
2018年2月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1
考える力がつく本 : 本、新聞、ネットの読み方、情報整理の「超」入門(小学館文庫プレジデントセレクト:Pい3-
1)

池上彰著 小学館 002.7/IkA

2 ロボットと生きる社会 : 法はAIとどう付き合う?
角田美穂子, 工藤俊亮
編著

弘文堂 007.3/SuM

3 ハードウェア 改訂4版(図解コンピュータ概論) 橋本洋志 [ほか] 共著 オーム社 007.6/Had

4 ソフトウェア・通信ネットワーク 改訂4版(図解コンピュータ概論)
橋本洋志, 菊池浩明,
横田祥共著

オーム社 007.6/SoT

5 Excel集計・抽出テクニック大全集 : あらゆる種類の表に対応、引くだけで一発解決 不二桜著 技術評論社 007.63/Exc/F

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

7 中国関係論説資料 58(2016年)第3分冊下 論説資料保存会
051.1/1/58-3-
2

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

9 ミュージアムと負の記憶 : 戦争・公害・疾病・災害 : 人類の負の記憶をどう展示するか 竹沢尚一郎編著 東信堂 069.5/TaS

10 現代に活きる博物館(有斐閣ブックス) 君塚仁彦, 名児耶明編 有斐閣 069/KiY

11 すべての新聞は「偏って」いる : ホンネと数字のメディア論 荻上チキ著 扶桑社 070.21/OgC
12 哲学の最新キーワードを読む : 「私」と社会をつなぐ知(講談社現代新書:2465) 小川仁志著 講談社 081/16/2465
13 京都学派(講談社現代新書:2466) 菅原潤著 講談社 081/16/2466
14 伝わる技術 : 力を引き出すコミュニケーション(講談社現代新書:2468) 風間八宏著 講談社 081/16/2468

15 国家の神話(講談社学術文庫:[2461])
エルンスト・カッシー
ラー著/宮田光雄訳

講談社 081/2/2461

16 顔氏家訓(講談社学術文庫:[2476])
顔之推[著]/林田愼之助
訳

講談社 081/2/2476

17 歴史のかげに美食あり : 日本饗宴外交史(講談社学術文庫:[2477]) 黒岩比佐子 [著] 講談社 081/2/2477
18 天皇と摂政・関白(講談社学術文庫:[2483]. 天皇の歴史:3) 佐々木恵介 [著] 講談社 081/2/2483
19 『青色本』を掘り崩す : ウィトゲンシュタインの誤診(講談社学術文庫:[2499]) 永井均著 講談社 081/2/2499
20 真理のことば(岩波現代文庫:学術:374. 仏典をよむ:2) 中村元著 岩波書店 081/22/G374
21 済州島四・三事件 : 「島(タムナ)のくに」の死と再生の物語(岩波現代文庫:学術:377) 文京洙著 岩波書店 081/22/G377
22 大逆事件 : 死と生の群像(岩波現代文庫:社会:307) 田中伸尚著 岩波書店 081/22/S307

23 人間失格(まんがで読破:MD001)
太宰治原作/バラエ
ティ・アートワークス
企画・漫画

イースト・プレス 081/24/001
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24 破戒 初版(まんがで読破:MD002)
島崎藤村作/バラエ
ティ・アートワークス
企画・漫画

イースト・プレス 081/24/002

25 こころ(まんがで読破:MD003) 夏目漱石作 イースト・プレス 081/24/003

26 罪と罰(まんがで読破:MD004)
ドストエフスキー原作/
バラエティ・アート
ワークス企画・漫画

イースト・プレス 081/24/004

27 羅生門(まんがで読破:MD005) 芥川龍之介作 イースト・プレス 081/24/005

28 蟹工船(まんがで読破:MD006)
小林多喜二原作/バラエ
ティ・アートワークス
企画・漫画

イースト・プレス 081/24/006

29 銀河鉄道の夜(まんがで読破:MD007) 宮沢賢治作 イースト・プレス 081/24/007

30 戦争と平和(まんがで読破:MD008) トルストイ作 イースト・プレス 081/24/008

31 堕落論/白痴(まんがで読破:MD009) 坂口安吾作 イースト・プレス 081/24/009

32 カラマーゾフの兄弟(まんがで読破:MD010)
ドストエフスキー原作/
バラエティ・アート
ワークス企画・漫画

イースト・プレス 081/24/010

33 斜陽(まんがで読破:MD011)
太宰治原作/バラエ
ティ・アートワークス
企画・漫画

イースト・プレス 081/24/011

34 赤と黒(まんがで読破:MD012) スタンダール作 イースト・プレス 081/24/012

35 学問のすすめ(まんがで読破:MD013) 福沢諭吉作 イースト・プレス 081/24/013

36 武士道(まんがで読破:MD014) 新渡戸稲造作 イースト・プレス 081/24/014

37 リア王(まんがで読破:MD016) シェイクスピア作 イースト・プレス 081/24/016

38 明暗(まんがで読破:MD017) 夏目漱石作 イースト・プレス 081/24/017
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39 夜間飛行(まんがで読破:MD018) サン=テグジュペリ作 イースト・プレス 081/24/018

40 ファウスト(まんがで読破:MD019) ゲーテ作 イースト・プレス 081/24/019

41 ツァラトゥストラかく語りき(まんがで読破:MD020) ニーチェ作 イースト・プレス 081/24/020

42 神曲(まんがで読破:MD021) ダンテ原作 イースト・プレス 081/24/021

43 君主論(まんがで読破:MD022) マキアヴェッリ原作 イースト・プレス 081/24/022

44 舞姫(まんがで読破:MD023) 森鴎外原作 イースト・プレス 081/24/023

45 わが闘争(まんがで読破:MD024) ヒトラー原作 イースト・プレス 081/24/024

46 ドグラ・マグラ(まんがで読破:MD025) 夢野久作原作 イースト・プレス 081/24/025

47 悪霊(まんがで読破:MD026)
ドストエフスキー原作/
バラエティ・アート
ワークス企画・漫画

イースト・プレス 081/24/026

48 資本論 [正](まんがで読破:MD027, MD035)
マルクス原作/バラエ
ティ・アートワークス
企画・漫画

イースト・プレス 081/24/027

49 レ・ミゼラブル(まんがで読破:MD029) ユゴー作 イースト・プレス 081/24/029

50 白鯨(まんがで読破:MD030) メルヴィル原作 イースト・プレス 081/24/030

51 グレート・ギャツビー(まんがで読破:MD031)
フィッツジェラルド原
作

イースト・プレス 081/24/031

52 阿Q正伝(まんがで読破:MD032)
魯迅原作/バラエティ・
アートワークス企画・
漫画

イースト・プレス 081/24/032

53 ドン・キホーテ(まんがで読破:MD033) セルバンテス作 イースト・プレス 081/24/033

54 ユリシーズ(まんがで読破:MD034)
ジョイス原作/バラエ
ティ・アートワークス
企画・漫画

イースト・プレス 081/24/034
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55 資本論 続(まんがで読破:MD027, MD035)
マルクス原作/バラエ
ティ・アートワークス
企画・漫画

イースト・プレス 081/24/035

56 失われた時を求めて(まんがで読破:MD036) プルースト作 イースト・プレス 081/24/036

57 葉隠(まんがで読破:MD037) 山本常朝作 イースト・プレス 081/24/037

58 種の起源(まんがで読破:MD038) ダーウィン作 イースト・プレス 081/24/038

59 ヴェニスの商人(まんがで読破:MD039) シェイクスピア作 イースト・プレス 081/24/039

60 パンドラの匣/ヴィヨンの妻(まんがで読破:MD040)
太宰治原作/バラエ
ティ・アートワークス
企画・漫画

イースト・プレス 081/24/040

61 それから(まんがで読破:MD041) 夏目漱石作 イースト・プレス 081/24/041

62 水滸伝(まんがで読破:MD042) 施耐庵作 イースト・プレス 081/24/042

63 共産党宣言(まんがで読破:MD043)

マルクス, エンゲルス
原作 : バラエティ・
アートワークス企画・
漫画

イースト・プレス 081/24/043

64 若きウェルテルの悩み(まんがで読破:MD044) ゲーテ作 イースト・プレス 081/24/044

65 マクベス(まんがで読破:MD045) シェイクスピア作 イースト・プレス 081/24/045

66 ジキル博士とハイド氏(まんがで読破:MD046)
スティーブンソン原作/
バラエティ・アート
ワークス企画・漫画

イースト・プレス 081/24/046

67 クリスマス・キャロル(まんがで読破:MD047)
ディケンズ原作/バラエ
ティ・アートワークス
企画・漫画

イースト・プレス 081/24/047

68 五輪書(まんがで読破:MD048) 宮本武蔵原作 イースト・プレス 081/24/048

69 或阿呆の一生(まんがで読破:MD049) 芥川龍之介作 イースト・プレス 081/24/049
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70 古事記(まんがで読破:MD050)
バラエティ・アート
ワークス企画・漫画

イースト・プレス 081/24/050

71 日本書紀(まんがで読破:MD051)
バラエティ・アート
ワークス企画・漫画

イースト・プレス 081/24/051

72 源氏物語(まんがで読破:MD052) 紫式部作 イースト・プレス 081/24/052

73 好色一代男(まんがで読破:MD053) 井原西鶴作 イースト・プレス 081/24/053

74 論語 [正](まんがで読破:MD054, MD062)
バラエティ・アート
ワークス企画・漫画

イースト・プレス 081/24/054

75 千夜一夜物語(まんがで読破:MD055)
バラエティ・アート
ワークス企画・漫画

イースト・プレス 081/24/055

76 吾輩は猫である(まんがで読破:MD056) 夏目漱石作 イースト・プレス 081/24/056

77 病床六尺(まんがで読破:MD057) 正岡子規作 イースト・プレス 081/24/057

78 宇宙戦争(まんがで読破:MD058) H.G.ウェルズ作 イースト・プレス 081/24/058

79 精神分析入門/夢判断(まんがで読破:MD059)
フロイト原作/バラエ
ティ・アートワークス
漫画

イースト・プレス 081/24/059

80 ブッダのことば : スッタニパータ(まんがで読破:MD060) イースト・プレス 081/24/060

81 般若心経(まんがで読破:MD061) イースト・プレス 081/24/061

82 論語 続(まんがで読破:MD054, MD062)
バラエティ・アート
ワークス企画・漫画

イースト・プレス 081/24/062

83 孫子の兵法(まんがで読破:MD063) イースト・プレス 081/24/063

84 動物記(まんがで読破:MD064) シートン作 イースト・プレス 081/24/064

85 昆虫記(まんがで読破:MD065) ファーブル作 イースト・プレス 081/24/065

86 ゲーテとの対話(まんがで読破:MD066) エッカーマン作 イースト・プレス 081/24/066

87 人間的な、あまりに人間的な(まんがで読破:MD067) ニーチェ作 イースト・プレス 081/24/067
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88 カーマ・スートラ(まんがで読破:MD068) ヴァーツヤーヤナ作 イースト・プレス 081/24/068

