
2017年12月 受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 混合研究法の基礎 : 社会・行動科学の量的・質的アプローチの統合
チャールズ・テッドリー, アッバ
ス・タシャコリ著/土屋敦, 八田
太一, 藤田みさお監訳

西村書店 002.7/TeC

2 働きたくないイタチと言葉がわかるロボット : 人工知能から考える「人と言葉」 川添愛著/花松あゆみ絵 朝日出版社 007.13/KaA

3 デジタルメディアの社会学 : 問題を発見し、可能性を探る 第3版
土橋臣吾, 南田勝也, 辻泉
編著

北樹出版 007.3/DeM

4 SPSSによるテキストマイニング入門
内田治, 川嶋敦子, 磯崎幸
子共著

オーム社 007.6/SPN

5 はじめての今さら聞けないPDF入門(Basic master:495) 桑名由美著 秀和システム 007.63/PDF

6
パワーポイントスライドデザインのセオリー : セオリーを押さえればわかりやすく魅力的なスライドは
誰でも簡単に作れる!

藤田尚俊著 技術評論社 007.63/PoP/F

7 えほんのせかいこどものせかい(文春文庫:[ま-40-1]) 松岡享子著 文藝春秋 019.53/MaK

8 「100分de名著」名作セレクション
NHK「100分de名著」制作班
編

文藝春秋 019.9/NiH

9 中国関係論説資料 58(2016年)第2分冊上 論説資料保存会 051.1/1/58-2-1
10 中国関係論説資料 58(2016年)第2分冊下 論説資料保存会 051.1/1/58-2-2
11 中国関係論説資料 58(2016年)第2分冊増 論説資料保存会 051.1/1/58-2-3
12 脳の意識機械の意識 : 脳神経科学の挑戦(中公新書:2460) 渡辺正峰著 中央公論新社 081/17/2460
13 蒙古襲来と神風 : 中世の対外戦争の真実(中公新書:2461) 服部英雄著 中央公論新社 081/17/2461
14 大嘗祭 : 天皇制と日本文化の源流(中公新書:2462) 工藤隆著 中央公論新社 081/17/2462
15 兼好法師 : 徒然草に記されなかった真実(中公新書:2463) 小川剛生著 中央公論新社 081/17/2463
16 茶の世界史 : 緑茶の文化と紅茶の社会 改版(中公新書:596) 角山栄著 中央公論新社 081/17/596
17 日本企業CEOの覚悟(中公文庫:[あ-68-3]) 安藤宏基著 中央公論新社 081/18/あ68-3
18 俳人風狂列伝(中公文庫:[い-126-1]) 石川桂郎著 中央公論新社 081/18/い126-1
19 城下の人 改版(中公文庫:[い-16-5]. 新編・石光真清の手記:1/西南戦争・日清戦争) 石光真清著/石光真人編 中央公論新社 081/18/い16-5
20 赤猫始末 改版 : 新装版(中公文庫:[う-28-10]. 闕所物奉行裏帳合:3) 上田秀人著 中央公論新社 081/18/う28-10
21 酒味酒菜(中公文庫:[く-25-1]) 草野心平著 中央公論新社 081/18/く25-1
22 孤拳伝 3 : 新装版(中公文庫:[こ-40-28], [こ-40-29], [こ-40-30]) 今野敏著 中央公論新社 081/18/こ40-30
23 武揚伝 決定版 上(中公文庫:[さ-45-11], [さ-45-12], [さ-45-13]) 佐々木譲著 中央公論新社 081/18/さ45-11
24 武揚伝 決定版 中(中公文庫:[さ-45-11], [さ-45-12], [さ-45-13]) 佐々木譲著 中央公論新社 081/18/さ45-12
25 武揚伝 決定版 下(中公文庫:[さ-45-11], [さ-45-12], [さ-45-13]) 佐々木譲著 中央公論新社 081/18/さ45-13
26 誤断(中公文庫:[と-25-41]) 堂場瞬一著 中央公論新社 081/18/と25-41
27 粘土の犬 : 仁木悦子傑作短篇集(中公文庫:[に-20-1]) 仁木悦子著 中央公論新社 081/18/に20-1
28 東京-金沢69年目の殺人(中公文庫:[に-7-55]) 西村京太郎著 中央公論新社 081/18/に7-55
29 あさつゆ通信(中公文庫:[ほ-12-16]) 保坂和志著 中央公論新社 081/18/ほ12-16
30 麦酒(ビール)伝来 : 森鴎外とドイツビール(中公文庫:[む-29-1]) 村上満著 中央公論新社 081/18/む29-1
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31 水滸伝 4(講談社学術文庫:[2451]-[2454]) 井波律子訳 講談社 081/2/2454
32 リュシス(講談社学術文庫:[2459]) プラトン/田中伸司訳 講談社 081/2/2459
33 大英帝国という経験(講談社学術文庫:[2469]. 興亡の世界史) 井野瀬久美惠 講談社 081/2/2469
34 流線形の考古学 : 速度・身体・社会・国家(講談社学術文庫:[2472]) 原克 講談社 081/2/2472
35 皇后考(講談社学術文庫:[2473]) 原武史 講談社 081/2/2473
36 神話から歴史へ(講談社学術文庫:[2481]. 天皇の歴史:1) 大津透 講談社 081/2/2481
37 日本問答(岩波新書:新赤版 1684) 田中優子, 松岡正剛著 岩波書店 081/6-4/1684
38 メディア不信 : 何が問われているのか(岩波新書:新赤版 1685) 林香里著 岩波書店 081/6-4/1685
39 ルポ不法移民 : アメリカ国境を越えた男たち(岩波新書:新赤版 1686) 田中研之輔著 岩波書店 081/6-4/1686
40 会計学の誕生 : 複式簿記が変えた世界(岩波新書:新赤版 1687) 渡邉泉著 岩波書店 081/6-4/1687
41 東電原発裁判 : 福島原発事故の責任を問う(岩波新書:新赤版 1688) 添田孝史著 岩波書店 081/6-4/1688
42 儒教が支えた明治維新(犀の教室) 小島毅著 晶文社 121.53/KoT

43 自然学(アリストテレス全集:4)
[アリストテレス著]/内山
勝利訳

岩波書店 131.4/Ari/4

44 なるほど!心理学実験法(心理学ベーシック:第2巻) 佐藤暢哉, 小川洋和著 北大路書房 140.7/ShB/2

45 知能と人間の進歩 : 遺伝子に秘められた人類の可能性
ジェームズ・R.フリン著/
無藤隆, 白川佳子, 森敏昭
訳

新曜社 141.1/FlJ

46 人生が豊かになる色彩心理 : 色のパワーで心も体も元気になる! : スッキリわかる! 宮田久美子監修 ナツメ社 141.21/MiK

47 ボウルビイ母子関係入門
J. ボウルビイ著/作田勉監
訳

星和書店 143/BoJ

48 アタッチメントに基づく評価と支援 北川恵, 工藤晋平編著 誠信書房 146.8/KiM
49 生きづらい時代と自己肯定感 : 「自分が自分であって大丈夫」って? 高垣忠一郎著 新日本出版社 146.8/TaC
50 現代に息づく陰陽五行 増補改訂版 稲田義行著 日本実業出版社 148.4/SeY

51 アストロカウンセラー・まーさの12星座のおはなし : MARTHA AND HER FRIENDS 内田真朝著
メトロポリタンプレ
ス

148.8/UcM

52 藤原和博の必ず食える1%の人になる方法 藤原和博著 東洋経済新報社 159.4/FuK

53 「三方よし」の経営学 : 廣池千九郎の教え99選 廣池千九郎著/廣池幹堂編 PHP研究所 159.4/HiC

54 モチベーション革命 : 稼ぐために働きたくない世代の解体書(NewsPicks book) 尾原和啓著 幻冬舎 159.4/ObK
55 ニューヨークの美しい人をつくる「時間の使い方」 エリカ著 大和書房 159.6/Eri

56 ジョン・グレイ博士の「愛される女」になれる本(知的生きかた文庫)
ジョン・グレイ著/秋元康
監訳

三笠書房 159.6/GrJ

57 ジョン・グレイ博士の「大切にされる女」になれる本(知的生きかた文庫)
ジョン・グレイ著/大島渚
訳

三笠書房 159.6/GrJ

58 好きなことだけで生きる : フランス人の後悔しない年齢の重ね方 ドラ・トーザン著 大和書房 159.6/TaD
59 君たちはどう生きるか 吉野源三郎著 マガジンハウス 159.7/YoG
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60 すごいトシヨリbook : トシをとると楽しみがふえる 池内紀著 毎日新聞出版 159.79/IkO
61 ニューヨークで学んだ「私を動かす」47の言葉 エリカ著 宝島社 159.8/Eri
62 あなたの才能をお金にかえる49の言葉(PHP文庫:[ほ18-5]) 本田健著 PHP研究所 159/HoK
63 ありがとうの魔法 小林正観著 ダイヤモンド社 159/KoS
64 品のある稼ぎ方・使い方 : 人に愛される人が、お金にも愛される。 中谷彰宏著 ぱる出版 159/NaA
65 なぜあの人は、しなやかで強いのか : 余裕のある大人になる68の具体例 中谷彰宏著 PHP研究所 159/NaA
66 今、目の前のことに心を込めなさい 鈴木秀子著 海竜社 159/SuH
67 完全教祖マニュアル(ちくま新書:814) 架神恭介, 辰巳一世著 筑摩書房 160.4/KaK
68 民衆救済と仏教の歴史 中巻 中屋宗寿著 郁朋社 180.2/NaS/M-2
69 ブッダたちの仏教(ちくま新書:1296) 並川孝儀著 筑摩書房 180.4/NaT
70 インド思想から仏教へ : 仏教の根本思想とその真髄 高楠順次郎著 書肆心水 181.02/TaJ
71 日本の奇僧・快僧(読みなおす日本史) 今井雅晴著 吉川弘文館 182.88/ImM

