
2017年11月　受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 13歳からの「学問のすすめ」(ちくまプリマー新書:284) 福澤諭吉著/齋藤孝訳・解説 筑摩書房 002/FuY/S

2 スキルアップ!情報検索 : 基本と実践
中島玲子, 安形輝, 宮田洋
輔著

日外アソシエーツ/紀伊國屋書店
(発売) 007.58/SuJ

3 正しいExcelの教科書 田沢大地著 スタンダーズ 007.63/Exc/T

4 コピペで使える!動くPowerPoint素材集2000 河合浩之著 翔泳社 007.63/PoP/K

5 図解でわかる!お仕事のWord 朝岳健二著 秀和システム 007.63/Wor/A

6 分類法キイノート 増補第2版 宮沢厚雄著 樹村房 014.4/MiA

7 学校図書館の挑戦と可能性(困ったときには図書館へ:2) 神代浩, 中山美由紀編著 悠光堂 015/KaH/2

8 図書館サービス概論 第2版(ライブラリー図書館情報学:5) 金沢みどり著 学文社 015/KaM

9 思考力・読解力アップの新空間! : 学校図書館改造プロジェクト : 図書館フル活用の教科別授業アイデア20 井上一郎編著 明治図書出版 017.2/InI

10 司書教諭・学校司書のための学校図書館必携 : 理論と実践 改訂版 全国学校図書館協議会監修 悠光堂 017/ZeG

11 名著探訪108 : 知の先達29人が選ぶ
藤原書店編集部編/市村真一
[ほか] 著

藤原書店 019.9/FuS

12 なるほど図解著作権法のしくみ 第3版(CK books) 奥田百子著 中央経済社 021.2/OkM

13 写本の文化誌 : ヨーロッパ中世の文学とメディア
クラウディア・ブリンカー・フォン・
デア・ハイデ著/一條麻美子訳 白水社 022.23/BrC

14 江戸の出版統制 : 弾圧に翻弄された戯作者たち(歴史文化ライブラリー:456) 佐藤至子著 吉川弘文館 023.8/SaY

15 百人一首/百人一首注/拾遺(三)(冷泉家時雨亭叢書:第100巻 [1]) 冷泉家時雨亭文庫編
朝日新聞社/朝日新聞出
版 (発売) 081.7/2/100-1

16 仮名文字遣/拾遺(三)(冷泉家時雨亭叢書:第100巻 [2]) 冷泉家時雨亭文庫編
朝日新聞社/朝日新聞出
版 (発売) 081.7/2/100-2

17 変な経営論 : 澤田秀雄インタビュー(講談社現代新書:2448)
沢田秀雄 [述]/桐山秀樹,
丸本忠之聞き手

講談社 081/16/2448

18 不死身の特攻兵 : 軍神はなぜ上官に反抗したか(講談社現代新書:2451) 鴻上尚史著 講談社 081/16/2451

19 健康格差 : あなたの寿命は社会が決める(講談社現代新書:2452) NHKスペシャル取材班著 講談社 081/16/2452
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20 戦争調査会 : 幻の政府文書を読み解く(講談社現代新書:2453) 井上寿一著 講談社 081/16/2453

21 縄文の思想(講談社現代新書:2454) 瀬川拓郎著 講談社 081/16/2454

22 水滸伝 3(講談社学術文庫:[2451]-[2453]) 井波律子訳 講談社 081/2/2453

23 書簡詩(講談社学術文庫:[2458])
ホラーティウス [著]/高橋
宏幸訳

講談社 081/2/2458

24 バロックの光と闇(講談社学術文庫:[2464]) 高階秀爾 [著] 講談社 081/2/2464

25 七十人訳ギリシア語聖書 : モーセ五書(講談社学術文庫:[2465]) 秦剛平訳 講談社 081/2/2465

26 東インド会社とアジアの海(講談社学術文庫:[2468]. 興亡の世界史) 羽田正 [著] 講談社 081/2/2468

27 キリスト教史(講談社学術文庫:[2471]) 藤代泰三 [著] 講談社 081/2/2471

28 中国名言集一日一言(岩波現代文庫:文芸:295) 井波律子著 岩波書店 081/22/B295

29 歴史のなかの新選組(岩波現代文庫:学術:369) 宮地正人著 岩波書店 081/22/G369

30 漱石論集成 新版(岩波現代文庫:学術:370) 柄谷行人著 岩波書店 081/22/G370

31 日本の無戸籍者(岩波新書:新赤版 1680) 井戸まさえ著 岩波書店 081/6-4/1680

32 出羽三山 : 山岳信仰の歴史を歩く(岩波新書:新赤版 1681) 岩鼻通明著 岩波書店 081/6-4/1681

33 アウグスティヌス : 「心」の哲学者(岩波新書:新赤版 1682) 出村和彦著 岩波書店 081/6-4/1682

34 生と死のことば : 中国の名言を読む(岩波新書:新赤版 1683) 川合康三著 岩波書店 081/6-4/1683

35 ユリアヌス登場(西洋古典叢書. ローマ帝政の歴史:1)
アンミアヌス・マルケリヌス [著]/山
沢孝至訳 京都大学学術出版会 089.1/1-2/12-1

36 活動的生
ハンナ・アーレント [著]/
森一郎訳

みすず書房 114/ArH

37 日本精神史 : 高きより高きへ 上松佑二著 人文書館 121.02/AgY

38 日本思想史への道案内 苅部直著 NTT出版 121.02/KaT
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39 いまこそ知りたい日本の思想家25人 小川仁志著 KADOKAWA 121.02/OgH

40 朝鮮思想全史(ちくま新書:1292) 小倉紀蔵著 筑摩書房 129.1/OgK

41 絵で見る哲学の歴史
ギュンター・シュルテ著/勝
道興訳

中央公論美術出版 130.2/ScG

42 読まずに死ねない哲学名著50冊(Forest 2545 shinsyo:116) 平原卓著 フォレスト出版 130/HiS

43 行動の論理学 : 探求の理論 J. デューイ著/河村望訳 人間の科学新社 133.9/DeJ

44 心理学入門 : こころを科学する10のアプローチ(ステップアップ心理学シリーズ) 板口典弘, 相馬花恵編著 講談社 140.7/ItY

45 なるほど!心理学調査法(心理学ベーシック:第3巻) 大竹恵子編著 北大路書房 140.7/ShB/3

46 言語発達とその支援(講座・臨床発達心理学:5) 秦野悦子, 高橋登編著 ミネルヴァ書房 143.08/KoR/5

47 男と女のアドラー心理学 岩井俊憲著 青春出版社 143.1/IwT

48 自我心理学の理論と臨床 : 構造, 表象, 対象関係
ガートルード・ブランク, ルビン・ブ
ランク著/篠原道夫, 岡元彩子訳 金剛出版 146.1/BlG

49 日本の心理療法 国際比較篇 秋田巌編 新曜社 146.8/AkI/4

50 「内なる外国人」 : A病院症例記録 北山修編著/飯島みどり, 大森智恵解
説/金坂弥起, 児玉恵美, 田中裕記訳 みすず書房 146.8/KiO

51 青少年のための自尊心ワークブック : 自信を高めて自分の目標を達成する
リサ・M・シャープ著/高橋
祥友訳

金剛出版 146.8/ScL

52 傾聴の心理学 : PCAをまなぶ : カウンセリング、フォーカシング、エンカウンター・グループ
坂中正義編著/田村隆一, 松
本剛, 岡村達也著

創元社 146.811/SaM

53 公認心理師入門 : 知識と技術(こころの科学増刊:2017) 野島一彦編 日本評論社 146.89/NoK

54 病院で働く心理職 : 現場から伝えたいこと 野村れいか編著 日本評論社 146.89/NoR

55 メタ倫理学入門 : 道徳のそもそもを考える 佐藤岳詩著 勁草書房 150/SaT

56 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2018-1]
edited by Marc Gaborieau ... [et
al.] Brill

167.033/EnI-
3/'18-1

57 日本の新宗教(角川選書:591) 島田裕巳著 KADOKAWA 169.1/ShH
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58 ダライ・ラマとチベット : 1500年の関係史 大島信三著 芙蓉書房出版 180.9/OsS