89 西遊記(まんがで読破:MD069) 呉承恩編纂 イースト・プレス 081/24/069

90 アンチクリスト(まんがで読破:MD070) ニーチェ作 イースト・プレス 081/24/070

91 黒死館殺人事件(まんがで読破:MD071) 小栗虫太郎原作 イースト・プレス 081/24/071

92 旧約聖書(まんがで読破:MD072)
バラエティ・アート
ワークス企画・漫画

イースト・プレス 081/24/072

93 新約聖書(まんがで読破:MD073)
バラエティ・アート
ワークス企画・漫画

イースト・プレス 081/24/073

94 ガリア戦記(まんがで読破:MD075)
カエサル原作 : バラエ
ティ・アートワークス
企画・漫画

イースト・プレス 081/24/075

95 百人一首 新版(まんがで読破:MD076) イースト・プレス 081/24/076

96 枕草子(まんがで読破:MD077) 清少納言作 イースト・プレス 081/24/077

97 徒然草(まんがで読破:MD079) 兼好法師作 イースト・プレス 081/24/079

98 社会契約論(まんがで読破:MD080) ルソー作 イースト・プレス 081/24/080

99 ハムレット(まんがで読破:MD081) シェイクスピア作 イースト・プレス 081/24/081

100 方法序説(まんがで読破:MD082) デカルト作 イースト・プレス 081/24/082

101 三国志(まんがで読破:MD083) イースト・プレス 081/24/083

102 おくのほそ道(まんがで読破:MD084) 松尾芭蕉作 イースト・プレス 081/24/084

103 椿姫(まんがで読破:MD085) デュマ・フィス作 イースト・プレス 081/24/085

104 幸福論(まんがで読破:MD086)
アラン原作/バラエ
ティ・アートワークス
企画・漫画

イースト・プレス 081/24/086
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105 自由論(まんがで読破:MD087)
ミル原作 : バラエ
ティ・アートワークス
企画・漫画

イースト・プレス 081/24/087

106 四谷怪談(まんがで読破:MD088) イースト・プレス 081/24/088

107 純粋理性批判(まんがで読破:MD089) カント作 イースト・プレス 081/24/089

108 死者の書(まんがで読破:MD090) イースト・プレス 081/24/090

109 戦争論(まんがで読破:MD091) クラウゼヴィッツ作 イースト・プレス 081/24/091

110 地下室の手記(まんがで読破:MD092) ドストエフスキー作 イースト・プレス 081/24/092

111 復活(まんがで読破:MD093) トルストイ作 イースト・プレス 081/24/093

112 イリアス/オデュッセイア(まんがで読破:MD094) ホメロス作 イースト・プレス 081/24/094

113 父と子(まんがで読破:MD095) ツルゲーネフ作 イースト・プレス 081/24/095

114 失楽園(まんがで読破:MD096) ミルトン作 イースト・プレス 081/24/096

115 国富論(まんがで読破:MD097) アダム・スミス作 イースト・プレス 081/24/097

116 「いき」の構造(まんがで読破:MD098) 九鬼周造作 イースト・プレス 081/24/098

117 菊と刀(まんがで読破:MD099)
ルース・ベネディクト
作

イースト・プレス 081/24/099

118 1984年(まんがで読破:MD100)
ジョージ・オーウェル
作

イースト・プレス 081/24/100

119 女の一生(まんがで読破:MD101) モーパッサン作 イースト・プレス 081/24/101

120 日本国憲法(まんがで読破:MD102) イースト・プレス 081/24/102

121 ダ・ヴィンチの手記(まんがで読破:MD103)
レオナルド・ダ・ヴィ
ンチ作

イースト・プレス 081/24/103

122 解体新書(まんがで読破:MD104) 杉田玄白翻訳 イースト・プレス 081/24/104
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123 老子(まんがで読破:MD105) イースト・プレス 081/24/105

124 アンナ・カレーニナ(まんがで読破:MD106) トルストイ作 イースト・プレス 081/24/106

125 少女地獄(まんがで読破:MD107) 夢野久作原作 イースト・プレス 081/24/107

126 フロイスの日本史(まんがで読破:MD108) ルイス・フロイス作 イースト・プレス 081/24/108

127 自省録(まんがで読破:MD109)
マルクス・アウレリウ
ス作

イースト・プレス 081/24/109

128 平家物語(まんがで読破:MD110) イースト・プレス 081/24/110

129 夢十夜(まんがで読破:MD112) 夏目漱石作 イースト・プレス 081/24/112

130 津軽(まんがで読破:MD113) 太宰治作 イースト・プレス 081/24/113

131 古代への情熱(まんがで読破:MD114) シュリーマン作 イースト・プレス 081/24/114

132 十五少年漂流記(まんがで読破:MD115) ヴェルヌ作 イースト・プレス 081/24/115

133 檸檬(まんがで読破:MD116) 梶井基次郎作 イースト・プレス 081/24/116

134 蒲団(まんがで読破:MD117) 田山花袋作 イースト・プレス 081/24/117

135 夜明け前(まんがで読破:MD118) 島崎藤村作 イースト・プレス 081/24/118

136 万葉集(まんがで読破:MD119) イースト・プレス 081/24/119

137 車輪の下(まんがで読破:MD120) ヘルマン・ヘッセ作 イースト・プレス 081/24/120

138 職業としての学問・政治(まんがで読破:MD121)
マックス・ウェーバー
作

イースト・プレス 081/24/121

139 ソクラテスの弁明(まんがで読破:MD122) プラトン作 イースト・プレス 081/24/122

140 地獄の季節(まんがで読破:MD123) ランボー作 イースト・プレス 081/24/123
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141 モンテ・クリスト伯(まんがで読破:MD124) デュマ・ペール作 イースト・プレス 081/24/124

142 ナポレオン言行録(まんがで読破:MD125) イースト・プレス 081/24/125

143 立正安国論(まんがで読破:MD127) 日蓮作 イースト・プレス 081/24/127

144 史記(まんがで読破:MD128) 司馬遷原作 イースト・プレス 081/24/128

145 善の研究(まんがで読破:MD129) 西田幾多郎原作 イースト・プレス 081/24/129

146 相対性理論(まんがで読破:MD130) アインシュタイン作 イースト・プレス 081/24/130

147 緋色の研究 : シャーロック・ホームズ(まんがで読破:MD131)
コナン・ドイル原作
/Teamバンミカス企画・
漫画

イースト・プレス 081/24/131

148 モルグ街の殺人(まんがで読破:MD132)
エドガー・アラン・
ポー作/Teamバンミカス
企画・漫画

イースト・プレス 081/24/132

149 コーラン(まんがで読破:MD133)
Teamバンミカス企画・
漫画

イースト・プレス 081/24/133

150 雇用・利子および貨幣の一般理論(まんがで読破:MD134)
ケインズ原作/Teamバン
ミカス, トーエ・シン
メ企画・漫画

イースト・プレス 081/24/134

151 脱亜論(まんがで読破:MD135)
福沢諭吉作/Teamバンミ
カス企画・漫画

イースト・プレス 081/24/135

152 痴人の愛(まんがで読破:MD136)
谷崎潤一郎作/Teamバン
ミカス企画・漫画

イースト・プレス 081/24/136

153 坊っちゃん(まんがで読破:MD137)
夏目漱石原作 : Teamバ
ンミカス企画・漫画

イースト・プレス 081/24/137

154 菜根譚(まんがで読破:MD138)
洪自誠作/Teamバンミカ
ス漫画

イースト・プレス 081/24/138

155 名作古典落語 : 芝浜・死神・寿限無ほか(まんがで読破:MD139)
Teamバンミカス企画・
漫画

イースト・プレス 081/24/139

156 日本漢学研究試論 : 林羅山の儒学 大島晃著 汲古書院 121.54/HaR/O
157 春秋左伝正義訳注 第1冊 : 序・隠公・桓公篇(二松学舎大学中国学古典叢書:1-2) 野間文史訳注 明徳出版社 123.65/NoF/1
158 論語講義(「論語」叢書:5) 安井小太郎著 大空社 123.83/RoS/5

9



2018年2月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

159 テンプレートで学ぶはじめての心理学論文・レポート作成 長谷川桐, 鵜沼秀行著 東京図書 140.7/HaH

160 ポジティブ心理学を味わう : エンゲイジメントを高める25のアクティビティ
J.J.フロウ, A.C.パー
クス編

北大路書房 140/FrJ

161 さかさまさかさ
ピーター・ニューエル
作/高山宏訳

亜紀書房 141.21/NeP

162 身体 (からだ) が生み出すクリエイティブ(ちくま新書:1307) 諏訪正樹著 筑摩書房 141.5/SuM

163 アイデンティティ : 青年と危機
エリク・H・エリクソン
著/中島由恵訳

新曜社 141.93/ErE

164 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(
1)

165 発達心理学をアクティブに学ぶ 山本真由美編著 北大路書房 143/YaM

166 成人のアタッチメント : 理論・研究・臨床
W・スティーヴン・ロー
ルズ, ジェフリー・A・
シンプソン編

北大路書房 146.8/RhW

167 安倍晴明『簠簋内伝』現代語訳総解説 : 占術奥義 藤巻一保著 戎光祥出版 148.4/FuK

168 徹底検証教育勅語と日本社会 : いま、歴史から考える
岩波書店編集部編/[高
橋陽一ほか執筆]

岩波書店 155/IwS

169 教育勅語を読んだことのないあなたへ : なぜ何度も話題になるのか 佐藤広美, 藤森毅著 新日本出版社 155/SaH

170 Option B : 逆境、レジリエンス、そして喜び
シェリル・サンドバー
グ, アダム・グラント
著/櫻井祐子訳

日本経済新聞出版
社

159/SaS

171 アフリカの供犠
リュック・ド・ウー
シュ [著]/浜本満, 浜
本まり子訳

みすず書房 163/HeL

172 女神信仰と日本神話 吉田敦彦著 青土社 164.1/YoA

173 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2018-2]
edited by Marc
Gaborieau ... [et
al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'18-2

174 図説イスラム教の歴史(ふくろうの本) 菊地達也編著 河出書房新社 167.2/KiT
175 高校生からわかるイスラム世界 : 池上彰の講義の時間(集英社文庫:[い44-9]) 池上彰著 集英社 167/IkA
176 日本の神様解剖図鑑 平藤喜久子著 エクスナレッジ 172/HiK
177 古代の天皇祭祀と神宮祭祀 藤森馨著 吉川弘文館 176/FuK

178 ごまかさない仏教 : 仏・法・僧から問い直す(新潮選書) 佐々木閑, 宮崎哲弥著 新潮社 180/SaS

179 畜生・餓鬼・地獄の中世仏教史 : 因果応報と悪道(歴史文化ライブラリー:460) 生駒哲郎著 吉川弘文館 181.4/IkT
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180 草木成仏の思想 : 安然と日本人の自然観(サンガ文庫:ス2-1) 末木文美士著 サンガ 188.41/Ann/S

181 禅仏教入門(中公クラシックス:J68)
鈴木大拙 [著]/増原良
彦訳

中央公論新社 188.8/SuD

182 禅 : 沈黙と饒舌の仏教史(講談社選書メチエ:665) 沖本克己著 講談社 188.82/OkK
183 知ったかぶりキリスト教入門 : イエス・聖書・教会の基本の教養99(幻冬舎新書:475, [な-23-2]) 中村圭志著 幻冬舎 190/NaK

184 角田文衞自叙伝(角田文衞の古代学:4)
角田文衞著/古代学協会
編

古代学協会/吉川
弘文館 (発売)

208/TsB/4

185 ビッグヒストリー大図鑑 : 宇宙と人類138億年の物語
デイヴィッド・クリス
チャン他監修

河出書房新社 209/BiH

186 近代日本の偽史言説 : 歴史語りのインテレクチュアル・ヒストリー 小澤実編 勉誠出版 210.04/OzM

187 護國寺日記 第4(史料纂集:古記録編 170, 179, 184, 194) 坂本正仁校訂 八木書店
210.08/3/ゴ2-
4

188 やりなおし高校日本史(ちくま新書:1306) 野沢道生著 筑摩書房 210.1/NoM
189 日宋貿易と仏教文化 大塚紀弘著 吉川弘文館 210.4/OtN

190 室町幕府将軍列伝 榎原雅治, 清水克行編 戎光祥出版 210.46/Ash/E

191 ほんとはものすごい幕末幕府 : 消し去られた江戸幕末史と明治維新(じっぴコンパクト新書:333) 野口武彦著・監修 実業之日本社 210.58/NoT
192 西郷隆盛と「翔ぶが如く」 : 新装版(文春文庫:[編-6-21]) 文藝春秋編 文藝春秋 210.6/BuS
193 有名人への涙が止まらない弔辞38(文春mook. 週刊文春シリーズ昭和:6:哀悼篇) 文藝春秋 210.7//6

