
2018年5月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 はじめての研究レポート作成術(岩波ジュニア新書:865) 沼崎一郎著 岩波書店 002.7/N99

2 ヒューマン : 私たち人類の壮大な物語 : 生命誕生から人間の未来までを見すえる統合科学
久住眞理, 久住武
著

人間総合科学大学
/紀伊国屋書店
ホールセール部
(発売)

002/Ku92

3 いちばんやさしいAI「人工知能」超入門 大西可奈子著 マイナビ出版 007.13/066
4 AI vs.教科書が読めない子どもたち 新井紀子著 東洋経済新報社 007.13/A62

5 AIに心は宿るのか(インターナショナル新書:022) 松原仁著
集英社インターナ
ショナル/集英社
(発売)

007.13/Ma73

6 情報モラル&情報セキュリティ : 38の事例でわかりやすく解説! 改訂2版
富士通エフ・
オー・エム株式会
社著制作

FOM出版 007.3/F67

7 情報・メディアと法(放送大学教材:1750020-1-1811) 児玉晴男著
放送大学教育振興
会

007.3/Ko18

8 情報社会のデジタルメディアとリテラシー : 情報倫理を学ぶ 第3版
小島正美編著/木
村清, 池田展敏,
小松澤美喜夫共著

ムイスリ出版 007.3/Ko39

9 脱!スマホのトラブル : LINEフェイスブックツイッターやって良いこと悪いこと 増補版 佐藤佳弘著 武蔵野大学出版会 007.3/Sa87

10 誰もが嘘をついている : ビッグデータ分析が暴く人間のヤバい本性

セス・スティーヴ
ンズ=ダヴィド
ウィッツ著/酒井
泰介訳

光文社 007.3/St5

11 脱!SNSのトラブル : LINEフェイスブックツイッターやって良いこと悪いこと 佐藤佳弘編著 武蔵野大学出版会 007.353/Sa87

12 学生のためのSNS活用の技術 第2版
高橋大洋, 吉田政
弘著/佐山公一編
著

講談社 007.353/Ta33

13 大学生のための情報リテラシー 張磊, 桐村喬著 共立出版 007.6/C53

14 学生のための思考力・判断力・表現力が身に付く情報リテラシー
富士通エフ・
オー・エム株式会
社著作制作

FOM出版 007.6/F67
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15 情報リテラシー 改訂版 総合編
富士通エフ・
オー・エム株式会
社著制作

FOM出版 007.6/F67/2

16 情報リテラシー 改訂版 アプリ編
富士通エフ・
オー・エム株式会
社著制作

FOM出版 007.6/F67/3

17 会社のパソコン仕事術マナー&最新常識100(今すぐ使えるかんたん文庫:032) AYURA著 技術評論社 007.63/A98

18 マンガで学ぶパワーポイント : 新人ビジネスマン修二と覚えよう!

木村幸子著・監修
/秋内常良シナリ
オ/朝戸ころもマ
ンガ/トレンド・
プロマンガ制作

マイナビ出版 007.63/Ki39

19 今すぐ使えるかんたんExcelグラフ(Imasugu Tsukaeru Kantan Series) 柳田留美著 技術評論社 007.6384
20 Excel最高の学び方 : 関数は「使える順」に極めよう!(できるビジネス) 羽毛田睦土著 インプレス 007.6384/H17

21 ビジネスExcel完全版 : 操作 : 関数 : 文書 : マクロ 日経PC21総力編集
日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

007.6384/N73

22 プログラミングを、はじめよう 立山秀利著 インプレス 007.64/Ta94

23 メディア学キーワードブック : こんなに広いメディアの世界
東京工科大学メ
ディア学部編

コロナ社 007/To46

24 デジタル化社会の知の蓄積(図書館空間のデザイン:[正]) 益子一彦著 丸善出版 012/Ma64/1

25 情報サービス論 : 情報と人びとをつなぐ図書館員の専門性(講座・図書館情報学:6)
山口真也, 千錫
烈, 望月道浩編著

ミネルヴァ書房 015.2/J66

26 学校図書館の基礎と実際 後藤敏行著 樹村房 017/G72
27 学校図書館ビフォー・アフター物語 : 図書館活用教育の全国展開を願って 五十嵐絹子編著 国土社 017/I23
28 速読日本一が教えるすごい読書術 : 短時間で記憶に残る最強メソッド 角田和将著 ダイヤモンド社 019.13/Ts82

29 できる子に育つ魔法の読みきかせ
ジム・トレリース
著/鈴木徹訳

筑摩書房 019.5/Tr3

30 100冊の絵本と親子の3000日
福沢周亮, 薮中征
代編/三木みな子
[ほか] 著

教育出版 019.53/F85

31 ビブリオクイズ : 「学校」「図書館」「職場」でビブリオトークを! 笹倉剛著 あいり出版 019.9/Sa75
32 教養読書 : 仕事も人生も読む本で大きく変わる 福原義春著 東洋経済新報社 019/F75
33 詳解著作権法 第5版 作花文雄著 ぎょうせい 021.2/Sa42
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34 人類なら知っておきたい地球の雑学(中経の文庫:C62ざ) 雑学総研著 KADOKAWA 049.1/Z1

35 中国年鑑 言中 継続受入
中国研究所 ; 毎
日新聞社(発売)

059.22/ChK/'

36 ブリタニカ国際年鑑 2018
ティビーエス・ブ
リタニカ年鑑

059/2/2018

37 博物館学史研究事典
青木豊, 鷹野光行
編

雄山閣 069/A53

38 博物館情報・メディア論(放送大学教材:1555014-1-1811)
稲村哲也, 近藤智
嗣編著

放送大学教育振興
会

069/I53

39 ニュースの深き欲望(朝日新書:659) 森達也著 朝日新聞出版 070.14/Mo67
40 読売報道写真集 2018 読売新聞社 070.17/Y81/'18

41 翻刻明月記 3 自安貞元年 至嘉禎元年(冷泉家時雨亭叢書:別巻2-4)
[藤原定家著]/冷
泉家時雨亭文庫編

朝日新聞社/朝日
新聞出版 (発売)

081.7/2/別4

42 人口減少日本であなたに起きること(講談社現代新書:2475. 未来の年表:2) 河合雅司著 講談社 081/16/2475
43 「片頭痛」からの卒業(講談社現代新書:2478) 坂井文彦著 講談社 081/16/2478
44 近代日本の構造 : 同盟と格差(講談社現代新書:2479) 坂野潤治 講談社 081/16/2479
45 中公新書 中央公論社 081/17/
46 中公新書 中央公論社 081/17/
47 中公新書 中央公論社 081/17/
48 中公新書 中央公論社 081/17/
49 中公新書 中央公論社 081/17/
50 川の光(中公文庫:[ま-49-1]) 松浦寿輝著 中央公論新社 081/18/
51 中公文庫 中央公論社 081/18/
52 中公文庫 中央公論社 081/18/
53 中公文庫 中央公論社 081/18/

54 新しい学 上(中公文庫:[ウ-11-1], [ウ-11-2])
ジャンバッティス
タ・ヴィーコ著/
上村忠男訳

中央公論新社 081/18/ウ11-1

55 新しい学 下(中公文庫:[ウ-11-1], [ウ-11-2])
ジャンバッティス
タ・ヴィーコ著/
上村忠男訳

中央公論新社 081/18/ウ11-2

56 レイテ戦記 2(中公文庫:[お-2-13], [お-2-14]) 大岡昇平著 中央公論新社 081/18/お2-14
57 ただいま家事見習い中 : ハウスワーク代行・亜美の日記(中公文庫:[く-19-10]) 鯨統一郎著 中央公論新社 081/18/く19-10
58 マインド(中公文庫:[こ-40-33]. 警視庁捜査一課・碓氷弘一:6) 今野敏著 中央公論新社 081/18/こ40-33
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59 夏目漱石を江戸から読む : 付・正宗白鳥「夏目漱石論」(中公文庫:[こ-43-2]) 小谷野敦著 中央公論新社 081/18/こ43-2

60 ツァラトゥストラ 改版(中公文庫:[ニ-2-3])
ニーチェ著/手塚
富雄訳

中央公論新社 081/18/ニ2-3

61 回顧録 改版 上(中公文庫:[ま-2-3], [ま-2-4]) 牧野伸顕著 中央公論新社 081/18/ま2-3
62 回顧録 改版 下(中公文庫:[ま-2-3], [ま-2-4]) 牧野伸顕著 中央公論新社 081/18/ま2-4
63 レインコートを着た犬(中公文庫:[よ-39-6]) 吉田篤弘著 中央公論新社 081/18/よ39-6

64 葉隠 : 新校訂 : 全訳注 中(講談社学術文庫:[2448-2449])

[山本常朝述]/[田
代陣基筆録]/菅野
覚明 [ほか] 訳・
注・校訂

講談社 081/2/2449

65 江戸時代の天皇(講談社学術文庫:[2486]. 天皇の歴史:6) 藤田覚 [著] 講談社 081/2/2486

66 ヨハネの黙示録(講談社学術文庫:[2496])
小河陽訳/石原綱
成図版構成

講談社 081/2/2496

67 はだかの起原 : 不適者は生きのびる(講談社学術文庫:[2497]) 島泰三 [著] 講談社 081/2/2497
68 地図の歴史 : 世界篇・日本篇(講談社学術文庫:[2498]) 織田武雄 [著] 講談社 081/2/2498
69 岩波現代文庫 岩波書店 081/22/
70 岩波現代文庫 岩波書店 081/22/
71 ルポ保育格差(岩波新書:新赤版 1712) 小林美希著 岩波書店 081/6-4/1712
72 データサイエンス入門(岩波新書:新赤版 1713) 竹村彰通著 岩波書店 081/6-4/1713
73 声優 : 声の職人(岩波新書:新赤版 1714) 森川智之著 岩波書店 081/6-4/1714
74 後醍醐天皇(岩波新書:新赤版 1715) 兵藤裕己著 岩波書店 081/6-4/1715
75 五日市憲法(岩波新書:新赤版 1716) 新井勝紘著 岩波書店 081/6-4/1716
76 幸せへの習慣をつくる : 自分を育てる哲学的思考 香川豊著 学事出版 104/Ka17
77 草莽論 : その精神史的自己検証(ちくま学芸文庫:[ム-9-1]) 村上一郎著 筑摩書房 121.5/Mu43

78 『朱子語類』訳注 巻16 (上)
垣内景子, 恩田裕
正編

汲古書院
125.46/ShK/S-16-
1

79 バカロレア幸福論 : フランスの高校生に学ぶ哲学的思考のレッスン(星海社新書:122) 坂本尚志著
星海社/講談社
(発売)

130/Sa32

80 自己心理学セミナー : 自己理解に役立つ13章 金築智美編著 勁草書房 140/Ka54

81 心理学概論(放送大学教材:1720066-1-1811)
森津太子, 向田久
美子編著

放送大学教育振興
会

140/Mo69

82 心理学 新版(New liberal arts selection) 無藤隆 [ほか] 著 有斐閣 140/Sh69

83 風味は不思議 : 多感覚と「おいしい」の科学
ボブ・ホルムズ著
/堤理華訳

原書房 141.2/H83
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84 「おいしさ」の錯覚 : 最新科学でわかった、美味の真実
チャールズ・スペ
ンス著/長谷川圭
訳

KADOKAWA 141.2/Sp4

85 反共感論 : 社会はいかに判断を誤るか
ポール・ブルーム
著/高橋洋訳

白揚社 141.6/B58

86 老年期女性の心的世界 : 「枯れない心」に寄り添う 西尾ゆう子著 誠信書房 143.7/N86
87 子どもは善悪をどのように理解するのか? : 道徳性発達の探究 長谷川真里著 ちとせプレス 143/H36

88 占星術とユング心理学(ユング心理学研究:第10巻)
日本ユング心理学
会編

創元社 145.9/NiY/10

89 自尊心の育て方 : あなたの生き方を変えるための、認知療法的戦略

マシュー・マッケ
イ, パトリック・
ファニング著/高
橋祥友訳

金剛出版 146.811/Ma99

90 目的なき人生を生きる(角川新書:[K-189]) 山内志朗 [著] KADOKAWA 150.4/Y46
91 「正しさ」の理由 : 「なぜそうすべきなのか?」を考えるための倫理学入門 中村隆文著 ナカニシヤ出版 150/N37
92 社会人1年目の君に : ビジネスパーソンに必要な50の鉄則 佐々木常夫著 宝島社 159.4/Sa75

93 宗教と科学の対話 : 宇宙の摂理への想い その2
高野山大学密教文
化研究所編

企業開発センター
/星雲社 (発売)

160.4/Ko97/2

94 「神話」を近現代に問う(アジア遊学:217)
植朗子, 南郷晃
子, 清川祥恵編

勉誠出版 164/Sh69

95 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2018-4]
edited by Marc
Gaborieau ...
[et al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'18-4

96 東アフリカにおける民衆のイスラームは何を語るか : タリーカとスンナの医学(Minerva人文・社会科学叢書:227) 藤井千晶著 ミネルヴァ書房 167.245/F57

97 イスラム教の論理(新潮新書:752) 飯山陽著 新潮社 167/I27
98 神道入門 : 民俗伝承学から日本文化を読む(ちくま新書:1330) 新谷尚紀著 筑摩書房 170/Sh69
99 日本の神様ご利益事典 : イラストでまるわかり! 平藤喜久子監修 神宮館 172/H63
100 仏教論争 : 「縁起」から本質を問う(ちくま新書:1326) 宮崎哲弥著 筑摩書房 181.4/Mi88
101 「図説」仏教と宗派 : 日本仏教の誕生から13宗派の違い、その特徴を解説(Eiwa mook) 英和出版社 182.1/E39
102 近世仏教論 西村玲著 法藏館 182.1/N84

103 日本仏教を捉え直す(放送大学教材:1554972-1-1811)
末木文美士, 頼住
光子編著

放送大学教育振興
会

182.1/Su16

104 訳注般若心経秘鍵 松長有慶著 春秋社 188.54/Ku27
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105 考古学 新訂(放送大学教材:1554921-1-1811)
早乙女雅博, 設楽
博己編著

放送大学教育振興
会

202.5/Sa67

106 水中遺跡の歴史学 佐藤信編 山川出版社 202.5/Sa86

107 海を渡った人類の遥かな歴史 : 古代海洋民の航海(河出文庫:[フ8-3])
B・フェイガン著/
東郷えりか訳

河出書房新社 209/F11

108 誰も教えてくれない真実の世界史講義 中世編 倉山満著 PHP研究所 209/Ku57/2
109 海賊の文化史(朝日選書:971) 海野弘著 朝日新聞出版 209/U76
110 「民族」で読み解く世界史 : 教養として知っておきたい 宇山卓栄著 日本実業出版社 209/U98

111 元号 : 年号から読み解く日本史(文春新書:1156)
所功, 久禮旦雄,
吉野健一著

文藝春秋 210.023/G34

112 大日本史料 第8編之43
東京帝國大學文科
大學史料編纂掛編
纂

東京帝國大學 210.08/16/8-43

113 大日本史料 第9編之28
東京帝國大學文科
大學史料編纂掛編
纂

東京帝國大學 210.08/16/9-28

114 兼宣公記 新訂増補版 第1(史料纂集:古記録編:196)
[廣橋兼宣著]/榎
原雅治, 小瀬玄士
校訂

八木書店古書出版
部/八木書店 (発
売)

210.08/3/カ2-1

115 0(ゼロ)から学ぶ「日本史」講義 古代篇 出口治明著 文藝春秋 210.1/D53/1
116 世界史とつなげて学べ超日本史 : 日本人を覚醒させる教科書が教えない歴史 茂木誠著 KADOKAWA 210.1/Mo16
117 一冊でつかむ日本史(河出文庫:[た33-2]) 武光誠著 河出書房新社 210.1/Ta63
118 邪馬台国の全解決 : 中国「正史」がすべてを解いていた 決定版 孫栄健著 言視舎 210.273/So49
119 日本古代の豪族と渡来人 : 文献史料から読み解く古代日本 加藤謙吉著 雄山閣 210.3/Ka86
120 古代日中関係の展開(日本歴史私の最新講義:21) 森公章著 敬文舎 210.3/Mo52
121 日本古代史の方法と意義 新川登亀男編 勉誠出版 210.3/Sh64
122 日本の起源は日高見国にあった : 縄文・弥生時代の歴史的復元(勉誠選書) 田中英道著 勉誠出版 210.3/Ta84
123 埋葬からみた古墳時代 : 女性・親族・王権(歴史文化ライブラリー:465) 清家章著 吉川弘文館 210.32/Se17

