
 2018年1月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 分断された時代を生きる(知のフィールドガイド) 東京大学教養学部編 白水社 002/ToD

2 スーパーインテリジェンス : 超絶AIと人類の命運
ニック・ボストロム
著/倉骨彰訳

日本経済新聞出版社 007.13/BoN

3 おうちで学べる人工知能のきほん : 楽しく読める人工知能の教科書 東中竜一郎著 翔泳社 007.13/HiR

4 魔法の世紀 落合陽一著
Planets : 第二次惑
星開発委員会

007.3/OcY

5 禁断の果実上陸編(林檎の樹の下で : アップルはいかにして日本に上陸したのか。:上)
斎藤由多加著/うめ
漫画

光文社 007.35/App/S-1

6 日本への帰化編(林檎の樹の下で : アップルはいかにして日本に上陸したのか。:下)
斎藤由多加著/うめ
漫画

光文社 007.35/App/S-2

7 大学生の知の情報スキル
森園子編著/池田修
[ほか] 著

共立出版 007.6/MoS

8 情報処理入門 : Windows10 & Office2016 長尾文孝著 共立出版 007.6/NaF

9 基礎からわかる情報リテラシー : コンピューター・インターネットと付き合う基礎知識 改訂第3版ver.2
奥村晴彦, 森本尚之
著

技術評論社 007.6/OkH

10 高校生が教わる「情報社会」の授業が3時間でわかる本 : 大人も知っておくべき"新しい"社会の基礎知識 沼晃介著 翔泳社 007/NuK

11 図書館員のためのイベント実践講座 北村志麻著 樹村房 015.8/KiS

12 Q&Aで学ぶ図書館の著作権基礎知識 第4版(ユニ知的所有権ブックス:no.22) 黒澤節男著 太田出版 015/KuS

13 図書館のこれまでとこれから : 経験的図書館史と図書館サービス論 大串夏身著 青弓社 016.21/OkN

14 学校司書のいる図書館に, いま, 期待すること(JLA Booklet:no.1)
読みたい心に火をつ
ける!実行委員会編

日本図書館協会 017/YoK
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書名 著者名 出版者 請求記号

15 素読のすすめ(ちくま学芸文庫:[ア41-1]) 安達忠夫著 筑摩書房 019.12/AdT

16 絵本を深く読む 灰島かり著 玉川大学出版部 019.53/HaK

17 このえほんだいすき! : 読み聞かせのための48冊 細川和子著
日本キリスト教団出
版局

019.53/HoK

18 朝日書評大成 2001-2008
朝日新聞社文化くら
し報道部編

三省堂
019.9/AsS/'01-
'08

19 朝日書評大成 2009-2016
朝日新聞社文化くら
し報道部編

三省堂
019.9/AsS/'09-
'16

20 撮ってはいけない : 知らないとあなたも犯罪者に!?スマホ時代のルールとマナー 飯野たから著 自由国民社 021.2/InT

21 「日本の伝統」の正体 藤井青銅著 柏書房 031.4/FuS

22 ギネス世界記録 2018
クレア・フォルカー
ド編/石原尚子 [ほ
か] 編集・翻訳

ポプラ社 031.5/GiS/'18

23 中国関係論説資料 58(2016年)第1分冊上 論説資料保存会 051.1/1/58-1-1

24 中国関係論説資料 58(2016年)第1分冊下 論説資料保存会 051.1/1/58-1-2

25 中国関係論説資料 58(2016年)第1分冊増 論説資料保存会 051.1/1/58-1-3

26 秘密とウソと報道(幻冬舎新書:136:[ひ-1-2]) 日垣隆著 幻冬舎
070.15/HiT/H(1
)

27 国民の歴史(西尾幹二全集:第18巻) 西尾幹二著 国書刊行会 081.6/NiK/18

28 保守の真髄 : 老酔狂で語る文明の紊乱(講談社現代新書:2455) 西部邁著 講談社 081/16/2455
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29 炎の牛肉教室!(講談社現代新書:2456) 山本謙治著 講談社 081/16/2456

30 世界神話学入門(講談社現代新書:2457) 後藤明著 講談社 081/16/2457

31 核兵器と原発 : 日本が抱える「核」のジレンマ(講談社現代新書:2458) 鈴木達治郎著 講談社 081/16/2458

32 9.11後の現代史(講談社現代新書:2459) 酒井啓子著 講談社 081/16/2459

33 自民党秘史 : 過ぎ去りし政治家の面影(講談社現代新書:2460) 岡崎守恭著 講談社 081/16/2460

34 新・日本の階級社会(講談社現代新書:2461) 橋本健二著 講談社 081/16/2461

35 王政復古 : 天皇と将軍の明治維新(講談社現代新書:2462) 久住真也著 講談社 081/16/2462

36 藤原氏 : 権力中枢の一族(中公新書:2464) 倉本一宏著 中央公論新社 081/17/2464

37 日本軍兵士 : アジア・太平洋戦争の現実(中公新書:2465) 吉田裕著 中央公論新社 081/17/2465

38 ナポレオン時代 : 英雄は何を遺したか(中公新書:2466)
アリステア・ホーン
著, 大久保庸子訳

中央公論新社 081/17/2466

39 剣と清貧のヨーロッパ : 中世の騎士修道会と托鉢修道会(中公新書:2467) 佐藤彰一著 中央公論新社 081/17/2467

40 日本の中小企業 : 少子高齢化時代の起業・経営・承継(中公新書:2468) 関満博著 中央公論新社 081/17/2468

41 議院内閣制 : 変貌する英国モデル(中公新書:2469) 高安健将著 中央公論新社 081/17/2469

42 倭の五王 : 王位継承と五世紀の東アジア(中公新書:2470) 河内春人著 中央公論新社 081/17/2470
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43 戦前日本のポピュリズム : 日米戦争への道(中公新書:2471) 筒井清忠著 中央公論新社 081/17/2471

44 酒は人の上に人を造らず(中公新書:2472) 吉田類著 中央公論新社 081/17/2472

45 ある明治人の記録 : 会津人柴五郎の遺書 改版(中公新書:252)
[柴五郎著]/石光真
人編著

中央公論社 081/17/252

46 アーロン収容所 : 西欧ヒューマニズムの限界 改版(中公新書:3) 会田雄次著 中央公論新社 081/17/3

47 中公文庫 中央公論社 081/18/

48 南蛮阿房列車 完全版 上(中公文庫:あ13-8) 阿川弘之著 中央公論新社 081/18/あ13-8

49 南蛮阿房列車 完全版 下(中公文庫:あ13-9) 阿川弘之著 中央公論新社 081/18/あ13-9

50 曠野の花 改版(中公文庫:[い-16-5]. 新編・石光真清の手記:2/義和団事件)
石光真清著 : 石光
真人編

中央公論新社 081/18/い16-6

51 望郷の歌 改版(中公文庫:い16-7)
石光真清著 : 石光
真人編

中央公論新社 081/18/い16-7

52 のりものづくし(中公文庫:い3-11) 池沢夏樹著 中央公論新社 081/18/い3-11

53 珍品堂主人 増補新版(中公文庫:い38-3) 井伏鱒二著 中央公論新社 081/18/い38-3

54 鳥取雛送り殺人事件(中公文庫:う10-33) 内田康夫著 中央公論新社 081/18/う10-33

55 旗本始末 改版(中公文庫:[う-28-11]. 闕所物奉行裏帳合:4) 上田秀人著 中央公論新社 081/18/う28-11

56 娘始末 改版(中公文庫:う28-12) 上田秀人著 中央公論新社 081/18/う28-12
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57 志士の峠(中公文庫:う29-6) 植松三十里著 中央公論新社 081/18/う29-6

58 昭和式もめない会話帖(中公文庫:お92-1) 大平一枝著 中央公論新社 081/18/お92-1

59 世界は終わりそうにない(中公文庫:か61-5) 角田光代著 中央公論新社 081/18/か61-5

60 死香探偵 : 尊き死たちは気高く香る(中公文庫:き40-8) 喜多喜久著 中央公論新社 081/18/き40-8

61 座敷わらしを連れ戻せ(中公文庫:[く-23-5]. ゆら心霊相談所:4) 九条菜月著 中央公論新社 081/18/く23-5

62 石原慎太郎を読んでみた : 入門版(中公文庫:く26-1)
栗原裕一郎著 : 豊
崎由美著

中央公論新社 081/18/く26-1

63 遥かなる山旅(中公文庫:く27-1)
串田孫一著 : 高丘
卓編

中央公論新社 081/18/く27-1

64 孤拳伝 4(中公文庫:こ40-31) 今野敏著 中央公論新社 081/18/こ40-31

65 妻たちの二・二六事件 改版(中公文庫:さ27-3) 沢地久枝著 中央公論新社 081/18/さ27-3

66 保春院義姫 : 伊達政宗の母(中公文庫:た58-19) 高橋義夫著 中央公論新社 081/18/た58-19

67 わたしの「もったいない語」辞典(中公文庫:ち8-5)
中央公論新社編 :
逢坂剛ほか〔著〕

中央公論新社 081/18/ち8-5

68 背教者ユリアヌス 1(中公文庫:つ3-25) 辻邦生著 中央公論新社 081/18/つ3-25

69 背教者ユリアヌス 2(中公文庫:つ3-26) 辻邦生著 中央公論新社 081/18/つ3-26

70 ポースケ(中公文庫:つ31-1) 津村記久子著 中央公論新社 081/18/つ31-1
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71 蓮の数式(中公文庫:と33-1) 遠田潤子著 中央公論新社 081/18/と33-1

72 昼も夜も彷徨(さまよ)え : マイモニデス物語(中公文庫:な71-1) 中村小夜著 中央公論新社 081/18/な71-1

73 認知の母にキッスされ(中公文庫:ね3-2) ねじめ正一著 中央公論新社 081/18/ね3-2

74 四季のうた : 想像力という翼(中公文庫:は65-5) 長谷川櫂著 中央公論新社 081/18/は65-5

75 Valentine Stories(中公文庫:ほ20-3)

三羽省吾著 : 中島
要著 : 木村紅美著
: 秋吉理香子著 :
加藤千恵著 : 鯨統

中央公論新社 081/18/ほ20-3

76 出張料亭おりおり堂 : ほろにが鮎と恋の刺客(中公文庫:[や-64-2]) 安田依央著 中央公論新社 081/18/や64-2

77 賢者の愛(中公文庫:や65-1) 山田詠美著 中央公論新社 081/18/や65-1

78 世界文明史の試み : 神話と舞踊 上(中公文庫:や9-6) 山崎正和著 中央公論新社 081/18/や9-6

79 世界文明史の試み : 神話と舞踊 下(中公文庫:や9-7) 山崎正和著 中央公論新社 081/18/や9-7

80 御子柴くんと遠距離バディ(中公文庫:[わ-16-3]) 若竹七海著 中央公論新社 081/18/わ16-3

81 斬死(中公文庫:わ24-3) 渡辺裕之著 中央公論新社 081/18/わ24-3

82 精神の政治学(中公文庫:ウ10-1)
ポール・ヴァレリー
著 : 吉田健一訳

中央公論新社 081/18/ウ10-1

83 高慢と偏見(中公文庫:オ1-5)
ジェイン・オース
ティン著 : 大島一
彦訳

中央公論新社 081/18/オ1-5

84 帝政論(中公文庫:タ9-1)
ダンテ・アリギエー
リ著 : 小林公訳

中央公論新社 081/18/タ9-1
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85 なぜリーダーはウソをつくのか : 国際政治で使われる5つの「戦略的なウソ」(中公文庫:ミ3-1)
ジョン・J.ミアシャ
イマー著 : 奥山真
司訳

中央公論新社 081/18/ミ3-1

86 水滸伝 5(講談社学術文庫:[2451]-[2455]) 井波律子訳 講談社 081/2/2455

87 メタサイコロジー論(講談社学術文庫:[2460])
ジークムント・フロ
イト [著]/十川幸司
訳

講談社 081/2/2460

88 大清帝国と中華の混迷(講談社学術文庫:[2470]. 興亡の世界史) 平野聡著 講談社 081/2/2470

89 日本の土偶(講談社学術文庫:[2474]) 江坂輝彌著 講談社 081/2/2474

90 聖武天皇と仏都平城京(講談社学術文庫:[2482]. 天皇の歴史:2) 吉川真司 講談社 081/2/2482

91 三国志名言集(岩波現代文庫:文芸:296) 井波律子著 岩波書店 081/22/B296

92 ファインマンの特別講義 : 惑星運動を語る(岩波現代文庫:学術:371)