194 八尾・柏原の昭和 : 写真アルバム
樹林舎/大阪教科
書 (発売)

216.3/Jur

195 寧波の水利と人びとの生活(東アジア海域叢書:9) 松田吉郎編 汲古書院 220.04/HiK/9

196 後漢書研究便覽(全譯後漢書:別册)
渡邉義浩, 稀代麻也子
編

汲古書院
222.0428/HaY/
Z-別(1)

197 三国志論集 : 狩野直禎先生米寿記念 三国志学会編
三国志学会/汲古
書院 (発売)

222.043/SaG

198 図説ケルトの歴史 : 文化・美術・神話をよむ : 新装版(ふくろうの本) 鶴岡真弓, 松村一男著 河出書房新社 230.3/TsM

199 越境する革命と民族(ロシア革命とソ連の世紀:5) 宇山智彦責任編集 岩波書店 238.07/RoK/5
200 植民地支配と開発 : モザンビークと南アフリカ金鉱業(山川歴史モノグラフ:29) 網中昭世著 山川出版社 245.8/AmA

201
なにわ大坂をつくった100人 : その素顔を探し求めて : 歴史は生きている : 最新フィールドノート 16世紀〜17
世紀篇

関西・大阪21世紀協会
編著

澪標 281.63/KaO/1

202 小野妹子・毛人・毛野 : 唐國、妹子臣を號けて蘇因高と曰ふ(ミネルヴァ日本評伝選) 大橋信弥著 ミネルヴァ書房 288.3/Ono/O
203 西郷家の人びと 原口泉著 KADOKAWA 288.3/Sai/H
204 天皇は今でも仏教徒である(サンガ新書:073) 島田裕巳著 サンガ 288.41/ShH
205 知識ゼロからの西郷隆盛入門 幻冬舎 289.1/SaT3/K
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206 龍馬暗殺(歴史文化ライブラリー:462) 桐野作人著 吉川弘文館 289.1/SaR2/K

207 ブラタモリ 2
NHK「ブラタモリ」制作
班監修

KADOKAWA 291.093/NiH/2

208 ブラタモリ 3
NHK「ブラタモリ」制作
班監修

KADOKAWA 291.093/NiH/3

209 ブラタモリ 4
NHK「ブラタモリ」制作
班監修

KADOKAWA 291.093/NiH/4

210 ブラタモリ 10
NHK「ブラタモリ」制作
班監修

KADOKAWA
291.093/NiH/1
0

211 ブラタモリ 11
NHK「ブラタモリ」制作
班監修

KADOKAWA
291.093/NiH/1
1

212 ブラタモリ 12
NHK「ブラタモリ」制作
班監修

KADOKAWA
291.093/NiH/1
2

213 ブラタモリ 5
NHK「ブラタモリ」制作
班監修

KADOKAWA 291.093/NiH/5

214 ブラタモリ 6
NHK「ブラタモリ」制作
班監修

KADOKAWA 291.093/NiH/6

215 ブラタモリ 7
NHK「ブラタモリ」制作
班監修

KADOKAWA 291.093/NiH/7

216 ブラタモリ 8
NHK「ブラタモリ」制作
班監修

KADOKAWA 291.093/NiH/8

217 ブラタモリ 9
NHK「ブラタモリ」制作
班監修

KADOKAWA 291.093/NiH/9

218 大牟田の宝もの100選 改訂版 大牟田市主査会編 海鳥社 291.93/Omu

219 不安な個人、立ちすくむ国家
経産省若手プロジェク
ト著

文藝春秋 302.1/KeS

220 ベトナムの基礎知識(アジアの基礎知識:4) 古田元夫著 めこん 302.231/FuM

221 北欧文化事典

北欧文化協会, バルト=
スカンディナヴィア研
究会, 北欧建築・デザ
イン協会編

丸善出版 302.389/HoB

222 マリを知るための58章(エリア・スタディーズ:138) 竹沢尚一郎編著 明石書店 302.4414/TaS

223 マッキンゼーが予測する未来 : 近未来のビジネスは、4つの力に支配されている

リチャード・ドッブス,
ジェームズ・マニーカ,
ジョナサン・ウーツェ
ル著/吉良直人訳

ダイヤモンド社 304/MaY
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224 アメリカの社会変革 : 人種・移民・ジェンダー・LGBT(ちくま新書:1311) ホーン川嶋瑶子著 筑摩書房 309.0253/HoY

225 リヴァイアサン 2(光文社古典新訳文庫:[KCホ1-1]-[KCホ1-2]) ホッブズ著/角田安正訳 光文社 311/HoT/2

226 日本人と象徴天皇(新潮新書:744)
「NHKスペシャル」取材
班著

新潮社 313.61/NiH

227 ここまできた小選挙区制の弊害 : アベ「独裁」政権誕生の元凶を廃止しよう! 上脇博之著 あけび書房 314.83/KaH
228 黙殺 : 報じられない"無頼系独立候補"たちの戦い 畠山理仁著 集英社 314.85/HaM
229 個人として尊重 : 「われら国民」のゆくえ 小泉良幸著 勁草書房 316.1/KoY

230 可視性と不可視性のはざまで : (in) visibility(人種神話を解体する:1) 斉藤綾子, 竹沢泰子編 東京大学出版会 316.8/JiS/1

231 科学と社会の知 : knowledge(人種神話を解体する:2) 坂野徹, 竹沢泰子編 東京大学出版会 316.8/JiS/2

232 「血」の政治学を越えて : hybridity(人種神話を解体する:3) 川島浩平, 竹沢泰子編 東京大学出版会 316.8/JiS/3

233 否定と肯定 : ホロコーストの真実をめぐる闘い(ハーパーbooks:[NF・リ1・1])
デボラ・E・リップシュ
タット著/山本やよい訳

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

316.88/LiD

234 行政学講義 : 日本官僚制を解剖する(ちくま新書:1310) 金井利之著 筑摩書房 317.1/KaT
235 残業ゼロで結果を出す公務員の仕事のルール 秋田将人著 学陽書房 318.3/AkM
236 公務員革命 : 彼らの「やる気」が地域社会を変える(ちくま新書:926) 太田肇著 筑摩書房 318.3/OtH
237 公務員1年目の教科書 堤直規著 学陽書房 318.3/TsN
238 公務員の「異動」の教科書 堤直規著 学陽書房 318.3/TsN

239 コミュニティをエンパワメントするには何が必要か : 行政との権力・公共性の共有 マリリン・テイラー著 ミネルヴァ書房 318.8/TaM

240 流しの公務員の冒険 : 霞が関から現場への旅 山田朝夫著
時事通信出版局/
時事通信社 (発
売)

318/YaA/Y

241 ニュースの深層が見えてくるサバイバル世界史(青春新書intelligence:PI-528) 茂木誠著 青春出版社 319.04/MoM
242 知らぬは恥だが役に立つ法律知識(小学館新書:[302]) 萩谷麻衣子著 小学館 320.4/HaM

243
重要判例解説 平成28年度(ジュリスト:910号,935号,957号,980号,1002号,1024号,1046号,1068号,1091号,1113
号,1135号,1157号,1179号,1202号,1224号,1246号,1269号,1291号,1313号,1332号,1354号,1376号,1398号, 1420号,
1440号, 1453号, 1466号, 1479号, 1492号, 1505号)

有斐閣
320.98/JuH/'1
6

244 デイリー法学用語辞典 三省堂編修所編 三省堂 320/San
245 プレップ法学を学ぶ前に 第2版(プレップシリーズ) 道垣内弘人著 弘文堂 321/DoH

246 はじめての法律学 : HとJの物語 第5版(有斐閣アルマ:Basic)
松井茂記, 松宮孝明,
曽野裕夫著

有斐閣 321/HaH

247 抑止力としての憲法 : 再び立憲主義について 樋口陽一著 岩波書店 323.01/HiY
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248 憲法を百年いかす 半藤一利, 保阪正康著 筑摩書房 323.12/HaK

249 特集憲法70年と国民主権・象徴天皇制(憲法研究:創刊第1号) 信山社 323.14/TsM/1
250 尊厳と身分 : 憲法的思惟と「日本」という問題 蟻川恒正著 岩波書店 323.14/ArT
251 憲法ガール Remake Edition 大島義則著 法律文化社 323.14/OsY
252 憲法 第3版 渋谷秀樹著 有斐閣 323.14/ShH
253 憲法起案演習 司法試験編 渋谷秀樹著 弘文堂 323.14/ShH/1

254 憲法の裁判100 改訂版(法律入門判例まんが本:4)
辰已法律研究所本文/山
本順まんが

辰已法律研究所 323.14/TaH

255 憲法 第2版(新・判例ハンドブック) 高橋和之編 日本評論社 323.14/TaK

256 憲法の裏側 : 明日の日本は 井上達夫, 香山リカ著 ぷねうま舎 323.149/InT

257 金子勝先生のやさしい憲法教室 : 自民党「日本国憲法改正草案」をきる 第1巻 金子勝著 本の泉社 323.149/KaM
258 行政法総論 第6版(行政法概説:1) 宇賀克也著 有斐閣 323.9/UgK/1

259 事例で考える行政法 改訂新版
横山信二, 廣瀬肇編著/
倉澤生雄 [ほか] 著

嵯峨野書院 323.9/YoS

260 行政判例百選 第7版 1(別冊ジュリスト:no. 235-236(53巻4-5号))
宇賀克也, 交告尚史,
山本隆司編

有斐閣
323.9098/GyH/
1

261 行政判例百選 第7版 2(別冊ジュリスト:no. 235-236(53巻4-5号))
宇賀克也, 交告尚史,
山本隆司編

有斐閣
323.9098/GyH/
2

262 不当逮捕 : 築地警察交通取締りの罠 林克明著 同時代社 323.96/HaM
263 総則 第4版(有斐閣Sシリーズ:1. 民法:1) 山田卓生 [ほか] 著 有斐閣 324.1/Sou
264 物権 第2版(Legal quest. 民法:2) 石田剛 [ほか] 著 有斐閣 324.2/Buk
265 講義債権法改正 中田裕康 [ほか] 著 商事法務 324.4/KoS
266 家族法 : 民法を学ぶ 第3版 窪田充見著 有斐閣 324.6/KuA

267 民法総則(新・考える民法:1) 平野裕之著
慶応義塾大学出版
会

324/HiH/1

268 伊藤真の民法入門 : 講義再現版 第6版 伊藤真著 日本評論社 324/ItM

269 総則判例30!(Start up. 民法:1)
原田昌和, 秋山靖浩,
山口敬介著

有斐閣 324/Min/1

270 親族・相続判例30!(Start up. 民法:5)
青竹美佳, 金子敬明,
幡野弘樹著

有斐閣 324/Min/5

271 民事法入門 第7版(有斐閣アルマ:Basic) 野村豊弘著 有斐閣 324/NoT
272 遺産管理の法(新基本民法:8:相続編) 大村敦志著 有斐閣 324/OmA/8

273 民法の裁判100(法律入門判例まんが本:5)
辰已法律研究所本文/山
本順まんが

辰已法律研究所 324/TaH
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274 民法 新訂(放送大学教材:1639706-1-1711) 円谷峻, 武川幸嗣著
放送大学教育振興
会