72 バナナを逆からむいてみたら : 人生の視点を変えるレッスン
アーチャン・ブラーム著/
畔上司訳

主婦の友社 184/BrA

73 仏教の生活法話集 正月 大森忠行編 仏教書林中山書房 184/OmT
74 慈悲のかたち : 仏教ボランティアの思考と創造 大菅俊幸著 佼成出版社 187.6/OsT

75 高田長老の法隆寺いま昔(朝日選書:963)
高田良信著/小滝ちひろ構
成

朝日新聞出版 188.212/TaR/T

76 歎異抄 : イラスト版オリジナル(For beginners シリーズ:63)
遠藤誠文/小林敏也イラス
ト

現代書館 188.74/Shi/E

77 お葬式から見える人生万華鏡(お坊さん:上) 本願寺出版社 188.76/ImK/1
78 知っておきたいお葬式の作法と意味(お坊さん:下) 本願寺出版社 188.76/ImK/2
79 ボランティアは親鸞の教えに反するのか : 他力理解の相克 木越康著 法藏館 188.77/KiY
80 暮らしに役立つ真宗カウンセリング術 譲西賢著 法藏館 188.77/YuS

81 中臣祐範記 第3(史料纂集:古記録編:181, 186, 192)
[中臣祐範著]/春日大社編/
中臣祐範記研究会校訂

八木書店古書出版部/
八木書店 (発売)

210.08/3/ナ2-3

82 王朝貴族の葬送儀礼と仏事(日記で読む日本史:10) 上野勝之著 臨川書店 210.12/NiY/10
83 琉球王国那覇役人の日記 : 福地家日記史料群(日記で読む日本史:17) 下郡剛著 臨川書店 210.12/NiY/17
84 日本古代交流史入門 鈴木靖民 [ほか] 編 勉誠出版 210.3/NiK
85 織田信長と戦国の村 : 天下統一のための近江支配(歴史文化ライブラリー:457) 深谷幸治著 吉川弘文館 210.47/OdN/F
86 世界史のなかの天正遣欧使節 伊川健二著 吉川弘文館 210.48/IgK
87 文芸春秋でしか読めない幕末維新 : 明治150年(文春MOOK) 文芸春秋 210.58
88 イノベーターたちの日本史 : 近代日本の創造的対応 米倉誠一郎著 東洋経済新報社 210.6/YoS

89
哀悼篇 : 昭和の遺書 魂の記録 : 生きる意味を教えてくれる91人の「最期の言葉」(文春MOOK. シリー
ズ昭和:4)

文藝春秋 210.7//4
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90
世代論篇 : 時代を変えた「同級生」たち : あなたと同い年の有名人は誰でしょう?(文春MOOK. シリー
ズ昭和:5)

文藝春秋 210.7//5

91 大坂民衆の近世史 : 老いと病・生業・下層社会(ちくま新書:1294) 塚田孝著 筑摩書房 216.3/TsT

92 近畿の城郭 : 図解 1 城郭談話会編/中井均監修 戎光祥出版 216/JyD/1

93 近畿の城郭 : 図解 2 城郭談話会編/中井均監修 戎光祥出版 216/JyD/2

94 近畿の城郭 : 図解 3 城郭談話会編/中井均監修 戎光祥出版 216/JyD/3

95 青い眼の琉球往来 : ペリー以前とペリー以後 緒方修著 芙蓉書房出版 219.9/OgO
96 中国文化論 李徳順著/上村元顧訳 かもがわ出版 222/RiT
97 集中講義!ギリシア・ローマ(ちくま新書:1295) 桜井万里子, 本村凌二著 筑摩書房 231/SaM
98 日本人記者の観た赤いロシア(岩波現代全書:109) 富田武著 岩波書店 238.07/ToT
99 内村鑑三代表的日本人 : 永遠の今を生きる者たち(NHK「100分de名著」ブックス) 若松英輔著 NHK出版 281.04/WaE
100 大正天皇実録 補訂版 第2 宮内省図書寮編修 ゆまに書房 288.41/Tai/K-2
101 井伊直政 : 家康筆頭家臣への軌跡(中世武士選書:39) 野田浩子著 戎光祥出版 289.1/IiN3/N
102 人生の勝算(NewsPicks book) 前田裕二著 幻冬舎 289.1/MaY2/M
103 西郷隆盛 : 手紙で読むその実像(ちくま新書:1293) 川道麟太郎著 筑摩書房 289.1/SaT3/K
104 笑顔のママと僕と息子の973日間 : シングルファーザーは今日も奮闘中 清水健著 小学館 289.1/ShK3/S

105 世界地名大事典 1 アジア・オセアニア・極1(ア-テ)
竹内啓一総編集/熊谷圭知,
山本健兒編集幹事/加藤博,
島田周平編集

朝倉書店 290.33/SeC/1

106 世界地名大事典 2 アジア・オセアニア・極2(ト-ン)
竹内啓一総編集/熊谷圭知,
山本健兒編集幹事/加藤博,
島田周平編集

朝倉書店 290.33/SeC/2

107 世界をまどわせた地図(ナショナルジオグラフィック)
エドワード・ブルック=
ヒッチング著/関谷冬華訳

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)

290.38/BrE

108 新京都遺産100(別冊太陽:スペシャル) 平凡社 291.62/Hei
109 京都知られざる歴史探検 上 山田邦和著 新泉社 291.62/YaK/1
110 京都知られざる歴史探検 下 山田邦和著 新泉社 291.62/YaK/2

111 たからづか学 : まちの姿と歴史文化が語る宝塚 定藤繁樹編著 関西学院大学出版会 291.64/SaS

112 人類の未来 : AI、経済、民主主義(NHK出版新書:513)
ノーム・チョムスキー [ほ
か] 著/吉成真由美インタ
ビュー・編

NHK出版 304/JiM
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113
Deutschen Ideologie Manuskripte und Drucke Text(Karl Marx, Friedrich Engels Gesamtausgabe
(MEGA):1. Abt.. Werke, Artikel, Entwürfe:Bd. 5)

Karl Marx, Friedrich
Engels/bearbeitet von
Ulrich Pagel, Gerald
Hubmann und Christine
Weckwerth

De Gruyter Akademie
Forschung

308/MaK/M-1-5-1

114
Deutschen Ideologie Manuskripte und Drucke Apparat(Karl Marx, Friedrich Engels Gesamtausgabe
(MEGA):1. Abt.. Werke, Artikel, Entwürfe:Bd. 5)

Karl Marx, Friedrich
Engels/bearbeitet von
Ulrich Pagel, Gerald
Hubmann und Christine
Weckwerth

De Gruyter Akademie
Forschung

308/MaK/M-1-5-2

115 日本政治思想史 1956/59(丸山眞男講義録:第1冊-第2冊, 第4冊-第7冊, 別冊1-2) 丸山眞男著 東京大学出版会 311.21/MaM/別1
116 日本政治思想史 1957/58(丸山眞男講義録:第1冊-第2冊, 第4冊-第7冊, 別冊1-2) 丸山眞男著 東京大学出版会 311.21/MaM/別2

117 アメリカンドリームの終わり : あるいは、富と権力を集中させる10の原理
ノーム・チョムスキー
[著]/寺島隆吉, 寺島美紀
子訳

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

312.53/ChN

118 地方公務員制度講義 第6版 猪野積著 第一法規 318.3/InT
119 日本人が知らない100の疑問(SB新書:322. ニュースの"なぜ?"は世界史に学べ:[1]) 茂木誠著 SBクリエイティブ 319.04/MoM/1
120 中国外交史 益尾知佐子 [ほか] 著 東京大学出版会 319.22/ChG
121 国際交流のための現代プロトコール 阿曽村智子著 東信堂 319/AsT
122 グローバル・ガバナンス論講義 鈴木基史著 東京大学出版会 319/SuM
123 写真で読む三くだり半 高木侃著 日本経済評論社 322.15/TaT
124 社会とつながる行政法入門 大橋洋一著 有斐閣 323.9/OhY
125 つかむ・つかえる行政法 第2版 吉田利宏著 法律文化社 323.9/YoT
126 面白いほど理解できる民法 : 法律に強いWセミナーの 第3版(Wセミナー) 民法研究会 [編] 早稲田経営出版 324/MiK

127 スノーデンが語る「共謀罪」後の日本 : 大量監視社会に抗するために(岩波ブックレット:No. 976) 軍司泰史著 岩波書店 326.81/GuY

128 国際法(有斐閣ストゥディア)
玉田大, 水島朋則, 山田卓
平著

有斐閣 329/Kok

129 お金2.0 : 新しい経済のルールと生き方(NewsPicks book) 佐藤航陽著 幻冬舎 330.4/SaK

130 図解でわかる14歳からのお金の説明書
インフォビジュアル研究所
著

太田出版 330/InB

131 経済数学入門 : 初歩から一歩ずつ 丹野忠晋著 日本評論社 331.19/TaT
132 経済学の基礎価格理論 竹野太三著 東京大学出版会 331.84/TaT

