
2018年6月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 はじめての人文学 : 文化を学ぶ、世界と繋がる
佐藤貴史, 仲松優子, 村中亮夫
編著/田中綾, 手塚薫, 柴田崇著

知泉書館 002/H16

2 人文学概論 : 人文知の新たな構築をめざして 増補改訂版 安酸敏眞著 知泉書館 002/Y64

3 インターネット社会を生きるための情報倫理 改訂版
情報教育学研究会・情報倫理教
育研究グループ著

実教出版 007.3/J66

4 図書館情報資源概論 新訂第4版 宮沢厚雄著 理想社 014/Mi82
5 読み聞かせは魔法! 吉田新一郎著 明治図書出版 019.5/Y86
6 白话左传(中国古典名著译注丛书) 杨伯峻, 徐提译 中华书局 122.08/ChS/C-15
7 なるほど!心理学観察法(心理学ベーシック:第4巻) 佐藤寛編著 北大路書房 140.7/ShB/4
8 コミュニケーション発達の理論と支援(シリーズ支援のための発達心理学) 藤野博編著 金子書房 143/Sh88
9 総合臨床心理学原論 : サイエンスとアートの融合のために 斎藤清二著 北大路書房 146/Sa25
10 日本仏教の展開 : 文献より読む史実と思想 大久保良峻編著 春秋社 182.1/O54
11 ザビエルの夢を紡ぐ : 近代宣教師たちの日本語文学 郭南燕著 平凡社 192.1/Ka28
12 「名著」から読み解く日本社会史 : 古代から現代まで 夏目琢史著 ミネルヴァ書房 210.01/N58
13 考える江戸の人々 : 自立する生き方をさぐる 柴田純著 吉川弘文館 210.5/Sh18

14 人生の困難を突破する力 小野寺佑太著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング/幻冬舎 (発
売)

289.1/O67

15 炎と怒り : トランプ政権の内幕
マイケル・ウォルフ著/関根光
宏, 藤田美菜子他訳

早川書房 312.53/Tr8

16 レヴィットミクロ経済学 基礎編

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/R29/1

17 第一次世界大戦期から日中戦争前(1914-1936)(岩波講座日本経済の歴史:4. 近代:2)
深尾京司, 中村尚史, 中林真幸
編集

岩波書店 332.1/IwK/4

18 日中戦争期から高度成長期 (1937-1972)(岩波講座日本経済の歴史:5. 現代:1)
深尾京司, 中村尚史, 中林真幸
編集

岩波書店 332.1/IwK/5

19 経営学の基本 : 初級受験用 第6版(経営学検定試験公式テキスト:1) 経営能力開発センター編
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

335.1079//['18]-1

20 人的資源管理/経営法務 : 中級受験用 第5版(経営学検定試験公式テキスト:3) 経営能力開発センター編
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

335.1079//['18]-3
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21 マーケティング/IT経営 : 中級受験用 第5版(経営学検定試験公式テキスト:4) 経営能力開発センター編
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

335.1079//['18]-4

22 人事・人材開発 第2版 3級(ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト) 木谷宏監修
中央職業能力開発協会/
社会保険研究所 (発売)

336.4/C66

23 日商簿記検定模擬試験2級問題集+過去問 : 商業簿記工業簿記 平成30年度版
ネットスクール株式会
社出版本部

336.91//'18

24 日商簿記検定模擬試験3級問題集+過去問 : 商業簿記 平成30年度版
ネットスクール株式会
社出版本部

336.91//'18

25 被服行動の社会心理学 : 装う人間のこころと行動(シリーズ21世紀の社会心理学:8) 神山進編集 北大路書房 361.5/334/8(1)
26 モノ誕生「いまの生活」 : 日本人の暮らしを変えた133のモノと提案 : 1960-1990 水牛くらぶ編集 晶文社 365/Su51

27 男性は何をどう悩むのか : 男性専用相談窓口から見る心理と支援
濱田智崇, 『男』悩みのホット
ライン編

ミネルヴァ書房 367.5/H22

28 相談援助(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:3) 倉石哲也, 大竹智編著 ミネルヴァ書房 369.4/MIH/3

29
ヨーロッパにおける移民第二世代の学校適応 : スーパー・ダイバーシティへの教育人類学的
アプローチ

山本須美子編著/斎藤里美 [ほ
か] 著

明石書店 372.3/Y31

30 図解実践世界最高の学級経営 : 成果を上げる教師になるための50の技術
ハリー・ウォン, ローズマ
リー・ウォン著/稲垣みどり訳

東洋館出版社 374.1/W85

31
幼稚園・幼保連携型認定こども園教員採用試験問題200選 ['19年度版](保育士・幼稚園採用
試験シリーズ)

幼稚園採用試験研究会編 大阪教育図書 376.14//'19

32 クラーク記念国際高等学校by AERA : 私だけの未来をつかむ(AERA MOOK) 朝日新聞出版 376.48/Ku52
33 低次元の幾何からポアンカレ予想へ : 世紀の難問が解決されるまで(数学への招待) 市原一裕著 技術評論社 415.7/I13
34 脳には妙なクセがある(新潮文庫:10855, い-101-5) 池谷裕二著 新潮社 491.371/I33
35 10万個の子宮 : あの激しいけいれんは子宮頸がんワクチンの副反応なのか 村中璃子著 平凡社 495.43/Mu51
36 20世紀をつくった日用品 : ゼム・クリップからプレハブまで 柏木博著 晶文社 502/Ka77
37 ラーメン超進化論 : 「ミシュラン一つ星」への道(光文社新書:920) 田中一明著 光文社 596.38/Ta84

38
イヌの老いじたく : 年を重ねた愛犬を守るために本当に大切なこと(サイエンス・アイ新
書:SIS-397)

臼杵新著 SBクリエイティブ 645.6/U95

39 同業者町の研究 : 同業者の離合集散と互助・統制 網島聖著 清文堂出版 672.163/A45

40 消えたベラスケス
ローラ・カミング著/五十嵐加奈
子訳

柏書房 723.36/V56

41 正しいドレミの歌い方 : 楽器がなくても楽譜は読める! 鳴海史生, 大島俊樹著
アルテスパブリッシン
グ

761.2/N53

42 ショスタコーヴィチ : 引き裂かれた栄光 亀山郁夫著 岩波書店 762.38/Sh96

2



2018年6月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

43 その感情、言葉にできますか? : 伝え方の日本語(青春新書PLAY BOOKS:P-1109) 豊かな日本語生活推進委員会編 青春出版社 814.5/Y99

44 英語学論説資料 第50号 (2016年分) 第3分冊 論説資料保存会 830.4/42/50-3
45 英語学論説資料 第50号 (2016年分) 第4分冊 論説資料保存会 830.4/42/50-4

46 全訳封神演義 2 山下一夫, 中塚亮, 二ノ宮聡訳 勉誠出版 923.5/KyC/H-2

47 全訳封神演義 3 山下一夫, 中塚亮, 二ノ宮聡訳 勉誠出版 923.5/KyC/H-3

48 全訳封神演義 4 山下一夫, 中塚亮, 二ノ宮聡訳 勉誠出版 923.5/KyC/H-4

49 特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレークスルー : ノーベル文学賞受賞記念講演 カズオ・イシグロ著/土屋政雄訳 早川書房 930.278/I73

50 ビアトリクス・ポターの生涯 : ピーターラビットを生んだ魔法の歳月
マーガレット・レイン著/猪熊葉
子訳

福音館書店 930.278/P85

51 偽りの銃弾(小学館文庫:コ3-1)
ハーラン・コーベン著/田口俊樹
訳/大谷瑠璃子訳

小学館 933.7/C81

52 日本件名図書目録 2017 2 一般件名(あ-しょ) 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/'17-2-1

53 日本件名図書目録 2017 2 一般件名(しら-わ) 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/'17-2-2

54 学校経営と学校図書館(シリーズ学校図書館学:第1巻)
「シリーズ学校図書館学」編集
委員会編

全国学校図書館協議会 017/Z3

55 新しい絵本1000 : テーマ別ガイド : 子どもと読みたい! [part 1] 2001-2009年版 「この本読んで!」編集部編集 読書サポート 019.53/Sh99/1

56 新しい絵本1000 : テーマ別ガイド : 子どもと読みたい! part 2 2008-2012年版 「この本読んで!」編集部編集 読書サポート 019.53/Sh99/2

57 EVと自動運転 : クルマをどう変えるか(岩波新書:新赤版 1717) 鶴原吉郎著 岩波書店 081/6-4/1717
58 武士の日本史(岩波新書:新赤版 1718) 高橋昌明著 岩波書店 081/6-4/1718
59 フィレンツェ : 比類なき文化都市の歴史(岩波新書:新赤版 1719) 池上俊一著 岩波書店 081/6-4/1719
60 ジョン・ロック : 神と人間との間(岩波新書:新赤版 1720) 加藤節著 岩波書店 081/6-4/1720
61 ベラスケス : 宮廷のなかの革命者(岩波新書:新赤版 1721) 大高保二郎著 岩波書店 081/6-4/1721
62 誰も教えてくれない真実の世界史講義 古代編 倉山満著 PHP研究所 209/Ku57/1

63 大日本史料 第5編之36
東京帝國大學文科大學史料編纂
掛編纂

東京帝國大學 210.08/16/5-36

64 縄文人に相談だ(縄文ZINE Books) 望月昭秀著 国書刊行会 210.25/Mo12
65 縄文石器 : その視角と方法(プリミエ・コレクション:86) 上峯篤史著 京都大学学術出版会 210.25/U41
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66 スマラン慰安所事件の真実 : BC級戦犯岡田慶治の獄中手記 岡田慶治原著/田中秀雄編 芙蓉書房出版 210.75/O38
67 竹島問題の起原 : 戦後日韓海洋紛争史 藤井賢二著 ミネルヴァ書房 319.1021/F57
68 学生のための法律ハンドブック : 弁護士は君たちの生活を見守っている! 近江幸治, 弘中惇一郎編著 成文堂 320/O62
69 はじめての行政法 第4版(有斐閣アルマ:Basic) 石川敏行 [ほか] 著 有斐閣 323.9/H16

70 ピンポイント民法(Daily法学選書) デイリー法学選書編修委員会編 三省堂 324/D53

71 「創作子どもポルノ」と子どもの人権 : マンガ・アニメ・ゲームの性表現規制を考える 渡辺真由子著 勁草書房 326.22/W46

72 安定成長期から構造改革期 (1973-2010)(岩波講座日本経済の歴史:6. 現代:2)
深尾京司, 中村尚史, 中林真幸
編集

岩波書店 332.1/IwK/6

73 経営学の定点 増補改訂版 石嶋芳臣, 岡田行正編著 同文舘出版 335.1/I75

74 理論とケースで学ぶ国際ビジネス 第4版
江夏健一, 桑名義晴編著/IBI国
際ビジネス研究センター著

同文舘出版 335.5/E57

75 現代日本の企業分析 : 企業の実態を知る方法 企業分析研究会著 新日本出版社 336.83/Ki16

76 現代会計学 新版, 第2版 新井清光, 川村義則著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.9/A62

77 入門簿記のエッセンス
岡部勝成編著/松尾裕一, 新野正
晶, 堂野崎融著

中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.91/O37

78 金融商品取引法の基礎 川村正幸 [ほか] 著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

338.16/Ki48

79 ビットコイン&ブロックチェーン : 決定版 岡田仁志著 東洋経済新報社 338/O38

80 若年者の早期離職 : 時代背景と職場の人間関係が及ぼす影響 初見康行著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

366.29/H42

81 精神疾患とその治療 第2版(新・精神保健福祉士養成講座:1)
日本精神保健福祉士養成校協会
編

中央法規出版 369.27/NiS/1

82 精神保健の課題と支援 第3版(新・精神保健福祉士養成講座:2)
日本ソーシャルワーク教育学校
連盟編

中央法規出版 369.27/NiS/2

83 精神保健福祉相談援助の基盤(基礎・専門) 第2版(新・精神保健福祉士養成講座:3)
日本精神保健福祉士養成校協会
編

中央法規出版 369.27/NiS/3

84 精神保健福祉に関する制度とサービス 第6版(新・精神保健福祉士養成講座:6)
日本ソーシャルワーク教育学校
連盟編

中央法規出版 369.27/NiS/6
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85 精神障害者の生活支援システム 第3版(新・精神保健福祉士養成講座:7)
日本ソーシャルワーク教育学校
連盟編