324/TsT

275 民法総則(民法概論:1) 山野目章夫著 有斐閣 324/YaA/1
276 プレップ民法 第5版(プレップシリーズ) 米倉明著 弘文堂 324/YoA
277 たのしい刑法 第2版 2 島伸一編 弘文堂 326/ShS/2
278 最新重要判例250刑法 第11版 前田雅英著 弘文堂 326.098/MaM
279 刑法総論判例50!(Start up) 十河太朗 [ほか] 著 有斐閣 326.1/KeS
280 刑法各論 第3版(新・論点講義シリーズ:2) 井田良, 佐藤拓磨著 弘文堂 326.2/IdM
281 刑法各論判例インデックス 井田良, 城下裕二編 商事法務 326.2/IdM
282 刑法各論判例50!(Start up) 十河太朗 [ほか] 著 有斐閣 326.2/KeK
283 伊藤真の刑法入門 : 講義再現版 第6版 伊藤真著 日本評論社 326/ItM
284 マンガでわかる刑法入門 : 試験に出る刑法の基本がやさしくわかる 伊藤真監修 ナツメ社 326/ItM
285 最新刑法のしくみ : 図解で早わかり 木島康雄監修 三修社 326/KiY
286 刑事法入門 第8版 大谷實著 有斐閣 326/OyM

287 刑法の裁判100(法律入門判例まんが本:7)
辰已法律研究所本文/菅
野谷肇まんが

辰已法律研究所 326/TaH

288 違憲審査 : その焦点の定め方 千葉勝美著 有斐閣 327.01/ChK

289 憲法学からみた最高裁判所裁判官 : 70年の軌跡
渡辺康行, 木下智史,
尾形健編

日本評論社 327.122/KeK

290 トラブル解決に役立つ最新民事訴訟・執行・保全基本法律用語辞典 : 重要事項&用語図解
森公任, 森元みのり監
修

三修社 327.2/MoK

291 Law practice民事訴訟法 第3版
山本和彦編著/安西明子
[ほか] 著

商事法務 327.2/YaK

292 「国境なき医師団」を見に行く
いとうせいこう著/by
Seiko Ito

講談社 329.36/ItS

293 基本国際法 第3版 杉原高嶺著 有斐閣 329/SuT

294 「一帯一路」詳説 : 習近平主席が提唱する新しい経済圏構想 王義桅著/川村明美訳
日本僑報社 (発
売)

332.22/OGi

295 知識と文化の経済地理学 松原宏編著 古今書院 332.9/MaH

296 はじめてのジェンダーと開発 : 現場の実体験から
田中由美子, 甲斐田き
よみ, 高松香奈編著

新水社 333.8/HaJ

297 マッドジャーマンズ : ドイツ移民物語
ビルギット・ヴァイエ
著/山口侑紀訳

花伝社/共栄書房
(発売)

334.434/WeB

298 マンガでやさしくわかるCSR : corporate social responsibility
足立辰雄著/田中裕久シ
ナリオ制作/浜之こうし
作画

日本能率協会マネ
ジメントセンター

335.15/AdT
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299 ビジネス常識としての法律 第2版(日経文庫:1384) 堀龍兒, 淵邊善彦著
日本経済新聞出版
社

335/HoR

300 ビジネス実務法務検定試験2級精選問題集 : ビジネス実務法務検定試験学習書 2018年版(法務教科書) 菅谷貴子編著 翔泳社 336.079//'18

301
ビジネス実務法務検定試験3級テキストいらずの問題集 : ビジネス実務法務検定試験学習書 2018年版(法務教科
書)

菅谷貴子, 厚井久弥編
著

翔泳社 336.079//'18

302 Sprint最速仕事術 : あらゆる仕事がうまくいく最も合理的な方法

ジェイク・ナップ,
ジョン・ゼラツキー,
ブレイデン・コウィッ
ツ著/櫻井祐子訳

ダイヤモンド社 336.2/SpS

303 「学習する組織」入門 : 自分・チーム・会社が変わる持続的成長の技術と実践 小田理一郎著 英治出版 336.3/OdR

304 がん治療と就労の両立支援 : 制度設計・運用・対応の実務
近藤明美, 藤田久子,
石田周平編著

日本法令 336.48/GaS

305 職場のメンタルヘルス100のレシピ 新訂版
大西守, 廣尚典, 市川
佳居編

金子書房 336.48/ShM

306 ビジネスで使いこなすためのロジカルコミュニケーション77 日沖健著
産業能率大学出版
部

336.49/HiT

307 プラクティカル管理会計 園田智昭著

中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング (発
売)

336.84/SoT

308 企業グループの管理会計 園田智昭編著

中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング (発
売)

336.84/SoT

309 アカウンタビリティから経営倫理へ : 経済を超えるために 國部克彦著 有斐閣 336.9/KoK

310 会計研究者として活躍する女性たち : 輝ける未来へ向けて 北村敬子編著

中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング (発
売)

336.9/KiK

311 ドラッカー5つの質問 山下淳一郎著 あさ出版 336/DrP/Y
312 新しい時代のお金の教科書(ちくまプリマー新書:290) 山口揚平著 筑摩書房 337/YaY
313 世界一やさしいビットコインの授業 藤田篤示著 産学社 338/FuA
314 日銀と政治 : 暗闘の20年史 鯨岡仁著 朝日新聞出版 338.3/KuH
315 勘定奉行の江戸時代(ちくま新書:1309) 藤田覚著 筑摩書房 342.1/FuS
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316 偶然を飼いならす : 統計学と第二次科学革命
イアン・ハッキング著/
石原英樹, 重田園江訳

木鐸社 350.12/HaI

317 グラウンデッド・セオリー : バーニー・グレーザーの哲学・方法・実践
V.B.マーティン, A.ユ
ンニルド編

ミネルヴァ書房 361.16/MaV

318
正当性 (レジティマシー) の社会心理学 : 海と草原と基地が問う「社会的決定の権利」(関西学院大学研究叢書:
第188編)

野波寛著 ナカニシヤ出版 361.4/NoH

319 現実の社会的構成 : 知識社会学論考 新版
ピーター・バーガー,
トーマス・ルックマン
著/山口節郎訳

新曜社
361.6/BeP/G(1
)

320 共生の技法 : 宗教・ボランティア・共同体(海鳥ブックス:19) 竹沢尚一郎著 海鳥社 361.6/TaS

321 われらの子ども : 米国における機会格差の拡大
ロバート・D.パットナ
ム著/柴内康文訳

創元社 361.8/PuR

322 子ども・若者とともに行う研究の倫理 : 研究・調査にかかわるすべての人のための実践的ガイド
プリシラ・オルダーソ
ン, ヴァージニア・モ
ロウ著/斉藤こずゑ訳

新曜社 361.9/AlP

323 質的データの分析(SAGE質的研究キット:6)
グラハム・R.ギブズ著/
砂上史子, 一柳智紀,
一柳梢訳

新曜社 361.9/FlU/6

324 社会調査のための計量テキスト分析 : 内容分析の継承と発展を目指して 樋口耕一著 ナカニシヤ出版 361.9/HiK(1)
325 初学者のための質的研究26の教え 中嶌洋著 医学書院 361.9/NaH

326 社会学理論のプラクティス
多田治編/荒井悠介 [ほ
か著]

くんぷる 361/TaO

327 社会保障の数量分析 吉田有里著 清文社 364.021/YoY

328 フェミニストとオタクはなぜ相性が悪いのか : 「性の商品化」と「表現の自由」を再考する
香山リカ, 北原みのり
著

イースト・プレス 367.1/KaR

329 うちの母ってヘンですか?(Akita essay collection) 田房永子著 秋田書店 367.3/TaE
330 それでも親子でいなきゃいけないの?(Akita essay collection) 田房永子著 秋田書店 367.3/TaE
331 母がしんどい 田房永子著 KADOKAWA 367.3/TaE
332 キレる私をやめたい : 夫をグーで殴る妻をやめるまで(BAMBOO ESSAY SELECTION) 田房永子著 竹書房 367.3/TaE
333 「児童虐待」へのまなざし : 社会現象はどう語られるのか(Sekaishiso seminar) 内田良著 世界思想社 367.6/UcR(1)

334 LGBT法律相談対応ガイド
東京弁護士会LGBT法務
研究部編著

第一法規 367.9/ToB

335 現代の自殺 : 追いつめられた死:社会病理学的研究 石濱照子著 東信堂 368.3/IsT
336 性の国家管理 : 買売春の近現代史 藤野豊著 不二出版 368.4/FuY
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337 ソーシャルワークへの招待(シリーズ・社会福祉の視座:2)
北川清一, 久保美紀編
著

ミネルヴァ書房 369/KiS/2

338 グローバルスタンダードにもとづくソーシャルワーク・プラクティス : 価値と理論 北島英治著 ミネルヴァ書房 369.16/KiE
339 ケアマネジメントの本質 : 生活支援のあり方と実践方法 白澤政和著 中央法規出版 369.16/ShM

340 介護保険法改正でホームヘルパーの生活援助はどう変わるのか
結城康博, 松下やえ子,
中塚さちよ編著

ミネルヴァ書房 369.17/KaH

341 権利擁護と成年後見制度 : 権利擁護と成年後見・民法総論 第4版(社会福祉士シリーズ:19)
福祉臨床シリーズ編集
委員会編/福田幸夫, 森
長秀責任編集

弘文堂 369.17/ShF/19

342 入門介護予防ケアマネジメント : 新しい総合事業対応版
総合事業・介護予防ケ
アマネジメント研究会
編著

ぎょうせい 369.26/SoJ

343 母さん、ごめん。 : 50代独身男の介護奮闘記 松浦晋也著
日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

369.261/MaS/M

344 訪問介護の評価と専門性 須加美明著 日本評論社 369.261/SuY
345 障害者が街を歩けば差別に当たる?! : 当事者がつくる差別解消ガイドライン DPI日本会議編 現代書館 369.27/DPN

346
特集障害者差別解消法・権利条約から障害者の暮らしを見直す(福祉労働 : 障害者・保育・教育の総合
誌:157(2017-2018Winter))

現代書館 369.27/GeS

347 聴導犬のなみだ 野中圭一郎著 プレジデント社 369.276/NoK

348 バザーリア講演録自由こそ治療だ! : イタリア精神保健ことはじめ
フランコ・バザーリア
[著]/大熊一夫 [ほか]
訳

岩波書店 369.28/BaF

349
改正精神衛生法時代を戦った保健所のPSWたち : 萌芽するコミュニティソーシャルワークを支えた開拓型支援モデ
ル(MINERVA社会福祉叢書:57)

加納光子著 ミネルヴァ書房 369.28/KaM

350 ライフサイクルに沿った発達障害支援ガイドブック : 知ってほしい乳幼児から大人までのADHD・ASD・LD
齊藤万比古, 小枝達也,
本田秀夫編集

診断と治療社 369.28/RaS

351 知的障害のある人のライフストーリーの語りからみた障害の自己認識 杉田穏子著 現代書館 369.28/SuY
352 精神病棟40年 時東一郎著 宝島社 369.28/ToI
353 救援物資輸送の地理学 : 被災地へのルートを確保せよ 荒木一視 [ほか] 著 ナカニシヤ出版 369.3/KyB

354 保育実践と児童家庭福祉論
相澤譲治, 今井慶宗編
著

勁草書房 369.4/AiJ

355 「育てにくさ」の理解と支援 : 健やか親子21(第2次)の重点課題にむけて 秋山千枝子 [ほか] 編 診断と治療社 369.4/SoR

356 「育てにくさ」に寄り添う支援マニュアル : 子どもの育てにくさに困った親をどうサポートするべきか
秋山千枝子 [ほか] 編
集

診断と治療社 369.4/SoY
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357 地域再生と地域福祉 : 機能と構造のクロスオーバーを求めて
牧里毎治, 川島ゆり子,
加山弾編著

相川書房 369.7/ChS

358 地域福祉論 改訂2版 永田幹夫著
全国社会福祉協議
会

369/NaM

359 ケアの社会学 : 当事者主権の福祉社会へ 上野千鶴子著 太田出版 369/Uec/K(1)
360 「学校教育と社会」ノート : 教育社会学への誘い 第2版 山内乾史著 学文社 371.3/YaK

