
2018年4月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 日本の図書館 : 統計と名簿 2017
日本図書館協会図書
館調査委員会編

日本図書館協会 010.59/NiT/'17

2 江戸初期の学問と出版(書物學:12) 勉誠出版 (発売) 020/BeS/12
3 世界年鑑 2018 共同通信社編 共同通信社 059/1/2018
4 精霊の王(講談社学術文庫:[2478]) 中沢新一 [著] 講談社 081/2/2478

5 ホモ・ルーデンス : 文化のもつ遊びの要素についてのある定義づけの試み(講談社学術文庫:[2479])
ヨハン・ホイジンガ
[著]/里見元一郎訳

講談社 081/2/2479

6 天皇と中世の武家(講談社学術文庫:[2484]. 天皇の歴史:4)
河内祥輔, 新田一郎
[著]

講談社 081/2/2484

7 宇治拾遺物語 : 全訳注 上(講談社学術文庫:[2491]-[2492]) 高橋貢, 増古和子訳 講談社 081/2/2491

8 オスマン帝国の解体 : 文化世界と国民国家(講談社学術文庫:[2493]) 鈴木董 [著] 講談社 081/2/2493
9 インド哲学10講(岩波新書:新赤版 1709) 赤松明彦著 岩波書店 081/6-4/1709
10 ライシテから読む現代フランス : 政治と宗教のいま(岩波新書:新赤版 1710) 伊達聖伸著 岩波書店 081/6-4/1710
11 マーティン・ルーサー・キング : 非暴力の闘士(岩波新書:新赤版 1711) 黒崎真著 岩波書店 081/6-4/1711

12 モラリア 12(西洋古典叢書)
プルタルコス [著]/
戸塚七郎訳

京都大学学術出版会 089.1/1/1-1-12

13 ユダヤ人大富豪の教え [1](だいわ文庫:[8-1G]-[8-2G], [8-17G]) 本田健著 大和書房 159/HoK/1

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

Brill
167.033/EnI-3/'18-
3

15 古瓦の考古学(考古調査ハンドブック:18) 有吉重蔵編集 ニューサイエンス社 210.02/KoC/18

16 アフリカ : 苦悩する大陸
ロバート・ゲスト著
/伊藤真訳

東洋経済新報社 302.4/GuR

17 アーレントのマルクス : 労働と全体主義 百木漠著 人文書院 311.234/ArH/M
18 シンガポール「多人種主義」の社会学 : 団地社会のエスニシティ 鍋倉聰著 世界思想社 316.8239/NaS
19 「北朝鮮の脅威」のカラクリ : 変質する日本の安保政策(岩波ブックレット:No.979) 半田滋著 岩波書店 319.8/HaS
20 比較憲法 第3版(岩波テキストブックス) 辻村みよ子著 岩波書店 323.01/Ts44

21 「国家と法」の主要問題
辻村みよ子 [ほか]
編

日本評論社 323.04/Ko43

22 債権法 1(新・判例ハンドブック)
潮見佳男, 山野目章
夫, 山本敬三, 窪田
充見編著

日本評論社 324.4/Sa21/1

23 スタートライン民法総論 第3版 池田真朗著 日本評論社 324/I32
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24 Advances in experimental social psychology v. 57
edited by Leonard
Berkowitz

Academic Press 361.5/A3/57

25 裁量労働制はなぜ危険か : 「働き方改革」の闇(岩波ブックレット:No.980) 今野晴貴, 島崎量著 岩波書店 366.32/KoH

26
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 : 障害者福祉制度・障害者福祉サービス 第4版(社会福祉士シ
リーズ:14)

福祉臨床シリーズ編
集委員会編/峰島厚,
木全和巳, 冨永健太
郎責任編集

弘文堂 369.17/ShF/14

27 相談援助演習 : ソーシャルワーク演習 第3版(社会福祉士シリーズ:21)

福祉臨床シリーズ編
集委員会編/谷川和
昭, 柳澤孝主責任編
集

弘文堂 369.17/ShF/21

28
相談援助実習・相談援助実習指導 : ソーシャルワーク現場実習・ソーシャルワーク実習指導 第3版(社会福
祉士シリーズ:22)

福祉臨床シリーズ編
集委員会編/早坂聡
久, 増田公香責任編
集

弘文堂 369.17/ShF/22

29
障害者相談支援における「実践課題の政策化」の理論形成 : ソーシャルワークと自治体福祉政策の発展(仏
教大学研究叢書:34)

隅河内司著 仏教大学 369.27/SuT

30 3.11を心に刻んで 2018(岩波ブックレット:no. 865, 894, 920, 947, 963, 981) 岩波書店編集部編 岩波書店 369.31/HiD/I-'18

31 子どもの人権をまもるために(犀の教室)
木村草太編/内田良
[ほか] 著

晶文社 369.4/KiS

32 教育法規便覧 平成30年版 下村哲夫著 学陽書房 373.22/KyH/'18
33 社会 平成29年改訂(小学校教育課程実践講座) 北俊夫編著 ぎょうせい 375.312/Ki61/'17
34 駿台予備学校by AERA : ここでしか過ごせない時間がある(AERA MOOK) 朝日新聞出版 376.8/SuY

35 助成団体要覧 : 民間助成金ガイド 2018
助成財団資料セン
ター編

助成財団資料セン
ター/第一法規出版
(発売)

377.7/JoZ/'18

36 チベット聖地の路地裏 : 八年のラサ滞在記 村上大輔著 法藏館 382.229/MuD
37 衣装の語る民族文化 今木加代子著 東京堂出版 383.1/ImK

38 サンプリングって何だろう : 統計を使って全体を知る方法(岩波科学ライブラリー:271)
廣瀬雅代, 稲垣佑
典, 深谷肇一著

岩波書店 408/14/271

39
驚きのパワー!"脂肪と筋肉"が命を守る/"骨"が出す!最高の若返り物質(NHKスペシャル. 人体 : 神秘の巨大
ネットワーク:2)

NHKスペシャル「人
体」取材班編

東京書籍 491.3/NiH/2

40 命を守る!最強の食事 : 80人の専門家に聞きました(文春mook. 文藝春秋クリニック) 文芸春秋 498.583
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41 アデランスby AERA : 新たなるアデランスの姿(AERA MOOK. 企業研究) 朝日新聞出版 589.9/Ade

42
多人数会話におけるジェスチャーの同期 : 「同じ」を目指そうとするやりとりの会話分析(ひつじ研究叢
書:言語編:第151巻)

城綾実著 ひつじ書房 801.9/JoA

43
現代日本語と韓国語における条件表現の対照研究 : 語用論的連続性を中心に(ひつじ研究叢書:言語編:第
150巻)

金智賢著 ひつじ書房 815.1/Ki31

44
日本語語彙的複合動詞の意味と体系 : コンストラクション形態論とフレーム意味論(ひつじ研究叢書:言語
編:第152巻)

陳奕廷, 松本曜著 ひつじ書房 815.5/ChE

45 現代日本語の視点の研究 : 体系化と精緻化(ひつじ研究叢書:言語編:第149巻) 古賀悠太郎著 ひつじ書房 815.5/Ko24

46 最後の戦い(光文社古典新訳文庫:[KAル1-7]. ナルニア国物語:7)
C・S・ルイス著/土
屋京子訳

光文社 933.7/LeC/N-7

47 戦う操縦士(光文社古典新訳文庫:[KAサ1-4])
サン=テグジュペリ
著/鈴木雅生訳

光文社 953.7/SaA/T

48 社会人やっていいこと・悪いこと : あなたの常識・良識は大丈夫?!
白沢節子監修・解説
/PHP研究所製作・著
作

PHP研究所 DV336.4/ShS

49 民俗(わくわく!探検れきはく日本の歴史:5) 吉川弘文館 K210.1/KoR/5

50 絵物語古事記
富安陽子文/山村浩
二絵

偕成社 K913/Koj/T

51 周作人読書雑記 2(東洋文庫:886, 888)
[周作人著]/中島長
文訳注

平凡社 ト019/ShS/2

52 診療放射線技師になるには(なるにはBooks:149) 笹田久美子著 ぺりかん社 就職/資格
53 学校図書館はカラフルな学びの場(なるにはBooks:別巻) 松田ユリ子著 ぺりかん社 就職/資格
54 視能訓練士になるには(なるにはBooks:150) 橋口佐紀子著 ぺりかん社 就職/資格

55 公務員試験直前予想問題 : 国家一般職・専門職、地方上級 30年度(公務員試験受験ジャーナル特別企画:4) 実務教育出版 就職/資格/'18

56 法学検定試験問題集 スタンダード<中級>コース 2018年
法学検定試験委員会
編

商事法務研究会 就職/資格/'18

57 法学検定試験問題集 ベーシック<基礎>コース 2018年
法学検定試験委員会
編

商事法務研究会 就職/資格/'18

58 プライベートバンカー驚異の資産運用砲(講談社現代新書:2467) 杉山智一著 講談社 081/16/2467
59 上司の「いじり」が許せない(講談社現代新書:2469) 中野円佳著 講談社 081/16/2469

60 埼玉県立浦和高校 : 人生力を伸ばす浦高の極意(講談社現代新書:2470) 佐藤優, 杉山剛士著 講談社 081/16/2470

61 アクティブラーニング : 学校教育の理想と現実(講談社現代新書:2471) 小針誠著 講談社 081/16/2471
62 地図から消される街 : 3.11後の「言ってはいけない真実」(講談社現代新書:2472) 青木美希著 講談社 081/16/2472
63 日本の公教育 : 学力・コスト・民主主義(中公新書:2477) 中澤渉著 中央公論新社 081/17/2477
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64 横山大観 : 近代と対峙した日本画の巨人 : カラー版(中公新書:2478) 古田亮著 中央公論新社 081/17/2478
65 スポーツ国家アメリカ : 民主主義と巨大ビジネスのはざまで(中公新書:2479) 鈴木透著 中央公論新社 081/17/2479
66 理科系の読書術 : インプットからアウトプットまでの28のヒント(中公新書:2480) 鎌田浩毅著 中央公論新社 081/17/2480
67 高座のホームズ : 昭和稲荷町らくご探偵(中公文庫:あ79-2) 愛川晶著 中央公論新社 081/18/あ79-2
68 ちいさな桃源郷 : 山の雑誌アルプ傑作選(中公文庫:い111-4) 池内紀編 中央公論新社 081/18/い111-4
69 奉行始末 改版(中公文庫:[う-28-13]. 闕所物奉行裏帳合:6) 上田秀人著 中央公論新社 081/18/う28-13
70 文士の食卓(中公文庫:う30-3) 浦西和彦編 中央公論新社 081/18/う30-3
71 巡査長真行寺弘道(中公文庫:え21-1) 榎本憲男著 中央公論新社 081/18/え21-1
72 マレ・サカチのたったひとつの贈物(中公文庫:お91-2) 王城夕紀著 中央公論新社 081/18/お91-2

73
スカーレット・ウィザード 6(中公文庫:[か-68-22], [か-68-23], [か-68-24], [か-68-25], [か-68-26],
[か-68-27])