D.L.グッドスティー
ン, J.R.グッドス
ティーン [著]/砂川
重信訳

岩波書店 081/22/G371

93 ラテンアメリカ五〇〇年 : 歴史のトルソー(岩波現代文庫:学術:372) 清水透著 岩波書店 081/22/G372

94 ブッダの生涯(岩波現代文庫:学術:373. 仏典をよむ:1) 中村元著 岩波書店 081/22/G373

95 村山富市回顧録(岩波現代文庫:社会:306) 薬師寺克行編 岩波書店 081/22/S306

96 治安維持法と共謀罪(岩波新書:新赤版 1689) 内田博文著 岩波書店 081/6-4/1689

97 原子力規制委員会 : 独立・中立という幻想(岩波新書:新赤版 1690) 新藤宗幸著 岩波書店 081/6-4/1690

98 トマス・アクィナス : 理性と神秘(岩波新書:新赤版 1691) 山本芳久著 岩波書店 081/6-4/1691
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書名 著者名 出版者 請求記号

99 義経伝説と為朝伝説 : 日本史の北と南(岩波新書:新赤版 1692) 原田信男著 岩波書店 081/6-4/1692

100 語る歴史、聞く歴史 : オーラル・ヒストリーの現場から(岩波新書:新赤版 1693) 大門正克著 岩波書店 081/6-4/1693

101 科学者と軍事研究(岩波新書:新赤版 1694) 池内了著 岩波書店 081/6-4/1694

102 近代日本一五〇年 : 科学技術総力戦体制の破綻(岩波新書:新赤版 1695) 山本義隆著 岩波書店 081/6-4/1695

103 マルクス資本論の哲学(岩波新書:新赤版 1696) 熊野純彦著 岩波書店 081/6-4/1696

104 内村鑑三 : 悲しみの使徒(岩波新書:新赤版 1697) 若松英輔著 岩波書店 081/6-4/1697

105 イスラーム主義 : もう一つの近代を構想する(岩波新書:新赤版 1698) 末近浩太著 岩波書店 081/6-4/1698

106 ガンディー : 平和を紡ぐ人(岩波新書:新赤版 1699) 竹中千春著 岩波書店 081/6-4/1699

107 茶と琉球人(岩波新書:新赤版 1700) 武井弘一著 岩波書店 081/6-4/1700

108 棋士とAI : アルファ碁から始まった未来(岩波新書:新赤版 1701) 王銘琬著 岩波書店 081/6-4/1701

109 技術の街道をゆく(岩波新書:新赤版 1702) 畑村洋太郎著 岩波書店 081/6-4/1702

110 古代文芸論集(西洋古典叢書)
ロンギノス, ディオ
ニュシオス [著]/戸
高和弘, 木曽明子訳

京都大学学術出版会 089.1/1/38

111 哲学者が伝えたい人生に役立つ30の言葉 和の哲学編 小川仁志著 アスコム 100/OgH/1

112 人文死生学宣言 : 私の死の謎 : the enigma of my own death : thanatology as humanities
渡辺恒夫, 三浦俊
彦, 新山喜嗣編著/
重久俊夫, 蛭川立著

春秋社 114.2/JiS
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書名 著者名 出版者 請求記号

113 「論理」を分析する(岩波現代全書:111) 八木沢敬著 岩波書店 116/YaT

114 言霊と日本 : 言霊論再考 樋口達郎著 北樹出版 121.3/HiT

115 特集詩と宗教(日本の哲学:第18号)
日本哲学史フォーラ
ム編

昭和堂 121.9/NiT/N-18

116 論語 : 朱熹の本文訳と別解
石本道明, 青木洋司
著

明徳出版社 123.83/IsM

117 呻吟語(角川文庫:20609. ビギナーズ・クラシックス/中国の古典:[B-1-20]) 湯浅邦弘 [著] KADOKAWA 125.5/YuK

118 幸福について(光文社古典新訳文庫:[KBシ1-2])
ショーペンハウアー
著/鈴木 芳子訳

光文社 134.6/ScA

119 触覚の心理学 : 認知と感情の世界 田崎權一著 ナカニシヤ出版 141.24/TaK

120 京大式deep thinking : 最高の思考力 川上浩司著 サンマーク出版 141.5/KaH

121 現代世界における意思決定と合理性
キース・E・スタノ
ヴィッチ著/木島泰
三訳

太田出版 141.5/StK

122 新しい自然主義心理学 : 自然法則に従う人間モデルからの出発 三ケ尻陽一著 新曜社 141.51/MiY

123 正しさをゴリ押しする人(角川新書:[K-167]) 榎本博明 [著] KADOKAWA 141.6/EnH

124 自尊感情革命 : なぜ、学校や社会は「自尊感情」がそんなに好きなのか? 山崎勝之著 福村出版 141.9/YaK

125
子どものグリーフの理解とサポート : 親が重篤な(慢性の)病気、または親を亡くした子どもたちの言動変化に関する研
究

大曲睦恵著 明石書店 146.82/OmC

126 漫画君たちはどう生きるか
吉野源三郎原作/羽
賀翔一漫画

マガジンハウス 159.7/YoG
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127 漫画君たちはどう生きるか
吉野源三郎原作/羽
賀翔一漫画

マガジンハウス 159.7/YoG(1)

128 日本神話はいかに描かれてきたか : 近代国家が求めたイメージ(新潮選書) 及川智早著 新潮社 164.1/OiC

129 道教と中國撰述佛典 増尾伸一郎著 汲古書院 166/MaS

130 よくわかる祝詞読本(角川文庫:20503) 瓜生中 [著] KADOKAWA 176.4/UrN

131 大災害と戦乱の中の僧侶驚くべき戒律の実相(史実中世仏教:第3巻) 井原今朝男著 興山舎 180.21/IhK/3

132 四国遍路を世界遺産に : 回遊型巡礼の道
五十嵐敬喜 [ほか]
編著

ブックエンド 186.91/ShH

133 高野山と密教の仏様 : 時空を超えた聖地をめぐる ワニブックス 188.55/Kon/W

134 世界史年表 第3版 歴史学研究会編 岩波書店 203.2/ReK

135 日本の「世界史的立場」を取り戻す
西尾幹二, 中西輝政
著/柏原竜一司会

祥伝社 209.5/NiK

136 ダンケルク(ハーパーbooks:[NF・レ1・1])
ジョシュア・レ
ヴィーン著/武藤陽
生訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

209.74/LeJ

137 日本史年表 第5版 歴史学研究会編 岩波書店 210.032/ReK

138 ジャパノロジーことはじめ : 日本アジア協会の研究 楠家重敏著 晃洋書房 210.06/NiA/K

139 歴史の勉強法 : 確かな教養を手に入れる(PHP新書:1118) 山本博文著 PHP研究所 210.07/YaH

140 樂只堂年録 第6(史料纂集:古記録編 [162], [168], [174], [176], [182], [193])
[柳澤吉保著]/宮川
葉子校訂

八木書店 210.08/3/ラ1-6

10
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141 日本文化史講義 大隅和雄著 吉川弘文館 210.12/OsK

142 日本人の朝鮮観はいかにして形成されたか(叢書東アジアの近現代史:第3巻) 池内敏著 講談社 210.1821/IkS

143 神話と天皇 大山誠一著 平凡社 210.3/OyS

144 古代史講義 : 邪馬台国から平安時代まで(ちくま新書:1300) 佐藤信編 筑摩書房 210.3/SaM

145 飛鳥・藤原京を読み解く : 古代国家誕生の軌跡 奈良文化財研究所編 クバプロ 210.33/KoB

146 平安京と貴族の住まい
西山良平, 藤田勝也
編著

京都大学学術出版会 210.36/NiR

147 藤原道長事典 : 御堂関白記からみる貴族社会 大津透, 池田尚隆編 思文閣出版 210.37/FuM/O

148 江戸時代のすべてがわかる本(史上最強カラー図解) 大石学編著 ナツメ社 210.5/OiM

149 通訳酬酢(近世日朝交流史料叢書:1)
[小田幾五郎著]/田
代和生編著

ゆまに書房 210.55/TaK

150 明治維新とは何だったのか : 薩長抗争史から「史実」を読み直す 一坂太郎著 創元社 210.58/IcT

151 幕末の海軍 : 明治維新への航跡(歴史文化ライブラリー:459) 神谷大介著 吉川弘文館 210.58/KaD

152 幕末維新素描紀行
チャールズ・ワーグ
マン [著]/山本秀峰
編訳

露蘭堂/ナウカ出版
営業部 (発売)

210.58/WiC

153 ケンブリッジ大学図書館と近代日本研究の歩み : 国学から日本学へ 小山騰著 勉誠出版 210/CaU/K

154 東アジアの知 : 文化研究の軌跡と展望 : 東アジア比較文化国際会議日本支部創立二十周年記念論集 中西進編 新典社 220.04/NaS

11



 2018年1月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

155 朝鮮史 1(世界歴史大系)
李成市, 宮嶋博史,
糟谷憲一編

山川出版社 221.01/Cho/1

156 朝鮮史 2(世界歴史大系)
李成市, 宮嶋博史,
糟谷憲一編

山川出版社 221.01/Cho/2

157 古代朝鮮の国家体制と考古学 山本孝文著 吉川弘文館 221.035/YaT

158 史記 2(小学館文庫)
[司馬遷原著]/横山
光輝著

小学館 222.01/ShS

159 史記 3(小学館文庫)
[司馬遷原著]/横山
光輝著

小学館 222.01/ShS

160 史記 1(小学館文庫)
[司馬遷原著]/横山
光輝著

小学館 222.01/ShS

161 「三国志」の世界孔明と仲達 新訂版(新・人と歴史拡大版:02) 狩野直禎著 清水書院 222.043/ShR/K

162 文化大革命 : 「造反有理」の現代的地平
明治大学現代中国研
究所, 石井知章, 鈴
木賢編

白水社 222.077/BuD

163 渤海国とは何か(歴史文化ライブラリー:458) 古畑徹著 吉川弘文館 222.5/FuT

164 ユダヤ人の起源 : 歴史はどのように創作されたのか(ちくま学芸文庫:[サ-38-1])
シュロモー・サンド
著/佐々木康之, 木
村高子訳

筑摩書房 227.9/SaS

165 パレスチナ現代史 : 岩のドームの郵便学 内藤陽介著 えにし書房 227.99/NaY

166 民主政のはじまり(ギリシア人の物語:1) 塩野七生著 新潮社 231/ShN/1

167 民主政の成熟と崩壊(ギリシア人の物語:2) 塩野七生著 新潮社 231/ShN/2

168 新しき力(ギリシア人の物語:3) 塩野七生著 新潮社 231/ShN/3

12
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169 11の国のアメリカ史 : 分断と相克の400年 上
コリン・ウッダード
[著]/肥後本芳男
[ほか] 訳

岩波書店 250/WoD/1

170 11の国のアメリカ史 : 分断と相克の400年 下
コリン・ウッダード
[著]/肥後本芳男
[ほか] 訳

岩波書店 250/WoD/2

171 日本人なら知っておきたい天皇論(SB新書:406)
小林よしのり, 田原
総一朗著

SBクリエイティブ 288.4/KoY

172 西郷隆盛と勝海舟(歴史新書) 安藤優一郎著 洋泉社 289.1/SaT3/A

173 西郷隆盛53の謎 : 知っているようで知らない「せごどん」の真実 原口泉著 海竜社 289.1/SaT3/H

174 西郷隆盛維新150年目の真実(NHK出版新書:536) 家近良樹著 NHK出版 289.1/SaT3/I

175 西郷隆盛 : 維新最大の謎 : 生誕190年・没後140年記念総特集(KAWADE夢ムック)(文藝:別冊) 河出書房新社 289.1/SaT3/K

176 漢詩から読み解く西郷隆盛のこころ 諏訪原研著 大修館書店 289.1/SaT3/S

177 西郷隆盛伝説 改版(角川文庫:20610) 佐高信 [著] KADOKAWA 289.1/SaT3/S

178 サンダカンまで : わたしの生きた道(朝日文庫:[や41-1]) 山崎朋子著 朝日新聞出版 289.1/YaT4/Y

179 スターリン : 超大国ソ連の独裁者(世界史リブレット人:89) 中嶋毅著 山川出版社 289.3/StJ/N

180 ダークツーリズム入門 : 日本と世界の「負の遺産」を巡礼する旅 風来堂編 イースト・プレス 290.93/Fur

181 死ぬまでに行きたい!世界の絶景 [本編] 詩歩著 三才ブックス 290.93/Shi/1

182 死ぬまでに行きたい!世界の絶景 体験編 詩歩著 三才ブックス 290.93/Shi/4
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183 死ぬまでに行きたい!世界の絶景 新日本編 詩歩著 三才ブックス 290.93/Shi/5