361 効果的な学びを促進する実践/共に学ぶ(学習科学ハンドブック:第2巻)
R. K. ソーヤー編/望月
俊男, 益川弘如編訳

北大路書房 371.41/SaR/2

362 領域専門知識を学ぶ/学習科学研究を教室に持ち込む(学習科学ハンドブック:第3巻) 北大路書房 371.41/SaR/3
363 国際バカロレアとこれからの大学入試改革 : 知を創造するアクティブ・ラーニング 福田誠治著 亜紀書房 371.5/FuS
364 教員採用試験中高社会らくらくマスター 2019年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'19

365 一般教養試験 [2019年度版](教員採用どこでも!)
教員採用試験対策研究
会編著

一ツ橋書店 373.7//'19

366 小学校全科 [2019年度版](教員採用どこでも!)
教員採用試験対策研究
会編著

一ツ橋書店 373.7//'19

367 教職教養ランナー [2019年度版](教員採用試験. システムノート) 東京教友会編著 一ツ橋書店 373.7//'19

368 教員採用試験のための論作文&面接対策 : 必出テーマで押さえる : コレ一冊で完璧! 2019年度版
玉川大学教師教育リ
サーチセンター編

時事通信出版局/
時事通信社 (発
売)

373.7//'19

369 岩手の養護教諭 : 次代への伝言 遠藤巴子著
盛岡出版コミュニ
ティー

374.3/EnT

370 教師力の再興 : 使命感と指導力を(hito*yume book) 梶田叡一著 文溪堂 374.3/KaE
371 学校保健概論 第2版 渡邉正樹編著 光生館 374.9/WaM

372 養護教諭、看護師、保健師のための学校看護 : 学校環境と身体的支援を中心に 改訂
岡田加奈子, 遠藤伸子,
池添志乃編著/朝倉隆司
[ほか] 著

東山書房 374.93/YoK

373 総則 平成29年改訂(小学校教育課程実践講座) 天笠茂編著 ぎょうせい 375.1/AmS/'17

374 学びの哲学 : 「学び合い」が実現する究極の授業 嶋野道弘著 東洋館出版社 375.1/ShM
375 教育の方法と技術 : 学びを育てる教室の心理学 田中俊也編 ナカニシヤ出版 375.1/TaT

376 特別活動 平成29年改訂(小学校教育課程実践講座) 有村久春編著 ぎょうせい
375.182/ArH/'
17

377 総合的な学習の時間 平成29年改訂(小学校教育課程実践講座) 田村学編著 ぎょうせい
375.1892/TaM/
'17

378 授業が変わる!新しい中学社会のポイント
井田仁康, 中尾敏朗,
橋本康弘編著

日本文教出版 375.3/JuK
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379 葛藤を組織する授業 : アナログな知性へのこだわり 服部進治著 同時代社 375.31/HaS

380 生活 平成29年改訂(小学校教育課程実践講座) 朝倉淳編著 ぎょうせい
375.312/AsA/'
17

381 地域から考える世界史 : 日本と世界を結ぶ 藤村泰夫, 岩下哲典編 勉誠出版 375.324/FuY

382 算数 平成29年改訂(小学校教育課程実践講座) 齊藤一弥編著 ぎょうせい
375.412/SaK/'
17

383 理科 平成29年改訂(小学校教育課程実践講座)
日置光久, 田村正弘,
川上真哉編著

ぎょうせい
375.422/Rik/'
17

384 家庭 平成29年改訂(小学校教育課程実践講座) 岡陽子, 鈴木明子編著 ぎょうせい
375.52/OkY/'1
7

385 図画工作 平成29年改訂(小学校教育課程実践講座) 奥村高明編著 ぎょうせい
375.72/OkT/'1
7

386 音楽 平成29年改訂(小学校教育課程実践講座) 宮下俊也編著 ぎょうせい
375.762/MiT/'
17

387 国語 平成29年改訂(小学校教育課程実践講座) 樺山敏郎編著 ぎょうせい
375.82/KaT/'1
7

388 対話的コミュニケーションが生まれる国語 坂本喜代子著 渓水社 375.82/SaK

389
中学校国語科主体的・対話的で深い学びを実現する授業&評価スタートガイド : 新しい観点を取り入れた資質・能
力を育む指導

田中洋一編著 明治図書出版 375.83/TaY

390 「読む力」はこうしてつける 増補版 吉田新一郎著 新評論 375.85/YoS

391 外国語活動・外国語 平成29年改訂(小学校教育課程実践講座) 菅正隆編著 ぎょうせい
375.8932/KaM/
'17

392 はじめての小学校外国語活動実践ガイドブック : 新学習指導要領対応 : 中学年用 大城賢, 万谷隆一編著
開隆堂出版/開隆
館出版販売 (発
売)

375.8932/OsK

393 学級の教授学説史 : 近代における学級教授の成立と展開 熊井将太著 渓水社 375/KuS

394 保育内容総論 第2版(基本保育シリーズ:15)
石川昭義, 松川恵子編
集

中央法規出版 376.1/KiH/15

395 保育者論 第2版(基本保育シリーズ:7)
矢藤誠慈郎, 天野珠路
編集

中央法規出版 376.1/KiH/7

396 幼稚園教諭養成課程をどう構成するか : モデルカリキュラムに基づく提案
保育教諭養成課程研究
会編

萌文書林 376.1/HoK

397 認定こども園子育てワークショップシナリオ集 小枝達也監修
日本小児医事出版
社

376.1/KoT

398 保育者論 : 子どものかたわらに(シリーズ知のゆりかご : イメージを学びの翼に) 小川圭子編 みらい 376.1/OgK
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399 幼稚園 : 平成29年版新幼稚園教育要領ポイント総整理 津金美智子編著 東洋館出版社
376.15/TsM/'1
7

400 言葉とふれあい、言葉で育つ : 保育内容「言葉」 改訂新版 大越和孝 [ほか] 編著 東洋館出版社 376.158/KoF

401 名門校の「人生を学ぶ」授業(SB新書:411) おおたとしまさ著 SBクリエイティブ 376.31/OtT

402 医者・医学部がわかる : 医師になるための「医」と「知」の完全ガイド(AERA MOOK. Aera premium) 朝日新聞出版 376.87//'18
403 大学における海外体験学習への挑戦 子島進, 藤原孝章編 ナカニシヤ出版 377.6/NeS
404 自立へのキャリアデザイン : 地域で働く人になりたいみなさんへ 旦まゆみ著 ナカニシヤ出版 377.9/DaM
405 キャリア形成支援の方法論と実践 菅原良 [ほか] 編著 東北大学出版会 377.95/KyK
406 インクルーシブ教育の源流 : 一九七〇年代の豊中市における原学級保障運動 二見妙子著 現代書館 378.0216/FuT

407 障害児と共に学ぶ : イギリスのインクルーシヴ教育(明石ブックレット:3)
アリソン・ヴァートハ
イマー著/桑の会訳

明石書店 378.0233/WeA

408 新日本語-手話辞典
全国手話研修センター
日本手話研究所編集

全日本聾唖連盟/
中央法規出版 (制
作・発売)

378.28/ZeS

409 発達障害の子の「会話力」を楽しく育てる本(健康ライブラリー:スペシャル) 藤野博監修 講談社 378.8/FuH
410 ちがうからこそ豊かに学びあえる : 特別支援教育からインクルーシヴ教育へ 堀智晴編著 明治図書出版 378/HoT
411 きれいごと抜きのインクルーシブ教育 多賀一郎, 南惠介著 黎明書房 378/TaI
412 東大教授が教える独学勉強法(草思社文庫:や3-1) 柳川範之著 草思社 379.7/YaN

413 ヒトは何故それを食べるのか : 食経験を考える63のヒント

佐竹元吉, 正山征洋,
和仁皓明著/医療経済研
究・社会保険福祉協会
編集企画

中央法規出版 383.8/HiN

414 秘められた和食史
カタジーナ・チフィエ
ルトカ, 安原美帆著

新泉社 383.81/CwK

415 焼肉大学(ちくま文庫:[ち16-1]) 鄭大聲著 筑摩書房 383.821/ChD
416 中世の喫茶文化 : 儀礼の茶から「茶の湯」へ(歴史文化ライブラリー:461) 橋本素子著 吉川弘文館 383.889/HaM
417 TEKIYA : 香具師 渡辺眸著 地湧社 384.38/WaH
418 日本古代中世の葬送と社会 島津毅著 吉川弘文館 385.6/ShT

419 ときめく妖怪図鑑(Tokimeku Zukan+)
門賀美央子文/アマヤギ
堂画

山と溪谷社 387/MoM
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420 世界の美しい鳥の神話と伝説

レイチェル・ウォーレ
ン・チャド, メリア
ン・テイラー著/プレシ
南日子, 日向やよい訳

エクスナレッジ 388/ChR

421 人と自然の生態学(掛谷誠著作集:第1巻) 掛谷誠著
京都大学学術出版
会

389.04/KaM/1

422 女たちの王国 : 「結婚のない母系社会」中国秘境のモソ人と暮らす 曹惠虹著/秋山勝訳 草思社 389.2237/SoK
423 軍人が政治家になってはいけない本当の理由 : 政軍関係を考える(文春新書:1144) 廣中雅之著 文藝春秋 393.2/HiM

424 感じ方考え方を科学する : 真実と虚構を生み出す心の仕組み 辻義行著
合同フォレスト/
合同出版 (発売)

401/TsY

425 定本中国の天文暦法(藪内清著作集:第1巻)
[薮内清著]/『藪内清著
作集』編集委員会編

臨川書店 402/YaK/1

426 科学の不定性と社会 : 現代の科学リテラシー 本堂毅 [ほか] 編 信山社 404/KaF
427 最新ウイスキーの科学 : 熟成の香味を生む驚きのプロセス(ブルーバックス:B-2047) 古賀邦正著 講談社 408/11/2047
428 E=mc[2]のからくり : エネルギーと質量はなぜ「等しい」のか(ブルーバックス:B-2048) 山田克哉著 講談社 408/11/2048
429 統計ソフト「R」超入門 : 実例で学ぶ初めてのデータ解析(ブルーバックス:B-2049) 逸見功著 講談社 408/11/2049
430 岩石はどうしてできたか(岩波科学ライブラリー:269) 諏訪兼位著 岩波書店 408/14/269
431 Excelで学ぶ社会科学系の基礎数学 第2版 濵道生著 晃洋書房 410/HaM
432 通勤数学1日1題 岡部恒治著 亜紀書房 410/OkT
433 いつでも・どこでも・スマホで数学! : Maxima on Android活用マニュアル 梅野善雄著 森北出版 410/UmY

434
初めから学べると評判の演習大学基礎数学微分積分キャンパス・ゼミ : 高校数学から大学数学へ!スムーズに実力
up!