124 古墳空中探訪 奈良編
梅原章一著/今尾
文昭解説

新泉社 210.32/U66/1

125 古墳空中探訪 列島編
梅原章一著/今尾
文昭解説

新泉社 210.32/U66/2

126 細川家史料 26(大日本近世史料)
東京大學史料編纂
所編

東京大學史料編纂
所/東京大學出版
會 (発売)

210.5/5/10-26
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127 廣橋兼胤公武御用日記 13(大日本近世史料)
[廣橋兼胤著]/東
京大學史料編纂所
編

東京大学出版会 210.5/5/13-13

128 日本近世史研究と歴史教育 高埜利彦編 山川出版社 210.5/Ta47
129 トピックで読み解く日本近世史 安高啓明著 昭和堂 210.5/Y66

130 天誅組 : その道を巡る(京阪奈新書) 舟久保藍著
京阪奈情報教育出
版

210.58/Te35

131 幕末維新史の研究 オンデマンド版(日本史学研究叢書) 田中彰著 吉川弘文館 210.61/Ta84
132 長州藩と明治維新 オンデマンド版 田中彰著 吉川弘文館 210.61/Ta84
133 極秘公文書と慰安婦強制連行 : 外交史料館等からの発見資料 今田真人著 三一書房 210.75/I41
134 東京裁判速記録から読む大東亜戦争 : 三つの戦争 亀谷正志著 展転社 210.75/Ka33
135 大阪大空襲 : 大阪が壊滅した日 改訂 新装版 小山仁示著 東方出版 210.75/Ko97
136 陸軍中野学校と沖縄戦 : 知られざる少年兵「護郷隊」(歴史文化ライブラリー:466) 川満彰著 吉川弘文館 210.75/R42
137 ケルトの想像力 : 歴史・神話・芸術 鶴岡真弓著 青土社 230.3/Ts86

138 教養としての「ローマ史」の読み方 本村凌二著
PHPエディター
ズ・グループ/PHP
研究所 (発売)

232/Mo86

139 バスク地方の歴史 : 先史時代から現代まで(世界歴史叢書)
マヌエル・モンテ
ロ著/萩尾生訳

明石書店 236/Mo38

140 戦場から生きのびて : ぼくは少年兵士だった(河出文庫:[ヘ12-1])
I・ベア著/忠平美
幸訳

河出書房新社 244.24/B31

141 皇位継承 増補改訂版(文春新書:1163) 高橋紘, 所功著 文藝春秋 288.4/Ta33

142 孤高の国母貞明皇后 : 知られざる「昭和天皇の母」 川瀬弘至著
産経新聞出版/日
本工業新聞社

288.44/Te25

143 大工一代(角川文庫:20753) 平田雅哉 [著] KADOKAWA 289.1/H68
144 下学雑話 : 森信三語録 森信三著 致知出版社 289.1/Mo64
145 ワンペダル誕生への道 : 発明家の半生 津村重光著 トライ 289.1/N54
146 GHQと戦った女沢田美喜(新潮文庫:10858, あ-58-3) 青木冨貴子著 新潮社 289.1/Sa93
147 図説ルイ14世 : 太陽王とフランス絶対王政(ふくろうの本) 佐々木真著 河出書房新社 289.3/L83

148 現代人文地理学(放送大学教材:1740091-1-1811)
佐藤廉也, 宮澤仁
編著

放送大学教育振興
会

290.1/Sa87

149 グローバリゼーション : 縮小する世界(シリーズ地誌トピックス:1)
矢ケ﨑典隆, 山下
清海, 加賀美雅弘
編

朝倉書店 290/Sh88/1
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150 ローカリゼーション : 地域へのこだわり(シリーズ地誌トピックス:2)
矢ケ﨑典隆, 菊池
俊夫, 丸山浩明編

朝倉書店 290/Sh88/2

151 サステイナビリティ : 地球と人類の課題(シリーズ地誌トピックス:3)
矢ケ﨑典隆, 森島
済, 横山智編

朝倉書店 290/Sh88/3

152 世の中のしくみが氷解する世界一おもしろい地理の授業 鈴木達人著 KADOKAWA 290/Su96
153 京都がなぜいちばんなのか(ちくま新書:1329) 島田裕巳著 筑摩書房 291.62/Sh36

154 おとなの神戸 : 街歩きからドライブまで遊ぶ、食べるおとなのための定番&新定番(LMAGA MOOK)
京阪神エルマガジ
ン社

291.64/Ke23

155 「ベルギーの最も美しい村」全踏破の旅 吉村和敏著 講談社 293.58/Y91
156 極夜行 角幡唯介著 文芸春秋 297.8091/Ka28
157 私のアフリカ、私の旅 : 繊維から教育へ、そして草の根NGOへ 深尾幸市著 竹林館 304/F72
158 現代社会用語集 入江公康著 新評論 304/I64

159 どんなことが起こってもこれだけは本当だ、ということ。 : 幕末・戦後・現在(岩波ブックレット:No.983) 加藤典洋著 岩波書店 304/Ka86

160 論文作成ガイド : 社会科学を学ぶ学生のために 新版 應和邦昭著
東京農業大学出版
会

307/O93

161 石破茂と水月會の日本創生 石破茂他著 新講社 310.4/I71
162 金正恩 : 狂気と孤独の独裁者のすべて 五味洋治著 文芸春秋 312.21/Ki38

163 丸ごと1冊金正恩 : ニューズウィーク日本版SPECIAL ISSUE(Media House mook)
CCCメディアハウ
ス

312.21/Ki38

164 金正恩 : 恐怖と不条理の統治構造(新潮新書:759) 朴斗鎮著 新潮社 312.21/Ki38

165 核心の中国 : 習近平はいかに権力掌握を進めたか
朝日新聞中国総局
著

朝日新聞出版 312.22/A82

166 なぜ中国は民主化したくてもできないのか : 「皇帝政治」の本質を知れば現代中国の核心がわかる 石平著 KADOKAWA 312.22/Se28

167 習近平帝国の暗号2035 中澤克二著
日本経済新聞出版
社

312.22/Sh99

168 欧州ポピュリズム : EU分断は避けられるか(ちくま新書:1327) 庄司克宏著 筑摩書房 312.3/Sh96
169 アメリカ政治講義(ちくま新書:1331) 西山隆行著 筑摩書房 312.53/N87
170 大統領を裁く国アメリカ : トランプと米国民主主義の闘い(集英社新書:0927A) 矢部武著 集英社 312.53/Tr8
171 近代天皇制から象徴天皇制へ : 「象徴」への道程 河西秀哉著 吉田書店 313.61/Ka96

172 ルトワックの"クーデター入門"
エドワード・ルト
ワック著

芙蓉書房出版 316.5/L97

173 辺境中国 : 新疆、チベット、雲南、東北部を行く
デイヴィッド・ア
イマー著/近藤隆
文訳

白水社 316.822/E38
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174 アウシュヴィッツの歯科医
ベンジャミン・
ジェイコブス著/
向井和美訳

紀伊國屋書店 316.88/J12

175 ホロコーストを生き抜く : 母の伝記と娘の回想
イレーナ・パウエ
ル著/河合秀和訳

彩流社 316.88/J21

176 公文書問題 : 日本の「闇」の核心(集英社新書:0920A) 瀬畑源著 集英社 317.6/Se12
177 地方自治法の要点 : 試験・実務に役立つ! 第11次改訂版 檜垣正已著 学陽書房 318.1/H55
178 地方自治法基本解説 第7版 川崎政司著 法学書院 318.1/Ka97

179 現代の都市経済学(Theory & policy) 小淵洋一著
中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング(発売)

318.7/O14

180 親日国の世界地図 : 236のデータで実証(祥伝社新書:529) 佐藤拓 [著] 祥伝社 319.1/Sa87

181 徹底討論どうする!?どうなる!?「北朝鮮」問題
森本敏, 田原総一
朗著

海竜社 319.1021/Mo55

182 国連平和構築 : 紛争のない世界を築くために何が必要か 長谷川祐弘著 日本評論社 319.9/H36
183 一気にわかる!池上彰の世界情勢 2018 池上彰著 毎日新聞出版 319/I33/'18

184 法解釈入門 : 「法的」に考えるための第一歩 補訂版
山下純司, 島田聡
一郎, 宍戸常寿著

有斐閣 321/H82

185 法律の条文解釈入門 : 六法を引こう! 新版 小室百合著 信山社出版 321/Ko69
186 法学入門 : 新装版 末弘厳太郎著 日本評論社 321/Su16
187 自衛隊と憲法 : これからの改憲論議のために(犀の教室) 木村草太著 晶文社 323.149/Ki39

188 公共政策を学ぶための行政法入門
深澤龍一郎, 大田
直史, 小谷真理編

法律文化社 323.9/Ko54

189 行政法 第2版 宇賀克也著 有斐閣 323.9/U54
190 行政救済法 第6版(行政法概説:2) 宇賀克也著 有斐閣 323.9/UgK/2
191 民法がわかる民法総則 第4版 滝沢昌彦著 弘文堂 324.1/Ta73
192 無戸籍の日本人(集英社文庫:[い79-1]) 井戸まさえ著 集英社 324.87/I19
193 会社法 第20版(法律学講座双書) 神田秀樹著 弘文堂 325.2/Ka51
194 会社法の学び方 久保田安彦著 日本評論社 325.2/Ku14

195 Remorse and reparation(Forensic focus:7)
edited by Murray
Cox

Jessica Kingsley
Publishers

326.34/C89
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196 Forensic psychotherapy hbk.
edited by
Jessica Yakeley,
Gill McGauley

Routledge 327.014/Y16

197 市民生活と裁判(放送大学教材:1639625-1-1811)
川島清嘉, 川島志
保編著

放送大学教育振興
会

327/Ka97

198 危機の中のEU経済統合 : ユーロ危機、社会的排除、ブレグジット
嶋田巧, 高屋定
美, 棚池康信編著

文眞堂 329.37/Ki22

199 日報隠蔽 : 南スーダンで自衛隊は何を見たのか
布施祐仁, 三浦英
之著

集英社 329.5/F96

200 東京裁判をゼロからやり直す(小学館新書:323)
ケント・ギルバー
ト, 井上和彦著

小学館 329.67/G44

201 国際法講義 : 副読本 鶴田順著 成文堂 329/Ts87

202 経済・商学系のための情報リテラシー入門 第4版
荒木孝治 [ほか]
著

同文舘出版 330.7/Ke29

203 経済用語イラスト図鑑 鈴木一之監修 新星出版社 330/Su96

204 経済学は役に立ちますか?
竹中平蔵, 大竹文
雄著

東京書籍 331.04/Ta64

205 計量経済学の使い方 : 実践的ガイド 上: 基礎編
A.H.ストゥデムン
ト著

ミネルヴァ書房 331.19/St9/1

206 マクロ経済分析 : ケインズの経済学 第2版 佐々木浩二著 創成社 331.74/Ke67

207 高校生からの経済入門
中央大学経済学部
編

中央大学出版部 331/C66

208 ミクロ経済学 第3版 伊藤元重著 日本評論社 331/I91

209 基礎からのマクロ経済学 第3版 片山尚平著

中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング (発
売)

331/Ka84

210 基本経済学
大淵三洋, 芹澤高
斉編著/日隈信夫
[ほか著]

八千代出版 331/O19

211 経済学(アカデミックナビ) 大瀧雅之著 勁草書房 331/O83
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212 経済学のエッセンス100 第3版
多和田眞, 近藤健
児著

中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング (発
売)

331/Ta97

213 ミクロ経済学 : 需要供給分析からの入門(日評ベーシック・シリーズ) 上田薫著 日本評論社 331/U32
214 ディズニーで学ぶ経済学 山澤成康著 学文社 331/Y43
215 入門資本主義経済(平凡社新書:866) 伊藤誠著 平凡社 332.06/I91
216 日本経済の長期停滞とアジアへの教訓 長谷川啓之著 学文社 332.107/H36

217 関西経済の構造分析(関西学院大学産研叢書:41) 豊原法彦編著
中央経済社/中央
経済パブリッシン
グ (発売)

332.16/To85

218 現代アジア経済論 : 「アジアの世紀」を学ぶ(有斐閣ブックス:[478]) 遠藤環 [ほか] 編 有斐閣 332.2/G34

219 チャイナ・エコノミー : 複雑で不透明な超大国その見取り図と地政学へのインパクト
アーサー・R・ク
ローバー著/東方
雅美訳

白桃書房 332.22/Kr6

220 現代ヨーロッパ経済 第5版(有斐閣アルマ:Specialized)
田中素香 [ほか]
著

有斐閣 332.3/G34

221 アメリカ経済論入門 第2版
宮田由紀夫, 玉井
敬人著

晃洋書房 332.53/Mi85

222 グローバル経済史(放送大学教材:1639609-1-1811)
水島司, 島田竜登
著

放送大学教育振興
会

332/Mi96

223 理論と実証から学ぶ新しい国際経済学 友原章典著 ミネルヴァ書房 333.6/To61

224 地域研究からみた人道支援 : アフリカ遊牧民の現場から問い直す(地域研究ライブラリ:3)
湖中真哉, 太田
至, 孫暁剛編

昭和堂 333.845/C43

225 流入外国人と日本 : 人口減少への処方箋 石川義孝著 海青社 334.31/I76

226 日本発スタートアップの失敗と成功21ストーリー(未来をつくる起業家:vol. 2)
ケイシー・ウォー
ル [著]

クロスメディア・
パブリッシング/
インプレス (発
売)

335.04/W14/2

227 現代の経営学
菊池敏夫 [ほか]
編著/新川本 [ほ
か] 著

税務経理協会 335.1/G34

228 基本経営学
浅野清彦 [ほか]
著

東海大学出版部 335.1/Ki17
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229 経営学概論(放送大学教材:1730088-1-1811) 山田幸三著
放送大学教育振興
会

335.1/Y19

230 宝塚戦略 : 小林一三の生活文化論(読みなおす日本史) 津金澤聰廣著 吉川弘文館 335.13/Ko12

231 社会が選ぶ企業

KPMGジャパン統合
報告センター・オ
ブ・エクセレンス
編著

日本経済新聞出版
社

335.13/Ko99

232 開示不正 : その実態と防止策 : fraudulent report 八田進二編著 白桃書房 335.15/H43
233 なぜ企業に倫理を問えるのか : 企業道徳的主体論争を読み解く(奈良学園大学社会科学学会研究叢書:2) 宮坂純一著 萌書房 335.15/Mi82
234 ガバナンス革命の新たなロードマップ : 2つのコードの高度化による企業価値向上の実現 北川哲雄編著 東洋経済新報社 335.4/Ki63
235 コーポレート・ガバナンス改革の国際比較 : 多様化するステークホルダーへの対応 佐久間信夫編著 ミネルヴァ書房 335.4/Sa45

236 例題でよくわかるはじめてのオペレーションズ・リサーチ
加藤豊, 加藤理共
著

森北出版 336.1/Ka86

237 労働法の基礎理論(講座労働法の再生:第1巻) 日本労働法学会編 日本評論社 336.14/N71/1

238 イノベーションのジレンマ : 技術革新が巨大企業を滅ぼすとき 増補改訂版(Harvard business school press)
クレイトン・クリ
ステンセン著/伊
豆原弓訳

翔泳社 336.17/C58

239 イノベーションへの解 : 利益ある成長に向けて(Harvard business school press)

クレイトン・クリ
ステンセン, マイ
ケル・レイナー著
/櫻井祐子訳

翔泳社 336.17/C58/1

240 イノベーターの確たる成長に向けて(Harvard business school press. イノベーションへの解:実践編)
スコット・アンソ
ニー [ほか] 著/
栗原潔訳

翔泳社 336.17/C58/2

241 職務発明の実務Q&A(勁草法律実務シリーズ)
高橋淳, 松田誠司
編著

勁草書房 336.17/Ta33

242 ストーリーでわかるファシリテーター入門 : 輝く現場をつくろう! 森時彦著 ダイヤモンド社 336.2/Mo68
243 組織行動 : 理論と実践 須田敏子著 NTT出版 336.3/Su13

244 労務管理 第2版 3級(ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト)
廣石忠司監修/中
央職業能力開発協
会編

中央職業能力開発
協会/社会保険研
究所 (発売)