133 不平等 : 誰もが知っておくべきこと
ジェームス・K・ガルブレ
イス著/塚原康博 [ほか]
訳

明石書店 331.85/GaJ

134 テキスト国際経済学 : international economics 大矢野栄次著 同文舘出版 333.6/OyE
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135 ODAの終焉 : 機能主義的開発援助の勧め 浅沼信爾, 小浜裕久著 勁草書房 333.8/AsS

136 Japan's international cooperation 2016(White paper on development cooperation:2015-2016)
Ministry of Foreign
Affairs/[translated by
Urban Connections]

Bunkakobo 333.8/Gai/'16

137 だから、居場所が欲しかった。 : バンコク、コールセンターで働く日本人 水谷竹秀著 集英社 334.51/MiT

138 華僑華人の事典
華僑華人の事典編集委員会
編

丸善出版 334.522/KaK

139 経営学へのご招待 高木直人編著 五絃舎 335.1/TaN
140 久保田権四郎 : 国産化の夢に挑んだ関西発の職人魂(PHP経営叢書. 日本の企業家:4) 沢井実著 PHP研究所 335.13/KuG/S

141 一流トップ15人の経営ビジョン
日本能率協会マネジメント
センター編 : 『人材教
育』編集部協力

日本能率協会マネジ
メントセンター

335.13/NiN

142 現代アジアの企業経営 : 多様化するビジネスモデルの実態(Minerva text library:66) 中川涼司, 高久保豊編著 ミネルヴァ書房 335.22/NaR
143 独占禁止法 第8版 村上政博著 弘文堂 335.57/MuM

144 起業の科学 : スタートアップサイエンス 田所雅之著
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

335/TaM

145 バイトやめる学校(Series 3/4:01) 山下陽光著 タバブックス 335/YaH

146
ワーク・ライフ・バランスと経営学 : 男女共同参画に向けた人間的な働き方改革(現代社会を読む経営
学:7)

平澤克彦, 中村艶子編著 ミネルヴァ書房 336.4/HiK

147
中小企業の介護離職防止対策と制度づくり : 今すぐできる! : 事例から学ぶ働き盛り社員を離職させな
いための本

小林包美著 第一法規 336.4/KoK

148 ダイバーシティ・マネジメント入門 : 経営戦略としての多様性 尾崎俊哉著 ナカニシヤ出版 336.4/OzT

149 企業が生まれ変わるための「働き方改革」事例集 山崎紅著
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

336.4/YaA

150 あなたの会社、「次世代」大丈夫ですか? 山崎修一著
幻冬舎メディアコン
サルティング

336.4/YaS

151 論理のスキと心理のツボが面白いほど見える本(青春文庫:ひ-15)
ビジネスフレームワーク研
究所編

青春出版社 336.49/BiF

152 Off-JT(Off the job training)に活用する人間関係づくりトレーニング 船木幸弘著 金子書房 336.49/FuY

153 最新アメリカの会計原則 第2版
PwCあらた有限責任監査法
人編著

東洋経済新報社 336.92/PwA

154 図解でわかる!減価償却 小野恵著 秀和システム 336.95/OnM

155 監査役監査の基本がわかる本 第3版 新日本有限責任監査法人編 同文舘出版 336.97/ShN
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156 60分でわかる!仮想通貨ビットコイン&ブロックチェーン最前線 仮想通貨ビジネス研究会著 技術評論社 338/KaT

157
超図解ブロックチェーン入門 : 新しいビジネスモデルがここから生まれる! : 暮らしやビジネスはどう
変わる?

桜井駿著
日本能率協会マネジ
メントセンター

338/SaS

158 データでみる県勢 2018年版 矢野恒太記念会編 国勢社 351/YaT/'18
159 責任という虚構 小坂井敏晶著 東京大学出版会 361.4/KoT
160 情動の社会学 : ポストメディア時代における"ミクロ知覚"の探求 伊藤守著 青土社 361.453/ItM

161 メディア文化論 : 想像力の現在 第2版(「シリーズ」メディアの未来:2.1)
遠藤英樹, 松本健太郎, 江
藤茂博編著

ナカニシヤ出版 361.453/ShM/2-1

162 プロカウンセラーのコミュニケーション術 東山紘久著 創元社 361.454/HiH
163 がまんをやめる勇気 平木典子著 海竜社 361.454/HiN

164 ヒルビリー・エレジー : アメリカの繁栄から取り残された白人たち
J.D.ヴァンス著/関根光宏,
山田文訳

光文社 361.85/VaJ

165 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 3 OECD編著/麻生裕子訳 明石書店 361.9/OrE/Z-3

166 「分かち合い」社会の構想 : 連帯と共助のために
神野直彦, 井手英策, 連合
総合生活開発研究所編

岩波書店 364.04/WaS

167 誰が「働き方改革」を邪魔するのか(光文社新書:904) 中村東吾著 光文社 366.021/NaT
168 働き方改革の経済学 : 少子高齢化社会の人事管理 八代尚宏著 日本評論社 366.11/YaN
169 雇用社会の25の疑問 : 労働法再入門 第3版 大内伸哉著 弘文堂 366.14/OuS

170 職業の経済学
阿部正浩, 菅万理, 勇上和
史編著

中央経済社/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

366.29/ShK

171 女性社員の労務相談ハンドブック : 女性活躍推進法・改正育児介護休業法対応 山浦美紀[ほか]共著 新日本法規出版 366.38/JoS

172 ベル・フックスの「フェミニズム理論」 : 周辺から中心へ
ベル・フックス著/野崎佐
和, 毛塚翠訳

あけび書房 367.1/HoB

173 これからの子ども社会学 : 生物・技術・社会のネットワークとしての「子ども」
アラン・プラウト著/元森
絵里子訳

新曜社 367.6/PrA

174 セクシュアリティと法 : 身体・社会・言説との交錯
谷口洋幸, 綾部六郎, 池田
弘乃編/石田仁 [ほか] 著

法律文化社 367.9/SeH

175 ミッドナイト・アサシン : アメリカ犯罪史上初の未解決連続殺人事件
スキップ・ホランズワース
著/松田和也訳

二見書房 368.61/HoS

176
息子が殺人犯になった : コロンバイン高校銃乱射事件・加害生徒の母の告白(亜紀書房翻訳ノンフィク
ション・シリーズ:2-16)

スー・クレボルド著/仁木
めぐみ訳

亜紀書房 368.61/KlS

177 「特集」犯罪と社会福祉(世界の社会福祉年鑑:2017)
宇佐見耕一 [ほか] 編集代
表

旬報社 369.059/SeS/'17

178 福祉・教育を考える : ささやかな提言 村上尚三郎, 間哲朗編著 久美 369.07/MuN
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179 グリーンソーシャルワークとは何か : 環境正義と共生社会実現
レナ・ドミネリ著/[所めぐ
みほか訳]

ミネルヴァ書房 369.16/DoL

180 社会保障 第3版(Minerva社会福祉士養成テキストブック:19) 広井良典, 山崎泰彦編著 ミネルヴァ書房 369.17/MiS/19

181 高齢者福祉を問う : 現場・行政・研究の立場から
久塚純一, 石塚優, 原清一
編

早稲田大学出版部 369.26/KoF

182 写真でわかる拘縮ケア : 介護に役立つ! 田中義行監修 ナツメ社 369.26/TaY
183 防災福祉のまちづくり : 公助・自助・互助・共助(文化とまちづくり叢書) 川村匡由著 水曜社 369.3/KaM

184 防災Walker : 関係省庁に徹底取材! : 「備え」と「知恵」の最新情報、一挙掲載!(角川SSCムック) KADOKAWA 369.3/Kad

185 児童福祉施設におけるソーシャルワーカーのバーンアウト予防 : よりよい人材育成のために 畠中義久著 三学出版 369.43/HaY

186 社会的養護・社会的養護内容 中典子, 潮谷光人編著
翔雲社/星雲社 (発
売)

369.43/NaN

187 社会福祉概論(新・はじめて学ぶ社会福祉:4) 立花直樹, 波田埜英治編著 ミネルヴァ書房 369/ShH/4

188 現代の社会福祉 第2版(福祉ライブラリ)
都築光一編著/阿部裕二
[ほか] 共著

建帛社 369/TsK

189 すべての教育は「洗脳」である : 21世紀の脱・学校論(光文社新書:871) 堀江貴文著 光文社 370.4/HoT
190 教育と福祉の課題 第2版 伊藤良高編著 晃洋書房 370.4/ItY
191 臨床教育学(教職教養講座:第3巻) 矢野智司, 西平直編著 協同出版 370.8/KyK/3
192 教育思想事典 増補改訂版 教育思想史学会編 勁草書房 371/KyS
193 生涯学習時代の教育制度 梨本加菜著 樹村房 373.1/NaK

194 教職教養30日完成 [2019年度版](教員採用試験Pass Line突破シリーズ:[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

195 中高国語の完全攻略 ['19年度](専門教養Build Up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

196 中高社会の完全攻略 ['19年度](専門教養Build Up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

197 教員採用試験小学校全科らくらくマスター 2019年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'19