馬場敬之著 マセマ出版社 413.3/BaK

435 ストラング : 微分方程式と線形代数(世界標準MIT教科書)
ギルバート・ストラン
グ著/渡辺辰矢訳

近代科学社 413.6/StG

436 ピタゴラスの定理100の証明法 : 幾何の散歩道 改訂版 森下四郎著 プレアデス出版 414.12/MoS
437 ベイズ推定入門 : モデル選択からベイズ的最適化まで 大関真之著 オーム社 417/OzM
438 音のチカラ : 感じる, 楽しむ, そして活かす 岩宮眞一郎著 コロナ社 424/IwS
439 ニュートリノってナンダ? : やさしく知る素粒子・ニュートリノ・重力波 荒舩良孝著 誠文堂新光社 429.6/ＡrY
440 実験マニア 山田暢司著 亜紀書房 432/YaY

441 138億年宇宙の旅
クリストフ・ガル
ファール著/塩原通緒訳

早川書房 443.9/GaC

442 はじめての自然地理学 吉田英嗣著 古今書院 450.9/YoH
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443 骨格百科 : スケルトン : その凄い形と機能
アンドリュー・カーク
著/和田侑子訳

グラフィック社 481.16/KiA

444 日本の野鳥 : フィールド図鑑
水谷高英イラストレー
ション/叶内拓哉解説

文一総合出版 488/MiT

445 奈良の鹿 : 「鹿の国」の初めての本(あをによし文庫) 奈良の鹿愛護会監修
京阪奈情報教育出
版

489.86/NaS

446 安楽死を遂げるまで : the road to euthanasia 宮下洋一著 小学館 490.154/MiY

447 聞くと話すの脳科学(音響サイエンスシリーズ:17)
廣谷定男編著/筧一彦
[ほか] 共著

コロナ社 491.375/HiS

448 グラウンデッド・セオリー・アプローチ : 理論を生みだすまで 改訂版(ワードマップ)
戈木クレイグヒル滋子
著

新曜社 492.907/SaS

449 青年のひきこもり・その後 : 包括的アセスメントと支援の方法論 近藤直司著 岩崎学術出版社 493.7/KoN
450 新外傷性精神障害 : トラウマ理論を越えて 岡野憲一郎著 岩崎学術出版社 493.7/OkK

451 精神医学の科学と哲学(シリーズ精神医学の哲学:1)
石原孝二, 信原幸弘,
糸川昌成編

東京大学出版会 493.7/ShS/1

452 精神医学の歴史と人類学(シリーズ精神医学の哲学:2) 鈴木晃仁, 北中淳子編 東京大学出版会 493.7/ShS/2

453 精神医学と当事者(シリーズ精神医学の哲学:3)
石原孝二, 河野哲也,
向谷地生良編

東京大学出版会 493.7/ShS/3

454 成人期ADHD診療ガイドブック
樋口輝彦, 齊藤万比古
監修

じほう 493.73/HiT

455 注意欠如・多動症-ADHD-の診断・治療ガイドライン 第4版
ADHDの診断・治療指針
に関する研究会, 齊藤
万比古編集

じほう 493.937/ADS

456 気になる子どもの早期発見・早期支援 : 「かかわり指標」を活用した根拠に基づく子育て・子育ち支援に向けて 安梅勅江編著
日本小児医事出版
社

493.937/AnT

457 データで読み解く : 発達障害
平岩幹男総編集/岡明
[ほか] 専門編集

中山書店 493.937/HiM

458 虐待が脳を変える : 脳科学者からのメッセージ 友田明美, 藤沢玲子著 新曜社 493.937/ToA

459 特異的発達障害診断・治療のための実践ガイドライン : わかりやすい診断手順と支援の実際
特異的発達障害の臨床
診断と治療指針作成に
関する研究チーム編集

診断と治療社 493.937/ToH
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460 Autism : 自閉症スペクトラム障害 : 日本語版 : 一般小児科医・療育関係者のためのガイドブック
米国小児科学会編集/岡
明, 平岩幹男監修・翻
訳

日本小児医事出版
社

493.9375/AmA

461 映画のなかの医事法学・plus : 医療・福祉・生命倫理+人生・青春・恋愛・アニメ(医療科学新書) 前田和彦著 医療科学社 498.12/MaK

462 食生活データ総合統計年報 2018年版
食品流通情報センター
編集

食品流通情報セン
ター

498.5/ShD/'18

463 ハンセン病療養所に生きた女たち 福西征子著 昭和堂 498.6/FuY
464 語り継がれた偏見と差別 : 歴史のなかのハンセン病 福西征子著 昭和堂 498.6/FuY
465 孤高のハンセン病医師 : 小笠原登「日記」を読む 藤野豊著 六花出版 498.6/OgN/F
466 子どもの保健II : 演習 第6版 白野幸子著 医歯薬出版 498.7/HaY
467 エネルギー政策論 高橋洋著 岩波書店 501.6/TaH
468 図説日本と世界の土木遺産 : ものづくり技術遺産 : 土木の博物誌 五十畑弘著 秀和システム 510.92/IsH
469 マイパブリックとグランドレベル : 今日からはじめるまちづくり 田中元子著 晶文社 518.8/TaM

470 ほっとかない郊外 : ニュータウンを次世代につなぐ
泉北ほっとかない郊外
編集委員会著

大阪公立大学共同
出版会

518.83/SeH

471 日本建築の独自性 : 古代・中世の社寺建築(日本文化私の最新講義:03) 濵島正士著 敬文舎 521.81/HaM
472 絵解きでわかる日本の城 : 現代の都市設計家が解説 山田雅夫著 日東書院本社 521.823/YaM

473 施工がわかるイラスト建築生産入門
日本建設業連合会編/川
崎一雄イラスト

彰国社 525.5/NiK

474 東京「ぽち小屋」探歩 持田庄一著 王国社 526/MoS
475 新しい住宅デザイン図鑑 : new illustrated book to design the beautiful houses 改訂版 石井秀樹 [ほか] 著 エクスナレッジ 527.1/AtJ
476 「ドローン」がわかる本(I/O books) I/O編集部編集 工学社 538.6/Kou
477 眠れなくなるほど面白い図解飛行機の話 中村寛治著 日本文芸社 538/NaK

478
菓子店パン店開業読本 : 多様化・細分化する菓子店・パン店42のケーススタディ(柴田書店MOOK. Café sweets(カ
フェ-スイーツ):別冊)

柴田書店 596.6/ShS

479 数える・はかる・単位の事典 武藤徹, 三浦基弘編著 東京堂出版 609/MuT

480 森をゆく旅 : 木と人と技(宇江敏勝の本:1) 宇江敏勝著 新宿書房 652.1/UeT

481 インターネットビジネスの法務と実務
石井美緒, 嶋田英樹,
松嶋隆弘編著

三協法規出版 670/InB

482 アウトレットモール完全ガイド(100%ムックシリーズ:012. 完全ガイドシリーズ) 晋遊舎 673.8/Shi

483 「おもてなし」POP集 : 中国語・韓国語・英語・日本語に対応!
石川香代, 石川伊津共
著

廣済堂出版 674.53/IsK

484 いちばんかんたんで役に立つマーケティングの方法 蛭川速著 成美堂出版 675/HiH
485 確率思考の戦略論 : USJでも実証された数学マーケティングの力 森岡毅, 今西聖貴著 KADOKAWA 675/MoT
486 マーケティングのための統計分析 生田目崇著 オーム社 675/NaT
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487 「欲しい」の本質 : 人を動かす隠れた心理「インサイト」の見つけ方 大松孝弘, 波田浩之著 宣伝会議 675/OmT

488 ファンベース : 支持され、愛され、長く売れ続けるために(ちくま新書:1305) 佐藤尚之著 筑摩書房 675/Sat
489 USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 : 成功を引き寄せるマーケティング入門 森岡毅著 KADOKAWA 675/UnS/M

490 観光研究レファレンスデータベース 日本編
江口信清, 藤巻正己編
著

ナカニシヤ出版 689.031/EgN/1

491 近代ツーリズムと温泉(叢書地球発見:7) 関戸明子著 ナカニシヤ出版 689.21/SeA

492 東アジア観光学 : まなざし・場所・集団
金成玟, 岡本亮輔, 周
倩編

亜紀書房 689.22/HiK

493 乱世の王権と美術戦略 : 室町・戦国時代(天皇の美術史:3) 高岸輝, 黒田智著 吉川弘文館 702.1/TeB/3
494 雅の近世、花開く宮廷絵画 : 江戸時代前期(天皇の美術史:4) 野口剛 [ほか] 著 吉川弘文館 702.1/TeB/4

495 朝廷権威の復興と京都画壇 : 江戸時代後期(天皇の美術史:5)
五十嵐公一, 武田庸二
郎, 江口恒明著

吉川弘文館 702.1/TeB/5

496 近代皇室イメージの創出 : 明治・大正時代(天皇の美術史:6)
塩谷純, 増野恵子, 恵
美千鶴子著

吉川弘文館 702.1/TeB/6

497 図像学入門 : 疑問符で読む日本美術 山本陽子著 勉誠出版 702.1/YaY
498 花ひらく王朝文化 : 平安・鎌倉時代(よくわかる伝統文化の歴史:1) 淡交社 702.1/YoW/1
499 茶道・香道・華道と水墨画 : 室町時代(よくわかる伝統文化の歴史:2) 淡交社 702.1/YoW/2
500 黄金文化と茶の湯 : 安土桃山時代(よくわかる伝統文化の歴史:3) 淡交社 702.1/YoW/3
501 大名と町衆の文化 : 江戸時代(よくわかる伝統文化の歴史:4) 淡交社 702.1/YoW/4
502 文明開化の日本改造 : 明治・大正時代(よくわかる伝統文化の歴史:5) 淡交社 702.1/YoW/5
503 世界遺産時代の民俗学 : グローバル・スタンダードの受容をめぐる日韓比較 岩本通弥編 風響社 709.1/IwM

504 世界遺産ガイド アメリカ合衆国編(世界遺産シリーズ)
古田陽久, 古田真美著/
世界遺産総合研究所企
画・編集

シンクタンクせと
うち総合研究機構

709/SeI

505 屏風をひらくとき : どこからでも読める日本絵画史入門(阪大リーブル:45) 奥平俊六著 大阪大学出版会 721.02/OkS

506 ゴッホの耳 : 天才画家最大の謎
バーナデット・マー
フィー著/山田美明訳

早川書房 723.359/GoV/M

507 Van Gogh & Japan

edited by Tsukasa Kō
dera, Cornelia
Homburg, Yukihiro Sat
ō

Seigensha Art
Pub.

723.359/GoV/V

508 100年後に残したい!マンガ名作 日本漫画家協会監修 玄光社 726.101/NiM
509 オリンピックと万博 : 巨大イベントのデザイン史(ちくま新書:1308) 暮沢剛巳著 筑摩書房 757.021/KuT
510 近衛秀麿 : 亡命オーケストラの真実 菅野冬樹著 東京堂出版 762.1/KoH/S
511 若手歌舞伎 中村達史著 新読書社 774.28/NaT
512 文楽のすゝめ 竹本織太夫監修 実業之日本社 777.1/TaO
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513 「ポスト宮崎駿」論 : 日本アニメの天才たち(新潮新書:745) 長山靖生著 新潮社 778.77/MiH/N

514 崖の上のポニョ(文春ジブリ文庫:[G-1-15]. ジブリの教科書:15)
スタジオジブリ, 文春
文庫編

文藝春秋 778.77/SuJ

515 基礎から学ぶスポーツトレーニング理論 増補改訂版 伊藤マモル監修 日本文芸社 780.7/ItM

516 技術解体新書 : サッカーの技術を言葉で再定義する 風間八宏, 西部謙司著 カンゼン 783.47/KaY

517 テニスはインパクトが9割 児玉光雄著 東邦出版 783.5/KoM

518 卓球回転を極める(スポーツ極みシリーズ) 村瀬勇吉著
ベースボール・マ
ガジン社

783.6/MuY

519 ファンから観たプロ野球の歴史 橘川武郎, 奈良堂史著 日本経済評論社 783.7/KiT

520 空手道大観 改訂縮刷版
仲宗根源和編/宮城篤正
解題

榕樹書林 789.23/NaG

521 香道の美学 : その成立と王権・連歌 濱崎加奈子著 思文閣出版 792/HaK
522 聖の青春(角川文庫:19165, [お49-9]) 大崎善生 [著] KADOKAWA 796/MuS/O

