19 超暇つぶし図鑑 ARuFa著 宝島社 049.1/Aru

20 「総合資料学」の挑戦 : 異分野融合研究の最前線 国立歴史民俗博物館編 吉川弘文館 069/KoR

21 メディアの驕り(新潮新書:726) 広淵升彦著 新潮社 070.1/HiM

22 「ポスト真実」の時代 : 「信じたいウソ」が「事実」に勝る世界をどう生き抜くか 津田大介, 日比嘉高著 祥伝社 070.14/TsD
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23 愛と狂瀾のメリークリスマス : なぜ異教徒の祭典が日本化したのか(講談社現代新書:2401) 堀井憲一郎著 講談社 081/16/2401

24 福島第一原発1号機冷却「失敗の本質」(講談社現代新書:2443)
NHKスペシャル『メルトダ
ウン』取材班著

講談社 081/16/2443

25 怒りを鎮めるうまく謝る : 科学の知恵(講談社現代新書:2444) 川合伸幸著 講談社 081/16/2444

26 珈琲 (コーヒー) の世界史(講談社現代新書:2445) 旦部幸博著 講談社 081/16/2445

27 ピアノの名曲 : 聴きどころ弾きどころ(講談社現代新書:2446) イリーナ・メジューエワ著 講談社 081/16/2446

28 正しい本の読み方(講談社現代新書:2447) 橋爪大三郎著 講談社 081/16/2447

29 天皇家のお葬式(講談社現代新書:2449) 大角修著 講談社 081/16/2449

30 国際政治 : 恐怖と希望 改版(中公新書:108) 高坂正尭著 中央公論新社 081/17/108

31 トラクターの世界史 : 人類の歴史を変えた「鉄の馬」たち(中公新書:2451) 藤原辰史著 中央公論新社 081/17/2451

32 斎宮 : 伊勢斎王たちの生きた古代史(中公新書:2452) 榎村寛之著 中央公論新社 081/17/2452

33 イスラームの歴史 : 1400年の軌跡(中公新書:2453)
カレン・アームストロング
著/小林朋則訳

中央公論新社 081/17/2453
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34 人口減少と社会保障 : 孤立と縮小を乗り越える(中公新書:2454) 山崎史郎著 中央公論新社 081/17/2454

35 日本史の内幕 : 戦国女性の素顔から幕末・近代の謎まで(中公新書:2455) 磯田道史著 中央公論新社 081/17/2455

36 物語フィンランドの歴史 : 北欧先進国「バルト海の乙女」の800年(中公新書:2456) 石野裕子著 中央公論新社 081/17/2456

37 光明皇后 : 平城京にかけた夢と祈り(中公新書:2457) 瀧浪貞子著 中央公論新社 081/17/2457

38 折口信夫 : 日本の保守主義者(中公新書:2458) 植村和秀著 中央公論新社 081/17/2458

39 聖書、コーラン、仏典 : 原典から宗教の本質をさぐる(中公新書:2459) 中村圭志著 中央公論新社 081/17/2459

40 西郷隆盛 : 維新の功臣明治の逆賊(中公文庫:[あ-75-6]) 相川司著 中央公論新社 081/18/あ75-6

41 蛮社始末 改版 : 新装版(中公文庫:[う-28-9]) 上田秀人著 中央公論新社 081/18/う28-9

42 政治の本質(中公文庫:[ウ-9-1])
マックス・ヴェーバー,
カール・シュミット著/清
水幾太郎訳

中央公論新社 081/18/ウ9-1

43 大貧帳(中公文庫:[う-9-11]) 内田百間著 中央公論新社 081/18/う9-11

44 南沙艦隊殲滅 上(中公文庫:[お-67-12], [お-67-13]) 大石英司著 中央公論新社 081/18/お67-12
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45 南沙艦隊殲滅 下(中公文庫:[お-67-12], [お-67-13]) 大石英司著 中央公論新社 081/18/お67-13

46 僕とおじさんの朝ごはん(中公文庫:[か-85-1]) 桂望実著 中央公論新社 081/18/か85-1

47 キムラ食堂のメニュー(中公文庫:[き-47-1]) 木村衣有子著 中央公論新社 081/18/き47-1

48 孤拳伝 2 : 新装版(中公文庫:[こ-40-28], [こ-40-29]) 今野敏著 中央公論新社 081/18/こ40-29

49 スケープゴート : 金融担当大臣・三崎皓子(中公文庫:[こ-53-4]) 幸田真音著 中央公論新社 081/18/こ53-4

50 五十坂家の百年(中公文庫:[さ-76-1]) 斉木香津著 中央公論新社 081/18/さ76-1

51 Red(中公文庫:[し-46-3]) 島本理生著 中央公論新社 081/18/し46-3

52 エロティシズム 改版(中公文庫:[し-9-10]) 澁澤龍彦著 中央公論新社 081/18/し9-10

53 エロス的人間 改版(中公文庫:[し-9-11]) 澁澤龍彦著 中央公論新社 081/18/し9-11

54 トーキョー・レコード : 軍国日本特派員日記 上(中公文庫:[ト-8-1], [ト-8-2])
オットー・D・トリシャス
著/鈴木廣之, 洲之内啓子
訳

中央公論新社 081/18/ト8-1

55 トーキョー・レコード : 軍国日本特派員日記 下(中公文庫:[ト-8-1], [ト-8-2])
オットー・D・トリシャス
著/鈴木廣之, 洲之内啓子
訳

中央公論新社 081/18/ト8-2
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56 幕末明治人物誌(中公文庫:[は-73-1]) 橋川文三著 中央公論新社 081/18/は73-1

57 十六夜荘ノート(中公文庫:[ふ-48-1]) 古内一絵著 中央公論新社 081/18/ふ48-1

58 2030年の旅(中公文庫:[ほ-20-1]) 恩田陸[ほか]著 中央公論新社 081/18/ほ20-1

59 猫ミス!(中公文庫:[ほ-20-2]) 新井素子[ほか]著 中央公論新社 081/18/ほ20-2

60 人はなぜ戦うのか : 考古学からみた戦争(中公文庫:[ま-48-1]) 松木武彦著 中央公論新社 081/18/ま48-1

61 幕末 : 非命の維新者(中公文庫:[む-28-1]) 村上一郎著 中央公論新社 081/18/む28-1

62 棟居刑事の黙示録(中公文庫:[も-12-73]) 森村誠一著 中央公論新社 081/18/も12-73

63 出張料亭おりおり堂 : ふっくらアラ煮と婚活ゾンビ(中公文庫:[や-64-1]) 安田依央著 中央公論新社 081/18/や64-1

64 父のこと(中公文庫:[よ-5-12]) 吉田健一著 中央公論新社 081/18/よ5-12

65 水滸伝 2(講談社学術文庫:[2451]-[2452]) 井波律子訳 講談社 081/2/2452

66 言語起源論(講談社学術文庫:[2457])
ヨハン・ゴットフリート・
ヘルダー [著]/宮谷尚実訳

講談社 081/2/2457
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67 漬け物大全 : 世界の発酵食品探訪記(講談社学術文庫:[2462]) 小泉武夫 [著] 講談社 081/2/2462

68 道徳を基礎づける : 孟子 vs. カント、ルソー、ニーチェ(講談社学術文庫:[2463])
フランソワ・ジュリアン著
/中島隆博, 志野好伸訳

講談社 081/2/2463

69 近代ヨーロッパの覇権(講談社学術文庫:[2467]. 興亡の世界史) 福井憲彦 [著] 講談社 081/2/2467

70 夜長姫と耳男(岩波現代文庫:文芸:293)
坂口安吾原作/近藤ようこ
漫画

岩波書店 081/22/B293

71 桜の森の満開の下(岩波現代文庫:文芸:294)
坂口安吾原作/近藤ようこ
漫画

岩波書店 081/22/B294

72 はじまりのレーニン 新版(岩波現代文庫:学術:368) 中沢新一著 岩波書店 081/22/G368

73 日本の歴史を旅する(岩波新書:新赤版 1676) 五味文彦著 岩波書店 081/6-4/1676

74 イギリス現代史(岩波新書:新赤版 1677) 長谷川貴彦著 岩波書店 081/6-4/1677

75 60歳からの外国語修行 : メキシコに学ぶ(岩波新書:新赤版 1678) 青山南著 岩波書店 081/6-4/1678

76 抗生物質と人間 : マイクロバイオームの危機(岩波新書:新赤版 1679) 山本太郎著 岩波書店 081/6-4/1679

77 新・風景論 : 哲学的考察(筑摩選書:0148) 清水真木著 筑摩書房 112/ShM
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78 日本人は死んだらどこへ行くのか(PHP新書:1095) 鎌田東二著 PHP研究所 114.2/KaT

79 現代現象学 : 経験から始める哲学入門(ワードマップ)
植村玄輝, 八重樫徹, 吉川
孝編著/富山豊, 森功次著

新曜社 116.7/GeG

80 日本思想の古層 梅原猛, 川勝平太著 藤原書店 121.04/UmT

81 六朝言語思想史研究 和久希著 汲古書院 125.2/WaN

82 神童は大人になってどうなったのか 小林哲夫著 太田出版 141.18/KoT

83 逆説の法則(新潮選書) 西成活裕著 新潮社 141.5/NiK

84 齋藤孝の知の整理力 : put your intelligence in order 齋藤孝著 かんき出版 141.5/SaT

85 小さな習慣
スティーヴン・ガイズ著/
田口未和訳

ダイヤモンド社 141.75/GuS

86 臨床から心を学び探究する : 齋藤久美子著作集 齋藤久美子著 岩崎学術出版社 143.04/SaK

87 臨床場面での自己開示と倫理 : 関係精神分析の展開
岡野憲一郎編著/吾妻壮,
富樫公一, 横井公一著

岩崎学術出版社 146.1/OkK

88 多彩なアプローチの統合による実践事例(PTSDとトラウマの心理療法:ケースブック)
バベット・ロスチャイルド
著/久保隆司訳

創元社 146.8/RoB
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89 発達障害・被虐待児のこころの世界 : 精神分析による包括的理解
M・ラスティン [ほか] 編/
黒崎充勇, 浅野美穂子, 飯
野晴子訳

岩崎学術出版社 146.82/HaS

90 教育勅語の何が問題か(岩波ブックレット:974) 教育史学会編 岩波書店 155/KyG

91 やさしさ(神戸女学院大学総文教育叢書)(日常を拓く知. 古典を読む:1) 景山佳代子編 世界思想社 158/KaK

92 20代の生き方で人生は9割決まる! 金川顕教著 かんき出版 159/KaA

93 神と仏の日本文化 : 遍照の宝鑰 小峰彌彦著 大法輪閣 162.1/KoM

94 日本人の信仰(扶桑社新書:246) 島田裕巳著
育鵬社 : 扶桑社/
扶桑社 (発売)

162.1/ShH

95 神をつくる : ベナン南西部におけるフェティッシュ・人・近代の民族誌 田中正隆著 世界思想社 163.4/TaM

96 穀物と野獣の霊 下(金枝篇 : 呪術と宗教の研究:第6-7巻)
J・G・フレイザー著/神成
利男訳

国書刊行会 163/FrJ/K-7

97 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2017-5]
edited by Marc Gaborieau
... [et al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'17-5

98 イスラーム思想を読みとく(ちくま新書:1285) 松山洋平著 筑摩書房 167.8/MaY

99 クルアーン的世界観 : 近代をイスラームと共存させるために
アブドゥルハミード・ア
ブー・スライマーン著/塩
崎悠輝, 出水麻野訳

作品社 167/AbA
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100 民衆救済と仏教の歴史 下巻 中屋宗寿著 郁朋社 180.2/NaS/M-3