184 読みたくなる「地図」 : 日本の都市はどう変わったか 西日本編 平岡昭利編 海青社 291.0173/HiA/1

185 読みたくなる「地図」 : 日本の都市はどう変わったか 東日本編 平岡昭利編 海青社 291.0173/HiA/2

186 アイヌ語地名と日本列島人が来た道 筒井功著 河出書房新社 291.0189/TsI

187 京都人にも教えたい京都百景 鳥居本幸代著 春秋社 291.62/ToY

188 肉声が暴く北朝鮮の闇 : 緊急特集(文春MOOK) 文芸春秋 302.21

189 ドイツとEU : 理想と現実のギャップ(池上彰の世界の見方) 池上彰著 小学館 302.34/IkA

190 政治・経済 国際編(アステイオン創刊30周年ベスト論文選1986-2016 : 冷戦後の世界と平成:1-2) CCCメディアハウス 304/CCM/1

191 政治・経済 国内編(アステイオン創刊30周年ベスト論文選1986-2016 : 冷戦後の世界と平成:1-2) CCCメディアハウス 304/CCM/2

192 日本論・日本文化論(アステイオン創刊30周年ベスト論文選1986-2016 : 冷戦後の世界と平成:3) CCCメディアハウス 304/CCM/3

193 思想・文学・社会(アステイオン創刊30周年ベスト論文選1986-2016 : 冷戦後の世界と平成:4) CCCメディアハウス 304/CCM/4

194 アステイオン創刊30周年ベスト論文選1986-2016 : 冷戦後の世界と平成 総目次

CCCメディアハウス
編/サントリー文化
財団アステイオン編
集委員会編集協力

CCCメディアハウス 304/CCM/総目次

195
Finanzwissenschaft : Vorlesungen 1894-1897 : Leinen(Gesamtausgabe:Abt. 3. Vorlesungen und
Vorlesungsnachschriften:Bd. 3)

Max
Weber/herausgegebe
n von Martin
Heilmann/in

J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck)

308/W1/1-3-3

196 戦後の精神史 : 渡邊一夫、竹山道雄、E・H・ノーマン 平川祐弘著 河出書房新社 311.21/HiS
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197 ナショナル・アイデンティティを問い直す 川田順造編 山川出版社 311.3/KaJ

198 壊れゆく資本主義をどう生きるか : 人種・国民・階級2.0
若森章孝, 植村邦彦
著

唯学書房/アジー
ル・プロダクション
(発売)

311.3/WaF

199 平成デモクラシー史(ちくま新書:1299) 清水真人著 筑摩書房 312.1/ShM

200 習近平の支配 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 312.22/ShK/N

201 破綻するアメリカ(岩波現代全書:110) 会田弘継著 岩波書店 312.53/AiH

202 ユダヤ人を救った動物園 : アントニーナが愛した命 普及版
ダイアン・アッカー
マン著/青木玲訳

亜紀書房 316.88/AcD

203 日本の公務員倫理 : 積極、協働への転換(学際選書)
杉本泰治著/日本技
術士会(登録)技術者
倫理研究会編

創英社/三省堂書店
(発売)

317.3/SuT

204 認知面接 : 目撃者の記憶想起を促す心理学的テクニック

ロナルド・フィッ
シャー, エドワー
ド・ガイゼルマン著
/高村茂 [ほか] 訳

関西学院大学出版会 317.75/FiR

205 戦後自治制度の形成 : 天川晃最終講義(放送大学叢書:040) 天川晃著 左右社 318.2/AmA

206 地方議員を問う : 自治・地域再生を目指して 梅本清一著 論創社 318.4/UmS

207 「異郷」としての日本 : 東アジアの留学生がみた近代
和田博文  [ほか]
編著

勉誠出版 319.102/IkT

208 米朝戦争をふせぐ : 平和国家日本の責任 和田春樹著 青灯社 319.1021/WaH

209 日韓文化交流の現代史 : グローバル化時代の文化政策:韓流と日流(早稲田大学エウプラクシス叢書:006) 鄭榮蘭著 早稲田大学出版部 319.2101/ChY

210 アメリカ暴力の世紀 : 第二次大戦以降の戦争とテロ
ジョン・W・ダワー
[著]/田中利幸訳

岩波書店 319.53/DoJ
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211 アメリカ暴力の世紀 : 第二次大戦以降の戦争とテロ
ジョン・W・ダワー
[著]/田中利幸訳

岩波書店 319.53/DoJ(1)

212 米中戦争前夜 : 新旧大国を衝突させる歴史の法則と回避のシナリオ
グレアム・アリソン
著/藤原朝子訳

ダイヤモンド社 319.53022/AlG

213 北朝鮮の核実験をどう見るか(かもがわブックレット:163)
安斎育郎監修/リッ
ツ・ピース・メッセ
ンジャーズ著

かもがわ出版 319.8/RiP

214 核に縛られる日本(角川新書:[K-168]) 田井中雅人 [著] KADOKAWA 319.8/TaM

215 揺らぐ国際システムの中の日本 柳田辰雄編著 東信堂 319/YaT

216 延喜式 下(訳注日本史料) 虎尾俊哉編 集英社 322.135/2/3

217 憲法概説
松浦一夫, 奥村公輔
編著/山中倫太郎
[ほか] 共著

成文堂 323.14/MaK

218 憲法と世論 : 戦後日本人は憲法とどう向き合ってきたのか(筑摩選書:0150) 境家史郎著 筑摩書房 323.14/SaS

219 教職のための憲法 : 「合格水準」
志田陽子編著/岩切
大地 [ほか執筆]

法律文化社 323.14/ShY

220 よくわかる皇室制度 藤本頼生著 神社新報社 323.15/FuY

221 行政法判例50!(Start up)
大橋真由美, 北島周
作, 野口貴公美著

有斐閣 323.9/GyH

222 債権総論判例30!(Start up. 民法:3)
田高寛貴, 白石大,
山城一真著

有斐閣 324/Min/3

223 債権各論判例30!(Start up. 民法:4) 中原太郎 [ほか]著 有斐閣 324/Min/4

224 内部統制システムと株主代表訴訟 : 役員責任の所在と判断 新谷勝著 民事法研究会 325.243/ShK
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225 終末期医療と刑法(医事刑法研究:第7巻) 甲斐克則著 成文堂 326.23/KaK

226 マクマーチン裁判の深層 : 全米史上最長の子ども性的虐待事件裁判(法と心理学会叢書)
E.W.バトラー [ほ
か] 著/黒沢香, 庭
山英雄編訳

北大路書房 326.953/MaS

227 刑事司法への問い(シリーズ刑事司法を考える:第0巻) 指宿信 [ほか] 編 岩波書店 327.6/ShK/0

228 供述をめぐる問題(シリーズ刑事司法を考える:第1巻) 浜田寿美男編 岩波書店 327.6/ShK/1

229 捜査と弁護(シリーズ刑事司法を考える:第2巻) 佐藤博史責任編集 岩波書店 327.6/ShK/2

230 刑事司法を担う人々(シリーズ刑事司法を考える:第3巻) 後藤昭編 岩波書店 327.6/ShK/3

231 犯罪被害者と刑事司法(シリーズ刑事司法を考える:第4巻) 指宿信編 岩波書店 327.6/ShK/4

232 裁判所は何を判断するか(シリーズ刑事司法を考える:第5巻) 木谷明編 岩波書店 327.6/ShK/5

233 犯罪をどう防ぐか(シリーズ刑事司法を考える:第6巻) 浜井浩一編 岩波書店 327.6/ShK/6

234 子どもの司法面接 : ビデオ録画面接のためのガイドライン
英国内務省, 英国保
健省編/仲真紀子,
田中周子訳

誠信書房 327.62/GrB

235 子どもへの司法面接 : 考え方・進め方とトレーニング 仲真紀子編著 有斐閣 327.62/NaM

236 国際協力用語集 第4版 [佐藤寛監修]
国際開発ジャーナル
社/丸善出版 (発売)

329.39/KoK

237 資本論(教養を広げるまんがで読む名著:MM4)
マルクス作/バラエ
ティ・アートワーク
ス企画・漫画

イースト・プレス 331.6/MaK

238 資本主義と死の欲動 : フロイトとケインズ
G・ドスタレール,
B・マリス [著]/斉
藤日出治訳

藤原書店 332.06/DoG
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239 資本主義の終焉 : 資本の17の矛盾とグローバル経済の未来
デヴィッド・ハー
ヴェイ著/大屋定晴
[ほか] 訳

作品社 332.06/HaD

240 資本主義はどう終わるのか
W.シュトレーク著/
村澤真保呂, 信友建
志訳

河出書房新社 332.06/StW

241 経済がわかる論点50 2018 みずほ総合研究所著 東洋経済新報社 332.107/MiS

242 現代東アジア経済論(シリーズ・現代の世界経済:5)
三重野文晴, 深川由
起子編著

ミネルヴァ書房 332.2/MiF

243 「失敗」とその原因(欧州統合は行きすぎたのか:上) G.マヨーネ [著] 岩波書店 333.7/MaG/1

244 「失敗」とその原因(欧州統合は行きすぎたのか:上) G.マヨーネ [著] 岩波書店 333.7/MaG/1(1)

245 国民国家との共生の条件(欧州統合は行きすぎたのか:下) G.マヨーネ [著] 岩波書店 333.7/MaG/2

246 国民国家との共生の条件(欧州統合は行きすぎたのか:下) G.マヨーネ [著] 岩波書店 333.7/MaG/2(1)

247 英国のEU離脱と世界経済のゆくえ(就実大学グローカルブック) 就実大学経営学部編 吉備人出版 333.7/ShD

248 ライフ・プロジェクト : 7万人の一生からわかったこと
ヘレン・ピアソン
[著]/大田直子訳

みすず書房 334.2/PeH

249 シミュレーション教材「ひょうたん島問題」 : 多文化共生社会ニッポンの学習課題 藤原孝章著 明石書店 334.4/FuT

250 はじめて学ぶ多文化共生(まんがクラスメイトは外国人:入門編)

「外国につながる子
どもたちの物語」編
集委員会編/みなみ
ななみまんが

明石書店 334.41/GaT

251 アメリカの汚名 : 第二次世界大戦下の日系人強制収容所
リチャード・リーヴ
ス著/園部哲訳

白水社 334.453/ReR

252 現代経営学
宮坂純一, 水野清文
編著

五絃舎 335.1/MiJ
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253 江崎利一 : 菓子産業に新しい地平を拓いた天性のマーケター(PHP経営叢書. 日本の企業家:12) 宮本又郎著 PHP研究所 335.13/EzR/M

254 小林一三 : 天才実業家と言われた男 小堺昭三著 ロングセラーズ 335.13/KoI/K

255 企業不祥事と公益通報者保護法について 外井浩志著 とりい書房 (発売) 335.15/ToH

256
Q&Aコーポレートガバナンス・コードとスチュワードシップ・コード : 持続的な企業価値向上のための2つのコードの実
践

新日本有限責任監査
法人, EY弁護士法
人, EY総合研究所株
式会社編

第一法規 335.4/QAn

257 とにかく通じる英語 : 超かんたんで役立つビジネス英会話の本(草思社文庫:セ1-1)
デイビッド・セイ
ン, 岡悦子著

草思社 336.07/ThD

258 イノベーション・マネジメント入門 第2版(Management text)
一橋大学イノベー
ション研究センター
編

日本経済新聞出版社 336.17/HiD

259 5時に帰るドイツ人、5時から頑張る日本人 : ドイツに27年住んでわかった定時に帰る仕事術(SB新書:409) 熊谷徹著 SBクリエイティブ 336.2/KuT

260 仕事の渋滞は「心理学」で解決できる 佐々木正悟著 KADOKAWA 336.2/SaS

261 最高のリーダーが実践している「任せる技術」 麻野進著 ぱる出版 336.3/AsS

262 貞観政要 : 新訳 : 組織のリーダーにとっていちばん大切なこと 田口佳史編訳 PHP研究所 336.3/TaY

263 今さら聞けない人事制度の基礎48話 吉岡利之著
日本生産性本部生産
性労働情報センター

336.4/YoT

264 ビジネスへの日本語 : これから社会へ飛びたつ君たちへ
山本いずみ, 白井聡
子編著

朝倉書店 336.49/YaI

265 入門経営分析 新版第2版
藤永弘編著/長井敏
行 [ほか] 著

同文舘出版 336.83/FuH

266 考える企業間比較のための経営分析 : 図表ポイント係数評価法による 岩崎功著 五絃舎 336.83/IwI
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267 実践財務諸表分析 : 会計理論と日本基準・国際基準の財務諸表の解説から分析の実践例まで 第2版 新田忠誓 [ほか] 著
中央経済社/中央経
済グループパブリッ
シング (発売)

336.83/JiZ

268 世界一やさしい決算書の教科書1年生 小宮一慶著 ソーテック社 336.83/KoK

269 財務諸表分析 第2版 乙政正太著 同文舘出版 336.83/OtS

270 新・ほんとうにわかる経営分析 : 決定版 高田直芳著 ダイヤモンド社 336.83/TaN

271 業種別エキスパート経営分析 都井清史著
金融財政事情研究会
/きんざい (販売)