中央法規出版 369.27/NiS/7

86 精神保健福祉援助演習(基礎・専門) 第2版(新・精神保健福祉士養成講座:8)
日本精神保健福祉士養成校協会
編

中央法規出版 369.27/NiS/8

87 精神保健福祉援助実習指導・実習 第2版(新・精神保健福祉士養成講座:9)
日本精神保健福祉士養成校協会
編

中央法規出版 369.27/NiS/9

88 児童家庭福祉論 新版(コンパクト版保育者養成シリーズ) 高玉和子, 千葉弘明編著 一藝社 369.4/Ta55
89 社会的養護 1(図解で学ぶ保育) 原田旬哉, 杉山宗尚編著 萌文書林 369.43/H32/1

90 介護福祉学概論 : 地域包括ケアの構築に向けて
松田美智子, 北垣智基, 南彩子,
鴻上圭太, 藤本文朗編著

クリエイツかもがわ 369/Ka21

91 変動社会と子どもの発達 : 教育社会学入門 改訂版 住田正樹, 高島秀樹編著 北樹出版 371.3/Su58
92 不登校の子どもの理解と支援 : 学校で今できることは何か 寺田道夫著 ナカニシヤ出版 371.42/Te43
93 道徳教育の方法 : 理論と実践(放送大学叢書:042) 林泰成著 左右社 371.6/H48

94 現代教育の基礎理論(Minerva text library:67)
南新秀一, 鋒山泰弘, 吉岡真佐
樹編著

ミネルヴァ書房 371/G34

95 養護概説 新訂 三木とみ子編集代表 ぎょうせい 374.9/Mi24
96 やさしく学ぶ特別活動 赤坂雅裕, 佐藤光友編著 ミネルヴァ書房 375.18/A32

97 特別活動指導法 : 新学習指導要領準拠 改訂版
渡部邦雄, 緑川哲夫, 桑原憲一
編著

日本文教出版 375.18/To35

98 小・中・高教師のための政策教育入門 磯崎育男著 芦書房 375.31/I85
99 生活科で子どもは何を学ぶか 須本良夫編著 東洋館出版社 375.312/Su68
100 「道徳教育」のベクトルを変える : その理論と指導法 渡辺雅之著 高文研 375.35/W46
101 どうとく : きみがいちばんひかるとき : 学習指導書 1年(朱書編) 光村図書出版著 光村図書出版 375.352/Mi65/1
102 どうとく : きみがいちばんひかるとき : 学習指導書 2年(朱書編) 光村図書出版著 光村図書出版 375.352/Mi65/2
103 どうとく : きみがいちばんひかるとき : 学習指導書 3年(朱書編) 光村図書出版著 光村図書出版 375.352/Mi65/3
104 どうとく : きみがいちばんひかるとき : 学習指導書 4年(朱書編) 光村図書出版著 光村図書出版 375.352/Mi65/4
105 どうとく : きみがいちばんひかるとき : 学習指導書 5年(朱書編) 光村図書出版著 光村図書出版 375.352/Mi65/5
106 どうとく : きみがいちばんひかるとき : 学習指導書 6年(朱書編) 光村図書出版著 光村図書出版 375.352/Mi65/6

107 しょうがくどうとく : いきるちから : 教師用指導書 1 朱書・板書編
「小学道徳生きる力」指導書編
集委員会編著

日本文教出版 375.352/N71/1

108 しょうがくどうとく : いきるちから : 教師用指導書 2 朱書・板書編
「小学道徳生きる力」指導書編
集委員会編著

日本文教出版 375.352/N71/2

109 しょうがくどうとく : いきるちから : 教師用指導書 3 朱書・板書編
「小学道徳生きる力」指導書編
集委員会編著

日本文教出版 375.352/N71/3

110 しょうがくどうとく : いきるちから : 教師用指導書 4 朱書・板書編
「小学道徳生きる力」指導書編
集委員会編著

日本文教出版 375.352/N71/4
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111 しょうがくどうとく : いきるちから : 教師用指導書 5 朱書・板書編
「小学道徳生きる力」指導書編
集委員会編著

日本文教出版 375.352/N71/5

112 しょうがくどうとく : いきるちから : 教師用指導書 6 朱書・板書編
「小学道徳生きる力」指導書編
集委員会編著

日本文教出版 375.352/N71/6

113 あたらしいどうとく : 教師用指導書 1 指導編
「新しい道徳」編集委員会・東
京書籍株式会社編集部編集

東京書籍 375.352/To46/1

114 あたらしいどうとく : 教師用指導書 2 指導編
「新しい道徳」編集委員会・東
京書籍株式会社編集部編集

東京書籍 375.352/To46/2

115 あたらしいどうとく : 教師用指導書 3 指導編
「新しい道徳」編集委員会・東
京書籍株式会社編集部編集

東京書籍 375.352/To46/3

116 あたらしいどうとく : 教師用指導書 4 指導編
「新しい道徳」編集委員会・東
京書籍株式会社編集部編集

東京書籍 375.352/To46/4

117 あたらしいどうとく : 教師用指導書 5 指導編
「新しい道徳」編集委員会・東
京書籍株式会社編集部編集

東京書籍 375.352/To46/5

118 あたらしいどうとく : 教師用指導書 6 指導編
「新しい道徳」編集委員会・東
京書籍株式会社編集部編集

東京書籍 375.352/To46/6

119 特別の教科道徳 平成29年改訂(中学校教育課程実践講座) 押谷由夫編著 ぎょうせい 375.353/O78/'17
120 入門算数学 第3版 黒木哲徳著 日本評論社 375.41/Ku72

121 わかる算数科指導法 改訂版
赤井利行編著/新木伸次 [ほか]
執筆

東洋館出版社 375.412/A29

122
コンピテンシー「資質・能力」を育てる算数授業の考え方・進め方 : 子どもがイニシアティ
ブを持つ授業を

太田誠著 黎明書房 375.412/O83

123 小学校音楽科教育法 新版 本多佐保美編 [ほか] 編 教育出版 375.762/H84

124 あたらしい国語科指導法 5訂版
柴田義松, 阿部昇, 鶴田清司編
著

学文社 375.8/A94

125 小学校国語科授業研究 第5版 田近洵一 [ほか] 編 教育出版 375.82/Sh95
126 中学校国語科学習指導の創造 : 学校図書館と学習者を結んで 伊木洋著 渓水社 375.83/I24
127 イラスト図解小学校英語の教え方25のルール 佐藤久美子著 講談社 375.8932/Sa85

128
カリキュラム・マネジメントの考え方・進め方 : キー・コンピテンシーを育てる学校の教育
課程の編成と改善

加藤幸次著 黎明書房 375/Ka86

129 教育課程論(乳幼児 教育・保育シリーズ) 神長美津子 [ほか] 編著 光生館 376.15/Ky4
130 法学部 : 中高生のための学部選びガイド(なるにはBooks. 大学学部調べ) 山下久猛著 ぺりかん社 376.8

131 個別大学の入試改革(高等教育ライブラリ:14)
東北大学高度教養教育・学生支
援機構編

東北大学出版会 376.87/To25

132 大学教育における教員の省察 : 持続可能な教授活動改善の理論と実践 大山牧子著 ナカニシヤ出版 377.13/O95
133 グローバル社会における日本の大学教育 : 全国大学調査からみえてきた現状と課題 河合塾編著 東信堂 377.21/Ka93
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134 海外留学がキャリアと人生に与えるインパクト : 大規模調査による留学の効果測定
横田雅弘, 太田浩, 新見有紀子
編

学文社 377.6/Ka21

135
学生のためのワークルール入門 : アルバイト・インターンシップ・就活でトラブルにならな
いために

道幸哲也, 淺野高宏, 職場の権
利教育ネットワーク編著/上田絵
理 [ほか] 著

旬報社 377.9/G16

136 ワークシートから始める特別支援教育のための性教育 : 子どもが変わる保護者が変わる
松浦賢長編著/千葉県立柏特別支
援学校著/駒崎亜里イラスト

ジアース教育新社 378.6/Ma86

137 わかりやすく学べる特別支援教育と障害児の心理・行動特性 河合康, 小宮三彌編著 北樹出版 378/Ka93

138 特別支援教育とアート 高橋陽一編/高橋陽一 [ほか] 著 武蔵野美術大学出版局 378/Ta33

139 おとなの学びとは何か : 学び合いの共生社会 三輪建二著 鳳書房 379.4/Mi69
140 新しい時代の生涯学習 第3版(有斐閣アルマ:Interest) 関口礼子 [ほか] 著 有斐閣 379/A94
141 詳論文化人類学 : 基本と最新のトピックを深く学ぶ 桑山敬己, 綾部真雄編著 ミネルヴァ書房 389/Ku98

142 真説孫子 デレク・ユアン著/奥山真司訳 中央公論新社 399.23/Y96

143 "数学ができる"人の思考法 : 数学体幹トレーニング60問(数学への招待) 吉田信夫著/アップ研伸館編集 技術評論社 410/Y86

144
分数と小数から広がる整数の世界 : フェルマーの小定理からアルチン予想まで(数学への招
待)

中島匠一著 技術評論社 412.1/N34

145 マルコフ方程式 : 方程式から読み解く美しい数学(数学への招待) 小林吹代著 技術評論社 412.4/Ko12

146 動物の権利入門 : わが子を救うか、犬を救うか
ゲイリー・L・フランシオン著/
井上太一訳

緑風出版 480.9/F43

147 より良き死のために : 「死への準備教育」創始者が伝えたいこと
アルフォンス・デーケン著/星野
和子聞き書き

ダイヤモンド社 490.14/D53

148 自分を傷つけてしまう人のためのレスキューガイド 松本俊彦監修 法研 493.72/Ma81

149
猫だって……。 : 猫だって、十猫十色 : 猫だって、初恋の彼をわすれない : 猫だって、愛
をつないで生きていく

佐竹茉莉子著 辰巳出版 645.7/Sa83

150 1からの流通システム 崔相鐵, 岸本徹也編著
碩学舎/中央経済グルー
プパブリッシング (発
売)

673.7/C39

151 ホスピタリティ・マネジメント 第2版 徳江順一郎著 同文舘出版 673/To35
152 図解大学4年間のマーケティングが10時間でざっと学べる 阿部誠著 KADOKAWA 675/A13

153 天声人語 : 英文対照 v. 192 2018春
朝日新聞論説委員室編/英文朝日
訳

原書房 837.5/13/192

154 オーバーキル : バッドカンパニー 2(集英社文庫:ふ30-2) 深町秋生著 集英社 913.6/F72/2
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155 砂の王宮(集英社文庫:[に17-1]) 楡周平著 集英社 913.6/N78
156 夜の船(野呂邦暢小説集成:9) 野呂邦暢著 文遊社 913.6/NoK/9
157 鹿子小穂の帰還(引き抜き屋:2) PHP研究所 913.6/Sh94/2
158 カズオ・イシグロの長崎 平井杏子著 長崎文献社 930.278/I73
159 獣医師になるには(なるにはBooks:68) 井上こみち著 ぺりかん社 就職/資格

160 現代ジャーナリズムを学ぶ人のために 第2版
大井眞二, 田村紀雄, 鈴木雄雅
編

世界思想社 070.1/G34

161 アウトロー臨終図鑑(幻冬舎アウトロー文庫:O-31-25) 山平重樹[著] 幻冬舎 281.04/Y19

162 政治家はなぜ質問に答えないか : インタビューの心理分析
木下健, オフェル・フェルドマ
ン著

ミネルヴァ書房 311.13/Ki46

163 日本政治ガイドブック : 民主主義入門 新版 村上弘著 法律文化社 312.1/Mu43
164 米中戦略関係 梅本哲也著 千倉書房 319.5302/U71
165 世界を読む国際政治経済学入門 2訂版 澤喜司郎著 成山堂書店 319/Sa94
166 入門法学 : 現代社会の羅針盤 第5版 竹下賢 [ほか] 編著 晃洋書房 321/N99

167 大学生のための憲法 君塚正臣編/辻健太 [ほか執筆] 法律文化社 323.01/Ki35

168
Playing with dynamite : a personal approach to the psychoanalytic understanding of
perversions, violence, and criminality pbk.(Forensic psychotherapy monograph
series)

Estela V. Welldon Karnac Books 326.34/W57

169 中国「強国復権」の条件 : 「一帯一路」の大望とリスク 柯隆著 慶應義塾大学出版会 332.22/Ka69
170 ヨーロッパ経済とユーロ 補訂版 川野祐司著 文眞堂 332.3/Ka96

171 グローバル資本主義の形成と現在 : いかにアメリカは、世界的覇権を構築してきたか
レオ・パニッチ, サム・ギン
ディン著/芳賀健一, 沖公祐訳

作品社 332.53/P21

172 実践に学ぶ経営学 風間信隆, 松田健編著 文眞堂 335.1/Ka99

173 独占禁止法 第6版
金井貴嗣, 川濵昇, 泉水文雄編
著

弘文堂 335.57/D83

174 初級簿記テキスト 伊藤龍峰 [ほか] 著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.91/Sh96