59 華厳経普賢行願品講話 齋藤唯信述 私製本 183.4/Keg/S

60 両界曼荼羅の仏たち 田中公明著 春秋社 186.81/TaK

61 絵で見る天使百科 : その由来から癒やしの効果まで
クリスティーン・アステル
著/白須清美訳

原書房 191.5/AsC

62 キリシタンが拓いた日本語文学 : 多言語多文化交流の淵源 郭南燕編著 明石書店 192.1/KaN

63 聖書 : 新共同訳 : 旧約聖書続編つき : 引照つき : NIO44DC 共同訳聖書実行委員会 [編] 日本聖書協会 193/KyS

64 歴史学が挑んだ課題 : 継承と展開の50年 歴史科学協議会編 大月書店 201/ReK

65 人類一万年の文明論 : 環境考古学からの警鐘 安田喜憲著 東洋経済新報社 204/YaY

66 紀元前の世界(ちくま新書:1287-1. 人類5000年史:1) 出口治明著 筑摩書房 209/DeH/1

67 縄文文化 : 入門から展望へ(考古調査ハンドブック:17) 今村啓爾著 ニューサイエンス社 210.02/KoC/17

68 元号 : 全247総覧 山本博文編著 悟空出版 210.023/YaH

69 琉球処分と廃仏毀釈の謎(逆説の日本史:23. 明治揺籃編) 井沢元彦著 小学館 210.04/IzM/23

70 教養としての日本史 : 古代の歴史から日本の今を見る 上(ソーシアル・リサーチ叢書) 白石成二著 創風社出版 210.04/ShS/1

71 教養としての日本史 : 古代の歴史から日本の今を見る 下(ソーシアル・リサーチ叢書) 白石成二著 創風社出版 210.04/ShS/2

72 文学で読む日本の歴史 戦国社会篇 五味文彦著 山川出版社 210.1/GoF/3

73 縄文人はなぜ死者を穴に埋めたのか : 墓と子宮の考古学 大島直行著 国書刊行会 210.25/OsN

74 よみがえる古代の港 : 古地形を復元する(歴史文化ライブラリー:455) 石村智著 吉川弘文館 210.3/IsT

75 文明としての徳川日本 : 一六〇三-一八五三年(筑摩選書:0149) 芳賀徹著 筑摩書房 210.5/HaT

76 鎖国論 : 影印・翻刻・校註
[ケンペル著]/志筑忠雄訳/
杉本つとむ校註・解説

八坂書房 210.5/KaE
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77 「江戸大名」失敗の研究 : 政治力の差が明暗を分けた(PHP文庫:た97-4) 瀧澤中著 PHP研究所 210.5/TaA

78 華麗篇 : 皇室ファッション革命(文春MOOK. シリーズ昭和:3) 文藝春秋 210.7//3

79 こうして歴史問題は捏造される(新潮新書:734) 有馬哲夫著 新潮社 210.7/ArT

80 社会を結びなおす : 教育・仕事・家族の連携へ(岩波ブックレット:no. 899) 本田由紀著 岩波書店 210.76/HoY

81 1990年代論(河出ブックス:106) 大澤聡編著 河出書房新社 210.77/OsS

82 詳説日本史研究 佐藤信 [ほか] 編 山川出版社 210/ShN

83 大大阪の時代を歩く(歴史新書) 橋爪紳也編 洋泉社 216.3/HaS

84 世界を揺るがした10日間(光文社古典新訳文庫:[KCシ1-1]) ジョン・リード著/伊藤真訳 光文社 238.07/ReJ

85 コンゴ動乱と国際連合の危機 : 米国と国連の協働介入史、1960〜1963年(国際政治・日本外交叢書:20) 三須拓也著 ミネルヴァ書房 244.8/MiT

86 物部氏の伝承と史実 前田晴人著 同成社 288.3/Mon/M

87 ニュースがよくわかる皇室のすべて(じっぴコンパクト新書:329) 澤田浩監修 実業之日本社 288.4/SaH

88 保科正之 (ほしなまさゆき)(人物叢書:[290]) 小池進著 吉川弘文館 289.1/HoM3/K

89 坂本龍馬の正体(講談社+α文庫:E1-9) 加来耕三 [著] 講談社 289.1/SaR2/K

90 変節と愛国 : 外交官・牛場信彦の生涯(文春新書:1141) 浅海保著 文藝春秋 289.1/UsN/A

91 女興行師吉本せい : 浪花演藝史譚 新版(ちくま文庫:[や-28-3]) 矢野誠一著 筑摩書房 289.1/YoS2/Y

92 チェ・ゲバラと共に戦ったある日系二世の生涯 : 革命に生きた侍
マリー前村ウルタード,  エ
クトル・ソラーレス前村著/
松枝愛訳

キノブックス 289.3/MaF/M

93 ワットとスティーヴンソン : 産業革命の技術者(世界史リブレット人:59) 大野誠著 山川出版社 289.3/WaJ/O

94 ふしぎの国のバード 4(Beam comix) 佐々大河著 KADOKAWA 291.09/SaT/F-4

95 プレミアム京都 : "ニッポンの一流"を京都から学ぶ。(エイムック:3596. Discover Japan TRAVEL) 枻出版社 291.62/EiS
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96 大阪「高低差」地形散歩 : 凹凸を楽しむ 広域編 新之介著 洋泉社 291.63/Shi/2

97 高校生からわかる社会科学の基礎知識 酒井峻一著 ベレ出版 301.2/SaS

98 大人のための社会科 : 未来を語るために 井手英策 [ほか] 著 有斐閣 301/OtT

99 自由を盗んだ少年 : 北朝鮮悪童日記 金革著 : 金善和訳 太田出版 302.21/KiK/K

100 文藝春秋オピニオン2018年の論点100(文春MOOK) 文藝春秋 304/BuS/'18

101 経済成長なき幸福国家論 : 下り坂ニッポンの生き方 平田オリザ, 藻谷浩介著 毎日新聞出版 304/HiO

102 池上彰のこれが「世界のルール」だ!(文春文庫:[い-81-7]) 池上彰著 文藝春秋 304/IkA

103 「危機感のない日本」の危機 大石久和著 海竜社 304/OiH

104 ナショナリズムの正体(文春文庫:[は-8-33]) 半藤一利, 保阪正康著 文藝春秋 311.3/HaK

105 ロシア近現代と国際関係 : 歴史を学び、政治を読み解く 小田健著 ミネルヴァ書房 312.38/OdT

106 日本人が知らない101の疑問(SB新書:405. ニュースの"なぜ?"は世界史に学べ:2) 茂木誠著 SBクリエイティブ 319.04/MoM/2

107 ゼロからわかる「世界の読み方」 : プーチン・トランプ・金正恩 佐藤優著 新潮社 319.04/SaM

108 地政学で考える日本の未来 : 中国の覇権戦略に立ち向かう(PHP文庫) 櫻井よしこ著 PHP研究所 319.1022/SaY

109 新次元の日中関係 高橋五郎編著 日本評論社 319.1022/TaG

110 戦争と平和(新潮新書:731) 百田尚樹著 新潮社 319.8/HyN

111 文明の衝突 上(集英社文庫:ハ20-2, ハ20-3)
サミュエル・ハンチントン
著/鈴木主税訳

集英社 319/HuS/1

112 文明の衝突 下(集英社文庫:ハ20-2, ハ20-3)
サミュエル・ハンチントン
著/鈴木主税訳

集英社 319/HuS/2

113 米中露パワーシフトと日本 三船恵美著 勁草書房 319/MiE

114 法情報の調べ方入門 : 法の森のみちしるべ 補訂版(JLA図書館実践シリーズ:28)
ロー・ライブラリアン研究
会編

日本図書館協会 320.7/RoR
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115 法のデザイン : 創造性とイノベーションは法によって加速する 水野祐著 フィルムアート社 321.3/MiT

116 流罪の日本史(ちくま新書:1290) 渡邊大門著 筑摩書房 322.14/WaD

117 性表現規制の文化史 白田秀彰著 亜紀書房 326.22/ShH

118 子どもの法律入門 : 臨床実務家のための少年法手引き 第3版 廣瀬健二著 金剛出版 327.8/HiK

119 難民認定実務マニュアル 第2版
日本弁護士連合会人権擁護
委員会編

現代人文社/大学図書
(発売) 329.94/NiB

120 ポストキャピタリズム : 資本主義以後の世界
ポール・メイソン著/佐々と
も訳

東洋経済新報社 332.06/MaP

121 Q&A日本経済のニュースがわかる! 2018年版 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 332.107/NiK/'18

122 経済史の種 2 児島秀樹著 学文社 332/KoH/2

123 先生も知らない経済の世界史(日経プレミアシリーズ:355) 玉木俊明著 日本経済新聞出版社 332/TaT

124 あなたの使命は何ですか?(国際協力キャリアガイド : 世界を目指す仕事と学びの進路ガイダンス:2017-18)
国際開発ジャーナル社/
丸善 (発売) 333.8//'17-'18

125 人口論入門 : 歴史から未来へ 杉田菜穂著 法律文化社 334.3/SuN

126 経営学要論 岸川善光著 同文舘出版 335.1/KiZ

127 安藤百福 : 世界的な新産業を創造したイノベーター(PHP経営叢書. 日本の企業家:11) 榊原清則著 PHP研究所 335.13/AnM/S

128 「起業」という幻想 : アメリカン・ドリームの現実 新版
スコット・A・シェーン著/
谷口功一, 中野剛志, 柴山
桂太訳

白水社 335.253/ShS

129 最新「国際経営」入門 高橋浩夫著 同文舘出版 335.5/TaH

130 プレゼンのパワーを最大限にする50のジェスチャー
ヨッヘン・バイヤー著/ダー
フィット・パウルイラスト/
安原実津訳

日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

336.49/BaJ

131 ゼロからのプレゼンテーション :「ものまね」から達人までの全ステップ 三谷宏治著 プレジデント社 336.49/MiK

132
1時間でわかる意図が伝わるビジネス文書の作り方 : Word 2016/2013/2010 Excel 2016/2013/2010(スピードマ
スター)