101 仏教と酒 : 不飲酒戒史の変遷について(日本禁酒・断酒・排酒運動叢書:3) 藤原暁三著/日高彪編 慧文社 181.6/FuG

102 墓と仏壇の意義 新装版 八田幸雄著 東方出版 182.1/HaY

103 東アジアの仏伝文学 小峯和明編 勉誠出版 184.9/KoK

104 空海に学ぶ仏教入門(ちくま新書:1284) 吉村均著 筑摩書房 188.51/YoH

105 東洋的な見方(角川文庫:20505) 鈴木大拙 [著] KADOKAWA 188.8/SuD

106 歴史を社会に活かす : 楽しむ・学ぶ・伝える・観る 歴史学研究会編 東京大学出版会 201/ReK

107 EUやらイスラムやら、ここ100年くらいの世界情勢をマンガでチラッと振り返る 関眞興著 宝島社 209.7/SeS

108 小さな大世界史 : アフリカから出発した人類の長い旅 ジェフリー・ブレイニー著 ミネルヴァ書房 209/BlG

109 地域史と世界史(MINERVA世界史叢書:1) 羽田正責任編集 ミネルヴァ書房 209/HaM

110 最もシンプルな世界史のつかみ方 祝田秀全著 KADOKAWA 209/IwS
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111 新もういちど読む山川世界史
「世界の歴史」編集委員会
編

山川出版社 209/SeR

112 謎トキ世界史写真・絵画が語る歴史 西洋史編 清水書院編集部編 清水書院 209/ShS/1

113 謎トキ世界史写真・絵画が語る歴史 東洋史編 清水書院編集部編 清水書院 209/ShS/2

114 謎トキ日本史写真・絵画が語る歴史 阿部泉編著 清水書院 210.1/AbI

115 新もういちど読む山川日本史 五味文彦, 鳥海靖編 山川出版社 210.1/GoF

116 もういちど読む山川日本史史料 下山忍, 會田康範編 山川出版社 210.1/ShS

117 世界単位日本 : 列島の文明生態史(学術選書:082) 高谷好一著
京都大学学術出版
会

210.1/TaY

118 前近代の日本と東アジア : 石井正敏の歴史学(アジア遊学:214) 荒野泰典 [ほか] 編 勉誠出版 210.18/ZeN

119 明治国家と万国対峙 : 近代日本の形成(角川選書:589) 勝田政治著 KADOKAWA 210.6/KaM

120 激動の日本近現代史1852-1941 : 歴史修正主義の逆襲 宮崎正弘, 渡辺惣樹著 ビジネス社 210.6/MiM

121 明治維新と外交(講座明治維新:6) 明治維新史学会編 有志舎 210.61/MeI/6
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122
怒濤篇 : 今明かすスクープの秘密40 : 墓場までもってゆく機密を記者たちが明かした!(文春MOOK. シ
リーズ昭和:2)

文藝春秋 210.7//2

123 図説日中戦争(ふくろうの本)
森山康平著/太平洋戦争研
究会編

河出書房新社 210.74/MoK

124 一九四五占守島の真実 : 少年戦車兵が見た最後の戦場(PHP新書:1104) 相原秀起著 PHP研究所 210.75/AiH

125 写真で見る日めくり日米開戦・終戦(文春新書:1136)
石山永一郎著/共同通信編
集委員室 [編]

文藝春秋 210.75/IsE

126 原爆死の真実 : きのこ雲の下で起きていたこと NHKスペシャル取材班 [著] 岩波書店 210.75/NiH

127 歴史に「何を」学ぶのか(ちくまプリマー新書:282) 半藤一利著 筑摩書房 210/HaK

128 古代豪族葛城氏と大古墳 小笠原好彦著 吉川弘文館 216.5/OgY

129 近畿の城郭 : 図解 4 城郭談話会編/中井均監修 戎光祥出版 216/JyD

130 沖縄1935 : 写真集 週刊朝日編集部編 朝日新聞出版 219.9/AsS

131 朝鮮外交の近代 : 宗属関係から大韓帝国へ 森万佑子著 名古屋大学出版会 221.05/MoM

132 中国史学の方法論(日中学者中国古代史論壇論文集:第8回)

中国社会科学院歴史研究
所, 東方学会, 早稲田大学
総合人文科学研究センター
[編] : 渡邉義浩編

汲古書院 222/ChS
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133 図説ヴィクトリア朝百貨事典 : 新装版(ふくろうの本) 谷田博幸著 河出書房新社 233.06/TaH

134 ロシア革命とは何か : トロツキー革命論集(光文社古典新訳文庫:[KCト1-2]) トロツキー著/森田成也訳 光文社 238.07/TrL

135 ユートピアの崩壊ナウル共和国 : 世界一裕福な島国が最貧国に転落するまで
リュック・フォリエ著/林
昌宏訳

新泉社 274.6/FoL

136 ナウル日和 : Nauru 小澤太一著 日本カメラ社 274.6/KoT

137 日本編 上(悪の歴史 : 隠されてきた「悪」に焦点をあて、真実の人間像に迫る) 関幸彦編著 清水書院 281/SeY/1

138 東アジア編 上(悪の歴史 : 隠されてきた「悪」に焦点をあて、真実の人間像に迫る) 鶴間和幸編著 清水書院 282.2/TsK/1

139 天皇陛下からわたしたちへのおことば 高森明勅監修 双葉社 288.41/TaA

140 おーい!竜馬 8(My first wide)
武田鉄矢原作/小山ゆう作
画

小学館
289.1/SaR2/T-
8(1)

141 西郷隆盛 : 人を相手にせず、天を相手にせよ(ミネルヴァ日本評伝選) 家近良樹著 ミネルヴァ書房 289.1/SaT/I

142 西郷どんとよばれた男 原口泉著 NHK出版 289.1/SaT3/H

143 西郷どん入門 北影雄幸著 勉誠出版 289.1/SaT3/K
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144 西郷どん評判記 北影雄幸著 勉誠出版 289.1/SaT3/K

145 広辞苑はなぜ生まれたか : 新村出の生きた軌跡 新村恭著 世界思想社 289.1/ShI2/S

146 なぜジョブズは禅の生き方を選んだのか? 桑原晃弥, 藤原東演著 PHP研究所 289.3/JoS/K

147 図説ヴィクトリア女王 : 英国の近代化をなしとげた女帝
デボラ・ジャッフェ著/二
木かおる訳

原書房 289.3/Vic/J

148 中学校の地理が1冊でしっかりわかる本 : 日本と世界の「なぜ?」が見える! : オールカラー 宮路秀作著 かんき出版 290/MiS

149 おどろきの金沢(講談社+α新書:758-1C) 秋元雄史 [著] 講談社 291.43/AkY

150 BEAMS eye on Kobe : ビームスの神戸。(SPACE SHOWER BOOKs)
ビームス/スペース
シャワーネット
ワーク (発売)

291.64/Bea

151 神戸、書いてどうなるのか 安田謙一著
ぴあ株式会社関西
支社

291.64/YaK

152
アジェンダ・選択肢・公共政策 : 政策はどのように決まるのか(ポリティカル・サイエンス・クラシック
ス:12)

ジョン・キングダン著/笠
京子訳

勁草書房 301/KiJ

153 地図で見る中国ハンドブック

ティエリ・サンジュアン著
/マドレーヌ・ブノワ=ギュ
イヨ地図製作/太田佐絵子
訳

原書房 302.22/SaT

154 中国では書けない中国の話 余華著/飯塚容訳 河出書房新社 302.22/YoK
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155 ブータン : 国民の幸せをめざす王国 熊谷誠慈編著 創元社 302.2588/KuS

156 中東 : 混迷の本当の理由(池上彰の世界の見方) 池上彰著 小学館 302.27/IkA

157 「今日よりいい明日はない」という生き方 : 低成長時代を豊かに楽しむ知恵 榊原英資著 東洋経済新報社 304/SaE

158 Briefe 1875-1886 : Leinen(Gesamtausgabe:Abt. 2. Briefe:Bd. 1)

Max Weber/herausgegeben
von Gangolf Hübinger/in
Zusammenarbeit mit
Thomas Gerhards und Uta

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

159 敗者の想像力(集英社新書:0882B) 加藤典洋著 集英社 309.021/KaN

160 親鸞と日本主義(新潮選書) 中島岳志著 新潮社 311.3/NaT

161 脱大日本主義 : 「成熟の時代」の国のかたち(平凡社新書:846) 鳩山友紀夫著 平凡社 312.1/HaY

162 政治家失言放言大全 : 問題発言の戦後史 木下厚著 勉誠出版 312.1/KiA

163 中国はなぜ軍拡を続けるのか(新潮選書) 阿南友亮著 新潮社 312.22/AnY

164 世界飛び地大全(角川文庫:18737) 吉田一郎 [著] KADOKAWA 312.9/YoI

165 生前退位-天皇制廃止-共和制日本へ 堀内哲編 第三書館 313.7/HoS
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166 そこが知りたい!日本の警察組織のしくみ : 警察ドラマ・小説がも〜っとわかるようになる! 古谷謙一監修 朝日新聞出版 317.7/FuK

167 地方自治の基礎 藤井浩司, 中村祐司編著 一藝社 318/FuK

168 大国の暴走 : 「米・中・露」三帝国はなぜ世界を脅かすのか
渡部恒雄, 近藤大介, 小泉
悠著

講談社 319.04/TaB

169 日米同盟のリアリズム(文春新書:1135) 小川和久著 文藝春秋 319.1053/OgK

170 私たち、戦争人間について : 愛と平和主義の限界に関する考察 石川明人著 創元社 319.8/IsA

171 自国ファーストの行き着く先(角川新書:K-149. 知らないと恥をかく世界の大問題:8) 池上彰 [著] KADOKAWA 319/IkA

172 世界の人権保障
中村睦男, 佐々木雅寿, 寺
島壽一編著/岩本一郎 [ほ
か] 執筆

三省堂 323.01/SeJ

173 民法入門 生田敏康 [ほか] 著 法律文化社 324/MiN

174 民法改正がわかった 田中嗣久, 大島一悟著 法学書院 324/TaT

175 会社法 黒沼悦郎著 商事法務 325.2/KuE

176 死刑 : その哲学的考察(ちくま新書:1281) 萱野稔人著 筑摩書房 326.41/KaT
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177 図説東京裁判 : 新装版(ふくろうの本)
平塚柾緒著/太平洋戦争研
究会編

河出書房新社 329.67/HiM

178 パール判事の日本無罪論 新版(小学館新書:305) 田中正明著 小学館 329.67/PaR/T

179 東京裁判における通訳 : 新装版 武田珂代子 [著] みすず書房 329.67/TaK

180 よくわかる入管手続 : 基礎知識・申請実務と相談事例 第5版 佐野秀雄, 佐野誠著 日本加除出版 329.94/SaH

181 マクロ経済学の核心(光文社新書:889) 飯田泰之著 光文社 331/IiY

182 貨幣・勤労・代理人 : 経済文明論(放送大学叢書:038) 坂井素思著 左右社 331/SaM

183 レクチャー&エクササイズ経済学入門(ライブラリ経済学レクチャー&エクササイズ:1) 上村敏之著
新世社/サイエンス
社 (発売)

331/UeT

184 中世 : 11世紀から16世紀後半(岩波講座日本経済の歴史:1)
深尾京司, 中村尚史, 中林
真幸編

岩波書店 332.1/NiK/1

185 近世 : 16世紀末から19世紀前半(岩波講座日本経済の歴史:2)
深尾京司, 中村尚史, 中林
真幸編

岩波書店 332.1/NiK/2

186 19世紀後半から第一次世界大戦前(1913)(岩波講座日本経済の歴史:3. 近代:1)
深尾京司, 中村尚史, 中林
真幸編

岩波書店 332.1/NiK/3

187 「米中経済戦争」の内実を読み解く(PHP新書:1105) 津上俊哉著 PHP研究所 332.22/TsT
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188 閉じてゆく帝国と逆説の21世紀経済(集英社新書:0883A) 水野和夫著 集英社 333.6/MiK

189 「人口減少社会」とは何か : 人口問題を考える12章 友寄英隆著 学習の友社 334.31/ToH

190 ホスピタリティ検定公式テキスト&問題集 : 2級・3級対応 2017年度版 ホスピタリティ機構編 経済法令研究会 336.079//'17

191 入門ガイダンス経営情報システム 第2版 古殿幸雄著
中央経済社/中央経
済グループパブ
リッシング (発売)

336.17/KoY

192 ムダな仕事が多い職場(ちくま新書:1283) 太田肇著 筑摩書房 336.2/OtH

193 効率・時間・スピードすごい習慣力 冨山真由 三笠書房 336.2/ToM

194 リーダーの基準 : 見えない経営の「あたりまえ」 清水勝彦著
日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