336.4/C66

245 人的資源管理 新訂(放送大学大学院教材:8930775-1-1811. 社会経営科学プログラム)
原田順子, 平野光
俊編著

放送大学教育振興
会

336.4/H32
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246 外国人雇用の実務 第2版 近藤秀将著

中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング (発
売)

336.42/Ko73

247 間違いやすい順社会人の最新マナー大全 明石伸子著 宝島社 336.47/A32
248 OKがもらえる資料作成のツボとコツがゼッタイにわかる本(最初からそう教えてくれればいいのに!) 奥秋和歌子著 秀和システム 336.5/O54

249 秘書検定試験1級実問題集 : 文部科学省認定 2018年度版
実務技能検定協会
編

早稲田教育出版 336.59//'18

250 秘書検定試験準1級実問題集 : 文部省認定 2018年度版
実務技能検定協会
編

早稲田教育出版 336.59//'18

251 秘書検定試験2級実問題集 : 文部省認定 2018年度版
実務技能検定協会
編

早稲田教育出版 336.59//'18

252 秘書検定試験3級実問題集 : 文部省認定 2018年度版
実務技能検定協会
編

早稲田教育出版 336.59//'18

253 財務諸表分析 : ゼロからわかる読み方・活かし方(PHPビジネス新書:390. ポケットMBA)
グロービス著/溝
口聖規執筆

PHP研究所 336.83/G95

254 管理会計 3訂版(放送大学教材:1639650-1-1811) 齋藤正章著
放送大学教育振興
会

336.84/Sa25

255 会計学入門 : 会計・監査の基礎を学ぶ 新版, 第5版 千代田邦夫著

中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング (発
売)

336.9/C49

256 財務会計の基本を学ぶ 第12版
八田進二, 橋本尚
著

同文舘出版 336.9/H43

257 はじめて学ぶ国際会計論 : IFRS対応 池田健一著 同文舘出版 336.9/I32

258 基礎学問としての会計学 : 構造・歴史・方法 石川純治著

中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング (発
売)

336.9/I76

259 新・現代会計入門 第3版 伊藤邦雄著
日本経済新聞出版
社

336.9/I91

260 財務会計教科書 久保田秀樹著

中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング (発
売)

336.9/Ku14

261 ケースでまなぶ財務会計 : 新聞記事のケースを通して財務会計の基礎をまなぶ 第8版 永野則雄著 白桃書房 336.9/N16
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262 財務会計入門 第5版 田中建二著

中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング (発
売)

336.9/Ta84

263 会計の歴史 改訂版 友岡賛著 税務経理協会 336.9/To62
264 はじめて学ぶ国際会計論 行待三輪著 創成社 336.9/Y97

265 無敵の簿記3級 : 簿記のTACが贈る受験応援本 第149回直前総まとめ
無敵の簿記編集部
編

TAC出版事業部 336.91//['18]

266 スッキリわかる日商簿記2級商業簿記 第10版(スッキリわかるシリーズ) 滝澤ななみ著
TAC株式会社出版
事業部

336.91//['18]

267 みんなが欲しかった簿記の教科書日商3級商業簿記 第6版(みんなが欲しかったシリーズ) 滝澤ななみ著
TAC株式会社出版
事業部

336.91//['18]

268 みんなが欲しかった簿記の問題集日商2級商業簿記 第7版(みんなが欲しかったシリーズ) 滝澤ななみ著
TAC株式会社出版
事業部

336.91//['18]

269 みんなが欲しかった簿記の問題集日商2級工業簿記 第7版(みんなが欲しかったシリーズ) 滝澤ななみ著
TAC株式会社出版
事業部

336.91//['18]

270 みんなが欲しかった簿記の問題集日商3級商業簿記 第6版(みんなが欲しかったシリーズ) 滝澤ななみ著
TAC株式会社出版
事業部

336.91//['18]

271 スッキリわかる日商簿記2級工業簿記 第7版(スッキリわかるシリーズ) 滝澤ななみ著
TAC株式会社出版
事業部

336.91//['18]

272 スッキリわかる日商簿記3級 第9版(スッキリわかるシリーズ) 滝澤ななみ著
TAC株式会社出版
事業部

336.91//['18]

273 みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級商業簿記 第7版(みんなが欲しかったシリーズ) 滝澤ななみ著
TAC株式会社出版
事業部

336.91//['18]

274 みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級工業簿記 第5版(みんなが欲しかったシリーズ) 滝澤ななみ著
TAC株式会社出版
事業部

336.91//['18]

275
ステップアップ問題集日商簿記2級商業簿記 : 合格のための応用力アップ 2018年度受験対策用(大原の簿記シリー
ズ)

資格の大原簿記講
座著

大原出版 336.91//'18

276
ステップアップ問題集日商簿記2級工業簿記 : 合格のための応用力アップ 2018年度受験対策用(大原の簿記シリー
ズ)

資格の大原簿記講
座著

大原出版 336.91//'18

277 国際統合報告論 : 市場の変化制度の形成企業の対応 古庄修編著 同文舘出版 336.92/F94

278 IFRS国際会計基準の基礎 第5版 平松一夫監修
中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング(発売)

336.92/H65
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279 決算書入門の入門 改訂4版
辻敢, 酒井啓二共
著

税務研究会出版局 336.92/Ts42

280 COSO全社的リスクマネジメント : 戦略およびパフォーマンスとの統合
COSO [編]/日本内
部統制研究学会
COSO-ERM研究会訳

同文舘出版 336/C85

281 FP技能検定3級過去問題集「学科試験」 2018年度版
FP技能検定対策研
究会編

近代セールス社 338.079//'18

282 FP技能検定3級過去問題集「実技試験・資産設計提案業務」 2018年度版
FP技能検定対策研
究会編

近代セールス社 338.079//'18

283 FP技能検定3級過去問題集「実技試験・個人資産相談業務」 2018年度版
FP技能検定対策研
究会編

近代セールス社 338.079//'18

284 FP技能検定3級過去問題集「実技試験・保険顧客資産相談業務」 2018年度版
FP技能検定対策研
究会編

近代セールス社 338.079//'18

285 国家破産はこわくない(講談社+α文庫:G98-7) 橘玲 [著] 講談社 338.18/Ta13
286 銀行不要時代 : 生き残りの条件 吉澤亮二著 毎日新聞出版 338.61/Y94
287 ヨーロッパで勝つ!ビジネス成功術 : 日本人の知らない新常識(ちくま新書:1332) 塚谷泰生著 筑摩書房 338.923/Ts57

288 外国為替の知識 第4版(日経文庫:1387) 国際通貨研究所編
日本経済新聞出版
社

338.95/Ko51

289 プレステップ金融学 第2版(PRE-STEP:03) 平田潤著 弘文堂 338/H68
290 2時間で丸わかり仮想通貨の超入門書 鹿子木健著 ぱる出版 338/Ka44

291 ブロックチェーンをめぐる実務・政策と法 久保田隆編

中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング (発
売)

338/Ku14

292 トップ1%の人だけが知っている「仮想通貨の真実」
俣野成敏, 坪井健
著

日本経済新聞出版
社

338/Ma71

293 知っておきたい電子マネーと仮想通貨(マイナビ新書) 三菱総合研究所編 マイナビ出版 338/Mi63

294 仮想通貨バブル(日経プレミアシリーズ:370) 日本経済新聞社編
日本経済新聞出版
社

338/N71

295 ゼロからわかる仮想通貨入門 : 話題のビットコインからイーサリアムまで! 小田玄紀著 KADOKAWA 338/O17
296 図解大学4年間の金融学が10時間でざっと学べる 植田和男著 KADOKAWA 338/U32
297 入門公共経済学 第2版 土居丈朗著 日本評論社 341/D83
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298 科学論理の社会学 : 「ワラスの輪」というモデル
ウォルター・ワラ
ス著/渡辺深訳

ミネルヴァ書房 361.16/W36

299 The Sage encyclopedia of intercultural competence v. 1(A Sage reference publication)

edited by Janet
M. Bennett, the
Intercultural
Communication
Institute,
Portland, Oregon

SAGE
Publications

361.45/B35/1

300 The Sage encyclopedia of intercultural competence v. 2(A Sage reference publication)

edited by Janet
M. Bennett, the
Intercultural
Communication
Institute,
Portland, Oregon

SAGE
Publications

361.45/B35/2

301 リスクコミュニケーションの現在(放送大学教材:15190851-1-1811)
平川秀幸, 奈良由
美子編著

放送大学教育振興
会

361.45/H64

302 メディア論(放送大学教材:1570315-1-1811) 水越伸編著
放送大学教育振興
会

361.453/Mi95

303 ゆるいつながり : 協調性ではなく、共感性でつながる時代(朝日新書:658) 本田直之著 朝日新聞出版 361.454/H84

304 楽しく学んで実践できる対人コミュニケーションの心理学
水國照充, 青木智
子, 木附千晶著

北樹出版 361.454/Ta89

305 出来事から学ぶカルチュラル・スタディーズ

田中東子, 山本敦
久, 安藤丈将編著
/川端浩平 [ほか]
著

ナカニシヤ出版 361.5/D54

306 オタク文化と宗教の臨界 : 情報・消費・場所をめぐる宗教社会学的研究 今井信治著 晃洋書房 361.5/I43

307 美の日本 : 「もののあはれ」から「かわいい」まで(明治大学リバティブックス) 伊藤氏貴著
明治大学出版会/
丸善出版 (発売)

361.5/I91
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308 日本人の質問(朝日文庫:[ど3-3])
ドナルド・キーン
著

朝日新聞出版 361.5/Ke18

309 21世紀の消費 : 無謀、絶望、そして希望 間々田孝夫著 ミネルヴァ書房 361.5/Ma41
310 若い読者のためのサブカルチャー論講義録 宇野常寛著 朝日新聞出版 361.5/U77

311 都市社会構造論(放送大学大学院教材:8930767-1-1811. 社会経営科学プログラム)
森岡清志, 北川由
紀彦編著

放送大学教育振興
会

361.78/Mo62

312 都市と地域の社会学(放送大学教材:1639595-1-1811)
森岡清志, 北川由
紀彦編著

放送大学教育振興
会

361.78/Mo62

313 社会統計学入門 改訂版(放送大学教材:1730061-1-1811) 林拓也編著
放送大学教育振興
会

361.9/H48

314 社会科学のためのデータ分析入門 上巻
今井耕介 [著]/粕
谷祐子, 原田勝
孝, 久保浩樹訳

岩波書店 361.9/I43/1

315 サブカルの想像力は資本主義を超えるか 大澤真幸著 KADOKAWA 361/O74
316 福祉と格差の思想史(ミネルヴァ現代叢書:2) 橘木俊詔著 ミネルヴァ書房 364.02/Ta13

317 少子高齢社会における社会政策のあり方を考える(関西学院大学研究叢書:第192編) 安岡匡也著
関西学院大学出版
会

364.1/Y66

318 それでも年金は得だ : 若者から高齢者までの年金入門 岡伸一著 旬報社 364.6/O45

319 はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ 第15版(有斐閣アルマ:Basic)
椋野美智子, 田中
耕太郎著

有斐閣 364/Mu28

320 ベーシックインカムへの道 : 正義・自由・安全の社会インフラを実現させるには
ガイ・スタンディ
ング著/池村千秋
訳

プレジデント社 364/St2

321 「企業社会」の形成・成熟・変容 高橋祐吉著 専修大学出版局 366.021/Ta33

322 労働契約の理論(講座労働法の再生:第2巻) 日本労働法学会編 日本評論社 366.14/N71/2

323 労働条件論の課題(講座労働法の再生:第3巻) 日本労働法学会編 日本評論社 366.14/N71/3

324 人格・平等・家族責任(講座労働法の再生:第4巻) 日本労働法学会編 日本評論社 366.14/N71/4

325 労使関係法の理論課題(講座労働法の再生:第5巻) 日本労働法学会編 日本評論社 366.14/N71/5

326 労働法のフロンティア(講座労働法の再生:第6巻) 日本労働法学会編 日本評論社 366.14/N71/6
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327 多様化する日本人の働き方 : 非正規・女性・高齢者の活躍の場を探る
阿部正浩, 山本勲
編

慶應義塾大学出版
会

366.21/A13

328 わかりやすいキャリア学 : 成長するためのキャリアデザイン
古閑博美編著 :
薬師丸正二郎〔ほ
か〕著

学文社 366.29/Ko24

329 どこでも誰とでも働ける : 12の会社で学んだ“これから"の仕事と転職のルール 尾原和啓著 ダイヤモンド社 366.29/O11
330 雇用と結婚出産子育て支援の経済学 : 女性のワーク・ライフ・バランス 足立泰美著 大阪大学出版会 366.38/A16
331 「同一労働同一賃金」のすべて 水町勇一郎著 有斐閣 366.4/Mi95
332 雇用は契約 : 雰囲気に負けない働き方(筑摩選書:0158) 玄田有史著 筑摩書房 366.51/G34

333 特集・労働争議(法政策研究:第18集. 法政策学の試み)
神戸大学法政策研
究会編

信山社 366.66/Ko13

334 過労自死の社会学 : その原因条件と発生メカニズム 小森田龍生著 専修大学出版局 366.99/Ko67

335 生涯未婚時代(イースト新書:090) 永田夏来著 イースト・プレス 367.4/N23

336 当事者が支援する薬物依存からの回復(ダルクの日々:パート2)
南保輔, 中村英
代, 相良翔編

春風社 368.81/D42/2

337 社会学 : 社会理論と社会システム社会調査の基礎 改訂第9版(社会福祉学習双書 2018:第12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-
12

338 介護事業所における労働の現状 平成28年版(介護労働ガイダンスシリーズ. 介護労働の現状:1)
介護労働安定セン
ター

369.17/Ka21/'16-
1

339 介護労働者の働く意識と実態 平成28年版(介護労働ガイダンスシリーズ. 介護労働の現状:2)
介護労働安定セン
ター

369.17/Ka21/'16-
2

340 大切な家族の入院・介護でやるべきことのすべて : すぐ対応できる準備は必須 藤林慶子監修 新星出版社 369.26/F56
341 介護の事故・トラブルを防ぐ70のポイント : 利用者と職員を守る介護現場のリスクマネジメント 新版 田中元著 自由国民社 369.26/Ta84
342 共に生きるための障害福祉学入門(シリーズ大学生の学びをつくる) 結城俊哉編 大月書店 369.27/Y97

343 私の夢まで、会いに来てくれた : 3・11亡き人とのそれから

東北学院大学震災
の記録プロジェク
ト金菱清(ゼミ
ナール)編

朝日新聞出版 369.31/H55

344 福島復興学 : 被災地再生と被災者生活再建に向けて
山川充夫, 瀬戸真
之編著

八朔社 369.31/H55

345 家庭支援論(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:10)
伊藤嘉余子, 野口
啓示編著

ミネルヴァ書房 369.4/MIH/10

346 社会福祉(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:2)
倉石哲也, 小崎恭
弘編著

ミネルヴァ書房 369.4/MIH/2
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347 社会的養護内容(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:6)
伊藤嘉余子, 小池
由佳編著

ミネルヴァ書房 369.4/MIH/6

348 保育の心理学(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:7) 伊藤篤編著 ミネルヴァ書房 369.4/MIH/7

349 からっぽの冷蔵庫 : 見えない日本の子どもの貧困 米山けい子著
東京図書出版/リ
フレ出版 (発売)

369.4/Y84

350 社会的養護 1
流王治郎, 赤木正
典編著/流石智子
[ほか] 共著

建帛社 369.43/R98/1

351 シリーズ・社会福祉の視座 ミネルヴァ書房 369/KiS/

352 子ども家庭福祉への招待(シリーズ・社会福祉の視座:3)
北川清一, 稲垣美
加子編著

ミネルヴァ書房 369/KiS/3

353 地域福祉の現状と課題(放送大学教材:1519140-1-1811)
上野谷加代子, 斉
藤弥生編著

放送大学教育振興
会

369/U45

354 学校は、何をするところか?
苫野一徳, 菊池省
三 [著]

中村堂 370.4/To49

355 教育心理学(よくわかる!教職エクササイズ:2) 田爪宏二編著 ミネルヴァ書房 370.4/Y79/2

356 学校教育と情報機器(よくわかる!教職エクササイズ:6)
堀田博史, 森田健
宏編著

ミネルヴァ書房 370.4/Y79/6

357 道徳教育(Minervaはじめて学ぶ教職:12) 田中マリア編著 ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/12