木村幸子著 技術評論社 336.5/KiS
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133 日商簿記3級完全対策(パーフェクト)模擬試験問題集
清水秀輝, 増子敦仁著/片山
覺, 川村義則監修

中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.91//['17]

134 公式簿記会計仕訳ハンドブック : 全国経理教育協会 上野清貴, 吉田智也編著 創成社 336.91/UeK

135 金融の仕組みと働き(有斐閣ブックス) 岡村秀夫 [ほか] 著 有斐閣 338/KiS

136 ビットコインとブロックチェーンの歴史・しくみ・未来
ニュー・サイエンティスト
編集部著/水谷淳訳

SBクリエイティブ 338/ReB

137 図解でわかる金融のしくみいちばん最初に読む本 遠山眞人監修 アニモ出版 338/ToM

138 モラルハラスメント : あなたを縛る見えない鎖
リサ・アロンソン・フォンテス著/宮
家あゆみ訳 晶文社 361.4/FoL

139 不安定な自己の社会学 : 個人化のゆくえ(叢書現代社会のフロンティア:26) 片桐雅隆著 ミネルヴァ書房 361.4/KaM

140 社会心理学・再入門 : ブレークスルーを生んだ12の研究
ジョアンヌ・R.スミス, S・
アレクサンダー・ハスラム
編

新曜社 361.4/SmJ

141 異文化コミュニケーションのA to Z : 理論と実践の両面からわかる 改訂版 小坂貴志著 研究社 361.45/KoT

142 現代メディア・イベント論 : パブリック・ビューイングからゲーム実況まで
飯田豊, 立石祥子編著/永井
純一 [ほか執筆]

勁草書房 361.453/IiY

143 しぐさの技術 : 伝わり方が劇的に変わる!(Do books) 荒木シゲル著 同文舘出版 361.454/ArS

144 Doing cultural studies : the story of the Sony Walkman 2nd ed Paul Du Gay ... [et al.] SAGE/Open University 361.5/DuP

145 文明論之概略(角川文庫:20552. ビギナーズ日本の思想) 福澤諭吉著/先崎彰容全訳 KADOKAWA 361.5/FuY

146 「ポピュラーカルチャー論」講義 : 時代意識の社会学 片上平二郎著 晃洋書房 361.5/KaH

147 英語と異文化理解 改訂版 鷲直仁著 朝日出版社 361.5/WaN

148 転げ落ちない社会 : 困窮と孤立をふせぐ制度戦略 宮本太郎編著 勁草書房 364.04/MiT

149 不動産格差(日経プレミアシリーズ:340) 長嶋修著 日本経済新聞出版社 365.3/NaO

150 後悔しない「産む」×「働く」(ポプラ新書:129) 齊藤英和, 白河桃子著 ポプラ社 365/SaH

151 働くときの法律ウソ?ホント? 金井正元著 信山社 366.14/KaM
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書名 著者名 出版者 請求記号

152 ふむふむ : おしえて、お仕事!(新潮文庫:10237, み-34-13) 三浦しをん著 新潮社 366.29/MiS

153 判例で理解する職場・学校のセクハラ・パワハラ : 実務対策:どんな事案がどう判定されたか
吉川英一郎編著/大橋さゆり
[ほか] 著

文眞堂 366.3/YoE

154 戦う姫、働く少女(POSSE叢書:003) 河野真太郎著 堀之内出版 367.1/KoS

155 子育て支援を考える : 変わる家族の時代に(岩波ブックレット:No.555) 柏木惠子 [著] 岩波書店 367.3/KaK

156 思春期の性の悩みQ&A : 大人になっていく私たちの体… 北村邦夫著 健学社 367.99/KiK

157 入門貧困論 : ささえあう/たすけあう社会をつくるために 金子充著 明石書店 368.2/KaJ

158 釜ケ崎で表現の場をつくる喫茶店、ココルーム 上田仮奈代著 フィルムアート社 368.2/UeK

159 近代ヤクザ肯定論 : 山口組の90年(ちくま文庫:[み-29-1]) 宮崎学著 筑摩書房 368.51/Yam/M

160 生活保護ソーシャルワークはいま : より良い実践を目指して
岡部卓, 長友祐三, 池谷秀
登編著

ミネルヴァ書房 369.2/SeH

161 医療・福祉サービスマネジメント
渡辺孝雄, 服部治, 小島理
市編著

同文舘出版 369.26/IrF

162 デンマークの認知症ケア国家戦略 小磯明著 同時代社 369.26/KoA

163 介護現場における「ケア」とは何か : 介護職員と利用者の相互作用による「成長」(MINERVA社会福祉叢書:56) 種橋征子著 ミネルヴァ書房 369.263/TaS

164 社会的包摂と身体 : 障害者差別禁止法制後の障害定義と異別処遇を巡って 榊原賢二郎著 生活書院 369.27/SaK

165 子どもと社会的養護の基本 相澤譲治, 今井慶宗編著 学文社 369.43/AiJ

166 ライフデザイン学 第2版 齊藤恭平 [ほか] 編 誠信書房 369/RaD

167 教育とは何? : 日本のエリートはニセモノか(中公新書ラクレ:595) 尾木直樹, 茂木健一郎著 中央公論新社 370.4/OgN

168 教育の哲学・歴史(教師のための教育学シリーズ:2) 古屋恵太編著 学文社 371.08/KyT/2

169 子育ての大誤解 : 重要なのは親じゃない 新版 上(ハヤカワ文庫:NF 506)
ジュディス・リッチ・ハリ
ス著/石田理恵訳

早川書房 371.45/HaJ/1

170 子育ての大誤解 : 重要なのは親じゃない 新版 下(ハヤカワ文庫:NF 506)
ジュディス・リッチ・ハリ
ス著/石田理恵訳

早川書房 371.45/HaJ/2
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171 教育学のすすめ 水内宏著 一藝社 371/MiH

172 学童集団疎開 : 受入れ地域から考える(岩波現代全書:108) 一條三子著 岩波書店 372.106/IcM

173 教師と学生が知っておくべき教育動向 武田明典編著 北樹出版 372.107/TaA

174 格差社会と教育改革(岩波ブックレット:No.726) 苅谷剛彦, 山口二郎著 岩波書店 373.1/KaT

175 これからの日本、これからの教育(ちくま新書:1288) 前川喜平, 寺脇研著 筑摩書房 373.1/MaK

176 一般教養30日完成 [2019年度版](教員採用試験Pass Line突破シリーズ:[2]) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事通信社 (発
売) 373.7//'19

177 一般教養スコープ ['19年度](Handy必携シリーズ:3)
時事通信出版局/時事通信社 (発
売) 373.7//'19

178 一般教養の要点理解 [2019年度版](教員採用試験Twin Books完成シリーズ:3) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事通信社 (発
売) 373.7//'19

179 一般教養の演習問題 [2019年度版](教員採用試験Twin Books完成シリーズ:4) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事通信社 (発
売) 373.7//'19

180 教職教養の要点理解 [2019年度版](教員採用試験Twin Books完成シリーズ:1) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事通信社 (発
売) 373.7//'19

181 小学校全科30日完成 [2019年度版](教員採用試験Pass Line突破シリーズ:[3]) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事通信社 (発
売) 373.7//'19

182 小学校全科の要点理解 [2019年度版](教員採用試験Twin Books完成シリーズ:5) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事通信社 (発
売) 373.7//'19

183 中学校新学習指導要領パスライン [2019年度版](パスラインシリーズ:[5]) 時事通信出版局編集 時事通信出版局/時事通信社(発売) 373.7//'19

184 中高英語の完全攻略 ['19年度](専門教養Build Upシリーズ:3)
時事通信出版局/時事通信社 (発
売) 373.7//'19

185 養護教諭の完全攻略 ['19年度](専門教養Build Upシリーズ:5)
時事通信出版局/時事通信社 (発
売) 373.7//'19

186 これだけ覚える教員採用試験一般教養 '19年版 LEC東京リーガルマインド著 成美堂出版 373.7//'19

187 これだけ覚える教員採用試験教職教養 '19年版 LEC東京リーガルマインド著 成美堂出版 373.7//'19

188 一般教養教員採用試験合格問題集 : 絶対決める! [2019年度版] L&L総合研究所編著 新星出版社 373.7//'19

189 教職教養教員採用試験合格問題集 : 絶対決める! 2019年度版 L&L総合研究所編著 新星出版社 373.7//'19
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190 だれも教えてくれない教師の仕事の流儀と作法 : 信頼され、敬愛される教育者となるために
永冨淳一編集/大和淳 [ほ
か] 執筆