茅田砂胡著 中央公論新社 081/18/か68-27

74 老後の資金がありません(中公文庫:か86-1) 垣谷美雨著 中央公論新社 081/18/か86-1
75 孤拳伝 5(中公文庫:こ40-32) 今野敏著 中央公論新社 081/18/こ40-32
76 イカロスの彷徨(中公文庫:し49-2) 島崎佑貴著 中央公論新社 081/18/し49-2
77 臨終、ここだけの話 : 現場で見つめた、患者と家族の事情(中公文庫:し50-1) 志賀貢著 中央公論新社 081/18/し50-1
78 ルネッサンスの光と闇 : 芸術と精神風土 改版 上(中公文庫:た3-3) 高階秀爾著 中央公論新社 081/18/た3-3
79 ルネッサンスの光と闇 : 芸術と精神風土 改版 下(中公文庫:た3-4) 高階秀爾著 中央公論新社 081/18/た3-4

80 高橋是清自伝 改版 上(中公文庫:た5-3)
高橋是清著 : 上塚
司編

中央公論新社 081/18/た5-3

81 高橋是清自伝 改版 下(中公文庫:た5-4)
高橋是清著 : 上塚
司編

中央公論新社 081/18/た5-4

82 北の武士たち・狼奉行 : 傑作時代小説集(中公文庫:た58-20) 高橋義夫著 中央公論新社 081/18/た58-20
83 背教者ユリアヌス 4(中公文庫:[つ-3-25], [つ-3-26], [つ-3-27], [つ-3-28]) 辻邦生著 中央公論新社 081/18/つ3-28
84 本で床は抜けるのか(中公文庫:に21-1) 西牟田靖著 中央公論新社 081/18/に21-1
85 中国名詩集(岩波現代文庫) 井波律子〔訳〕著 岩波書店 081/22/B297
86 平面論 : 1880年代西欧(岩波現代文庫) 松浦寿輝著 岩波書店 081/22/G378
87 哲学の密かな闘い 新版(岩波現代文庫) 永井均著 岩波書店 081/22/G379

88 新序詳註(中国古典名著译注丛书)
(汉)刘向編著/赵仲
邑注

中华书局 122.08/ChS/C-14

89 認知発達とその支援(講座・臨床発達心理学:3)
本郷一夫, 田爪宏二
編著

ミネルヴァ書房 143.08/KoR/3

90 墓石が語る江戸時代 : 大名・庶民の墓事情(歴史文化ライブラリー:464) 関根達人著 吉川弘文館 210.5/SeT
91 近世の巨大地震(歴史文化ライブラリー:463) 矢田俊文著 吉川弘文館 210.5/YaT
92 西園寺公望 : 政党政治の元老(日本史リブレット人:090) 永井和著 山川出版社 289.1/SaK/N
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93
Verstehende Soziologie und Werturteilsfreiheit : Schriften und Reden 1908-1917 :
Leinen(Gesamtausgabe:Abt. 1. Schriften und Reden:Bd. 12)

Max
Weber/herausgegebe
n von Johannes Wei
ß/in
Zusammenarbeit mit
Sabine Frommer

J.C.B. Mohr 308/W1/1-1-12

94 グローバル化する靖国問題 : 東南アジアからの問い(岩波現代全書:113) 早瀬晋三著 岩波書店 316.2/HaS

95 世界の統計 (国際統計要覧) 2018 総務庁統計局編
大蔵省印刷局 : 日
本統計協会

350.9/Som/'18

96 国語科教育に求められるヴィジュアル・リテラシーの探究 奥泉香著 ひつじ書房 375.8/OkK

97 歴史と民俗 34(神奈川大学日本常民文化研究所論集:1-33)
神奈川大学日本常民
文化研究所編

平凡社 380.5/8/34

98 世界を救った日本の薬 : 画期的新薬はいかにして生まれたのか?(ブルーバックス:B-2050) 塚崎朝子著 講談社 408/11/2050
99 「おいしさ」の科学 : 素材の秘密・味わいを生み出す技術(ブルーバックス:B-2051) 佐藤成美著 講談社 408/11/2051

100 カラー図解Raspberry Piではじめる機械学習/基礎からディープ ラーニングまで(ブルーバックス:B-2052) 金丸隆志著 講談社 408/11/2052

101 鳥!驚異の知能 : 道具をつくり、心を読み、確率を理解する(ブルーバックス:B-2053)
ジェニファー・アッ
カーマン著/鍛原多
惠子訳

講談社 408/11/2053

102 「数」を分析する(岩波現代全書:114) 八木沢敬著 岩波書店 412/YaT

103 理論と実践(観光学全集:第7巻. 観光計画論:溝尾良隆 [ほか] 編集委員||カンコウ ケイカクロン:1)
梅川智也編著/溝尾
良隆 [ほか] 編集委
員

原書房 688.08/KaZ/7

104 風俗画 : 日常へのまなざし(Art gallery : テーマで見る世界の名画:6) 高橋明也責任編集 集英社 723/ArG/7
105 いちばんやさしいExcel VBAの教本 : 人気講師が教える実務に役立つマクロの始め方 伊藤潔人著 インプレス 007.64/E93
106 生命の灯となる49冊の本 中村桂子著 青土社 019.9/N37
107 質的心理学研究 第17号(2018) 無藤隆 [ほか] 編 新曜社 140.7/NiS/17
108 縄紋人の祖先たち(縄紋時代史:上) 安斎正人著 敬文舎 210.25/A49/1

109 江戸-明治連続する歴史(別冊環:23)
浪川健治, 古家信平
編集/デビッド・ハ
ウエル [ほか著]

藤原書店 210.5/N47

110 代表的日本人 : 徳のある生きかた(Contemporary classics)
内村鑑三 [著]/道添
進編訳

日本能率協会マネジ
メントセンター

281.04/U19

111 織田信長 : 近代の胎動(日本史リブレット人:045) 藤田達生著 山川出版社 289.1/O17
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書名 著者名 出版者 請求記号

112 ロベスピエール : 世論を支配した革命家(世界史リブレット人:61) 松浦義弘著 山川出版社 289.3/R52
113 奈良・大和を愛したあなたへ 千田稔著 東方出版 291.65/Se58

114 刷新する保守 : 保守政党の国際比較
阪野智一, 近藤正基
編/城下賢一 [ほか]
著

弘文堂 315/Sa34

115 まちづくりとしての地域包括ケアシステム : 持続可能な地域共生社会をめざして 田城孝雄, 内田要編 東京大学出版会 318.6/Ta93

116 東アジアの秩序を考える : 歴史・経済・言語 岩下哲典[ほか]著 春風社 319.2/H55

117 物権判例30!(Start up. 民法:2)
水津太郎, 鳥山泰
志, 藤澤治奈著

有斐閣 324/Min/2

118 裁判の原点 : 社会を動かす法学入門(河出ブックス:109) 大屋雄裕著 河出書房新社 327.01/O94

119 日本経済時事ドリル 2018-2019 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社
332.107/N71/'18-
'19

120 一番わかりやすい日本経済入門 塚崎公義著 河出書房新社 332.107/Ts57
121 ベンチャー経営論(はじめての経営学) 長谷川博和著 東洋経済新報社 335/H36
122 経営組織論(はじめての経営学) 鈴木竜太著 東洋経済新報社 336.3/Su96

123 働き方の問題地図 : 「で、どこから変える?」旧態依然の職場の常識
沢渡あまね, 奥山睦
著

技術評論社 336.4/Sa97

124 外資系コンサルのプレゼンテーション術 : 課題解決のための考え方&伝え方 菅野誠二著 東洋経済新報社 336.49/Ka57
125 いちばんわかりやすいはじめての簿記入門 : オールカラー 柴山政行著 成美堂出版 336.91/Sh19

126 できるビットコイン入門 : 話題の仮想通貨の仕組みから使い方までよく分かる本
ビットバンク株式会
社, できるシリーズ
編集部著

インプレス 338/B48

127 FinTechイノベーション入門(FinTechライブラリー)
嶋田康史編著/西裕
介 [ほか] 著

朝倉書店 338/Sh36

128 人口動態統計 平成28年 上巻
厚生省大臣官房統計
情報部編

厚生統計協会 358.1/KoR/J-'16-1

129 人口動態統計 平成28年 中巻
厚生省大臣官房統計
情報部編

厚生統計協会 358.1/KoR/J-'16-2

130 人口動態統計 平成28年 下巻
厚生省大臣官房統計
情報部編

厚生統計協会 358.1/KoR/J-'16-3

131 大学生のための交渉術入門 野沢聡子著 慶應義塾大学出版会 361.3/N98

132 ゲイカップルのワークライフバランス : 男性同性愛者のパートナー関係・親密性・生活 神谷悠介著 新曜社 367.97/Ka39
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133 タバコ広告でたどるアメリカ喫煙論争(叢書インテグラーレ:016)
岡本勝著/広島大学
大学院総合科学研究
科編

丸善出版 369.81/O42

134 多文化教育の国際比較 : 世界10カ国の教育政策と移民政策 松尾知明著 明石書店 371.5/Ma85

135 教職教養の過去問 ['19年度](教員採用試験Hyper実戦シリーズ:2) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時
事通信社 (発売)

373.7//'19

136 一般教養の過去問 ['19年度](教員採用試験Hyper実戦シリーズ:3) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時
事通信社 (発売)

373.7//'19

137 だれもが実践できるネットモラル・セキュリティ
堀田龍也, 西田光昭
編著

三省堂 375.199/H89

138 国際語としての英語 : 進化する英語科教育法 若本夏美 [ほか] 著 松柏社 375.893/Ko51

139 中学校英語科における教室談話研究 : 文法指導とコミュニケーション活動の検討 東條弘子著 風間書房 375.8933/To27

140 ことばと表現力を育む児童文化 第2版

川勝泰介, 浅岡靖
央, 生駒幸子編著/
市毛愛子 [ほか執
筆]

萌文書林 376.1/Ko94

141 手あそびわらべうた : DVD付き
梅谷美子著/タカノ
キョウコイラスト

かもがわ出版 376.156/U73

142 大学生のこころのケア・ガイドブック : 精神科と学生相談からの17章 新版 福田真也著 金剛出版 377.9/F74

143 学生相談活動の発展に寄与する要因についての研究 : 学生相談機関の発展と活動の充実のための処方箋 伊藤直樹著 風間書房 377.9/I89

144 「おカネの天才」の育て方
ベス・コブリナー著
/関美和訳

日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

379.9/Ko13

145 死者と先祖の話(角川選書:595) 山折哲雄著 KADOKAWA 385.7/Y42
146 数学史のすすめ : 原典味読の愉しみ 高瀬正仁著 日本評論社 410.2/Ta53