175 現代税務会計論 坂本雅士編著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.98/Sa32

176 白書の白書 : 「政府白書」全33冊をこの一冊に凝縮 2018年版 木本書店・編集部編 木本書店 351/13/2018
177 はじまりの社会学 : 問いつづけるためのレッスン 奥村隆編著 ミネルヴァ書房 361.04/O55
178 高齢期のクオリティ・オブ・ライフ : 幸福感・社会的ネットワーク・市民活動 宍戸邦章著 晃洋書房 367.7/Sh91
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179 青少年の性行動はどう変わってきたか : 全国調査にみる40年間 林雄亮編著 ミネルヴァ書房 367.9/H48

180 トランスジェンダーと現代社会 : 多様化する性とあいまいな自己像をもつ人たちの生活世界 石井由香理著 明石書店 367.9/I75

181 自殺対策の政治学(南山大学学術叢書) 森山花鈴著 晃洋書房 368.3/Mo73
182 北欧ケアの思想的基盤を掘り起こす 浜渦辰二編著 大阪大学出版会 369.0238/H26

183
福祉行財政と福祉計画福祉サービスの組織と経営 改訂第9版(社会福祉学習双書 2018:第2巻.
社会福祉概論:2)

『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/'18-2

184 世界と日本の赤十字 : 世界最大の人道支援機関の活動 第2版 桝居孝, 森正尚著 東信堂 369.15/Ma67
185 高齢者福祉 第3版(新・基礎からの社会福祉:3) 大塩まゆみ, 奥西栄介編著 ミネルヴァ書房 369.26/O77
186 災害ボランティア入門 : 実践から学ぶ災害ソーシャルワーク 山本克彦編著 ミネルヴァ書房 369.3/Y31

187
変貌する「難民」と崩壊する国際人道制度 : 21世紀における難民・強制移動研究の分析枠組
み

小泉康一著 ナカニシヤ出版 369.38/Ko38

188 事例を通して学びを深める施設実習ガイド
加藤洋子, 一瀬早百合, 飯塚美
穂子編著

ミネルヴァ書房 369.4/J53

189 子ども家庭福祉 第2版(新・基礎からの社会福祉:7) 木村容子, 有村大士編著 ミネルヴァ書房 369.4/Ki39
190 子どもの貧困と食格差 : お腹いっぱい食べさせたい 阿部彩 [ほか] 編著 大月書店 369.4/Ko21

191 遊びが学びに欠かせないわけ : 自立した学び手を育てる
ピーター・グレイ著/吉田新一郎
訳

築地書館 370.4/G79

192 教育のイデア : 教職・保育士を志す人のために 塩見剛一 [ほか] 編 昭和堂 370/Ky4

193 少しだけ「政治」を考えよう! : 若者が変える社会
島村輝, 小ケ谷千穂, 渡辺信二
編著

松柏社 371.6/Su54

194 教育原理 新版(コンパクト版保育者養成シリーズ) 石橋哲成編著 一藝社 371/I71

195 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 : 教師用指導書 1 朱書編
「小学生の道徳」編集委員会,
廣済堂あかつき株式会社編集部
編

廣済堂あかつき 375.352/Ko81/1

196 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 : 教師用指導書 2 朱書編
「小学生の道徳」編集委員会,
廣済堂あかつき株式会社編集部
編

廣済堂あかつき 375.352/Ko81/2

197 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 : 教師用指導書 3 朱書編
「小学生の道徳」編集委員会,
廣済堂あかつき株式会社編集部
編

廣済堂あかつき 375.352/Ko81/3

198 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 : 教師用指導書 4 朱書編
「小学生の道徳」編集委員会,
廣済堂あかつき株式会社編集部
編

廣済堂あかつき 375.352/Ko81/4
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199 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 : 教師用指導書 5 朱書編
「小学生の道徳」編集委員会,
廣済堂あかつき株式会社編集部
編

廣済堂あかつき 375.352/Ko81/5

200 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 : 教師用指導書 6 朱書編
「小学生の道徳」編集委員会,
廣済堂あかつき株式会社編集部
編

廣済堂あかつき 375.352/Ko81/6

201 領域表現 新訂(事例で学ぶ保育内容)
浜口順子編者代表/宮里暁美, 刑
部育子編/砂上史子 [ほか] 著

萌文書林 376.156/H23

202 領域健康 新訂版(事例で学ぶ保育内容) 倉持清美編者代表 萌文書林 376.157/Ku53

203
嗜好品の謎、嗜好品の魅力 : 高校生からの歴史学・日本語学・社会学入門(成蹊大学人文叢
書:15)

成蹊大学文学部学会編/小林盾,
中野由美子責任編集

風間書房 383.8/Se17

204 人類は何を失いつつあるのか : ゴリラ社会と先住民社会から見えてきたもの : 対論 山極寿一, 関野吉晴著
東海教育研究所/東海大
学出版部 (発売)

469/Y23

205 インドの代理母たち
ギーター・アラヴァムダン著/鳥
居千代香訳

柘植書房新社 495.48/A66

206 企業人・大学人のための知的財産権入門 : 特許法を中心に 第3版 廣瀬隆行著 東京化学同人 507.2/H72
207 国際知的財産法入門 木棚照一著 日本評論社 507.2/Ki12
208 未来の環境倫理学 吉永明弘, 福永真弓編著 勁草書房 519/Y92
209 結果を出す!電話のビジネス英語 : 決まり文句から電話会議まで(CD BOOK) 浅見ベートーベン著 NHK出版 670.93/A86
210 販売管理論入門 坪井晋也, 河田賢一編著 学文社 673.3/Ts15

211
葬儀業界の戦後史 : 葬祭事業から見える死のリアリティ(名古屋学院大学総合研究所研究叢
書:29)

玉川貴子著 青弓社 673.93/Ta77

212 広告の基本 : この1冊ですべてわかる 新版 波田浩之著 日本実業出版社 674/H11
213 現代物流の基礎 第3版 森隆行著 同文舘出版 675.4/Mo66
214 消費者行動論 第2版 井上崇通著 同文舘出版 675/I55

215 大学スポーツの新展開 : 日本版NCAA創設と関西からの挑戦(ASC叢書:1)
大学スポーツコンソーシアム
KANSAI編

晃洋書房 780.216/D16

216 脱カタカナ英語の処方箋 : 通じる英語の発音とリズム(NHK出版CDブック) 野中泉著 NHK出版 831.1/N95
217 これなら覚えられる!初級英単語帳(NHK出版CDブック) 根岸雅史著 NHK出版 834/N62
218 Introducing Japan(語学シリーズ. NHK CD book/Enjoy simple English readers) NHK編 NHK出版 837.7/N71
219 Heroes and giants(語学シリーズ. NHK CD book/Enjoy simple English readers) NHK編 NHK出版 837.7/N71
220 New Romeo and Juliet(語学シリーズ. NHK CD book/Enjoy simple English readers) NHK編 NHK出版 837.7/N71
221 Japanese folklore [1](語学シリーズ. NHK CD book/Enjoy simple English readers) NHK編 NHK出版 837.7/N71/1
222 Short stories 2(語学シリーズ. NHK CD book/Enjoy simple English readers) NHK編 NHK出版 837.7/N71/2

10



2018年6月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

223 ストーリーで学ぶ英文法の基礎(語学シリーズ)(NHK-CDブック. 基礎英語:3)
阿野幸一, アンソニー・アラン
著

NHK出版 837.8/Ki59/3

224
ラジオ英会話ダイアログ傑作選 : Meet the Does : ジョン・ドウ一家の慌ただしい日常
(NHK-CDブック)

遠山顕, Mona Toyama著 NHK出版 837.8/To79

225 保育者のための相談援助 第3版
小林育子, 小舘静枝, 日高洋子
著

萌文書林 369.42/H81

226 広尾学園by AERA : 100年の先へ(AERA MOOK) 朝日新聞出版 376.48/H71

227
渋カジが、わたしを作った。 : 団塊ジュニア&渋谷発ストリート・ファッションの歴史と変
遷

増田海治郎著 講談社 589.2/Ma66

228 火眼(チンギス紀:1) 集英社 913.6/Ki65/1
229 なつをみつけたよ(こどものとも年少版:496号) 平野恵理子さく 福音館書店 E//18
230 まなつのかわ(こどものとも:748号) 菊池日出夫さく 福音館書店 E//18

231 やさいのかたち(かがくのとも:592号) 真木文絵ぶん/石倉ヒロユキえ 福音館書店 E//18

232 現代思想講義 : 人間の終焉と近未来社会のゆくえ(ちくま新書:1334) 船木亨著 筑摩書房 104/F89

233 ヨーロッパ繁栄の19世紀史 : 消費社会・植民地・グローバリゼーション(ちくま新書:1335) 玉木俊明著 筑摩書房 230.6/Ta78

234 憲法要諦 山崎英壽著 文化書房博文社 323.14/Y48
235 地域経済学入門 第3版(有斐閣コンパクト) 山田浩之, 徳岡一幸編 有斐閣 332.9/Y19
236 Research on professional responsibility and ethics in accounting hbk. edited by Cynthia Jeffrey Emerald Publishing 336.9/J34
237 対人距離がわからない : どうしてあの人はうまくいくのか?(ちくま新書:1336) 岡田尊司著 筑摩書房 361.4/O38
238 都心集中の真実 : 東京23区町丁別人口から見える問題(ちくま新書:1338) 三浦展著 筑摩書房 361.78/Mi67

239 基礎社会学 新訂第4版
酒井千絵, 永井良和, 間淵領吾
編

世界思想社 361/Ki59

240 社会保障 第5版(新・社会福祉士養成講座:12)
社会福祉士養成講座編集委員会
編集

中央法規出版 369.17/ShS/12

241 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 第5版(新・社会福祉士養成講座:14)
社会福祉士養成講座編集委員会
編集

中央法規出版 369.17/ShS/14

242 低所得者に対する支援と生活保護制度 第4版(新・社会福祉士養成講座:16)
社会福祉士養成講座編集委員会
編集

中央法規出版 369.17/ShS/16

243 新社会福祉とは何か 第3版 大久保秀子著 中央法規出版 369/O54
244 社会福祉の見方・考え方 吉田明弘著 八千代出版 369/Y86
245 暴走する能力主義 : 教育と現代社会の病理(ちくま新書:1337) 中村高康著 筑摩書房 371.3/N37
246 理系教職のための教育入門 東野充成, 谷田川ルミ編著 学文社 371/H55

247
オカルト化する日本 (にっぽん) の教育 : 江戸しぐさと親学にひそむナショナリズム(ちく
ま新書:1339)

原田実著 筑摩書房 372.107/H32
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248 プログラミング教育の考え方とすぐに使える教材集 赤堀侃司著 ジャムハウス 375.199/A29
249 世界史授業ライブ : 使えるプリント付き 6 河原孝哲著 地歴社 375.324/KaT/6
250 道徳授業が不安な先生のための特別の教科道徳入門(道徳科授業サポートBOOKS) 野平慎二, 竹井史著 明治図書出版 375.35/N91
251 道徳読み : 教科書を使う道徳の新しい授業法 広山隆行編著 さくら社 375.352/H75
252 考え、議論する道徳授業のつくり方・評価 : やるべきことがスッキリわかる! 丸岡慎弥著 学陽書房 375.352/Ma57
253 小学校道徳科「問題解決的な学習」をつくるキー発問50(道徳科授業サポートBOOKS) 柳沼良太, 竹井秀文著 明治図書出版 375.352/Y16
254 「対話」で学ぶ算数授業 : 学級全員で学び合うための15のポイントと35のアイデア 瀧ヶ平悠史著 明治図書出版 375.412/Ta71
255 本当は国語が苦手な教師のための国語授業の板書・ノート指導 小学校編 加藤辰雄著 学陽書房 375.8/Ka86/1
256 英語教材を活かす : 理論から実践へ 小野尚美, 高梨庸雄著 朝日出版社 375.893/O67
257 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 数学編 文部科学省 [編] 日本文教出版 375/Mo31/'17
258 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編 文部科学省 [編] 東洋館出版社 375/Mo31/'17
259 中学校学習指導要領(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
260 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総合的な学習の時間編 文部科学省 [編] 東山書房 375/Mo31/'17

261 大学図鑑! : 有名大学のすべてがわかる! 2019 オバタカズユキ, 石原壮一郎著 ダイヤモンド社 376.87/ObK/'19

262 全解説英語革命2020 安河内哲也著 文藝春秋 376.87/Y64

263
多文化共生を学び合う : 配慮と偏見のはざまで(明治学院大学教養教育センターブックレッ
ト:3. 「内なる国際化」に対応した人材の育成)