358 特別支援教育 : 共生社会の実現に向けて(Minervaはじめて学ぶ教職:18)
小林秀之, 米田宏
樹, 安藤隆男編著

ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/18

359 教育心理学(Minervaはじめて学ぶ教職:5) 濱口佳和編著 ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/5
360 教育の法と制度(Minervaはじめて学ぶ教職:8) 藤井穂高編著 ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/8

361 教育の最新事情と研究の最前線
茨城大学教育学部
学校教育教室編集

福村出版 370/I11

362 教育心理学特論 新訂(放送大学大学院教材:8920761-1-1811. 人間発達科学プログラム/臨床心理学プログラム)
三宅芳雄, 白水始
編著

放送大学教育振興
会

371.4/Mi76

363 基礎からまなぶ教育心理学(ライブラリ基礎からまなぶ心理学:6)
小山義徳編著/岩
田美保 [ほか] 共
著

サイエンス社 371.4/O95

364 学校福祉とは何か(新・Minerva福祉ライブラリー:27) 鈴木庸裕編著 ミネルヴァ書房 371.43/Su96
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365 大学生のための道徳教科書 新編
麗澤大学道徳科学
教育センター著

麗澤大学出版会/
廣池学園事業部
(発売)

371.6/R25

366 道徳教育の視点 第4版
佐野安仁, 荒木紀
幸編著/加賀裕郎
[ほか] 著

晃洋書房 371.6/Sa66

367 18歳成人社会ハンドブック : 制度改革と教育の課題
田中治彦編著/林
大介, 藤原孝章,
南部義典著

明石書店 371.6/Ta84

368 心理と教育へのいざない(放送大学教材:1720058-1-1811)
田中統治, 向田久
美子, 佐藤仁美編
著

放送大学教育振興
会

371/Sh69

369 思考する歴史教育への挑戦 : 暗記型か、思考型か、揺れるアメリカ 川上具美著 九州大学出版会 372.53/Ka94
370 世界の学校と教職員の働き方 : 米・英・仏・独・中・韓との比較から考える日本の教職員の働き方改革 藤原文雄編著 学事出版 372/F68
371 教職教養ワークブック : 教員採用試験 [2019年度版](コンプリートシリーズ) 山口和孝編著 一ツ橋書店 373.7//'18

372 教職教養 : これだけはやっとこう [2019年度版](教員採用試験)
教員試験情報研究
会編

一ツ橋書店 373.7//'19

373 一般教養ワークブック : 教員採用試験 [2019年度版](コンプリートシリーズ)(コンプリートシリーズ) 山口和孝編著 一ツ橋書店 373.7//'19

374 一般教養これだけはやっとこう [2019年度版]
教員試験情報研究
会編

一ツ橋書店 373.7//'19

375 論作文と面接・模擬授業 : 教員採用試験のために 2019年度版(教員採用試験シリーズ)
常磐会学園大学教
職教育研究会編

大阪教育図書 373.7//'19

376
教員採用試験36日間 : 短期集中「教採」学習プログラム : 忙しくても意欲があれば大丈夫 2019(教育ジャーナル
選書)

大木光夫著 学習研究社 373.7//'19

377 教員採用試験面接突破101事例 2019(教育ジャーナル選書)
大木光夫, 師走会
著

学習研究社 373.7//'19

378 教員採用試験論文突破80事例 2019(教育ジャーナル選書) 津金邦明著
学研教育みらい/
学研マーケティン
グ (発売)

373.7//'19

379 教員採用試験速攻の教育時事 2019年度試験完全対応 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'19

380 教員採用試験面接試験場面指導の必修テーマ100 2019年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'19

381 一般教養テキストブック : 教員採用試験 [2019年度版](コンプリートシリーズ) 山口和孝編著 一ツ橋書店 373.7//'19
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382 教職教養テキストブック : 教員採用試験 [2019年度版](コンプリートシリーズ) 山口和孝編著 一ツ橋書店 373.7//'19

383
特別支援学校における介護等体験ガイドブック 新学習指導要領〈平成29年公示〉版(フィリア : 豊かでかけがえの
ない体験を得るために)

全国特別支援学校
長会編著

ジアース教育新社 373.7/Z3

384 「深い学び」を支える学級はコーチングでつくる
片山紀子編著/若
松俊介著

ミネルヴァ書房 374.1/Ka84

385 小学校学級開き大事典 : スタートダッシュ大成功! 低学年
『授業力&学級経
営力』編集部編

明治図書出版 374.12/Me25/1

386 小学校学級開き大事典 : スタートダッシュ大成功! 中学年
『授業力&学級経
営力』編集部編

明治図書出版 374.12/Me25/2

387 小学校学級開き大事典 : スタートダッシュ大成功! 高学年
『授業力&学級経
営力』編集部編

明治図書出版 374.12/Me25/3

388 大学では教えてくれない一年を乗り切る学級づくり : 教師力を高める方法と心構え 多賀一郎著 明治図書出版 374.12/Ta17
389 教職入門 : 専門性の探究・実践力の練成 第2版 青木秀雄編著 明星大学出版部 374.3/A53

390 新しい教職基礎論
伊藤一雄, 児玉祥
一, 奥野浩之編著

サンライズ出版 374.3/A94

391 職業としての教師 : 目指す人が知っておくこと。 佐藤明彦著
時事通信出版局/
時事通信社(発売)

374.3/Sa85

392 教職概論 : 教師を目指す人のために 第5次改訂版 佐藤晴雄著 学陽書房 374.3/Sa85
393 学校事務職員の仕事術 : 結果を出してやりがいを実感! 坂下充輝著 明治図書出版 374.5/Sa36

394 新養護概説 第10版
釆女智津江編集代
表

少年写真新聞社 374.9/U75

395 養護教諭のための学校保健 第15版
出井美智子 [ほ
か] 共著

少年写真新聞社 374.9/Y73

396 初等国語科教育(Minervaはじめて学ぶ教科教育:1)
塚田泰彦, 甲斐雄
一郎, 長田友紀編
著

ミネルヴァ書房 375.082/Mi43/1

397 初等社会科教育(Minervaはじめて学ぶ教科教育:3)
井田仁康, 唐木清
志編著

ミネルヴァ書房 375.082/Mi43/3

398 初等外国語教育(Minervaはじめて学ぶ教科教育:5) 卯城祐司編著 ミネルヴァ書房 375.082/Mi43/5
399 初等音楽科教育(Minervaはじめて学ぶ教科教育:7) 笹野恵理子編著 ミネルヴァ書房 375.082/Mi43/7
400 総則 平成29年改訂(中学校教育課程実践講座) 天笠茂編著 ぎょうせい 375.1/A42/'17
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401 協同的探究学習で育む「わかる学力」 : 豊かな学びと育ちを支えるために

藤村宣之, 橘春
菜, 名古屋大学教
育学部附属中・高
等学校編著

ミネルヴァ書房 375.1/Ky2

402 小学校全教科の授業開き大事典 : スタートダッシュ大成功! 低学年
『授業力&学級経
営力』編集部編

明治図書出版 375.1/Me25/1

403 小学校全教科の授業開き大事典 : スタートダッシュ大成功! 中学年
『授業力&学級経
営力』編集部編

明治図書出版 375.1/Me25/2

404 小学校全教科の授業開き大事典 : スタートダッシュ大成功! 高学年
『授業力&学級経
営力』編集部編

明治図書出版 375.1/Me25/3

405 見方・考え方 : 「見方・考え方」を働かせる真の授業の姿とは? 社会科編
沢井陽介, 加藤寿
朗編著

東洋館出版社 375.1/Sa94/1

406 総合的な学習の時間 平成29年改訂(中学校教育課程実践講座) 田村学編著 ぎょうせい 375.1/Ta82/'17

407 学校教育におけるマンガの可能性を探る(早稲田教育ブックレット:no.18)
早稲田大学教育総
合研究所監修

学文社 375.1/W41

408 AI時代の教育と評価 : 意志ある学びをかなえるプロジェクト学習ポートフォリオ対話コーチング 鈴木敏恵著 教育出版 375.11/Su96
409 多文化共生社会における協働学習 杉原麻美著 学文社 375.13/Su34

410 学級&授業5分間活動アイデア事典 : アイスブレイクからすきま時間まで
静岡教育サークル
「シリウス」編著

明治図書出版 375.182/Sh94

411 特別活動 平成29年改訂(中学校教育課程実践講座)
城戸茂 [ほか] 編
著

ぎょうせい 375.183/To35/'17

412
小学校の「プログラミング授業」実況中継 : 「教科別」2020年から必修のプログラミング教育はこうなる(beプロ
グラミングbook)

松田孝 [ほか] 著 技術評論社 375.199/Sh95

413 入門生徒指導 : 「いじめ防止対策推進法」「チーム学校」「多様な子どもたちへの対応」まで 3訂版 片山紀子著 学事出版 375.2/Ka84

414 社会科の理論と課題 第3版
菱山覚一郎, 廣嶋
龍太郎著

明星大学出版部 375.3/H76

415
これで、社会科の『学び合い』は成功する! : 新学習指導要領対応 : 「目標と学習と評価の一体化」をデザインす
るAL(アクティブ・ラーニング)デザインシートを新提案!!

水落芳明編著 :
阿部隆幸編著

学事出版 375.3/Mi96

416 社会 平成29年改訂(中学校教育課程実践講座) 工藤文三編著 ぎょうせい 375.313/Ku17/'17

417 中学校歴史の雑談ネタ40 : 授業をもっと面白くする! 原田智仁著 明治図書出版 375.323/H32
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418 中学校地理の雑談ネタ40 : 授業をもっと面白くする! 井田仁康著 明治図書出版 375.333/I18

419
道徳ツールとアクティビティでできる「考え、議論する」道徳ワークショップ : 可視化,操作化,言語化で,見方・
考え方を鍛え,深い学びを実現する!(道徳科授業サポートBOOKS)

田中博之著 : 梅
沢泉著 : 彦田泰
輔著

明治図書出版 375.35/D88

420
これで、算数科の『学び合い』は成功する! : 新学習指導要領対応 : 「目標と学習と評価の一体化」をデザインす
るAL(アクティブ・ラーニング)デザインシートを新提案!!

水落芳明編著 :
阿部隆幸編著

学事出版 375.412/Mi96

421 数学 平成29年改訂(中学校教育課程実践講座) 永田潤一郎編著 ぎょうせい 375.413/N23/'17

422 理科教育入門書 : 平成29年版学習指導要領対応 新訂版
松森靖夫, 森本信
也編著

東洋館出版社 375.422/Ma81

423
これで、理科の『学び合い』は成功する! : 新学習指導要領対応 : 「目標と学習と評価の一体化」をデザインする
AL(アクティブ・ラーニング)デザインシートを新提案!!

水落芳明, 阿部隆
幸編著

学事出版 375.422/Mi96

424 たいくつな理科授業から脱出する本 : これだけは身につけたい理科の授業技術 大前暁政著 教育出版 375.422/O61
425 なぜクラスじゅうが理科のとりこなのか : 全部見せます小4理科授業 大前暁政著 教育出版 375.422/O61/4
426 なぜクラスじゅうが理科に夢中なのか : 全部見せます小5理科授業 大前暁政著 教育出版 375.422/O61/5
427 なぜクラスじゅうが理科を得意なのか : 全部見せます小6理科授業 大前暁政著 教育出版 375.422/O61/6

428 家庭科教育 第2版
池﨑喜美惠, 仙波
圭子, 青木幸子,
田部井恵美子著

学文社 375.5/Ka85

429 実践!小学書写 : すぐに使える指導のアイディア 長野秀章編著 教育出版 375.73/N16

430 「先生力」をつける!…待ち遠しい音楽授業のために
橋本龍雄, 松永洋
介, 吉村治広著

教育出版 375.76/Se73

431 小学校・音楽科新学習指導要領ガイドブック 佐野靖編著 教育芸術社 375.762/Sa66

432 深い学びのある国語科授業づくり : 6つの観点・10のクエスチョンと12の実践提案
市川恵幸, 高橋伸
編著

明治図書出版 375.8/I14

433 アクティブ・ラーニング時代の古典教育 : 小・中・高・大の授業づくり 河添房江編
東京学芸大学出版
会

375.8/Ka98

434 文芸教育論(西郷竹彦文芸・教育全集:1) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/1
435 俳句・短歌(西郷竹彦文芸・教育全集:10. 文芸の世界:4) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/10
436 古典文芸(西郷竹彦文芸・教育全集:11. 文芸の世界:5) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/11
437 文芸的人間像 : 近現代文芸(西郷竹彦文芸・教育全集:12) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/12
438 文芸学入門(西郷竹彦文芸・教育全集:13) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/13
439 視点・形象・構造(西郷竹彦文芸・教育全集:14. 文芸学講座:1) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/14
440 人物・話者・読者(西郷竹彦文芸・教育全集:15. 文芸学講座:2) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/15
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441 主題・思想・典型(西郷竹彦文芸・教育全集:16. 文芸学講座:3) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/16
442 表現・文体・象徴(西郷竹彦文芸・教育全集:17. 文芸学講座:4) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/17
443 虚構・美・真実(西郷竹彦文芸・教育全集:18. 文芸学講座:5) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/18
444 作文と教育(西郷竹彦文芸・教育全集:19. 作文の指導:1) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/19
445 関係認識・変革の教育(西郷竹彦文芸・教育全集:2) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/2
446 虚構の作文(西郷竹彦文芸・教育全集:20. 作文の指導:2) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/20
447 作文表現論(西郷竹彦文芸・教育全集:21. 作文の指導:3) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/21
448 説明文の指導(西郷竹彦文芸・教育全集:22) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/22
449 言語・文法の指導(西郷竹彦文芸・教育全集:23) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/23
450 文芸の読書指導(西郷竹彦文芸・教育全集:24) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/24
451 文芸の授業入門(西郷竹彦文芸・教育全集:25) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/25
452 文芸の授業 1(西郷竹彦文芸・教育全集:26-27) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/26
453 文芸の授業 2(西郷竹彦文芸・教育全集:26-27) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/27
454 宮沢賢治を授業する(西郷竹彦文芸・教育全集:28. 文芸の授業:3) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/28
455 詩の授業 1(西郷竹彦文芸・教育全集:29-30) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/29
456 国語科の全体像(西郷竹彦文芸・教育全集:3) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/3
457 詩の授業 2(西郷竹彦文芸・教育全集:29-30) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/30
458 対談 1 作家(西郷竹彦文芸・教育全集:31-32) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/31
459 対談 2 児童文学者(西郷竹彦文芸・教育全集:31-32) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/32
460 論争(西郷竹彦文芸・教育全集:33) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/33
461 宮沢賢治の世界(西郷竹彦文芸・教育全集:34) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/34
462 教育的認識論(西郷竹彦文芸・教育全集:4) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/4
463 人間観・世界観の教育(西郷竹彦文芸・教育全集:5) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/5
464 美と真実の教育(西郷竹彦文芸・教育全集:6) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/6
465 口承文芸(西郷竹彦文芸・教育全集:7. 文芸の世界:1) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/7
466 童話・物語(西郷竹彦文芸・教育全集:8. 文芸の世界:2) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/8
467 近現代詩(西郷竹彦文芸・教育全集:9. 文芸の世界:3) 西郷竹彦著 恒文社 375.8/Sa18/9

468 文芸研の歴史(西郷竹彦文芸・教育全集:別巻1)
文芸教育研究協議
会編

恒文社 375.8/Sa18/別1

469 西郷文芸学の研究(西郷竹彦文芸・教育全集:別巻2) 足立悦男著 恒文社 375.8/Sa18/別2
470 国語科教育入門 : 小学校教員を目指すために 第2版 長谷川清之著 明星大学出版部 375.82/H36

471 これで、国語科の『学び合い』は成功する! : 新学習指導要領対応
水落芳明, 阿部隆
幸編著

学事出版 375.82/Mi96

472 国語 平成29年改訂(中学校教育課程実践講座) 高木展郎編著 ぎょうせい 375.83/Ta29/'17
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473 文学が教育にできること : 「読むこと」の秘鑰
田中実, 須貝千里
編/須貝千里 [ほ
か執筆]