147 データ処理の手法と考え方
田中絵里子, 小林貴
之著

共立出版 417/Ta84

148 最新気象学のキホンがよ～くわかる本 第3版(How-nual図解入門) 岩槻秀明著 秀和システム 451/I97

149 数をかぞえるクマサーフィンするヤギ : 動物の知性と感情をめぐる驚くべき物語
ベリンダ・レシオ著
/中尾ゆかり訳

NHK出版 481.78/R22

150 森林バイオマスの恵み : 日本の森林の現状と再生(シリーズ21世紀のエネルギー:13)
松村幸彦, 吉岡拓
如, 山崎亨史共著

コロナ社 501.6/Sh69
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151 地域環境学 : トランスディシプリナリー・サイエンスへの挑戦 佐藤哲, 菊地直樹編 東京大学出版会 519/Sa85

152 消費資本主義!
ジェフリー・ミラー
著/片岡宏仁訳

勁草書房 675.2/Mi27

153
マーケティングの教科書 : ハーバード・ビジネス・レビュー戦略マーケティング論文ベスト10(Harvard
business review : Diamond ハーバード・ビジネス・レビュー)

ハーバード・ビジネ
ス・レビュー編集部
編/Diamondハーバー
ド・ビジネス・レ
ビュー編集部訳

ダイヤモンド社 675/D28

154 マーケティングをつかむ 新版(Textbooks tsukamu)
黒岩健一郎, 水越康
介著

有斐閣 675/Ku73

155 西大寺 : 美術史研究のあゆみ
大橋一章, 松原智美
編著

里文出版 702.17/Sa17

156 そこが知りたい!人体デッサン : 形・質感・色を描くためのコツと手順 渡邊一雅著 学芸出版社 725/W46

157 着物と日本の色(弓岡勝美コレクション)
弓岡勝美監修・コレ
クション

パイインターナショ
ナル

753.21/Y97

158 世界のミュージカル・日本のミュージカル(横浜市立大学新叢書:09)
岩崎徹, 渡辺諒編/
関根裕子 [ほか執
筆]

横浜市立大学学術研
究会/春風社 (販売)

775.4/I96

159 大人の教養として知りたいすごすぎる日本のアニメ 岡田斗司夫著 KADOKAWA 778.77/O38
160 上方落語史観 高島幸次著 140B 779.13/Ta54
161 香の本 増補版 荻須昭大著 雄山閣 792/O25

162 日本語教育に役立つ心理学入門 小林明子 [ほか] 著 くろしお出版 810.7/N71

163 初級者の間違いから学ぶ日本語文法を教えるためのポイント30
高嶋幸太, 関かおる
編著/岩原日有子
[ほか] 著

大修館書店 810.7/Ta54

164 語彙力がないまま社会人になってしまった人へ 超「基礎」編 山口謡司著 ワニブックス 814/Y24/2
165 ノンフィクション児童文学の力 国松俊英著 文溪堂 909/Ku45

166 あなたと短歌
永田和宏, 知花くら
ら著

朝日新聞出版 911.16/N23

167 近世小説を批評する 風間誠史著 森話社 913.5/Ka99
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168 誰でもない(韓国文学のオクリモノ)
ファン・ジョンウン
著/斎藤真理子訳

晶文社 929.13/F14

169 カズオ・イシグロ入門 日吉信貴著
立東舎/リットー
ミュージック (発
売)

930.278/I73

170 国家一般職「大卒」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:3) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'19
171 国家一般職「大卒」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:4) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'19

172 内定を決める!面接の極意 : 自己PR・志望動機・マナー・グループディスカッション [2020年度版] 酒井正敬著 高橋書店 就職/資格/'20

173 内定者はこう選んだ!業界選び・仕事選び・自己分析・自己PR : 完全版 [2020年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'20
174 内定者はこう書いた!エントリーシート・履歴書・志望動機・自己PR : 完全版 [2020年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'20
175 内定者はこう話した!面接・自己PR・志望動機 : 完全版 [2020年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'20
176 イッキに攻略!SPI3&テストセンター [2020年度版] 尾藤健著 高橋書店 就職/資格/'20
177 一般常識&最新時事一問一答頻出1500問 [2020年度版] 角倉裕之著 高橋書店 就職/資格/'20
178 最新!SPI3完全版 [2020年度版] 柳本新二著 高橋書店 就職/資格/'20
179 就職試験によく出る適性・適職問題 [2020年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'20
180 超速マスター!一般常識&時事問題 [2020年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'20
181 一問一答面接攻略完全版 [2020年度版] 櫻井照士著 高橋書店 就職/資格/'20

182 ロジカル面接術 : Marketing of yourself いま企業は論理的な人を求めている! 2020年度版
津田久資,下川美奈
著

ワック 就職/資格/'20

183 入門デジタルアーカイブ : まなぶ・つくる・つかう 柳与志夫責任編集 勉誠出版 007.5/Y52
184 図書館とレファレンスサービス : 論考 齋藤泰則著 樹村房 015.2/Sa25
185 サブジェクト・ライブラリアン : 海の向こうアメリカの学術図書館の仕事 田中あずさ著 笠間書院 017.753/Ta84
186 学校司書の役割と活動 : 学校図書館の活性化の視点から 金沢みどり編著 学文社 017/Ka48
187 自然主義入門 : 知識・道徳・人間本性をめぐる現代哲学ツアー 植原亮著 勁草書房 113.5/U36
188 下級貴族たちの王朝時代 : 『新猿楽記』に見るさまざまな生き方(新典社選書:86) 繁田信一著 新典社 210.37/F68

189 ユネスコ世界記憶遺産と朝鮮通信使
仲尾宏, 町田一仁共
編

明石書店 210.5/N41

190 THE ISLAND : 軍艦島 佐藤健寿著 朝日新聞出版 219.3/Sa85
191 未完の西郷隆盛 : 日本人はなぜ論じ続けるのか(新潮選書) 先崎彰容著 新潮社 289.1/Sa18
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192 ハーレムの闘う本屋 : ルイス・ミショーの生涯

ヴォーンダ・ミ
ショー・ネルソン著
/R.グレゴリー・ク
リスティイラスト/
原田勝訳

あすなろ書房 289.3/Mi13

193 北京を知るための52章(エリア・スタディーズ:160)
櫻井澄夫, 人見豊,
森田憲司編著

明石書店 302.2211/P36

194 ヒトラー『わが闘争』とは何か
クロード・ケテル著
/太田佐絵子訳

原書房 311.8/H77

195 日本経済論 : 史実と経済学で学ぶ 櫻井宏二郎著 日本評論社 332.107/Sa47

196 複合危機 : ゆれるグローバル経済
牧野裕, 紺井博則,
上川孝夫編著

日本経済評論社 333.6/F74

197 現代貨幣論 : 電子マネーや仮想通貨は貨幣とよべるか 金子邦彦著 晃洋書房 337.1/Ka53

198 公共経済学15講(ライブラリ経済学15講:APPLIED編:1) 佐藤主光著
新世社/サイエンス
社 (発売)

341/Sa85

199 日本の財政を考える 馬場義久 [ほか] 著 有斐閣 342.1/N71

200 英語で学ぶ社会心理学(有斐閣ブックス:[699])
大坪庸介, アダム・
スミス著

有斐閣 361.4/O87

201 スカートはかなきゃダメですか? : ジャージで学校(世界をカエル : 10代からの羅針盤) 名取寛人著 理論社 367.98/N57
202 教育課程論 第2版(教師のための教育学シリーズ:6) 山田雅彦編著 学文社 371.08/KyT/6

203 主体的に学ぶ養護実習ガイドブック : 教育現場で必要な力を身につけるために
岡本啓子, 中島敦
子, 西牧眞里編集・
執筆代表

ジアース教育新社 374.9/Sh99

204 統計学15講(ライブラリ経済学15講:BASIC編:11) 山本庸平著
新世社/サイエンス
社 (発売)

417/Y31

205 いちばんやさしい生理学
加藤尚志, 南沢享監
修

成美堂出版 491.3/Ka86

206 目でみるからだのメカニズム 第2版 堺章著 医学書院 491.3/Sa29
207 イラストでわかる微生物学超入門 : 病原微生物の感染のしくみ 齋藤光正著 南山堂 491.7/Sa25

208 応急手当指導者標準テキスト : ガイドライン2015対応 6版
応急手当指導者標準
テキスト改訂委員会
編集

東京法令出版 492.29/O58/'15
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209 わかる!身につく!病原体・感染・免疫 改訂3版
藤本秀士編著/目野
郁子, 小島夫美子著

南山堂 493.8/F62

210 シンプル内科学 改訂第2版
寺野彰総編集/菅谷
仁, 清水輝夫, 羽田
勝征編集

南江堂 493/Te57

211 新日本遺産(別冊太陽. 日本のこころ:257) [別冊太陽編集部編] 平凡社 702.1/H51

212 人生は単なる空騒ぎ : 言葉の魔法 鈴木敏夫著 KADOKAWA 728.216/Su96

213 音楽の科学 : 音楽の何に魅せられるのか? : 新装版
フィリップ・ボール
著/夏目大訳

河出書房新社 761/B16

214 日本語ラップ・インタビューズ
いとうせいこう [ほ
か] 著

青土社 767.8/N71

215 伶倫楽遊 : 芝祐靖と雅楽の現代 寺内直子編著
アルテスパブリッシ
ング

768.2/Sh17

216 インクルーシブシアターを目指して : 「障害者差別解消法」で劇場はどうかわるか 鈴木京子著 ビレッジプレス 770/Su96

217 リメイク映画の創造力
北村匡平, 志村三代
子編/小川佐和子
[ほか] 著

水声社 778.21/Ki68

218 ゲームシナリオの書き方 : 基礎から学ぶキャラクター・構成・テキストの秘訣 第2版 佐々木智広著 SBクリエイティブ 798.5/Sa75

219 留学生の見た漢字の世界 : 漢字学習への創造的アプローチ
林さと子, 関麻由
美, 齋藤伸子編著

春風社 810.7/R98

220 表記の手引き 第7版 教育出版編集局編 教育出版 811.56/Ky4
221 雨かんむり漢字読本 円満字二郎著 草思社 821.2/E62
222 漱石を知っていますか 阿刀田高著 新潮社 910.268/N58
223 能楽名作選 : 原文・現代語訳 上 天野文雄 [訳] 著 KADOKAWA 912.3/A43/1
224 能楽名作選 : 原文・現代語訳 下 天野文雄 [訳] 著 KADOKAWA 912.3/A43/2

225 オリジン 上
ダン・ブラウン著/
越前敏弥訳

KADOKAWA 933.7/B77/1

226 オリジン 下
ダン・ブラウン著/
越前敏弥訳

KADOKAWA 933.7/B77/2

227 なんのくるまにのるのかな?(こどものとも年少版:494号) 小輪瀬護安さく 福音館書店 E//18
228 たんぽぽのまほう(こどものとも:746号) 河本祥子さく 福音館書店 E//18
229 もやし(かがくのとも:590号) 野坂勇作さく 福音館書店 E//18
230 実践3事例とICT導入法(図書館空間のデザイン:続) 益子一彦著 丸善出版 012/Ma64/2
231 19歳の読書論 : 図書館長からのメッセージ 和田渡著 晃洋書房 019.2/W12
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2018年4月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