336.3/ShK

195 最強のプレゼン段取り術 西脇資哲著 総合法令出版 336.49/NiM

196 すぐできる!会議・プレゼンの資料作成と進め方 吉澤準特監修 成美堂出版 336.49/YoJ

197 報告書・レポート・議事録が面白いほど書ける本(ポイント図解) 永山嘉昭著 KADOKAWA 336.55/NaY

198 「管理会計の基本」がすべてわかる本 第2版 金子智朗著 秀和システム 336.8/KaT
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199 管理会計論 第2版(新経営学ライブラリ:9) 上總康行著
新世社/サイエンス
社 (発売)

336.84/KaY

200 マンガで学ぶ会計学スタートアップ!(コミックディクショナリーシリーズ)
建宮努編著/階戸照雄著/野
広実由作画

中央経済社/中央経
済グループパブ
リッシング (発売)

336.9/TaT

201 合格するための過去問題集日商簿記2級 '17年11月検定対策(よくわかる簿記シリーズ) TAC簿記検定講座編著
TAC株式会社出版事
業部

336.91//'17

202 合格するための過去問題集日商簿記3級 '17年11月検定対策(よくわかる簿記シリーズ) TAC簿記検定講座編著
TAC株式会社出版事
業部

336.91//'17

203 勘定科目仕訳事典 第2版
新田忠誓編集代表/横山和
夫 [ほか] 編

中央経済社/中央経
済グループパブ
リッシング (発売)

336.91/KaK

204 大学生は、なぜ公認会計士を目指さないのか。 : 知らずに損していませんか 第3版 高橋知寿著 税務経理協会 336.97/TaT

205 AI現場力 : 「和ノベーション」で圧倒的に強くなる : artificial intelligence 長島聡著
日本経済新聞出版
社

336/NaS

206 あなたの会社が理不尽な理由 : 経営学者の読み方 清水勝彦著
日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

336/ShK

207 米軍式人を動かすマネジメント 田中靖浩著
日本経済新聞出版
社

336/TaY

208 貨幣論(近代社会思想コレクション:21)
フェルディナンド・ガリ
アーニ著/黒須純一郎訳

京都大学学術出版
会

337.1/GaF

209 人民元の興亡 : 毛沢東・鄧小平・習近平が見た夢 吉岡桂子著 小学館 337.222/YoK
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210 FP攻略本3級 '17.9月-'18.5月
菱田雅生, 横山延男共著/
日建学院監修

建築資料研究社
338.079//'17-
'18

211 FP技能士精選問題解説集〈実技〉3級個人資産相談業務 '17～'18年版
金融財政事情研究会検定センター監修/きんざ
いファイナンシャル・プランナーズ・セン
ター編著

きんざい
338.079//'17-
'18

212 FP技能士精選問題解説集〈実技〉3級保険顧客資産相談業務 '17～'18年版
金融財政事情研究会検定センター監修/きんざ
いファイナンシャル・プランナーズ・セン
ター編著

きんざい
338.079//'17-
'18

213 FP技能士2級精選問題解説集 : 学科 '17～'18年度版
きんざいファイナンシャル・プランナーズ・
センター編著 きんざい

338.079//'17-
'18

214 FP技能士精選問題解説集〈実技〉2級中小事業主資産相談業務 '17～'18年版
金融財政事情研究会検定センター監修/きんざ
いファイナンシャル・プランナーズ・セン
ター編著

きんざい
338.079//'17-
'18

215 FP技能士精選問題解説集〈実技〉2級生保・損保顧客資産相談業務 '17～'18年版
金融財政事情研究会検定センター監修/きんざ
いファイナンシャル・プランナーズ・セン
ター編著

きんざい
338.079//'17-
'18

216 FP技能士3級精選問題解説集 : 学科 '17〜'18年版
金融財政事情研究会検定センター監修 : きん
ざいファイナンシャル・プランナーズ・セン
ター編著

きんざい
338.079//'17-
'18

217 FP技能士2級精選問題解説集 : 実技編 '17～'18年度版 個人資産相談業務
きんざいファイナンシャル・プランナーズ・
センター編著 きんざい

338.079//'17-
'18

218 FP技能士精選問題解説集〈実技〉2級資産設計提案業務 '17～'18年版
きんざいファイナンシャル・プランナーズ・
センター編著 きんざい

338.079//'17-
'18

219 合格力養成!FP2級過去問題集 平成29-30年版学科試験編 日建学院編著 建築資料研究社
338.079//'17-
'18

220 合格力養成!FP2級過去問題集 平成29-30年版実技試験編 日建学院編著 建築資料研究社
338.079//'17-
'18
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221 史上最強のFP2級AFP問題集 17-18年版
高山一恵監修/オフィス海
著

ナツメ社
338.079//'17-
'18

222 史上最強のFP3級問題集 17-18年版
高山一恵監修/オフィス海
著

ナツメ社
338.079//'17-
'18

223 金利「超」入門 : あなたの毎日の生活を守るために知っておくべきこと 美和卓著
日本経済新聞出版
社

338.12/MiT

224 同和と銀行 : 三菱東京UFJ"汚れ役"の黒い回顧録(講談社+α文庫:G213・1) 森功[著] 講談社 338.61/MiT/M

225 ブロックチェーン入門(ベスト新書:555) 森川夢佑斗著 ベストセラーズ 338/MoM

226 大学4年間の金融学が10時間でざっと学べる 植田和男著 KADOKAWA 338/UeK

227 図説日本の財政 平成29年度版 山口公生編 東洋経済新報社 342.1/ZuN/'17

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

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

230 図説日本の税制 平成29年度版 増原義剛編 財経詳報社 345.21/ZuN/'17

231 社会学理論応用事典
日本社会学会, 理論応用事
典刊行委員会編

丸善出版 361.036/NiS
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232 社会心理学(シリーズ心理学と仕事:10) 大坊郁夫編集 北大路書房 361.4/DaI

233 ルールを守る心 : 逸脱と迷惑の社会心理学(セレクション社会心理学:30) 北折充隆著 サイエンス社 361.4/KiM

234
“誰がなぜゲーム"で問う正当性 : 職場,学校,原子力施設から国際関係まで,「誰が決めるべきか」を考え
る模擬体験

野波寛著 ナカニシヤ出版 361.4/NoH

235 ロシア社会の信頼感
石川晃弘, 佐々木正道, ニ
コライ・ドリャフロフ編

ハーベスト社 361.42/IsA

236 信じてはいけない : 民主主義を壊すフェイクニュースの正体(朝日新書:619) 平和博著 朝日新聞出版 361.45/TaK

237 図解雑談力 : 「納得のコツ」と「爆笑ネタ」 百田尚樹著 PHP研究所 361.454/HyN

238 人狼ゲームで学ぶコミュニケーションの心理学 : 嘘と説得、コミュニケーショントレーニング 丹野宏昭, 児玉健著 新曜社 361.454/TaH(1)

239 浪費図鑑 : 悪友たちのないしょ話 劇団雌猫著 小学館 361.5/GeM

240 不思議の国のジャパニーズ : ヨーロッパ人が来て見て感じて驚いた! 片野優, 須貝典子著 宝島社 361.5/KaM

241 図表でみる世界の社会問題 : OECD社会政策指標 : 貧困・不平等・社会的排除の国際比較 4 OECD編著/麻生裕子訳 明石書店 361.9/OrE/Z-4

242 社会学への招待(ちくま学芸文庫:[ハ-47-1])
ピーター・L・バーガー著/
水野節夫, 村山研一訳

筑摩書房 361/BeP
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243 社会保障判例百選 第5版(別冊ジュリスト:no. 227) 岩村正彦編 有斐閣 364/IwM

244 これを知らずに働けますか? : 学生と考える、労働問題ソボクな疑問30(ちくまプリマー新書:281) 竹信三恵子著 筑摩書房 366.021/TaM

245 これ一冊でぜんぶわかる!労働基準法 2017-2018年版 今井慎, 新井将司監修 ナツメ社
366.15/ImM/'17-
'18

246 労働判例百選 第9版(別冊ジュリスト:no. 230(52巻4号)) 村中孝史, 荒木尚志編 有斐閣 366.18/MuT

247 もっとやりたい仕事がある! 池上彰著・監修 小学館 366.29/IkA

248 ハラスメント時代の管理職におくる職場の新常識 樋口ユミ著
朝日新聞出版 (発
売)

366.3/HiY

249
子どもとメディアに関する意識調査調査結果報告書 平成29年3月(マスメディアに関するアンケート調査:
平成17年度, 平成19年度, 平成20年度, 平成21年度, 平成22年度, 平成23年度, 平成24年度, 平成26年度,
平成27年度, 平成28年度)

日本PTA全国協議会[編] 日本PTA全国協議会 367.6/NiP/'16

250 性のあり方の多様性 : 一人ひとりのセクシュアリティが大切にされる社会を目指して 二宮周平編 日本評論社 367.9/NiS

251 拡大自殺 : 大量殺人・自爆テロ・無理心中(角川選書:590) 片田珠美著 KADOKAWA 368.61/KaT

252 PC遠隔操作事件 神保哲生著 光文社 368.66/JiT

253 精神保健福祉士出る!出る!一問一答専門科目 第2版(福祉教科書)
精神保健福祉士試験対策研
究会著

翔泳社 369.079//['17]

23



2017年10月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

254 精神保健福祉士国家試験専門科目キーワード 長坂和則著 へるす出版 369.079//['17]

255 みんなが欲しかった!社会福祉士の一問一答集頻出テーマ厳選100 2018年版
TAC社会福祉士受験対策研
究会編著

TAC株式会社出版事
業部

369.079//'18

256 社会福祉士国家試験らくらく暗記マスター 2018 暗記マスター編集委員会編 中央法規出版 369.079//'18

257 みんなが欲しかった!社会福祉士の教科書 2018年版共通科目編
TAC社会福祉士受験対策研
究会編著

TAC株式会社出版事
業部

369.079//'18

258 みんなが欲しかった!社会福祉士の教科書 2018年版専門科目編
TAC社会福祉士受験対策研
究会編著

TAC株式会社出版事
業部

369.079//'18

259 これだけ覚える!社会福祉士重要項目 '18年版
コンデックス情報研究所編
著

成美堂出版 369.079//'18

260 はじめてでもよくわかる!社会福祉士入門テキスト '18年版
田幡恵子著/コンデックス
情報研究所編

成美堂出版 369.079//'18

261 社会福祉士過去問完全解説チェック&マスター 2018 東京アカデミー編
ティーエーネット
ワーク/七賢出版
(発売)

369.079//'18

262 社会福祉士完全予想模試 '18年版
コンデックス情報研究所編
著

成美堂出版 369.079//'18

263 いちばんわかりやすい!社会福祉士合格テキスト '18年度
コンデックス情報研究所編
著

成美堂出版 369.079//'18

264 イラストでわかる介護・福祉職のためのマナーと接遇 関根健夫, 杉山真知子著 中央法規出版 369.26/SeT
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265 親子じゃないけど家族です : 私が始めたデイケアハウス 阪井由佳子著 雲母書房 369.263/SaY/S

266 バリア★ブレイク : 障がい者福祉の常識をブチ壊す金髪魔女のデイサービス 宮袋季美著 雲母書房 369.27/MiT

267 魂でもいいから、そばにいて : 3・11後の霊体験を聞く 奥野修司著 新潮社 369.31/HiD/O

268 風の電話 : 大震災から6年、風の電話を通して見えること 佐々木格著 風間書房 369.31/HiD/S

269 虐待から子どもを守る! : 教師・保育者が必ず知っておきたいこと 加藤尚子著 小学館 369.4/KaS

270 成長しない子はいない : 生まれ変わっても教師になりたい 仲島正教著 大修館書店 370.4/NaM

271 学校を改革する : 学びの共同体の構想と実践(岩波ブックレット:No. 842) 佐藤学著 岩波書店 370.4/SaM

272 教育経営論(教師のための教育学シリーズ:4) 末松裕基編著 学文社 371.08/KyT/4

273
いじめに対する援助要請のカウンセリング : 「助けて」が言える子ども、「助けて」に気づける援助者に
なるために : 学校現場で役立つワーク&事例演習

本田真大著 金子書房 371.42/HoM

274 いじめ問題とどう向き合うか(岩波ブックレット:No.695) 尾木直樹 [著] 岩波書店 371.42/OgN

275 「教育学」ってどんなもの? 小川佳万, 三時眞貴子編著 協同出版 371/OgY
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276 教育に関する保護者の意識調査報告書 平成28年度 日本PTA全国協議会 [編] 日本PTA全国協議会 372.107/NiP/'16