336.83/ToK

272 不正経理を見逃さない経営分析と内部統制 : 企業永続のために 吉田實男著 清文社 336.83/YoJ

273 ケース管理会計
櫻井通晴, 伊藤和憲
編著

中央経済社/中央経
済グループパブリッ
シング (発売)

336.84/SaM

274 企業不正対策ハンドブック : 防止と発見

ジョセフ・T.ウェル
ズ著/日本公認不正
検査士協会(ACFE
Japan)訳

第一法規 336.84/WeJ

275 粉飾決算vs会計基準 細野祐二著
日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

336.9/HoY

276 中日英・日中英投資・会計・税務用語辞典

KPMG, あずさ監査法
人Global Japanese
Practice(GJP)中国
事業室編

税務経理協会 336.9/KPM

277 会計学・簿記入門 第13版 新田忠誓 [ほか] 著 白桃書房 336.9/KaB

278 会社役員が知っておきたい会計不正のはなし
樋口達, 島村和也,
宮原一東著

中央経済社 336.9/KaY

279 不正会計と経営者責任 : 粉飾決算に追いこまれる経営者(創成社新書:56) 守屋俊晴著 創成社 336.9/MoT

280 税効果会計入門 鈴木一水著 同文舘出版 336.9/SuK
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281 会計不正 : 平時における監査役の対応
竹村純也, 遠藤元一
著

弁護士会館ブックセ
ンター出版部LABO/
大学図書 (発売)

336.9/TaJ

282 簿記学 第2版
矢部孝太郎編著/原
田保秀 [ほか] 著

税務経理協会 336.91/YaK

283 有名事件13の原因メカニズムに迫る(B&Tブックス. なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか:[正]) 樋口晴彦著 日刊工業新聞社 336/HiH/1

284 重大事件から学ぶ失敗の教訓(B&Tブックス. なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか:続) 樋口晴彦著 日刊工業新聞社 336/HiH/2

285 企業不祥事の研究 : 経営者の視点から不祥事を見る 井上泉著 文眞堂 336/InI

286 企業不祥事事後対応の手引き : 社内調査・マスコミ対応・第三者委員会 木曽裕著 経済法令研究会 336/KiY

287 有価証券報告書等虚偽記載の法律実務 : 粉飾決算・会計不正による損害賠償責任
加藤真朗編著/太井
徹 [ほか] 著

日本加除出版 338.16/KaM

288 パーソナルファイナンス : プロフェッショナルFPのための理論と実務 上
ルイス・J・アルト
フェスト著/伊藤宏
一 [ほか] 訳

マグロウヒル・エ
デュケーション/日
本経済新聞出版社
(発売)

338.18/AlL/1

289 パーソナルファイナンス : プロフェッショナルFPのための理論と実務 下
ルイス・J・アルト
フェスト著/伊藤宏
一 [ほか] 訳

マグロウヒル・エ
デュケーション/日
本経済新聞出版社
(発売)

338.18/AlL/2

290 こんなにおもしろいファイナンシャルプランナーの仕事 第3版 青野雅夫, 荒川誠著
中央経済社/中央経
済グループパブリッ
シング (発売)

338.18/AoM

291
FP DATA BOOK : 業務に生かせるヒント満載! : 全データに活用のポイント付き! 2017(別冊Financial adviser : the
best proposals for the clients : ファイナンシャル・アドバイザー)

マネーライフナビ執
筆・監修・編集

近代セールス社 338/KiS/'17

292 アフター・ビットコイン : 仮想通貨とブロックチェーンの次なる覇者 中島真志著 新潮社 338/NaM

293
パーソナルファイナンス : ライフプランニング・リタイアメントプランニング 改訂第12版 平成29年度(FP
TEXT:1:4171)

日本ファイナンシャ
ル・プランナーズ協
会

338/NiF/'17

294 ビットコインのすべてがわかる本 高橋諒哲著 ソーテック社 338/TaR
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295 公会計小辞典 亀井孝文編集代表 ぎょうせい 343.9/KaT

296 社会分業論(ちくま学芸文庫:[テ10-3])
エミール・デュル
ケーム著/田原音和
訳

筑摩書房 361.3/DuE

297 忖度社会ニッポン(角川新書:[K-176]) 片田珠美 [著] KADOKAWA 361.4/KaT

298 社会心理学におけるリーダーシップ研究のパースペクティブ 2
坂田桐子, 淵上克義
編

ナカニシヤ出版 361.43/SaK/2

299 入門メディア・コミュニケーション : media communication 山腰修三編著 慶應義塾大学出版会 361.453/YaS

300 日本のメイドカルチャー史 上 久我真樹著
星海社/講談社 (販
売)

361.5/KuM/1

301 日本のメイドカルチャー史 下 久我真樹著
星海社/講談社 (販
売)

361.5/KuM/2

302 ひとり空間の都市論(ちくま新書:1304) 南後由和著 筑摩書房 361.78/NaY

303 幸せとお金の経済学
ロバート・H・フラ
ンク著

フォレスト出版 361.84/FrR

304 都道府県格差(日経プレミアシリーズ:354) 造事務所著 日本経済新聞出版社 361.91/ZoJ

305 社会学入門 : 社会とのかかわり方(有斐閣ストゥディア)
筒井淳也, 前田泰樹
著

有斐閣 361/TsJ

306 生活分析から政策形成へ : 地域調査の設計と分析・活用
河合克義, 長谷川博
康著

法律文化社 364.1/KaK

307 非正規クライシス
北川慧一, 古賀大
己, 澤路毅彦著

朝日新聞出版 366.021/HiK

308 集団の再生 : アメリカ労働法制の歴史と理論 水町勇一郎著 有斐閣 366.1953/MiY
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309 日本の労働市場 : 経済学者の視点 川口大司編 有斐閣 366.21/KaD

310 働く女子のキャリア格差(ちくま新書:1302) 国保祥子著 筑摩書房 366.38/KoA

311 漂流女子 : にんしんSOS東京の相談現場から(朝日新書:637) 中島かおり著 朝日新聞出版 367.21/NaK

312 日本女性史事典 : トピックス1868-2015
日外アソシエーツ編
集部編

日外アソシエーツ/
紀伊國屋書店 (発
売)

367.21/NiA

313 知的障害・発達障害のある子どもの面接ハンドブック : 犯罪・虐待被害が疑われる子どもから話を聴く技術

アン-クリスティ
ン・セーデルボリ,
クラーラ・ヘルネ
ル・グンペルト, グ

明石書店 367.6/ChS

314 児童虐待から考える : 社会は家族に何を強いてきたか(朝日新書:643) 杉山春著 朝日新聞出版 367.6/SuH

315 危機のなかの若者たち : 教育とキャリアに関する5年間の追跡調査
乾彰夫, 本田由紀,
中村高康編

東京大学出版会 367.68/KiN

316 13歳から知っておきたいLGBT+
アシュリー・マーデ
ル著/須川綾子訳

ダイヤモンド社 367.9/MaA

317 LGBTのひろば(こころの科学増刊:2017)
大塚隆史, 城戸健太
郎編

日本評論社 367.9/OtT

318 江戸の異性装者 (クロスドレッサー) たち : セクシュアルマイノリティの理解のために 長島淳子著 勉誠出版 367.97/NaA

319 ゲイ・カルチャーの未来へ(ele‐king books) 田亀源五郎著 Pヴァイン 367.97/TaG

320 性の“幸せ"ガイド : 若者たちのリアルストーリー 新版 関口久志著 エイデル研究所 367.99/SeH

321 サンダカン八番娼館 : 新装版(文春文庫:[や-4-8]) 山崎朋子著 文藝春秋 368.4/YaT

322 福祉小六法 2018
大阪ボランティア協
会編集

大阪ボランティア協
会

369.12/OsB/'18
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323 心理学理論と心理的支援 : 心理学 第3版(社会福祉士シリーズ:2)
福祉臨床シリーズ編
集委員会編 : 岡田
斉責任編集

弘文堂 369.17/ShF/2

324 社会理論と社会システム : 社会学 第3版(社会福祉士シリーズ:3)

福祉臨床シリーズ編
集委員会編/久門道
利, 杉座秀親責任編
集

弘文堂 369.17/ShF/3

325 相談援助の基盤と専門職 : ソーシャルワーク 第3版(社会福祉士シリーズ:6)

福祉臨床シリーズ編
集委員会編/柳澤孝
主, 坂野憲司責任編
集

弘文堂 369.17/ShF/6

326 ケアマネ一年生の教科書 : 新人ケアマネ・咲良ゆかりの場合(まんがでわかる!介護のお仕事シリーズ)

鈴村美咲まんが/後
藤佳苗監修/ユー
キャン学び出版ケア
マネ実務研究会編

ユーキャン学び出版
/自由国民社 (発売)

369.17/SuM

327 Q&A生活保護利用ガイド : 健康で文化的に生き抜くために 山田壮志郎編著 明石書店 369.2/YaS

328 Q&A生活保護手帳の読み方・使い方(よくわかる生活保護ガイドブック:1) 吉永純編著 明石書店 369.2/YoA/1

329 Q&A生活保護ケースワーク支援の基本(よくわかる生活保護ガイドブック:2) 吉永純, 衛藤晃編著 明石書店 369.2/YoA/2

330 介護保険と階層化・格差化する高齢者 : 人は生きてきたようにしか死ねないのか 水野博達著 明石書店 369.26/MiH

331 子どもの貧困白書
子どもの貧困白書編
集委員会編

明石書店 369.4/KoH

332 子どもの食と栄養(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:9)
岡井紀代香, 吉井美
奈子編著

ミネルヴァ書房 369.4/MIH/9

333 親子広場ドレミファごんちゃん : 0歳からの憩いのおうち安明寺ビハーラの家 武富緑著 クリエイツかもがわ 369.4/TaM

334 子どもは変わる・大人も変わる : 児童虐待からの再生 第2版(お茶の水ブックレット:9)
内田伸子著/OAA編集
会編

お茶の水学術事業会 369.4/UcN

335 養育事典 芹沢俊介 [ほか] 編 明石書店 369.4/YoJ

336 保育園は誰のもの : 子どもの権利から考える(岩波ブックレット:no.977) 普光院亜紀著 岩波書店 369.42/FuA
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337 無料低額宿泊所の研究 : 貧困ビジネスから社会福祉事業へ 山田壮志郎著 明石書店 369.5/YaS

338 保健医療サービス(新・はじめて学ぶ社会福祉:5)
中島裕, 坂本雅俊編
著

ミネルヴァ書房 369/ShH/5

339 人間教育のために : 人間としての成長・成熟を目指して 梶田叡一著 金子書房 370.4/KaE

340 「天才」は学校で育たない(ポプラ新書:134) 汐見稔幸著 ポプラ社 370.4/ShT

341 教師の文章 宇佐美寛著 さくら社 370.4/UsH

342 教育経営(教職教養講座:第14巻)
高見茂, 服部憲児編
著

協同出版 370.8/KyK/14

343 教育課程(教職教養講座:第4巻) 西岡加名恵編著 協同出版 370.8/KyK/4

344 教育方法と授業の計画(教職教養講座:第5巻) 田中耕治編著 協同出版 370.8/KyK/5

345 道徳教育(教職教養講座:第6巻) 田中耕治編著 協同出版 370.8/KyK/6

346 特別活動と生活指導(教職教養講座:第7巻) 西岡加名恵編著 協同出版 370.8/KyK/7

347 教職をめざす人のための教育用語・法規 広岡義之編 ミネルヴァ書房 370/HiY

348 教育の見方・考え方 : 教育の思想・歴史
石村卓也, 伊藤朋子
著

晃洋書房 371.2/IsT

349 持続可能な地域づくりと学校 : 地域創造型教師のために
宮前耕史 [ほか] 編
著

ぎょうせい 371.31/JiK

350 中高生のための「うつ予防」心理教育授業 : 学校ですぐに実践できる 堤亜美著 ミネルヴァ書房 371.43/TsA
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351 異文化間教育 : 文化間移動と子どもの教育 佐藤郡衛著 明石書店 371.5/SaG