232 朝日新聞報道写真集 2018
朝日新聞社年鑑編集
部編集

朝日新聞社 070.17/A82/'18

233 「東洋」哲学の根本問題 : あるいは井筒俊彦(講談社選書メチエ:668) 斎藤慶典著 講談社 120/I99
234 なぜ日本だけが中国の呪縛から逃れられたのか : 「脱中華」の日本思想史(PHP新書:1130) 石平著 PHP研究所 121.02/Sh15
235 「福沢諭吉」とは誰か : 先祖考から社説真偽判定まで(MINERVA歴史・文化ライブラリー:32) 平山洋著 ミネルヴァ書房 121.6/F85

236 政治学/家政論(アリストテレス全集:17)
[アリストテレス
著]/神崎繁, 相澤康
隆, 瀬口昌久訳

岩波書店 131.4/Ari/17

237 入門・倫理学 赤林朗, 児玉聡編 勁草書房 150/A28
238 聖徳太子の真相(祥伝社新書:525) 小林惠子 [著] 祥伝社 189.2/Ko12

239 裏切られた自由 : フーバー大統領が語る第二次世界大戦の隠された歴史とその後遺症 上

ハーバート・フー
バー著/ジョージ・
H.ナッシュ編/渡辺
惣樹訳

草思社 209.74/H96/1

240 裏切られた自由 : フーバー大統領が語る第二次世界大戦の隠された歴史とその後遺症 下

ハーバート・フー
バー著/ジョージ・
H.ナッシュ編/渡辺
惣樹訳

草思社 209.74/H96/2

241 わたしの日本 (ニッポン) 学び(人文社会科学講演シリーズ:9)
東北大学大学院文学
研究科講演・出版企
画委員会編

東北大学出版会 210.04/To25

242 日本史のツボ(文春新書:1153) 本郷和人著 文藝春秋 210.1/H84
243 徳川日本のナショナル・ライブラリー(日記で読む日本史:16) 松田泰代著 臨川書店 210.12/NiY/16
244 平安期日記文学総説 : 一人称の成立と展開(日記で読む日本史:9) 古橋信孝著 臨川書店 210.12/NiY/9

245 大日本史(文春新書:1150) 山内昌之, 佐藤優著 文藝春秋 210.6/Y46

246 敗北を抱きしめて : 第二次大戦後の日本人 増補版 上
ジョン・ダワー
[著]/三浦陽一, 高
杉忠明訳

岩波書店 210.762/D89/1

247 敗北を抱きしめて : 第二次大戦後の日本人 増補版 下
ジョン・ダワー
[著]/三浦陽一, 高
杉忠明訳

岩波書店 210.762/D89/2

248 神戸の150年 : 写真アルバム 樹林舎 216.4/J97

249 引き裂かれた道路 : エルサレムの「神の道」で起きた本当のこと
ディーオン・ニッセ
ンバウム著/沢田博
訳

三省堂 227.9/N87

250 ポンコツ武将列伝 長谷川ヨシテル著 柏書房 281.04/H36
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2018年4月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

251 岩瀬忠震 : 五州何ぞ遠しと謂わん(ミネルヴァ日本評伝選) 小野寺龍太著 ミネルヴァ書房 289.1/I96
252 宇宙飛行の父ツィオルコフスキー : 人類が宇宙へ行くまで 的川泰宣著 勉誠出版 289.3/Ts12
253 不都合な日本語 大野敏明著 展転社 304/O67
254 民主制の下での社会主義的変革 紅林進著 ロゴス 309.3/Ku59

255 プーチンとロシア人 木村汎著
産経新聞出版/日本
工業新聞社 (発売)

312.38/P98

256 エヴァの震える朝 : 15歳の少女が生き抜いたアウシュヴィッツ(朝日文庫:[し52-1])
エヴァ・シュロス著
/吉田寿美訳

朝日新聞出版 316.88/Sc4

257 チベット自由への闘い : ダライ・ラマ14世、ロブサン・センゲ首相との対話(PHP新書:1124) 櫻井よしこ著 PHP研究所 319.229/Sa47
258 日米地位協定 : その歴史と現在 (いま) 明田川融 [著] みすず書房 319.8/A33

259 核戦争の瀬戸際で
ウィリアム・J・ペ
リー著/松谷基和訳

東京堂出版 319.8/P42

260 天皇は本当にただの象徴に堕ちたのか : 変わらぬ皇統の重み(PHP新書:1123) 竹田恒泰著 PHP研究所 323.131/Ta59

261 総点検日本国憲法の70年 宍戸常寿, 林知更編 岩波書店 323.14/Sh91

262 国際法 第3版(Next教科書シリーズ)
渡部茂己, 喜多義人
編

弘文堂 329/W46

263 1分間で経済学 : 経済に強い自分になる200のキーワード
ニーアル・キシテイ
ニー著/望月衛訳

ダイヤモンド社 331/Ki58

264 「幸福な日本」の経済学(講談社選書メチエ:663) 石見徹著 講談社 332.107/I94

265 貧しい人を助ける理由 : 遠くのあの子とあなたのつながり
デイビッド・ヒュー
ム著/太田美帆 [ほ
か] 訳

日本評論社 333.8/H98

266 マンガでやさしくわかる日商簿記2級工業簿記
前田信弘著/絶牙作
画

日本能率協会マネジ
メントセンター

336.91

267 マンガでやさしくわかる日商簿記2級商業簿記
前田信弘著/絶牙作
画

日本能率協会マネジ
メントセンター

336.91

268 無敵の簿記2級 : 簿記のTACが贈る受験応援本 第148回直前総まとめ 無敵の簿記編集部編 TAC出版事業部 336.91//['17]

269 異次元緩和の真実 木内登英著 日本経済新聞出版社 338.3/Ki81

270 知識ゼロからのビットコイン・仮想通貨入門 廣末紀之著 幻冬舎 338/H73
271 入門ビットコインとブロックチェーン(PHPビジネス新書:388) 野口悠紀雄著 PHP研究所 338/N93
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書名 著者名 出版者 請求記号

272 社会保障入門 2018
厚生省大臣官房政策
課編集

中央法規出版 364/Sh12/'18

273 正規の世界・非正規の世界 : 現代日本労働経済学の基本問題 神林龍著 慶應義塾大学出版会 366.21/Ka48

274 パワハラ・セクハラ・マタハラ相談はこうして話を聴く : こじらせない!職場ハラスメントの対処法 野原蓉子著 経団連出版 366.3/N93

275 孤独とセックス(扶桑社新書) 坂爪真吾著 扶桑社 367.68/Sa38

276 アメリカ・ロサンゼルスにおけるLGBT支援の現場(日本LGBT協会ブックレット:vol.1)
加藤幹保 [ほか] 著
/日本LGBT協会編

総合教育出版/星雲
社 (発売)

367.9/A44

277 教職のための教育原理 第2版
内海崎貴子編著/井
上健 [ほか執筆]

八千代出版 371/U24

278 合格!面接 2019年度版(教育技術mook. 教員採用試験完全突破シリーズ) 久保田正己編著 小学館 373.7//'19

279 30秒アピール面接 [2019年度版](教員採用試験αシリーズ) 現代教職研究会編著 一ツ橋書店 373.7//'19

280 ポケットランナー小学校全科 : 即答型 [2019年度版](教員採用試験) 東京教友会編著 一ツ橋書店 373.7//'19
281 教師の見識 : 変革期に求められる教師の資質・能力 亀井浩明著 学事出版 374.3/Ka34

282 特集アクティブラーニングを大学から社会へ(主体的学び:5号) 主体的学び研究所編
主体的学び研究所/
東信堂 (発売)

375.1/Sh99

283 全時間の授業展開で見せる「考え、議論する道徳」 小学校1・2年 山中伸之編著 学事出版 375.35/Y34/1
284 全時間の授業展開で見せる「考え、議論する道徳」 小学校3・4年 山中伸之編著 学事出版 375.35/Y34/2
285 全時間の授業展開で見せる「考え、議論する道徳」 小学校5・6年 山中伸之編著 学事出版 375.35/Y34/3
286 思考ツールで国語の「深い学び」 山本茂喜編著 東洋館出版社 375.82/Y31
287 漢字指導の手引き 用例編 教育出版編集局編 教育出版 375.87/KY4

288 科学絵本ガイドブック(総合保育双書:1)
大阪総合保育大学総
合保育研究所絵本プ
ロジェクト編著

ふくろう出版 376.1/O73/1

289
保育の現場ですぐに役立つ保育士の基本スキル : 保育士のためのスキルアップノート : ケースで身に付く
保育スキルまるわかり!

橋本圭介著 秀和システム 376.14/H38

290 マンガでわかる!保育所保育指針 : 2017年告示対応版
浅井拓久也著/taeco
マンガ

中央法規出版 376.15/A83/'17
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書名 著者名 出版者 請求記号

291 新しい手話 : わたしたちの手話 2018

全日本ろうあ連盟,
日本手話研究所「日
本手話確定普及研究
部」編纂/全日本ろ
うあ連盟出版局編集

全日本ろうあ連盟出
版局

378.28/Z3/'18

292
発達障害の子どもと上手に生き抜く74のヒント : 保護者に役立つサバイバルブック「小学生編」(学研の
ヒューマンケアブックス)

小林みやび著 学研プラス 378.8/Ko12

293 実践に生かす障害児保育 第2版
前田泰弘編著/立元
真, 中井靖, 小笠原
明子 [著]

萌文書林 378/Ma26

294 新指導要領に対応した特別支援教育で学校が変わる!(トラブルをドラマに変えてゆく教師の仕事術) 小野隆行著 学芸みらい社 378/O67

295 数学図鑑 : やりなおしの高校数学 永野裕之著 オーム社 410/N16
296 読む数学記号(角川文庫:20665) 瀬山士郎 [著] KADOKAWA 410/Se98

297 天文の世界史(インターナショナル新書:017) 廣瀬匠著
集英社インターナ
ショナル/集英社
(発売)

440.2/H72

298 気象のきほん : 天気がわかる! 雲が好きになる!(Newtonライト : 理系脳をきたえる!)(NEWTONムック) ニュートンプレス 451/N99

299 ゲノムで社会の謎を解く : 教育・所得格差から人種問題、国家の盛衰まで

ダルトン・コン
リー, ジェイソン・
フレッチャー著/松
浦俊輔訳

作品社 467.3/C86

300 人間アレルギー : なぜ「あの人」を嫌いになるのか(新潮文庫:10841, お-101-1) 岡田尊司著 新潮社 493.76/O38
301 標準特許法 第6版 高林龍著 有斐閣 507.23/Ta28
302 AIが変えるクルマの未来 : 自動車産業への警鐘と期待 中村吉明著 NTT出版 537.09/N37
303 人生100年「もしも」に備えるお金と知恵(AERA MOOK) 朝日新聞出版 591
304 お父さんも子育ての天才!(AERA MOOK. Aera with babyスペシャル保存版) 朝日新聞出版 599