277 図解・表解教育法規 : "確かにわかる"法規・制度の総合テキスト 新訂第3版 坂田仰 [ほか] 共著 教育開発研究所 373.22/ZuH

278 教員採用試験教職教養らくらくマスター 2019年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'19

279 教員採用試験一般教養らくらくマスター 2019年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'19

280 「社会に開かれた教育課程」と新しい学校づくり(次代を創る「資質・能力」を育む学校づくり:1) 吉富芳正編集 ぎょうせい 374.04/YoY/1

281 「深く学ぶ」子供を育てる学級づくり・授業づくり(次代を創る「資質・能力」を育む学校づくり:2) 吉富芳正編集 ぎょうせい 374.04/YoY/2

282 新教育課程とこれからの研究・研修(次代を創る「資質・能力」を育む学校づくり:3) 吉富芳正編集 ぎょうせい 374.04/YoY/3

283
3年目教師勝負の学級づくり : マンネリの毎日を脱却する極め付きの指導技術56 : 新任1年目の基本技か
ら3年目以降の応用技まで今の自分からステップアップできる!!(教師力ステップアップ)

授業力&学級づくり研究会
著

明治図書出版 374.12/JuG

284
気になる子もいっしょに体育ではじめる学級づくり : ソーシャルスキルのつまずきを学級経営に生かす応
援プラン109(教育ジャーナル選書)

阿部利彦, 清水由, 川上康
則編著

学研教育みらい/学
研プラス (発売)

374.12/KiN

285 中学生を担任するということ : 生徒指導・道徳教育・特別活動の現場 : 「ゆめのたね」をあなたに 高原史朗著 高文研 374.13/TaS

286 全員が参加!全員が活躍!学級担任のための学芸会指導ガイド
日本児童青少年演劇協会編
著

明治図書出版 374.47/NiJ
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287 保健室と社会をつなぐ : 本当の育ちと学びの場
香山リカ著/『保健室』編
集部編

本の泉社 374.9/KaR

288 すぐに使えてよくわかる養護教諭のフィジカルアセスメント 2 北垣毅著 少年写真新聞社 374.9/KiT/2

289 睡眠教育(みんいく)のすすめ : 睡眠改善で子どもの生活、学習が向上する 木田哲生著 学事出版 374.97/KiT

290 3時間で学べる平成29年版小学校新学習指導要領Q&A
新しい学習指導要領を研究
する会編著

明治図書出版 375.1/AtG/'17

291 藤田式「調べる学習」指導法 : 調べる力がぐんぐん身につく 小学校編 藤田利江著 子どもの未来社 375.1/FuT/1

292 学級経営すきまスキル70 小学校低学年 : 1-3年 堀裕嗣, 宇野弘恵編著 明治図書出版 375.1/HoH/1

293 学級経営すきまスキル70 小学校高学年 : 4-6年 堀裕嗣, 宇野弘恵編著 明治図書出版 375.1/HoH/2

294 学級経営すきまスキル70 中学校 堀裕嗣, 宇野弘恵編著 明治図書出版 375.1/HoH/3

295 授業が変わる! : 新学習指導要領ハンドブック 中学校国語編 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/2

296 授業が変わる! : 新学習指導要領ハンドブック 中学校社会編 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/4

297 授業が変わる! : 新学習指導要領ハンドブック 中学校保健体育編 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/7
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298
3年目教師勝負の授業づくり : 伸び悩みの壁を脱出する極め付きの指導技術56 : 新任1年目の基本技から3
年目以降の応用技まで今の自分からステップアップできる!!(教師力ステップアップ)

授業力&学級づくり研究会
著

明治図書出版 375.1/JuG

299 深い学びのために : アクティブ・ラーニングの目指すもの(教育フォーラム:60)
梶田叡一責任編集/日本人
間教育学会編

金子書房 375.1/KaE

300 子どもの自己肯定感UPコーチング 神谷和宏著 金子書房 375.1/KaK

301 「主体的・対話的で深い学び」をどう実現するか(アクティブラーニング入門:2) 小林昭文著
産業能率大学出版
部

375.1/KoA/2

302 ワークシート付きかしこい子に育てる新聞を使った授業プラン30+学習ゲーム7 蔵満逸司著 黎明書房 375.1/KuI

303 新しい教育課程におけるアクティブな学びと教師力・学校力(教育の羅針盤:5) 無藤隆著 図書文化社 375.1/MuT

304 いつでもだれでもどこでもNIE : 楽しく気軽に出来る授業づくりのヒント 碧南市立西端小学校著 明治図書出版 375.1/NiS

305 新学習指導要領がめざすこれからの学校・これからの授業
高木展郎, 三浦修一, 白井
達夫著

小学館 375.1/ShG

306 キーワードで学ぶ特別活動生徒指導・教育相談 改訂3版 有村久春著 金子書房 375.18/ArH

307 ブラック部活動 : 子どもと先生の苦しみに向き合う 内田良著 東洋館出版社 375.18/UcR

308 図解プログラミング教育がよくわかる本(健康ライブラリー:スペシャル) 石戸奈々子監修 講談社 375.199/IsN
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309 小学校プログラミング教育がわかる、できる : 子どもが夢中になる各教科の実践 教育デザイン研究所編 学事出版 375.199/KyD

310 先生のための小学校プログラミング教育がよくわかる本 利根川裕太, 佐藤智著 翔泳社 375.199/ToY

311
担任になったら必ず身につけたい!小学校低学年困った場面の指導法 : この1冊で指導法と予防法が分か
る!(学級経営サポートBOOKS)

広山隆行著 明治図書出版 375.2/HiT

312 いじめをやめさせる : 指導の心得と鉄則 瀬田川聡著 明治図書出版 375.2/SeS

313 生活・総合「深い学び」のカリキュラム・デザイン
田村学編著/横浜市黒船の
会著

東洋館出版社 375.312/TaM

314 歴史的思考力を育てる : 歴史学習のアクティブ・ラーニング 永松靖典編 山川出版社 375.32/NaY

315 考え,議論する道徳科授業の新しいアプローチ10(道徳科授業サポートBOOKS) 諸富祥彦編著 明治図書出版 375.35/MoY

316 道徳科授業のつくり方 : パッケージ型ユニットでパフォーマンス評価 田沼茂紀編著 東洋館出版社 375.35/TaS

317 指導と評価の一体化を実現する道徳科カリキュラム・マネジメント 小学校編 田沼茂紀編著 学事出版 375.35/TaS/1

318 指導と評価の一体化を実現する道徳科カリキュラム・マネジメント 中学校編 田沼茂紀編著 学事出版 375.35/TaS/2

319 中学生のための「いじめ防止プログラム」ICT教材&授業プラン : 道徳で問題解決力を鍛える! 松下一世著 明治図書出版 375.353/MaK
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320 小学校算数授業のネタ大事典 : すぐに使える!
盛山隆雄編著/志の算数教
育研究会著

明治図書出版 375.412/SeT

321
必ず身につけたい算数指導の基礎・基本55 : 資質・能力を育む授業を実現するための方法 : 山本良和の
算数授業

山本良和著 明治図書出版 375.412/YaY

322 すべての子どもを算数好きにする「しかけ」と「しこみ」
山本良和編著/子どもの心
に「こだま」する算数授業
研究会著

東洋館出版社 375.412/YaY

323 理科の授業がもっとうまくなる50の技 大前暁政著 明治図書出版 375.422/OmA

324 すいみんのひみつ : すいみんについてしろう(「みんいく」ハンドブック. 小学校1・2・3年生)
木田哲生編著/「みんい
く」地域づくり推進委員会
編集

学事出版 375.492/KiT/1

325 すいみんのひみつ : すいみんについて考えよう(「みんいく」ハンドブック. 小学校4・5・6年生)
木田哲生編著/「みんい
く」地域づくり推進委員会
編集

学事出版 375.492/KiT/2

326 マット・跳び箱・鉄棒の基礎基本 : 場づくり・補助(教育技術mook) 戸田克著 小学館 375.492/ToM

327 睡眠のひみつ : よい睡眠を実践しよう(「みんいく」ハンドブック. 中学校)
木田哲生編著/「みんい
く」地域づくり推進委員会
編集

学事出版 375.493/KiT

328 絵心がない先生のための図工指導の教科書 細見均著 明治図書出版 375.72/HoH

329 小学校音楽あそび70 : 準備らくらく!アイデア満載!(音楽科授業サポートBOOKS) 石上則子編著 明治図書出版 375.762/IsN

330 読書 : 目的に応じて読む(シリーズ国語授業づくり)
大越和孝, 泉宜宏, 宮絢子
企画編集・執筆

東洋館出版社 375.82/Dok

30



2017年10月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

331
小学校国語科における説明的文章の授業開発とその評価 : 論理的に読み、考え、伝え合う学習指導過程を
通して

春木憂著 溪水社 375.82/HaY

332 語彙 : 言葉を広げる(シリーズ国語授業づくり)
今村久二, 中村和弘企画編
集・執筆

東洋館出版社 375.82/ImH

333 ノート指導 : 子どもの自己学習力を育てる(シリーズ国語授業づくり)
吉永幸司, 森邦博編著/泉
宜宏企画編集

東洋館出版社 375.82/IzT

334 交流 : 広げる・深める・高める(シリーズ国語授業づくり)
藤森裕治, 宮島卓朗, 八木
雄一郎編著

東洋館出版社 375.82/Kou

335 発問 : 考える授業、言語活動の授業における効果的な発問(シリーズ国語授業づくり)
寺井正憲, 伊崎一夫編著/
功刀道子企画編集

東洋館出版社 375.82/KuM

336 小学校国語授業のネタ大事典 : すぐに使える!
二瓶弘行編著/国語"夢"塾
著

明治図書出版 375.82/NiH

337 話す・聞く : 伝え合うコミュニケーション力(シリーズ国語授業づくり)
植山俊宏, 山元悦子編著/
藤田慶三企画編集

東洋館出版社 375.82/UeT

338 国語授業における「深い学び」を考える : 授業者からの提案 : 主体的対話的で
全国国語授業研究会, 筑波
大学附属小学校国語研究部
編著

東洋館出版社 375.82/ZeK

339
中学校国語科授業の腕を磨く指導技術50 : 国語嫌いな生徒の学習意欲を高める!(中学校国語サポート
BOOKS)

伊藤彰敏著 明治図書出版 375.83/ItA

340 ラクに楽しく1時間中学国語ラクイチ授業プラン ラクイチ国語研究会編 学事出版 375.83/RaK

341 新いつでもどこでも群読
日本群読教育の会, 重水健
介企画・編集

高文研 375.85/NiG
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342
国語科授業を変えるアクティブ・リーディング : 「読みの方略」の獲得と「物語の法則」の発見(国語教
育選書)

佐藤佐敏著 明治図書出版 375.85/SaS

343
国語の授業で「主体的・対話的で深い学び」をどう実現するか : 新学習指導要領2017の改訂を読み解く
(国語授業の改革:17)

「読み」の授業研究会編 学文社 375.85/YoJ

344 対話的な学び合いを生み出す文学の授業「10のステップ」(国語科授業サポートBOOKS) 立石泰之著 明治図書出版 375.852/TaY

345 作文で鍛える(名著復刻) 野口芳宏著 明治図書出版 375.862/NoY

346 作文 : 目的に応じて書く(シリーズ国語授業づくり)
白石壽文, 権藤順子編著/
福永睦子, 功刀道子企画編
集

東洋館出版社 375.862/ShH

347 英文法、何を重点的に教えるか : 大学入試分析を授業に活かす 佐藤誠司著 大修館書店 375.893/SaS

348 小学校英語早わかり実践ガイドブック : 新学習指導要領対応 : 高学年用 大城賢, 万谷隆一編著
開隆堂出版/開隆館
出版販売 (発売)

375.8932/OsK

349 先生のための授業で1番よく使う英会話 : ミニフレーズ300(小学校楽しい英語授業をつくるシリーズ) 山崎祐一著 Jリサーチ出版 375.8932/YaY