明治学院大学教養教育セン
ター・社会学部編

かんよう出版 376.9/Me25

264
ベクトルのきほん : 数学や物理学で重宝される必須の“矢印"(Newtonライト : 理系脳をき
たえる!)(NEWTONムック)

ニュートンプレス 414.7/N99

265
確率のきほん : 確率を知れば,人生がもっと豊かになる!(Newtonライト : 理系脳をきたえ
る!)(NEWTONムック)

ニュートンプレス 417/N99

266 きみは宇宙線を見たか : 霧箱で宇宙線を見よう 山本海行, 小林眞理子著 仮説社 429.65/Y31
267 世界でいちばん素敵な雲の教室 荒木健太郎 [著] 三才ブックス 451.61/A64
268 雷をひもとけば : 神話から最新の避雷対策まで 新藤孝敏 [著] 電気学会 451.77/Sh62

269
持続可能な医療 : 超高齢化時代の科学・公共性・死生観(ちくま新書:1333-1. シリーズケア
を考える)

広井良典著 筑摩書房 498.04/H71

270 日航123便墜落の新事実 : 目撃証言から真相に迫る 青山透子著 河出書房新社 687.7/A58
271 新・字形と筆順 改訂版 宮澤正明編 光村図書出版 728.4/Mi89

272 世界一わかりやすいパーソナルストレッチ(Special LECTURE Series) 牧谷祐志著 国際学園/星雲社(発売) 780.19/Ma38

273 陸上競技ルールブック 2018年度版 日本陸上競技連盟編 あい出版 782/NiR/'18

274 野球殿堂 2018 野球殿堂博物館編
野球殿堂博物館/ベース
ボール・マガジン社
(制作)

783.7/Y16/'18

275 挑戦者たち : 男子フィギュアスケート平昌五輪を超えて 田村明子著 新潮社 784.65/Ta82
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276 DVDでわかる!勝つ剣道最強のコツ50 改訂版(コツがわかる本) 香田郡秀監修 メイツ出版 789.3/Ko17

277 認知語用論の意味論 : 真理条件的意味論を越えて(言語学翻訳叢書:第19巻)
コリン・イテン著/武内道子訳/
黒川尚彦訳/山田大介訳

ひつじ書房 801.04/I88

278 純ジャパの僕が10カ国語を話せた世界一シンプルな外国語勉強法 秋山燿平著 ダイヤモンド社 807/A38
279 学習スタートブック 31年度試験対応(公務員試験受験ジャーナル特別企画:1) 実務教育出版 就職/資格/'19
280 実践研究の理論と方法(シリーズ支援のための発達心理学) 本郷一夫編著 金子書房 143/Sh88

281 エマニュエル・マクロン : フランス大統領に上り詰めた完璧な青年 アンヌ・フルダ著/加藤かおり訳 プレジデント社 289.3/Ma24

282 民法への招待 第5版 池田真朗著 税務経理協会 324/I32

283
グローバリゼーション下のイギリス経済 : EU離脱に至る資本蓄積と労働過程の変化(大阪経
済大学研究叢書:第88冊)

櫻井幸男著 法律文化社 332.33/Sa47

284 国際経済学の基礎「100項目」 第4版 多和田眞, 近藤健児編著 創成社 333.6/Ta97

285 人体の構造と機能及び疾病 第3版(新・社会福祉士養成講座:1)
社会福祉士養成講座編集委員会
編

中央法規出版 369.17/ShS/1

286 心理学理論と心理的支援 第3版(新・社会福祉士養成講座:2)
社会福祉士養成講座編集委員会
編集

中央法規出版 369.17/ShS/2

287 生涯学習時代の教職論 梨本加菜, 稲川英嗣著 樹村房 374.3/N55
288 赤ちゃんの発達とアタッチメント : 乳児保育で大切にしたいこと 遠藤利彦著 ひとなる書房 376.1/E59

289 幼児体育指導ガイド
前橋明編著/幼児体育指導法研究
会 [執筆]

大学教育出版 376.157/Ma26

290 子どもの健康福祉指導ガイド 2 前橋明著/日本幼児体育学会編 大学教育出版 376.157/Ma26/2

291 検証迷走する英語入試 : スピーキング導入と民間委託(岩波ブックレット:No.984) 南風原朝和編 岩波書店 376.87/H11
292 特別支援教育 : インクルーシブな共生社会をめざして 第4版 姉崎弘監修・編著 大学教育出版 378/A49
293 乳幼児の健康 第3版 前橋明編著 大学教育出版 498.7/Ma26
294 環境ガバナンスの政治学 : 脱原発とエネルギー転換 坪郷實著 法律文化社 519.1/Ts15

295 現代マーケティング論 第2版(専門基礎ライブラリー)
武井寿 [ほか] 編著/秋本昌士
[ほか執筆]

実教出版 675/G34

296 Short stories [1](語学シリーズ. NHK CD book/Enjoy simple English readers) NHK編 NHK出版 837.7/N71/1

297 A Broadway miracle 完全版(CDNHKラジオストーリー・ブック. リトル・チャロ:3)
わかぎゑふ原作/佐藤良明, 栩木
玲子英語脚本

日本放送出版協会 CD837.8/W18/3

298 空からのぞいた桃太郎 影山徹著 岩崎書店 E/23
299 チューリップ畑をつまさきで 山本容子著 偕成社 E/27

300 ネコ博士が語る科学のふしぎ : Science
ドミニク・ウォーリマン文/ベ
ン・ニューマン絵/田中薫子訳

徳間書店 K400/W36
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301 写真で見る星と伝説 春と夏の星 野尻抱影文/八板康麿写真 偕成社 K443.8/N93/1
302 読む力 : 現代の羅針盤となる150冊(中公新書ラクレ:616) 松岡正剛, 佐藤優著 中央公論新社 019.9/Ma86

303 北朝鮮の博物館
張慶姫著/池貞姫, 村上和弘, 松
永悦枝訳

同成社 069.0221/C33

304 行動分析学 : 行動の科学的理解をめざして(有斐閣アルマ:Specialized) 坂上貴之, 井上雅彦著 有斐閣 140.18/Sa28
305 声のサイエンス : あの人の声は、なぜ心を揺さぶるのか(NHK出版新書:548) 山﨑広子著 NHK出版 141.22/Y48

306 なぜ、その人に惹かれてしまうのか? : ヒトとしての恋愛学入門 森川友義[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

141.62/Mo51

307 言葉通りすぎる男深読みしすぎる女 堀田秀吾著 大和書房 143.1/H96
308 公認心理師エッセンシャルズ 子安増生, 丹野義彦編 有斐閣 146.89/Ko97
309 日本の風水(角川選書:602) 諏訪春雄著 KADOKAWA 148.5/Su87

310 自分のことだけ考える。 : 無駄なものにふりまわされないメンタル術(ポプラ新書:146) 堀江貴文著 ポプラ社 159/H87

311 逃げ出す勇気 : 自分で自分を傷つけてしまう前に(角川新書:[K-206]) ゆうきゆう [著] KADOKAWA 159/Y97
312 律から密へ : 晩年の慈雲尊者 秋山学 春風社 188.52/J55
313 釈伝空海 上 西宮紘著 藤原書店 188.52/Ku27/1
314 釈伝空海 下 西宮紘著 藤原書店 188.52/Ku27/2

315 帝国の最期の日々 上
パトリス・ゲニフェイ, ティエ
リー・ランツ編/鳥取絹子訳

原書房 209/G91/1

316 帝国の最期の日々 下
パトリス・ゲニフェイ, ティエ
リー・ランツ編/鳥取絹子訳

原書房 209/G91/2

317
經覺私要鈔 第10(史料纂集:[古記録編] [17], [28], [42], [54], 72, 133, 150, 163, 167,
197)

[経覚著]/高橋隆三, 小泉宜右校
訂

続群書類従完成会 210.08/3/キ2-10

318 古墳時代の国家形成 下垣仁志著 吉川弘文館 210.32/Sh51
319 「関ヶ原」を読む : 戦国武将の手紙 外岡慎一郎著 同成社 210.48/To63

320
悪代官はじつは正義の味方だった : 時代劇が描かなかった代官たちの実像(じっぴコンパク
ト新書:346)

山本博文監修 実業之日本社 210.5/Y31

321 歴史の余白 : 日本近現代こぼれ話(文春新書:1162) 浅見雅男著 文藝春秋 210.6/A86

322 創発する日本へ : ポスト「失われた20年」のデッサン
アンドルー・ゴードン,  瀧井一
博編/イアン・コンドリー [ほ
か] 著

弘文堂 210.77/G67

323 ピラミッド : 最新科学で古代遺跡の謎を解く(新潮文庫:10898, か-81-1) 河江肖剰著 新潮社 242/Ka92
324 素顔の西郷隆盛(新潮新書:760) 磯田道史著 新潮社 289.1/Sa18
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325 質的研究のための理論入門 : ポスト実証主義の諸系譜
プシュカラ・プラサド著/町惠理
子 [ほか] 訳

ナカニシヤ出版 301.6/P88

326 テレビに映らない北朝鮮(平凡社新書:870) 鴨下ひろみ著 平凡社 302.21/Ka41

327 世界の選挙制度
大林啓吾, 白水隆編著/吉川智志
[ほか] 執筆

三省堂 314.8/O12

328 18歳選挙世代は日本を変えるか(ポプラ選書:File No.004. 未来へのトビラ) 原田曜平著 ポプラ社 314.82/H32
329 平和をつくるを仕事にする(ちくまプリマー新書:295) 鬼丸昌也著 筑摩書房 319.8/O66
330 「宗教」で読み解く現代ニュースの真相(SB新書:432) 関眞興著 SBクリエイティブ 319/Se39
331 教誨師(講談社文庫:ほ41-5) 堀川惠子 [著] 講談社 326.53/W46
332 EUの揺らぎ 井上典之, 吉井昌彦編著 勁草書房 329.37/I55
333 思想家ドラッカーを読む : リベラルと保守のあいだで 仲正昌樹著 NTT出版 335.1/D92
334 新時代の経営マネジメント 中山健, 丹野勲, 宮下清著 創成社 335.1/Sh63
335 やさしく学ぶ経営学 第2版 海野博, 畑隆編著 創成社 335.1/U74

336 財務会計講義 第19版 桜井久勝著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.9/Sa47

337 検定簿記講義 : 商業簿記 2級 平成30年度版 井上達雄, 染谷恭次郎編著 中央経済社 336.91//'18

338 合格するための過去問題集日商簿記2級 '18年6月検定対策(よくわかる簿記シリーズ) TAC簿記検定講座編著 TAC株式会社出版事業部 336.91//'18

339 検定簿記講義 : 1級商業簿記・会計学 平成30年度版 上巻
渡部裕亘, 片山覚, 北村敬子編
著

中央経済社 336.91//'18-1

340 検定簿記講義 : 1級商業簿記・会計学 平成30年度版 下巻
渡部裕亘, 片山覚, 北村敬子編
著

中央経済社 336.91//'18-2

341 工業簿記の基礎テキスト 相川奈美編著 創成社 336.918/A25
342 今だからこそ、知りたい「仮想通貨」の真実(WAC BUNKO:B-256) 渡邉哲也著 ワック 338/W46
343 日本で1日に起きていることを調べてみた : 数字が明かす現代日本 宇田川勝司著 ベレ出版 351/U26
344 科学的に人間関係をよくする方法(角川新書:[K-202]) 堀田秀吾 [著] KADOKAWA 361.5/H96

345 都市と農山村からみる身近な経済(放送大学教材:1639587-1-1811)
伊藤勝久, 坂田裕輔, 新井圭太
編著

放送大学教育振興会 361.78/To72

346 10年後の仕事図鑑 : 新たに始まる世界で、君はどう生きるか 堀江貴文, 落合陽一著 SBクリエイティブ 366.29/H87

347 労働経済学(ライブラリ今日の経済学:15) 宮本弘曉著
新世社/サイエンス社
(発売)

366/Mi77

348 「女子」という呪い 雨宮処凛著
集英社クリエイティブ/
集英社 (発売)

367.21/A42

349 カミングアウト(朝日新書:666) 砂川秀樹著 朝日新聞出版 367.9/Su73
350 子どもの性同一性障害に向き合う : 成長を見守り支えるための本 西野明樹著 日東書院本社 367.98/N85
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351 介護福祉士をめざす人の本 : 資格と仕事がよくわかる! ['19年版] コンデックス情報研究所編著 成美堂出版 369.079//'19