協同出版 374.3/NaJ

191 かわいい!おしゃれ!小学校で使えるいろいろテンプレートCD-ROM
教師生活向上プロジェクト
編

東洋館出版社 374.4/KyS

192 心をみつめる養護教諭たち : 学校臨床15の扉
カウンセリング研究会著/田
中さえ子, 田中健夫編著

ミネルヴァ書房 374.9/KaK

193 「あなたが大事」の伝えかた : 保健室と養護学からのヒント(ジャパンマシニスト育児新書:J004) 大谷尚子著 ジャパンマシニスト社 374.9/OtH

194 すぐ使える!学校保健OJTシート : 養護教諭からこれだけは伝えたいこと
東京都学校保健研究会編著/
鈴木裕子監修

東山書房 374.9/ToG

195 生きていく力を育てる個別保健指導
岩田英樹監修/小下美子著
「ほか]著

東山書房 374.93/IkI

196
「アクティブ・ラーニング」のための表現力育成10のポイント 中学年編(レベルアップ授業力:国語/理科・生
活/算数)

白石範孝, 佐々木昭弘, 夏
坂哲志著

学校図書 375.1/AcL/2

197 高等学校におけるアクティブラーニング 改訂版 理論編(アクティブラーニング・シリーズ:4) 溝上慎一編 東信堂 375.1/AcL/4

198 学習指導要領は国民形成の設計書 : その能力観と人間像の歴史的変遷 増補改訂版 水原克敏著 東北大学出版会 375.1/MiK

199 総則(平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理) 奈須正裕編著 東洋館出版社 375.1/NaM/'17

200 小学校学習指導要領の読み方・使い方 : 「術」「学」で読み解く教科内容のポイント 2017 大森直樹, 中島彰弘編著 明石書店 375.1/OmN/'17

201 中学校学習指導要領の読み方・使い方 : 「術」「学」で読み解く教科内容のポイント 2017 大森直樹, 中島彰弘編著 明石書店 375.1/OmN/'17

202 PBL学びの可能性をひらく授業づくり : 日常生活の問題から確かな学力を育成する
L.トープ, S.セージ著/伊藤
通子, 定村誠, 吉田新一郎
訳

北大路書房 375.1/ToL

203 生徒指導すきまスキル72 : 中学校 堀裕嗣, 山下幸編著 明治図書出版 375.2/HoH

204 生活指導すきまスキル72 小学校低学年 : 1-3年 堀裕嗣, 宇野弘恵編著 明治図書出版 375.2/HoH/1

205 生活指導すきまスキル72 小学校高学年 : 4-6年 堀裕嗣, 宇野弘恵編著 明治図書出版 375.2/HoH/2

206 生活(平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理) 久野弘幸編著 東洋館出版社 375.312/KuH/'17

207 社会(平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理) 安野功 [ほか] 編著 東洋館出版社 375.312/Sha/'17

208 道徳科教育講義 高橋陽一, 伊東毅著 武蔵野美術大学出版局 375.35/TaY
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209 教職のための道徳教育
内海崎貴子編著/上坂保仁
[ほか執筆]

八千代出版 375.35/UcT

210 算数(平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理) 清水美憲, 斉藤一弥編著 東洋館出版社 375.412/ShY/'17

211 文学作品の「語り」で自分らしさを表現させよ(二瓶弘行国語教室からの提案:3) 二瓶弘行著 東洋館出版社 375.86/NiH/3

212 英語語彙指導の実践アイディア集 : 活動例からテスト作成まで 相澤一美, 望月正道編著 大修館書店 375.893/AiK

213 これからの英語教育の話をしよう
藤原康弘, 仲潔, 寺沢拓敬
編

ひつじ書房 375.893/KoE

214 先生が薦める英語学習のための特選映画100選 小学生編 久米和代 [ほか] 著
フォーインスクリーンプレイ事業
部 (発売) 375.893/SeS/1

215 先生が薦める英語学習のための特選映画100選 中学生編 久米和代 [ほか] 著
フォーインスクリーンプレイ事業
部 (発売) 375.893/SeS/2

216 先生が薦める英語学習のための特選映画100選 社会人編 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/5

217 アクティブ・ラーニングを位置づけた高校英語の授業プラン 菅正隆著, 松下信之著 明治図書出版 375.8934/KaM

218 小学校のための法教育12教材 : 一人ひとりを大切にする子どもを育む
日本弁護士連合会市民のた
めの法教育委員会編著

東洋館出版社 375/NiB

219 保育所実習の事前・事後指導 : やさしい保育の教科書&ワークブック 佐藤賢一郎著 北大路書房 376.1/SaK

220 保育・教職実践演習 : わたしを見つめ、求められる保育者になるために
寺田恭子, 榊原志保, 高橋
一夫編著

ミネルヴァ書房 376.14/HoK

221 病児保育・事例から学ぶこと 池田奈緒子編 芦書房 376.14/IkN

222 ここが変わった!平成29年告示幼稚園教育要領まるわかりガイド 無藤隆編著 チャイルド本社 376.15/MuT/'17

223 ここが変わった!平成29年告示保育所保育指針まるわかりガイド 汐見稔幸編著 チャイルド本社 376.15/ShT/'17

224 保育士のためのこどものうた名曲集150 : ピアノ伴奏
シンコーミュージック・エンタテ
イメント 376.156/ShM

225 大学の学科図鑑
石渡嶺司著/こきりみき, む
らいっちイラスト

SBクリエイティブ 376.87/IsR

226 対話で創るこれからの「大学」
大阪大学COデザインセン
ター監修

大阪大学出版会 377.04/OsD

227 アカデミック・ハラスメントの解決 : 大学の常識を問い直す 北仲千里, 横山美栄子著 寿郎社 377.1/KiC
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228 失敗事例から学ぶ若手・中堅職員の視点28(大学職員のための人材育成のヒント:続)
澤谷敏行, 五藤勝三, 河口
浩編著

関西学院大学出版会 377.13/DaS/2

229 国公立大学by AERA 2018(AERA MOOK) 朝日新聞出版 377.21//'18

230 大学大倒産時代 : 都会で消える大学、地方で伸びる大学(朝日新書:627) 木村誠著 朝日新聞出版 377.21/KiM

231 反教養の理論 : 大学改革の錯誤(叢書・ウニベルシタス:1061)
コンラート・パウル・リー
スマン [著]/斎藤成夫, 齋
藤直樹訳

法政大学出版局 377.23/LiK

232 ノーベル賞の舞台裏(ちくま新書:1289)
共同通信ロンドン支局取材
班編

筑摩書房 377.7/KyT

233 キャリアデザインのための自己表現 : 過去・現在・未来を結ぶバイオグラフィ 細川英雄, 太田裕子編著 東京図書 377.95/HoH

234 手話を学ぶ人のために : もうひとつのことばの仕組みと働き 本名信行, 加藤三保子著 全日本ろうあ連盟 378.28/HoN

235 日本の手話・形で覚える手話入門 : あの手話の意味はなんだろう? 竹村茂著/たかねきゃら絵 ジアース教育新社 378.28/TaS

236 七転び八起きの「自分づくり」 : 知的障害青年期教育と高等部専攻科の挑戦
鳥取大学附属特別支援学校
著

鳥取大学附属特別支援学
校 378/ToD

237 アイヌ歳時記 : 二風谷のくらしと心(ちくま学芸文庫:[カ-46-1]) 萱野茂著 筑摩書房 382.11/KaS

238 図説和菓子の歴史(ちくま学芸文庫:[ア-40-1]) 青木直己著 筑摩書房 383.81/AoN

239 食の地図 3版(旅に出たくなる) 帝国書院編集部著 帝国書院 383.81/TeS

240 大阪料理 : 関西割烹を生み出した味と食文化 大阪料理会監修 旭屋出版 383.8163/OsR

241 世界の茶文化図鑑
ティーピッグズ, ルイー
ズ・チードル, ニック・キ
ルビー著/伊藤はるみ訳

原書房 383.889/SeC

242 世界に通じるマナーとコミュニケーション : つながる心、英語は翼(岩波ジュニア新書:857) 横手尚子, 横山カズ著 岩波書店 385.9/YoS

243 日本の伝統行事 : 図書館・公共用
村上龍著/はまのゆか絵/ラ
ルフ・マッカーシー英訳

講談社 386.1/MuR

244 日本妖怪考 : 百鬼夜行から水木しげるまで
マイケル・ディラン・フォ
スター著/廣田龍平訳

森話社 387/FoM
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245 社会人類学年報 VOL.43(2017)
東京都立大学社会人類学会
編

弘文堂 389.059/ShJ/'17

246 『戦争論』入門 : クラウゼヴィッツに学ぶ戦略・戦術・兵站 清水多吉著 中央公論新社 391.3/ClC/S

247 サイバーセキュリティと国際政治 土屋大洋著 千倉書房 391.6/TsM

248 沖縄の基地の間違ったうわさ : 検証 34個の疑問(岩波ブックレット:No. 962) 佐藤学, 屋良朝博編 岩波書店 395.39/SaM

249 城の科学 : 個性豊かな天守の「超」技術(ブルーバックス:B-2038) 萩原さちこ著 講談社 408/11/2038

250 世界の名作数理パズル100 : 推理力・直観力を鍛える(ブルーバックス:B-2039) 中村義作著 講談社 408/11/2039

251 日本の地下で何が起きているのか(岩波科学ライブラリー:266) 鎌田浩毅著 岩波書店 408/14/266

252 うつも肥満も腸内細菌に訊け!(岩波科学ライブラリー:267) 小澤祥司著 岩波書店 408/14/267

253
神は数学者か? : 数学の不可思議な歴史(ハヤカワ文庫:8061. ハヤカワ文庫NF:NF507/〈数理を愉しむ〉シリー
ズ)