350
はじめてのオールイングリッシュ授業 : 今日から使える基本フレーズ&活動アイデア(中学校英語サポート
BOOKS)

又野陽子著 明治図書出版 375.8933/MaY

351 子どもの学力は「ふせんノート」で伸びる 栗田正行著 かんき出版 375/KuM

352 根拠がわかる!私の保育総点検(保育わかばbooks) 横山洋子著 中央法規出版 376.1/YoY
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353 観察にもとづく記録の書き方 : 保育の視点がわかる!(保育わかばbooks) 岸井慶子編著 中央法規出版 376.14/KiK

354 保育園のおやつ : 家庭でも手軽にできる、食べすぎない適量おやつ 食べもの文化編集部編 芽ばえ社 376.14/MeB

355 0・1・2歳未満児の食事 : 2歳未満の子が「食べてよいもの・悪いもの」食品早見表付き 食べもの文化編集部編 芽ばえ社 376.14/Meb

356 写真で学ぶ!保育現場のリスクマネジメント(保育わかばbooks) 田中浩二著 中央法規出版 376.14/TaK

357 使える!保育のあそびネタ集 ゲームあそび編 [2017] 井上明美編著 自由現代社
376.156/InA/G-
'17

358 らくらく指導たのしいリトミック&リズムあそび 加山佳美編著
シンコーミュー
ジック・エンタテ
イメント

376.156/KaY

359 0〜5歳児の発達にあったあそびパーフェクトBOOK(ナツメ社保育シリーズ) ナツメ社 376.156/NaS

360 子どものことば : 0歳児から6歳児 : 心の育ちを見つめる
子どもとことば研究会編・
著

小学館 376.158/KoK

361 つまずきたくない人いまから挽回したい人のための高校の勉強のトリセツ
船登惟希, 山下佳祐著/伊
藤ささみマンガ

学研プラス 376.87/FuY

362 学校ブランディング : 大学案内に学ぶ、募集広報のコンテンツ&デザイン実例集
ビー・エヌ・エヌ
新社

377.1/GaB

363 大学の経営管理 : 原論の試み 小日向允著 論創社 377.1/ObM
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364 教育プロジェクトマネジメント : 教育を変える国際標準マネジメント手法

PMI日本支部関西ブランチ
医療プロジェクトマネジメ
ント研究会, 川崎医療福祉
大学医療秘書学科・大学院

大学教育出版 377.1/Pmi

365 「大学改革」という病 : 学問の自由・財政基盤・競争主義から検証する 山口裕之著 明石書店 377.1/YaH

366 大学というメディア論 : 授業はライヴでなければ生き残れない(幻冬舎ルネッサンス新書:136) 前田益尚著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング/幻
冬舎 (発売)

377.15/MaM

367 働きながら学べる社会人大学院・通信制大学 関水信和著
中央経済社/中央経
済グループパブ
リッシング (発売)

377.21/SeN

368 京都橘大学by AERA : 飛べ、まっすぐ。(AERA MOOK) 朝日新聞出版 377.28/KyT

369 採択される科研費申請ノウハウ : 審査から見た申請書のポイント 改訂版 岡田益男著
アグネ技術セン
ター

377.7/OkM

370 今日から役立つハンディ手話辞典 : 現場で役立つ便利な持ち歩き辞典! : すぐに引ける677語 全日本ろうあ連盟監修 学研プラス 378.28/ZeR

371 知的障害教育における生きる力と学力形成のための教科指導
渡邉健治監修・著/岩井雄
一 [ほか] 編集・著

ジアース教育新社 378.6/WaK

372 会社の中の発達障害 : いつも嫌なことを言う上司、いつも迷惑をかける部下 星野仁彦著 集英社 378.8/HoY

373
個別の指導計画作成と評価ハンドブック : 学習障害(LD)のある小学生中学生高校生を支援する(教育
ジャーナル選書)

海津亜希子著
学研教育みらい/学
研プラス (発売)

378.8/KaA

374
事例で学ぶ発達障害者のセルフアドボカシー : 「合理的配慮」の時代をたくましく生きるための理論と実
践

片岡美華, 小島道生編著 金子書房 378.8/KaM
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375 実践に学ぶ特別支援教育 : ASD児を中心とした情緒障害教育の成果と課題、そしてこれからの姿
水野薫編/ASD教育実践研究
会著

本の種出版 378.8/MiK

376
ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LDお母さんができる発達障害の子どもの対応策 : 問題行動を理解して
お母さんと子どもをサポートする本 : 幼児期から中学校入学まで子育てのコツがよくわかる! : 子どもへ
の対応を少し変えるだけでお母さんの子育てがもっと楽になる

宮尾益知監修 河出書房新社 378.8/MiM

377 発達障害の子どもの「できる」を増やす提案・交渉型アプローチ(学研のヒューマンケアブックス) 武田鉄郎編著 学研プラス 378.8/TaT

378 人材紹介のプロがつくった発達障害の大学生のためのキャンパスライフQ&A
石井京子, 池嶋貫二, 高橋
知音著

弘文堂 378.8/ZiS

379
特別支援学級の子どものためのキャリア教育入門 : 義務教育でつける「生涯幸せに生きる力」 基礎基本
編(The教師力ハンドブックシリーズ)

西川純, 深山智美著 明治図書出版 378/NiJ

380
小・中学校国語科スクリーニングテスト : 聞く,読む,書く能力の認知特性・発達状況を把握する(特別支
援教育サポートBOOKS)

佐藤明宏, 武蔵博文, 富永
大悟編著/香川大学大学院
教育学研究科特別支援教室
「すばる」著

明治図書出版 378/ShC

381 エピソードから読み解く特別支援教育の実践 : 子ども理解と授業づくりのエッセンス
障害児の教授学研究会編/
新井英靖 [ほか] 編著

福村出版 378/ShK

382 特別支援教育の到達点と可能性 : 2001〜2016年:学術研究からの論考
柘植雅義, 『インクルーシ
ブ教育の未来研究会』編

金剛出版 378/TsM

383 デンマークの親は子どもを褒めない : 世界一幸せな国が実践する「折れない」子どもの育て方

ジェシカ・ジョエル・アレ
キサンダー, イーベン・
ディシング・サンダール著
/鹿田昌美訳

集英社 379.9/AlJ

384 21世紀の民俗学 畑中章宏著 Kadokawa 380.4/HaA

385 坑夫(民衆史の遺産:第12巻) 谷川健一, 大和岩雄編 大和書房 382.1/TaK/12
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386 東アジア世界の民俗 : 変容する社会・生活・文化(アジア遊学:215) 松尾恒一編 勉誠出版 382.2/MaK

387 きものとジャポニスム : 西洋の眼が見た日本の美意識 深井晃子著 平凡社 383.15/FuA

388 食品サンプルの誕生(ちくま文庫:[の14-1]) 野瀬泰申著 筑摩書房 383.81/NoY

389 日本の艪 : その歴史と風土 田村勇著 大河書房 384.36/TaI

390 祝福から暴力へ : 儀礼における歴史とイデオロギー(叢書・ウニベルシタス:434)
モーリス・ブロック [著]/
田辺繁治, 秋津元輝訳

法政大学出版局 385.3/BlM

391 鉾立と細部意匠 : 祇園祭の鉾と山 復刻版 近藤豊著 大河出版 386.162/KoY

392 ケルト : 再生の思想 : ハロウィンからの生命循環(ちくま新書:1286) 鶴岡真弓著 筑摩書房 386.3/TsM

393 民俗文化の伝播と変容 植木行宣, 樋口昭編 岩田書院 386.81/UeY

394 お化けの愛し方 : なぜ人は怪談が好きなのか(ポプラ新書:099) 荒俣宏著 ポプラ社 387/ArH

395 現代に生きる妖怪たち 石井正己編 三弥井書店 387/IsM

396 昔話の読み方伝え方を考える : 食文化・環境・東日本大震災 石井正己著 三弥井書店 388.1/IsM
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397 昔ばなしの"あるところに"をたずねて : 写真日本昔ばなし 大久保千広著 青心社 388.1/OkC

398 山の怪談 岡本綺堂 [ほか] 著 河出書房新社 388.1/YaK

399 ふらんす民話大観 : 新装版 田辺貞之助編 青蛙房 388.35/TaT

400 アフリカの神話と伝説
キャサリーン・アーノット
採録/ジョアン・キッデル
モンロー挿絵/小室輝昌訳

東京図書出版/リフ
レ出版 (発売)

388.4/ArK

401 人と動物の人類学(シリーズ来たるべき人類学 : Anthropology:5)
奥野克巳, 山口未花子, 近
藤祉秋共編

春風社 389.04/HiD(1)

402 社会人類学入門 : 多文化共生のために 増補新版
ジョイ・ヘンドリー著/桑
山敬己, 堀口佐知子訳

法政大学出版局 389/HeJ

403 メイキング : 人類学・考古学・芸術・建築
ティム・インゴルド著/金
子遊, 水野友美子, 小林耕
二訳

左右社 389/InT

404 日本の科学 : 近代への道しるべ 山田慶兒著 藤原書店 402.1/YaK

405 道教と科学技術(東方学術翻訳叢書) 姜生著/三浦國雄訳 東方書店 402.22/KyS

406 文系のための理系読書術(集英社文庫:[さ51-3]) 斎藤孝著 集英社 404/SaT

407
図解身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本 : 思わずだれかに話したくなる(Asuka business &
language books)

左巻健男編著 明日香出版社 404/SaT
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408 カラー図解新しい人体の教科書 下(ブルーバックス:B-2013, B-2024) 山科正平著 講談社 408/11/2024

409 生命を支えるATPエネルギー : メカニズムから医療への応用まで(ブルーバックス:B-2029) 二井將光著 講談社 408/11/2029

410 時間とはなんだろう : 最新物理学で探る「時」の正体(ブルーバックス:B-2031) 松浦壮著 講談社 408/11/2031

411 佐藤文隆先生の量子論 : 干渉実験・量子もつれ・解釈問題(ブルーバックス:B-2032) 佐藤文隆著 講談社 408/11/2032

412 DNAの98%は謎 : 生命の鍵を握る「非コードDNA」とは何か(ブルーバックス:B-2034) 小林武彦著 講談社 408/11/2034

413 現代暗号入門 : いかにして秘密は守られるのか(ブルーバックス:B-2035) 神永正博著 講談社 408/11/2035

414 美しすぎる「数」の世界 : 「金子みすゞの詩」で語る数論(ブルーバックス:B-2036) 清水健一著 講談社 408/11/2036

415 100人の数学者 : 古代ギリシャから現代まで 数学セミナー編集部編 日本評論社 410.28/NiH

416 渋滞学(新潮選書) 西成活裕著 新潮社 410/NiK

417 経済学を学ぶためのはじめての微分法 第2版
浦田健二, 神谷諭一, 古屋
核著

同文舘出版 413.3/KeM

418 いまさら聞けない疑問に答える統計学のキホンQ&A100
ニール・J・サルキンド著/
山田剛史[ほか]訳

新曜社 417/SaN
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419 和算百科
和算研究所編/佐藤健一編
集代表

丸善出版 419.1/WaK

420
完全図解周期表 : 周期表と全118元素を徹底解説 : 日本初の命名!新元素「ニホニウム」(ニュートン別
冊)(NEWTONムック)

ニュートンプレス 431.11/NeP

421 スーパー望遠鏡「アルマ」の創造者たち : 標高5000mで動き出した史上最高の"眼" 山根一眞著

日経BPコンサル
ティング/日経BP
マーケティング
(発売)

442.3/YaK

422 ブラックホールをのぞいてみたら 大須賀健著 KADOKAWA 443.5/OsK

423 星座の図鑑 : 星座の探し方と神話がわかる 沼沢茂美, 脇屋奈々代著 誠文堂新光社 443.8/NuS

424
惑星のきほん : ゆかいなイラストですっきりわかる : 宇宙人は見つかる?太陽系の星たちから探る宇宙の
ふしぎ

室井恭子, 水谷有宏著 誠文堂新光社 445/MuK

425 海の温暖化 : 変わりゆく海と人間活動の影響 日本海洋学会編集 朝倉書店 451.85/NiK

426 天気のしくみ : 雲のでき方からオーロラの正体まで
森田正光, 森さやか, 川上
智裕著

共立出版 451/TeS

427 海水の疑問50(みんなが知りたいシリーズ:4)
日本海水学会編, 上ノ山周
編著

成山堂書店 452.3/NiK

428 素晴らしき洞窟探検の世界(ちくま新書:1282) 吉田勝次著 筑摩書房 454.66/YoK

429 激動の日本列島誕生の物語 : 列島誕生ジオ・ジャパン(NHKスペシャル) 宝島社 455.1/NiH
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430 地層の見方がわかるフィールド図鑑 : 岩石・地層・地形から地球の成り立ちや活動を知る 増補改訂版 青木正博, 目代邦康著 誠文堂新光社 456.91/AoM

