
2018年7月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 教養主義のリハビリテーション(筑摩選書:0160) 大澤聡著 筑摩書房 002/O74

2 基礎情報科学 : 東洋英和女学院大学 2018年版
有田富美子 [ほか]
著

日本教育訓練セン
ター

007.6/Ki59/'18

3 大学生のICT活用標準テキスト 第12版(大学生の情報リテラシー:2018年版)

富山大学情報処理部
会情報処理テキスト
ワーキンググループ
著

富山大学出版会/梧桐
書院 (発売) 007.6/To79/'18

4 Computer-aided translation technology : a practical introduction : pbk(Didactics of translation series) Lynne Bowker
University of
Ottawa Press

007.63/B68

5 Preziデザインブック 吉藤智広著
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

007.6383/P92

6 Preziで極めるビジュアルプレゼンテーション 吉藤智広著
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

007.6383/P92

7 Preziで始めるズーミングプレゼンテーション 第2版
筏井哲治, 高橋佳祐
著

日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

007.6383/P92

8 図書館の対外活動(日本近代図書館学叢書:2) 竹林熊彦著 慧文社 010.7/N71/2

9 図書館管理法大綱(日本近代図書館学叢書:3) 和田万吉著 慧文社 010.7/N71/3

10 教育と図書館(日本近代図書館学叢書:4) 植松安著 慧文社 010.7/N71/4

11 図書館の統計(日本近代図書館学叢書:5) 小畑渉著 慧文社 010.7/N71/5

12 図書の選択 : 理論と実際(日本近代図書館学叢書:6) 竹林熊彦著 慧文社 010.7/N71/6

13 司書のお仕事 : お探しの本は何ですか?(ライブラリーぶっくす) 大橋崇行著 勉誠出版 013.1/O28
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14 公共図書館の冒険 : 未来につながるヒストリー
柳与志夫, 田村俊作
編

みすず書房 016.21/Y53

15 学校図書館サービス論 小川三和子著 青弓社 017/O24

16 読書家の時間 : 自立した読み手を育てる教え方・学び方「実践編」(シリーズ・ワークショップで学ぶ)
プロジェクト・ワー
クショップ編/[都丸
陽一ほか著]

新評論 019.2/P97

17 子どもを本好きにする50の方法+おすすめ本300冊 さくまゆみこ著 柏書房 019.2/Sa45

18 絵を読み解く絵本入門
藤本朝巳, 生田美秋
編著

ミネルヴァ書房 019.53/F62

19 しかけ絵本 : 飛び出す、ときめく、遊ぶ、楽しむ(別冊太陽. 日本のこころ:260) 平凡社 019.53/H51

20 ビブリオバトルハンドブック
ビブリオバトル普及
委員会編著

子どもの未来社 019.9/B41

21 やさしいデザインの教科書 改訂版 瀧上園枝著
エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
ス (発売)

021.4/Ta71

22 サルでもわかる!デザインの本 矢野りん著
パイインターナショ
ナル

021.4/Y58

23 横尾忠則全装幀集 : 1957-2012 横尾忠則 [作]
パイインターナショ
ナル

022.57/Y78

24 日本文学全集の時代 : 戦後出版文化史を読む 田坂憲二著 慶應義塾大学出版会 023.1/Ta92

25 モンテレッジォ小さな村の旅する本屋の物語 内田洋子著 方丈社 024.37/U14

26 遊びをせんとや(古典籍へようこそ:2)

京都府立大学文学部
日本・中国文学科,
京都府立京都学・歴
彩館編

京都新聞出版セン
ター 026/Ky6/2
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27 市民のエンパワーメント : 21世紀における博物館・図書館の機能と社会的使命(シリーズ記録遺産学論考) 王莉著 樹村房 069/Sh88