マリオ・リヴィオ著/千葉敏
生訳

早川書房 410.2/LiM

254 数と図形のパズル百科
David Wells[著]/宮崎興二
編訳, 日野雅之, 鈴木広隆
訳

丸善出版 410.79/WeD

255 数の生いたち 復刊版(数学の広場:1) 日本図書センター 410.8/ToK/1

256 数のふしぎ 復刊版(数学の広場:2) 日本図書センター 410.8/ToK/2

257 2次元の世界 復刊版(数学の広場:3) 日本図書センター 410.8/ToK/3

258 3次元の世界 復刊版(数学の広場:4) 日本図書センター 410.8/ToK/4

259 ふく面の数学 復刊版 1(数学の広場:5, 7) 日本図書センター 410.8/ToK/5

260 魔法の箱 復刊版(数学の広場:6) 日本図書センター 410.8/ToK/6

261 ふく面の数学 復刊版 2(数学の広場:5, 7) 日本図書センター 410.8/ToK/7

262 数楽サロン 復刊版(数学の広場:8) 日本図書センター 410.8/ToK/8

263 数学ハンドブック 復刊版(数学の広場:別巻) 日本図書センター 410.8/ToK/別
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264 ビジュアル高校数学大全 涌井良幸, 涌井貞美著 技術評論社 410/WaY

265 面白くて仕事に役立つ数学 柳谷晃著 SBクリエイティブ 410/YaA

266 虚数の情緒 : 中学生からの全方位独学法 吉田武著 東海大学出版会 410/YoT

267 恋する統計学 : 記述統計入門 : 平均、分散、標準偏差、正規分布 金城俊哉著 秀和システム 417/KiT

268 高校生が感動した確率・統計の授業(PHP新書:1113) 山本俊郎著 PHP研究所 417/YaT

269 はじめまして物理 吉田武著 東海大学出版部 420/YoT

270 全国プラネタリウムガイド 恒星社厚生閣編集部編 恒星社厚生閣 440.76/KoK

271
重力波は歌う : アインシュタイン最後の宿題に挑んだ科学者たち(ハヤカワ文庫:8063. ハヤカワ文庫
NF:NF509)

ジャンナ・レヴィン著/田沢
恭子, 松井信彦訳

早川書房 441.1/LeJ

272 重力波発見! : 新しい天文学の扉を開く黄金のカギ(新潮選書) 高橋真理子著 新潮社 441.1/TaM

273 あなたもできるデジカメ天文学 : "マカリ"パーフェクト・マニュアル 鈴木文二, 洞口俊博編 恒星社厚生閣 442.7/SuB

274 卒論・修論のための自然地理学フィールド調査 泉岳樹, 松山洋著 古今書院 450.7/IzT

275 はじめての地質学 : 日本の地層と岩石を調べる 日本地質学会編著 ベレ出版 455/NiC

276 メンデルの軌跡を訪ねる旅(シリーズ・生命の神秘と不思議) 長田敏行著 裳華房 467.1/MeG/N

277 日本の人類学(ちくま新書:1291) 山極寿一, 尾本恵市著 筑摩書房 469.04/YaJ

278 花からたねへ : 種子散布を科学する 小林正明著 全国農村教育協会 471.7/KoM

279 メルヘンの植物たち [正] 江村一子著 研成社 472.3/EmK/1

280 メルヘンの植物たち 続 江村一子著 研成社 472.3/EmK/2

281 驚きの菌ワールド : 菌類の知られざる世界 日本菌学会編 東海大学出版部 474.7/NiK

282 コケを見に行こう! : 森の中にひっそり息づく緑のじゅうたん(大人の自由時間mini) 左古文男著 技術評論社 475/SaF
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283 動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか
フランス・ドゥ・ヴァール [著]/柴田
裕之訳 紀伊國屋書店 481.78/WaF

284 不思議で美しい貝の図鑑
ポール・スタロスタ, ジャック・セン
ダース著 創元社 484/StP

285 教養のための昆虫学 平嶋義宏, 広渡俊哉編著 東海大学出版部 486.1/HiY

286 鳴く虫の捕り方・飼い方 後藤啓著 築地書館 486.4/GoK

287 狩蜂生態図鑑 : ハンティング行動を写真で解く 田仲義弘著 全国農村教育協会 486.7/TaY

288 日本の野鳥 新版(山溪ハンディ図鑑:7)
叶内拓哉写真・解説/安部直
哉分布図・解説協力/上田秀
雄解説(鳴声)

山と溪谷社 488/KaT

289 サルの子育てヒトの子育て(角川新書:[K-150]) 中道正之 [著] KADOKAWA 489.9/NaM

290 50の事物で知る図説医学の歴史 ギル・ポール著/野口正雄訳 原書房 490.2/PaG

291 世界一まじめなおしっこ研究所 : 高校の先生が本気で教える! : 自由研究課題・実験事例付き
金子大輔著/都あきこイラス
ト

保育社 491.348/KaD

292 In Gratitude Jenny Diski Bloomsbury 491.65/DiJ/D

293 脱ネット・スマホ中毒 : 炎上・犯罪に巻き込まれない!SNS時代を生き抜く最新護身術 Ver.2.0 遠藤美季著/高原玲漫画 誠文堂新光社 493.743/EnM

294 お酒を飲んで、がんになる人、ならない人 : 知らないと、がんの危険が200倍以上 横山顕著 星和書店 494.5/YoA

295 コウノドリ 命がうまれる現場から
鴻鳥サクラナビゲーター/鈴
ノ木ユウ原作・イラスト/日
本産科婦人科学会監修

講談社 495.5/KoS

296
周産期初期診療アルゴリズム : PC^3ピーシーキューブ公式コースガイド : 外傷外科戦略に基づく周産期集中
治療戦略

荻田和秀, 渡部広明編 : Perinatal
Critical Care Course運営協議会著 メディカ出版 495.5/OgK

297 A child is born : 赤ちゃんの誕生
レナルト・ニルソン写真/ラーシュ・
ハンベルイェル解説/楠田聡, 小川正
樹訳

あすなろ書房 495.6/NiL

298
コウノドリ 19(モーニングKC:2227, 2242, 2276, 2311, 2342, 2369, 2407, 2440, 2467, 2498, 2512, 2526,
2575, 2611, 2640, 2673, 2703, 2737, 2787)

鈴ノ木ユウ著 講談社 495/SuY/19

299
コウノドリ 20(モーニングKC:2227, 2242, 2276, 2311, 2342, 2369, 2407, 2440, 2467, 2498, 2512, 2526,
2575, 2611, 2640, 2673, 2703, 2737, 2787)

鈴ノ木ユウ著 講談社 495/SuY/20

300 人間関係の疲れをとる技術 : 自衛隊メンタル教官が教える(朝日新書:630) 下園壮太著 朝日新聞出版 498.39/ShS
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301 麦ばあの島 第1巻 古林海月作・画 すいれん舎 498.6/FuK/1

302 麦ばあの島 第2巻 古林海月作・画 すいれん舎 498.6/FuK/2

303 麦ばあの島 第3巻 古林海月作・画 すいれん舎 498.6/FuK/3

304 麦ばあの島 第4巻 古林海月作・画 すいれん舎 498.6/FuK/4

305 くすり・軟膏・毒物 : 薬学の歴史
アクセル・カーン [ほか] 著/日仏薬
学会, 日本薬史学会訳 薬事日報社 499.02/KuN

306 環境経済学のフロンティア
有村俊秀, 片山東, 松本茂
編著

日本評論社 519/KaK

307 持続可能な生き方をデザインしよう : 世界・宇宙・未来を通していまを生きる意味を考えるESD実践学 高野雅夫編著 明石書店 519/TaM

308 凸凹地図で読み解く日本の城(ビジュアルはてなマップ) 島崎晋, 東京地図研究社著 技術評論社 521.823/ShS

309 ヴェルサイユ宮殿
クリストフ・フアン[ほか]
著/永田千奈訳

筑摩書房 523.35/Ver/V

310 美しい刑務所 : 明治の名煉瓦建築奈良少年刑務所 : 写真集 上條道夫写真/寮美千子文 西日本出版社 526.32/NaS/K

311 高齢者施設(建築設計テキスト)
山田あすか, 古賀誉章著/建築設計テ
キスト編集委員会編 彰国社 526.36/YaA

312 惑星探査機の軌道計算入門 : 宇宙飛翔力学への誘い 半揚稔雄著 日本評論社 538.9/HaT

313
職業 (プロの) デザイナーでなくてもWebの表現を豊かにできる本 : 「あのサイトみたいに!」を実現できる!
: 最初からそう教えてくれればいいのに!