352 教育小六法 平成30年版 (2018) 兼子仁 [ほか] 編 学陽書房 373.2/KyS/'18

353 文部科学省は解体せよ 有元秀文著 扶桑社 373.2/MoK/A

354 教員採用試験完全突破ガイド 2018-2019 edition(教育技術mook) 小学館 373.7//'19

355 学校保健ハンドブック 第6次改訂
教員養成系大学保健
協議会編

ぎょうせい 374.9/KyY

356 学校の運動器疾患・障害に対する取り組みの手引き 改訂版
運動器の10年・日本
協会編

運動器の10年・日本
協会

374.9/UnJ

357 特別の教科道徳編 平成28年版(中学校新学習指導要領の展開) 柴原弘志編著 明治図書出版 375.1/ChS/'16

358 外国語編 平成29年版(中学校新学習指導要領の展開)
金子朝子, 松浦伸和
編著

明治図書出版 375.1/ChS/'17

359 総則編 平成29年版(中学校新学習指導要領の展開) 無藤隆編著 明治図書出版 375.1/ChS/'17

360 保健体育編 平成29年版(中学校新学習指導要領の展開) 佐藤豊編著 明治図書出版 375.1/ChS/'17

361 特別活動編 平成29年版(中学校新学習指導要領の展開) 天笠茂編著 明治図書出版 375.1/ChS/'17

362 総合的な学習編 平成29年版(中学校新学習指導要領の展開) 佐藤真編著 明治図書出版 375.1/ChS/'17

363 PISA型学力を育てる(教育フォーラム:57)
梶田叡一責任編集/
日本人間教育学会編

金子書房 375.1/KaE

364 主体的能動的な学習 : アクティブ・ラーニングの精神を生かす(教育フォーラム:58)
梶田叡一責任編集/
日本人間教育学会編

金子書房 375.1/KaE
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365 あの学校が生まれ変わった驚きの授業 : T中学校652日物語 : well-being of youth in social happiness 木原雅子著 ミネルヴァ書房 375.1/KiM

366 すぐ実践できる情報スキル50 : 学校図書館を活用して育む基礎力 塩谷京子編著 ミネルヴァ書房 375.1/ShK

367 特別の教科道徳編 平成28年版(小学校新学習指導要領の展開) 永田繁雄編著 明治図書出版 375.1/ShS/'16

368 外国語活動編 平成29年版(小学校新学習指導要領の展開)
兼重昇, 直山木綿子
編著

明治図書出版 375.1/ShS/'17

369 特別活動編 平成29年版(小学校新学習指導要領の展開) 新富康央編著 明治図書出版 375.1/ShS/'17

370 総合的な学習編 平成29年版(小学校新学習指導要領の展開) 嶋野道弘編著 明治図書出版 375.1/ShS/'17

371 社会編 平成29年版(小学校新学習指導要領の展開)
北俊夫, 加藤寿朗編
著

明治図書出版 375.1/ShS/'17

372 体育編 平成29年版(小学校新学習指導要領の展開) 白旗和也編著 明治図書出版 375.1/ShS/'17

373 外国語編 平成29年版(小学校新学習指導要領の展開) 吉田研作編著 明治図書出版 375.1/ShS/'17

374 算数編 平成29年版(小学校新学習指導要領の展開) 齊藤一弥編著 明治図書出版 375.1/ShS/'17

375 図画工作編 平成29年版(小学校新学習指導要領の展開)
阿部宏行, 三根和浪
編著

明治図書出版 375.1/ShS/'17

376 家庭編 平成29年版(小学校新学習指導要領の展開) 長澤由喜子編著 明治図書出版 375.1/ShS/'17

377 教材事典 : 教材研究の理論と実践 日本教材学会編 東京堂出版 375.12/NiK

378 まんがでわかる親子で始めるプログラミング教育 : 子供の論理的思考力と問題解決力を高める育て方
バンタン未来のしご
と研究所著/波野涼
漫画/星野卓也脚本

KADOKAWA 375.199/BaM
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379 情報教育・情報モラル教育(教育工学選書:2:8) 稲垣忠, 中橋雄編著 ミネルヴァ書房 375.199/InT

380 コンピューターを使わない小学校プログラミング教育 : "ルビィのぼうけん"で育む論理的思考
小林祐紀, 兼宗進編
著

翔泳社 375.199/KoY

381 黒上晴夫・堀田龍也のプログラミング教育 : 導入の前に知っておきたい : 思考のアイディア(教育技術mook)
黒上晴夫, 堀田龍也
著

小学館 375.199/KuH

382 はじめよう!プログラミング教育 : 新しい時代の基本スキルを育む(日本標準ブックレット:no. 18) 吉田葵, 阿部和広著 日本標準 375.199/YoA

383 絶対役立つ教育相談 : 学校現場の今に向き合う
水野治久, 本田真
大, 串崎真志編著

ミネルヴァ書房 375.23/ZeY

384 教師がつくる新しい社会科の授業 : 授業づくりにおける5つのキーワード : 小学校社会科 安野功編著 日本標準 375.3/YaI

385 子どものための主権者教育 : 大学生と行政でつくるアクティブ・ラーニング型選挙出前授業 中善則編著 ナカニシヤ出版 375.312/NaY

386 哲学する道徳 : 現実社会を捉え直す授業づくりの新提案
小笠原喜康, 朝倉徹
編著

東海大学出版部 375.35/OgH

387 楽しく豊かな道徳科の授業をつくる
牧崎幸夫, 広岡義
之, 杉中康平編

ミネルヴァ書房 375.35/TaY

388 小学校算数「数学的な考え方」を育てるノート指導術 小島宏著 教育出版 375.412/KoH

389 「数学的な考え方」を育てる授業 : 子どものココロに問いかける帰納・演繹・類推の考え方 盛山隆雄著 東洋館出版社 375.412/SeT

390 「物理の学び」徹底理解 : 理科の先生になるための、理科の先生であるための 電磁気学・原子物理・実験と観察編
山下芳樹監修・編著
/宮下ゆたか, 山本
逸郎著

ミネルヴァ書房 375.424/YaY/2

391 変わる!キャリア教育 : 小・中・高等学校までの一貫した推進のために

文部科学省国立教育
政策研究所生徒指
導・進路指導研究セ
ンター編

ミネルヴァ書房 375.6/MoK

392 よくわかる図画工作科なっとく新学習指導要領 : 授業への生かし方
小林貴史 [ほか] 編
著

開隆堂出版/開隆堂
出版販売 (発売)

375.72/YoW
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393 高校国語科授業の実践的提案 三浦和尚著 三省堂 375.84/MiK

394 小学校英語(英語教育史重要文献集成:第1巻) ゆまに書房 375.893/ErH/1

395 英語教授法 1(英語教育史重要文献集成:第2巻-第4巻) ゆまに書房 375.893/ErH/2

396 英語教授法 2(英語教育史重要文献集成:第2巻-第4巻) ゆまに書房 375.893/ErH/3

397 英語教授法 3(英語教育史重要文献集成:第2巻-第4巻) ゆまに書房 375.893/ErH/4

398 英語教育史研究(英語教育史重要文献集成:第5巻) ゆまに書房 375.893/ErH/5

399 「英語で英語を教える」授業ハンドブック : オーラル・メソッドによる英語授業と文法指導 杉田由仁著 南雲堂 375.893/SuY

400 英語教育原論 寺島隆吉著 明石書店 375.893/TeR

401 英語教育の危機(ちくま新書:1298) 鳥飼玖美子著 筑摩書房 375.893/ToK

402 新編英語教育指導法事典 米山朝二著 研究社 375.893/YoA

403 主体的な学びをめざす小学校英語教育 : 教科化からの新しい展開
金森強, 本多敏幸,
泉惠美子編著

教育出版 375.8932/ShM

404 「いのち」の学び方 : 小学校6年間の「いのちの学習」のカリキュラムと授業実践 菅野靜二編著 金子書房 375/SuS

405 プロジェクト学習の基本と手法 : 課題解決力と論理的思考力が身につく 鈴木敏恵著 教育出版 375/SuT

406 あらゆる学問は保育につながる : 発達保育実践政策学の挑戦
山邉昭則, 多賀厳太
郎編

東京大学出版会 376.1/YaA
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407 幼児期における空想世界に対する認識の発達 富田昌平著 風間書房 376.11/ToS

408 保育者・小学校教師のための道しるべ
松村齋, 小島千恵
子, 志濃原亜美編著

学文社 376.14/HoS

409
オックスフォード&ケンブリッジ大学世界一「考えさせられる」入試問題 : 「あなたは自分を利口だと思いますか?」
(河出文庫:[フ15-1])

ジョン・ファーンド
ン著/小田島恒志,
小田島則子訳

河出書房新社 376.87/FaJ

410 卓越する大学 : 教育・研究の新たなパラダイムに挑む、21世紀のフロントランナー 2018年度版 大学通信 377.21/TaD/'18

411 教えてみた「米国トップ校」(角川新書:[K-159]) 佐藤仁 [著] KADOKAWA 377.253/SaJ

412 近大革命 世耕石弘著
産経新聞出版/日本
工業新聞社 (発売)

377.28/KiD/S

413 あの明治大学が、なぜ女子高生が選ぶNo.1大学になったのか? : 奇跡を起こすブランドポジションのつくり方 上阪徹著 東洋経済新報社 377.28/MeD/U

414 障害児教育の歴史 オンデマンド版
中村満紀男, 荒川智
編著

明石書店 378.02/NaM

415 視力の弱い子どもの理解と支援 大川原潔 [ほか] 編 教育出版 378.1/ShY

416 つまり、「合理的配慮」って、こういうこと?! : 共に学ぶための実践事例集
インクルーシブ教育
データバンク編

現代書館 378/InK

417 新しい特別支援教育 : インクルーシブ教育の今とこれから(共生社会の時代の特別支援教育:第1巻)
石橋由紀子, 伊藤由
美, 吉利宗久編著/
柘植雅義編集代表

ぎょうせい 378/TsM/1

418 学びを保障する指導と支援 : すべての子供に配慮した学習指導(共生社会の時代の特別支援教育:第2巻)
熊谷恵子, 日野久美
子, 藤本裕人編著/
柘植雅義編集代表

ぎょうせい 378/TsM/2

419 連携とコンサルテーション : 多様な子供を多様な人材で支援する(共生社会の時代の特別支援教育:第3巻)
大石幸二, 鎌塚優
子, 滝川国芳編著/
柘植雅義編集代表

ぎょうせい 378/TsM/3

420 日本一やさしい「政治の教科書」できました。
木村草太 [ほか] 著
/朝日新聞社編

朝日新聞出版 379.4/AsS
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421 信念の呪縛 : ケニア海岸地方ドゥルマ社会における妖術の民族誌 浜本満著 九州大学出版会 382.454/HaM

422 図説日本服飾史事典
増田美子編/梅谷知
世 [ほか] 執筆

東京堂出版 383.1/MaY

423 ちょっと昔の道具たち : 新装版(らんぷの本)
中林啓治イラスト/
岩井宏實文

河出書房新社 383.93/NaK

424 Now a geisha : 舞妓から芸妓へ John Paul Foster著 IBCパブリッシング 384.9/FoJ

425 現代の結婚と婚礼を考える : 学際的アプローチ(神戸国際大学経済文化研究所叢書:18)
中矢英俊, 近藤剛編
著

ミネルヴァ書房 385.4/NaH

426 しめかざり : 新年の願いを結ぶかたち 森須磨子著 工作舎 386.1/MoS

427 花祭(角川文庫:20611) 早川孝太郎 [著] KADOKAWA 386.8155/HaK

428 進化する妖怪文化研究(妖怪文化叢書) 小松和彦編 せりか書房 387/KoK

429 ヤマトタケル : 日本人なら知っておきたい英雄 産経新聞取材班著
産経新聞出版/日本
工業新聞社 (発売)

388.1/YaT/S

430 読みくらべ世界民話考 : 庶民の豊かな想像力と集合的認識を読み取る 野中涼著 松柏社 388/NoR

431 陸軍中野学校 : 「秘密工作員」養成機関の実像(筑摩選書:0152) 山本武利著 筑摩書房 391.6/RiN/Y

432 科学の最前線を歩く(知のフィールドガイド) 東京大学教養学部編 白水社 404/ToD

433 ひらめきを生む「算数」思考術 : 問題解決力を高める厳選43題(ブルーバックス:B-2033) 安藤久雄著 講談社 408/11/2033

434 我々はなぜ我々だけなのか : アジアから消えた多様な「人類」たち(ブルーバックス:B-2037) 川端裕人著 講談社 408/11/2037
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435 ペンローズのねじれた四次元 : 時空はいかにして生まれたのか 増補新版(ブルーバックス:B-2040) 竹内薫著 講談社 408/11/2040

436 時計の科学 : 人と時間の5000年の歴史(ブルーバックス:B-2041) 織田一朗著 講談社 408/11/2041

437 理系のための微分・積分復習帳 : 高校の微積分からテイラー展開まで(ブルーバックス:B-2043) 竹内淳著 講談社 408/11/2043

438 日本の伝統 : 発酵の科学 : 微生物が生み出す「旨さ」の秘密(ブルーバックス:B-2044) 中島春紫著 講談社 408/11/2044

439 サイバー攻撃 : ネット世界の裏側で起きていること(ブルーバックス:B-2045) 中島明日香著 講談社 408/11/2045

440 方程式のガロア群 : 深遠な解の仕組みを理解する(ブルーバックス:B-2046) 金重明著 講談社 408/11/2046

441 ドローンで迫る伊豆半島の衝突(岩波科学ライブラリー:268) 小山真人著 岩波書店 408/14/268

442 やさしい統計(数学ガールの秘密ノート) 結城浩著 SBクリエイティブ 410.4/YuH

443 折り紙で学ぶ数学 1 Yoshita著 星の環会 410/Yos/1

444 折り紙で学ぶ数学 2 Yoshita著 星の環会 410/Yos/2

445 Rで統計を学ぼう!文系のためのデータ分析入門
長島直樹, 石田実,
李振著

中央経済社/中央経
済グループパブリッ
シング (発売)