352 地域福祉と生涯学習 : 学習が福祉をつくる 小林繁編著/兼松忠雄 [ほか] 著 現代書館 369.27/Ko12

353 チェルノブイリという経験 : フクシマに何を問うのか 尾松亮著 岩波書店 369.36/C39
354 子どもの放課後と居場所づくり : 自治体の施策から見えてくるもの 宮地由紀子著 萌文社 369.42/Mi71
355 コミュニティワークの教育的実践 : 教育と福祉とを結ぶ 高橋満著 東信堂 369.7/Ta33
356 現代福祉コミュニティ論 和田清美編著 学文社 369/W12
357 いまがわかる教育原理(シリーズ知のゆりかご : イメージを学びの翼に) 西本望編 みらい 371/N84

358
「共育」「特別支援教育」「大学連携」三つの視点で学力向上! : 山形県の小さな村から東
京大学連続入学への軌跡

三浦光哉, 山形県戸沢村教育委
員会編著

ジアース教育新社 372.125/Mi67

359 奨学金借りる?借りない?見極めガイド : 最新版 : ここが知りたかった109のQ&A 久米忠史著 合同出版 373.4/Ku37

360
大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の養護教諭過去問 2019年度版(教員採用試験「過去問」シ
リーズ:12)

協同教育研究会編 協同出版 373.7//'19

361 東京都の養護教諭過去問 2019年度版(教員採用試験「過去問」シリーズ:12) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'19
362 和歌山県の養護教諭過去問 2019年度版(教員採用試験「過去問」シリーズ:10) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'19
363 教職のしくみと教育のしくみ : 教育制度論 石村卓也, 伊藤朋子著 晃洋書房 374.3/I78
364 2030年教師の仕事はこう変わる! 西川純著 学陽書房 374.3/N83

365
主体的・対話的で深い学びを拓く : アクティブ・ラーニングの視点から授業を改善し授業力
を高める

教職員支援機構編著 学事出版 375.1/Ky5

366 学びの光源 : 学び合いで育む自己形成 : 学びの共同体の実践 頓所本一著 明治図書出版 375.1/To63

367
オックスフォード&ケンブリッジ大学さらに世界一「考えさせられる」入試問題 : 「まだ、
あなたは自分が利口だと思いますか?」(河出文庫:[フ15-2])

ジョン・ファーンドン著/小田島
恒志, 小田島則子訳

河出書房新社 376.8/O93

368 「しょうがい」と「セクシュアリティ」の相談と支援 木全和巳著 クリエイツかもがわ 378.6/Ki31
369 学年誌が伝えた子ども文化史 昭和40-49年編(ワンダーライフスペシャル) 小学館 384.5/Sh95/1
370 葬式格差(幻冬舎新書:491, し-5-11) 島田裕巳著 幻冬舎 385.6/Sh36
371 日本の安全保障 : 海洋安全保障と地域安全保障 下平拓哉著 成文堂 392.1076/Sh92
372 絶対、人に話したくなる「時間」の雑学(PHP文庫:く37-1) 久我勝利著 PHP研究所 421/Ku21
373 自分で探せる美しい石図鑑&採集ガイド(大人のフィールド図鑑) 円城寺守著 実業之日本社 458/E62
374 散歩で見かける草花・雑草図鑑 : flowering plant & weed 改訂版 鈴木庸夫写真/高橋冬解説 創英社/三省堂書店 470.38/Su96
375 里山・雑木林の昆虫図鑑 : 春夏秋冬 今井初太郎著 メイツ出版 486.038/I43
376 「在宅ホスピス」という仕組み(新潮選書) 山崎章郎著 新潮社 490.14/Y48

377
万病撃退!"腸"が免疫の鍵だった/"脳"すごいぞ!ひらめきと記憶の正体(NHKスペシャル. 人体
: 神秘の巨大ネットワーク:3)

NHKスペシャル「人体」取材班編 東京書籍 491.3/NiH/3

378 発達障害は最強の武器である(SB新書:425) 成毛眞著 SBクリエイティブ 493.76/N53
379 発達障害と結婚(イースト新書:099) 吉濱ツトム著 イースト・プレス 493.76/Y87
380 スマホが学力を破壊する(集英社新書:0924I) 川島隆太著 集英社 493.937/Ka97
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381 障害者の安楽死計画とホロコースト : ナチスの忘れ去られた犯罪 スザンヌ E・エヴァンス著 クリエイツかもがわ 498.2/E88

382 優生保護法が犯した罪 : 子どもをもつことを奪われた人々の証言 増補新装版
優生手術に対する謝罪を求める
会編

現代書館 498.25/Y99

383 こんなにおもしろい弁理士の仕事 第4版 奥田百子著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

507.29/O54

384 水がなくなる日
橋本淳司著/やまぐちかおりイラ
スト

産業編集センター 517/H38

385 ザハ・ハディド全仕事 ザハ・ハディド著/田辺晴美訳 エクスナレッジ 520.87/H11

386 日本人がいちばん暮らしやすい間取り図鑑 フリーダムアーキテクツ著 エクスナレッジ 527.1/F92

387 実践につながるインテリアデザインの基本
橋口新一郎編著/戸澤まり子 [ほ
か] 著

学芸出版社 529/H37

388 EVシフト : 決定版 : 100年に一度の大転換 風間智英編著 東洋経済新報社 537.25/Ka99

389
最新ペットビジネスの動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報
満載(How-nual図解入門. 業界研究)

川上清市著 秀和システム 645.9/Ka94

390 ていねいで「短いメール」のお手本 出口汪監修 宝島社 670.91/D53
391 鉄道エッセイコレクション : 「読み鉄」への招待(ちくま文庫:[あ-61-1]) 芦原伸編 筑摩書房 686.04/A92
392 現代観光のダイナミズム 第2版 米浪信男著 同文舘出版 689/Ko63
393 無言館 : 戦没画学生たちの青春(河出文庫:[く18-1]) 窪島誠一郎著 河出書房新社 720.69/Se57

394 「折り」の設計 : ファッション、建築、デザインのためのプリーツテクニック
ポール・ジャクソン著/牧尾晴喜
訳

ビー・エヌ・エヌ新社 754.9/J11

395 話術(新潮文庫:10902, と-31-1) 徳川夢声著 新潮社 809.4/To36

396
現代日本語における分析的な構造をもつ派生動詞 : 「してある」「しておく」「してしま
う」について(ひつじ研究叢書:言語編第153巻)

迫田幸栄著 ひつじ書房 815.5/Sa43

397 できる大人の敬語の使い方(朝日文庫:[ほ20-1]) 本郷陽二著 朝日新聞出版 815.8/H84
398 おとなの作文教室 : 「伝わる文章」が書ける66のコツ(朝日文庫:[そ6-1]) 外岡秀俊著 朝日新聞出版 816/So75

399 英語のこころ(インターナショナル新書:024) マーク・ピーターセン著
集英社インターナショ
ナル/集英社 (発売)

830.4/P45

400 書き写すだけTOEIC L&Rテストドリル : 1日15分1カ月で730点突破!!
AERA English編集部編集/塚田幸
光監修

朝日新聞出版 830.79/A82

401 はじめてのTOEIC L&Rテスト英文法完全生講義でいきなり600点突破 山根和明著 ナツメ社 830.79/Y36

402 日本人のための英語ライティング講座 : 日本語発想の転換から英語の書き方をやさしく学ぶ 柏木哲也著 南雲堂 836/Ka77
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403 教養小説、海を渡る(中京大学文化科学叢書:第19輯)
杉浦清文, 武井暁子, 林久博編
著

音羽書房鶴見書店 901.3/Ky7

404 萬葉語文研究 特別集 萬葉語学文学研究会編 和泉書院 911.12/MaG/M-特
405 図説あらすじと地図で面白いほどわかる!源氏物語(青春新書intelligence:PI-537) 竹内正彦監修 青春出版社 913.365/Ta67
406 鹿子小穂の冒険(引き抜き屋:1) PHP研究所 913.6/Sh94/1
407 ぱかっ(はじめてえほん:14) 森あさ子作 ポプラ社 E/18
408 イラストでわかる都道府県じてん 成美堂出版編集部編 成美堂出版 K291/Se17

409 マンガで覚える図解将棋の基本 : 勝てる将棋を初歩から学べる : 図解とイラストが満載! 矢内理絵子監修 滋慶出版/つちや書店 K796/Y67

410 30の発明からよむ日本史(日経ビジネス人文庫:856, [い5-2]) 造事務所編著 日本経済新聞出版社 NBB/い5/2

411
Becoming Steve Jobs : ビジョナリーへの成長物語 上(日経ビジネス人文庫:858-859, [し
16-1]-[し16-2])

ブレント・シュレンダー, リッ
ク・テッツェリ著/井口耕二訳

日本経済新聞出版社 NBB/し16/1

412
Becoming Steve Jobs : ビジョナリーへの成長物語 下(日経ビジネス人文庫:858-859, [し
16-1]-[し16-2])

ブレント・シュレンダー, リッ
ク・テッツェリ著/井口耕二訳

日本経済新聞出版社 NBB/し16/2

413 田舎教師 改版(岩波文庫:緑(31)-021-2) 田山花袋作 岩波書店 イ913.6/Ta98
414 周作人読書雑記 3(東洋文庫:886, 888, 889) [周作人著]/中島長文訳注 平凡社 ト019/ShS/3
415 通関士試験の指針 2018年度版(国家試験) 日本関税協会 [編] 日本関税協会 就職/資格/'18
416 通関士試験問題・解説集 2018年度版(国家試験) 日本関税協会編 日本関税協会 就職/資格/'18

417 国家資格に挑戦!知財検定3級テキスト・問題 2018-2019年度版 土井宏文, 高橋有理可著
コンテンツ・シティ出
版事業部/メディアパル
(発売)

就職/資格/'18-'19

418 国家資格に挑戦!知財検定2級テキスト・問題 2018-2019年度版
コンテンツ・シティ出
版事業部/メディアパル
(発売)

就職/資格/'18-'19

419 知財検定1級コンテンツ専門業務最新過去問題そのまま4回分 2018-2019年度版
コンテンツ・シティ出
版事業部/メディアパル
(発売)

就職/資格/'18-'19

420 知財検定2級学科・実技最新過去問題そのまま4回分 2018-2019年度版
コンテンツ・シティ出
版事業部/メディアパル
(発売)

就職/資格/'18-'19

421 知財検定3級学科・実技最新過去問題そのまま4回分 2018-2019年度版
コンテンツ・シティ出
版事業部/メディアパル
(発売)

就職/資格/'18-'19

422 現職採点官が教える!合格面接術 : 公務員試験 2019年度版 春日文生著 実務教育出版 就職/資格/'19
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423 明治天皇の大日本帝国(講談社学術文庫:[2487]. 天皇の歴史:7) 西川誠 [著] 講談社 081/2/2487

424 社会学的方法の規準(講談社学術文庫:[2501])
エミール・デュルケーム [著]/
菊谷和宏訳

講談社 081/2/2501

425 「神国」日本 : 記紀から中世、そしてナショナリズムへ(講談社学術文庫:[2510]) 佐藤弘夫 [著] 講談社 081/2/2510
426 人類文明の黎明と暮れ方(講談社学術文庫:[2511]. 興亡の世界史) 青柳正規 [著] 講談社 081/2/2511

427 意識と自己(講談社学術文庫:[2517])
アントニオ・ダマシオ [著]/田
中三彦訳

講談社 081/2/2517

428 イスラム主義 : 新たな全体主義
メフディ・モザッファリ著/鹿島
正裕訳

風行社 312.27/Mo98

429 キャバ嬢なめんな。 : 夜の世界・暴力とハラスメントの現場 布施えり子著 現代書館 366.628/Ky1
430 クエスチョン・バンク介護福祉士国家試験問題解説 2019 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 369.079//'19

431 U-CAN(ユーキャン)の介護福祉士書いて覚える!ワークノート 2019年版
ユーキャン介護福祉士試験研究
会編

ユーキャン学び出版/自
由国民社 (発売)

369.079//'19

432 ユーキャンの介護福祉士これだけ!要点まとめ 2019年版
ユーキャン介護福祉士試験研究
会編

ユーキャン学び出版/自
由国民社 (発売)

369.079//'19

433 みんなが欲しかった!介護福祉士の教科書 2019年版
TAC介護福祉士受験対策研究会編
著

TAC株式会社出版事業部 369.079//'19

434 介護福祉士絶対合格テキスト : 1日45分×60日 [2019年度]
目白大学介護福祉教育研究会編
著

大和書房 369.079//'19

435 ケアマネなら知っておきたい社会知識ナビ 第3版
城島明彦, ケアマネ向上委員会
著

秀和システム 369.17/J66

436
感情に働きかけるこれからの介護レクリエーション : 心の専門家がアドバイス生きる意欲を
刺激する介護レクアイデア集

エモーショナルな介護レク研究
会編

誠文堂新光社 369.26/E54

437 要介護シニアも大満足!3分間ちょこっとレク57 斎藤道雄著 黎明書房 369.263/Sa25

438 幼児体育 : 理論と実践 : 日本幼児体育学会認定幼児体育指導員養成テキスト 第2版 中級
日本幼児体育学会編/前橋明編集
代表/[前橋明ほか著]