305 猫の精神生活がわかる本
トーマス・マクナ
ミー著/プレシ南日
子, 安納令奈訳

エクスナレッジ 645.7/Ma99

306 品格のある英語は武器になる : 覚えるだけで「できる人」に見える英語フレーズ集 マヤ・バーダマン著 宝島社 670.93/V42

307 葬送の仕事師たち(新潮文庫:10859, い-121-2) 井上理津子著 新潮社 673.93/I55
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308 マンガでやさしくわかる物流
角井亮一編/円茂竹
縄作画

日本能率協会マネジ
メントセンター

675.4/Ka28

309 知識ゼロからわかる物流の基本 刈屋大輔著 ソシム 675.4/Ka67
310 ツウになる!鉄道の教本 土屋武之著 秀和システム 686.21/Ts32
311 外国人が熱狂するクールな田舎の作り方(新潮新書:748) 山田拓著 新潮社 689.4/Y19
312 運慶のまなざし : 宗教彫刻のかたちと霊性 金子啓明著 岩波書店 712.1/U75
313 クラシック音楽とは何か 岡田暁生著 小学館 762.3/O38

314 近代歌舞伎年表 名古屋篇 第12巻
国立劇場近代歌舞伎
年表編纂室編

八木書店 774.26/KoG/K-3-12

315 天才の証明 中田敦彦著
日経BP社/日経BP
マーケティング(発
売)

779.14/N43

316
フツーの主婦が、弱かった青山学院大学陸上競技部の寮母になって箱根駅伝で常連校になるまでを支えた39
の言葉

原美穂著 アスコム 782.3/H32

317 表千家茶の湯入門 新版 上 千宗左著 主婦の友社 791/Se56/1
318 表千家茶の湯入門 新版 下 千宗左著 主婦の友社 791/Se56/2
319 認知文法論 1(シリーズ認知言語学入門:第4-5巻) 中村芳久編 大修館書店 801/TaS/N-4(1)
320 日本語は天才である(新潮文庫:や-41-2) 柳瀬尚紀著 新潮社 810.4/Y56
321 公共日本語教育学 : 社会をつくる日本語教育 川上郁雄編 くろしお出版 810.7/Ka94
322 通じない日本語 : 世代差・地域差からみる言葉の不思議(平凡社新書:861) 窪薗晴夫著 平凡社 814.9/Ku14
323 あなたの文章が劇的に変わる5つの方法 尾藤克之著 三笠書房 816/B48

324 今日から!英語読書 : 英米児童書からはじめよう 林剛司著
リトル・ガリヴァー
社

830.7/H48

325
外国人から日本についてよく聞かれる質問200 : 外国人観光客からはよく聞かれるのに日本人には想定外の
質問あれこれ

森田正康, カン・ア
ンドリュー・ハシモ
ト著

クロスメディア・ラ
ンゲージ/インプレ
ス (発売)

837.8/Mo66

326 幼なじみ萌え : ラブコメ恋愛文化史 玉井建也著

京都造形芸術大学東
北芸術工科大学出版
局藝術学舎/幻冬舎
(発売)

910.264/Ta77

327 奇跡の人(双葉文庫:は-26-02) 原田マハ著 双葉社 913.6/H32
328 西郷内閣 : 明治新政府を築いた男たちの七〇〇日(双葉文庫:は-30-02) 早瀬利之著 双葉社 913.6/H47
329 青のりMAX(もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら:[2]) 宝島社 913.7/KaK/M-2
330 小泉放談(宝島社文庫:Cこ-19-1) 小泉今日子著 宝島社 914.6/Ko38

331 ニッポン放浪記 : ジョン・ネイスン回想録
ジョン・ネイスン
[著]/前沢浩子訳

岩波書店 934.7/J57
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332 レーナの日記 : レニングラード包囲戦を生きた少女
エレーナ・ムーヒナ
[著]/佐々木寛, 吉
原深和子訳

みすず書房 986/Mu25

333 えがないえほん
B・J・ノヴァクさく
/おおともたけしや
く

早川書房 E/26

334 全国市役所職員採用試験 : 高・大卒程度併用 [2019年度版]
公務員試験情報研究
会編

一ツ橋書店 就職/資格/'19

335 大卒全国市役所職員採用試験実戦テスト [2019年度版]
公務員試験情報研究
会編著

一ツ橋書店 就職/資格/'19

336 自衛隊自衛官候補生採用試験これだけはやっとこう [2019年度版]
公務員試験情報研究
会編著

一ツ橋書店 就職/資格/'19

337 マスコミ就職読本 2019年度版 4 広告・エンタテイメント篇 月刊『創』編集部編 創出版 就職/資格/'19

338 警察官1類・A合格テキスト : 大卒レベル '19年版
コンデックス情報研
究所編著

成美堂出版 就職/資格/'19

339 大卒程度警察官面接試験 [2019年度版]
公務員試験情報研究
会編著

一ツ橋書店 就職/資格/'19

340 大卒消防官面接試験 [2019年度版]
公務員試験情報研究
会編著

一ツ橋書店 就職/資格/'19

341 国家試験カタログ : 「とりたい資格」が見つかる! : 1200資格 2019-20年版(自由国民ガイド版) 自由国民社 就職/資格/'19-'20

342 就職試験受かる小論文・作文模範文例 : 内定を勝ち取る自己アピールのヒント満載!! 2020年度版 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'20

343 サクセス!小論文&作文 2020年度版 喜治賢次著 新星出版社 就職/資格/'20

344 わかる!!わかる!!わかる!!面接&エントリーシート : 面接官はその一言を待っていた [就活'20年度版] 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'20

345 一問一答!一般常識問題集 [2020年度版] 木村正男著 高橋書店 就職/資格/'20
346 イッキに内定!一般常識&時事一問一答 [2020年度版] 角倉裕之著 高橋書店 就職/資格/'20
347 イッキに内定!SPIスピード解法一問一答 [2020年度版] 尾藤健著 高橋書店 就職/資格/'20

348 速攻!これだけ!!一般常識&図解時事 2020年度版 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'20

349 1週間で極める!!基本の一般常識Q&A 2020年度版 新星出版社 就職/資格/'20

350 わかる!!わかる!!わかる!!一般常識 : これを知らずして受けることなかれ [就活'20年度版] 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'20
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351 わかる!!わかる!!わかる!!SPI&WEBテスト : 新傾向SPI2対応 [就活'20年度版] 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'20

352 サクセス!一般常識&最新時事 2020年度版 翼学院著 新星出版社 就職/資格/'20
353 サクセス!SPI&テストセンター 2020年度版 中村一樹著 新星出版社 就職/資格/'20

354 中国新出資料学の展開(日中学者中国古代史論壇論文集:第4回)
中国社会科学院歴史
研究所, 東方学会
[編集]/渡邉義浩編

汲古書院 222.04/C62

355 西晉「儒教國家」と貴族制 渡邉義浩著 汲古書院 222.044/W46
356 宋本廣韻全譯 第10分冊 : 効攝 坂井健一編 汲古書院 821.1/Koi/S-10
357 宋本廣韻全譯 第11分冊 : 梗攝・曾攝 坂井健一編 汲古書院 821.1/Koi/S-11
358 宋本廣韻全譯 第12分冊 : 深攝・咸攝 坂井健一編 汲古書院 821.1/Koi/S-12
359 宋本廣韻全譯 第5分冊 : 果攝・假攝 坂井健一編 汲古書院 821.1/Koi/S-5
360 宋本廣韻全譯 第6分冊 : 宕攝 坂井健一編 汲古書院 821.1/Koi/S-6
361 宋本廣韻全譯 第7分冊 : 臻攝 坂井健一編 汲古書院 821.1/Koi/S-7
362 宋本廣韻全譯 第8分冊 : 流攝 坂井健一編 汲古書院 821.1/Koi/S-8
363 宋本廣韻全譯 第9分冊 : 山攝 坂井健一編 汲古書院 821.1/Koi/S-9

364 国際司法裁判所 : 判決と意見 第5巻
波多野里望, 尾崎重
義編著

国際書院 329.56/Ko51

365 コア・テキスト国際経営(ライブラリ経営学コア・テキスト:11) 大木清弘著
新世社/サイエンス
社 (発売)

335.5/O51

366 公共的なるもの : アーレントと戦後日本 権安理著 作品社 361.1/A68
367 社会と個人 : どこからそしていずこへ 高橋英博著 御茶の水書房 361/Ta33

368 Social work research and evaluation : foundations of evidence-based practice Eleventh edition

[edited by]
Richard M.
Grinnell, Jr. and
Yvonne A. Unrau

Oxford University
Press

369.1/G86

369 社会福祉小六法 平成30年版
ミネルヴァ書房編集
部編

ミネルヴァ書房 369.12/MiS/'18

370 聖書と科学のカルチャー・ウォー : 概説アメリカの「創造vs生物進化」論争
Eugenie C.Scott原
著/鵜浦裕, 井上徹
訳

東信堂 372.53/Sc9

371 子どもの食と栄養 第3版
小川雄二編著 : 坂
本裕子[ほか]共著

建帛社 493.983/O24
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372 食の安全と健康意識データ集 2018-2019 三冬社編集部編 三冬社
498.55/Sa67/'18-
'19

373 わか〜る環境法 西尾哲茂著 信山社 519.12/N86
374 認知文法論 1(シリーズ認知言語学入門:第4-5巻) 中村芳久編 大修館書店 801/TaS/N-4

375 陰陽思考で分析解釈する中国語 : 謎解きの決定版 吉村豊著
ブイツーソリュー
ション/星雲社 (発
売)

820/Y91

376 定年後の知的生産術(ちくま新書:1320) 谷岡一郎著 筑摩書房 007.5/Ta88
377 英米哲学入門 : 「である」と「べき」の交差する世界(ちくま新書:1322) 一ノ瀬正樹著 筑摩書房 133/I16
378 「気づく」とはどういうことか : こころと神経の科学(ちくま新書:1321) 山鳥重著 筑摩書房 141.2/Y19
379 神道・儒教・仏教 : 江戸思想史のなかの三教(ちくま新書:1325) 森和也著 筑摩書房 161.2/Mo45
380 漢倭奴国王から日本国天皇へ : 国号「日本」と称号「天皇」の誕生(京大人文研東方学叢書:4) 冨谷至著 臨川書店 210.3/To59
381 人物篇(ちくま新書:1319. 明治史講義) 筒井清忠編 筑摩書房 210.6/KoK/2
382 サイコパスの真実(ちくま新書:1324) 原田隆之著 筑摩書房 493.76/H32
383 朝ドラには働く女子の本音が詰まってる(ちくま新書:1323) 矢部万紀子著 筑摩書房 778.8/Y11
384 延慶本平家物語全注釈 第6本(巻11) 延慶本注釈の会編 汲古書院 913.434/EnC/E-11
385 「親米」日本の誕生(角川選書:597) 森正人著 KADOKAWA 070.21/Mo54