28 「愛国」という名の亡国論 : 「日本人すごい」が日本をダメにする 窪田順生著 さくら舎 070.21/Ku14

29 データブック日本の新聞 2018 日本新聞協会編集 日本新聞協会 070.59/N71/'18

30 カルメンの穴あきくつした : 自伝的小篇と読書ノート(田中克彦セレクシヨン:1) 田中克彦著 新泉社 081.6/Ta84/1

31 国やぶれてもことばあり : 言語学と言語学史篇(田中克彦セレクシヨン:2) 田中克彦著 新泉社 081.6/Ta84/2

32 カナリヤは歌をわすれない : スターリン言語学から社会言語学へ(田中克彦セレクシヨン:3) 田中克彦著 新泉社 081.6/Ta84/3

33 昭和天皇と戦争の世紀(講談社学術文庫:[2488]. 天皇の歴史:8) 加藤陽子 [著] 講談社 081/2/2488

34 仕事としての学問/仕事としての政治(講談社学術文庫:[2500])
マックス・ウェー
バー [著]/野口雅弘
訳

講談社 081/2/2500

35 日中戦争 : 前線と銃後(講談社学術文庫:[2518]) 井上寿一 [著] 講談社 081/2/2518

36 科学者と世界平和(講談社学術文庫:[2519])
アルバート・アイン
シュタイン著/井上健
訳

講談社 081/2/2519

37 変成譜 : 中世神仏習合の世界(講談社学術文庫:[2520]) 山本ひろ子 [著] 講談社 081/2/2520

38 しっかり知りたいビッグデータとAI(丸善ライブラリー:388. 情報研シリーズ:22)
宇野毅明, 池田亜希
子著

丸善出版 081/21/388

39 現代社会はどこに向かうか : 高原の見晴らしを切り開くこと(岩波新書:新赤版 1722) 見田宗介著 岩波書店 081/6-4/1722

40 金融政策に未来はあるか(岩波新書:新赤版 1723) 岩村充著 岩波書店 081/6-4/1723
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41 住まいで「老活」(岩波新書:新赤版 1724) 安楽玲子著 岩波書店 081/6-4/1724

42 賢い患者(岩波新書:新赤版 1725) 山口育子著 岩波書店 081/6-4/1725

43 東大寺のなりたち(岩波新書:新赤版 1726) 森本公誠著 岩波書店 081/6-4/1726

44 モラリア 4(西洋古典叢書)
プルタルコス [著]/
戸塚七郎訳

京都大学学術出版会 089.1/1/1-1-4

45 パイドロス(西洋古典叢書)
プラトン [著]/脇條
靖弘訳

京都大学学術出版会 089.1/1/22-6

46 大学生のための知性を磨く哲学と論理40問 千代島雅著 晃洋書房 104/C49

47 考える力を鍛える論理的思考レッスン 北村良子著 マガジンハウス 116/Ki68

48 志士から英霊へ : 尊王攘夷と中華思想(犀の教室) 小島毅著 晶文社 121.53/Ko39

49 政談(講談社まんが学術文庫:0005)
荻生徂徠原作/近藤た
かしまんが

講談社 121.56/O26

50 日本思想史の名著30(ちくま新書:1343) 苅部直著 筑摩書房 121/Ka69

51 哲学ワールドの旅
伊藤邦武, 藤本忠編
著/田中龍山 [ほか]
著

晃洋書房 130/I91

52 『自省録』の教え : 折れない心をつくるローマ皇帝の人生訓(草思社文庫:フ3-1)
マーク・フォステイ
ター編/池田雅之訳

草思社 131.5/Ma51

53 医療と健康のための心理学 青木智子編著 北樹出版 140/A53

54 心理学って何だろうか? : 四千人の調査から見える期待と現実(心理学叢書) 楠見孝編 誠信書房 140/Ku92
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55 感情心理学 : 感情研究の基礎とその展開(心理学の世界:基礎編:11)
今田純雄, 中村真,
古満伊里共著

培風館 141.6/Ka55

56 高学歴モンスター : 一流大学卒の迷惑な人たち(小学館新書:[194]) 片田珠美著 小学館 145.73/Ka81

57 事例検討会から学ぶ : ケースカンファランスをつくる5つのエッセンス
渡邉素子 [ほか] 編
著

金剛出版 146.8/J53

58 心理学的支援法 : カウンセリングと心理療法の基礎 末武康弘著 誠信書房 146.8/Su19

59 発達障害児と保護者を支える心理アセスメント : 「その子のための支援」をめざして 古田直樹著 ミネルヴァ書房 146.82/F94

60 超常現象 : 科学者たちの挑戦(新潮文庫:10936, え-20-10)
NHKスペシャル取材班
著

新潮社 147/N69

61 心が強くなる奇跡の絶景と運命を変えることば
パイインターナショ
ナル編著

パイインターナショ
ナル

159.8/P15

62 宗教と科学の対話 : 宇宙の摂理への想い その1
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/Ko97/1