中田亨著 秀和システム 547.4833/NaT

314 最新ミサイルがよ〜くわかる本 : 各種ミサイルの機能・動作・長短所を知る(How-nual図解入門) 井上孝司著 秀和システム 559.5/InK

315 「国民食」から「世界食」へ : 日系即席麺メーカーの国際展開 川邉信雄著 文眞堂 588.97/KaN

316 靴磨きの本 長谷川裕也著 亜紀書房 593.5/HaY

317 はじめてでもおいしく作れる和食 : 永久保存レシピ おいしい和食の会編 家の光協会 596.21/OiW

318 和食の英語表現事典
亀田尚己, 青柳由紀江, J.M. クリス
チャンセン著/成瀬宇平編集協力 丸善出版 596.21/WaE

319
One(ワン)スパイスからはじめる超本格スパイスカレー : ステップアップ式大人のカレー入門(大人の自由時間
mini)

井上岳久著 技術評論社 596.3/InT
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320 サクラ先生が教える!コウノドリ妊娠・出産Q&Aブック 鴻鳥サクラ著/鈴ノ木ユウ絵 講談社 598.2/KoS

321 らくらくあんしん妊娠・出産 : 最新版 : 月数ごとによくわかる 荻田和秀監修 学研プラス 598.2/OgK

322 妊娠出産ホンマの話 : 嫁ハンの体とダンナの心得(講談社+α文庫:C202-1) 荻田和秀[著] 講談社 598.2/OgK

323 ダンナのための妊娠出産読本 : 嫁ハンをいたわってやりたい(講談社+α新書:653-1B) 荻田和秀 [著] 講談社 598.2/OgK

324 単位の成り立ち 西條敏美著 恒星社厚生閣 609/SaT

325 花からわかる野菜の図鑑 : たねから収穫まで 亀田龍吉著 文一総合出版 626/KaR

326 磯崎新と藤森照信の「にわ」建築談義 磯崎新, 藤森照信著 六耀社 629.2/IsA

327 イカ先生のアオリイカ学 : これで釣りが100倍楽しくなる! 富所潤著 成山堂書店 664.77/ToJ

328 日本人とくじら : 歴史と文化(生活文化史選書) 小松正之著 雄山閣 664.9/KoM

329 世界で戦う伝わる英語ミーティング(CD BOOK)(Asuka business & language books) 柴山かつの著 明日香出版社 670.93/ShK

330 葬儀業のエスノグラフィ 田中大介著 東京大学出版会 673.93/TaD

331 神戸・阪神間美味しい酒場 ウエストプラン編著 西日本出版社 673.98/UeP

332 図解よくわかるこれからのWEBマーケティング(Do books. なるほど!これでわかった) 船井総合研究所著 同文舘出版 675/FuS

333 風景印大百科1931-2017 東日本編
日本郵趣出版/郵趣サー
ビス社 (発売) 693.8/NiY/1

334 風景印大百科1931-2017 西日本編
日本郵趣出版/郵趣サー
ビス社 (発売) 693.8/NiY/2

335 京都で日本美術をみる : 京都国立博物館 橋本麻里著
集英社クリエイティブ/
集英社 (発売) 702.1/KyK/H

336 運慶への招待 : 救いを実感できる仏像を求めて 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 712.1/Unk/A

337 松久宗琳の仏像彫刻 : 入門から中級まで 改訂12版 松久宗琳著 秀作社出版 718.3/MaS

338 かわいい江戸絵画 府中市美術館編 求龍堂 721.025/FuB
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339 伊藤若冲作品集 [伊藤若冲画]/太田彩著 東京美術 721.4/ItJ/O

340 グルメ漫画50年史(星海社新書:113) 杉村啓著 星海社/講談社 (発売) 726.101/SuK

341 アメコミフロントライン 柳亨英編
出版ワークス/河出書房新社 (発
売) 726.101/YaA

342 日本 : 藤城清治の旅する影絵 藤城清治著 講談社 726.8/FuS

343 校正のレッスン : 活字との対話のために 改訂3版(本の未来を考える=出版メディアパル:no. 32) 大西寿男著 出版メディアパル 749.13/OnT

344 民藝の日本 : 柳宗悦と『手仕事の日本』を旅する 日本民藝館監修 筑摩書房 750.21/YaM/N

345 折り紙8カ国語 2
松井宏友, 高橋恭子著/山脇
健治 [ほか] 訳

大盛堂書房 754.9/OrH/2

346 定本和の色事典 増補特装版 内田広由紀著 視覚デザイン研究所 757.3/UcH

347 ライブ・エンタテインメントの社会学 : イベントにおける「受け手(participants)」のリアリティ 中川和亮著 五絃舎 760.69/NaK

348 クラシック音楽の歴史(角川文庫:20554) 中川右介 [著] KADOKAWA 762.3/NaY

349 はじめての音楽史 : 決定版 : 古代ギリシアの音楽から日本の現代音楽まで 久保田慶一 [ほか] 著 音楽之友社 762/HaO

350 オーケストラ解体新書 読売日本交響楽団編 中央公論新社 764.3/YoN/Y

351 渋谷音楽図鑑
牧村憲一, 藤井丈司, 柴那
典著

太田出版 764.7/ShO

352 「Jポップ」は死んだ(扶桑社新書:248) 烏賀陽弘道著 扶桑社 767.8/UgH

353 日本古典芸能史 今岡謙太郎著 武蔵野美術大学出版局 772.1/ImK

354 能の本
村上ナッツ文/つだゆみマン
ガ

西日本出版社 773/MuN

355 能 : 650年続いた仕掛けとは(新潮新書:732) 安田登著 新潮社 773/YaN

356 鉄道会社がつくった「タカラヅカ」という奇跡(ポプラ新書:133) 中本千晶著 ポプラ社 775.4/TaK/N

357 みんなのパントマイム シスターひろみ著 芸術新聞社 775.8/ShH
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358 母性のディストピア 宇野常寛著 集英社 778.77/UnT

359 友情 : 平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」
山中伸弥, 平尾誠二, 平尾
惠子著

講談社 783.48/HiS/Y

360 相撲見物 : バイリンガルで楽しむ日本文化
伊藤勝治著/デビッド・シャ
ピロ訳

青幻舎 788.1/ItK

361 いけばなと私 下田尚利著 求龍堂 793/ShT

362 中学生棋士(角川新書:[K-162]) 谷川浩司 [著] KADOKAWA 796/TaK

363 ゲームの面白さとは何だろうか(慶應義塾大学三田哲学会叢書)
大森貴秀, 原田隆史, 坂上
貴之著

慶応義塾大学三田哲学会/慶応義塾
大学出版会 (発売) 798/GeO

364 Speech sounds 2nd ed : hbk(Language workbooks) Patricia Ashby Routledge 801.1/AsP

365 ことばの科学 : 東京言語研究所開設50周年記念セミナー
西山佑司, 杉岡洋子編/影山
太郎 [ほか著]

開拓社 801/NiS

366
Conceptualising integration in CLIL and multilingual education : pbk(Bilingual education and
bilingualism:101)

edited by Tarja Nikula
... [et al.]

Multilingual Matters 807/CoI

367 金田一秀穂のおとなの日本語 金田一秀穂著 海竜社 810.4/KiH

368 しっくりこない日本語(小学館新書:[306]) 北原保雄著 小学館 810.4/KiY

369
大人の語彙力が面白いほど身につく本Level 2 : 「言いたいこと」がことばにできる!(青春新書PLAY BOOKS:P-
1094)

話題の達人倶楽部編 青春出版社 810.4/WaT/2

370 ことばのまなび手を知る(日本語教育への道しるべ:第1巻)
鳰貴子, 松本恭子編/エバニ
チ堀越厚子 [ほか] 著

凡人社 810.7/NiK/1

371 国字の字典 : 新装版 菅原義三編 東京堂出版 811.2/SuY

372 角川新字源 改訂新版 小川環樹[ほか]編 KADOKAWA 813.2/Kad

373 古典基礎語辞典 大野晋編
角川学芸出版/角川グループパブ
リッシング (発売) 813.6/OnS

374 日本語類義表現使い分け辞典 泉原省二著 研究社 814.5/IzS

375 大人の語彙力ノート : 誰からも「できる!」と思われる 齋藤孝著 SBクリエイティブ 814/SaT

376 だれも教えなかったレポート・論文書き分け術 新版(SCC books:B-401) 大竹秀一著 エスシーシー 816.5/OtS
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377 知的文章術 : 誰も教えてくれない心をつかむ書き方(だいわ文庫:[289-5E]) 外山滋比古著 大和書房 816/ToS