386 存在と時間 4(光文社古典新訳文庫:[KBハ1-1]-[KBハ1-4])
ハイデガー著/中山
元訳

光文社 134.96/HeM/S-4

387 保健・医療・福祉を学ぶための心理学概論 高橋直樹, 石本豪著 共立出版 140/Ta33

388 心理学が描くリスクの世界 : 行動的意思決定入門 第3版
広田すみれ, 増田真
也, 坂上貴之編著

慶應義塾大学出版会 141.8/Sh69

389 ベーシック発達心理学 開一夫, 齋藤慈子編 東京大学出版会 143/H64

390 「空」の発見 : ブッダと龍樹の仏教対話術を支える論理(サンガ文庫:イ1-2) 石飛道子著 サンガ 181.4/I81
391 人間とは何か 1(日本佛教学会叢書) 日本佛教学会編 法藏館 181/N71/1
392 日本史モノ事典 新版 続 平凡社編 平凡社 210.036/Hei/2
393 キトラ・高松塚古墳の星宿図(ものが語る歴史:37) 泉武著 同成社 210.32/I99

394 高精細画像で甦る150年前の幕末・明治初期日本 : ブルガー&モーザーのガラス原板写真コレクション
東京大学史料編纂所
古写真研究プロジェ
クト編

洋泉社 210.58/B92

395 戦中史 福井紳一著 Kadokawa 210.6/F76
396 丸の内・銀座・神楽坂から東京を解剖する(江戸→TOKYOなりたちの教科書:2) 岡本哲志著 淡交社 213.6/OkS/2
397 ケルトを知るための65章(エリア・スタディーズ:162) 木村正俊編著 明石書店 230.3/Ki39
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398 祈りの旅 : 天皇皇后、被災地への想い 朝日新聞社会部著 朝日新聞出版 288.48/A82

399 変法派の書簡と燕山楚水紀遊 : 山本憲関係資料の世界
山本憲関係資料研究
会編

汲古書院 289.1/Y31

400 保守と立憲 : 世界によって私が変えられないために 中島岳志 [著] スタンド・ブックス 304/N34

401 政治学 第2版(Next教科書シリーズ) 吉野篤編 弘文堂 311/Y92
402 中国政治の社会態制 天児慧著 岩波書店 312.22/A42

403
イスラム国 : グローバル・ジハード「国家」の進化と拡大(亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ:3-
5)

マイケル・ワイス,
ハサン・ハサン著/
山形浩生訳

亜紀書房 316.4/W55

404 先住民からみる現代世界 : わたしたちの「あたりまえ」に挑む
深山直子, 丸山淳
子, 木村真希子編

昭和堂 316.8/Se66

405 在日朝鮮人アイデンティティの変容と揺らぎ : 「民族」の想像/創造 鄭栄鎭著 法律文化社 316.81/C53
406 学校では教えてくれない差別と排除の話 安田浩一著 皓星社 316.81/Y62

407 在日コリアンの人権白書

在日本大韓民国民団
中央本部人権擁護委
員会企画/「在日コ
リアンの人権白書」
制作委員会編

明石書店 316.81/Z1

408 地方創生20の提言 : 考える時代から実行する時代へ 林宜嗣, 中村欣央著 関西学院大学出版会 318.6/H48

409 「戦争責任」はどこにあるのか : アメリカ外交政策の検証1924-40
チャールズ・A.ビー
アド [著]/開米潤,
丸茂恭子訳

藤原書店 319.53/R72

410 責任と法意識の人間科学
唐沢穣, 松村良之,
奥田太郎編著

勁草書房 321.3/Se36

411 国際連合 : その役割と機能 植木安弘著 日本評論社 329.33/U39

412 ドーナツ経済学が世界を救う : 人類と地球のためのパラダイムシフト
ケイト・ラワース著
/黒輪篤嗣訳

河出書房新社 331.04/R18

413 ゲーム理論はアート : 社会のしくみを思いつくための繊細な哲学 松島斉著 日本評論社 331.19/Ma87

414 計量経済学の使い方 : 実践的ガイド 下: 応用編
A.H.ストゥデムント
著

ミネルヴァ書房 331.19/St9/2
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415 レヴィットミクロ経済学 発展編

スティーヴン・レ
ヴィット, オースタ
ン・グールズビー,
チャド・サイヴァー
ソン著/高遠裕子訳

東洋経済新報社 331/R29/2

416 図解ASEANを読み解く : ASEANを理解するのに役立つ70のテーマ 第2版 みずほ総合研究所著 東洋経済新報社 332.23/Mi94

417 インドのグローバル化と空間的再編成 澤宗則著 古今書院 332.25/Sa95
418 経済史 : いまを知り, 未来を生きるために 小野塚知二著 有斐閣 332/O67
419 少子化問題の社会学 赤川学著 弘文堂 334.31/A29

420 経営経済学の歴史
ギュンター・シャン
ツ著/関野賢, 小澤
優子, 柴田明訳

中央経済社/中央経
済グループパブリッ
シング(発売)

335.12/Sc1

421 大学生のための国際経営論 岩谷昌樹著 創成社 335.5/I97
422 管理会計論 第2版 中村彰良著 創成社 336.84/N37
423 会計学エッセンス 第3版 内藤文雄著 中央経済社 336.9/N29

424 財務会計の理論と制度 辻山栄子編著
中央経済社/中央経
済グループパブリッ
シング (発売)

336.9/Ts49

425 スタートアップ会計学 第2版 上野清貴編著 同文舘出版 336.9/U45
426 金融危機は避けられないのか : 不安定性仮説の現代的展開 青木達彦著 日本経済評論社 338.01/A53
427 ベーシック金融論 第2版 山中尚著 同文舘出版 338/Y34

428 ファクトチェックとは何か(岩波ブックレット:No.982)
立岩陽一郎, 楊井人
文著

岩波書店 361.16/T94

429 変わりゆく日本人のネットワーク : ICT普及期における社会関係の変化 石黒格編著 勁草書房 361.3/I73
430 はじめてふれる人間関係の心理学(ライブラリ心の世界を学ぶ:6) 榎本博明著 サイエンス社 361.4/E63

431 シャーデンフロイデ : 人の不幸を喜ぶ私たちの闇
リチャード・H・ス
ミス著/澤田匡人訳

勁草書房 361.4/Sm5

432 西洋都市社会史 : ドイツ・ヨーロッパ温故知新の旅 斯波照雄著 学文社 361.78/Sh18
433 国民健康保険財政の経済分析(中京大学経済学研究叢書:第26輯) 湯田道生著 勁草書房 364.4/Y96
434 新・初めての社会保障論 第2版 古橋エツ子編 法律文化社 364/F93
435 新社会保障ハンドブック 第2版 岡伸一著 学文社 364/O45
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436 18歳から考えるワークルール 第2版(From 18)
道幸哲也, 加藤智
章, 國武英生編

法律文化社 366.14/J92

437 労働力不足の経済学 : 日本経済はどう変わるか 小崎敏男著 日本評論社 366.21/Ko82
438 女性学入門 : ジェンダーで社会と人生を考える 改訂版(Minerva text library:61) 杉本貴代栄編著 ミネルヴァ書房 367.2/Su38
439 日本古代女性史の研究 関口裕子著 塙書房 367.21/Se27

440 高校生ワーキングプア : 「見えない貧困」の真実
NHKスペシャル取材
班著

新潮社 367.68/N71

441 貧困(福祉+α:10) 駒村康平編著 ミネルヴァ書房 368.2/Ko58

442 教育相談(よくわかる!教職エクササイズ:3)
森田健宏, 吉田佐治
子編著

ミネルヴァ書房 370.4/Y79/3

443 いじめからいのちを守る : 逃げろ、生きるため 近藤卓著 金子書房 371.42/Ko73
444 不登校論の研究 : 本人・家庭原因説と専門家の社会的責任 山岸竜冶著 批評社 371.42/Y23

445 教育の基本(K.G.りぶれっと:No.43) 廣田佳彦著 関西学院大学出版会 371/H74

446 教科書にみる世界の性教育
橋本紀子, 池谷壽
夫, 田代美江子編著

かもがわ出版 372/Ky4

447 解説教育六法 平成30年版
解説教育六法編修委
員会編

三省堂 373.2/Ka21/'18

448 教育の効果 : メタ分析による学力に影響を与える要因の効果の可視化
ジョン・ハッティ著
/山森光陽監訳

図書文化社 375.1/H43

449 教育の方法と技術 三訂版(教職課程シリーズ) 平沢茂編著 図書文化社 375.1/H67

450 見方・考え方 : 「見方・考え方」を働かせる真の授業の姿とは? 国語科編
沢井陽介, 加藤寿朗
編著

東洋館出版社 375.1/Sa94/2

451 小学校全面実施につながる移行措置実践ガイド
新教育課程実践研究
会編

教育開発研究所 375.1/Sh57

452 新学習指導要領を主体的につかむ : その構図とのりこえる道 梅原利夫著 新日本出版社 375.1/U66
453 語義からの算数指導 算数・数学学習指導法編 黒田春海著 東洋館出版社 375.412/Ku72/1
454 保健体育 平成29年改訂(中学校教育課程実践講座) 今関豊一編著 ぎょうせい 375.493/I46/'17
455 「見方・考え方」を鍛える小学校国語科の「思考スキル」 伊崎一夫編著 東洋館出版社 375.82/I68
456 イランの歴史 : イラン・イスラーム共和国高校歴史教科書(世界の教科書シリーズ:45) 八尾師誠訳 明石書店 375.932/SeK/A-45

457 小学校時間割編成がわかる本 : 2020年対応 : 移行期間から完全実施までの実践プラン(教職研修総合特集) 向山行雄編集 教育開発研究所 375/Mu27

458 新・保育実践を支える保育の原理
吉田貴子, 水田聖
一, 生田貞子編著

福村出版 376.1/Sh57
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459 実践につなげる、子どもの発達理解 第2版(保育の心理学:1)
井戸ゆかり編著/園
田巌, 紺野道子 [執
筆]

萌文書林 376.11/IdY/1

460 スイスイわかる保育士採用教養試験 [平成30年度版]
保育士採用試験情報
研究会編著

一ツ橋書店 376.14//'18

461 保育士をめざす人の社会的養護内容 3訂 辰己隆, 岡本眞幸編 みらい 376.14/HoM/[7]

462 保育士をめざす人の社会的養護 改訂
辰己隆編 : 波田埜
英治編 : 小川英彦
〔ほか著〕

みらい 376.14/HoM/[9]

463 役立つ!書ける!0歳児の指導計画 : 平成30年度施行要領・指針対応
0歳児の指導計画執
筆グループ著

チャイルド本社 376.15/R25

464 保育内容人間関係 第3版(シードブック)
榎沢良彦, 入江礼子
編著/倉持清美 [ほ
か] 共著

建帛社 376.153/E63

465 ことばを育む・保育に活かす言語表現 第2版 高橋一夫著 みらい 376.158/Ta33
466 思春期の育ちと高校教育 : なぜみんな高校へ行くんだろう? 小野善郎著 福村出版 376.4/O67