63 仏道のことば
割田剛雄文/高橋真澄
写真

パイインターナショ
ナル

180.4/W38

64 ほとけさまの物語散歩 : 古典に学ぶ仏教のこころ 小松庸祐著 朱鷺書房 184.9/Ko61

65 仏像みる・みられる 多川俊映著 KADOKAWA 186.8/Ta18

66 法然 : 貧しく劣った人びとと共に生きた僧(日本史リブレット人:028) 平雅行著 山川出版社 188.62/H84

67 キリスト教は役に立つか(新潮選書) 来住英俊著 新潮社 190/Ki57

68 かくれキリシタン : 長崎・五島・平戸・天草をめぐる旅(とんぼの本) 後藤真樹著 新潮社 198.221/G72

5



2018年7月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

69 潜伏キリシタンは何を信じていたのか 宮崎賢太郎著 KADOKAWA 198.221/Mi88

70 かくれキリシタンの起源 : 信仰と信者の実相 中園成生著 弦書房 198.221/N46

71 過去と歴史 : 「国家」と「近代」を遠く離れて 岡本充弘著 御茶の水書房 201/O42

72 海洋考古学入門 : 方法と実践
木村淳, 小野林太郎,
丸山真史編著

東海大学出版部 202.5/Ka21

73 海と陸の織りなす世界史 : 港市と内陸社会 弘末雅士編 春風社 204/H73

74 進歩 : 人類の未来が明るい10の理由
ヨハン・ノルベリ著/
山形浩生訳

晶文社 209.5/N96

75 教養のグローバル・ヒストリー : 大人のための世界史入門 北村厚著 ミネルヴァ書房 209/Ki68

76 世界史序説 : アジア史から一望する(ちくま新書:1342) 岡本隆司著 筑摩書房 209/O42

77 逆転の世界史 : 覇権争奪の5000年 : why Europe surpassed Asia? 玉木俊明著 日本経済新聞出版社 209/Ta78

78 人に話したくなる世界史(文春新書:1165) 玉木俊明著 文藝春秋 209/Ta78

79 発掘された日本列島 : 新発見考古速報 2018 文化庁編 朝日新聞社 210.025/B89/'18

80 青銅器の考古学と自然科学(国立歴史民俗博物館研究叢書:3) 齋藤努編 朝倉書店 210.08/Ko49/3

81 古代日本と朝鮮の石碑文化(国立歴史民俗博物館研究叢書:4)
小倉慈司, 三上喜孝
編

朝倉書店 210.08/Ko49/4

82 有職装束大全 八條忠基著 平凡社 210.098/H11
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83 入門歴史時代の考古学 近江俊秀著 同成社 210.3/O62

84 古代史料を読む 上 佐藤信, 小口雅史編 同成社 210.3/Sa86/1

85 古代史料を読む 下 佐藤信, 小口雅史編 同成社 210.3/Sa86/2

86 天孫降臨とは何であったのか(勉誠選書) 田中英道著 勉誠出版 210.3/Ta84

87 蘇我氏の古代学 : 飛鳥の渡来人 坂靖著 新泉社 210.32/So25

88 飛鳥藤原京の山河意匠 : 地形幾何学の視点 木庭元晴著 関西大学出版部 210.34/Ko11

89 陰謀の日本中世史(角川新書:[K-196]) 呉座勇一著 KADOKAWA 210.4/G74

90 歴史と戦争(幻冬舎新書:495, は-15-1) 半藤一利著 幻冬舎 210.6/H29

91 江戸無血開城 : 本当の功労者は誰か?(歴史文化ライブラリー:470) 岩下哲典著 吉川弘文館 210.61/I96

92 西南役伝説(講談社文芸文庫:[いR2]) 石牟礼道子 [著] 講談社 210.627/I78

93 軍人篇(ちくま新書:1341. 昭和史講義) 筒井清忠編 筑摩書房 210.7/TsK

94 1937年の日本人 : なぜ日本は戦争への坂道を歩んでいったのか 山崎雅弘著 朝日新聞出版 210.74/Y48

95 十七歳の硫黄島(文春新書:544) 秋草鶴次著 文藝春秋 210.75/A34

96
過去から学び、現在 (いま) に橋をかける : 日朝をつなぐ35人、歴史家・作家・アーティスト(教科書に書かれな
かった戦争:part 68)

朴日粉著 梨の木舎 210.75/P16
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97 平成史 佐藤優, 片山杜秀著 小学館 210.77/Sa86

98 いま学ぶアイヌ民族の歴史
加藤博文, 若園雄志
郎編

山川出版社 211/Ka86

99 東京定点巡礼 : 我が写真回想記 富岡畦草著 日本カメラ社 213.6/To56

100 ワシントンハイツ : GHQが東京に刻んだ戦後(新潮文庫:9248, あ-68-1) 秋尾沙戸子著 新潮社 213.61/A36

101 神宿る沖ノ島 : 古代日本人が見えてくる : 日本の黎明 (あけぼの) 堀田はりい著 右文書院 219.1/H96

102 中国古代史研究の最前線(星海社新書:123) 佐藤信弥著
星海社/講談社 (発
売)