431 人類の祖先はヨーロッパで進化した
デイヴィッド・R・ビガン
著/馬場悠男監訳・日本語
版解説/野中香方子訳

河出書房新社 469.2/BeD

432 考える花 : 進化・園芸・生殖戦略
スティーブン・バックマン
著/片岡夏実訳

築地書館 470/BuS

433 感じる花 : 薬効・芸術・ダーウィンの庭
スティーブン・バックマン
著/片岡夏実訳

築地書館 470/BuS

434 せつない動物図鑑
ブルック・バーカー著/服
部京子訳

ダイヤモンド社 480.49/BaB

435 Zooっとたのしー!動物園 : 小さい耳にはワケがある!大きな角には意味がない? 小宮輝之著・写真 文一総合出版 480/KoT

436 美しき貝の博物図鑑 : 色と模様、形のバリエーション/フリーク/ハイブリッド
池田等著・所蔵/松本泰裕
写真

成山堂書店 484/IkH

437 魚だって考える : キンギョの好奇心、ハゼの空間認知 吉田将之著 築地書館 487.51/YoM

438 PTSDハンドブック : 科学と実践

マシュー・J・フリードマ
ン, テレンス・M・キーン,
パトリシア・A・レシック
編/金吉晴監訳

金剛出版 4893.743/Pts

439 ケアの宛先 : 臨床医、臨床哲学を学びに行く 鷲田清一, 徳永進著 雲母書房 490.1/WaK

440 在宅ホスピスノート 徳永進著 講談社 490.14/ToS
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441 こんなときどうする? : 臨床のなかの問い 徳永進著 岩波書店 490.15/ToS

442 死ぬのは、こわい?(よりみちパン!セ:P006)
徳永進著/100%ORANGE装
画・挿画

イースト・プレス 490.15/ToS

443 団塊69(ロック) : 臨床医のつぶやき 徳永進著 佼成出版社 490.4/ToS

444 野の花あったか話 徳永進著 岩波書店 490.49/ToS

445 どちらであっても : 臨床は反対言葉の群生地 徳永進著 岩波書店 490.49/ToS

446 「医心方」事始 : 日本最古の医学全書 槇佐知子著 藤原書店 490.9/TaY/M

447 いきなりサイエンス : 日常のその疑問、科学が「すぐに」解決します
ミッチェル・モフィット,
グレッグ・ブラウン著/西
山志緒訳

文響社 491.3/MoM

448 トラウマティック・ストレス : PTSDおよびトラウマ反応の臨床と研究のすべて

ベセル・A.ヴァン・デア・コル
ク, アレキサンダー・C.マク
ファーレン, ラース・ウェイゼス
編

誠信書房 493.74/ToS

449 発達障害に気づかない大人たち(祥伝社黄金文庫:Gほ5-1) 星野仁彦著 祥伝社 493.76/HoY

450 不登校外来 : 眠育から不登校病態を理解する
三池輝久編著/友田明美
[ほか] 著

診断と治療社 493.937/FuG

451 発達障害の薬物療法を考える(フィギュール彩:93) 嶋田和子著 彩流社 493.937/ShK
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452 もしかしてうちの子も? : しのびよるネット中毒の危険と対策
山中千枝子, 女子パウロ会
共著

女子パウロ会 493.937/YaC

453 食育白書 平成29年版 内閣府編 時事画報社 498.5/Nai/'17

454 効かない健康食品危ない自然・天然(光文社新書:885) 松永和紀著 光文社 498.54/MaW

455 食育の本 : 「食育」のすべてがわかる! 新版 服部幸應監修
オーガニックヴィ
レッジジャパン/キ
ラジェンヌ (発売)

498.55/HaY

456 隔離 : らいを病んだ故郷の人たち 徳永進著 ゆみる出版 498.6/ToS

457 蚊のはなし : 病気との関わり 上村清編 朝倉書店 498.69/UeK

458 模型のメディア論 : 時空間を媒介する「モノ」 松井広志著 青弓社 507.9/MaH

459 最悪の事故が起こるまで人は何をしていたのか(草思社文庫)
ジェームズ・R・チャイル
ズ著/高橋健次訳

草思社 509.8/ChJ

460 街の中で見つかる「すごい石」 : 地質のプロが教える 西本昌司著 日本実業出版社 511.42/NiS

461 法学・経済学・自然科学から考える環境問題 青木淳一 [ほか] 著
慶應義塾大学出版
会

519/HoK

462 地球環境問題がよくわかる本 浦野紘平, 浦野真弥共著 オーム社 519/UrK
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463 だれでもできる「超簡単」建築パース 村山隆司著 エクスナレッジ 525.18/MuR

464 新可笑しな家 : 世界の奇想天外ハウス50軒 黒崎敏, ビーチテラス編著 二見書房 527/KuS

465 はじめての原発ガイドブック : 賛成・反対を考えるための9つの論点 楠美順理著 創成社 543.5/KuA

466 「決定版」原発の教科書 津田大介, 小嶋裕一編 新曜社 543.5/TsD

467 スッキリ!がってん!太陽電池の本 清水正文著 電気書院 549.51/ShM

468 日本お土産キーホルダー大全(タツミムック) 水上友著 辰巳出版 589/MiT

469 しあわせの鍋レシピ50 : 毎日食べたい!簡単でおいしい!冬の大定番(文春MOOK) 川津幸子[著] 文芸春秋 596

470 ニューサンドイッチ : 有名店・繁盛店のレシピとデザイン 旭屋出版編集部編 旭屋出版 596.63/AsS

471 パンソロジー : パンをめぐるはなし 池田浩明編 平凡社 596.63/IkH

472 日本茶の図鑑 新版
日本茶業中央会, 日本茶イ
ンストラクター協会監修

マイナビ出版 596.7/NiC

473 キレイに見える食べ方図鑑(青春新書PLAY BOOKS:P-1090) ホームライフ取材班編 青春出版社 596.8/HoR
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474 地域ブランディング実例集(エイムック:3223. Discover Japan:別冊) 枻出版社 601.1/EiS

475
地域ブランドカンパニーズファイル : 企業がもつノウハウで地域を元気にする!(エイムック:3513.
Discover Japan_LOCAL:別冊)

枻出版社 601.1/EiS

476 地方創生大全 木下斉著 東洋経済新報社 601.1/KiH

477 まちで闘う方法論 : 自己成長なくして、地域再生なし 木下斉著 学芸出版社 601.1/KiH

478 世界の地方創生 : 辺境のスタートアップたち
松永安光, 徳田光弘編著/
中橋恵 [ほか] 著

学芸出版社 601/MaY

479 野菜はすごい!(じっぴコンパクト文庫:ふ1-1) 藤田智著 実業之日本社 626/FuS

480 猫的感覚 : 動物行動学が教えるネコの心理(ハヤカワ文庫:NF499)
ジョン・ブラッドショー著
/羽田詩津子訳

早川書房 645.7/BrJ

481 いっとかなあかん神戸 江弘毅著 140B 673.97/KoH

482 いっとかなあかん店大阪 江弘毅著 140B 673.97/KoH

483 売上が伸びる手書きPOP : 2000店舗で実績 井口裕子著 かんき出版 674.53/IgY

484 ご当地お土産品コレクション
アルファブックス/
アルファ企画/現代
企画室

675.18/ArK
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485 ジョブ理論 : イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム
クレイトン・M・クリステ
ンセン [ほか] 著/依田光
江訳

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

675/JoR

486 マーケティング・マインドとイノベーション 田口冬樹著 白桃書房 675/TaF

487
貿易実務の基本と仕組みがよ〜くわかる本 : 貿易、グローバルビジネスの必須スキル! 第4版(How-nual図
解入門. ビジネス)

布施克彦著 秀和システム 678.4/FuK

488 市民の港大阪港一五〇年の歩み : 大阪港は市民のたからもの 森隆行著 晃洋書房 683.92/MoT

489 地域の足を支えるコミュニティーバス・デマンド交通 堀内重人著 鹿島出版会 685.5/HoS

490 リニア新幹線が不可能な7つの理由(岩波ブックレット:No.975) 樫田秀樹著 岩波書店 686.21/KaH

491 阪急沿線ディープなふしぎ発見(じっぴコンパクト新書:326) 天野太郎監修 実業之日本社 686.216/HaD/A

492 観光ビジネス・エコノミクス概論 : 地方における新たな市場創出に向けて 伊藤昭男著 批評社 689.4/ItA

493 観光立国論 : 交通政策から見た観光大国への論点 戸崎肇著 現代書館 689.4/ToH

494 英語でボランティアガイド : 心構えから英語フレーズまで 葛西朋子著 アルク 689.6/KaT

495 江戸の美術大図鑑
狩野博幸, 並木誠士, 今橋
理子監修

河出書房新社 702.15/EdB
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496 世界遺産データ・ブック 2018年版(世界遺産シリーズ)
世界遺産総合研究センター
編

シンクタンクせと
うち総合研究機構

709/SeI

497 世界遺産事典 : 1073全物件プロフィール 2018改訂版(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

498 いろは判じ絵 : 江戸のエスプリ・なぞなぞ絵解き 岩崎均史著 青幻舎 721.8/IwH

499 もっと知りたいフェルメール : 生涯と作品 改訂版(アート・ビギナーズ・コレクション) 小林頼子著/NEO企画編 東京美術 723.359/VeJ/K

500 ジョージア・オキーフとふたつの家 : ゴーストランチとアビキュー
バーバラ・ビューラー・ライン
ズ, アガピタ・ジュディ・ロペス
著/内藤里永子訳

Kadokawa 723.53/OKG/L

501 火の鳥 11(手塚治虫文庫全集:BT-155-165) 手塚治虫著
講談社 : 講談社コ
ミッククリエイト

726.1/TeO/H-11

502 ジャングル大帝 1(手塚治虫文庫全集:BT-010-011) 手塚治虫著
講談社 : 講談社コ
ミッククリエイト

726.1/TeO/J-1

503 ジャングル大帝 2(手塚治虫文庫全集:BT-010-011) 手塚治虫著
講談社 : 講談社コ
ミッククリエイト

726.1/TeO/J-2

504 日本の御土産 渡辺広行著
トランスワールド
ジャパン

750.21/WaH

505 図鑑デザイン全史
橋本優子, 井上雅人, 天内
大樹訳

東京書籍 757.02/ZuD

506 指揮者の役割 : ヨーロッパ三大オーケストラ物語(新潮選書) 中野雄著 新潮社 764.3/NaT
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507 歌舞伎とはいかなる演劇か 武井協三著
八木書店古書出版
部/八木書店 (発
売)

774.2/TaK

508 歌舞伎の解剖図鑑 辻和子絵と文 エクスナレッジ 774/TsK

509 知盛の声がきこえる : 『子午線の祀り』役者ノート(ハヤカワ演劇文庫:40) 嵐圭史著 早川書房 775.1/KiJ/A

510 『マリヤのお雪』・『虞美人草』(溝口健二・全作品解説:13) 近代文藝社 778.21/MiK/S-13

511 90分でわかるアニメ・声優業界 落合真司著 青弓社 778.77/OcS

512 落語ことば・事柄辞典(角川文庫:20504) 榎本滋民著/京須偕充編 KADOKAWA 779.13/EnS

513 人生を味わう古典落語の名文句(PHP文庫:[た104-2]) 立川談慶著 PHP研究所 779.13/TaD

514 自己の可能性を拓く心理学 : パラアスリートのライフストーリー 内田若希著 金子書房 780.14/UcW

515 パラリンピック大百科
日本障がい者スポーツ協会
協力/コンデックス情報研
究所編著

清水書院 780.69/KoJ

516 スポーツ事故対策マニュアル
弁護士によるスポーツ安全対策検
討委員会著/大橋卓生, 合田雄治
郎, 西脇威夫編

体育施設出版 780/BeS

517 バスケットボール : 戦術の基本と実戦での生かし方 新版 日高哲朗著 マイナビ出版 783.1/HiT
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518 バスケットボール超効率ドリル(身になる練習法) 森圭司著
ベースボール・マ
ガジン社