198 これだけ覚える教員採用試験小学校全科 '19年版
LEC東京リーガルマインド
著

成美堂出版 373.7//'19

199 教員採用試験これだけ!教職教養即効要点まとめ 赤木孝之著
TAC株式会社出版事業
部

373.7//['17]

200 教員採用のカラクリ : 「高人気」職のドタバタ受験事情(中公新書ラクレ:477) 新井立夫, 石渡嶺司著 中央公論新社 373.7/ArT

201 ベストをつくす教育実習 : 強みを活かし実力を伸ばす 筒井美紀,  遠藤野ゆり編 有斐閣 373.7/TsM

202 女性校長はなぜ増えないのか : 管理職養成システム改革の課題 河野銀子編著 勁草書房 374.3/KaG
203 教師という生き方(イースト新書Q:Q034) 鹿嶋真弓 [著] イースト・プレス 374.3/KaM
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204
放課後カルテ 1(Be love kc:1338, 1350, 1365, 1382, 1405, 1424, 1440, 1458, 1473, 1490, 1505,
1519, 1534, 1551)

日生マユ著 講談社 374.9/HiM/1

205
放課後カルテ 10(Be love kc:1338, 1350, 1365, 1382, 1405, 1424, 1440, 1458, 1473, 1490, 1505,
1519, 1534, 1551)

日生マユ著 講談社 374.9/HiM/10

206
放課後カルテ 11(Be love kc:1338, 1350, 1365, 1382, 1405, 1424, 1440, 1458, 1473, 1490, 1505,
1519, 1534, 1551)

日生マユ著 講談社 374.9/HiM/11

207
放課後カルテ 12(Be love kc:1338, 1350, 1365, 1382, 1405, 1424, 1440, 1458, 1473, 1490, 1505,
1519, 1534, 1551)

日生マユ著 講談社 374.9/HiM/12

208
放課後カルテ 13(Be love kc:1338, 1350, 1365, 1382, 1405, 1424, 1440, 1458, 1473, 1490, 1505,
1519, 1534, 1551)

日生マユ著 講談社 374.9/HiM/13

209
放課後カルテ 14(Be love kc:1338, 1350, 1365, 1382, 1405, 1424, 1440, 1458, 1473, 1490, 1505,
1519, 1534, 1551)

日生マユ著 講談社 374.9/HiM/14

210
放課後カルテ 2(Be love kc:1338, 1350, 1365, 1382, 1405, 1424, 1440, 1458, 1473, 1490, 1505,
1519, 1534, 1551)

日生マユ著 講談社 374.9/HiM/2

211
放課後カルテ 3(Be love kc:1338, 1350, 1365, 1382, 1405, 1424, 1440, 1458, 1473, 1490, 1505,
1519, 1534, 1551)

日生マユ著 講談社 374.9/HiM/3

212
放課後カルテ 4(Be love kc:1338, 1350, 1365, 1382, 1405, 1424, 1440, 1458, 1473, 1490, 1505,
1519, 1534, 1551)

日生マユ著 講談社 374.9/HiM/4

213
放課後カルテ 5(Be love kc:1338, 1350, 1365, 1382, 1405, 1424, 1440, 1458, 1473, 1490, 1505,
1519, 1534, 1551)

日生マユ著 講談社 374.9/HiM/5

214
放課後カルテ 6(Be love kc:1338, 1350, 1365, 1382, 1405, 1424, 1440, 1458, 1473, 1490, 1505,
1519, 1534, 1551)

日生マユ著 講談社 374.9/HiM/6

215
放課後カルテ 7(Be love kc:1338, 1350, 1365, 1382, 1405, 1424, 1440, 1458, 1473, 1490, 1505,
1519, 1534, 1551)

日生マユ著 講談社 374.9/HiM/7

216
放課後カルテ 8(Be love kc:1338, 1350, 1365, 1382, 1405, 1424, 1440, 1458, 1473, 1490, 1505,
1519, 1534, 1551)

日生マユ著 講談社 374.9/HiM/8

217
放課後カルテ 9(Be love kc:1338, 1350, 1365, 1382, 1405, 1424, 1440, 1458, 1473, 1490, 1505,
1519, 1534, 1551)

日生マユ著 講談社 374.9/HiM/9

218 児童生徒等の健康診断マニュアル 平成27年度改訂
文部科学省スポーツ・青少
年局学校健康教育課監修

日本学校保健会 374.93/MoK/'15

219 学校検尿のすべて 平成23年度改訂 日本学校保健会編 日本学校保健会 374.93/NiG/'11
220 学校心臓検診の実際 : スクリーニングから管理まで 平成24年度改訂 日本学校保健会 [編] 日本学校保健会 374.93/NiG/'12

221 学校と家庭で育む子どもの生活習慣 改訂版 日本学校保健会 [編]
日本学校保健会/丸善
出版 (発売)

374.97/NiG

222 対話でつくる教科外の体育 : 学校の体育・スポーツ活動を学び直す 神谷拓編著 学事出版 374.98/KaT
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223 自らの意思で判断・決定していく子ども : 問題解決学習×自覚×教師支援
愛知教育大学附属岡崎小学
校著

明治図書出版 375.1/AiK

224 国語編 平成29年版(中学校新学習指導要領の展開) 冨山哲也編著 明治図書出版 375.1/ChS/'17
225 社会編(中学校新学習指導要領の展開) 原田智仁編著 明治図書出版 375.1/ChS/'17

226 インプロをすべての教室へ : 学びを革新する即興ゲーム・ガイド

キャリー・ロブマン, マ
シュー・ルンドクゥイスト
著/ジャパン・オールス
ターズ訳

新曜社 375.1/LoC

227
教科の本質を見据えたコンピテンシー・ベイスの授業づくりガイドブック : 資質・能力を育成する15の
実践プラン

奈須正裕編著 明治図書出版 375.1/NaM

228 子どものハートに届くほめる・しかる55の原則(教職研修総合特集) 嶋崎政男著 教育開発研究所 375.1/ShM
229 音楽編 平成29年版(小学校新学習指導要領の展開) 宮崎新悟, 志民一成編著 明治図書出版 375.1/ShS/'17
230 総則編 平成29年版(小学校新学習指導要領の展開) 寺崎千秋編著 明治図書出版 375.1/ShS/'17

231 国語編 平成29年版(小学校新学習指導要領の展開) 水戸部修治, 吉田裕久編著 明治図書出版 375.1/ShS/'17

232 理科編 平成29年版(小学校新学習指導要領の展開) 小学校理科実践研究会編著 明治図書出版 375.1/ShS/'17

233 生活編 平成29年版(小学校新学習指導要領の展開) 田村学編著 明治図書出版 375.1/ShS/'17

234 先生・保護者のためのスマホ読本 : 小学校保健室から発信!
今津孝次郎監修・著 : 子
どもたちの健やかな育ちを
考える養護教諭の会編著

学事出版 375.199/ImK

235 日本をまなぶ 西日本編(東京学芸大学地理学会シリーズ:2:第1巻-第2巻)
上野和彦, 本木弘悌, 立川
和平編

古今書院 375.33/ToG/2-1

236 日本をまなぶ 東日本編(東京学芸大学地理学会シリーズ:2:第1巻-第2巻)
上野和彦, 本木弘悌, 立川
和平編

古今書院 375.33/ToG/2-2

237 中学校言語能力がぐ〜んと身につく学習ゲーム集 石川晋,平山雅一著 学事出版 375.83/IsS

238 授業をぐ～んと面白くする中学国語学習ゲーム集 : 頭脳を活性化し授業に集中させるネタとコツ 上条晴夫編著 学事出版 375.83/KaH

239
大造じいさんとガン : 教材分析と全発問 : 各時間の児童の感想掲載(文学の授業 : 読解力を育て・豊
かな心をはぐくむ:4)

山口憲明著 本の泉社 375.852/YaN/4

240 国際的にみた外国語教員の養成
大谷泰照編集代表/杉谷眞
佐子, 橋内武, 林桂子編集

東信堂 375.89/OtY

241 Q&A小学英語指導法事典 : 教師の質問112に答える
樋口忠彦, 高橋一幸, 加賀
田哲也, 泉惠美子編著

教育出版 375.8932/KyS

242 新編小学校英語教育法入門 樋口忠彦 [ほか] 編著 研究社 375.8932/ShS
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243 世界基準の幼稚園 : 6歳までにリーダーシップは磨かれる/ 橋井健司著 光文社 376.1/HaK
244 子どもの育ちを引き出す言葉かけ : 保育が変わる! 鈴木八重子著 チャイルド本社 376.1/SuY

245 母と子のアタッチメント : 心の安全基地
ボウルビィ [著]/庄司順一
[ほか] 訳

医歯薬出版 376.11/BoJ

246 ハンバーガグー! てぃ先生著 ベストセラーズ 376.11/TeS

247 保育士採用試験重要ポイント+問題集 '19年度版
コンデックス情報研究所編
著

成美堂出版 376.14//'19

248
子どもの病気・けが救急&ケアbook : 保育園・幼稚園のイザというときに役だつ! 改訂版(プリプリ
books)