大学教育出版 376.157/N71/2

439 認知症の取扱説明書(SB新書:436) 平松類著/内野勝行監修 SBクリエイティブ 493.758/H65
440 認知症で使えるサービスしくみお金のことがわかる本 田中元著 自由国民社 493.758/Ta84
441 「発達障害」と言いたがる人たち(SB新書:437) 香山リカ著 SBクリエイティブ 493.76/Ka98

442 郵便の歴史 : 飛脚から郵政民営化までの歩みを語る(月刊たんぶるぽすと:増刊第82号) 井上卓朗, 星名定雄著 鳴美 693.21/I55

443 芸術と情報のあいだ : 情報を描写するインフォグラフィックの素描 原木万紀子著 勁草書房 720.4/H32

444 象徴と寓意 : 見えないもののメッセージ(Art gallery : テーマで見る世界の名画:10) 伊藤博明責任編集 集英社 723/ArG/10

445 伝わるシンプル文章術 飯間浩明著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

816/I27
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446 ネコ博士が語る宇宙のふしぎ : Space
ドミニク・ウォーリマン文/ベ
ン・ニューマン絵/日暮雅通訳

徳間書店 K440/W36

447 写真で見る星と伝説 秋と冬の星 野尻抱影文/八板康麿写真 偕成社 K443.8/N93/2

448 History of Rome books 38-40(The Loeb classical library:295, 301, 313. Livy:9-11)
Livy/edited and translated by
J.C. Yardley/introduction by
Dexter Hoyos

Harvard University
Press

LC232/LiT/L-10

449 Posthomerica(The Loeb classical library:19)
Quintus Smyrnaeus/edited and
translated by Neil Hopkinson

Harvard University
Press

LC991/Q7

450
Hercules/Trojan women/Phoenician women/Medea/Phaedra rev. ed(The Loeb classical
library:62. Seneca:8/Tragedies:1)

Seneca/edited and translated
by John G. Fitch

Harvard University
Press

LC992.2/Se57/1

451
Oedipus/Agamemnon/Thyestes/Hercules on Oeta/Octavia rev. ed(The Loeb classical
library:78. Seneca:9:Tragedies:2)

Seneca/edited and translated
by John G. Fitch

Harvard University
Press

LC992.2/Se57/2

452 元面接官が教える!ホントの警察官面接対策 大貫啓行監修/資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['18]

453 人文科学 : 地方上級・国家一般職・国税専門官 第13版 下(公務員Vテキスト:22) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['18]

454
公務員試験専門記述式民法・行政法答案完成ゼミ : 東京都ほか地方上級■裁判所■国税専門
官■国家総合職等 改訂版

資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['18]

455 自分の頭で考えたい人のための15分間哲学教室 アン・ルーニー著/田口未和訳 文響社 104/R66

456 性格の科学 : 複雑で豊かな心の不思議(日経BPムック. ナショナルジオグラフィック別冊)
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)

141.93/N73

457 図説ケルト神話伝説物語
マイケル・ケリガン著/高尾菜つ
こ訳

原書房 164.339/Ke58

458
奇妙な同盟 : ルーズベルト、スターリン、チャーチルは、いかにして第二次大戦に勝ち、冷
戦を始めたか 1

ジョナサン・フェンビー著/河内
隆弥訳

藤原書店 209.74/F19/1

459
奇妙な同盟 : ルーズベルト、スターリン、チャーチルは、いかにして第二次大戦に勝ち、冷
戦を始めたか 2

ジョナサン・フェンビー著/河内
隆弥訳

藤原書店 209.74/F19/2

460 ストーリーで学び直す大人の日本史講義 : 古代から平成まで一気にわかる 野島博之著 祥伝社 210.1/N93
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461 新・東京裁判論 : GHQ戦争贖罪計画と戦後日本人の精神
国士舘大学極東国際軍事裁判研
究プロジェクト著

産経新聞出版/日本工業
新聞社 (発売)

210.762/Ko53

462 外国人の発見した日本 (Nippon)(アジア遊学:219) 石井正己編 勉誠出版 302.1/I75

463 プーチンのユートピア : 21世紀ロシアとプロパガンダ
ピーター・ポマランツェフ著/池
田年穂訳

慶應義塾大学出版会 302.38/P78

464 日本再興戦略(NewsPicks book) 落合陽一著 幻冬舎 304/O15

465 正統と異端 1(丸山眞男集別集:第4巻)
丸山眞男著/東京女子大学丸山眞
男文庫編

岩波書店 310.8/MaM/4

466 アフリカの内戦と武装勢力 : シエラレオネにみる人脈ネットワークの生成と変容 岡野英之著 昭和堂 312.4424/O45
467 警視庁監察係(小学館新書:[294]) 今井良著 小学館 317.72/Ke27
468 沖縄平和論のアジェンダ : 怒りを力にする視座と方法 星野英一 [ほか] 著 法律文化社 319.8/H92

469 ニュルンベルク合流 : 「ジェノサイド」と「人道に対する罪」の起源 フィリップ・サンズ著/園部哲訳 白水社 329.67/Sa62

470 流動する移民社会 : 環太平洋地域を巡る人びと 栗田和明編 昭和堂 334.5/Ku67

471 企業論 第4版(有斐閣アルマ:Specialized) 三戸浩, 池内秀己, 勝部伸夫著 有斐閣 335/Ki16

472 FinTechと金融の未来 : 10年後に価値のある金融ビジネスとは何か? 大和総研編著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

338/D28

473 生態資源 : モノ・場・ヒトを生かす世界 山田勇, 赤嶺淳, 平田昌弘編 昭和堂 361.7/Se19

474 社会科学のためのデータ分析入門 下巻
今井耕介 [著]/粕谷祐子, 原田
勝孝, 久保浩樹訳

岩波書店 361.9/I43/2

475 若者たちの海外就職 : 「グローバル人材」の現在 神谷浩夫, 丹羽孝仁編著 ナカニシヤ出版 366.29/Ka39

476
サイバー・エフェクト子どもがネットに壊される : いまの科学が証明した子育てへの影響の
真実

メアリー・エイケン著/小林啓倫
訳

ダイヤモンド社 371.45/A25

477 キーワードでわかる英語科教育学 : 第二言語習得論から英語教授法まで 渡部祥子著 リーベル出版 375.893/W46
478 中学校学習指導要領(平成29年告示) 文部科学省 [編] 東山書房 375/Mo31/'17
479 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 保健体育編 文部科学省 [編] 東山書房 375/Mo31/'17
480 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 特別活動編 文部科学省 [編] 東山書房 375/Mo31/'17
481 学習評価(シリーズ大学の教授法:4) 中島英博編著 玉川大学出版部 377.15/ShD/4
482 ノーベル賞の真実 : いま明かされる選考の裏面史 E. ノルビー著/井上栄訳 東京化学同人 377.7/N96

483
図で学ぶ障碍のある子どものための「文字・数」学習(障碍のある子どものための教育と保
育:4)

菅原伸康, 渡邉照美著 ミネルヴァ書房 378/SuN/4

484 海民の移動誌 : 西太平洋のネットワーク社会
小野林太郎, 長津一史, 印東道
子編

昭和堂 382.2/Ka21

485
「移動社会」のなかのイスラーム : モロッコのベルベル系商業民の生活と信仰をめぐる人類
学(地域研究ライブラリ:2)

齋藤剛著 昭和堂 382.434/Sa25
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486 西アフリカ・サヘルの砂漠化に挑む : ごみ活用による緑化と飢餓克服、紛争予防 大山修一著 昭和堂 382.4412/O95
487 食の冒険 : フィールドから探る 秋道智彌著 昭和堂 383.8/A35
488 滋賀県発!持続可能社会への挑戦 : 科学と政策をつなぐ 内藤正明, 嘉田由紀子編 昭和堂 517.091/N29

489 英国一家、日本を食べる 上(角川文庫:20798, [フ39-1], 20799, [フ39-2])
マイケル・ブース [著] : 寺西
のぶ子訳

KADOKAWA 596.04/B66/1-1

490 英国一家、日本を食べる 下(角川文庫:20798, [フ39-1], 20799, [フ39-2])
マイケル・ブース [著] : 寺西
のぶ子訳

KADOKAWA 596.04/B66/1-2

491 英国一家、日本をおかわり
マイケル・ブース著/寺西のぶ子
訳

KADOKAWA 596.04/B66/2

492
身近な野菜の奇妙な話 : もとは雑草?薬草?不思議なルーツと驚きの活用法があふれる世界へ
ようこそ(サイエンス・アイ新書:SIS-402)

森昭彦著 SBクリエイティブ 626/Mo45

493 教養としての10年代アニメ(ポプラ選書. 未来へのトビラ:File no.001) 町口哲生著 ポプラ社 778.77/Ma16/1
494 中国語は英語と比べて学ぼう! 初級編 船田秀佳著 IBCパブリッシング 825/F89/1
495 文芸翻訳教室 越前敏弥著 研究社 901.3/E18
496 文学という名の愉楽 : 文芸批評理論と文学研究へのアプローチ 寒河江光徳著 春風社 901/Sa15

497
『ロードス島戦記』とその時代 : 黎明期角川メディアミックス証言集(東大・角川レク
チャーシリーズ:00)

安田均, 水野良ほか [述]/大塚
英志, 谷島貫太, 滝浪佑紀編

角川文化振興財団
/KADOKAWA (発売)

910.268/Mi96

498 ビロウな話で恐縮です日記(新潮文庫:10929, み-34-14) 三浦しをん著 新潮社 914.6/Mi67
499 蜻蛉日記新考 : 兼家妻として「書く」ということ 斎藤菜穂子著 武蔵野書院 915.33/Sa25
500 日記・断片 下(定本漱石全集:第19巻-第20巻) 岩波書店 918.68/NaS/20

501 モーリス(光文社古典新訳文庫:[KAフ15-1]) フォースター著/加賀山卓朗訳 光文社 933.7/F39

502 奪われた家(光文社古典新訳文庫:[KAコ10-1])
天国の扉 : 動物寓話集 / コル
タサル著/寺尾隆吉訳

光文社 963/C88

503 地域子育て支援とは(V-toneビデオライブラリー. 保育所の地域子育て支援:第1巻) 新宿スタジオ DV369.4/HoC/1(1)

504 支援の実際(V-toneビデオライブラリー. 保育所の地域子育て支援:第2巻) 新宿スタジオ DV369.4/HoC/2(1)

505 保育のこころとマナー(V-toneビデオライブラリー. はじめての保育実習:第1巻) 新宿スタジオ(発売) DV376/V96/1
506 実習体験を通して学ぶ(V-toneビデオライブラリー. はじめての保育実習:第2巻) 新宿スタジオ(発売) DV376/V96/2

507
「イヤ」「ダメ」への保育者の対応(V-toneビデオライブラリー. やさしさが育つとき : 2歳
児保育:第1巻)

新宿スタジオ DV376/YaS/1(1)

508
友達との関係が育つとき(V-toneビデオライブラリー. やさしさが育つとき : 2歳児保育:第2
巻)

新宿スタジオ DV376/YaS/2(1)
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509 質的テキスト分析法 : 基本原理・分析技法・ソフトウェア ウド・クカーツ著/佐藤郁哉訳 新曜社 002.7/Ku15

510 読書の価値(NHK出版新書:547) 森博嗣著 NHK出版 019/Mo48
511 浄土三部経・華厳経ほか(岩波現代文庫:学術:376. 仏典をよむ:4/大乗の教え:下) 中村元著 岩波書店 081/22/G376
512 河合隼雄語録 : カウンセリングの現場から(岩波現代文庫:学術:383) 河合隼雄著/河合俊雄編 岩波書店 081/22/G383
513 鎖塚 : 自由民権と囚人労働の記録(岩波現代文庫:社会:309) 小池喜孝著 岩波書店 081/22/S309
514 ユーモア力の時代 : 日常生活をもっと笑うために(コミュニティ・ブックス) 瀬沼文彰著 日本地域社会研究所 141.6/Se75

515 仏教と慈しみ : <自利利他>がわかるオムニバス仏教講座
ケネス田中編著/新作慶明[ほか
著]