783.1/MoK

519 卓球の新しい教科書 : 試合に勝てる! : 基本テクニックから戦術まで実戦に役立つ極意を詳解! 近藤欽司著 日本文芸社 783.6/KoK

520 プール・ライフガーディング教本
日本ライフセービング協会
編

大修館書店 785/NiR

521 怪魚大全 小塚拓矢著 扶桑社 787.1/KoT

522 図解平成大相撲決まり手大事典 改訂版 新山善一著/琴剣絵 国書刊行会 788.1/NiZ

523 近代日本の武道論 : 「武道のスポーツ化」問題の誕生 中嶋哲也著 国書刊行会 789.021/NaT

524 茶の湯釜 : その歴史と鑑賞 長野垤志著 宮帯出版社 791.5/NaT

525 思想としての言語(岩波現代全書:107) 中島隆博著 岩波書店 801.01/NaT

526 会話分析入門 串田秀也, 平本毅, 林誠著 勁草書房 801.03/KaB

527 Understanding phonetics : pbk(Understanding language series) Patricia Ashby Hodder Education 801.1/AsP

528 Introduction to Phonetics : pbk
by L. F. Brosnahan and
Bertil Malmberg

Cambridge
University Press

801.1/BrL
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529 Introducing phonetics and phonology 3rd ed : pbk
Mike Davenport, S.J.
Hannahs

Routledge 801.1/DaM

530 Phonetics : a coursebook : pbk Rachael-Anne Knight
Cambridge
University Press

801.1/KnR

531 翻訳できない世界のことば
エラ・フランシス・サン
ダース著イラスト/前田ま
ゆみ訳

創元社 801.4/SaE

532 Formulaic language and the lexicon : hardback Alison Wray
Cambridge
University Press

801.4/WrA

533 Lectures on Deixis : hardcover(CSLI lecture notes:no. 65) Charles J. Fillmore CSLI Publications 801.5/FiC

534 ことばはなぜ今のような姿をしているのか : 文法の認知的基盤
ベルント・ハイネ著/宮下
博幸監訳

関西学院大学出版
会

801.5/HiB

535 なくなりそうな世界のことば 吉岡乾著/西淑イラスト 創元社 802/YoN

536 たのしい回文 : くるくる回るアタマをつくろう せとちとせ著 創元社 807.9/SeC

537 Perspectives on teaching connected speech to second language speakers(NFLRC monographs:1)
edited by James Dean
Brown, Kimi Kondo-Brown

National Foreign
Language Resource
Center,
University of

807/BrJ

538 論理的な話し方の極意 齋藤孝著 宝島社 809.2/SaT

539 はじめてのナレーショントレーニング
出口富士子著/松濤アク
ターズギムナジウム監修

雷鳥社 809.4/DeF
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540 さらに悩ましい国語辞典 : 辞書編集者を惑わす日本語の不思議! 神永曉著
時事通信出版局/時
事通信社 (発売)

810.4/KaS

541 日本語を科学する 文法編上巻 塩谷典著
ブレーン/北辰堂出
版 (発売)

810.4/ShT/2-1

542 日本語を科学する 文法編下巻 塩谷典著
ブレーン/北辰堂出
版 (発売)

810.4/ShT/2-2

543 語彙 第52号 2015年 第3分冊(日本語学論説資料:第3分冊, 第4分冊) 論説資料保存会 810.5/3/52-3

544 文体・音韻・方言 第52号 2015年(平成27年)(日本語学論説資料:第4分冊) 論説資料保存会 810.5/3/52-4

545 音声を教える(国際交流基金日本語教授法シリーズ:2) 国際交流基金著 ひつじ書房 810.7/KoK/K-2

546 「あて字」の日本語史 田島優著 風媒社 811.02/TaM

547 漢字源 改訂第5版 藤堂明保 [ほか] 編
学研教育出版/学研
マーケティング
(発売)

813.2/Gak

548 新漢語林 第2版 鎌田正, 米山寅太郎著 大修館書店 813.2/Tai

549 全訳漢辞海 第4版 佐藤進, 濱口富士雄編 三省堂 813.2/ZeK

550 「言いたいこと」から引ける大和ことば辞典 西谷裕子編 東京堂出版 814.5/NiH
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551 敬語は変わる : 大規模調査からわかる百年の動き 井上史雄編 大修館書店 815.8/InF

552 敬語のレッスン 梅津正樹著 創元社 815.8/UmM

553 マドンナ古文常識217 パワーアップ版(大学受験超基礎シリーズ) 荻野文子著
学研教育出版/学研
マーケティング
(発売)

815/OgA

554 大人のための国語ゼミ 野矢茂樹著 山川出版社 816/NoS

555 部首辞典 : 漢字の知識 : 部首にまつわる字源 原田幹久書・著
日本教育研究セン
ター

821.2/HaK

556 誰かに話したくなる漢字のはなし 下村昇著
クリロンワーク
ショップ画空間/銀
の鈴社 (発売)

821.2/ShN

557 故事・ことわざ・四字熟語教養が試される100話(青春文庫:あ-19) 阿辻哲次著 青春出版社 824.4/AtT

558 これならわかる復文の要領 : 漢文学習の裏技(新典社選書:83) 古田島洋介著 新典社 825/KoY

559 口を鍛える中国語作文 : 語順習得メソッド : 日本語→中国語 新版 初級編 平山邦彦著 コスモピア 826.6/HiK/1

560 口を鍛える中国語作文 : 語順習得メソッド : 日本語→中国語 新版 中級編 平山邦彦著 コスモピア 826.6/HiK/2

561 先生のための漢文Q&A102 新版 山本史也著 右文書院 827.5/YaF
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562 これで合格!ハングル能力検定試験4級・5級「頻出」問題集 李清一著 高橋書店 829.1079//['17]

563 ハン検 : 過去問題集5級 : 「ハングル」能力検定試験 2017年版 ハングル能力検定協会編著
ハングル能力検定
協会

829.1079//'17

564 ステップアップアラビア語の入門 新版 本田孝一著 白水社 829.76/HoK

565 スコアが上がるTOEIC L&Rテスト本番模試600問 : 新形式問題対応 改訂版 [入江泉著] 旺文社 830.79/IrI

566 完全攻略!英検準1級 神部孝著 アルク 830.79/KaT

567
TOEIC L&Rテスト正攻法で攻めるパート7読解問題 : 音読と文法の復習で実力アップ!スラッシュリーディ
ングで速読力アップ!

小石裕子著 語研 830.79/KoY

568 TOEIC TEST短期集中リスニング TARGET 900 : 「聞く力」を極めて全問正解厳選問題211問 New edition 森田鉄也著 Jリサーチ出版 830.79/MoT

569 TOEIC TEST短期集中リスニング TARGET 600 : 最短で「聞く力」を伸ばす厳選問題175問 New edition 森田鉄也著 Jリサーチ出版 830.79/MoT

570 英検準2級総合対策教本 : 文部科学省後援 改訂増補版(旺文社英検書) 旺文社編 旺文社 830.79/Obu

571 英検準2級でる順合格問題集 : 文部科学省後援 新試験対応版(旺文社英検書) 旺文社編 旺文社 830.79/Obu

572 講義式TOEICL&Rテストこの1冊で500点突破できる! 越智善太著 成美堂出版 830.79/OcZ
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573 3週間で攻略TOEIC L&Rテスト730点!(残り日数逆算シリーズ) 小山克明, 姜英徹共著 アルク 830.79/OyK

574 2カ月で攻略TOEIC L&Rテスト730点!(残り日数逆算シリーズ) 横本勝也, 早川幸治共著 アルク 830.79/YoK

575 The phonetics of English and Dutch 5th rev. ed : pbk
by Beverley Collins &
Inger M. Mees

Brill 831.1/CoB

576 英語音声学への扉 : 発音とリスニングを中心に 今井由美子 [ほか] 著 英宝社 831.1/EiO

577 ファンダメンタル音声学 今井邦彦著 ひつじ書房 831.1/ImK

578 英語はじめてのリスニングレッスン(CD book) マクラフリン愛菜著 ベレ出版 831.1/McA

579
A manual of English phonetics and phonology : twelve lessons with an integrated course in
phonetic transcription 3rd rev. ed(Narr Studienbücher)

Paul Skandera, Peter
Burleigh

Narr Francke
Attempto

831.1/SkP

580 決定版英語シャドーイング : 6ステップで聞く力が伸びる! 改訂新版 入門編
玉井健著/ソニア・マー
シャル, イアン・マーティ
ン英文校正

コスモピア 831.1/TaK/1

581
The new American Roget's college thesaurus in dictionary form 3rd Rev. ed. / prepared by Philip
D. Morehead(A Signet book)

[prepared and edited by
the National
Lexicographic Board]

[New American
Library]

833.5/NeA

582 英語辞書マイスターへの道(ちょっとまじめに英語を学ぶシリーズ:1) 関山健治著 ひつじ書房 833/SeK

583 前置詞の使い方がわかる本 : 音声DL(ダウンロード)付きもう迷わない! 多岐川恵理著 明日香出版社 835.64/TaE
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584
口語英文法入門 : 図解50の法則 : 洋楽の歌詞と洋画・TVドラマの台詞を例示 : すべての英語教師・英語
学習者必読 再改訂版

小林敏彦著
鈴木雅夫/フォーイ
ンスクリーンプレ
イ事業部 (発売)

835/KoT

585 最新英語論文によく使う表現 基本編 崎村耕二著 創元社 836.5/SaK/1

586
Stylistics : a resource book for students 2nd ed : hbk(Routledge English language
introductions)

Paul Simpson Routledge 836/SiP

587 Jブンガク : 英語で出会い、日本語を味わう名作50 ロバート キャンベル編 東京大学出版会 837.4/CaR

588 東大名誉教授と原文で楽しむ英文読書術 行方昭夫著 DHC 837.5/NaA

589 ネイティブなら小学生でも知っている会話の基本ルール : オンライン英会話・学校では教えてくれない 石井洋佑著 テイエス企画 837.8/IsY

590 パッと答えるまちなかシンプル英会話(NHK CD Book. NHKテレビ英語タイムトライアル) スティーブ・ソレイシィ著 NHK出版 837.8/SoS

591 現代詩試論/詩人の設計図(講談社文芸文庫:[おO7]) 大岡信 [著] 講談社 901.1/OoM

592 擬人化と異類合戦の文芸史 伊藤慎吾著 三弥井書店 910.2/ItS

593 もしも紫式部が大企業のOLだったなら 井上ミノル著 創元社 910.23/InM

594 唐木順三 : あめつちとともに(ミネルヴァ日本評伝選) 澤村修治著 ミネルヴァ書房 910.268/KaJ/S
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595 松本清張の葉脈 南富鎭著 春風社 910.268/MaS2/N

596 村上春樹「騎士団長殺し」メッタ斬り! 大森望, 豊崎由美著 河出書房新社 910.268/MuH/O

597 筒井康隆入門(星海社新書:115) 佐々木敦著
星海社/講談社 (発
売)

910.268/TsY/S

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

599 和漢古典植物名精解 木下武司著 和泉書院 910.4/KiT

600 老のくりごと : 八十以後国文学談儀(島津忠夫著作集:別巻4) 島津忠夫著 和泉書院 910.8/ShT/I-別4

601 二条院讃岐とその周辺(笠間叢書:182) 森本元子著 笠間書院 911.13/MoM

602 二条院讃岐全歌注釈(研究叢書:368) 小田剛著 和泉書院 911.132/NiS/O

603 藤原定家全歌集 上(ちくま学芸文庫:[コ-10-11], [コ-10-12])
藤原定家著/久保田淳校
訂・訳

筑摩書房 911.148/FuS/K-1

604 藤原定家全歌集 下(ちくま学芸文庫:[コ-10-11], [コ-10-12])
藤原定家著/久保田淳校
訂・訳

筑摩書房 911.148/FuS/K-2

605 昨日、悲別で : on stage/今日、悲別で(倉本聰戯曲全集:2) 倉本聰著 新日本出版社 912.6/KuS/K-2
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606 源氏物語の記憶 : 時代との交差 久下裕利著 武蔵野書院 913.36/KuH