教育出版 375.85/Ta84

474 文学の教材研究 : 「読み」のおもしろさを掘り起こす
田近洵一 [ほか]
編著

教育出版 375.852/B89

475 ライティングの高大接続 : 高校・大学で「書くこと」を教える人たちへ
渡辺哲司, 島田康
行著

ひつじ書房 375.86/W46

476 古典「漢文」の教材研究(早稲田教育叢書:36) 堀誠編著 学文社 375.87/H89

477 外国語 平成29年改訂(中学校教育課程実践講座) 菅正隆編著 ぎょうせい 375.89/Ka56/'17

478 英語指導法理論と実践 : 21世紀型英語教育の探究 赤松信彦編著 英宝社 375.893/A31

479 実例でわかる英語テスト作成ガイド
小泉利恵, 印南
洋, 深澤真編

大修館書店 375.893/J55

480 "We Can!"の授業&評価プラン : 小学校外国語 1(『授業力&学級経営力』plus)
菅正隆編著/千早
赤阪村立千早小吹
台小学校著

明治図書出版 375.8932/Ka56/1

481 "We Can!"の授業&評価プラン : 小学校外国語 2(『授業力&学級経営力』plus)
菅正隆編著/千早
赤阪村立千早小吹
台小学校著

明治図書出版 375.8932/Ka56/2

482 小学校英語はじめる教科書 : 外国語科・外国語活動指導者養成のために : コア・カリキュラムに沿って
小川隆夫, 東仁美
著

mpi松香フォニッ
クス

375.8932/O24

483 小学校で英語を教えるためのミニマム・エッセンシャルズ : 小学校外国語科内容論
酒井英樹, 滝沢雄
一, 亘理陽一編著

三省堂 375.8932/Sh95

484 苦手な生徒もすらすら書ける!テーマ別英作文ドリル&ワーク(中学校英語サポートBOOKS) 江澤隆輔著 明治図書出版 375.8933/E96

485 新しい時代の教育課程 第4版(有斐閣アルマ:Interest)
田中耕治 [ほか]
著

有斐閣 375/A94

486 教育課程・方法論 : コンピテンシーを育てる学びのデザイン 新版 松尾知明著 学文社 375/Ma86

487 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 体育編 文部科学省 [編] 東洋館出版社 375/Mo31/'17

488 小学校学習指導要領 : 平成29年告示 文部科学省 [編] 東洋館出版社 375/Mo31/'17

489 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 家庭編 文部科学省 [編] 東洋館出版社 375/Mo31/'17

490 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総合的な学習の時間編 文部科学省 [編] 東洋館出版社 375/Mo31/'17
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491 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 特別活動編 文部科学省 [編] 東洋館出版社 375/Mo31/'17

492 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編 文部科学省 [編] 東洋館出版社 375/Mo31/'17

493 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 理科編 文部科学省 [編] 東洋館出版社 375/Mo31/'17

494 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 生活編 文部科学省 [編] 東洋館出版社 375/Mo31/'17

495 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 音楽編 文部科学省 [編] 東洋館出版社 375/Mo31/'17

496 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 国語編 文部科学省 [編] 東洋館出版社 375/Mo31/'17

497 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編 文部科学省 [編] 日本文教出版 375/Mo31/'17

498 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 算数編 文部科学省 [編] 日本文教出版 375/Mo31/'17

499 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 図画工作編 文部科学省 [編] 日本文教出版 375/Mo31/'17

500 よくわかる教育課程 第2版(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 田中耕治編 ミネルヴァ書房 375/Ta84

501 現代保育論(現代保育内容研究シリーズ:1)
現代保育問題研究
会編

一藝社 376.1/G34/1

502 保育の内容と方法(現代保育内容研究シリーズ:2)
現代保育問題研究
会編

一藝社 376.1/G34/2

503 障害児保育(保育士等キャリアアップ研修テキスト:3) 中央法規出版 376.1/H81/3

504 乳児の生活と保育 改訂版
松本園子編著/荒
賀直子[ほか執筆]

ななみ書房 376.1/Ma81

505 保育所・幼稚園・幼保連携型認定こども園実習(Minervaはじめて学ぶ保育:10) 亀山秀郎編著 ミネルヴァ書房 376.1/Mi43/10
506 子育て支援(Minervaはじめて学ぶ保育:12) 伊藤篤編著 ミネルヴァ書房 376.1/Mi43/12
507 保育内容の指導法(Minervaはじめて学ぶ保育:6) 谷村宏子編著 ミネルヴァ書房 376.1/Mi43/6
508 インクルーシブ保育論(Minervaはじめて学ぶ保育:9) 伊丹昌一編著 ミネルヴァ書房 376.1/Mi43/9

509 乳児保育 第3版(新時代の保育双書)
大橋喜美子編/荒
井庸子 [ほか執
筆]

みらい 376.1/O28
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510 乳児保育計画論 : 2つのタイプの事例を比較して(総合保育双書:2)

大阪総合保育大学
総合保育研究所乳
児保育プロジェク
ト編著

ふくろう出版 376.1/O73/2

511 幼保一体化の課題と方向 : 大阪府下の幼稚園・保育所を対象にしたアンケート調査を通して(総合保育双書:3)

大阪総合保育大学
総合保育研究所幼
保一体化プロジェ
クト編著

ふくろう出版 376.1/O73/3

512 子育て支援のいまとこれから : 大阪府下の保育所・幼稚園での実態調査から(総合保育双書:4)

大阪総合保育大学
総合保育研究所子
育て支援プロジェ
クト編著

ふくろう出版 376.1/O73/4

513 保育する力
三幸学園こども未
来会議編

ミネルヴァ書房 376.1/Sa65

514 つながる保育原理(シリーズ知のゆりかご : イメージを学びの翼に)
井上孝之, 小原敏
郎, 三浦主博編

みらい 376.1/Ts75

515 保育実習 新版(コンパクト版保育者養成シリーズ)
谷田貝公昭, 大沢
裕編著

一藝社 376.1/Y66

516 演習で学ぶ、子ども理解と具体的援助 第2版(保育の心理学:2)
井戸ゆかり編著/
園田巌, 紺野道子
[執筆]

萌文書林 376.11/IdY/2

517 子どもの心によりそう保育原理 改訂版
佐藤哲也編/米川
泉子 [ほか著]

福村出版 376.11/Sa87

518 幼児期における道徳的規範意識の形成に関する研究 湯淺阿貴子著 風間書房 376.11/Y96

519 保育士幼稚園教諭採用試験問題集 2019年度版
保育士試験研究会
編

実務教育出版 376.14//'19

520 保育者養成のための初年次教育ワークブック
大沢裕, 越智幸
一, 中島朋紀編著

一藝社 376.14/H81

521 保育士をめざす人の社会福祉 8訂
相澤譲治, 杉山博
昭編/今村裕紀子
[ほか執筆]

みらい 376.14/HoM/[1]

522 きょうは何の日?366日 : 毎日の保育が面白くなる!(プリプリbooks) 清水洋美著 世界文化社 376.14/Sh49
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523 保育内容総論(新・保育実践を支える)
中村恵, 水田聖
一, 生田貞子編著

福村出版 376.15/H81

524 保育内容総論 改訂版(シードブック)
入江礼子, 榎沢良
彦編著/榎田二三
子 [ほか] 共著

建帛社 376.15/I64

525 健康(コンパクト版保育内容シリーズ:1)
谷田貝公昭, 高橋
弥生編著

一藝社 376.15/Ko78/1

526 言葉(コンパクト版保育内容シリーズ:4) 大沢裕編著 一藝社 376.15/Ko78/4

527 保育の計画と方法 第5版(保育・教育ネオシリーズ:3)
小笠原圭,卜田真
一郎編著/植田明
著

同文書院 376.15/O22

528 保育実践を学ぶ保育内容「人間関係」 第2版 咲間まり子編 みらい 376.153/Sa45

529 〈領域〉環境 新訂(事例で学ぶ保育内容:3)

福元真由美, 井口
眞美, 田代幸代編
/砂上史子, 横井
紘子, 山崎奈美,
中野圭祐, 山田有
希子, 野口隆子著

萌文書林 376.154/R96

530 保育内容・環境 第3版(保育・教育ネオシリーズ:18)
横山文樹編著/師
岡章 [ほか] 著

同文書院 376.154/Y79

531 やさしく弾ける!保育のピアノ伴奏 : 簡単アレンジ・園生活・行事・季節・人気のうた163 阿部直美監修 池田書店 376.156/A13

532 造形表現・図画工作 第2版
磯部錦司編著/郡
司明子 [ほか] 共
著

建帛社 376.156/I85

533 使える!保育のあそびネタ集 工作あそび編 [2018] 井上明美編著 自由現代社
376.156/InA/K-
'18

534 保育内容表現 第2版(新時代の保育双書)
中川香子, 清原知
二編/栗山誠 [ほ
か執筆]

みらい 376.156/N32

535 演習保育内容健康 : 大人から子どもへつなぐ健康の視点 第2版 井狩芳子著 萌文書林 376.157/I31

536 保育内容「言葉」指導法
馬見塚昭久, 小倉
直子編著

ミネルヴァ書房 376.158/Ma42
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537 保育内容・言葉 第3版(保育・教育ネオシリーズ:20)
太田光洋編著/内
藤由佳子 [ほか]
著

同文書院 376.158/O83

538 「協働の学び」が変えた学校 : 新座高校学校改革の10年
金子奨, 高井良健
一, 木村優編

大月書店 376.48/Sa24

539 工学部 : 中高生のための学部選びガイド(なるにはBooks) 漆原次郎著 ぺりかん社 376.8

540 不登校・発達障がいのためのもうひとつの学びの場 2017 田口教育研究所編 田口教育研究所 376.8/Ta19/'17

541 これからの大学経営 : ガバナンス、マネジメント、リーダーシップ
山﨑その, 宮嶋恒
二, 伊多波良雄著

晃洋書房 377.1/Ko79

542 教職課程事務入門 : 教職課程事務の全体像をつかむ! 1 小野勝士著 ジダイ社 377.1/O67/1
543 持続的な学びのための大学授業の理論と実践 安藤輝次著 関西大学出版部 377.15/A47

544 学生力を高めるeポートフォリオ : 成功への再始動
松葉龍一, 小村道
昭編著/久保田真
一郎 [ほか] 著

東京電機大学出版
局

377.15/G16

545 学生エリート養成プログラム : 日本、アメリカ、中国 北垣郁雄編著 東信堂 377.15/Ki63

546 新・知のツールボックス : 新入生のための学び方サポートブック
専修大学出版企画
委員会編

専修大学出版局 377.15/Se73

547 学習設計マニュアル : 「おとな」になるためのインストラクショナルデザイン
鈴木克明, 美馬の
ゆり編著

北大路書房 377.15/Su96

548 なぜオックスフォードが世界一の大学なのか
コリン・ジョイス
著/菅しおり訳

三賢社 377.28/J85

549 創価大学by AERA : ここに世界がある(アエラムック) 朝日新聞出版 377.28/So32

550 大学生の健康ナビ : キャンパスライフの健康管理 2018
岐阜県大学保健管
理研究会企画

岐阜新聞社/岐阜
新聞情報センター
出版室 (発売)

377.9/GiD/'18

551 社会人基礎力 : 大学生の社会人準備講座
稲本恵子, 白井弘
子, 吉浦昌子著

晃洋書房 377.9/Sh12

552 音訳・点訳のための読み調査ガイド : 視覚障害者サービスの向上にむけて 北川和彦著
日外アソシエーツ
/紀伊國屋書店
(発売)

378.18/Ki63
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553 初めての音訳 第2版(視覚障害者介護技術シリーズ:2)
全国視覚障害者情
報提供施設協会編
集

全国視覚障害者情
報提供施設協会/
読書工房 (発売)

378.18/Z3

554 音訳テキスト : 視覚障害者用録音資料製作のために 音訳入門編

全国視覚障害者情
報提供施設協会録
音委員会音訳テキ
スト「音訳入門
編」製作プロジェ
クト編集

全国視覚障害者情
報提供施設協会

378.18/Z3/1

555 仲間とともに育ちあう貝塚養護学校 : 寄宿舎のある病弱養護学校の実践記録
猪狩恵美子 [ほ
か] 著

クリエイツかもが
わ

378.4/N35

556 知的障害特別支援学校実務ガイド : 教師の一年まるわかり! 佐伯英明著 ジアース教育新社 378.6/Sa16

557 発達障害の子どもたちの進路と多様な可能性 : 「学びづらい」「学びにくい」中学生・高校生の未来 日野公三著 WAVE出版 378.8/H61

558
ゆっくりよみかきトレーニング : 発達障害・ひらがなが苦手・どの子も伸ばす : ぶどう・きっぷ・ちょうちょう
など音読と書字のための視覚トレーニング

武田洋子著/平岩
幹男監修

小学館 378.8/Ta59

559
小学校(特別支援教育をすすめる本:2. こんなとき、どうする?発達障害のある子への支援 : アスペルガー症候群
[高機能自閉症]、ADHDを中心に)

安倍陽子, 諏訪利
明編

ミネルヴァ書房 378.8/ToS/2

560
中学校以降(特別支援教育をすすめる本:3. こんなとき、どうする?発達障害のある子への支援 : アスペルガー症候
群[高機能自閉症]、ADHDを中心に)

中山清司編 ミネルヴァ書房 378.8/ToS/3

561 知ってる?発達障害ワークブックで考えよう(特別支援教育をすすめる本:4)
細川佳代子プロ
デュース

ミネルヴァ書房 378.8/ToS/4

562 障害児保育 新版(コンパクト版保育者養成シリーズ)
青木豊, 藤田久美
編著

一藝社 378/A53

563 発達と保育を支える巡回相談 : 臨床発達支援とアセスメントのガイドライン 金谷京子編著 金子書房 378/Ka47

564
読み書きが苦手な子どものための英単語指導ワーク : 英語圏のディスレクシア(読み書き障がい)研究に基づくワー
ク : 無理な暗記なし!「音」と「文字」をつなぐだけ!(特別支援教育サポートBOOKS)

村上加代子著 明治図書出版 378/Mu43

565 特別の教育的ニーズがある子どもの理解 : 介護等体験でも役立つ知識と技能
中瀬浩一, 井上智
義著

樹村房 378/N42

566 よくわかる特別支援教育 第2版(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 湯浅恭正編 ミネルヴァ書房 378/Y96
567 殺されたもののゆくえ : わたしの民俗学ノート 新版 鶴見和子著 はる書房 380.1/Y53
568 京のたしなみ : 美しい暮らしの奥義(別冊太陽. 日本のこころ:259) 平凡社 382.162/H51
569 ジプシー史再考 水谷驍著 柘植書房新社 382.9/Mi97
570 食べることをどう考えるのか : 現代を生きる食の倫理 橋本直樹著 筑波書房 383.8/H38
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571 肉食行為の研究 野林厚志編 平凡社 383.8/N91

572 日本伝承遊び事典
東京おもちゃ美術
館編

黎明書房 384.55/To46

573 鯉のぼり図鑑 : おもしろそうにおよいでる
日本鯉のぼり協会
編

小学館 386.1/N71

574 辞書から消えたことわざ(角川文庫:20813) 時田昌瑞 [著] KADOKAWA 388.81/To33
575 福音を説くウィッチ : ウガンダ・パドラにおける「災因論」の民族誌 梅屋潔著 風響社 389.455/U73

576 総合人類学としてのヒト学(放送大学教材:1740083-1-1811) 高倉浩樹編著
放送大学教育振興
会

389/Ta38

577 疑惑の科学者たち : 盗用・捏造・不正の歴史
ジル・アルプティ
アン著/吉田春美
訳

原書房 402/H33

578 今の科学でここまでわかった世界の謎99(日経BPムック. ナショナルジオグラフィック別冊:10)
春日井晶子, 片山
美佳子翻訳

日経ナショナルジ
オグラフィック社
/日経BPマーケ
ティング (発売)

404/N73

579 英語論文ライティング教本 : 正確・明確・簡潔に書く技法 中山裕木子著 講談社 407/N45
580 カラー図解分子レベルで見た体のはたらき : いのちを支えるタンパク質を視る(ブルーバックス:B-2057) 平山令明著 講談社 408/11/2057
581 パンの科学 : しあわせな香りと食感の秘密(ブルーバックス:B-2058) 吉野精一著 講談社 408/11/2058
582 離散数学「ものを分ける理論」 : 問題解決のアルゴリズムをつくる(ブルーバックス:B-2059) 徳田雄洋著 講談社 408/11/2059
583 音律と音階の科学 : ドレミ…はどのようにして生まれたか 新装版(ブルーバックス:B-2060) 小方厚著 講談社 408/11/2060
584 岩波科学ライブラリー 岩波書店 408/14/