武蔵野大学出版会 181/Ta84

516 カクレキリシタン : 現代に生きる民俗信仰(角川文庫:20815) 宮崎賢太郎 [著] KADOKAWA 198.221/Mi88

517 河内文化のおもちゃ箱
河内の郷土文化サークルセン
ター編集

批評社 216.3/Ka91

518 不動産の法律知識 第2版(日経文庫:1348) 鎌野邦樹著 日本経済新聞出版社 324.2/Ka31
519 保護観察とは何か : 実務の視点からとらえる 今福章二, 小長井賀與編 法律文化社 326.56/I41
520 あの同族企業はなぜすごい(日経プレミアシリーズ:358) 中沢康彦著 日本経済新聞出版社 335.4/N46

521 財務報告論
矢部孝太郎編著/原田保秀 [ほ
か] 著

中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.9/Y11

522 合格するための過去問題集日商簿記3級 '18年6月検定対策(よくわかる簿記シリーズ) TAC簿記検定講座編著 TAC株式会社出版事業部 336.91//'18

523 どんな時代もサバイバルする会社の「社長力」養成講座(ディスカヴァー携書:34) 小宮一慶[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

336/Ko65

524 ビットコインとブロックチェーン : 暗号通貨を支える技術 コンサイス版
アンドレアス・M.アントノプロ
ス著/鳩貝淳一郎編/今井崇也訳/
鳩貝淳一郎訳

NTT出版 338/A49

525 ミニマムエッセンス社会心理学 和田実編著 北大路書房 361.4/W12

526
現場からみた「子どもの貧困」対策 : 行政・地域・学校の現場から(京都地域未来創造セン
ターブックレット:No.6)

小沢修司編著 公人の友社 368.2/O97

527 児童心理学の進歩 2018年版(VOL.57) 日本児童研究所編集 金子書房 371.45/JiS/'18
528 これからの学校教育を担うために(まんがで知る教師の学び:[1]) 前田康裕著 さくら社 374.3/Ma26/1
529 アクティブ・ラーニングとは何か(まんがで知る教師の学び:2) 前田康裕著 さくら社 374.3/Ma26/2
530 学校と社会の幸福論(まんがで知る教師の学び:3) 前田康裕著 さくら社 374.3/Ma26/3

531 学校における養護活動の展開 : 養護教諭養成講座 改訂5版
津島ひろ江編集代表/荒木田美香
子, 池添志乃, 岡本啓子編著

ふくろう出版 374.9/Ts91
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532 中学校新学習指導要領の展開 平成29年版特別支援教育編 宮﨑英憲監修/山中ともえ編著 明治図書出版 375.1/ChS/'17

533 小学校新学習指導要領の展開 平成29年版特別支援教育編 宮﨑英憲監修/山中ともえ編著 明治図書出版 375.1/ShS/'17

534
パフォーマンス評価にどう取り組むか : 中学校社会科のカリキュラムと授業づくり(日本標
準ブックレット:no.11)

三藤あさみ, 西岡加名恵著 日本標準 375.3/Mi15

535 “世界を舞台"に歴史授業をつくる : 嫌われても世界史はやめない! 原田智仁著 明治図書出版 375.32/H32

536 小学校算数科の指導 第2版
志水廣編著/青山和裕 [ほか] 共
著

建帛社 375.412/Sh49

537 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編 文部科学省 [編] 東山書房 375/Mo31/'17
538 教科と総合学習のカリキュラム設計 : パフォーマンス評価をどう活かすか 西岡加名恵編著 図書文化社 375/N86
539 教育課程 第2版(教師教育テキストシリーズ:9) 山﨑準二編 学文社 375/Y48
540 こどものきもちを育む♪紙芝居作成ブック(PriPriブックス) 小泉令三, 山田洋平著 世界文化社 376.15/Ko38
541 発達障害のある子のケース別サポート実例事典(発達障害を考える : 心をつなぐ) 月森久江著 ナツメ社 378.8/Ts63

542 ユニバーサルデザインの学級づくり・授業づくり : 12か月のアイデア事典 小学校1年
日野久美子, 『LD,ADHD&ASD』編
集部編著/上野一彦監修

明治図書出版 378/H61/1

543 ユニバーサルデザインの学級づくり・授業づくり : 12か月のアイデア事典 小学校2年
日野久美子, 『LD,ADHD&ASD』編
集部編著/上野一彦監修

明治図書出版 378/H61/2

544 ユニバーサルデザインの学級づくり・授業づくり : 12か月のアイデア事典 小学校3年
日野久美子, 『LD,ADHD&ASD』編
集部編著/上野一彦監修

明治図書出版 378/H61/3

545 ユニバーサルデザインの学級づくり・授業づくり : 12か月のアイデア事典 小学校4年
日野久美子, 『LD,ADHD&ASD』編
集部編著/上野一彦監修

明治図書出版 378/H61/4

546 ユニバーサルデザインの学級づくり・授業づくり : 12か月のアイデア事典 小学校5年
日野久美子, 『LD,ADHD&ASD』編
集部編著/上野一彦監修

明治図書出版 378/H61/5

547 ユニバーサルデザインの学級づくり・授業づくり : 12か月のアイデア事典 小学校6年
日野久美子, 『LD,ADHD&ASD』編
集部編著/上野一彦監修

明治図書出版 378/H61/6

548 分かちあう心の進化(岩波科学ライブラリー:274) 松沢哲郎著 岩波書店 408/14/274
549 図説世界の自然環境 辰己勝著 古今書院 450.9/Ta95
550 社会脳ネットワーク入門 : 社会脳と認知脳ネットワークの協調と競合 苧阪直行, 越野英哉著 新曜社 491.371/O73
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551 NEW薬理学 改訂第7版
田中千賀子, 加藤隆一, 成宮周
編集

南江堂 491.5/N68

552
職場・学校・家庭・地域での応急手当マニュアル : 小さなケガから救急救命処置まで 改訂
版

郷木義子編集代表 ふくろう出版 492.29/G57

553 解剖生理学 第9版(系統看護学講座:専門基礎分野. 人体の構造と機能:1) 坂井建雄, 岡田隆夫 [著] 医学書院 492.908/KeK/J-1
554 発達障害の早期発見と支援へつなげるアプローチ 市川宏伸編著 金剛出版 493.76/I14
555 発達障害を生きる NHKスペシャル取材班著 集英社 493.76/N69

556
知っておきたい気になる子どもの手先の器用さのアセスメント : PWT描線テストの手引と検
査用紙(乳幼児期における発達障害の理解と支援:3)

尾崎康子編著 ミネルヴァ書房 493.937/OzY/3

557 歯科保健関係統計資料 : 口腔保健・歯科医療の統計 2018年版 口腔保健協会 497.059/Ko45/'18

558 大和川付替えと流域環境の変遷 山野寿男, 玉野富雄, 北川央編 古今書院 517.2163/Y45

559 旅行業法・約款(旅行業務取扱管理者試験標準トレーニング問題集. 2018年対策2) 大原出版 688.6//'18

560 食旅入門 : フードツーリズムの実態と展望(旅のマーケティングブックス:2)
安田亘宏, 中村忠司, 吉口克利
著/旅の販促研究所 [編]

教育評論社 689/Ta12/2

561 祭旅市場 : イベントツーリズムの実態と展望(旅のマーケティングブックス:4) 安田亘宏, 中村忠司, 上野拓著 教育評論社 689/Ta12/4

562 島旅宣言 : アイランドツーリズムの実態と展望(旅のマーケティングブックス:5) 安田亘宏 [ほか] 著 教育評論社 689/Ta12/5
563 鉄旅研究 : レールウェイツーリズムの実態と展望(旅のマーケティングブックス:6) 安田亘宏 [ほか] 著 教育評論社 689/Ta12/6
564 アメリカの絵本 : 黄金期を築いた作家たち(連続講座「絵本の愉しみ」:1) 吉田新一著 朝倉書店 726.601/Y86/1

565 吉本興業女マネージャー奮戦記「そんなアホな!」(立東舎文庫) 大谷由里子 [著]
立東舎/リットーミュー
ジック (発売)

779/Y91

566 はじめて学ぶ体育・スポーツ哲学 高橋徹編著 みらい 780.1/Ta33
567 卒業ホームラン(新潮文庫:9294, し-43-18. 自選短編集) 重松清著 新潮社 913.6/Sh28
568 ごはんぐるり(文春文庫) 西加奈子著 文藝春秋 914.6/N83
569 なんでこうなるのッ?! 大宮エリー著 毎日新聞出版 914.6/O62

570 文部科学省後援色彩検定公式テキスト 2級編
A・F・T対策テキスト改訂版編集
委員会編集

A・F・T企画 就職/資格

571 日本古代仏師の研究 田中嗣人著 吉川弘文館 712.1/Ta84

572 ヴィジュアライズで上達!長文リスニング : 攻略!英語リスニング(NHK-CDブック)
柴原智幸, ビル・ベンフィール
ド著

NHK出版 831.1/Sh16

573 太郎と博士のビジュアル英単語帳(語学シリーズ)(NHK-CDブック. 基礎英語) 田邉祐司著 NHK出版 834/Ta83
574 エクセルは見た目が9割 吉岡豊著 秀和システム 007.6384/Y92
575 本を読む 安野光雅著 山川出版社 019.9/A49
576 未来の中国年表 : 超高齢大国でこれから起こること(講談社現代新書:2480) 近藤大介著 講談社 081/16/2480
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577 強豪校の監督術 : 高校野球・名将の若者育成法(講談社現代新書:2481) 松井浩著 講談社 081/16/2481
578 はじめての経済思想史 : アダム・スミスから現代まで(講談社現代新書:2482) 中村隆之著 講談社 081/16/2482
579 海賊の日本史(講談社現代新書:2483) 山内譲著 講談社 081/16/2483
580 植物のひみつ : 身近なみどりの"すごい"能力(中公新書:2491) 田中修著 中央公論新社 081/17/2491
581 帝国議会 : 西洋の衝撃から誕生までの格闘(中公新書:2492) 久保田哲著 中央公論新社 081/17/2492
582 日本語を翻訳するということ : 失われるもの、残るもの(中公新書:2493) 牧野成一著 中央公論新社 081/17/2493
583 温泉の日本史 : 記紀の古湯、武将の隠し湯、温泉番付(中公新書:2494) 石川理夫著 中央公論新社 081/17/2494
584 幸福とは何か : ソクラテスからアラン、ラッセルまで(中公新書:2495) 長谷川宏著 中央公論新社 081/17/2495
585 レイテ戦記 3(中公文庫:お2-15) 大岡昇平著 中央公論新社 081/18/お2-15
586 尾木ママの孫に愛される方法(中公文庫:お93-1) 尾木直樹著 中央公論新社 081/18/お93-1
587 ケルトの歴史と文化 上(中公文庫:き48-1) 木村正俊著 中央公論新社 081/18/き48-1
588 ケルトの歴史と文化 下(中公文庫:き48-2) 木村正俊著 中央公論新社 081/18/き48-2
589 あの世から花束を(中公文庫:く23-6) 中央公論新社 081/18/く23-6
590 妖怪お宿稲荷荘 2(中公文庫:さ75-2) さとみ桜著 中央公論新社 081/18/さ75-2
591 日本航空一期生(中公文庫:な62-2) 中丸美繪著 中央公論新社 081/18/な62-2
592 精神科医が教える人生を楽しむほどほど老後術(中公文庫:ほ21-1) 保坂隆著 中央公論新社 081/18/ほ21-1
593 月の光 : 川の光外伝(中公文庫:ま49-2) 松浦寿輝著 中央公論新社 081/18/ま49-2
594 アジア史概説 改版(中公文庫:み22-23) 宮崎市定著 中央公論新社 081/18/み22-23
595 特捜検事 新編集版(中公文庫:み25-15) 三好徹著 中央公論新社 081/18/み25-15
596 あの家に暮らす四人の女(中公文庫:み51-1) 三浦しをん著 中央公論新社 081/18/み51-1
597 安岡章太郎戦争小説集成(中公文庫:や1-2) 安岡章太郎著 中央公論新社 081/18/や1-2
598 小さな幸せ46こ(中公文庫:よ25-6) よしもとばなな著 中央公論新社 081/18/よ25-6

599 死にいたる病(ちくま学芸文庫:[キ-3-1])
セーレン・キルケゴール著/桝田
啓三郎訳

筑摩書房 139.3/Ki14

600
怒ることで優位に立ちたがる人 : 人間関係で消耗しない心理学(青春新書intelligence:PI-
539)