607 堤中納言物語の真相 後藤康文著 武蔵野書院 913.384/GoY

608 堤中納言物語の新世界(知の遺産シリーズ:4) 横溝博, 久下裕利編 武蔵野書院 913.384/YoH

609 平家物語作中人物事典 西沢正史編 東京堂出版 913.434/HeM/N

610 筆跡鑑定人・東雲清一郎は、書を書かない。(宝島社文庫:[Cた-10-1]) 谷春慶著 宝島社 913.6/TaH7/H-1

611 阪堺電車177号の追憶(ハヤカワ文庫:8057. ハヤカワ文庫JA:JA1296) 山本巧次著 早川書房 913.6/YaK3/H

612 氷菓(角川文庫:12196) 米澤穂信 [著] 角川書店 913.6/YoH2/K-1

613 女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原理恵子著 KADOKAWA 914.6/SaR/O

614 現代史への試み/喪失の時代(中公選書:014. 唐木順三ライブラリー:1) 唐木順三著 中央公論新社 918.68/KaJ/1

615 詩とデカダンス/無用者の系譜(中公選書:015. 唐木順三ライブラリー:2) 唐木順三著 中央公論新社 918.68/KaJ/2

616 中世の文学/無常(中公選書:016. 唐木順三ライブラリー:3) 唐木順三著 中央公論新社 918.68/KaJ/3
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617 明暗(定本漱石全集:第11巻) 岩波書店 918.68/NaS/11

618 エマソン自分を信じ抜く100の言葉 中島輝著 朝日新聞出版 930.268/EmR/N

619 ドナルド・キーン : 知の巨人、日本美を語る!(和樂ムック) 小学館 930.278/KeD/S

620 若草物語(光文社古典新訳文庫:[KAオ4-1]) オルコット著/麻生九美訳 光文社 933.6/AlL/W

621 シュルレアリスムと抒情による蜂起 : アンドレ・ブルトン没後50年記念イベント全記録

アニー・ル・ブラン, アン
ドレ・ブルトン著/塚原史,
星埜守之, 前之園望訳/松
本完治編・文

エディション・イ
レーヌ

951.7/BrA/L

622 断章としての身体 : 1971-1974(ロラン・バルト著作集:8)
[ロラン・バルト著]/吉村
和明訳

みすず書房 958.7/BaR/M-8

623 アンドレ・ジッド集成 4
アンドレ・ジッド [著]/二
宮正之訳

筑摩書房 958.7/GiA/4

624 日本人物レファレンス事典 名工・職人・技師・工匠篇
日外アソシエーツ株式会社
編

日外アソシエーツ/
紀伊國屋書店 (発
売)

B281/NiA/12

625 英語音声学入門 録音ディスク(英語・英米文学入門シリーズ) 松坂ヒロシ著 研究社出版 CD831.1/13

626 だいじなくつ(こどものとも年少版:488号) にしむらあつこさく 福音館書店 E//17

627 アンヘリータとおばあちゃん : メキシコのおぼん ディア・デ・ムエルトス(こどものとも:740号) 直江みちるぶん/今井俊え 福音館書店 E//17
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628 すいどう(かがくのとも:584号) 百木一朗さく 福音館書店 E//17

629 すっくのこんなときってなんていう? : おうちのなかで 改訂
たかてらかよぶん/さこも
もみえ

ひかりのくに E/15

630 ゆっくのこんなときってなんていう? : おそとであそぼう 改訂
たかてらかよぶん/さこも
もみえ

ひかりのくに E/15

631 すっくのこんなときってなんていう? : ともだちできたよ 改訂
たかてらかよぶん/さこも
もみえ

ひかりのくに E/15

632 こんなときってなんていう? : あいにいくよ
たかてらかよぶん/さこも
もみえ

ひかりのくに E/15

633 どれにしようかな? : ぼくのいちばん
たかてらかよぶん/さこも
もみえ

ひかりのくに E/15

634 どれにしようかな? : わたしのいちばん
たかてらかよぶん/さこも
もみえ

ひかりのくに E/15

635 ころん!(ゆっくとすっくbaby) ひかりのくに E/17

636 あむあむ(ゆっくとすっくbaby) ひかりのくに E/17

637 まねっこおかお(ゆっくとすっくbaby) ひかりのくに E/17

638 まねっこポーズ(ゆっくとすっくbaby) ひかりのくに E/17
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639 おやすみやさい
わたなべあや絵/窪田愛
文・企画編集

ひかりのくに E/18

640 すっぽんぽーん
わたなべあや絵/窪田愛
文・企画編集

ひかりのくに E/18

641 ごめんやさい
わたなべあや絵/窪田愛
文・企画編集

ひかりのくに E/18

642 おはようサラダ
わたなべあや絵/窪田愛
文・企画編集

ひかりのくに E/18

643 ありがとまと
わたなべあや絵/窪田愛
文・企画編集

ひかりのくに E/18

644 かたづけやさーい
わたなべあや絵/窪田愛
文・企画編集

ひかりのくに E/18

645 も・や・し〜!
わたなべあや絵 : 窪田愛
文・企画編集

ひかりのくに E/18

646 ないちゃったまねぎ
わたなべあや絵 : 窪田愛
文・企画編集

ひかりのくに E/18

647 おべんとう : まえからもうしろからもよめるえほん さとうめぐみ作・絵 ひかりのくに E/18

648 ゆっくとすっくとやだやだおばけ
さこももみえ/たかてらか
よぶん

ひかりのくに E/18

649 おうちさん : ぽん!っとへんしん かしわらあきお作・絵 ひかりのくに E/19
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650 とんがりくん : にょき!っとへんしん かしわらあきお作・絵 ひかりのくに E/19

651 くれよんのくろくん(絵本・こどものひろば) なかやみわさく・え 童心社 E/20

652 1000000ぼんのブナの木 塩野米松文/村上康成絵 ひかりのくに E/26

653 3びきのこねこ
飯島敏子原作/いもとよう
こ文・絵

ひかりのくに E/26

654 どんはどんどん.....
織田道代作/いもとようこ
絵

ひかりのくに E/26

655 ねずみくんのだいすきなもの
左近蘭子作/いもとようこ
絵

ひかりのくに E/26

656 チューせんせいはおいしゃさん いもとようこ作・絵 ひかりのくに E/26

657 おおかみくん
飯島敏子原作/いもとよう
こ文・絵

ひかりのくに E/26

658 ともだちいっぱい(ひかりのくに傑作絵本集:18)
新沢としひこ作/大島妙子
絵

ひかりのくに E/27

659 でてくるでてくる 岩田明子作・絵 ひかりのくに E/27

660 まほうのでんしレンジ
たかおかまりこ原案/さい
とうしのぶ作・絵

ひかりのくに E/27
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661 おじいさんと10ぴきのおばけ(ひかりのくに傑作絵本集:19. 10ぴきのおばけシリーズ:1) にしかわおさむ作絵 ひかりのくに E/27

662 なつやさいのなつやすみ 林木林作/柿田ゆかり絵 ひかりのくに E/27

663 ルンバさんのたまご モカ子さく・え ひかりのくに E/27

664 くすのきだんちのあきまつり 武鹿悦子作/末崎茂樹絵 ひかりのくに E/27

665 もみじちゃんとチュウ(ひかりのくに傑作絵本集:13) 村上康成作・絵 ひかりのくに E/27

666 くすのきだんちのなつやすみ 武鹿悦子作/末崎茂樹絵 ひかりのくに E/27

667 ポカポカホテル(ひかりのくに傑作絵本集:14) 松岡節作/いもとようこ絵 ひかりのくに E/27

668 そらはさくらいろ 村上康成作・絵 ひかりのくに E/27

669 ふゆのあさ 村上康成作 ひかりのくに E/27

670 動物会議(大型絵本)

エーリッヒ・ケストナー
[作]/イェラ・レープマン
原案/ヴァルター・トリ
アー絵/池田香代子訳

岩波書店 E/27

671 どうしてあめがふらないの?
中村美佐子原作/いもとよ
うこ文・絵

ひかりのくに E/29
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672 おいもほり
中村美佐子作/いもとよう
こ絵

ひかりのくに E/29

673 ワニーさんのおまけつきレストラン
岡本一郎原案/いもとよう
こ文・絵

ひかりのくに E/29

674 おいもをどうぞ!
柴野民三原作/いもとよう
こ文・絵

ひかりのくに E/29

675 えりまきの花
中島和子作/いもとようこ
絵

ひかりのくに E/29

676 ブーのみるゆめ
宮川ひろ作/いもとようこ
絵

ひかりのくに E/29

677 なつペンギン 塩野米松作/村上康成絵 ひかりのくに E/29

678 かえるのレストラン 松岡節作/いもとようこ絵 ひかりのくに E/29

679 たんぼレストラン はやしますみ作・絵 ひかりのくに E/31

680 どこどこどこ : いってみたーい(えさがしえほん:2) 長谷川義史作・絵 ひかりのくに E/31

681 わくわく!探検れきはく日本の歴史 3 近世 国立歴史民俗博物館編 吉川弘文館 K210.1/KoR/3

682 辞書びきえほん国旗 改訂新版 隂山英男監修 ひかりのくに K288.9/KaH
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683 どうぶつ : くらしとかいかた 改訂6版 岩合徳光, 中川道朗監修 ひかりのくに K480/DoK

684 ちいさないきもの : くらしとかいかた 改訂版
日高敏隆監修/伊藤ふくお
構成

ひかりのくに K480/ItF

685 むし : くらしとかいかた 改訂版 今森光彦構成 ひかりのくに K480/MuK

686 ワッハワッハハイのぼうけん : 谷川俊太郎童話集(小学館文庫:た34-1) 谷川俊太郎著/和田誠絵 小学館 K913/TaS/W

687 Whaddaya say? : guided practice in relaxed speech 2nd ed cassette 1 Nina Weinstein Pearson Education T837.8/WeN/1

688 Whaddaya say? : guided practice in relaxed speech 2nd ed cassette 2 Nina Weinstein Pearson Education T837.8/WeN/2

689 Whaddaya say? : guided practice in relaxed speech 2nd ed cassette 3 Nina Weinstein Pearson Education T837.8/WeN/3

690 公務員試験新スーパー過去問ゼミ5経営学 : 地方上級/国家総合職・一般職・専門職 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['17]

691 読んでスッキリ!気象予報士試験合格テキスト
気象予報士試験対策研究会
編著

ナツメ社 就職/資格/['17]

692 数的推理(公務員試験新スーパー過去問ゼミ5) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['17]

693 判断推理(公務員試験新スーパー過去問ゼミ5) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['17]
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694 文章理解・資料解釈(公務員試験新スーパー過去問ゼミ5) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['17]

695 公務員試験スピード解説国際関係 : 地方上級・市役所・国家一般職
資格試験研究会編/高瀬淳
一執筆

実務教育出版 就職/資格/['17]

696 自衛官採用試験問題解答集総合版 平成29年版 防衛協力会編 成山堂書店 就職/資格/'17

697 航空学生 : 平成24-28年実施試験収録(自衛官採用試験問題解答集 : 最近5か年:3) 防衛協力会編 成山堂書店 就職/資格/'17

698 看護学生 : 平成25-28年実施試験収録(自衛官採用試験問題解答集 : 最近4か年:5) 防衛協力会編 成山堂書店 就職/資格/'17

699 一般幹部候補生 : 平成24-28年実施試験収録(自衛官採用試験問題解答集 : 最近5か年:6) 防衛協力会編 成山堂書店 就職/資格/'17

700 ワークルール検定 : 問題集 2017年版
日本ワークルール検定協会
編/道幸哲也 [ほか] 著

旬報社 就職/資格/'17

701 資格取り方選び方全ガイド 2019年版 高橋書店編集部編 高橋書店 就職/資格/'19

702 8割が落とされる「Webテスト」完全突破法! 2019年度版1 SPIノートの会編著 洋泉社 就職/資格/'19

703 最新最強の資格の取り方・選び方全ガイド '19年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'19
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