585 笑う数学
日本お笑い数学協
会著

KADOKAWA 410.4/N71

586 数学を使わない数学の講義(WAC BUNKO:B-272) 小室直樹著 ワック 410.49/Ko69

587 初歩からの数学 改訂新版(放送大学教材:1160028-1-1811) 隈部正博著
放送大学教育振興
会

410/Ku31

588
本当は面白い数学の話 : 確率がわかればイカサマを見抜ける?紙を100回折ると宇宙の果てまで届く?(サイエンス・
アイ新書:SIS-403)

岡部恒治, 本丸諒
著

SBクリエイティブ 410/O37

589 数理学入門 改訂新版 山川栄樹著 電気書院 410/Y27
590 日本人なら知っておきたい。賢くなる算法39〜つるかめ算をほんとうに知っていますか?〜 桜井　進 数研出版 411.1/Sa47

591 エクセル統計学 改訂新版
柳澤幸雄 [ほか]
共著

アイ・ケイコーポ
レーション

417/E44

592
算聖・関孝和の「三部抄」を読む : 江戸時代の文化思想として : 生活数学セッションの基本テーマの「数値文化
の近未来」 (no. 40-no. 49) で取り上げた記録(続・生活数学シリーズ:no. 3)

岡部進著
生活数学ネット
ワーク

419.1/Se41
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593 太陽と太陽系の科学(放送大学教材:1562878-1-1811) 谷口義明編著
放送大学教育振興
会

444/Ta87

594 オーロラ・ウォッチングガイド : 一生に一度は見たい絶景の楽しみ方 赤祖父俊一監修 誠文堂新光社 451.75/A32
595 オーロラの話をしましょう 赤祖父俊一著 誠文堂新光社 451.75/A32
596 日本の山と海岸 : 成り立ちから楽しむ自然景観 島津光夫著 築地書館 454.5/Sh46

597 遺伝子 : 親密なる人類史 上
シッダールタ・ム
カジー著/田中文
訳

早川書房 467.02/Mu25/1

598 遺伝子 : 親密なる人類史 下
シッダールタ・ム
カジー著/田中文
訳

早川書房 467.02/Mu25/2

599 絵でわかる進化のしくみ : 種の誕生と消滅(絵でわかるシリーズ) 山田俊弘著 講談社 467.5/Y19

600 利己的な遺伝子 40周年記念版
リチャード・ドー
キンス [著]/日高
敏隆 [ほか] 訳

紀伊國屋書店 467/D47

601 生き物はどのように土にかえるのか : 動植物の死骸をめぐる分解の生物学 大園享司著 ベレ出版 468/O78
602 遺伝人類学入門 : チンギス・ハンのDNAは何を語るか(ちくま新書:1328) 太田博樹著 筑摩書房 469/O81

603 美しき小さな雑草の花図鑑
大作晃一写真/多
田多恵子文

山と溪谷社 470/O73

604 図解なんかへんな生きもの
ぬまがさワタリ
絵・文

光文社 480.4/N99

605 死を悼む動物たち(草思社文庫:[キ1-1])
バーバラ・J・キ
ング著/秋山勝訳

草思社 481.78/Ki43

606 オオグソクムシの本 森山徹著 青土社 485.3/Mo73

607 死生学のフィールド(放送大学教材:1910027-1-1811)
石丸昌彦, 山崎浩
司編著

放送大学教育振興
会

490.15/I77

608 仏教と医療の協力関係 : ビハーラ大分公開講座20周年記念
浄土真宗本願寺派
ビハーラ大分編

自照社出版 490.16/B42

609 解剖生理学実習の手引き : 人体の構造と機能の理解のために 改訂第4版 内藤通孝編著
中部日本教育文化
会

491.1/N29

610 人間とはなにか : 脳が明かす「人間らしさ」の起源 上(ちくま学芸文庫:[カ-47-1], [カ-47-2])
マイケル・S・ガ
ザニガ著/柴田裕
之訳

筑摩書房 491.371/G29/1
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611 人間とはなにか : 脳が明かす「人間らしさ」の起源 下(ちくま学芸文庫:[カ-47-1], [カ-47-2])
マイケル・S・ガ
ザニガ著/柴田裕
之訳

筑摩書房 491.371/G29/2

612
めざすは認知症ゼロ社会!スマート・エイジング : 華麗なる加齢を遂げるには?(シリーズ・福祉と医療の現場か
ら:5)

川島隆太著 ミネルヴァ書房 491.371/Ka97

613
1型糖尿病をご存知ですか? : 「1型はひとつの個性」といえる社会をめざして(シリーズ・福祉と医療の現場か
ら:6)

宮川高一著 ミネルヴァ書房 493.123/Mi72

614 A practical guide to forensic psychotherapy(Forensic focus:3)

edited by Estela
V. Welldon and
Cleo Van
Velsen/forewords
by Fiona
Caldicott,
Helena Kennedy

J. Kingsley
Publishers

493.72/W57

615 あがり症は治さなくていい : 大切なことはアドラーと森田正馬に教えてもらった 佐藤健陽著 旬報社 493.743/Sa87

616 自閉症スペクトラム辞典
日本自閉症スペク
トラム学会編

教育出版 493.76/N71

617 子どもの食生活 : 栄養・食育・保育 第3版
上田玲子編著/赤
石元子 [ほか] 著

ななみ書房 493.983/U32

618 脊柱管狭窄症をトレーニングで治す : 未来のための「腰再生」(シリーズ・福祉と医療の現場から:4) 稲葉晃子著 ミネルヴァ書房 494.66/I51
619 死生観の時代 : 超高齢社会をどう生きるか 渡辺利夫著 海竜社 498.3/W46

620 食生活アドバイザー試験に出る公式重要用語辞典 : 食と生活のスペシャリスト 改訂版
FLAネットワーク
協会編

日本能率協会マネ
ジメントセンター

498.5//['16]

621 日本の食材図鑑 : 見て楽しい!読んでおいしい! レジア編 新星出版社 498.5/R25

622 食品の安全性 3訂
日本フードスペ
シャリスト協会編

建帛社 498.54/N71

623 薬害エイズで逝った兄弟 : 12歳・命の輝き(シリーズ・福祉と医療の現場から:2)
坂上博, 鈴木英二
著

ミネルヴァ書房 498.6/Sa28

624 医療人類学を学ぶための60冊 : 医療を通して「当たり前」を問い直そう 澤野美智子編著 明石書店 498/Sa96

625 くすりってなに?(? (ギモン) を! (かいけつ) くすりの教室:1)
WILLこども知育研
究所編著

保育社 499.1/W74/1
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626 くすりはどう使う?(? (ギモン) を! (かいけつ) くすりの教室:2)
WILLこども知育研
究所編著

保育社 499.1/W74/2

627 くすりと体の関係は?(? (ギモン) を! (かいけつ) くすりの教室:3)
WILLこども知育研
究所編著

保育社 499.1/W74/3

628 「石油」の終わり : エネルギー大転換 松尾博文著
日本経済新聞出版
社

501.6/Ma86

629 人類が手に入れた地球のエネルギー(Superサイエンス) 斎藤勝裕著
シーアンドアール
研究所

501.6/Sa25

630 教養としてのテクノロジー : AI、仮想通貨、ブロックチェーン(NHK出版新書:545)
伊藤穰一, アンド
レー・ウール著

NHK出版 504/I91

631 知的財産法(ビジネス法体系)
田中浩之著/ビジ
ネス法体系研究会
編集

第一法規 507.2/Ta84

632 スタンダード品質管理

仁科健, 川村大
伸, 石井成共著/
岩崎学 [ほか] 共
編

培風館 509.66/Su83

633 トコトンやさしいトンネルの本(B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ)
土門剛, 三浦基弘
著

日刊工業新聞社 514.9/D85

634 「まちなか」から始まる地方創生 : クリエイティブ・タウンの理論と実践
福川裕一, 城所哲
夫著

岩波書店 518.8/F76

635 環境教育辞典
日本環境教育学会
編

教育出版 519/N71

636 こどもとおとなの空間デザイン : 対訳
仲綾子, TeamM乃
村工藝社編著

産学社 520.4/N31

637 安藤忠雄展-挑戦- 安藤忠雄〔作〕
安藤忠雄建築展実
行委員会

520.87/A47

638 世界一のトイレ : ウォシュレット開発物語(朝日新書:315) 林良祐著 朝日新聞出版 528.1/H48

639 めざせ!旅客機雑学王 : 機体の仕組みからカラーリングまで素朴な「なぜ?」を考えてみよう(イカロスMOOK) イカロス出版 538.6/I31

640 全電源喪失の記憶 : 証言・福島第1原発日本の命運を賭けた5日間(新潮文庫:10883, き-47-1)
共同通信社原発事
故取材班, 高橋秀
樹編著

新潮社 543.5/F84
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641 YouTube革命 : メディアを変える挑戦者たち

ロバート・キンセ
ル, マーニー・ペ
イヴァン著/渡会
圭子訳

文藝春秋 547.4833/Ky1

642 今すぐ使えるかんたんWordPress最新版ホームページ作成入門(Imasugu Tsukaeru Kantan Series) 西真由著 技術評論社 547.4833/N84
643 味噌大全 渡辺敦光監修 東京堂出版 588.6/W46
644 醤油(ものと人間の文化史:180) 吉田元著 法政大学出版局 588.6/Y86

645 トマト缶の黒い真実(ヒストリカル・スタディーズ:21)
ジャン=バティス
ト・マレ著/田中
裕子訳

太田出版 588.93/Ma39

646 ザ・ファッション・ビジネス : 進化する商品企画、店頭展開、ブランド戦略 明治大学商学部編 同文舘出版 589.2/Me25

647 誰がアパレルを殺すのか
杉原淳一, 染原睦
美著

日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

589.2/Su34

648
Ametora : 日本がアメリカンスタイルを救った物語 : 日本人はどのようにメンズファッション文化を創造したの
か?

デーヴィッド・
マークス著/奥田
祐士訳

DU BOOKS/ディス
クユニオン (発
売)

589.214/Ma59

649 おいしい旅 : 錦市場の木の葉丼とは何か(集英社文庫:お77-7) 太田和彦著 集英社 596.04/O82

650 まんがで学ぶ寿司の技術 : 東京すしアカデミーの授業

高田千種まんが/
辻本幸路記事/東
京すしアカデミー
監修

小学館 596.21/Ta28

651 英語でガイド!外国人がいちばん知りたい和食のお作法
上田敏子著/植田
一三監修

Jリサーチ出版 596.21/U32

652 和・洋・中野菜がおいしいといわれるシェフたちの野菜料理と野菜づかい220

秋山能久, 永田敬
一郎, 武田健志,
岩坪滋, 西岡英俊
[著]/柴田書店編

柴田書店 596.37/W49

653 日本茶の事典 : 淹れ方・楽しみ方・文化がわかる 増補・改訂版
スタジオタックク
リエイティブ

596.7/Su83

654 今ある食材で作る毎日おかず : 夕ごはんの献立がすぐ決まる : 料理400品夕ごはん400献立
女子栄養大学出版
部

596/J78

655 「太陽の塔」新発見!(青春新書intelligence:PI-536) 平野暁臣著 青春出版社 606.9/O42
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656 単位と記号パーフェクトガイド
単位と記号パー
フェクトガイド編
集チーム編

誠文堂新光社 609/Ta83

657 ペットの判例ガイドブック : 事件・事故、取引等のトラブルから刑事事件まで
渋谷寛, 杉村亜紀
子著

民事法研究会 645.9/Sh23

658 チーズの教本 : 「チーズプロフェッショナル」のための教科書 2018
チーズプロフェッ
ショナル協会著

小学館クリエイ
ティブ/小学館
(発売)

648.18/C49/'18

659 インターネットビジネス概論 第2版(未来へつなぐデジタルシリーズ:1)
片岡信弘 [ほか]
著

共立出版 670/I57

660 ヤフオク!の経済学 : オンラインオークションとは 土橋俊寛著 日本評論社 670/Ts26

661 1枚で情報を伝えるデザイン : 情報満載の街中チラシ特集
パイインターナ
ショナル編著

パイインターナ
ショナル

674.7/P15

662 税関概説 青木一郎著 日本関税協会 678.3/A53

663 経済学で読み解く交通・公共政策
中条潮, 田邉勝
巳, 後藤孝夫編著

中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング(発売)

681.1/Ke29

664 交通事故・実態と悔恨 : 交通事故はこうして起きる 福田和夫著 グランプリ出版 681.3/F74
665 交通経済学入門 新版(有斐閣ブックス:[454]) 竹内健蔵著 有斐閣 681/Ta67

666 読鉄全書
池内紀, 松本典久
編

東京書籍 686.04/I35

667 日本の鉄道は世界で戦えるか : 国際比較で見えてくる理想と現実 川辺謙一著 草思社 686.21/Ka91
668 ビジュアルで紐解く日本の高速鉄道史 : 名列車とたどる進化の歴史 高野晃彰著 メイツ出版 686.21/Ta47

669 みんなの機内食 : 天空のレストランへようこそ!
機内食ドットコム
著

翔泳社 687.5/Ki41

670 ツーリズムの地理学 : 観光から考える地域の魅力 菊地俊夫編著 二宮書店 689.04/Ki24
671 観光地域学(新・ソフィア叢書:No. 1) 奥野一生著 竹林館 689.21/O56

672 観光先進国をめざして : 日本のツーリズム産業の果たすべき役割 田川博己著

中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング (発
売)

689.21/Ta18

673 地域文化観光論 : 新たな観光学への展望 橋本和也著 ナカニシヤ出版 689.4/H38
674 新現代観光総論 第2版 前田勇編著 学文社 689/Ma26
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675 入門観光学
竹内正人, 竹内利
江, 山田浩之編著

ミネルヴァ書房 689/N99

676 電話交換手はなぜ「女の仕事」になったのか : 技術とジェンダーの日独比較社会史 石井香江著 ミネルヴァ書房 694.234/I75

677 新放送論
島崎哲彦, 米倉律
編著

学文社 699/Sh45

678 美術史学の系譜 加藤哲弘著 中央公論美術出版 702.01/Ka86

679 キュレーションの方法 : オブリストは語る
ハンス・ウルリッ
ヒ・オブリスト著
/中野勉訳

河出書房新社 706.9/O14

680 仏像の本 : 感じる・調べる・もっと近づく 手のひら版
廣瀬郁実著/西山
厚監修/かしわら
あきお絵

山と溪谷社 718.021/H72

681 藤田嗣治の少女
藤田嗣治絵/会田
誠編

講談社 723.1/F36

682 神話と物語 : 創造の玉手箱(Art gallery : テーマで見る世界の名画:9) 諸川春樹責任編集 集英社 723/ArG/9

683 マンガでわかる「西洋絵画」のモチーフ : 美術展がもっともっと愉しくなる!
池上英洋監修/ま
つおかたかこイラ
スト

誠文堂新光社 723/I33

684 製硯師 青栁貴史著 天来書院 728.3/A57

685 和英書道用語・用例集 : 英語で書!(墨アカデミア叢書)
出頭茂, Monique
Morley著

芸術新聞社 728/Sh99

686 犬から聞いた話をしよう 椎名誠著 新潮社 748/Sh32
687 日本刀が語る歴史と文化 宮崎政久著 雄山閣 756.6/Mi88

688 日本の装飾と文様 海野弘解説・監修
パイインターナ
ショナル

757.021/U76

689 アフターミュージッキング : 実践する音楽
毛利嘉孝編著/中
村美亜 [ほか] 著

東京藝術大学出版
会

760.4/Mo73

690 ファンダメンタルな楽曲分析入門 沼野雄司著 音楽之友社 761.7/N99

691 音楽理論がおもしろくなる方法と音勘を増やすコツ いちむらまさき著
リットーミュー
ジック

761/I15
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692 夏フェス革命 : 音楽が変わる、社会が変わる レジー著
blueprint/垣内出
版 (発売)

764.7/R25

693 オッペケペー節と明治(文春新書:1155) 永嶺重敏著 文藝春秋 767.8/N15
694 中世王権の音楽と儀礼 猪瀬千尋著 笠間書院 768.02/I56

695 テレビとジャニーズ : メディアは「アイドルの時代」をどう築いたか? 太田省一著
Blueprint/垣内出
版 (発売)

770.67/J21

696 カラー百科見る・知る・読む能舞台の世界
小林保治, 表きよ
し編

勉誠出版 773.5/Ko12

697 歌舞伎と日本人 中村義裕著 東京堂出版 774.2/N37

698 2.5次元舞台へようこそ : ミュージカル『テニスの王子様』から『刀剣乱舞』へ(星海社新書:117) おーちようこ著
星海社/講談社
(発売)