467
高大接続の本質 : 「学校と社会をつなぐ調査」から見えてきた課題(どんな高校生が大学、社会で成長する
のか:2)

溝上慎一責任編集/
京都大学高等教育研
究開発推進セン
ター, 河合塾編

学事出版 376.41/Mi93/2

468 生き残りをかけた大学経営の実践 : 消えゆく大学にならないために 岩田雅明著 ぎょうせい 377.1/I97
469 研究指導(シリーズ大学の教授法:5) 近田政博編著 玉川大学出版部 377.15/ShD/5

470 新よくわかるライフデザイン入門 : 大学でどのように学ぶか
大学導入教育研究会
編

古今書院 377.9/D16

471 大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる! 4訂版 世界思想社編集部編 世界思想社 377.9/Se22

472 よくわかる障害児保育 第2版(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 尾崎康子 [ほか] 編 ミネルヴァ書房 378/Y79

473 日本民俗文化学講義 : 民衆の近代とは 川村邦光著 河出書房新社 382.1/Ka95

474 アイヌ文化の基礎知識 増補・改訂版 / 児島恭子監修
アイヌ民族博物館監
修

草風館 382.11/A25

475 「くらし」の時代 : ファッションからライフスタイルへ 米澤泉著 勁草書房 383/Y84

476 Lexicon : 現代人類学
奥野克巳, 石倉敏明
編

以文社 389/O56
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477 天文学史 1(藪内清著作集:第3巻)
藪内清著/『藪内清
著作集』編集委員会
編

臨川書店 402/YaK/3

478 学ぶ脳 : ぼんやりにこそ意味がある(岩波科学ライブラリー:272) 虫明元著 岩波書店 408/14/272
479 生命、微動だにせず : 人工知能を凌駕する生命 郡司ペギオ幸夫著 青土社 461.1/G94

480 ルポ最期をどう迎えるか
共同通信生活報道部
著

岩波書店 490.15/Ky2

481 人間の未来 AIの未来
山中伸弥, 羽生善治
著

講談社 491.11/Y34

482 メディアとICTの知的財産権 第2版(未来へつなぐデジタルシリーズ:12)
菅野政孝, 大谷卓
史, 山本順一著

共立出版 507.2/Me14

483 西村幸夫文化・観光論ノート : 歴史まちづくり・景観整備 西村幸夫著 鹿島出版会 518.8/N84

484 はじめての環境学 新版
北川秀樹, 増田啓子
著

法律文化社 519/Ki63

485 日本画とは何だったのか : 近代日本画史論(角川選書:596) 古田亮著 KADOKAWA 721.9/F94
486 印象派への招待 朝日新聞出版著 朝日新聞出版 723.05/A82

487 少女マンガジェンダー表象論 : 「男装の少女」の造形とアイデンティティ 新増補版 押山美知子著
アルファベータブッ
クス

726.101/O78

488 童謡の百年 : なぜ「心のふるさと」になったのか(筑摩選書:0157) 井手口彰典著 筑摩書房 767.7/I19
489 等身の棋士 北野新太著 ミシマ社 796.04/Ki69

490 ポケモンGOからの問い : 拡張される世界のリアリティ
神田孝治, 遠藤英
樹, 松本健太郎編

新曜社 798.5/P76

491 知っているようで知らない日本語のルール 佐々木瑞枝著 東京堂出版 810.4/Sa75
492 関西ことば辞典 増井金典著 ミネルヴァ書房 818.6/Ma67
493 ファンダメンタル英語史 改訂版 児馬修著 ひつじ書房 830.2/Ko59
494 怖い女 : 怪談、ホラー、都市伝説の女の神話学 沖田瑞穂著 原書房 902.09/O52

495 土左日記堤中納言物語枕草子方丈記徒然草(作家と楽しむ古典) 堀江敏幸 [ほか] 著 河出書房新社 910.2/Sa42

496 「もののあはれ」を読み解く : 『源氏物語』の真実 小谷惠造著 ミネルヴァ書房 913.36/Ko19
497 パラレルワールド・ラブストーリー(講談社文庫:[ひ-17-18]) 東野圭吾 [著] 講談社 913.6/HiK3/P(1)

498 ボートの三人男 : もちろん犬も(光文社古典新訳文庫:[KAシ8-1])
ジェローム・K・
ジェローム著/小山
太一訳

光文社 933.6/J38

499 日本のミステリー(作家名から引く短編小説作品総覧)
日外アソシエーツ編
集

日外アソシエーツ/
紀伊國屋書店 (発
売)

B903.1/N71
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500 海外の小説(作家名から引く短編小説作品総覧)
日外アソシエーツ編
集

日外アソシエーツ/
紀伊國屋書店 (発
売)

B903.1/N71

501 システムズアプローチの基本(システムズアプローチ : Systems approach:第1回) 吉川悟監修
中島映像教材出版
(製作・出版部 星屑
倶楽部)

DV367/Y89

502 伊藤順一郎・精神科アウトリーチ論 星屑倶楽部製作 中島映像教材出版 DV493/I91
503 えでみるあいうえおさくぶん ニシワキタダシ作 あかね書房 E/19
504 考えよう・話しあおう! : いじめはなぜおこるのか?(シリーズ・道徳と「いじめ」:1) 稲葉茂勝著 ミネルヴァ書房 K371.4/Sh88/1

505
文章理解 2019年度: 実践編(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上
級公務員:10||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネット
ワーク(発行)/七賢
出版 (発売)

就職/資格/'19

506
一般知能 2019年度: 実践編(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上
級公務員:6||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネット
ワーク(発行)/七賢
出版 (発売)

就職/資格/'19

507 論文試験の秘伝 : 公務員試験地方上級・国家II種・裁判所事務官他 2019年度採用版 山下純一著
TAC株式会社出版事
業部

就職/資格/'19

508 ベーシックアトラス日本地図帳 新訂第3版 平凡社編 平凡社 旅行/地図
509 ベーシックアトラス世界地図帳 新訂第3版 平凡社編 平凡社 旅行/地図
510 法然と親鸞の信仰 新版(講談社学術文庫:[2432]) 倉田百三 [著] 講談社 081/2/2432
511 哲学の練習問題(講談社学術文庫:[2480]) 河本英夫 [著] 講談社 081/2/2480
512 天皇と天下人(講談社学術文庫:[2485]. 天皇の歴史:5) 藤井譲治 [著] 講談社 081/2/2485

513 宇治拾遺物語 : 全訳注 下(講談社学術文庫:[2491]-[2492]) 高橋貢, 増古和子訳 講談社 081/2/2492

514 明治維新史 : 自力工業化の軌跡(講談社学術文庫:[2494]) 石井寛治 [著] 講談社 081/2/2494

515 エスの本 : ある女友達への精神分析の手紙(講談社学術文庫:[2495])
ゲオルク・グロデッ
ク著/岸田秀, 山下
公子訳

講談社 081/2/2495

516 発見された倭京 : 太宰府都城と官道(古代に真実を求めて : 古田史学論集:第21集) 古田史学の会編 明石書店 210.3/FuT/K-21

517 揺れる国際秩序とアジア(アジア研究所叢書:32) 昇亜美子〔ほか〕著
亜細亜大学アジア研
究所

319.5302/Y99

518 商法総論・会社法総則 畠田公明著
中央経済社/中央経
済グループパブリッ
シング (発売)

325.1/H41

519 グローバルな環境でたくましく生きるためのヒント26(世界で働く人になる!:実践編) 田島麻衣子著 アルク 336.49/Ta26
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520 心理学 : 心理学理論と心理的支援 改訂第9版(社会福祉学習双書 2018:第11巻)
『社会福祉学習双
書』編集委員会編

全国社会福祉協議会 369.08/ZeS/'18-11

521 介護概論 改訂第9版(社会福祉学習双書 2018:第15巻)
『社会福祉学習双
書』編集委員会編

全国社会福祉協議会 369.08/ZeS/'18-15

522 成功!論作文 2019年度版(教育技術mook. 教員採用試験完全突破シリーズ) 吉野恒吉編著 小学館 373.7//'19
523 歴史画 : 人間のものがたり(Art gallery : テーマで見る世界の名画:8) 高橋達史責任編集 集英社 723/ArG/8

524 日本語教師の成長 : ライフストーリーからみる教育実践の立場の変化(日本語教育学の新潮流:19) 飯野令子著 ココ出版 810.7/I27

525 清涼井蘇来集(江戸怪談文芸名作選:第3巻) 井上泰至校訂代表 国書刊行会 913.5/KiO/E-3
526 幻の講話 第1巻 森信三著 到知出版社 150/Mo64/1
527 幻の講話 第2巻 森信三著 到知出版社 150/Mo64/2
528 幻の講話 第3巻 森信三著 到知出版社 150/Mo64/3
529 幻の講話 第4巻 森信三著 到知出版社 150/Mo64/4
530 幻の講話 第5巻 森信三著 到知出版社 150/Mo64/5
531 日本のこころの教育 : 熱弁二時間。全校高校生七百人が声ひとつ立てず聞き入った! 第16刷 境野勝悟著 致知出版社 154/Sa29

532 心に響く小さな5つの物語 [1]
藤尾秀昭文/片岡鶴
太郎画

致知出版社 159/F65/1

533 心に響く小さな5つの物語 2
藤尾秀昭文/片岡鶴
太郎画

致知出版社 159/F65/2

534 福祉小六法 2018年版 小六法編集委員会編 みらい 369.12/F83/'18

535 最新保育資料集 2018 幼児保育研究会編 ミネルヴァ書房 376.1/Sa22/'18
536 大学ランキング 2019年版 週刊朝日編 朝日新聞社 377.21//'19
537 君のやる気スイッチをONにする遺伝子の話 : 鹿児島の高校生たちが感動した命の授業 村上和雄著 致知出版社 467.2/Mu43
538 国語の力がグングン伸びる1分間速音読ドリル : 齋藤メソッド : 小学校全学年 齋藤孝監修 致知出版社 810/Sa25
539 屍人荘の殺人 今村昌弘著 東京創元社 913.6/I44
540 百貨の魔法 村山早紀著 ポプラ社 913.6/Mu62
541 騙し絵の牙 塩田武士著 KADOKAWA 913.6/Sh77
542 盤上の向日葵 柚月裕子著 中央公論新社 913.6/Y99
543 女のホンネ男のホンネ(文春mook) 田辺聖子 文芸春秋 914.6/Ta83
544 日記・断片 上(定本漱石全集:第19巻) 岩波書店 918.68/NaS/19

545 13・67 (いちさん ろくなな)
陳浩基著/天野健太
郎訳

文藝春秋 923.7/C33

546 カラヴァル : 深紅色の少女
ステファニー・ガー
バー著/西本かおる
訳

キノブックス 933.7/G36
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547 その犬の歩むところ(文春文庫:[テ-12-5])
ボストン・テラン著
/田口俊樹訳