秋山千枝子監修 世界文化社 376.14/KoB

249 こうすればうまくいく!医療的配慮の必要な子どもの保育 : 30の病気の対応ポイントがわかる! 西村実穂, 徳田克己編 中央法規出版 376.14/NiM

250 保護者の心をつかむ保育コミュニケーション力/ 西東桂子著 チャイルド本社 376.14/SaK

251 保育園・幼稚園の環境教育
チェンゲーディ・マールタ
著/コダーイ芸術教育研究
所訳

明治図書出版 376.154/CsM

252
3・4・5歳児のごっこ遊び : 幼児教育・保育のアクティブ・ラーニング : Q&A+事例+ドキュメンテー
ション+指導計画+園内研修の方法+「遊びの中での学び」

神長美津子監修・編著/岩
城真佐子, 東京都中央区立
月島幼稚園編著/山瀬範子
協力・執筆

ひかりのくに 376.156/KaM

253 こどもと歌いたい季節・行事のうた50(ピアノ簡易伴奏)
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメン
ト

376.156/ShM

254 U-CANのあそびミニ百科 0・1・2歳児(U-CANの保育スマイルBOOKS)
ユーキャン学び出版スマイ
ル保育研究会編

ユーキャン学び出版/
自由国民社 (発売)

376.156/YuM/1

255 U-CANのあそびミニ百科 3・4・5歳児(U-CANの保育スマイルBOOKS)
ユーキャン学び出版スマイ
ル保育研究会編

ユーキャン学び出版/
自由国民社 (発売)

376.156/YuM/2

256 子どもの聞く力を伸ばすみじかいおはなし56話(ひろばブックス) 阿部恵編著 メイト 376.158/AbM

257 絵本から広がる遊びの世界 : 読みあう絵本(これからの保育シリーズ:4)
樋口正春, 仲本美央編著/
読みあう活動研究会著

風鳴舎 376.158/HiM

258 子どもの側に立つ学校 : 生活教育に根ざした主体的・対話的で深い学びの実現 山住勝広編著 北大路書房 376.28/NaS/Y

259 失敗事例から学ぶケースワーク28の視点(大学職員のための人材育成のヒント)
澤谷敏行, 五藤勝三, 河口
浩著

関西学院大学出版会 377.13/DaS/1

260 大学の実力 2018 読売新聞教育取材班著 中央公論新社 377.21/YoS/'18
261 はじめてのボランティア手話 : DVDつき 谷千春監修 主婦の友社 378.28/TaC
262 ADHDの子の育て方のコツがわかる本(健康ライブラリー:スペシャル) 本田秀夫, 日戸由刈監修 講談社 378.8/HoH
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263 発達障害の子をサポートする「気になる子」の保育実例集 腰川一惠監修 池田書店 378.8/KoK
264 自閉症と感覚過敏 : 特有な世界はなぜ生まれ、どう支援すべきか? 熊谷高幸著 新曜社 378.8/KuT
265 発達障害の子遊んでホメて楽しく育てる : かかわる力から生活する力へ 三好照恵著 ぶどう社 378.8/MiT
266 発達障がいの「子どもの気持ち」に寄り添う育て方 西脇俊二著 日本実業出版社 378.8/NiS

267
子どもの生涯の幸せを保障する保護者と担任のナビゲート(The教師力ハンドブックシリーズ. 特別支援
学級の子どものためのキャリア教育入門:実践編)

西川純, 深山智美著 明治図書出版 378/NiJ

268
「気になる子」にはこう対応してみよう : 明日からの保育のヒントがいっぱい! : 現場保育者の実践例
を豊富に掲載!(プリプリbooks)

上原文著 世界文化社 378/UeF

269
よりよく「生きる・働く」ための授業づくり : 家庭生活・学校生活・地域生活・職業生活 : 人生の質
を高める!キャリア教育(特別支援教育サポートBOOKS)

上岡一世編著 明治図書出版 378/UeK

270 子どもを叱り続ける人が知らない「5つの原則」 石田勝紀 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

379.9/IsK

271 和菓子と日本茶(和食文化ブックレット:9. ユネスコ無形文化遺産に登録された和食) 藪光生, 中村順行著 思文閣出版 383.81/WaB/1-9
272 廓の媚学 菊地ひと美著・絵 講談社 384.9/KiH
273 47都道府県・妖怪伝承百科 香川雅信, 飯倉義之編 丸善出版 387/KaM
274 データ分析をマスターする12のレッスン(有斐閣アルマ:Basic) 畑農鋭矢, 水落正明著 有斐閣 417/HaT

275 SPSSでやさしく学ぶ統計解析 第6版
石村貞夫著 : 石村友二郎
著

東京図書 417/IsS

276 マンガでわかるベイズ統計学 高橋信著/上地優歩作画 オーム社 417/TaS
277 重力で宇宙を見る : 重力波と重力レンズが明かす、宇宙はじまりの謎 二間瀬敏史著 河出書房新社 441.1/FuT

278
月のきほん : ゆかいなイラストですっきりわかる : ウサギの模様はなぜ見える?満ち欠けの仕組みは?
素朴な疑問からわかる月の話

白尾元理著 誠文堂新光社 446/ShM

279 生き物たちに魅せられて 日高敏隆著 青土社 481.78/HiT
280 ハエトリグモハンドブック 須黒達巳著 文一総合出版 485.73/SuT
281 自然死を創(つく)る終末期ケア : 高齢者の最期を地域で看取る(現代社白鳳選書:27) 川上嘉明著 現代社 490.15/KaY
282 脳の誕生 : 発生・発達・進化の謎を解く(ちくま新書:1297) 大隅典子著 筑摩書房 491.271/OsN

283 いざというときに役立つマンガでわかる救急・救命処置 : ユキの救急物語 : パワーアップ版 第2版
安間文彦著/おのようこま
んが

メディカ出版 492.29/YaF

284 統計学という名の魔法の杖 : 看護のための弁証法的統計学入門(現代社白鳳選書:17)
本田克也, 浅野昌充, 神庭
純子著

現代社 492.9019/ToI

285 全科で知っておきたい心のケアQ&A
五味淵隆志, 鍋倉あつ子編
集

中山書店 492.927/GoT

286 脳・神経 第2版(病気がみえる:v. 7) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492/IrJ/B-7
287 こころの診療雑記 : 精神科医の聴心記 浅野弘毅著 批評社 493.7/AsH

288 平気でうそをつく人たち : 虚偽と邪悪の心理学(草思社文庫:[ぺ1-1])
M・スコット・ペック著/森
英明訳

草思社 493.7/PeM

289 ネット依存症(PHP新書:894) 樋口進著 PHP研究所 493.74/HiS(1)
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290 子どもの脳を傷つける親たち(NHK出版新書:523) 友田明美著 NHK出版 493.937/ToA

291 ポジショニング学 : 体位管理の基礎と実践
市岡滋, 廣瀬秀行, 柳井幸
恵編集

中山書店 494.8/Poj

292
コウノドリ 21(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, 2799)

鈴ノ木ユウ著 講談社 495/SuY/21

293 歯痛の文化史 : 古代エジプトからハリウッドまで(朝日選書:961)
ジェイムズ・ウィンブラン
ト著/忠平美幸訳

朝日新聞出版 497.02/WyJ

294 始めよう。瞑想 : 15分でできるココロとアタマのストレッチ(知恵の森文庫) 宝彩有菜著 光文社 498.34/HoA
295 それって、「悩みぐせ」かもしれませんよ : 自分でカウンセリングする技術 榎本博明著 創元社 498.39/EnH
296 「低気圧頭痛」は治せる! 佐藤純著 飛鳥新社 498.41/SaJ
297 「はたらく」を支える!女性のメンタルヘルス 丸山総一郎編著 南山堂 498.8/MaS

298 生命デザイン学入門(岩波ジュニア新書:826)
小川 (西秋) 葉子, 太田邦
史編著

岩波書店 501.8/OgY

299 熟練・分業と生産システムの進化 坂本清著 文眞堂 509.6/SaK
300 まちを読み解く : 景観・歴史・地域づくり 西村幸夫, 野澤康編 朝倉書店 518.8/NiY

301 火災と消防の科学(Superサイエンス) 齋藤勝裕著
シーアンドアール研
究所

519.9/SaK

302 レイチェル・カーソンに学ぶ現代環境論 : アクティブ・ラーニングによる環境教育の試み
嘉田由紀子, 新川達郎, 村
上紗央里編

法律文化社 519/CaR/R

303 世界の美しい色の建築 大田省一著 エクスナレッジ 520.87/OtS
304 登録有形文化財 : 保存と活用からみえる新たな地域のすがた 佐滝剛弘著 勁草書房 521.8/SaY
305 安藤忠雄 : 挑戦する建築家(別冊太陽. 日本のこころ:255) 松葉一清監修 平凡社 523.1/AnT/M

306 建築CAD検定試験問題集 2016年度版
全国建築CAD連盟,
2004.1-2017.2

525.18//'16

307 建築CAD検定試験問題集 2017年度版
全国建築CAD連盟,
2004.1-2017.2

525.18//'17

308 英国住宅に魅せられて : コッツウォルズからはじまった英国の住まいへの想い 小尾光一著
RSVPバトラーズ/丸善
出版 (発売)

527/ObK

309 EV新時代にトヨタは生き残れるのか : 「電気自動車」市場を巡る日独中の覇権戦争 桃田健史著 洋泉社 537.09/MoK
310 トコトンやさしい自動車エンジンの本(B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ) 原田了著 日刊工業新聞社 537.2/HaR
311 トコトンやさしい電気自動車の本 第2版(B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ) 廣田幸嗣著 日刊工業新聞社 537.25/HiY
312 東芝はなぜ原発で失敗したのか 相田英男著 電波社 540.67/Tos/A