775.4/O15

699 テレビ成長期の日本映画 : メディア間交渉のなかのドラマ 北浦寛之著 名古屋大学出版会 778.09/Ki73

700 21世紀本格ミステリ映像大全
千街晶之編著/秋
好亮平 [ほか] 著

原書房 778.2/Se62

701 映画で旅するイスラーム : 知られざる世界へ
藤本高之, 金子遊
編

論創社 778.227/F62

702 映画制作、はじめの一歩。サクッと学べる39のキーポイント
Little White
Lies著 : 牧尾晴
喜訳

ビー・エヌ・エヌ
新社

778.4/L71

703 教養としての10年代アニメ 反逆編(ポプラ新書:117, 147) 町口哲生著 ポプラ社 778.77/Ma16/2
704 ゼロから分かる!図解落語入門 稲田和浩文 世界文化社 779.13/I51

705 スポーツの科学と教育 : スポーツ・体育指導者必携最新活用法
小澤治夫, 小林寛
道監修・著

ベースボール・マ
ガジン社

780.1/O97

706 これから学ぶスポーツ心理学 改訂版 荒木雅信編著 大修館書店 780.14/A64
707 科学としてのメンタルトレーニング(関西学院大学研究叢書:第193編) 笹塲育子著 ナカニシヤ出版 780.14/Sa71

708 身体と動きで学ぶスポーツ科学 : 運動生理学とバイオメカニクスがパフォーマンスを変える
深代千之, 内海良
子著

東京大学出版会 780.193/F72

709 運動と健康(放送大学教材:1140027-1-1811) 関根紀子編著
放送大学教育振興
会

780.193/Se36

710 平昌冬季オリンピック報道写真集 共同通信社 780.69/Ky2
711 スポーツを仕事にするという選択 : スポーツ業界に転職・就職する方法 池上達也著 秀和システム 780/I33
712 羽生結弦は助走をしない : 誰も書かなかったフィギュアの世界(集英社新書:0917H) 高山真著 集英社 784.65/Ta56
713 大相撲語辞典 : 相撲にまつわる言葉をイラストと豆知識でどすこいと読み解く 福家聡子著 誠文堂新光社 788.1/F73
714 大相撲立行司の名跡と総紫房 根間弘海著 専修大学出版局 788.1/N64
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715 競輪文化 : 「働く者のスポーツ」の社会史 古川岳志著 青弓社 788.6/F93

716 外国人に茶道を伝える英会話例文集
高橋絹子, 新崎隆
子著

淡交社 791/Ta33

717 山上宗二記(現代語でさらりと読む茶の古典)
[山上宗二] [原
著]/竹内順一著

淡交社 791/Y38

718 対局する言葉
羽生善治, 柳瀬尚
紀著

河出書房新社 796/H11

719 藤井聡太はAIに勝てるか?(光文社新書:939) 松本博文著 光文社 796/Ma81

720 新しい言語学 : 心理と社会から見る人間の学(放送大学教材:1740040-1-1811) 滝浦真人編著
放送大学教育振興
会

801/Ta73

721 図解でわかる!ファシリテーション 松山真之助著 秀和システム 809.6/Ma91
722 現代日本語学入門 改訂版 荻野綱男編著 明治書院 810.1/O25

723 NHK間違いやすい日本語ハンドブック
NHKアナウンス室
編

NHK出版 810.4/N71

724 コミュニケーション能力を伸ばす授業づくり : 日本語教師のための語用論的指導の手引き 清水崇文著
スリーエーネット
ワーク

810.7/Sh49

725 新しい国語表記ハンドブック 第8版 三省堂編修所編 三省堂 811/Sa66
726 広辞苑先生、語源をさぐる(河出文庫:[し25-1]) 新村出著 河出書房新社 812/Sh64
727 時間をあらわす「基礎日本語辞典」(角川文庫:20814) 森田良行 [著] KADOKAWA 814.5/Mo67
728 思考をあらわす「基礎日本語辞典」(角川文庫:20852) 森田良行 [著] KADOKAWA 814.5/Mo67

729 いつも日本語で悩んでいます : 日常語・新語・難語・使い方
朝日新聞校閲セン
ター著

さくら舎 814/A82

730 「日本語らしさ」の文法 近藤安月子著 研究社 815/Ko73
731 読解のための古典文法教室 : 大学生・古典愛好家へ贈る 小田勝著 和泉書院 815/O17
732 大人の文章力 : 論理的でありながら感情に訴える 齋藤孝著 大和出版 816/Sa25

733 張蕾的留学生活(放送大学教材:1460013-1-1811. 中国語:1('18)) 宮本徹編著
放送大学教育振興
会

820/Mi77/'18-1

734 北島「銭阿姨」他(放送大学教材:1460021-1-1811. 中国語:2('18)) 宮本徹編著
放送大学教育振興
会

820/Mi77/'18-2

735 中国語は英語と比べて学ぼう! 実践編 船田秀佳著
IBCパブリッシン
グ

825/F89/2

736 突撃インタビュー!Niは何しに日本へ?(中国語的おもてなし : "问答 wèndá"ペアワークで会話練習. 入門編) 郁文堂 827.8/H85/1

737 こんなときこういう!リアル韓国語会話術 イソンミ著
HANA/インプレス
(発売)

829.178/I85
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738 英語の謎 : 歴史でわかるコトバの疑問(角川文庫:20756)
岸田緑渓, 早坂
信, 奥村直史
[著]

KADOKAWA 830.2/E37

739 わたしたちの英語 : 地球市民のコミュニケーション力 宮武久佳著 青土社 830.4/Mi85
740 科学的に正しい英語勉強法 DaiGo著 DHC 830.7/D17
741 TOEIC亡国論(集英社新書:0923E) 猪浦道夫著 集英社 830.7/I56
742 英検2級をたった7日で総演習 : 予想問題集 学研プラス 830.79//['18]
743 英検準1級をたった7日で総演習 : 予想問題集 学研プラス 830.79//['18]
744 英検準2級をたった7日で総演習 : 予想問題集 学研プラス 830.79//['18]

745 英検準1級過去6回問題集 '18年度版
成美堂出版編集部
編

成美堂出版 830.79//'16

746 英検2級過去6回問題集 '18年度版
成美堂出版編集部
編

成美堂出版 830.79//'18

747 英検準2級過去6回問題集 '18年度版
成美堂出版編集部
編

成美堂出版 830.79//'18

748 英検準1級過去問題集 2018年度 学研プラス 830.79//'18
749 英検2級過去問題集 : カコタンBOOKつき 2018年度版 学研編 学習研究社 830.79//'18

750 英検準1級合格!問題集 2018年度版
吉成雄一郎, 松本
賢治著

新星出版社 830.79//'18

751 英検2級 : 合格!問題集 2018年度版 緒方孝文著 新星出版社 830.79//'18
752 英検準2級過去問題集 : カコタンBOOKつき 2018年度版 学研編 学習研究社 830.79//'18
753 英検準2級 : 合格!問題集 2018年度版 吉成雄一郎著 新星出版社 830.79//'18

754 英検2級マスターコース : リニューアル問題対応

今村洋美著 : 野
田恵剛著 : 西村
智著 : 加藤由崇
著 : Gregory
A.King著 : David
Laurence著 :
Brian Wistner著

金星堂 830.79/E38

755 TOEIC L&Rテスト必ず☆でる問題学習スタートブック : 7日間でできる3ステップドリル(J MOOK:21)
エッセンス イン
グリッシュ ス
クール執筆

Jリサーチ出版 830.79/E74

756 はじめて受けるTOEIC L&Rテスト全パート完全攻略 小石裕子著 アルク 830.79/Ko33
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757 TOEIC L&R TEST全パート対策 : ぐんぐんスコアがあがる! 超入門編
松本恵美子, 鈴木
瑛子著

Jリサーチ出版 830.79/Ma81/1

758 英検準1級をひとつひとつわかりやすく。 : 文部科学省後援 辰巳友昭著 学研プラス 830.79/Ta95
759 TOEIC L&R TEST出る単特急銀のフレーズ : 新形式対応 TEX加藤著 朝日新聞出版 830.79/Te93

760 TOEIC L&Rテスト完全模試730 : スコア730点超をめざす人のための(目標スコア別1回分模試シリーズ)
柴山かつの [ほ
か] 著

Jリサーチ出版 830.79/To19

761 TOEIC L&Rテスト完全模試600 : スコア600点超をめざす人のための(目標スコア別1回分模試シリーズ)
柴山かつの [ほ
か] 著

Jリサーチ出版 830.79/To19

762 TOEIC L&Rテスト完全模試900 : スコア900点超をめざす人のための(目標スコア別1回分模試シリーズ)

松本恵美子著 :
柴山かつの著 :
成重寿著 : クレ
イグ・ブラント
リー著

Jリサーチ出版 830.79/To19

763 TOEIC L&R TEST 990点突破ガイド 英文法・語彙編(Asuka business & language books)
植田一三編著/上
田敏子, 田岡千
明, 岩間琢磨著

明日香出版社 830.79/U32/1

764 TOEIC L&RテストYBM超実戦模試リスニング1000問
YBM TOEIC研究所
著

朝日出版社 830.79/Y68

765 ハーバード式5行エッセイ英語学習帳 : 英会話のネタを増やす! 青野仲達著 コスモピア 830/A55

766 耳から学ぶ英語(放送大学教材:1420038-1-1811)
大橋理枝, 佐藤良
明編著

放送大学教育振興
会

831.1/O28

767 NHK基礎英語使いこなし中学英文法 : 「シチュエーション」で要点をつかむ 阿野幸一著 NHK出版 835/A49
768 英語の素朴な疑問に答える36章 若林俊輔著 研究社 835/W17

769 基本を学び構成力を養う英語ライティングルールブック

松井惠美子, 石井
洋佑著/トフルゼ
ミナール英語教育
研究所企画・編

テイエス企画 836/Ma77

770 英語ライティングの原理原則 : テストに強くなるレポート・論文で評価される 山岡大基著 テイエス企画 836/Y42

771 英語で読むクマのプーさん(IBC対訳ライブラリー)
A.A.ミルン原著/
牛原眞弓翻訳/船
田秀佳英語解説

IBCパブリッシン
グ

837.7/Mi28
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772 和英対訳英語で日本昔ばなし : 丁寧な語句解説付き

曽根田憲三著/上
原寿和子, 曽根田
憲三, Gary
Bourke本文英訳

ベレ出版 837.7/So42

773 英語の使い方がひと目でわかる本 : 学校では教えてくれない
高橋基治著/竹内
絢香挿絵

コスモピア 837.8/Ta33

774 礼儀正しく、的確に伝える敬語の英語
デイビッド・セイ
ン, 佐藤淳子著

ジャパンタイムズ 837.8/Th1

775 音読JAPAN : 英語でいまのニッポンを語ろう! 浦島久著
IBCパブリッシン
グ

837.8/U84

776 中学英語でほとんど通じちゃうミラクル3分英会話 山田暢彦著 永岡書店 837.8/Y19

777
フランス語 1('18)(放送大学教材:33241-1-0211, 33258-1-0211, 33264-1-0211, 1440012-1-1811, 1440020-1-
1811)

鈴木啓二, 増田一
夫著

放送大学教育振興
会

850.7/D66/'18-1

778
フランス語 2('18)(放送大学教材:33241-1-0211, 33258-1-0211, 33264-1-0211, 1440012-1-1811, 1440020-1-
1811)

鈴木啓二, 増田一
夫著

放送大学教育振興
会

850.7/D66/'18-2

779 はじめての声に出すフランス語
高岡優希, ジャン
=ノエル・ポレ,
富本ジャニナ著

白水社 857.8/H16

780 ひとりで学べるフランス語会話 西村亜子著 高橋書店 857.8/N84

781 ひとりで学べるスペイン語会話
西村亜希子, 本橋
祈著

高橋書店 867.8/N84

782 仏教からよむ古典文学(角川選書:599) 末木文美士著 KADOKAWA 910.2/Su16

783 古代中世文学論考 第36集
古代中世文学論考
刊行会編

新典社 910.23/Shi/K-36

784 文豪たちの友情 石井千湖著
立東舎/リットー
ミュージック(発
売)

910.26/I75

785 一度は読んでおきたい現代の名短篇(小学館新書:320) 湯川豊著 小学館 910.264/Y97
786 須賀敦子の旅路 : ミラノ・ヴェネツィア・ローマ、そして東京(文春文庫:[お-74-1]) 大竹昭子著 文藝春秋 910.268/O82

787 三四郎(漱石文学全注釈:7)
[夏目漱石著]/坂
東実子, 松下浩
幸, 藤井淑禎注釈

若草書房 910.28/NaS/S-7
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788 日本文学における古典と近代(放送大学教材:1740075-1-1811) 島内裕子著
放送大学教育振興
会

910/Sh43

789 紀貫之(ちくま学芸文庫:[オ-5-2]) 大岡信著 筑摩書房 911.132/Ki46
790 古今和歌六帖 上(和歌文学大系:45) 室城秀之著 明治書院 911.137/Ko43/1
791 百人一首の研究(研究叢書:462) 徳原茂実著 和泉書院 911.147/H99
792 俳句、やめられません : 季節の言葉と暮らす幸せ 岸本葉子著 小学館 911.36/Ki58

793 17音の青春 : 五七五で綴る高校生のメッセージ 2018
神奈川大学広報委
員会編

角川文化振興財団
911.367/KaD/J-
'18

794 地球、光りなさい!/オンディーヌを求めて(倉本聰戯曲全集:6) 倉本聰著 新日本出版社 912.6/KuS/K-6
795 風土記説話の表現世界 谷口雅博著 笠間書院 913.2/F52
796 古事記の謎をひもとく 谷口雅博著 弘文堂 913.2/Ko39
797 古事記神話の幼年向け再話の研究 原田留美著 おうふう 913.2/Ko39

798 マンガ古事記 新装版 神話篇
原秀三郎監修/阿
部高明画

河出書房新社 913.2/Ko39/1

799 マンガ古事記 新装版 伝承篇
原秀三郎監修/阿
部高明画

河出書房新社 913.2/Ko39/2

800 海を渡った日本絵巻の至宝 研究編 辻英子編著 笠間書院 913.3/Ts41/1
801 海を渡った日本絵巻の至宝 影印編 辻英子編著 笠間書院 913.3/Ts41/2
802 源氏物語の教え : もし紫式部があなたの家庭教師だったら(ちくまプリマー新書:294) 大塚ひかり著 筑摩書房 913.36/O88
803 源氏物語論考 : 古筆・古注・表記(研究叢書:494) 田坂憲二著 和泉書院 913.36/Ta92
804 『源氏物語』を演出する言葉 吉村研一著 勉誠出版 913.364/Y91

805 マンガ今昔物語集 新装版
松村雄二監修/甲
斐謙二画

河出書房新社 913.37/Ko75

806 マンガ平家物語 新装版 清盛篇
生形貴重監修/阿
部高明画

河出書房新社 913.434/H51/1

807 マンガ平家物語 新装版 鎮魂篇
生形貴重監修/阿
部高明画

河出書房新社 913.434/H51/2

808 マンガ太平記 新装版 上巻
兵藤裕己監修/甲
斐謙二画

河出書房新社 913.435/Ka21/1

809 マンガ太平記 新装版 下巻
兵藤裕己監修/甲
斐謙二画

河出書房新社 913.435/Ka21/2

810 マンガ雨月物語 新装版
木越治監修/岸田
恋画

河出書房新社 913.56/U32

811 円満退社 2版(幻冬舎文庫:え-6-1) 江上剛著 幻冬舎 913.6/E28
812 ミライミライ 古川日出男著 新潮社 913.6/F93
813 密室の鍵貸します : 長編推理小説(光文社文庫) 東川篤哉著 光文社 913.6/H55/1
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814 密室に向かって撃て! : 長編推理小説(光文社文庫) 東川篤哉著 光文社 913.6/H55/2
815 国会議員基礎テスト 黒野伸一著 小学館 913.6/Ku75