378 文章添削の教科書 渡辺知明著 芸術新聞社 816/WaT

379 詳説世界の漢字音 大野敏明著 慧文社 821.2/OnT

380 日本語のなかの中国故事 : 知っておきたい二百四十章 小林祥次郎著 勉誠出版 824.4/KoS

381 ことばの架け橋 : 韓国朝鮮語初級テキスト 改訂初版 生越直樹, 曺喜澈著 白帝社 829.1/OgN

382 The Cambridge encyclopedia of the English language 2nd ed : pbk David Crystal
Cambridge University
Press 830.36/CrD

383 英語の品格(インターナショナル新書:012)
ロッシェル・カップ, 大野
和基著

集英社インターナショナル/集英社
(発売) 830.4/KoR

384
英語力が最速で上がるベスト教材ランキング(100%ムックシリーズ. 完全ガイドシリーズ:201/英語教材完全ガ
イド:[2018])

晋遊舎 830.7//'18

385 マンガこんなに効く!英語多読多聴マニュアル こいけかずとし文+絵 ベレ出版 830.7/KoK

386 はじめてのTOEIC L&Rテストきほんのきほん
石井洋佑, カール・ロズボ
ルド, マイケル・マクド
ウェル著

スリーエーネットワーク 830.79/HaT

387 Gimson's pronunciation of English 8th ed : hbk Alan Cruttenden Routledge 831.1/CrA

388 English phonology : an introduction : pbk(Cambridge textbooks in linguistics) Heinz J. Giegerich Cambridge University Press 831.1/GiH

389 Better English pronunciation 2nd ed : pbk J.D. O'Connor Cambridge University Press 831.1/OCJ

390 Sound patterns of spoken English : hardcover Linda Shockey Blackwell 831.1/ShL

391 Transcribing the sound of English : a phonetics workbook for words and discourse : hbk Paul Tench Cambridge University Press 831.1/TeP

392 スペリングの英語史
サイモン・ホロビン著/堀田
隆一訳

早川書房 831.5/HoS

393 その英語、ちょっとカタすぎます! : 日本人が知らないネイティヴの英語表現
キャサリン・A・クラフト著
/里中哲彦編訳

DHC 837.8/CrK

394 だれでも書けるシナリオ教室 岸川真著 芸術新聞社 901.27/KiS

395 だれでも書けるコメディシナリオ教室 丸山智子著 芸術新聞社 901.27/MaT
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396 新しい小説のために 佐々木敦著 講談社 902.3/SaA

397 古代中世文学論考 第35集 古代中世文学論考刊行会編 新典社 910.23/Shi/K-35

398 平安後期頼通文化世界を考える : 成熟の行方(考えるシリーズII. 知の挑発:3) 和田律子, 久下裕利編 武蔵野書院 910.23/WaR

399 中世仏教文学の思想 沼波政保著 法藏館 910.24/NuM

400 愛ゆえの反ハルキスト宣言 平山瑞穂著 皓星社 910.268/MuH/H

401 小林一茶(角川文庫:20557. ビギナーズ・クラシックス/日本の古典) 大谷弘至編 KADOKAWA 911.35/KoI/O

402 古事記 : 日本の原風景を求めて(とんぼの本) 梅原猛 [ほか] 著 新潮社 913.2/Koj/K

403 女房たちの王朝物語論 : 『うつほ物語』『源氏物語』『狭衣物語』 千野裕子著 青土社 913.3/ChY

404 四部合戦状本平家物語全釈 巻11
早川厚一, 佐伯真一, 生形
貴重校注

和泉書院
913.434/HaK/S-
11

405 宇治拾遺物語(角川文庫:20553. ビギナーズ・クラシックス/日本の古典) 伊東玉美編 KADOKAWA 913.47/UjS/I

406 終電の神様(実業之日本社文庫:あ13-1) 阿川大樹著 実業之日本社 913.6/AgT/S

407 Cotton100% Akira著 現代書林 913.6/Aki/C

408 崩れる脳を抱きしめて 知念実希人著 実業之日本社 913.6/ChM/K

409 屋上のテロリスト : 文庫書下ろし(光文社文庫) 知念実希人著 光文社 913.6/ChM/O

410 狂信者(幻冬舎文庫:え-6-7) 江上剛 [著] 幻冬舎 913.6/EgG/K

411 禁忌(幻冬舎文庫:は-18-11) 浜田文人 [著] 幻冬舎 913.6/HaF/K

412 火星に住むつもりかい? 伊坂幸太郎著 光文社 913.6/IsK/K

413 サブマリン 伊坂幸太郎著 講談社 913.6/IsK/S

414 ホワイトラビット : a night 伊坂幸太郎著 新潮社 913.6/IsK/W
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415 墓地を見おろす家 改訂版(角川ホラー文庫) 小池真理子 [著] 角川書店 913.6/KoM/B

416 尼崎の一番星たち 沖田臥竜著 サイゾー 913.6/OkG/A

417 天国までの49日間(スターツ出版文庫:[Sさ2-1]) 櫻井千姫著 スターツ出版 913.6/SaC/T

418 青年のための読書クラブ(新潮文庫:10754, さ-76-21) 桜庭一樹著 新潮社 913.6/SaK4/S

419 君のことを想う私の、わたしを愛するきみ。(ディスカヴァー文庫) 佐木隆臣 [著]
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン 913.6/SaT7/K

420 か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる著 新潮社 913.6/SuY/K

421 文芸的な、余りに文芸的な・饒舌録ほか : 芥川vs.谷崎論争(講談社文芸文庫:[あH3])
芥川龍之介, 谷崎潤一郎
[著]/千葉俊二編

講談社 914.6/AkR/B

422 いとも優雅な意地悪の教本(集英社新書:0899B) 橋本治著 集英社 914.6/HaO/I

423 95歳まで生きるのは幸せですか?(PHP新書:1112) 瀬戸内寂聴, 池上彰著 PHP研究所 914.6/SeJ/K

424 農業のゆくえ(吉本隆明「未収録」講演集:3) 吉本隆明著 筑摩書房 914.6/YoT/3

425 文学論(定本漱石全集:第14巻) 岩波書店 918.68/NaS/14

426 本朝麗藻全注釈 3(新典社注釈叢書:5, 8, 15, 25)
[高階積善原編]/今浜通隆注
釈

新典社 919.3/TaM/I-3

427 本朝麗藻全注釈 4(新典社注釈叢書:5, 8, 15, 25)
[高階積善原編]/今浜通隆注
釈

新典社 919.3/TaM/I-4

428 茶席からひろがる漢詩の世界 諸田龍美著 淡交社 921/MoT

429 ドナルド・キーン : 日本の伝統文化を想う(別冊太陽. 日本のこころ:254) [ドナルド・キーンほか著] 平凡社 930.278/KeD/D

430 ねじの回転(新潮文庫:10783, シ-5-2)
ヘンリー・ジェイムズ
[著]/小川高義訳

新潮社 933.6/JaH/N

431 罪責の神々 上(講談社文庫:[こ59-30], [こ59-31]. リンカーン弁護士)
マイクル・コナリー [著]/
古沢嘉通訳

講談社 933.7/CoM/L-5-1

432 罪責の神々 下(講談社文庫:[こ59-30], [こ59-31]. リンカーン弁護士)
マイクル・コナリー [著]/
古沢嘉通訳

講談社 933.7/CoM/L-5-2

433 充たされざる者(ハヤカワepi文庫:epi 41)
カズオ・イシグロ著/古賀林
幸訳

早川書房 933.7/IsK/M
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434 遠い山なみの光(ハヤカワepi文庫:epi 10)
カズオ・イシグロ著/小野寺
健訳

早川書房 933.7/IsK/T

435 わたしを離さないで(ハヤカワepi文庫:epi51, 6344)
カズオ・イシグロ著/土屋政
雄訳

早川書房 933.7/IsK/W

436 わたしたちが孤児だったころ(ハヤカワepi文庫:epi 34)
カズオ・イシグロ著/入江真
佐子訳

早川書房 933.7/IsK/W

437 アジア学叢書 312 既刊総目次1 大空社 B220/OzS/1

438 アジア学叢書 313 既刊総目次2 大空社 B220/OzS/2

439 アジア学叢書 314 既刊総目次3 大空社 B220/OzS/3

440 ズートピア(Disney DVD)
バイロン・ハワード, リッチ・ムーア
監督/ジャレド・ブッシュ, フィル・
ジョンストン脚本

ウォルト・ディズニー・スタジ
オ・ジャパン (発売) BD778/7

441 感情(V-toneビデオライブラリー. 最先端心理学講座 : 心と体の不思議:第16巻) 新宿スタジオ DV140.8/SaS/16

442 生命の暗号 : 行動遺伝学(V-toneビデオライブラリー. 最先端心理学講座 : 心と体の不思議:第4巻) 新宿スタジオ DV140.8/SaS/4

443
十人十色 : 人間の多様性における環境因子(V-toneビデオライブラリー. 最先端心理学講座 : 心と体の不思
議:第5巻)

新宿スタジオ DV140.8/SaS/5

444 インフェルノ
ロン・ハワード監督・制作/
ブライアン・グレイザー制
作

ソニー・ピクチャーズエ
ンタテインメント (発
売)

DV778/275/3

445 わたしを離さないで
マーク・ロマネク監督/ア
レックス・ガーランド脚本/
カズオ・イシグロ原作

20世紀フォックスホーム
エンターテイメントジャ
パン (発売)