417/RTo

446 統計学の要点 : 基礎からRの活用まで
森本義廣, 黒瀬能
聿, 加島智子著

共立出版 417/ToY

447 深化する一般相対論 : ブラックホール・重力波・宇宙論 田中貴浩著 丸善出版 421.2/TaT

448 重力波とは何か : アインシュタインが奏でる宇宙からのメロディー(幻冬舎新書:427, [か-21-1]) 川村静児著 幻冬舎 440.12/KaS
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449 幻の惑星ヴァルカン : アインシュタインはいかにして惑星を破壊したのか
トマス・レヴェンソ
ン著/小林由香利訳

亜紀書房 440.12/LeT

450 天文年鑑 2018年版 天文同好會編 新光社 440.59/TeN/'18

451 地球外生命探査(別冊日経サイエンス:223)
日経サイエンス編集
部編

日経サイエンス社/
日本経済新聞出版社
(発売)

440/NiK

452 異常気象はなぜ増えたのか : ゼロからわかる天気のしくみ(祥伝社新書:517) 森朗 [著] 祥伝社 451/MoA

453 北極がなくなる日
ピーター・ワダムズ
著/武藤崇恵訳

原書房 452.4/WaP

454 はじめて学ぶ海洋学 横瀬久芳著 朝倉書店 452/YoH

455 図説日本の海岸 柴山知也, 茅根創編 朝倉書店 454.7/ShT

456 種の起源(教養を広げるまんがで読む名著:MM3)
ダーウィン作/バラ
エティ・アートワー
クス企画・漫画

イースト・プレス 467.5/DaC

457 したたかな寄生 : 脳と体を乗っ取り巧みに操る生物たち(幻冬舎新書:469, な-24-1) 成田聡子著 幻冬舎 468.4/NaS

458 大学1年生のなっとく!生態学 鷲谷いづみ著 講談社 468/WaI

459 日本人の源流 : 核DNA解析でたどる 斎藤成也著 河出書房新社 469.91/SaN

460 人間をお休みしてヤギになってみた結果(新潮文庫:10800, シ-38-52)
トーマス・トウェイ
ツ [著]/村井理子訳

新潮社 489.85/ThT

461 医学の歴史大図鑑 オフィス宮崎訳 河出書房新社 490.2/IgR

462
神秘の巨大ネットワーク/“腎臓"が寿命を決める(NHKスペシャル:.人体 : 神秘の巨大ネットワーク||ジンタイ : シン
ピ ノ キョダイ ネットワーク:1)

NHKスペシャル「人
体」取材班編

東京書籍 491.3/NiH/1
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463 あなたの脳のはなし : 神経科学者が解き明かす意識の謎
デイヴィッド・イー
グルマン著/大田直
子訳

早川書房 491.371/EaD

464 人体六〇〇万年史 : 科学が明かす進化・健康・疾病 上(ハヤカワ文庫 NF:511)
ダニエル・E・リー
バーマン著/塩原通
緒訳

早川書房 491.69/LiD/1

465 人体六〇〇万年史 : 科学が明かす進化・健康・疾病 下(ハヤカワ文庫 NF:512)
ダニエル・E・リー
バーマン著/塩原通
緒訳

早川書房 491.69/LiD/2

466 恥の烙印 : 精神的疾病へのスティグマと変化への道標
スティーブン・P・
ヒンショー著/柳沢
圭子訳

金剛出版 493.7/HiS

467 こころの医学入門 : 医療・保健・福祉・心理専門職をめざす人のために
近藤直司, 田中康
雄, 本田秀夫編集

中央法規出版 493.7/KoI

468 こころの病に挑んだ知の巨人 : 森田正馬・土居健郎・河合隼雄・木村敏・中井久夫(ちくま新書:1303) 山竹伸二著 筑摩書房 493.7/YaS

469 現代精神医学を迷路に追い込んだ過剰診断 : 人生のあらゆる不幸に診断名をつけるDSMの罪
ジョエル・パリス著
/村上雅昭訳

星和書店 493.72 /PaJ

470 DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル

American
Psychiatric
Association [編]/
染矢俊幸 [ほか] 訳

医学書院 493.72/AmP

471 パチンコはこうすれば止められる! : 元パチンコ店長が教える「脱パチンコ」実践編 山下實著 自由国民社 493.743/YaM

472 大人の自閉スペクトラム症 : 他の人とは「違う」特徴との向き合い方(SB新書:414) 備瀬哲弘著 SBクリエイティブ 493.76/BiT

473 大人の自閉症スペクトラムのためのコミュニケーション・トレーニング・マニュアル
横井英樹 [ほか] 執
筆・編集

星和書店 493.76/OtJ

474 大人の自閉症スペクトラムのためのコミュニケーション・トレーニング・ワークブック

横井英樹, 五十嵐美
紀プログラム作成・
編集/小峰洋子, 内
田侑里香, 月間紗也

星和書店 493.76/YoH

475 心と体を蝕む「ネット依存」から子どもたちをどう守るのか(Minerva excellent series:1. 心理now!) 樋口進監修 ミネルヴァ書房 493.937/HiS

476 ハイパーアクティブ : ADHDの歴史はどう動いたか
マシュー・スミス著
/石坂好樹, 花島綾
子, 村上晶郎訳

星和書店 493.937/SmM
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477 子どものための精神医学 滝川一廣著 医学書院 493.937/TaK

478 未完の贈り物 : 娘には目も鼻もありません(小学館文庫:く14-1) 倉本美香著 小学館 493.94/KuS/K

479 新しい時代の技術者倫理(放送大学教材:1234277-1-1511) 札野順編著 放送大学教育振興会 507/FuJ

480 技術者倫理の世界 第3版
藤本温編著/川下智
幸 [ほか] 共著

森北出版 507/FuT

481 技術者倫理 : 技術者として幸福を得るために考えておくべきこと
辻井洋行, 水井万里
子, 堀田源治著

日刊工業新聞社 507/GiR

482 科学技術者倫理 : 本質から考え行動する
金沢工業大学・科学
技術応用倫理研究所
編

白桃書房 507/KaK

483 はじめての技術者倫理 : 未来を担う技術者・研究者のために 北原義典著 講談社 507/KiY

484 「水俣病」事件の61年 : 未解明の現実を見すえて 富樫貞夫著 弦書房 519.4/ToS

485 不都合な真実 : 切迫する地球温暖化、そして私たちにできること(実業之日本社文庫:あ18-1)
アル・ゴア著/枝廣
淳子訳

実業之日本社 519/GoA

486 残像のモダニズム : 「共感のヒューマニズム」をめざして 槇文彦著 岩波書店 520.4/MaF

487 日本の町並み 上巻(歴史文化遺産)
苅谷勇雅, 西村幸夫
編著

山川出版社 521.86/KaY/1

488 日本の町並み 下巻(歴史文化遺産)
苅谷勇雅, 西村幸夫
編著

山川出版社 521.86/KaY/2

489 お屋敷散歩(らんぷの本)
内田青蔵文/小野吉
彦写真

河出書房新社 523.1/UcS/O-2

490 手塚貴晴の手で描くパース(建築文化シナジー) 手塚貴晴著 彰国社 525.18/TeT
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491 世界のリノベーション(日経アーキテクチュアSelection)
日経アーキテクチュ
ア編

日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

525.8/NiB

492 デザイナーズ・コンパクトショップBest100 前田利昭編纂 グラフィック社 526.67/MaT

493
Commercial facility elements : outstanding elements on hotels, shopping malls & complex buildings(ショップ
デザインシリーズ)

[商店建築社] 526.67/ShK

494 コンパクトショップ : 7.85m2〜40m2未満の小規模店35業種71店 [1](ショップデザインシリーズ) [商店建築社] 526.67/ShK/1

495 コンパクトショップ : 7.85m2〜40m2未満の小規模店35業種71店 2(ショップデザインシリーズ) [商店建築社] 526.67/ShK/2

496 渡辺篤史の建もの探訪BOOK : 25周年スペシャル版(アサヒオリジナル:516) 朝日新聞出版 527/AsS

497 図説やさしい建築設備 伏見建著, 朴賛弼著 学芸出版社 528/FuK

498 インテリア基本語辞典 第2版
インテリア基本語研
究会編著

彰国社 529/InK

499 自動車会社が消える日(文春新書:1147) 井上久男著 文藝春秋 537.09/InH

500 図解EV革命 : 100年に1度のビジネスチャンスが一目瞭然! 村沢義久著 毎日新聞出版 537.25/MuY

501 ニッポン宇宙開発秘史 : 元祖鳥人間から民間ロケットへ(NHK出版新書:533) 的川泰宣著 NHK出版 538.9/MaY

502 東芝不正会計事件の研究 : 不正を正当化する心理と組織 樋口晴彦著 白桃書房 540.67/Tos/H

503 東芝事件と「守りのガバナンス」 今井祐著 文眞堂 540.67/Tos/I

504 東芝の悲劇 大鹿靖明著 幻冬舎 540.67/Tos/O
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505 事例で学ぶ技術者倫理(技術者倫理事例集:第2集)
電気学会倫理委員会
編

電気学会/オーム社
(発売)

540.7/DeG/2

506 TCP/IPネットワーク : ステップアップラーニング 改訂4版 三輪賢一著 技術評論社 547.482/MiK

507 図解でわかるはじめての電子回路 改訂新版 大熊康弘著 技術評論社 549.3/OkY

508 世界がわかる石油戦略(ちくま新書:840) 岩間敏著 筑摩書房
568.09/IwS/S(1
)

509 Shoe dog : 靴にすべてを。
フィル・ナイト著/
大田黒奉之訳

東洋経済新報社 589.75/KnP/K

510 やはり俺のソシャゲ課金は間違っているだろうか きむら秀一著 暗黒通信団 589.77/KiS

511 昭和なくらし方 : 電気に頼らない、買わない・捨てない、始末のよいくらし(らんぷの本) 小泉和子著 河出書房新社 590.21/KoK

512 昭和に学ぶエコ生活 : 日本らしさにヒントを探る(らんぷの本) 市橋芳則著 河出書房新社 590/IcY

513 和ごはん101 山田玲子著 ポット出版 596.21/YaR

514 月たった2万円のふたりごはん 奥田けい著 幻冬舎 596/OkK

515 住まいの事典 梁瀬度子 [ほか] 編 朝倉書店 597.036/SuJ

516 日本の子育て・アメリカの子育て : 子育ての原点をもとめて(ライブラリ明日に育つ子どもたち:3) 勝浦クック範子著 サイエンス社 599/KaN

517 図説万博の歴史 : 1851-1970 平野暁臣著
小学館クリエイティ
ブ/小学館 (発売)

606.9/HiA

518 全国棚田ガイド : TANADAS 棚田ネットワーク編 家の光協会 616.2/TaN
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519 New Mexico chiles : history, legend and lore pbk.
Kelly Urig/ill. by
Liz Buckler

American Palate 617.6/UrK

520 現代にゃん語の基礎知識 2018
現代にゃん語研究会
編

自由国民社 645.7/GeN/'18

521 森のサステイナブル・エコノミー : 現代日本の森林問題と経済社会学 大倉季久著 晃洋書房 651/OkS

522 絶滅危惧種ビジネス : 量産される高級観賞魚「アロワナ」の闇
エミリー・ボイト著
: 矢沢聖子訳

原書房 666.9/VoE

523 ユニクロ潜入一年 横田増生著 文藝春秋 673.78/FaR/Y

524 オリジナリティ 本田直之著
日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

673.97/HoN

525 POPの教科書 : わかる!!できる!!売れる!!(1THEME×1MINUTE) 山口茂著 すばる舎 674.53/YaS

526 現代流通事典 第2版(Hakuto management) 日本流通学会編集 白桃書房 675.4/NiR

527 国際物流用語辞典
[オーシャンコマー
ス編集局編]

オーシャンコマース 678/Osh

528 僕はLCCでこんなふうに旅をする(朝日文庫:[し19-12]) 下川裕治著 朝日新聞出版 687.2/ShY

529 インバウンド観光入門 : 世界が訪れたくなる日本をつくるための政策・ビジネス・地域の取組み 矢ケ崎紀子著 晃洋書房 689.21/YaN

530 かわいいジャポニスム 沼田英子著 東京美術 702.06/NuH

531 日本美術がワカル本 : 「女性性」の文化(慶應義塾大学三田哲学会叢書) 林温著
慶應義塾大学三田哲
学会/慶應義塾大学
出版会 (発売)