523 図説近代日本の辞書
沖森卓也編/木村一 [ほ
か] 執筆

おうふう 801.3/OkT

524 相互行為における指示表現(ひつじ研究叢書:言語編:第143巻) 須賀あゆみ著 ひつじ書房 810.4/SuA

525 中国語話者のための日本語教育文法を求めて 庵功雄 [ほか] 編
日中言語文化出版
社

810.7/ChW

526 大学生のための日本語問題集 : あいうえお教育 山下由美子 [ほか] 編 ナカニシヤ出版 810.7/DaT

527 わかりやすく書ける作文シラバス(現場に役立つ日本語教育研究:3) 石黒圭編 くろしお出版 810.7/IsK

528 朝日キーワード 2019 朝日新聞社編 朝日新聞社 813.7/AsS/'19

529 大人になって困らない語彙力の鍛えかた(14歳の世渡り術) 今野真二著 河出書房新社 814/KoS

530
「図解」まるわかり時事用語 : 世界と日本の最新ニュースが一目でわかる! : 絶対押えておきたい、最重要時事
を完全図解! 2018→2019年版

ニュース・リテラシー
研究所編著

新星出版社 814.7/NyR/'19

531 中国語虎の巻 : 実力アップ15の秘伝 増補改訂版 彭飛著 東方書店 820/HoH
532 古典中国語文法 改訂版 太田辰夫著 汲古書院 825/OtT
533 口を鍛える中国語作文 : 語順習得メソッド : 日本語→中国語 新版 上級編 平山邦彦著 コスモピア 826.6/HiK/3

534 ネイティブが教えるマンガで身につく!中国語
楊光俊, 李貞愛, 青木
隆浩著

ナツメ社 827.8/NeO

535 漢字で覚える韓国語 : 日本人だからできる! : 新装版 市吉則浩著 河出書房新社 829.1/IcN

536 英語じょうずになる事典 : ネイティブ講師が教える英語あたまのつくり方 上(アルクライブラリー) デビッド・バーカー著 アルク 830/BaD/1
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537 英語じょうずになる事典 : ネイティブ講師が教える英語あたまのつくり方 下(アルクライブラリー) デビッド・バーカー著 アルク 830/BaD/2

538
Teaching English as an international language : hardback(The TESOL encyclopedia of English language
teaching:v. 1)

associate editor,
Shahid Abrar-ul-
Hassan

John Wiley &
Sons

830.7/LiJ/1

539
Approaches and methods in English for speakers of other languages & Non-native English-speaking
teachers (NNESTs) : hardback(The TESOL encyclopedia of English language teaching:v. 2)

associate editors,
Ali Fuad Selvi and
Ali Shehadeh

John Wiley &
Sons

830.7/LiJ/2

540
Teaching listening & Teaching speaking and pronunciation : hardback(The TESOL encyclopedia of English
language teaching:v. 3)

associate editors,
Christel Broady ...
[et al.]

John Wiley &
Sons

830.7/LiJ/3

541
Teaching reading & Teaching writing : hardback(The TESOL encyclopedia of English language teaching:v.
4)

associate editors,
Neil J. Anderson,
Diane D. Belcher, and
Alan Hirvela

John Wiley &
Sons

830.7/LiJ/4

542
Teaching grammar & Teaching vocabulary : hardback(The TESOL encyclopedia of English language
teaching:v. 5)

associate editors,
Hossein Nassaji and
Kate Mastruserio
Reynolds

John Wiley &
Sons

830.7/LiJ/5

543
Sociocultural aspects of English language teaching & Teaching and technology : hardback(The TESOL
encyclopedia of English language teaching:v. 6)

associate editors,
Greg Kessler and
Shondel Nero

John Wiley &
Sons

830.7/LiJ/6

544
Organizational and administrative issues & Teacher training and professional development :
hardback(The TESOL encyclopedia of English language teaching:v. 7)

associate editors,
Gloria Park and
Spencer Salas

John Wiley &
Sons

830.7/LiJ/7

545 Assessment and evaluation : hardback(The TESOL encyclopedia of English language teaching:v. 8)
associate editor,
Christine Coombe

John Wiley &
Sons

830.7/LiJ/8

546 「音読」で攻略TOEIC L&Rテストでる文80 : 受験回数100回超えの達人がスコアに直結する例文を厳選 西田大著 かんき出版 830.79/NiM
547 世界一わかりやすい英検準2級に合格する授業 改訂版 関正生, 竹内健著 KADOKAWA 830.79/SeM

548
中学英語の基本と仕組みがよ〜くわかる本 : 目からウロコの英語入門・再入門 第2版(How-nual図解入門:ビジネ
ス)

竹村和浩著 秀和システム 830/TaK

549 「ドラマ仕立て」イギリス英語のリスニング : 楽しく学ぶ!ロンドン暮らし12か月のストーリー
ナディア・マケック
ニー著/近藤康裕訳

研究社 831.1/McN

550 日本人のこころ(Furigana Japan)
山久瀬洋二著/マイケ
ル・クーニー訳

IBCパブリッシン
グ

837.4/YaY

551 天声人語 : 英文対照 v. 191 2017冬
朝日新聞論説委員室編/
英文朝日訳

原書房 837.5/13/191
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552 起きてから寝るまで英語表現1000 : 1日の「体の動き」「心のつぶやき」を全部英語で言って会話力アップ!
荒井貴和, 武藤克彦執
筆・解説

アルク 837.8/ArK

553 小説作法(講談社文芸文庫:[にB2]) 丹羽文雄 [著] 講談社 901.307/NiF

554 深読み日本文学(インターナショナル新書:016) 島田雅彦著
集英社インターナ
ショナル/集英社
(発売)

910.2/ShM

555 ペンの力(集英社新書:0915B) 浅田次郎, 吉岡忍著 集英社 910.26/AsJ

556 江戸川乱歩と横溝正史 中川右介著 集英社 910.268/EdR/N

557 国文学年次別論文集 平成25(2013)年 中古2・3 学術文献刊行会編 朋文出版
910.4/9/'13-
3-2・3

558 東アジアの文学圏(シリーズ : 日本文学の展望を拓く:第1巻) 金英順編 笠間書院 910.8/ShN/1
559 絵画・イメージの回廊(シリーズ : 日本文学の展望を拓く:第2巻) 出口久徳編 笠間書院 910.8/ShN/2
560 宗教文芸の言説と環境(シリーズ : 日本文学の展望を拓く:第3巻) 原克昭編 笠間書院 910.8/ShN/3
561 文学史の時空(シリーズ : 日本文学の展望を拓く:第4巻) 宮腰直人編 笠間書院 910.8/ShN/4
562 資料学の現在(シリーズ : 日本文学の展望を拓く:第5巻) 目黒将史編 笠間書院 910.8/ShN/5

563 図説百人一首 : 新装版(ふくろうの本) 石井正己著 河出書房新社 911.147/HyI/I

564 玉吟集(和歌文学大系:62) [藤原家隆著] 明治書院 911.148/FuI/K

565 金子みすゞ名詩集
金子みすゞ [著]/彩図
社文芸部編纂

彩図社 911.58/KaM/K

566 ニングル/マロース(倉本聰戯曲全集:3) 倉本聰著 新日本出版社 912.6/KuS/K-3

567 物語展開と人物造型の論理 : 源氏物語「二層」構造論(新典社研究叢書:292) 中井賢一著 新典社 913.36/NaK
568 おもかげ 浅田次郎著 毎日新聞出版 913.6/AsJ/O
569 百年泥 石井遊佳著 新潮社 913.6/IsY2/H
570 雪子さんの足音 木村紅美著 講談社 913.6/KiK5/Y
571 愛が挟み撃ち(文藝春秋) 前田司郎著 文藝春秋 913.6/MaS5/A

572 田園発港行き自転車 上(集英社文庫:み32-8) 宮本輝著 集英社
913.6/MiT4/D-
1

573 ディレイ・エフェクト 宮内悠介 文藝春秋 913.6/MiY5/D
574 ぼくたちはこの国をこんなふうに愛することに決めた(集英社新書:0912B) 高橋源一郎著 集英社 913.6/TaG/B

575 通天閣さん : 僕とママの、47年 高山トモヒロ著
ヨシモトブックス
/ワニブックス
(発売)

913.6/TaT5/T

576 山怪実話大全 : 岳人奇談傑作選 東雅夫編 山と渓谷社 913.68/HiM/S
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577 昭和と歌謡曲と日本人 阿久悠著 河出書房新社 914.6/AkY/S
578 「古典中國」における小説と儒教 渡邉義浩著 汲古書院 920.24/WaY

579 白居易研究年報 第18号 白居易研究会編集 勉誠出版
921.43/HaK/H-
18

580 カズオ・イシグロ読本 : その深淵を暴く 別冊宝島編集部編 宝島社 930.278/IsK/T

581 死神裁判 : 妻を奪われたボヘミア農夫の裁判闘争
ヨハネス・デ・テプラ
著 : 青木三陽共訳 :
石川光庸共訳

現代書館 943.4/JoT/S

582 椿姫(光文社古典新訳文庫:[KAテ2-2])
デュマ・フィス著/永田
千奈訳

光文社 953.6/DuA/T

583 永遠の0(ゼロ)
山崎貴監督・VFX/山崎
貴, 林民夫脚本

アミューズソフト
(発売・販売)

BD778/8

584 杉原千畝 : persona non grata

チェリン・グラック監
督/日本テレビ放送網企
画・製作/鎌田哲郎, 松
尾浩道脚本

ポニーキャニオン BD778/9

585 天皇皇后両陛下素顔の50年 販売専用(NHK DVD) NHK制作・著作
NHKエンタープラ
イズ (販売)

DV288.4/TeH/N

586
オードリー・ヘップバーン 日本語字幕・英語字幕版 : 著作権処理済(BBC active. 20世紀に輝いた世界の女性た
ち : extraordinary women:12)

丸善 (発行) DV289/BrB/12

587
ココ・シャネル 日本語字幕・英語字幕版 : 著作権処理済(BBC active. 20世紀に輝いた世界の女性たち :
extraordinary women:2)

丸善 (発行) DV289/BrB/2

588
アガサ・クリスティー 日本語字幕・英語字幕版 : 著作権処理済(BBC active. 20世紀に輝いた世界の女性たち :
extraordinary women:3)

丸善 (発行) DV289/BrB/3

589
宋美齢 日本語字幕・英語字幕版 : 著作権処理済(BBC active. 20世紀に輝いた世界の女性たち : extraordinary
women:5)

丸善 (発行) DV289/BrB/5

590 そのバイト語はやめなさい!正しいビジネス語の話し方(日経VIDEO) 日本経済新聞社制作 日本経済新聞社 DV336.4/NiK

591 広島昭和20年8月6日 完全版(TBS DVD)
TBSテレビ制作/TBS,
BS-i製作著作

TBS (発売)/バッ
プ (販売)

DV778/462

592 福沢諭吉
澤井信一郎監督/笠原和
夫, 桂千穂脚本

東映 (販売)/東映
ビデオ株式会社
(発売)

DV778/463

593 ちいさなはりねずみ(こどものとも年少版:492号)
八百板洋子文/ナターリ
ヤ・チャルーシナ絵

福音館書店 E//18
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594 あずきのあんちゃんずんちゃんきんちゃん(こどものとも:744号)
とみながまい文/植垣歩
子絵

福音館書店 E//18

595 かもつせんのいちにち(かがくのとも:588号) 谷川夏樹さく 福音館書店 E//18

596 トランスジェンダーってなに?(わたしらしく、LGBTQ:3)
ロバート・ロディ,
ローラ・ロス著/上田勢
子訳

大月書店 K367/RoR/3

597 My First Actions(ひとりでできるはじめてのえいご. 10)(DVD映像教材シリーズ:10) Jリサーチ出版 K830/VoL/10
598 My First Body(ひとりでできるはじめてのえいご. 6)(DVD映像教材シリーズ:06) Jリサーチ出版 K830/VoL/6
599 My First Family(ひとりでできるはじめてのえいご. 7)(DVD映像教材シリーズ:07) Jリサーチ出版 K830/VoL/7
600 My First Games(ひとりでできるはじめてのえいご. 8)(DVD映像教材シリーズ:08) Jリサーチ出版 K830/VoL/8
601 My First City(ひとりでできるはじめてのえいご. 9)(DVD映像教材シリーズ:09) Jリサーチ出版 K830/VoL/9