加藤諦三著 青春出版社 141.6/Ka86

601 成功への情熱 : 新装版 稲盛和夫著 PHP研究所 159.4/I53
602 踏絵を踏んだキリシタン(歴史文化ライブラリー:469) 安高啓明著 吉川弘文館 198.2219/Y66
603 アラブ 新版(世界各国史:8. 西アジア史:1) 佐藤次高編 山川出版社 209/13-3/8
604 イラン・トルコ 新版(世界各国史:9. 西アジア史:2) 永田雄三編 山川出版社 209/13-3/9
605 旅に出たくなる地図 関西(旅に出たくなる) 帝国書院編集部著 帝国書院 290.38/TeS/2
606 日本経済入門(日経文庫:1385:A90) 藤井彰夫著 日本経済新聞出版社 332.107/F57
607 これからの日中韓経済学(キャンパス・アジア共通教科書) 田口雅弘, 金美徳編著 えにし書房 332.2/Ta19
608 総合商社の本質 : 「価値創造」時代のビジネスモデルを探る 垰本一雄著 白桃書房 335.4/Ta89
609 超解敬語の使い方が面白いほど身につく本 合田敏行著 あさ出版 336.49/G55
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610
実践ビジネス・コミュニケーション : 相手のこころとビジネスの両方を満たすスキルが手に
入る

平林信隆著 創成社 336.49/H63

611 すぐに実践できるコミュニケーション読本 西野樹美子著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.49/N85

612 レクチャー初級簿記 千葉商科大学会計研究室編
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.91/C42

613 金融の基礎 改訂増補第2版 沈徹著 八千代出版 338/C47
614 仮想通貨のすべてがわかる本 高橋諒哲著 ソーテック社 338/Ta33
615 No.1エコノミストが書いた世界一わかりやすい金利の本 上野泰也編著 かんき出版 338.12/U45
616 今日から役立つ!外為マネロン対策講座 : マンガで学べる実務&知識 三菱UFJ銀行外為事務部著 近代セールス社 338.95/Mi63
617 No.1エコノミストが書いた世界一わかりやすい為替の本 上野泰也編著 かんき出版 338.95/U45
618 財政学入門 楠谷清 [ほか] 著 八千代出版 341/Z1
619 税制改正まるわかり! : 動き・焦点からその背景まで 平成30年度版 山本守之著 税務経理協会 345.1/Y31/'19
620 よくわかる都道府県(宝島SUGOI文庫:[Dに-5-3]) 日本博識研究所著 宝島社 361.42/N71

621
保健・医療・福祉専門職のためのスーパービジョン : 支援の質を高める手法の理論と実際
(新・Minerva福祉ライブラリー:30)

福山和女 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 369.16/H82

622 大人の言うことを聞きなさい! 佐藤貴彦著 草思社 370.4/Sa87
623 スクールカーストの正体 : キレイゴト抜きのいじめ対応(小学館新書:250) 堀裕嗣著 小学館 371.42/H88
624 新しい歴史教育のパラダイムを拓く : 徹底分析!加藤公明「考える日本史」授業 加藤公明, 和田悠編 地歴社 375.324/Ka86
625 山川詳説日本史図録 第7版 詳説日本史図録編集委員会編 山川出版社 375.324/Y27

626 保育方法・指導法(最新保育講座:6)
大豆生田啓友, 渡辺英則, 森上
史朗編

ミネルヴァ書房 376.1/H81

627 こどものうた100 : いろいろな伴奏で弾ける選曲(Child保育実用書シリーズ) 井戸和秀編 チャイルド本社 376.157/I19

628 科学者はなぜ神を信じるのか : コペルニクスからホーキングまで(ブルーバックス:B-2061) 三田一郎著 講談社 408/11/2061

629 「がん」はなぜできるのか : そのメカニズムからゲノム医療まで(ブルーバックス:B-2062) 国立がん研究センター研究所編 講談社 408/11/2062

630 カラー版ビールの科学 : 麦芽とホップが生み出す「旨さ」の秘密(ブルーバックス:B-2063) 渡淳二編著 講談社 408/11/2063

631 応用微分方程式(現代基礎数学:10) 小川卓克著 朝倉書店 410/G34/10
632 圏と加群(現代基礎数学:16) 清水勇二著 朝倉書店 410/G34/16
633 コンピュータと数学(現代基礎数学:2) 高橋正子著 朝倉書店 410/G34/2
634 線形代数の基礎(現代基礎数学:3) 和田昌昭著 朝倉書店 410/G34/3
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635 乱択アルゴリズム(数学ガール) 結城浩著
ソフトバンククリエイ
ティブ

410.4/YuH/4

636 ガロア理論(数学ガール) 結城浩著
ソフトバンククリエイ
ティブ

410.4/YuH/5

637 ポアンカレ予想(数学ガール) 結城浩著 SBクリエイティブ 410.4/YuH/6
638 100年の難問はなぜ解けたのか : 天才数学者の光と影(新潮文庫:9196, か-60-1) 春日真人著 新潮社 415.7/Ka79
639 はじめての統計15講 小寺平治著 講談社 417/Ko21

640 闇に魅入られた科学者たち : 人体実験は何を生んだのか
NHK「フランケンシュタインの誘
惑」制作班著

NHK出版 490.4/N69

641 成熟脳 : 脳の本番は56歳から始まる(新潮文庫:10869, く-29-5) 黒川伊保子著 新潮社 491.371/Ku74
642 正しいパンツのたたみ方(岩波ジュニア新書:674. 新しい家庭科勉強法:[1]) 南野忠晴著 岩波書店 590/Mi37
643 はじめての金融リテラシー : お金のキホンを身につけよう! 奥田真之, 大藪千穂著 昭和堂 591/O54

644 映画でわかるイギリス文化入門
板倉厳一郎, スーザン・K・バー
トン, 小野原教子著

松柏社 778.233/E37

645 ホームレス中学生(幻冬舎よしもと文庫:Y-11-1) 田村裕[著] 幻冬舎 779.14/Ta82

646 スラムダンク勝利学 辻秀一著
集英社インターナショ
ナル/集英社 (発売)

780.4/Ts47

647 プリズナートレーニング : 圧倒的な強さを手に入れる究極の自重筋トレ ポール・ウェイド著/山田雅久訳 CCCメディアハウス 780.7/W12

648 性格類語辞典 ポジティブ編
アンジェラ・アッカーマン,
ベッカ・パグリッシ著/滝本杏奈
訳

フィルムアート社 901.307/A15/1

649 性格類語辞典 ネガティブ編
アンジェラ・アッカーマン,
ベッカ・パグリッシ著/滝本杏奈
訳

フィルムアート社 901.307/A15/2

650 詞華美術館(講談社文芸文庫:[つE9]) 塚本邦雄 [著] 講談社 902.1/Ts54
651 新撰小倉百人一首(講談社文芸文庫:[つE8]) 塚本邦雄 [著] 講談社 911.104/Ts54
652 傍流の記者 本城雅人著 新潮社 913.6/H85
653 罪人 (つみびと) が祈るとき 小林由香著 双葉社 913.6/Ko12
654 じっと手を見る 窪美澄著 幻冬舎 913.6/Ku13
655 ファーストラヴ 島本理生著 文藝春秋 913.6/Sh38
656 百年の散歩 多和田葉子著 新潮社 913.6/Ta97
657 家族シアター 辻村深月著 講談社 913.6/Ts44
658 破滅の王 上田早夕里著 双葉社 913.6/U32
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659 象の背中(扶桑社文庫:あ11-1) 秋元康著
産経新聞出版/扶桑社
(発売)

913.6/A35

660 ストーリー・セラー(幻冬舎文庫:あ-34-4) 有川浩 [著] 幻冬舎 913.6/A71
661 明日の子供たち(幻冬舎文庫:あ-34-7) 有川浩 [著] 幻冬舎 913.6/A71

662 黒の学院(角川ホラー文庫. バチカン奇跡調査官) 藤木稟 [著]
角川書店/角川グループ
パブリッシング(発売)

913.6/F59

663 手のひらの音符(新潮文庫:10586, ふ-53-1) 藤岡陽子著 新潮社 913.6/F65
664 この闇と光 改版(角川文庫:18854, [は10-4]) 服部まゆみ [著] KADOKAWA 913.6/H44
665 触法少女(徳間文庫:ひ25-3) ヒキタクニオ著 徳間書店 913.6/H57
666 ばかもの(新潮文庫:9086, い-83-3) 絲山秋子著 新潮社 913.6/I91
667 雪国 132刷改版(新潮文庫:1, か-1-1) 川端康成著 新潮社 913.6/Ka91
668 鴨川ホルモー(角川文庫:15579, ま28-1) 万城目学 [著] 角川書店 913.6/Ma34
669 金閣寺 102刷改版(新潮文庫:1424, み-3-8) 三島由紀夫著 新潮社 913.6/Mi53
670 命売ります(ちくま文庫:[み-13-11]) 三島由紀夫著 筑摩書房 913.6/Mi53
671 羊と鋼の森(文春文庫:[み43-2]) 宮下奈都著 文藝春秋 913.6/Mi83
672 神様の定食屋(双葉文庫:な-42-01) 中村颯希著 双葉社 913.6/N37
673 プロパガンダゲーム(双葉文庫:ね-03-01) 根本聡一郎著 双葉社 913.6/N64
674 サラバ! 上(小学館文庫:[に17-6]-[に17-8]) 西加奈子著 小学館 913.6/N83/1
675 サラバ! 中(小学館文庫:[に17-6]-[に17-8]) 西加奈子著 小学館 913.6/N83/2
676 サラバ! 下(小学館文庫:[に17-6]-[に17-8]) 西加奈子著 小学館 913.6/N83/3
677 博士の愛した数式(新潮文庫:お-45-3) 小川洋子著 新潮社 913.6/O24
678 夢より短い旅の果て(角川文庫:19356, [し19-11]. 鉄道旅ミステリ:1) 柴田よしき [著] KADOKAWA 913.6/Sh18
679 ぼくのメジャースプーン(講談社文庫:[つ-28-6]) 辻村深月 [著] 講談社 913.6/Ts44
680 左手一本のシュート : 夢あればこそ!脳出血、右半身麻痺からの復活 島沢優子著 小学館 916/Sh45
681 大人もぞっとする初版『グリム童話』 [1](王様文庫) 由良弥生著 三笠書房 943.8/Y99
682 いやいやにゃんこ(にゃんこちゃんえほん:4) ひがしくんぺいえ・ぶん 復刊ドットコム E/18
683 にげにげにゃんこ(にゃんこちゃんえほん:3) ひがしくんぺいえ・ぶん 復刊ドットコム E/18
684 ぼりぼりにゃんこ(にゃんこちゃんえほん:2) ひがしくんぺいえ・ぶん 復刊ドットコム E/18
685 べたべたにゃんこ(にゃんこちゃんえほん:1) ひがしくんぺいえ・ぶん 復刊ドットコム E/18
686 くっついた 三浦太郎作・絵 こぐま社 E/18
687 なーらんだ 三浦太郎作・絵 こぐま社 E/18
688 わたしの 三浦太郎作・絵 こぐま社 E/18

689 ことのは薬箱のつくり方(言葉屋:2) 久米絵美里作/もとやままさこ絵 朝日学生新聞社 K913.6/Ku37/2

690 名前泥棒と論理魔法(言葉屋. 3) 朝日学生新聞社 K913.6/Ku37/3
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691 おそろい心とすれちがいDNA(言葉屋. 4) 朝日学生新聞社 K913.6/Ku37/4
692 いろは暗号歌(言葉屋. 5) 朝日学生新聞社 K913.6/Ku37/5
693 LGBTを知る(日経文庫:1389) 森永貴彦著 日本経済新聞出版社 336.4/Mo57

694 異文化体験で視野を広める・鍛える 大崎正瑠著 講談社エディトリアル 361.45/O73

695 子どもの貧困 : 未来へつなぐためにできること 渡辺由美子著 水曜社 369.4/W46
696 個の学びと教育 富山市立堀川小学校著 明治図書出版 375.1/To79
697 生涯学習概論 : 学びあうコミュニティにむけて 改訂版 小林繁, 平川景子, 片岡了著 エイデル研究所 379/Sh95

698 民衆史の遺産 谷川健一, 大和岩雄責任編集 大和書房
382.1/TaK/（カ
バーは取る）

699
コーパスと英文法(「シリーズ」英文法を解き明かす : 現代英語の文法と語法:10. ことばの
実際:2)

滝沢直宏著 研究社 835/ShE/10

700 文をつなぐ(「シリーズ」英文法を解き明かす : 現代英語の文法と語法:3. 談話のことば:1) 大竹芳夫著 研究社 835/ShE/3

701
規範からの解放(「シリーズ」英文法を解き明かす : 現代英語の文法と語法:4. 談話のこと
ば:2)

住吉誠著 研究社 835/ShE/4

702
話しことばの構造(「シリーズ」英文法を解き明かす : 現代英語の文法と語法:9. ことばの
実際:1)

澤田茂保著 研究社 835/ShE/9

703 バッドカンパニー(集英社文庫:[ふ30-1]) 深町秋生著 集英社 913.6/F72/1
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