文藝春秋 933.7/Te55

548 人工知能と社会 : 2025年の未来予想 栗原聡 [ほか] 共著 オーム社 007.13/J52

549 Pythonの絵本 : Pythonを楽しく学ぶ9つの扉 アンク著 翔泳社 007.64/A49

550 ゼロからやさしくはじめるPython入門 : 基本からスタートして、ゲームづくり、機械学習まで学ぼう! クジラ飛行机著 マイナビ出版 007.64/Ku25

551 平和への祈り : 宗教間対話の可能性 杉谷義純著 春秋社 160.4/Su47

552 国際未来社会を中国から考える
遊佐昇, 河村昌子,
佐藤賢編著

東方書店 302.22/Ko51

553 大学4年間の経営学見るだけノート 平野敦士カール監修 宝島社 335.1/H66

554 財政学15講(ライブラリ経済学15講:BASIC編:4)
麻生良文, 小黒一
正, 鈴木将覚共著

新世社/サイエンス
社 (発売)

341/Z1

555 財政規律の研究 : ドイツ憲法上の起債制限 石森久広著 有信堂高文社 347.234/I78
556 「日本人」は変化しているのか : 価値観・ソーシャルネットワーク・民主主義 池田謙一編著 勁草書房 361.91/I32
557 「概観」社会福祉法 伊奈川秀和著 信山社 369.12/I52

558
International service learning : engaging host communities pbk.(Routledge research in
international and comparative education:17)

edited by Marianne
A. Larsen

Routledge 371.5/L32

559 役立つ!書ける!1歳児の指導計画 : 平成30年度施行要領・指針対応
1歳児の指導計画執
筆グループ著

チャイルド本社 376.15/C31/1

560 役立つ!書ける!2歳児の指導計画 : 平成30年度施行要領・指針対応
2歳児の指導計画執
筆グループ著

チャイルド本社 376.15/C31/2

561 役立つ!書ける!3歳児の指導計画 : 平成30年度施行要領・指針対応
3歳児の指導計画執
筆グループ著

チャイルド本社 376.15/C31/3

562 役立つ!書ける!4歳児の指導計画 : 平成30年度施行要領・指針対応
4歳児の指導計画執
筆グループ著

チャイルド本社 376.15/C31/4

563 役立つ!書ける!5歳児の指導計画 : 平成30年度施行要領・指針対応
5歳児の指導計画執
筆グループ著

チャイルド本社 376.15/C31/5

564
Developing the global student : higher education in an era of globalization :
pbk(Internationalization in higher education)

David Killick Routledge 377.15/Ki29

565 娘たちのいない村 : ヨメ不足の連鎖をめぐる雲南ラフの民族誌(地域研究叢書:34) 堀江未央著 京都大学学術出版会 382.2237/H87

566 ことわざのタマゴ : 当世コトワザ読本 時田昌瑞著 朝倉書店 388.81/To33
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567 宇宙へようこそ : 宇宙物理学をめぐる旅

ニール・ドグラー
ス・タイソン, マイ
ケル・A・ストラウ
ス, J・リチャー
ド・ゴッド著/松浦
俊輔訳

青土社 440.12/U25

568 絵でわかる日本列島の地震・噴火・異常気象(絵でわかるシリーズ) 藤岡達也著 講談社 450.981/F65

569
ありえない138億年史 : 宇宙誕生と私たちを結ぶビッグヒストリー : A big history of our planet and
ourselves

ウォルター・アルバ
レス著/山田美明訳

光文社 450/A41

570 スパイス百科 : 起源から効能、利用法まで 丁宗鐡編著 丸善出版 499.87/C99

571 環境科学入門 : 地球と人類の未来のために 第2版
川合真一郎, 張野宏
也, 山本義和著

化学同人 519/Ka56

572 ドローン産業応用のすべて : 開発の基礎から活用の実際まで 野波健蔵編著 オーム社 538.6/N95

573 カーナビ・ETCから始まるITSの世界 : ITSでもっと安全にもっと快適に 泉隆 [著]
電気学会/オーム社
(発売)

685/I99

574 オリンピック秘史 : 120年の覇権と利権
ジュールズ・ボイコ
フ著/中島由華訳

早川書房 780.69/B69

575 現代オリンピックの発展と危機1940-2020 : 二度目の東京が目指すもの 石坂友司著 人文書院 780.69/I84
576 微妙におかしな日本語 : ことばの結びつきの正解・不正解 神永暁著 草思社 810.4/Ka37

577 迷わず書ける記者式文章術 : プロが実践する4つのパターン 松林薫著 慶應義塾大学出版会 816/Ma73

578 関西弁事典 真田信治監修 ひつじ書房 818.6/Sa61
579 文学のなかの科学 : なぜ飛行機は「僕」の頭の上を通ったのか 千葉俊二著 勉誠出版 910.26/C42

580 美容師・理容師になるには(なるにはBooks:5)
大岳美帆, 木村由香
里著

ぺりかん社 就職/資格

581 公務員試験速攻の時事 : 平成30年度試験完全対応 [本編] 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18
582 公務員試験速攻の時事 : 平成30年度試験完全対応 実践トレーニング編 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'18
583 地方上級・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:7, 4, 6) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'19
584 地方上級教養試験過去問500 2019年度版(公務員試験合格の500シリーズ:6, 3, 5) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'19
585 大卒警察官教養試験過去問350 2019年度版(公務員試験合格の500シリーズ:9-10) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'19

586 公務員試験オールガイド : 将来性・仕事・組織・試験のすべてがわかる多角的ガイド 2019年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'19

587 財政学(公務員試験新スーパー過去問ゼミ5:[19]. 地方上級/国家総合職・一般職・専門職) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['18]
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書名 著者名 出版者 請求記号

588 Intercultural interventions in study abroad pbk.(Internationalization in higher education)
edited by Jane
Jackson and Susan
Oguro

Routledge 371.5/J11

589 Internationalizing the curriculum : pbk(Internationalization in higher education) Betty Leask Routledge 377.15/L48

590
Intercultural competence in higher education : international approaches, assessment and
application : pbk(Internationalization in higher education)

edited by Darla K.
Deardorff and Lily
A. Arasaratnam-
Smith

Routledge 377.6/D51

591 日本の国難 : 2020年からの賃金・雇用・企業(講談社現代新書:2463) 中原圭介著 講談社 081/16/2463
592 銀行員はどう生きるか(講談社現代新書:2474) 浪川攻著 講談社 081/16/2474
593 日露近代史 : 戦争と平和の百年(講談社現代新書:2476) 麻田雅文著 講談社 081/16/2476
594 県立! 再チャレンジ高校 : 生徒が人生をやり直せる学校(講談社現代新書:2477) 黒川祥子著 講談社 081/16/2477
595 戦国日本と大航海時代 : 秀吉・家康・政宗の外交戦略(中公新書:2481) 平川新著 中央公論新社 081/17/2481
596 日本統治下の朝鮮 : 統計と実証研究は何を語るか(中公新書:2482) 木村光彦著 中央公論新社 081/17/2482
597 明治の技術官僚 : 近代日本をつくった長州五傑(中公新書:2483) 柏原宏紀著 中央公論新社 081/17/2483
598 社会学 : わたしと世間(中公新書:2484) 加藤秀俊著 中央公論新社 081/17/2484
599 目からウロコの自然観察: カラー版(中公新書:2485) 唐沢孝一著 中央公論新社 081/17/2485
600 中公文庫 中央公論社 081/18/
601 中公文庫 中央公論社 081/18/
602 中公文庫 中央公論社 081/18/
603 中公文庫 中央公論社 081/18/
604 中公文庫 中央公論社 081/18/
605 中公文庫 中央公論社 081/18/
606 中公文庫 中央公論社 081/18/
607 中公文庫 中央公論社 081/18/
608 中公文庫 中央公論社 081/18/
609 中公文庫 中央公論社 081/18/
610 中公文庫 中央公論社 081/18/
611 海うそ(岩波現代文庫:文芸298, B298) 梨木香歩著 岩波書店 081/22/B298
612 般若心経・法華経ほか(岩波現代文庫:学術:375. 仏典をよむ:3/大乗の教え:上) 中村元著 岩波書店 081/22/G375

613
ラディカル・オーラル・ヒストリー : オーストラリア先住民アボリジニの歴史実践(岩波現代文庫:学術
380, G380)

保苅実著 岩波書店 081/22/G380

614 臨床家河合隼雄(岩波現代文庫:学術:381)
谷川俊太郎, 河合俊
雄編

岩波書店 081/22/G381

615 特別の教科道徳 平成29年改訂(小学校教育課程実践講座) 押谷由夫編著 ぎょうせい 375.352/O78/'17
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616
日本人のための声がよくなる「舌力」のつくり方 : 声のプロが教える正しい「舌の強化法」(ブルーバック
ス:B-2042)

篠原さなえ著 講談社 408/11/2042

617 もうひとつの脳 : ニューロンを支配する陰の主役「グリア細胞」(ブルーバックス:B-2054)
R・ダグラス・
フィールズ著/小松
佳代子訳

講談社 408/11/2054

618 理系のための「実戦英語力」習得法 : 最速でネイティブの感覚が身につく(ブルーバックス:B-2055) 志村史夫著 講談社 408/11/2055

619 新しい1キログラムの測り方 : 科学が進めば単位が変わる(ブルーバックス:B-2056) 臼田孝著 講談社 408/11/2056
620 再生可能エネルギーによる地域づくり : 自立・共生社会への転換の道行き 白井信雄著 環境新聞社 501.6/Sh81

621 見て覚える!社会福祉士国試ナビ 2018
いとう総研資格取得
支援センター編集

中央法規出版 369.079//'18

622 U-CANの社会福祉士書いて覚える!ワークノート 2019年版
ユーキャン社会福祉
士試験研究会編

ユーキャン学び出版
/自由国民社 (発売)

369.079//'19

623 相対性理論の世界 : はじめて学ぶ人のために(ブルーバックス:B-79)
ジェームス・A・
コールマン著/中村
誠太郎訳

講談社 408/11/79(1)

624 動物福祉の現在 : 動物とのより良い関係を築くために
上野吉一, 武田庄平
編著

農林統計出版 480.9/U45

625
コウノドリ 22(モーニングKC:2227, 2242, 2276, 2311, 2342, 2369, 2407, 2440, 2467, 2498, 2512,
2526, 2575, 2611, 2640, 2673, 2703, 2737, 2787, 2799, 2807)

鈴ノ木ユウ著 講談社 495/SuY/22

626 英語学論説資料 第50号 (2016年分) 第1分冊 論説資料保存会 830.4/42/50-1
627 英語学論説資料 第50号 (2016年分) 第2分冊 論説資料保存会 830.4/42/50-2
628 国文学年次別論文集 平成25(2013)年 国文学一般 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'13-1
629 ふしぎな木の実の料理法(こそあどの森の物語) 岡田淳作 理論社 K913/O38/1
630 まよなかの魔女の秘密(こそあどの森の物語:2) 岡田淳作 理論社 K913/O38/2
631 森のなかの海賊船(こそあどの森の物語:3) 岡田淳作 理論社 K913/O38/3
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