313 ファッションイラスト100年史
キャリー・ブラックマン著
/五十嵐涼子訳

スペースシャワー
ネットワーク

589.2/BlC

314 服を作る : モードを超えて 山本耀司著/宮智泉聞き手 中央公論新社 589.2/YaY/Y
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315 今の家でもっとシックに暮らす方法(フランス人は10着しか服を持たない:2)
ジェニファー・L・スコッ
ト著/神崎朗子訳

大和書房 590.235/ScJ/2

316 「凛とした魅力」がすべてを変える(フランス人は10着しか服を持たない:ファイナル・レッスン)
ジェニファー・L・スコッ
ト著/神崎朗子訳

大和書房 590.235/ScJ/3

317 ド丼パ! 杏耶著 一迅社 596.3/Aya/1
318 ド丼パ! 2 杏耶著 一迅社 596.3/Aya/2

319 OH!麺! 杏耶著
一迅社/講談社 (発
売)

596.38/Aya

320 簡単すぎる「うんめぇモノ」だけ100レシピ(あやぶた食堂:もっと!) 宝島社 596/Aya/2

321 クックパッドのスーパー節約レシピ クックパッド株式会社監修 マガジンハウス 596/KuP

322 日本園芸界のパイオニアたち : 花と緑と、20の情熱 椎野昌宏著 淡交社 622.1/ShM

323 サボテン : Petchtamsee (ペッタムシー) の写真図鑑
カイモック・チャウィーワ
ナコン著/八木恭子訳

グラフィック社 627.78/ChK

324 シャボテン幻想(ちくま学芸文庫:[リ-9-1]) 龍膽寺雄著 筑摩書房 627.78/RyY
325 花の辞典 新井光史著 雷鳥社 627/ArK
326 ねこの京都 岩合光昭著 クレヴィス 645.7/IwM
327 必死すぎるネコ(タツミムック) 沖昌之著 辰巳出版 645.7/OkM

328 いのちをいただく 内田美智子文/諸江和美絵 西日本新聞社 648.22/UcM

329 90秒にかけた男(日経プレミアシリーズ:361)
高田明著/木ノ内敏久聞き
手

日本経済新聞出版社 673.36/TaA/T

330 説得力を生む配色レイアウト : 効果的な配色とレイアウトがわかる本 : デジタル色彩対応 南雲治嘉著 グラフィック社 674.3/NaH
331 大学4年間のマーケティングが10時間でざっと学べる 阿部誠著 KADOKAWA 675/AbM

332 戦略的マーケティング・マネジメント
アレクサンダー・チェルネ
フ著/小山良訳

五絃舎 675/ChA

333 交通事故判例百選 第5版(別冊ジュリスト:no. 233)
新美育文, 山本豊, 古笛恵
子編

有斐閣 681.3/KoJ

334 インバウンドの罠 : 脱「観光消費」の時代 姫田小夏著
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

689.21/HiK

335 ヴィーナス : 豊饒なる愛と美の女神(Art gallery : テーマで見る世界の名画:1)
青柳正規, 渡辺晋輔責任編
集

集英社 723/ArG/1

336 肖像画 : 姿とこころ(Art gallery : テーマで見る世界の名画:2) 大高保二郎責任編集 集英社 723/ArG/2
337 風景画 : 自然との対話と共感(Art gallery : テーマで見る世界の名画:3) 山梨俊夫責任編集 集英社 723/ArG/3

338 藤子・F・不二雄の発想術(小学館新書:202)
[藤子・F・不二雄述]/ドラ
えもんルーム編

小学館 726.101/FuF/D
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339 写真の理論
ジョン・シャーカフスキー
[ほか著]/甲斐義明編訳

月曜社 740.1/ShR

340 折り紙8カ国語 [1]
松井宏友, 高橋恭子著/山
脇健治 [ほか] 訳

大盛堂書房 754.9/OrH/1

341 秀麗な折り紙 山口真著 ナツメ社 754.9/YaM
342 吉本興業を創った人々(PHP文庫:[ほ22-1]) 堀江誠二著 PHP研究所 770.67/YoK/H
343 これで眠くならない!能の名曲60選 : 眠くならない指数上演頻度の数でわかるおススメ度付き 中村雅之著 誠文堂新光社 773/NaM
344 映画監督、北野武。= Kitano Takeshi フィルムアート社編 フィルムアート社 778.21/KiT/F
345 噺は生きている : 名作落語進化論 広瀬和生著 毎日新聞出版 779.13/HiK
346 これで落語がわかる : 知っておきたいアイテム112 京須偕充著 弘文出版 779.13/KyT
347 魔法のコンパス : 道なき道の歩き方 西野亮広著 主婦と生活社 779.14/NiA/N
348 アスリートケア : 理学療法士によるスポーツ選手への健康支援 アスリートケア編集 三輪書店 780.19/AsK
349 基本・スポーツマネジメント 畑攻, 小野里真弓編著 大修館書店 780/HaO

350 ランニング・サイエンス : 「走る」を科学する
ジョン・ブルーワー [ほ
か] 著/菅しおり訳

河出書房新社 782/RaS

351 忍者の歴史(角川選書:570) 山田雄司著 KADOKAWA 789.8/YaY

352 学校教育の言語 : 機能言語学の視点(言語学翻訳叢書:第17巻)
メアリー・シュレッペグレ
ル著/石川彰 [ほか] 訳

ひつじ書房 801.03/ScM

353 多言語社会を生きる(世界の言語政策:第3集) 山本忠行, 河原俊昭編著 くろしお出版 802/YaT
354 中世口語資料を読む(日本語の歴史:3) 柳田征司著 武蔵野書院 810.2/YaS/N-3
355 抄物、広大な沃野(日本語の歴史:4) 柳田征司著 武蔵野書院 810.2/YaS/N-4
356 音便の千年紀 上(日本語の歴史:5) 柳田征司著 武蔵野書院 810.2/YaS/N-5-1
357 音便の千年紀 下(日本語の歴史:5) 柳田征司著 武蔵野書院 810.2/YaS/N-5-2
358 主格助詞「ガ」の千年紀(日本語の歴史:6) 柳田征司著 武蔵野書院 810.2/YaS/N-6
359 禁止表現と係り結び(日本語の歴史:補巻) 柳田征司著 武蔵野書院 810.2/YaS/N-補
360 日本論 : 文字と言葉がつくった国(講談社選書メチエ:653) 石川九楊著 講談社 810.4/IsK
361 校閲記者の目 : あらゆるミスを見逃さないプロの技術 毎日新聞校閲グループ著 毎日新聞出版 810.4/MaS
362 習ったはずなのに使えない文法 江田すみれ, 堀恵子編 くろしお出版 810.7/GoS
363 図説日本の文字(ふくろうの本) 今野真二著 河出書房新社 811/KoS
364 小説の言葉尻をとらえてみた(光文社新書:910) 飯間浩明著 光文社 814/IiH
365 大人の語彙力が身につく本 : 使える順で : きちんと : ひと言で知性があふれ出す 吉田裕子著 かんき出版 814/YoY
366 話す中国語 北京篇4 董燕, 遠藤光暁著 朝日出版社 820.7/ToE/6
367 日中いぶこみ12景 相原茂, 蘇明著 朝日出版社 820/AiS

368 日中いぶこみ広場 : 初級テキスト
相原茂, 陳淑梅, 飯田敦子
著

朝日出版社 820/NiI
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369 英語学を学ぼう : 英語学の知見を英語学習に活かす(開拓社言語・文化選書:69) 高橋勝忠著 開拓社 830.1/TaK
370 日本の英語、英文学 外山滋比古著 研究社 830.4/ToS

371 Study abroad and interculturality : perspectives and discourses : hbk
edited by Claudia
Borghetti, Ana Beaven

Routledge 830.7/BoC

372
International perspectives on teaching the four skills in ELT : listening, speaking, reading,
writing(International perspectives on English language teaching)

Anne Burns, Joseph
Siegel, editors

Palgrave Macmillan 830.7/BuA

373 はじめて受けるTOEIC L&R test 600点攻略完全パッケージ Z会編集部編 Z会CA/Z会 (発売) 830.79/ZkH

374 CNNニュース・リスニング : CD&電子書籍版付き 2017[秋冬]
「CNN English Express」
編集部編

朝日出版社 831.1/AsS/'17-2

375 English phonetics and phonology : a practical course 4th ed : hbk Peter Roach
Cambridge
University Press

831.1/RoP

376 Teaching pronunciation : a course book and reference guide 2nd ed : hardcover

Marianne Celce-Murcia,
Donna M. Brinton, Janet
M. Goodwin/with Barry
Griner

Cambridge
University Press

831.1/TeP

377 音読して楽しむ名作英文 : 美しい表現を声に出して英語のセンスを磨く(アルクライブラリー) 安井京子著 アルク 831.1/YaK

378 Let's start all over! : やりなおしの英文法(初級〜中級レベル) 中野和之著
ブイツーソリュー
ション/星雲社 (発
売)

835/NaK

379 天声人語 : 英文対照 v. 190 2017秋
朝日新聞論説委員室編/英
文朝日訳

原書房 837.5/13/190

380 English academia : ストーリーで学ぶアカデミック英会話
中澤明子, 市川紘子編著/
蒋妍, 木下慎, 中原淳著

朝日出版社 837.8/NaA

381 時間SFの文法 : 決定論/時間線の分岐/因果ループ 浅見克彦著 青弓社 901.3/AsK
382 エンタテインメントの作り方 貴志祐介著 KADOKAWA 901.307/KiY
383 「物語」の組み立て方入門5つのテンプレート 円山夢久著 雷鳥社 901.307/MaM
384 「物語」のつくり方入門7つのレッスン 円山夢久著 雷鳥社 901.307/MaM
385 小説家という職業(集英社新書:0548F) 森博嗣著 集英社 901.307/MoH