DV778/455

446 日の名残り Collector's edition
ジェームズ・アイヴォリー
監督

ソニー・ピクチャーズエンタテイ
ンメント (発売) DV778/456

447 シン・ゴジラ
庵野秀明脚本・編集・総監
督

東宝 (発売・販売) DV778/457
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448 ミュージアム : Museum : the serial killer is laughing in the rain.
巴亮介原作/大友啓史監督/
高橋泉, 藤井清美, 大友啓
史脚本

ワーナー・ブラザース
ホームエンターテイメン
ト

DV778/458

449 ファンタスティックビーストと魔法使いの旅
デイビッド・イェーツ監督
/J.K.ローリング脚本

ワーナー・ブラザーズ・
ホームエンターテイメン
ト (発売)

DV778/459

450 ペット クリス・ルノー監督
NBCユニバーサル・エンターテイメ
ント (発売) DV778/460

451 ずんずんばたばたおるすばん(こどものとも年少版:489号) ねじめ正一文/降矢なな絵 福音館書店 E//17

452 うさおとかめきちのマラソンたいかい(こどものとも:741号) 中垣ゆたか作 福音館書店 E//17

453 シロナガスクジラ(かがくのとも:585号) 加藤秀弘ぶん/大片忠明え 福音館書店 E//17

454 ダース・ヴェイダーとルーク「4才」
ジェフリー・ブラウン作/と
みながあきこ訳

辰巳出版 E/19

455 ダース・ヴェイダーとプリンセス・レイア
ジェフリー・ブラウン作/と
みながあきこ訳

辰巳出版 E/19

456 ダース・ヴェイダーと仲間たち
ジェフリー・ブラウン作/と
みながあきこ訳

辰巳出版 E/19

457 おやすみなさいダース・ヴェイダー
ジェフリー・ブラウン作/と
みながあきこ訳

辰巳出版 E/19

458 おんなじおんなじももんちゃん(ももんちゃんあそぼう) とよたかずひこさく・え 童心社 E/22

459 こども菜根譚 : 逆境に負けない力をつける! 斎藤孝監修 日本図書センター K159/KoO/S

460 仏典童話 1 渡辺愛子文/畠中光享絵 真宗大谷派宗務所出版部 K184/WaA/B-1

461 仏典童話 2 渡辺愛子文/畠中光享絵 真宗大谷派宗務所出版部 K184/WaA/B-2

462
若者たちはなぜ特攻を選んだのか : 日本人が知らない特攻の真実(親子で読む近現代史シリーズ : もっと日本
が好きになる)

吉本貞昭著 ハート出版 K210.7/YoS
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463 こども君主論 : きびしい社会を生き抜く人になる! 日本図書センター K311/MaN/S

464 日本と世界の領土(帝国書院地理シリーズ:別巻) 帝国書院編集部編 帝国書院 K319/TeS

465
奥が深いんだ!伝統に育まれた道をきわめる(外国人が教えてくれた!私が感動したニッポンの文化 : 子どもた
ちに伝えたい!仕事に学んだ日本の心:第1巻)

ロバート キャンベル監修 日本図書センター K361.5/CaR/1

466
こんなに美しい・おいしいなんて! 高みをめざす職人の巧み(外国人が教えてくれた!私が感動したニッポンの
文化 : 子どもたちに伝えたい!仕事に学んだ日本の心:第2巻)

ロバート キャンベル監修 日本図書センター K361.5/CaR/2

467
人と人とをつなぐ「人」!ニッポン社会で大活躍(外国人が教えてくれた!私が感動したニッポンの文化 : 子ど
もたちに伝えたい!仕事に学んだ日本の心:第3巻)

ロバート キャンベル監修 日本図書センター K361.5/CaR/3

468 伝統食(47都道府県ビジュアル文化百科) こどもくらぶ編 丸善出版 K383.8/KoK

469 親子で学ぶ!統計学はじめて図鑑 : レッツ!データサイエンス
青山和裕 [ほか] 著/友永た
ろイラスト

日本図書センター K417/OyM

470 ふしぎな目(脳と目の科学:1)
クライブ・ギフォード著/石
黒千秋訳

ゆまに書房 K491.3/GiC/1

471 だまされる脳(脳と目の科学:2)
クライブ・ギフォード著/日
向やよい訳

ゆまに書房 K491.3/GiC/2

472 ボクのことわすれちゃったの? : お父さんはアルコール依存症(家族のこころの病気を子どもに伝える絵本:4) プルスアルハ著 ゆまに書房 K493.7/Pur/4

473 買う・利用する(世界が感動!ニッポンのおもてなし:第1巻) 日本図書センター K673/OgK/1

474 食べる・泊まる(世界が感動!ニッポンのおもてなし:第2巻) 日本図書センター K673/OgK/2

475 見る・楽しむ(世界が感動!ニッポンのおもてなし:第3巻) 日本図書センター K673/OgK/3

476 愛と友情を信じて(ヒーロー&ヒロインと出会う名作読書きっかけ大図鑑:第1巻) 本田和子監修 日本図書センター K902.3/HoM/1

477 夢とあこがれを追いかけて(ヒーロー&ヒロインと出会う名作読書きっかけ大図鑑:第2巻) 本田和子監修 日本図書センター K902.3/HoM/2

478 不思議と冒険を探して(ヒーロー&ヒロインと出会う名作読書きっかけ大図鑑:第3巻) 本田和子監修 日本図書センター K902.3/HoM/3

479
集まれ!世界の名探偵(北村薫と有栖川有栖の名作ミステリーきっかけ大図鑑 : ヒーロー&ヒロインと謎を追
う!:第1巻)

北村薫, 有栖川有栖監修 日本図書センター K902.3/KiK/1
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480
凍りつく!怪奇と恐怖(北村薫と有栖川有栖の名作ミステリーきっかけ大図鑑 : ヒーロー&ヒロインと謎を追
う!:第2巻)

北村薫, 有栖川有栖監修 日本図書センター K902.3/KiK/2

481
みごとに解決!謎と推理(北村薫と有栖川有栖の名作ミステリーきっかけ大図鑑 : ヒーロー&ヒロインと謎を追
う!:第3巻)

北村薫, 有栖川有栖監修 日本図書センター K902.3/KiK/3

482 恋するこころ(ヒーロー&ヒロインに会える文学入門きっかけ大図鑑 : 10代で読んでおきたい!:第1巻) 齋藤孝監修 日本図書センター K902.3/SaT/1

483 青春の罪と罰(ヒーロー&ヒロインに会える文学入門きっかけ大図鑑 : 10代で読んでおきたい!:第2巻) 齋藤孝監修 日本図書センター K902.3/SaT/2

484 夢は風とともに(ヒーロー&ヒロインに会える文学入門きっかけ大図鑑 : 10代で読んでおきたい!:第3巻) 齋藤孝監修 日本図書センター K902.3/SaT/3

485 神話から物語へ : 奈良・平安時代(ヒーロー&ヒロインに会おう!古典を楽しむきっかけ大図鑑:第1巻) 齋藤孝監修 日本図書センター K910.2/SaT/1

486 戦乱の世の中で : 鎌倉・室町時代(ヒーロー&ヒロインに会おう!古典を楽しむきっかけ大図鑑:第2巻) 齋藤孝監修 日本図書センター K910.2/SaT/2

487 「浮世」ってなに? : 江戸時代(ヒーロー&ヒロインに会おう!古典を楽しむきっかけ大図鑑:第3巻) 齋藤孝監修 日本図書センター K910.2/SaT/3

488 CSR企業総覧 2017: 雇用・人材活用編(東洋経済臨時増刊) 東洋経済新報社 就職/資格/'17

489 面接 2019(絶対内定) 杉村太郎, 坂本章紀著 ダイヤモンド社 就職/資格/'19

490 8割が落とされる「Webテスト」完全突破法! 2019年度版2 SPIノートの会編著 洋泉社 就職/資格/'19

491 8割が落とされる「Webテスト」完全突破法! 2019年度版3 SPIノートの会編著 洋泉社 就職/資格/'19

492 面接の質問 2019(絶対内定) 杉村太郎, 坂本章紀著 ダイヤモンド社 就職/資格/'19

493 市役所上・中級採用試験問題集 : 公務員試験 2019年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'19

494 地方中級採用試験問題集 2019年度版(公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'19

495 自己分析とキャリアデザインの描き方 2019(絶対内定) 杉村太郎著 ダイヤモンド社 就職/資格/'19

496 エントリーシート・履歴書 2019(絶対内定) 杉村太郎, 坂本章紀著 ダイヤモンド社 就職/資格/'19

497 新らくらくマクロ経済学入門 : 試験対応 茂木喜久雄著 洋泉社 就職/資格/['17]

498 新らくらくミクロ経済学入門 : 試験対応 茂木喜久雄著 洋泉社 就職/資格/['17]
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499 行政法(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]

500 憲法(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]

501 マクロ経済学(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]

502 ミクロ経済学(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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