602 周作人読書雑記 1(東洋文庫:886)
[周作人著]/中島長文訳
注

平凡社 ト019/ShS/1

603 古代中国の社 : 土地神信仰成立史(東洋文庫:887)
E・シャヴァンヌ [著]/
菊地章太訳注

平凡社 ト162.22/ChE

604 A history of western tragedies and accidents(洋販ラダーシリーズ:Level 4 (2000-word)) Nina Wegner
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

605 A state of mind(洋販ラダーシリーズ:level 3 (1600-word)) Christopher Belton
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

606 Four tragedies of Shakespeare(洋販ラダーシリーズ:level 4(2000‐word))
Charles Lamb & Mary
Lamb/adapted by Miki
Terasawa

IBCパブリッシン
グ

多読/英語

607 And then there were none(洋販ラダーシリーズ:Level 4(2000-word))
by Agatha
Christie/abridged by
Nina Wegner

IBCパブリッシン
グ

多読/英語

608 Bible Stories(洋販ラダーシリーズ:Level 4(2000‐word)) by Nina Wegner
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

609 Botchan(洋販ラダーシリーズ:Level 4(2000-word))

by Soseki
Natsume/translated
and abridged by R.F.
Zufelt

アイビーシーパブ
リッシング/日本
洋書販売(発売)

多読/英語

610 Japanese values and virtues(洋販ラダーシリーズ:Level 5) 山久瀬洋二著
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

611 World heritage site top 38(洋販ラダーシリーズ:Level 5) by Nina Wegner
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

612 Lost in Tokyo(洋販ラダーシリーズ:level 5) by Michael Brase
IBCパブリッシン
グ

多読/英語
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613 The Aung San Suu Kyi story(洋販ラダーシリーズ:level 4 (2000-word)) Tyler Burden
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

614 The tale of the Shinsengumi(洋販ラダーシリーズ:level 4 (2000-word)) [Coen Nishiumi]
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

615 Pride and prejudice(洋販ラダーシリーズ:level 4 (2000-word))
Jane Austen/abridged
by Miki Terasawa

IBCパブリッシン
グ

多読/英語

616 レオナルド・ダ・ヴィンチ(洋販ラダーシリーズ:Level 4(2000-word))
ミゲール・リーヴァス
ミクー著

IBCパブリッシン
グ

多読/英語

617 The Bill Gates story(洋販ラダーシリーズ:Level 5) Tom Christian
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

618 Green tea living(洋販ラダーシリーズ:level 5) Toshimi A. Kayaki
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

619 The Carlos Ghosn story(洋販ラダーシリーズ:Level 4(2000‐word))
by Miguel Rivas-
Micoud & Kermit J.
Carvell

アイビーシーパブ
リッシング/日本
洋書販売 (発売)

多読/英語

620 In the pool : the title story from in the pool(洋販ラダーシリーズ:level 4(2000-word))
by Hideo
Okuda/translated by
Giles Murray

アイビーシーパブ
リッシング/日本
洋書販売(発売)

多読/英語

621 Living long, living good(洋販ラダーシリーズ:level 4(2000‐word))
by Shigeaki
Hinohara/translated
by Michael Brase

アイビーシーパブ
リッシング/日本
洋書販売 (発売)

多読/英語

622 The Trojan War : from Bulfinch's mythology : the age of fable(洋販ラダーシリーズ:Level 4(2000-word))
by Thomas
Bulfinch/adapted by
Roger Ahlberg

アイビーシーパブ
リッシング/日本
洋書販売

多読/英語

623 Greek myths : from Bulfinch's mythology: the age of fable(洋販ラダーシリーズ:Level 4(2000‐word))
by Thomas
Bulfinch/adapted by
Roger Ahlberg

アイビーシーパブ
リッシング/日本
洋書販売

多読/英語

624 Dr. Jekyll and Mr. Hyde 新版(洋販ラダーシリーズ:Level 2(1300-word)) by R.L. Stevenson
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

625 Gulliver's Travels 新版(洋販ラダーシリーズ:Level 2 (1300‐word)) by Jonathen Swift
IBCパブリッシン
グ

多読/英語
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626 A dog of Flanders(洋販ラダーシリーズ:Level 2(1300‐word))
by Ouida/adapted by
Roger Ahlberg

アイビーシーパブ
リッシング/日本
洋書販売

多読/英語

627 Animal farm(洋販ラダーシリーズ:level 4 (2000-word))
George
Orwell/abridged by
Miki Terasawa

IBCパブリッシン
グ

多読/英語

628 Quill, the life of a guide dog(洋販ラダーシリーズ:Level 3(1600‐word))

photographs by Ryohei
Akimoto/text by Kengo
Ishiguro/translated
by Yoko Toyozaki and
Stuart Varnam-Atkin

アイビーシーパブ
リッシング/日本
洋書販売 (発売)

多読/英語

629 Helen Keller(洋販ラダーシリーズ:Level 3 (1600‐word)) Margaret Rivas-Micoud
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

630 The JFK Story(洋販ラダーシリーズ:Level 4) Miki Terasawa
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

631 The Barack Obama story(洋販ラダーシリーズ:level 4 (2000-word)) Nina Wegner
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

632 Robinson Crusoe 新版(洋販ラダーシリーズ:Level 2(1300-word)) by Daniel Defoe
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

633 The Phantom of the Opera(洋販ラダーシリーズ:level 3 (1600‐word))
Gaston Leroux/retold
by Nina Wegner

IBCパブリッシン
グ

多読/英語

634 The Nelson Mandela story(洋販ラダーシリーズ:level 3 (1600-word)) Tyler Burden
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

635 The brothers Karamazov(洋販ラダーシリーズ:Level 4 (2000‐word))
by Fyodor
Dostoevskii/retold by
Nina Wegner

IBCパブリッシン
グ

多読/英語

636 Metamorphosis(洋販ラダーシリーズ:Level 4 (2000-word))
by Franz Kafka/retold
by Nina Wegner

IBCパブリッシン
グ

多読/英語

637 Murder on the Orient Express(洋販ラダーシリーズ:level 4 (2000‐word))
Agatha
Christie/abridged by
Nina Wegner

IBCパブリッシン
グ

多読/英語

638 The John Lennon Story(洋販ラダーシリーズ:level 4 (2000-word)) Tom Christian
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

32



2018年2月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

639 Apology(洋販ラダーシリーズ:Level 3 (1600-word))
Plato/retold by Nina
Wegner

IBCパブリッシン
グ

多読/英語

640 The Olympic FAQ(洋販ラダーシリーズ:Level 3(1600‐word)) Jake Ronaldson
IBCパブリッシン
グ

多読/英語

641 Around the world in eighty days(洋販ラダーシリーズ:level 3(1600‐word))
Jules Verne/adapted
by Bruce Rogers

IBCパブリッシン
グ

多読/英語

642 1984(洋販ラダーシリーズ:Level 4(2000‐word))
by George
Orwell/retold by
Sheila Likness

IBCパブリッシン
グ

多読/英語

643 Short stories by Edgar Allan Poe(洋販ラダーシリーズ:Level 3(1600‐word))
retold by Michael
Brase

IBCパブリッシン
グ/日本洋書販売
(発売)

多読/英語

644 Good-bye, Mr. Chips(洋販ラダーシリーズ:Level 3(1600‐word))
by James
Hilton/adapted by
Bruce Rogers

アイビーシーパブ
リッシング/日本
洋書販売

多読/英語

645 The return of Sherlock Holmes(洋販ラダーシリーズ:Level 3(1600‐word))
by Sir Arthur Conan
Doyle/adapted by Ron
Davidson

IBCパブリッシン
グ/日本洋書販売
(発売)

多読/英語

646 The Hideki Matsui story : reaching for your dream(洋販ラダーシリーズ:level 3(1600‐word))
by Isao
Hirooka/translated by
Dick Belcher

アイビーシーパブ
リッシング/日本
洋書販売 (発売)

多読/英語

647 自治体法務検定公式テキスト : 自治検 基本法務編 平成30年度検定対応
自治体法務検定委員会
編

第一法規 就職/資格/'18

648 日経キーワード : 550 words 2018-2019 日経HR編集部編著 日経HR
就職/資格
/'18-'19

649 畑中敦子の〈判断推理・数的推理〉頻出24テーマ速習BooK : 大卒程度公務員試験対策 2019 畑中敦子著 エクシア出版 就職/資格/'19

650 図解でわかる時事重要テーマ100 : 業界・企業研究にも使える 2019年度版(日経就職シリーズ) 日経HR編集部編著 日経HR 就職/資格/'19

651 現職人事が書いた「自己PR・志望動機・提出書類」の本 2019年度版(公務員試験) 大賀英徳著 実務教育出版 就職/資格/'19

652 畑中敦子の判断推理入門テキスト : 大卒程度公務員試験対策 畑中敦子著 エクシア出版
就職/資格/
［'17］

653 公務員試験スピード解説マクロ経済学 : 地方上級・市役所・国家一般職
資格試験研究会編/村尾
英俊執筆

実務教育出版
就職/資格/
［'17］
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654 公務員試験スピード解説ミクロ経済学 : 地方上級・市役所・国家一般職
資格試験研究会編/村尾
英俊執筆

実務教育出版
就職/資格/
［'17］

655
新・光速マスター自然科学 : 物理/化学/生物/地学/数学 : 出るところがパッとわかる要点整理集 改訂版(上・中
級公務員試験)

資格試験研究会編 実務教育出版
就職/資格/
［'17］

656 新・光速マスター社会科学 : 政治/経済/社会 改訂版(上・中級公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版
就職/資格/
［'17］

657 新・光速マスター人文科学 : 日本史/世界史/地理/思想/文学・芸術 改訂版(上・中級公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版
就職/資格/
［'17］

658 頻出度順漢字検定準2級合格!問題集 [平成30年版]
漢字学習教育推進研究
会編

新星出版社 就職/資格/'18

659 頻出度順漢字検定1級合格!問題集 [平成30年版]
漢字学習教育推進研究
会編

新星出版社 就職/資格/'18

660 頻出度順漢字検定準1級合格!問題集 [平成30年版]
漢字学習教育推進研究
会編

新星出版社 就職/資格/'18

661 頻出度順漢字検定2級合格!問題集 [平成30年版]
漢字学習教育推進研究
会編

新星出版社 就職/資格/'18

662 基礎法学 憲法 行政法(明快!これで合格行政書士. 2018年版1) 東京法経学院 就職/資格/'18

663 消防官になる本 : 消防官への道を完全収録 2018-2019(イカロスMOOK)
木下慎次執筆/木下慎次
写真

イカロス出版
就職/資格
/'18-'19

664 警察官になる本 : 47都道府県警察警察官への道を完全収録 2018-2019(イカロスMOOK) イカロス出版
就職/資格
/'18-'19

665 公務員受験適性試験15日間スピード学習 : これだけはナレておこう [2019年版](公務員採用試験シリーズ)
公務員試験情報研究会
編

一ツ橋書店 就職/資格/'19

666 公務員試験地方上級 '19年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'19

667 マスコミ就職読本 2019年度版 1 入門篇 月刊『創』編集部編 創出版 就職/資格/'19

668 マスコミ就職読本 2019年度版 2 新聞・出版篇 月刊『創』編集部編 創出版 就職/資格/'19

669 航空業界就職ガイドブック 2019(イカロスMOOK) イカロス出版 就職/資格/'19

670 マスコミ就職読本 2019年度版 3 放送篇 月刊『創』編集部編 創出版 就職/資格/'19

671 テレビ局内定獲得! 2019年採用版(マスコミ就活) 富板敦著
TAC株式会社出版
事業部

就職/資格/'19
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672 最新最強の地方公務員問題 上級 : '19年版
東京工学院専門学校監
修

成美堂出版 就職/資格/'19

673 鉄道業界就職ガイドブック 2019(イカロスMOOK) イカロス出版 就職/資格/'19

674 畑中敦子の算数・数学キソキソ55 (go go) ! : nice to see you again, "math" ! 畑中敦子著 エクシア出版
就職/資格/
［'17］
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