386 読者の心をつかむWEB小説ヒットの方程式 田島隆雄著
幻冬舎メディアコン
サルティング/幻冬舎
(発売)

901.307/TaT

387 ダイアローグ : 小説・演劇・映画・テレビドラマで効果的な会話を生みだす方法
ロバート・マッキー著/越
前敏弥訳

フィルムアート社 901/McR

388 必修すぎる文学作品をだいたい10ページくらいの漫画で読む。(Torch comics) ドリヤス工場著 リイド社 902.3/DoK
389 実験する小説たち : 物語るとは別の仕方で 木原善彦著 彩流社 902.3/KiY
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390 今を生きる人のための世界文学案内 都甲幸治著
立東舎/リットー
ミュージック (発売)

902.3/ToK

391 純文学とは何か(中公新書ラクレ:604) 小谷野敦著 中央公論新社 904/KoA
392 和漢比較文学論考 仁平道明著 武蔵野書院 910.23/NiM

393 名作をいじる : 「らくがき式」で読む最初の1ページ 阿部公彦著
立東舎/リットー
ミュージック (発売)

910.26/AbM

394 意志薄弱の文学史 : 日本現代文学の起源 坂口周著 慶應義塾大学出版会 910.26/SaS

395 三島由紀夫虚無の光と闇(三島由紀夫論集) 井上隆史著 試論社 910.268/MiY/I
396 三島由紀夫 : 異端の系譜学 高山秀三著 風濤社 910.268/MiY/T
397 国文学年次別論文集 平成25(2013)年 中古1 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'13-3-1

398 のはらうた 4
くどうなおことのはらみん
な

童話屋 911.56/2/4

399 のはらうた 5
くどうなおことのはらみん
な

童話屋 911.56/2/5

400 詩集病者・花 : 細川宏遺稿詩集
細川宏著/小川鼎三, 中井
準之助編

現代社 911.56/HoH/S

401 結界の森へ(角川文庫:19855, [あ42-16]. ミヤマ物語:第2部) あさのあつこ [著] KADOKAWA 913.3/AsA/M-2
402 江戸奇談怪談集(ちくま学芸文庫:[ス14-1]) 須永朝彦編訳 筑摩書房 913.5/SuA/E
403 厭世マニュアル(角川文庫:20476) 阿川せんり [著] KADOKAWA 913.6/AgS2/E

404 空の中 有川浩著
メディアワークス/角
川書店 (発売)

913.6/ArH2/S

405 暗き夢に閉ざされた街(ポプラ文庫ピュアフル:[Pあ-1-10]. 光と闇の旅人:1) あさのあつこ [著] ポプラ社 913.6/AsA/H-1
406 時空(とき)の彼方へ(ポプラ文庫ピュアフル:あ-1-12. 光と闇の旅人) あさのあつこ[著] ポプラ社 913.6/AsA/H-2
407 決戦のとき(ポプラ文庫ピュアフル:Pあ-1-16. 光と闇の旅人:3) あさのあつこ [著] ポプラ社 913.6/AsA/H-3
408 二つの世界二人の少年(角川文庫:19755, [あ42-15]. ミヤマ物語:第1部) あさのあつこ [著] KADOKAWA 913.6/AsA/M-1
409 偽りの支配者(角川文庫:19951, [あ42-17]. ミヤマ物語:第3部) あさのあつこ [著] KADOKAWA 913.6/AsA/M-3
410 おいち不思議がたり(PHP文芸文庫) あさのあつこ著 PHP研究所 913.6/AsA/O-1
411 桜舞う(PHP文芸文庫:[あ1-3]. おいち不思議がたり) あさのあつこ著 PHP研究所 913.6/AsA/O-2
412 廃校先生(講談社文庫:[は111-2]) 浜口倫太郎 [著] 講談社 913.6/HaR2/H
413 仮面山荘殺人事件(講談社文庫:[ひ-17-10]) 東野圭吾 [著] 講談社 913.6/HiK3/K
414 堀部安兵衛 上(新潮文庫:い-16-80, い-16-81) 池波正太郎著 新潮社 913.6/IkS2/H-1
415 堀部安兵衛 下(新潮文庫:い-16-80, い-16-81) 池波正太郎著 新潮社 913.6/IkS2/H-2

416 クリスマスを探偵と
伊坂幸太郎文/マヌエー
レ・フィオール絵

河出書房新社 913.6/IsK/C

17



2017年12月 受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

417 陽気なギャングが地球を回す : 長編サスペンス(祥伝社文庫:[い 14-1]) 伊坂幸太郎著 祥伝社 913.6/IsK/Y
418 書斎の鍵 : 父が遺した「人生の奇跡」 喜多川泰著 現代書林 913.6/KiY2/S
419 余命10年(文芸社文庫:[こ5-1]) 小坂流加著 文芸社 913.6/KoR2/Y
420 汚れた赤を恋と呼ぶんだ(新潮文庫:10497, こ-60-3) 河野裕著 新潮社 913.6/KoY2/K-3
421 凶器は壊れた黒の叫び(新潮文庫:10660, こ-60-4) 河野裕著 新潮社 913.6/KoY2/K-4
422 本を守ろうとする猫の話 夏川草介著 小学館 913.6/NaS5/H

423 昔話法廷 [1]
NHK Eテレ「昔話法廷」制
作班編/今井雅子原作/伊野
孝行挿画

金の星社 913.6/NiH/M-1

424 昔話法廷 season2
NHK Eテレ「昔話法廷」制
作班編/今井雅子原作/伊野
孝行挿画

金の星社 913.6/NiH/M-2

425 キラキラ共和国(ツバキ文具店) 小川糸著 幻冬舎 913.6/OgI/T-2
426 ゲームの王国 上 小川哲著 早川書房 913.6/OgS2/G-1
427 ゲームの王国 下 小川哲著 早川書房 913.6/OgS2/G-2
428 漱石、百年の恋。子規、最期の恋。 荻原雄一著 未知谷 913.6/OgY2/S
429 GODZILLA怪獣黙示録(角川文庫:20589, [お83-1]) 大樹連司著/虚淵玄監修 KADOKAWA 913.6/OkR/G
430 おそれミミズク : あるいは彼岸の渡し綱(講談社タイガ:オC-01) オキシタケヒコ著 講談社 913.6/OkT2/O
431 幻夏(角川文庫:お75-3) 太田愛 [著] KADOKAWA 913.6/OtA2/G
432 犯罪者 上(角川文庫:お75-1, お75-2) 太田愛 [著] KADOKAWA 913.6/OtA2/H-1
433 犯罪者 下(角川文庫:お75-1, お75-2) 太田愛 [著] KADOKAWA 913.6/OtA2/H-2

434 少女七竃と七人の可愛そうな大人(角川文庫:15615) 桜庭一樹 [著]
角川書店/角川グルー
プパブリッシング
(発売)

913.6/SaK4/S

435 砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない(角川文庫:15565) 桜庭一樹 [著]
角川書店/角川グルー
プパブリッシング
(発売)

913.6/SaK4/S

436 はるなつふゆと七福神(ディスカヴァー文庫) 賽助 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

913.6/Sai/H

437 パラサイト・イヴ(新潮文庫:せ-9-4) 瀬名秀明著 新潮社 913.6/SeH2/P
438 くちぶえ番長(新潮文庫:し-43-10) 重松清著 新潮社 913.6/ShK4/K

439 ナラタージュ(角川文庫:15030) 島本理生[著]
角川書店/角川グルー
プパブリッシング(発
売)

913.6/ShR2/N

440 のど自慢殺人事件(祥伝社文庫:た37-1) 高木敦史著 祥伝社 913.6/TaA2/N
441 シャーロック・ホームズたちの冒険 田中啓文著 東京創元社 913.6/TaH8/S
442 キッチンコロシアム 田中経一著 幻冬舎 913.6/TaK10/K
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443 夢の守り人(新潮文庫:8351, う-18-4) 上橋菜穂子著 新潮社 913.6/UeN/M-3
444 百年法 上(角川文庫:19081-19082, [や36-3-4]) 山田宗樹 [著] KADOKAWA 913.6/YaM2/H-1
445 百年法 下(角川文庫:19081-19082, [や36-3-4]) 山田宗樹 [著] KADOKAWA 913.6/YaM2/H-2
446 文豪たちが書いた「猫」の名作短編集 彩図社文芸部編纂 彩図社 913.68/SaB/B
447 あの頃ぼくらはアホでした(集英社文庫) 東野圭吾著 集英社 914.6/HiK3/A
448 常識にとらわれない100の講義(だいわ文庫:[257-1G]) 森博嗣著 大和書房 914.6/MoH/J
449 正直に語る100の講義(だいわ文庫:257-5G) 森博嗣著 大和書房 914.6/MoH/S
450 皿洗いするの、どっち? : 目指せ、家庭内男女平等! 山内マリコ著 マガジンハウス 914.6/YaM2/S
451 道草(定本漱石全集:第10巻) 岩波書店 918.68/NaS/10
452 小品(定本漱石全集:第12巻) 岩波書店 918.68/NaS/12