816 漱石の「こころ」を原文で読む : 豊富な語釈と解説付き 前編
夏目金之助(漱石)
原著/三井庄二編
著

清水書院 913.6/N58/1

817 漱石の「こころ」を原文で読む : 豊富な語釈と解説付き 後編
夏目金之助(漱石)
原著/三井庄二編
著

清水書院 913.6/N58/2

818 『方丈記』と『徒然草』(放送大学教材:1554999-1-1811) 島内裕子著
放送大学教育振興
会

914.42/Sh43

819 奇跡の四国遍路(中公新書ラクレ:614) 黛まどか著 中央公論新社 915.6/Ma98
820 日本の漢詩 : 鎌倉から昭和へ 宇野直人著 明徳出版社 919/U77
821 封神演義 前編(集英社文庫:や26-2, や26-3) 八木原一恵編訳 集英社 923.5/Ky1/1
822 封神演義 後編(集英社文庫:や26-2, や26-3) 八木原一恵編訳 集英社 923.5/Ky1/2

823 傾城の恋/封鎖(光文社古典新訳文庫:KAチ3-1)
張愛玲著/藤井省
三訳

光文社 923.7/C33

824 中国古典小説研究の未来 : 21世紀への回顧と展望(アジア遊学:218)
中国古典小説研究
会編

勉誠出版 923/C62

825 白氏文集 13(新釈漢文大系:97-109, 117-119)
[白居易原著]/岡
村繁著

明治書院 928/1/13

826 ガリヴァーとオリエント : 日英図像と作品にみる東方幻想 千森幹子著 法政大学出版局 933.6/Sw7

827 八月の光(光文社古典新訳文庫:KAフ14-1)
フォークナー著/
黒原敏行訳

光文社 933.7/F16

828 ウィンストン・チャーチル : ヒトラーから世界を救った男(角川文庫:マ18-1)

アンソニー・マク
カーテン [著]/染
田屋茂, 井上大剛
共訳

KADOKAWA 933.7/Ma99

829 ノーノー・ボーイ
ジョン・オカダ著
/川井龍介訳

旬報社 933.7/O38

830 屋根裏の仏さま(新潮クレスト・ブックス)
ジュリー・オオツ
カ著/岩本正恵,
小竹由美子訳

新潮社 933.7/O88

831 日本件名図書目録 2017 1 人名・地名・団体名
日外アソシエーツ
株式会社編

日外アソシエーツ
/紀伊國屋書店
(発売)

B025.1/7/'17-1
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832 世界の児童文学登場人物索引 単行本篇 2008-2010 DBジャパン編集 DBジャパン B909/D49/'08-'10

833 世界の児童文学登場人物索引 単行本篇 2011-2013 DBジャパン編集 DBジャパン B909/D49/'11-'13

834 ダ・ヴィンチ : ミステリアスな生涯 セット
レナート・カステ
ラーニ監督・脚本

テレシスインター
ナショナル : マ
クザム (発売)

DV778/468

835 ミス・ポター

ロビン・セール編
集/リチャード・
モルトビー・ジュ
ニア脚本/クリ
ス・ヌーナン監督

角川映画 (発売) DV778/469

836 ねられんねられんかぼちゃのこ(こどものとも年少版:495号)
やぎゅうげんいち
ろうさく

福音館書店 E//18

837 しりとり(こどものとも:747号) 安野光雅さく・え 福音館書店 E//18

838 たまごとにわとり(かがくのとも:591号) 棚橋亜左子さく 福音館書店 E//18
839 知りたい!過去・現在・未来(シリーズ・変わる!学校図書館:1) 稲葉茂勝著 ミネルヴァ書房 K017/Sh88/1
840 見てみよう!全国のおもしろ学校図書館(シリーズ・変わる!学校図書館:2) こどもくらぶ編 ミネルヴァ書房 K017/Sh88/2
841 最先端の図書館づくりとは?(シリーズ・変わる!学校図書館. 3) 門内輝行著 ミネルヴァ書房 K017/Sh88/3

842 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(1)

843 調べよう・ふり返ろう!これもいじめ・あれもいじめ(シリーズ・道徳と「いじめ」:2)
貝塚茂樹監修・著
/稲葉茂勝著

ミネルヴァ書房 K371.4/Sh88/2

844 しっかり取りくもう!「モラル・コンパス」をもつ(シリーズ・道徳と「いじめ」:3)
稲葉茂勝著/こど
もくらぶ編

ミネルヴァ書房 K371.4/Sh88/3

845 ずかんプランクトン : 見ながら学習調べてなっとく 清水洋美編著 技術評論社 K468.6/Sh49
846 あたらしいどうとく 1 渡邉満[ほか]著 東京書籍 教/352/'17

847 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 1ねん: かつどう 大原龍一[ほか]著 学校図書 教/352/'17

848 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 1ねん: よみもの 大原龍一[ほか]著 学校図書 教/352/'17

849 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 2年: かつどう 大原龍一[ほか]著 学校図書 教/352/'17
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850 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 2年: よみもの 大原龍一[ほか]著 学校図書 教/352/'17

851 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 3年: 活動 大原龍一[ほか]著 学校図書 教/352/'17

852 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 3年: 読みもの 大原龍一[ほか]著 学校図書 教/352/'17

853 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 4年: 活動 大原龍一[ほか]著 学校図書 教/352/'17

854 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 4年: 読みもの 大原龍一[ほか]著 学校図書 教/352/'17

855 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 6年: 読みもの 大原龍一[ほか]著 学校図書 教/352/'17

856 しょうがくどうとく : ゆたかなこころ 1ねん 加藤宣行[ほか]著 光文書院 教/352/'17

857 しょうがくどうとく : いきるちから 1 どうとくノート 島恒生[ほか]著 日本文教出版 教/352/'17
858 しょうがくどうとく : いきるちから 1 島恒生[ほか]著 日本文教出版 教/352/'17
859 あたらしいどうとく 4 渡邉満[ほか]著 東京書籍 教/352/'17
860 あたらしいどうとく 5 渡邉満[ほか]著 東京書籍 教/352/'17
861 あたらしいどうとく 6 渡邉満[ほか]著 東京書籍 教/352/'17

862
どうとくノート : じぶんをみつめ,かんがえる 2(しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう:[別
冊])

横山利弘 [ほか]
著

廣済堂あかつき 教/352/'17

863
どうとくノート : じぶんをみつめ,かんがえる 1(しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう:[別
冊])

横山利弘 [ほか]
著

廣済堂あかつき 教/352/'17

864 どうとく : きみがいちばんひかるとき 1
朝倉喩美子[ほか]
著

光村図書 教/352/'17

865 どうとく : きみがいちばんひかるとき 2
朝倉喩美子[ほか]
著

光村図書 教/352/'17

866 どうとく : きみがいちばんひかるとき 3
朝倉喩美子[ほか]
著

光村図書 教/352/'17

867
どうとくノート : じぶんをみつめ,かんがえる 3(しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう:[別
冊])

横山利弘 [ほか]
著

廣済堂あかつき 教/352/'17

868
どうとくノート : じぶんをみつめ,かんがえる 4(しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう:[別
冊])

横山利弘 [ほか]
著

廣済堂あかつき 教/352/'17

869
どうとくノート : じぶんをみつめ,かんがえる 5(しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう:[別
冊])

横山利弘 [ほか]
著

廣済堂あかつき 教/352/'17

46



2018年5月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

870
どうとくノート : じぶんをみつめ,かんがえる 6(しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう:[別
冊])

横山利弘 [ほか]
著

廣済堂あかつき 教/352/'17

871 どうとく : きみがいちばんひかるとき 4
朝倉喩美子[ほか]
著

光村図書 教/352/'17

872 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 1
横山利弘 [ほか]
著

廣済堂あかつき 教/352/'17

873 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 2
横山利弘 [ほか]
著

廣済堂あかつき 教/352/'17

874 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 3
横山利弘 [ほか]
著

廣済堂あかつき 教/352/'17

875 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 4
横山利弘 [ほか]
著

廣済堂あかつき 教/352/'17

876 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 5
横山利弘 [ほか]
著

廣済堂あかつき 教/352/'17

877 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 6
横山利弘 [ほか]
著

廣済堂あかつき 教/352/'17

878 みんなのどうとく 1ねん 永田繁雄[ほか]著 学研教育みらい 教/352/'17

879 みんなのどうとく 2年 永田繁雄[ほか]著 学研教育みらい 教/352/'17

880 みんなのどうとく 3年 永田繁雄[ほか]著 学研教育みらい 教/352/'17

881 みんなのどうとく 4年 永田繁雄[ほか]著 学研教育みらい 教/352/'17

882 みんなのどうとく 5年 永田繁雄[ほか]著 学研教育みらい 教/352/'17

883 みんなのどうとく 6年 永田繁雄[ほか]著 学研教育みらい 教/352/'17

884 しょうがくどうとく : ゆたかなこころ 2年 加藤宣行[ほか]著 光文書院 教/352/'17

885 小学どうとく : はばたこうあすへ 1 林泰成[ほか]著 教育出版 教/352/'17
886 小学どうとく : はばたこうあすへ 2 林泰成[ほか]著 教育出版 教/352/'17

887 しょうがくどうとく : ゆたかなこころ 3年 加藤宣行[ほか]著 光文書院 教/352/'17

888 しょうがくどうとく : ゆたかなこころ 4年 加藤宣行[ほか]著 光文書院 教/352/'17
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889 小学どうとく : はばたこうあすへ 3 林泰成[ほか]著 教育出版 教/352/'17
890 小学どうとく : はばたこうあすへ 4 林泰成[ほか]著 教育出版 教/352/'17
891 しょうがくどうとく : いきるちから 2 どうとくノート 島恒生[ほか]著 日本文教出版 教/352/'17
892 しょうがくどうとく : いきるちから 2 島恒生[ほか]著 日本文教出版 教/352/'17
893 しょうがくどうとく : いきるちから 3 どうとくノート 島恒生[ほか]著 日本文教出版 教/352/'17
894 しょうがくどうとく : いきるちから 3 島恒生[ほか]著 日本文教出版 教/352/'17
895 しょうがくどうとく : いきるちから 4 どうとくノート 島恒生[ほか]著 日本文教出版 教/352/'17
896 しょうがくどうとく : いきるちから 4 島恒生[ほか]著 日本文教出版 教/352/'17
897 小学どうとく : はばたこうあすへ 5 林泰成[ほか]著 教育出版 教/352/'17
898 小学どうとく : はばたこうあすへ 6 林泰成[ほか]著 教育出版 教/352/'17

899 しょうがくどうとく : ゆたかなこころ 5年 加藤宣行[ほか]著 光文書院 教/352/'17

900 しょうがくどうとく : ゆたかなこころ 6年 加藤宣行[ほか]著 光文書院 教/352/'17

901 しょうがくどうとく : いきるちから 5 道徳ノート 島恒生[ほか]著 日本文教出版 教/352/'17
902 しょうがくどうとく : いきるちから 5 島恒生[ほか]著 日本文教出版 教/352/'17
903 あたらしいどうとく 2 渡邉満[ほか]著 東京書籍 教/352/'17
904 あたらしいどうとく 3 渡邉満[ほか]著 東京書籍 教/352/'17
905 しょうがくどうとく : いきるちから 6 道徳ノート 島恒生[ほか]著 日本文教出版 教/352/'17
906 しょうがくどうとく : いきるちから 6 島恒生[ほか]著 日本文教出版 教/352/'17

907 どうとく : きみがいちばんひかるとき 5
朝倉喩美子[ほか]
著

光村図書 教/352/'17

908 どうとく : きみがいちばんひかるとき 6
朝倉喩美子[ほか]
著

光村図書 教/352/'17

909 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 5年: 活動 大原龍一[ほか]著 学校図書 教/352/'17

910 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 5年: 読みもの 大原龍一[ほか]著 学校図書 教/352/'17

911 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 6年: 活動 大原龍一[ほか]著 学校図書 教/352/'17

912 歴史文化ライブラリー 継続受入 吉川弘文館 個別にとる
913 歴史文化ライブラリー 継続受入 吉川弘文館 個別にとる

914 警察官のためのエチケット110番 5訂版
警察エチケット研
究会編

東京法令出版 就職/資格

915 公務員試験適性試験対策やればやるほど伸びるトレーニング : 国家一般職〈高卒者〉・地方初級ほか
TAC株式会社出版
事業部

就職/資格/['18]
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916 MOS攻略問題集Excel 2016エキスパート : Microsoft Office Specialist 土岐順子著
日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

就職/資格/['18]

917 畑中敦子の資料解釈 第2版(ザ・ベストプラス) 畑中敦子著 エクシア出版 就職/資格/['18]

918 畑中敦子の数的推理 第2版(ザ・ベストプラス) 畑中敦子著 エクシア出版 就職/資格/['18]

919 畑中敦子の判断推理 第2版(ザ・ベストプラス) 畑中敦子著 エクシア出版 就職/資格/['18]

920 通関士試験合格ハンドブック : 受験指導第一人者による定番書 2018年版 片山立志編著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

就職/資格/'18

921 通関士試験テーマ別問題集 2018年版 片山立志編著 中央書院 就職/資格/'18

922 漢検過去問題集1/準1級 平成30年度版
日本漢字教育振興
会編

日本漢字能力検定
協会

就職/資格/'18

923 漢検過去問題集2級 平成30年度版
日本漢字教育振興
会編

日本漢字能力検定
協会

就職/資格/'18

924 漢検過去問題集準2級 平成30年度版
日本漢字教育振興
会編/日本漢字能
力検定協会監修

日本漢字能力検定
協会

就職/資格/'18

925 いちばんやさしいITパスポート絶対合格の教科書+出る順問題集 平成30年度 高橋京介著 SBクリエイティブ 就職/資格/'18

926 ITパスポート試験問題集 [平成30年度版]
ITパスポート試験
教育研究会編

実教出版 就職/資格/'18

927 翻訳事典 : 翻訳の仕事をしたい人のための完全ガイド 2018-2019(アルク地球人ムック) アルク
就職/資格/'18-
'19

928 公務員試験時事ザ・ベスト : 大卒程度公務員試験対策 2019
畑中敦子, 森下一
成監修/The BEST
制作委員会編著

エクシア出版 就職/資格/'19

929 自衛隊一般幹部候補生一般教養試験 [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

930 公務員試験(秘)裏ワザ大全国家一般職〈高卒・社会人〉地方初級用 : 三日で合格!誰も書けなかった 2019年度版 津田秀樹著 洋泉社 就職/資格/'19
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931 自衛隊一般幹部候補生採用試験 : 大卒程度 [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

932 自衛隊自衛官候補生採用試験 [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

933
公務員試験論文・面接で問われる行政課題・政策論のポイント : 「デキる人材」「即戦力」であることをアピール
できる!! 2019年度版

高瀬淳一編著 実務教育出版 就職/資格/'19

934 SPI3「構造的把握力検査」攻略ハンドブック [2019年版] ブレスト研編著
[学研教育出
版]/[学研マーケ
ティング (発売)]

就職/資格/'19

935 SPI問題集決定版 [2020年度版] 柳本新二著 永岡書店 就職/資格/'20
936 ドリル式SPI問題集 : 図解&書き込み式 2020年度版 柳本新二著 永岡書店 就職/資格/'20

937 公務員用一般常識 [2020年度版]
上野法律セミナー
編著

高橋書店 就職/資格/'20

938 大学生の就職マスコミ漢字 [2020年度版]
就職試験情報研究
会編

一ツ橋書店 就職/資格/'20

939 一問一答一般常識&最新時事 : ワザあり時短クリア [2020年度版] 羽根大介監修 永岡書店 就職/資格/'20

940 一般常識&時事用語 : ワザあり速攻マスター! [2020年度版]
就職試験リサーチ
編

永岡書店 就職/資格/'20

941 一問一答!公務員時事クリア問題集 '20 喜治塾編著 高橋書店 就職/資格/'20

942 教養試験実戦問題集 : 合格公務員! [2020年度版] 高橋書店編集部編 高橋書店 就職/資格/'20

943 これだけ!教養試験要点まとめ&一問一答 ['20]
上野法律セミナー
著

高橋書店 就職/資格/'20

944 得点を伸ばす!教養試験直前チェック ['20]
上野法律セミナー
著

高橋書店 就職/資格/'20

945 ゼロからわかるSPI : ワザあり全力解説! [2020年度版] 山口卓監修 永岡書店 就職/資格/'20

946 速攻!!ワザあり一般常識&時事 [2020年度版]
就職試験リサーチ
編

永岡書店 就職/資格/'20

947 速攻!!ワザありSPI [2020年度版] 山口卓監修 永岡書店 就職/資格/'20

948 ドリル式一般常識問題集 : 図解&書き込み式 : あっという間にまるわかり! [2020年度版]
一般常識対策研究
会編

永岡書店 就職/資格/'20
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