702.1/HaO

532 ファン・ゴッホ巡りゆく日本の夢

[ファン・ゴッホ
画]/圀府寺司, コル
ネリア・ホンブル
ク, 佐藤幸宏編

青幻舎 723.359/GoV/F
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533 宗教画 : 聖なるものへの祈り(Art gallery : テーマで見る世界の名画:4) 小池寿子責任編集 集英社 723/ArG/4

534 ヌード : かぐわしき夢(Art gallery : テーマで見る世界の名画:5) 中野京子責任編集 集英社 723/ArG/5

535 僕らが愛した手塚治虫 1(小学館文庫:[に1-1],  [に1-2]) 二階堂黎人著 小学館
726.101/TeO/N-
1

536 僕らが愛した手塚治虫 2(小学館文庫:[に1-1],  [に1-2]) 二階堂黎人著 小学館
726.101/TeO/N-
2

537 遠望の地平 : 未収録論考(石川九楊著作集:別巻3) 石川九楊著 ミネルヴァ書房 728.08/IsK/別3

538 中国書法通解
兪膺潔, 兪建華著/
樋口將一訳

大樟樹出版社/イン
ターブックス (発
売)

728.22/YuY

539 誰でもカンタン!「いい字」が書ける : 双雲流二〇の極意(ちくま新書:1301) 武田双雲著 筑摩書房 728/TaS

540 陶芸への道 : そして瑞浪芸術館へ 近藤精宏著 里文出版 751.1/KoS/K

541 ティンパニストかく語りき 近藤高顯著 学研プラス 762.1/KoT/K

542 吉本興業百五年史
吉本興業/ワニブッ
クス(発売)

770.67/YoK/Y

543 野村萬斎What is狂言? 改訂版 野村萬斎著 檜書店 773.9/NoM

544 そろそろ、歌舞伎入門。(Pen books:025) ペン編集部編 CCCメディアハウス 774/CCM

545 新ゴジラ論 : 初代ゴジラから『シン・ゴジラ』へ 小野俊太郎著 彩流社 778.21/Goj/O

546 ひとまず、信じない : 情報氾濫時代の生き方(中公新書ラクレ:601) 押井守著 中央公論新社 778.77/OsM
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547 誰も語らなかったジブリを語ろう(Tokyo news books) 押井守著
東京ニュース通信社
/徳間書店 (発売)

778.77/SuJ/O

548 絶滅危惧職、講談師を生きる
神田松之丞著/杉江
松恋聞き手

新潮社 779.12/KaM/K

549 この世は落語(ちくま文庫:[な-19-4]) 中野翠著 筑摩書房 779.13/NaM

550 バカ論(新潮新書:737) ビートたけし著 新潮社 779.9/BiT/B

551 吉本せい : お笑い帝国を築いた女(中経の文庫) 青山誠著 KADOKAWA 779/YoS/A

552 吉本せいと林正之助愛と勇気の言葉 坂本優二著 イースト・プレス 779/YoS/S

553 ドーピングの哲学 : タブー視からの脱却

ジャン=ノエル・ミ
サ, パスカル・ヌー
ヴェル編/橋本一径
訳

新曜社 780.19/MiJ

554 スポーツ栄養学 : 科学の基礎から「なぜ?」にこたえる 寺田新著 東京大学出版会 780.19/TeS

555 古流柔術の殺法・活法 江夏怜著 東京図書出版 789.2/EnR

556 藤井聡太天才はいかに生まれたか(NHK出版新書:532) 松本博文著 NHK出版 796/FuS/M

557 東大ナゾトレ : 東京大学謎解き制作集団AnotherVisionからの挑戦状 第1巻
東京大学謎解き制作
集団AnotherVision
著

扶桑社 798.3/ToD/1

558 東大ナゾトレ : 東京大学謎解き制作集団AnotherVisionからの挑戦状 第2巻
東京大学謎解き制作
集団AnotherVision
著

扶桑社 798.3/ToD/2

559 東大ナゾトレ : 東京大学謎解き制作集団AnotherVisionからの挑戦状 第3巻
東京大学謎解き制作
集団AnotherVision
著

扶桑社 798.3/ToD/3

560 データで学ぶ日本語学入門
計量国語学会編集/
伊藤雅光 [ほか] 編
集委員

朝倉書店 801.019/KeK
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561 計量国語学事典 計量国語学会編 朝倉書店 801.019/KeK

562 社会志向の言語学 : 豊富な実例と実証研究から学ぶ 南雅彦著 くろしお出版 801.03/MiM

563 文献・インタビュー調査から学ぶ会話データ分析の広がりと軌跡 : 研究から実践まで
中井陽子編著/大場
美和子 [ほか] 著

ナカニシヤ出版 801.03/NaY

564 「あ」は「い」より大きい!? : 音象徴で学ぶ音声学入門 川原繁人著 ひつじ書房 801.1/KaS

565 音声学を学ぶ人のためのPraat入門
北原真冬, 田嶋圭
一, 田中邦佳著

ひつじ書房 801.1/OnM

566 構文の意味と拡がり
天野みどり, 早瀬尚
子編

くろしお出版 801.5/AmM

567 メタファーと身体性 鍋島弘治朗著 ひつじ書房 801.6/NaK

568 文章を科学する
李在鎬編/石黒圭
[ほか執筆]

ひつじ書房 801.6/RiJ

569 日本文学の翻訳と流通 : 近代世界のネットワークへ(アジア遊学:No.216)
河野至恩, 村井則子
編

勉誠出版 801.7/KoS

570 言語と教育 : 多様化する社会の中で新たな言語教育のあり方を探る
田中富士美, 波多野
一真編著/井上恵子
[ほか執筆]

明石書店 807/TaF

571 Jポップの日本語研究 : 創作型人工知能のために 伊藤雅光著 朝倉書店 810.1/ItM

572
インターネット検索技術と日本語研究/メディアリテラシーとことば 普及版(「日本語学」特集テーマ別ファイル. IT関
連:1)

宮地裕, 甲斐睦朗編 明治書院 810.4/MiY/1

573 コンピュータによる日本語研究の新展開/ブログのことば 普及版(「日本語学」特集テーマ別ファイル. IT関連:2) 宮地裕, 甲斐睦朗編 明治書院 810.4/MiY/2

574 ウェブ検索による日本語研究 荻野綱男著 朝倉書店 810.7/OgT
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575 コーパスと自然言語処理(講座日本語コーパス:8)
松本裕治, 奥村学編
/奥村学 [ほか] 著

朝倉書店 810.8/KoN/8

576 コミュニケーションの在り方・言葉遣い 2(世論調査報告書. 国語に関する世論調査:平成27-28年度)
文化庁文化部国語課
[編]

ぎょうせい 810.9/Bun/'16

577 識字神話をよみとく : 「識字率99%」の国・日本というイデオロギー 角知行著 明石書店 810.9/SuT

578 日本語概説(日本語ライブラリー)
沖森卓也編著/阿久
津智 [ほか] 著

朝倉書店 810/OkT

579 日本人とリズム感 : 「拍」をめぐる日本文化論 樋口桂子著 青土社 811.14/HiK

580 漢字(日本語ライブラリー)
沖森卓也, 笹原宏之
編著

朝倉書店 811.2/OkT

581 漢字とカタカナとひらがな : 日本語表記の歴史(平凡社新書:856) 今野真二著 平凡社 811/KoS

582 語の意味/意味と構文 普及版(「日本語学」特集テーマ別ファイル. 意味:1) 宮地裕, 甲斐睦朗編 明治書院 812/MiY/1

583 命名/言語感覚 普及版(「日本語学」特集テーマ別ファイル. 意味:2) 宮地裕, 甲斐睦朗編 明治書院 812/MiY/2

584 類義語・多義語/対義語/同音語・類音語 普及版(「日本語学」特集テーマ別ファイル. 意味:3) 宮地裕, 甲斐睦朗編 明治書院 812/MiY/3

585 擬音語・擬態語/色彩語 普及版(「日本語学」特集テーマ別ファイル. 意味:4) 宮地裕, 甲斐睦朗編 明治書院 812/MiY/4

586 広辞苑 第7版 : [セット] 新村出編 岩波書店 813.1/IwS

587 本当は怖い日本のことわざ 出口汪監修 宝島社 814.4/DeH

588 私の語彙論/基本語彙/語彙分類・意味分類 普及版(「日本語学」特集テーマ別ファイル. 語彙:1) 宮地裕, 甲斐睦朗編 明治書院 814/MiY/1

42



 2018年1月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

589 単語とは何か/複合語 普及版(「日本語学」特集テーマ別ファイル. 語彙:2) 宮地裕, 甲斐睦朗編 明治書院 814/MiY/2

590 語種論/和語 普及版(「日本語学」特集テーマ別ファイル. 語彙:3) 宮地裕, 甲斐睦朗編 明治書院 814/MiY/3

591 漢語/洋語 普及版(「日本語学」特集テーマ別ファイル. 語彙:4) 宮地裕, 甲斐睦朗編 明治書院 814/MiY/4

592 漢語(日本語ライブラリー)
沖森卓也, 肥爪周二
編著

朝倉書店 814/OkT

593 古典文法 : 詳説
井島正博編著/伊藤
博美, 仲島ひとみ著

筑摩書房 815/IzM

594 古典文法を考える/口語文法を考える 普及版(「日本語学」特集テーマ別ファイル. 文法:2) 宮地裕, 甲斐睦朗編 明治書院 815/MiY/B-2

595 解釈文法/形式文法と機能文法 普及版(「日本語学」特集テーマ別ファイル. 文法:3) 宮地裕, 甲斐睦朗編 明治書院 815/MiY/B-3

596 文と句の連接/接続 普及版(「日本語学」特集テーマ別ファイル. 文法:4) 宮地裕, 甲斐睦朗編 明治書院 815/MiY/B-4

597 日本語表現力 : アカデミック・ライティングのための基礎トレーニング
石塚正英, 黒木朋興
編著/工藤豊 [ほか]
著

朝倉書店 816.5/IsM

598 東京ことば : その過去・現在・未来 田中章夫著 武蔵野書院 818.36/TaA

599 新日本言語地図 : 分布図で見渡す方言の世界
大西拓一郎編/新井
小枝子 [ほか] 著

朝倉書店 818/OnT

600 空間と時間の中の方言 : ことばの変化は方言地図にどう現れるか
大西拓一郎編/大西
拓一郎 [ほか] 著

朝倉書店 818/OnT

601 大学1・2年生のためのすぐわかる中国語 改訂版 殷文怡著 東京図書 820.7/InB

602 私の白川静 : 対談

立命館大学白川静記
念東洋文字文化研究
所編/津崎史, 西川
照子, 芳村弘道著

エディシオン・アル
シーヴ

821.2/ShS/RiD
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603 朝鮮漢字音 : 入門と発展 菅野裕臣著 三修社 829.111/KaH

604 最強の英語学習法 : グローバル人材を育てる実践的英語教育 勝又美智雄著 IBCパブリッシング 830.7/KaM

605 English phonology and pronunciation teaching : pbk
Pamela Rogerson-
Revell

Continuum 831.1/RoP

606 英文法と統語論の概観(「英文法大事典」シリーズ:第0巻)

Rodney Huddleston,
Geoffrey K. Pullum
著/畠山雄二編集/本
田謙介, 深谷修代,

開拓社 835/HuR/0

607 形容詞と副詞(「英文法大事典」シリーズ:第4巻)

Rodney Huddleston,
Geoffrey K. Pullum
著/畠山雄二編集/田
中江扶 [ほか] 訳

開拓社 835/HuR/4

608 英文創作教室
レアード・ハント著
/柴田元幸編訳/今井
亮一, 福間恵ほか訳

研究社 836/HuL

609 英語スピーチ・クリニック ケリー伊藤著 研究社 837.8/ItK

610 ネイティブ感覚でもっと伝わる日常英語(NHK-CDブック) リサ・ヴォート著 NHK出版 837.8/VoL

611 特集わたしのガイドブック(たべるのがおそい : 文学ムック:vol.4 (Autumn 2017)) 木下古栗 [ほか] 著 書肆侃侃房 905/ShK/T-4

612 古典のすすめ(角川選書:594) 谷知子著 KADOKAWA 910.2/TaT

613 芥川龍之介 : 新装版(年表作家読本) 鷺只雄編著 河出書房新社 910.268/AkR/S

614 藤沢周平遺された手帳 遠藤展子著 文藝春秋 910.268/FuS/E

615 いのちの旅人 : 評伝・灰谷健次郎 新海均著 河出書房新社 910.268/HaK/S

616 向田邦子を読む(文春MOOK) オール読物責任編集 文芸春秋 910.268/MuK
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617 坂口安吾論 柄谷行人著 インスクリプト 910.268/SaA/K