453 シャイニング 上 : 新装版(文春文庫:[キ-2-31], [キ-2-32])
スティーヴン・キング著/
深町眞理子訳

文藝春秋 933.7/KiS/S-1

454 シャイニング 下 : 新装版(文春文庫:[キ-2-31], [キ-2-32])
スティーヴン・キング著/
深町眞理子訳

文藝春秋 933.7/KiS/S-2

455 銀の椅子(光文社古典新訳文庫:[KAル1-6]. ナルニア国物語:6)
C・S・ルイス著/土屋京子
訳

光文社 933.7/LeC/N-6

456 マノン・レスコー(光文社古典新訳文庫:[KAフ13-1]) プレヴォ著/野崎歓訳 光文社 953.6/PrA/M

457 日本語レファレンスブック : 熟語・語源・ことわざ・方言 日外アソシエーツ編集
日外アソシエーツ/紀
伊國屋書店 (発売)

B810.31/NiA

458 報連相入門(プレジデントビジネス達人塾 : わかるできる使える) プレジデント社企画・製作 プレジデント社 DV336.4/Pur

459
電話応対のマナーとクレーム対応の技術 : 電話応対マナー編 クレーム電話対応編(プレジデントビジネ
ス達人塾 : わかるできる使える)

プレジデント社企画・製作 プレジデント社 DV336.4/Pur

460
すぐに役立つ!クレーム対応の技術 : 対面・メール対応編(プレジデントビジネス達人塾 : わかるでき
る使える)

プレジデント社企画・製作 プレジデント社 DV336.4/Pur

461 ビジネス敬語入門(プレジデントビジネス達人塾 : わかるできる使える) プレジデント社企画・製作 プレジデント社 DV336.4/Pur

462 おもち(こどものとも年少版:490号)
彦坂有紀 , もりといずみ
さく

福音館書店 E//18

463 こめだしだいこく : 愛媛の昔話(こどものとも:742号) 大黒みほ再話/斎藤隆夫絵 福音館書店 E//18

464 わたしとわたし(かがくのとも:586号) 五味太郎[著] 福音館書店 E//18

465 じぶんだけのいろ : いろいろさがしたカメレオンのはなし
レオ=レオニ作/谷川俊太郎
訳

好学社 E/20

466 まじょのかんづめ(こどものとも傑作集) 佐々木マキさく 福音館書店 E/20
467 あさえとちいさいいもうと(こどものとも絵本) 筒井頼子さく/林明子え 福音館書店 E/20
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468 はじめてのおつかい(こどものとも絵本) 筒井頼子さく/林明子え 福音館書店 E/20
469 ドーナツやさんはじめました 関根知未作・絵 教育画劇 E/21
470 せんたくやさんのググ 関根知未作・絵 教育画劇 E/21

471 おこだでませんように
くすのきしげのり作/石井
聖岳絵

小学館 E/21

472 ことばのかたち おーなり由子著 講談社 E/21
473 ちか100かいだてのいえ いわいとしお [作] 偕成社 E/22
474 うみの100かいだてのいえ いわいとしお[作] 偕成社 E/22
475 そらの100かいだてのいえ いわいとしお〔作〕 偕成社 E/22

476 サンカクさん
マック・バーネット文/
ジョン・クラッセン絵/長
谷川義史訳

クレヨンハウス E/23

477 かようびのよる(BFC)
デヴィッド・ウィーズナー
作・絵/当麻ゆか訳

徳間書店 E/24

478 ○△□のくにのおうさま(PHPにこにこえほん)
こすぎさなえさく/たちも
とみちこえ

PHP研究所 E/24

479 とけいのおうさま(PHPにこにこえほん)
こすぎさなえさく/たちも
とみちこえ

PHP研究所 E/24

480 しろおうさまとくろおうさま(PHPにこにこえほん)
こすぎさなえさく/たちも
とみちこえ

PHP研究所 E/24

481 ぽちのきたうみ(ブッククラブ:国際版絵本)
岩崎ちひろ絵と文/武市八
十雄案

至光社 E/25

482 国づくりのはなし : オオクニヌシとスクナビコナ(日本の神話古事記えほん:5) 荻原規子文/早川純子絵 小学館 E/27
483 ぶたのたね 佐々木マキ作・絵 絵本館 E/27
484 またまたぶたのたね 佐々木マキ作 絵本館 E/27

485 たねっぽのおはなし : まんなかのはらのおべんとうや
やすいすえこ作/重森千佳
絵

フレーベル館 E/27

486 またぶたのたね 佐々木マキ作 絵本館 E/27

487 そらのこのおはなし : まんなかのはらのおべんとうや
やすいすえこ作/重森千佳
絵

フレーベル館 E/27

488 おばけのケーキ屋さん SAKAE絵・文 マイクロマガジン社 E/27

489 すっぱりめがね 藤村賢志作 教育画劇 E/27

490 Frog and Toad are friends : pbk(Essential picture book classics) by Arnold Lobel
HarperCollins
Children's Books

E/28

491 アレクサンダとぜんまいねずみ : ともだちをみつけたねずみのはなし
レオ・レオニ作/谷川俊太
郎訳

好学社 E/28
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492 子どものぎもん事典こんなとき、どうする?
諸富祥彦, 今泉忠明, 国崎
信江監修

金の星社 K159/KoG

493 こどもに伝えたい今も昔も大切な100のことば : みんなのたあ坊の菜根譚 サンリオ[編] サンリオ K159/KoO/S
494 子どもに語る日本の昔話 1 稲田和子, 筒井悦子著 こぐま社 K388.1/InK/1
495 子どもに語る日本の昔話 2 稲田和子, 筒井悦子著 こぐま社 K388.1/InK/2
496 子どもに語る日本の昔話 3 稲田和子, 筒井悦子著 こぐま社 K388.1/InK/3

497 ずるいえいご(日経ビジネス人文庫:832, [あ5-1]) 青木ゆか, ほしのゆみ著 日本経済新聞出版社 NBB/あ5/1

498 国語学史(岩波文庫:青N(38)-110-4) 時枝誠記著 岩波書店 イ810.12/ToM

499 Beauty and the beast(洋販ラダーシリーズ:Level 1(1000-word))
retold by Xanthe Smith-
Serafin

アイビーシーパブ
リッシング/日本洋書
販売 [distributor]

多読/英語

500 The star zoo(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 3) Harry Gilbert
Oxford University
Press

多読/英語

501 魚市場で働く(なるにはBooks:補巻19) 鑓田浩章著 ぺりかん社 就職/資格
502 東南アジアで働く(なるにはBooks:補巻18) 横山和子著 ぺりかん社 就職/資格

503 一発合格!どこでも学ぶ宅建士基本テキスト 2017年度版(日建学院「宅建士一発合格!」シリーズ) 日建学院編著 建築資料研究社 就職/資格/'17

504 みんなが欲しかった!宅建士の教科書 2018年度版 滝澤ななみ著 TAC出版事業部 就職/資格/'18
505 CSR企業総覧 2018: 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/'18

506 みんなが欲しかった!社労士の教科書 2018年度版
TAC株式会社(社会保険労務
士講座)編著

TAC株式会社出版事業
部

就職/資格/'18

507 みんなが欲しかった!社労士の問題集 2018年度版
TAC株式会社(社会保険労務
士講座) 編著

TAC株式会社出版事業
部

就職/資格/'18

508 国立大学法人等職員採用試験攻略ブック 30年度(受験ジャーナル別冊) 実務教育出版 就職/資格/'18

509 無敵の面接 2019年版(内定請負漫画『銀のアンカー』式) 三田紀房, 福島直樹監修
TAC株式会社出版事業
部

就職/資格/'19

510 「大卒程度」警察官採用試験問題集 : 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
511 公務員をめざす人の本 : 合格への近道 '19年版 三木邦裕著 成美堂出版 就職/資格/'19
512 地方上級教養試験問題集 2019年度版(公務員試験:2) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'19
513 一冊で突破!SPI3&テストセンター 2019年入社用(スマート就活) 成美堂出版 就職/資格/'19
514 同時に対策!エントリーシート&面接 2019年入社用(スマート就活) チームUKT監修 成美堂出版 就職/資格/'19
515 警察官「大卒程度」採用試験総合問題集 : 絶対決める! [2019年度版] 受験研究会編 新星出版社 就職/資格/'19

516 超重要!公務員試験過去問題集地方上級 : 大卒程度 '19年版
北里敏明監修/コンデック
ス情報研究所編著

成美堂出版 就職/資格/'19
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517 公務員試験本試験過去問題集裁判所職員一般職(大卒程度) 2019年度採用版
TAC株式会社(公務員講座)
編著

TAC出版事業部 就職/資格/'19

518 大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ文章理解・資料解釈 改訂版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['16]
519 大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ判断推理 改訂版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['16]
520 大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ数的推理 改訂版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['16]
521 民法 Ⅰ(公務員試験新スーパー過去問ゼミ5) 実務教育出版 就職/資格/['17]
522 民法 Ⅱ(公務員試験新スーパー過去問ゼミ5) 実務教育出版 就職/資格/['17]
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