618 ゆめいろ万華鏡 : 田辺聖子文学事典(和泉事典シリーズ:33)
浦西和彦, 檀原みす
ず, 増田周子編著

和泉書院 910.268/TaS/Y

619 王朝文化辞典 : 万葉から江戸まで
山口明穗, 鈴木日出
男編

朝倉書店 910/YaA

620 美しい日本語が話せる書ける万葉ことば 上野誠著 幻冬舎 911.124/UeM

621 桜前線開架宣言 : born after 1970現代短歌日本代表 山田航編著 左右社 911.167/YaW

622 中原中也 : 新装版(年表作家読本) 青木健編著 河出書房新社 911.52/NaC/A

623 ひらかれる源氏物語
岡田貴憲, 桜井宏
徳, 須藤圭編

勉誠出版 913.36/HiG

624 省筆論 : 「書かず」と書くこと 田村隆著 東京大学出版会 913.36/TaT

625 よく和歌る源氏物語 山田利博著 武蔵野書院 913.363/YaT

626 謹訳源氏物語 改訂新修 1(祥伝社文庫:[は18-1]-[は18-4])
[紫式部著]/林望
[訳] 著

祥伝社 913.369/HaN/1

627 謹訳源氏物語 改訂新修 2(祥伝社文庫:[は18-1]-[は18-4])
[紫式部著]/林望
[訳] 著

祥伝社 913.369/HaN/2

628 謹訳源氏物語 改訂新修 3(祥伝社文庫:[は18-1]-[は18-4])
[紫式部著]/林望
[訳] 著

祥伝社 913.369/HaN/3

629 平家物語の女たち : 大力・尼・白拍子(読みなおす日本史) 細川涼一著 吉川弘文館 913.434/HeM/H

630 人間タワー 朝比奈あすか著 文藝春秋 913.6/AsA2/N
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631 くちなし 彩瀬まる著 文藝春秋 913.6/AyM/K

632 ふたご 藤崎彩織著 文藝春秋 913.6/FuS8/F

633 西郷どん! 前編 : 上製版 林真理子著 KADOKAWA 913.6/HaM3/S-1

634 西郷どん! 後編 : 上製版 林真理子著 KADOKAWA 913.6/HaM3/S-2

635 カルマ真仙教事件 下(講談社文庫:[は92-15], [は92-16], [は92-17]) 濱嘉之 [著] 講談社 913.6/HaY2/K-3

636 彼方の友へ 伊吹有喜著 実業之日本社 913.6/IbY/K

637 琥珀の夢 : 小説鳥井信治郎 上 伊集院静著 集英社 913.6/IjS/K-1

638 琥珀の夢 : 小説鳥井信治郎 下 伊集院静著 集英社 913.6/IjS/K-2

639 銀河鉄道の父 門井慶喜著 講談社 913.6/KaY5/G

640 太宰治の辞書(創元推理文庫:[Mき3-7]) 北村薫著 東京創元社 913.6/KiK2/D

641 生きている理由(講談社文庫:ま73-18) 松岡圭祐 [著] 講談社 913.6/MaK3/I

642 八甲田山死の彷徨 63刷改版(新潮文庫:に-2-14) 新田次郎著 新潮社 913.6/NiJ/H

643 俺はエージェント 大沢在昌著 小学館 913.6/OsA/O

644 火定 澤田瞳子著 PHP研究所 913.6/SaT6/K
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645 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子著 河出書房新社 913.6/WaC/O

646 詩人小説精華集 長山靖生編 彩流社 913.68/NaY/S

647 「旅ことば」の旅 中西進著 ウェッジ 914.6/NaS3/T

648 湖村詩存
桂湖村著/村山吉廣
編

明徳出版社 919.6/KaK/K

649 古代中国の語り物と説話集 高橋稔著 東方書店 920.24/TaM

650 中国飛翔文学誌 : 空を飛びたかった綺態な人たちにまつわる十五の夜噺 武田雅哉著 人文書院 920.4/TaM

651 柳宗元 : アジアのルソー(世界史リブレット人:17) 戸崎哲彦著 山川出版社 921.43/RyS/T

652 全訳封神演義 1
山下一夫, 中塚亮,
二ノ宮聡訳

勉誠出版 923.5/KyC/H-1

653 カズオ・イシグロ : 境界のない世界 新版(水声文庫) 平井杏子著 水声社 930.278/IsK/H

654 スタインベックの物語世界 : 生と死と再生と 上優二著 彩流社 930.278/StJ/K

655 オリヴァー・ツイスト(新潮文庫:10753, テ-3-10)
チャールズ・ディケ
ンズ [著]/加賀山卓
朗訳

新潮社 933.6/DiC/O

656 怒りの葡萄 上(新潮文庫:10339-10340, ス-4-4-5)
スタインベック
[著]/伏見威蕃訳

新潮社 933.7/StJ/I-1

657 怒りの葡萄 下(新潮文庫:10339-10340, ス-4-4-5)
スタインベック
[著]/伏見威蕃訳

新潮社 933.7/StJ/I-2

658 アンネの日記 増補新訂版
アンネ・フランク著
/深町眞理子訳

文藝春秋 949.35/FrA/A
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659 デカメロン 上(河出文庫:[ホ6-1] , [ホ6-2], [ホ6-3])
ボッカッチョ著/平
川祐弘訳

河出書房新社 973.4/BoG/D-1

660 デカメロン 中(河出文庫:[ホ6-1] , [ホ6-2], [ホ6-3])
ボッカッチョ著/平
川祐弘訳

河出書房新社 973.4/BoG/D-2

661 デカメロン 下(河出文庫:[ホ6-1] , [ホ6-2], [ホ6-3])
ボッカッチョ著/平
川祐弘訳

河出書房新社 973.4/BoG/D-3

662 白痴 3(光文社古典新訳文庫:[KAト1-17], [KAト1-18], [KAト1-19])
ドストエフスキー著
/亀山郁夫訳

光文社 983.6/DoF/H-3

663 インターンシップ(日経VIDEO) 日本経済新聞出版社 DV366.2/NiK

664 チョウのふゆごし(かがくのとも:587号)
井上大成ぶん/松山
円香え

福音館書店 E//18

665 こやぎのチキとじいさんやぎのひみつ(こどものとも:743号)
清水たま子文 : 竹
田鎮三郎絵

福音館書店 E//18

666 ゆうちゃんとひよどり(こどものとも年少版:491号) いまきみちさく 福音館書店 E//18

667 やもじろうとはりきち 降矢なな作・絵 佼成出版社 E/23

668 おとえほん
エルヴェ・テュレさ
く/たにかわしゅん
たろうやく

ポプラ社 E/23

669 クマと森のピアノ(ポプラせかいの絵本:57)
デイビッド・リッチ
フィールド作/俵万
智訳

ポプラ社 E/31

670 もこもこもこ(ぽっぽライブラリ. みるみる大型絵本)
たにかわしゅんたろ
うさく/もとながさ
だまさえ

文研出版 E/44

671 学校にいくのは、なんのため? : 読み・書き・計算と学ぶ態度を身につけよう(シリーズ・「変わる!キャリア教育」:1) 稲葉茂勝著 ミネルヴァ書房 K366/InS/1

672 「仕事」と「職業」はどうちがうの? : キャリア教育の現場を見てみよう(シリーズ・「変わる!キャリア教育」:2) 稲葉茂勝著 ミネルヴァ書房 K366/InS/2
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673 どうして仕事をしなければならないの? : アクティブ・ラーニングの実例から(シリーズ・「変わる!キャリア教育」:3) 稲葉茂勝著 ミネルヴァ書房 K366/InS/3

674 なぞがいっぱいウイルスの世界(もっと知りたい!微生物大図鑑:1) ミネルヴァ書房 K465/KiN/1

675 ヒントがいっぱい細菌の利用価値(もっと知りたい!微生物大図鑑:2) ミネルヴァ書房 K465/KiN/2

676 ふしぎがいっぱい真菌と寄生虫(もっと知りたい!微生物大図鑑:3) ミネルヴァ書房 K465/KiN/3

677 脳研究の歴史(脳のひみつにせまる本:1) こどもくらぶ編 ミネルヴァ書房
K491.3/KoK/1(1
)

678 目で見る脳のはたらき(脳のひみつにせまる本:2) こどもくらぶ編 ミネルヴァ書房
K491.3/KoK/2(1
)

679 脳科学の最前線(脳のひみつにせまる本:3) こどもくらぶ編 ミネルヴァ書房
K491.3/KoK/3(1
)

680 からだ事件簿 : 楽しくわかる!体のしくみ
澤田憲文/徳永明子
イラスト

ダイヤモンド社 K491.3/SaK

681 夢の江戸歌舞伎 : 絵本
服部幸雄文/一ノ関
圭絵

岩波書店 K774/HaY

682 まほろ姫とにじ色の水晶玉 なかがわちひろ作 偕成社 K913/NaC/M-2

683 最新世界大地図
小学館クリエイティ
ブ/小学館 (発売)

L290.38/ShK

684 テレンス・コンラン住まいのデザイン全書
テレンス・コンラン
著/坂本響子, 小林
理子, 近藤修訳

エクスナレッジ L527/CoT

685 テレンス・コンラン究極の住デザイン
テレンス・コンラン
著/野沢佳織, 近藤
修, 神崎康子訳

エクスナレッジ L527/CoT

686 History of Rome : books 35-37(The Loeb classical library:301. Livy:10)
Livy/edited and
translated by J.C.
Yardley

Harvard University
Press

LC232/LiT/L-10
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687 Hygiene 1(The Loeb classical library:535)
Galen/edited and
translated by Ian
Johnston

Harvard University
Press

LC490.231/Gal/
H-1

688 Thrasybulus/On Exercise with a small ball(The Loeb classical library:536. Hygiene:2)
Galen/edited and
translated by Ian
Johnston

Harvard University
Press

LC490.231/Gal/
H-2

689 Testimonia/Epic fragments(The Loeb classical library:294. Fragmentary Republican Latin:1)

Ennius/edited and
translated by
Sander M.
Goldberg, Gesine

Harvard University
Press

LC992/FrR/1

690 Dramatic fragments/Minor works(The Loeb classical library:537. Fragmentary Republican Latin:2)

Ennius/edited and
translated by
Sander M.
Goldberg, Gesine

Harvard University
Press

LC992/FrR/2

691 未来をつくるキャリアの授業 : 最短距離で希望の人生を手に入れる!(日経ビジネス人文庫:838, [わ6-1]) 渡辺秀和著 日本経済新聞出版社 NBB/わ6/1

692 一外交官の見た明治維新 上(岩波文庫:青-319,320,6258-6260,6261-6263,青(33)-425-1,2)
アーネスト・サトウ
著/坂田精一訳

岩波書店 イ210.61/SaE/1

693 一外交官の見た明治維新 下(岩波文庫:青-319,320,6258-6260,6261-6263,青(33)-425-1,2)
アーネスト・サトウ
著/坂田精一訳

岩波書店 イ210.61/SaE/2

694 Long‐ago stories of Japan v. 2(洋販ラダーシリーズ:Level 1(1000‐word)) Carla Valentine IBCパブリッシング 多読/英語

695 Les misérables(洋販ラダーシリーズ:Level 5)
Victor Hugo/retold
by Nina Wegner

IBCパブリッシング 多読/英語

696 グランドスタッフになるには(なるにはBooks:148) 京極祥江著 ぺりかん社 就職/資格

697 文章検過去問題集2級 : 2015・2016年度実施分収録 Vol.1
日本漢字能力検定協
会

就職/資格/'17

698 文章検過去問題集準2級 : 2015・2016年度実施分収録 Vol.1
日本漢字能力検定協
会

就職/資格/'17

699 文章検過去問題集3級 : 2015・2016年度実施分収録 Vol.1
日本漢字能力検定協
会

就職/資格/'17

700 気象予報士試験模範解答と解説 48: 平成29年度第1回
天気予報技術研究会
編

東京堂出版 就職/資格/'17
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701 公務員試験受かる勉強法落ちる勉強法 : これが「最速受験術」だ! 2019年度版
「合格への道」研究
会編著

洋泉社 就職/資格/'19

702 市役所試験早わかりブック : 大卒程度事務系 2019年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'19

703 エントリーシート対策 2019年度版(日経就職シリーズ. ロジカル・プレゼンテーション就活)
高田貴久著/日経HR
編集部編

日経HR 就職/資格/'19

704 面接・グループディスカッション対策 2019年度版(日経就職シリーズ. ロジカル・プレゼンテーション就活)
高田貴久著/日経HR
編集部編

日経HR 就職/資格/'19

705 時事&一般常識の完璧対策 2019年度版(日経就職シリーズ)
日経就職ナビ編集部
編著

日経HR 就職/資格/'19

706 国家総合職教養試験過去問500 2019年度版(公務員試験合格の500シリーズ:1) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'19

707 国家総合職専門試験過去問500 2019年度版(公務員試験合格の500シリーズ:2) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'19
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