222.03/Sa87

103 杜甫と玄宗皇帝の時代(アジア遊学:220) 松原朗編 勉誠出版 222.048/To24

104 戦場カメラマン(ちくま文庫:[い-94-1]) 石川文洋著 筑摩書房 223.107/I76

105 イスラエル : 民族復活の歴史
ダニエル・ゴーディ
ス著/神藤誉武訳

ミルトス 227.9/G67

106 中央ユーラシア史研究入門
小松久男, 荒川正晴,
岡洋樹編

山川出版社 229.6/C66

107 大都会の誕生 : ロンドンとパリの社会史(ちくま学芸文庫:[キ-25-1]) 喜安朗, 川北稔著 筑摩書房 233.06/Ki84

108 アイルランド革命1913-23 : 第一次世界大戦と二つの国家の誕生 小関隆著 岩波書店 233.9/Ko83

109 よくわかるフランス近現代史(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 剣持久木編著 ミネルヴァ書房 235.05/Ke45

110 今川氏滅亡(角川選書:604) 大石泰史著 KADOKAWA 288.3/I42
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111 戦国時代の天皇(日本史リブレット:82) 末柄豊著 山川出版社 288.4/Su15

112 誤解だらけの皇位継承の真実(イースト新書:100) 八幡和郎著 イースト・プレス 288.41/Y67

113 皇后四代の歴史 : 昭憲皇太后から美智子皇后まで 森暢平, 河西秀哉編 吉川弘文館 288.44/Mo73

114 王たちの最期の日々 上
パトリス・ゲニフェ
イ編/神田順子, 谷口
きみ子訳

原書房 288.4935/G91/1

115 王たちの最期の日々 下
パトリス・ゲニフェ
イ編/神田順子, 谷口
きみ子訳

原書房 288.4935/G91/2

116 理系アナ桝太一の生物部な毎日(岩波ジュニア新書:780) 桝太一著 岩波書店 289.1/Ma69

117 熊楠と猫 南方熊楠 [ほか] 編 共和国 289.1/Mi36

118 1945年のクリスマス : 日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝(朝日文庫)
ベアテ・シロタ・
ゴードン著/平岡磨紀
子構成・文

朝日新聞出版 289.3/G67

119 自然地理学概論(地理学基礎シリーズ:2)
高橋日出男, 小泉武
栄編著

朝倉書店 290.1/ChK/2

120 ベーシック都市社会地理学 : urban social geography 神谷浩夫著 ナカニシヤ出版 290.173/Ka39

121 新・冒険論(インターナショナル新書:023) 角幡唯介著
集英社インターナ
ショナル/集英社 (発
売)

290.91/Ka28

122 あっぱれ日本旅! : 世界一、スピリチュアルな国をめぐる(幻冬舎文庫:た-16-8) たかのてるこ [著] 幻冬舎 291.09/Ta47

123 幕末横浜オランダ商人見聞録
C.T.アッセンデルフ
ト・デ・コーニング
著/東郷えりか訳

河出書房新社 291.37/A93

124 おいしい南大阪&雑貨・おでかけ : グルメ、お買いもの、おでかけ…ジモトの魅力再発見!(ぴあMOOK関西)
ぴあ株式会社関西支
社

291.63/P58
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書名 著者名 出版者 請求記号

125 アラブからこんにちは : 灼熱、イスラーム、魔人、子育て--未知なるアラブの生活事情 ハムダなおこ著 国書刊行会 292.784/H26

126
ようこそアラブへ : 母親にだけは逆らえない、社会は元から不平等、試験官だってズルをする???不可解で魅力的な
アラブ人

ハムダなおこ著 国書刊行会 292.784/H26

127 沸騰インド : 超大国をめざす巨象と日本 貫洞欣寛著 白水社 302.25/Ka51

128 ウズベキスタンを知るための60章(エリア・スタディーズ:164) 帯谷知可編著 明石書店 302.2964/O14

129 近未来予測2025 : 「データブック」

ティム・ジョーンズ,
キャロライン・
デューイング著/江口
泰子訳

早川書房 304/J72

130 日本の気配 武田砂鉄著 晶文社 304/Ta59

131 転換期を生きるきみたちへ : 中高生に伝えておきたいたいせつなこと(犀の教室)
内田樹編/岡田憲治
[ほか] 著

晶文社 304/U14

132 ポピュリズム : デモクラシーの友と敵

カス・ミュデ, クリ
ストバル・ロビラ・
カルトワッセル著/永
井大輔, 高山裕二訳

白水社 311.7/Mu15

133 入門政治学365日
中田晋自 [ほか] 編/
大園誠 [ほか著]

ナカニシヤ出版 311/N99

134 アメリカ大統領の権限とその限界 : トランプ大統領はどこまでできるか
久保文明, 阿川尚之,
梅川健編

日本評論社 312.53/A44

135 アメリカ政治入門 西山隆行著 東京大学出版会 312.53/N87

136 立憲君主制の現在 : 日本人は「象徴天皇」を維持できるか(新潮選書) 君塚直隆著 新潮社 313.6/Ki35

137 議席配分の数理 : 選挙制度に潜む200年の数学 一森哲男著 近代科学社 314.8953/I15

10
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138 議会学 向大野新治著 吉田書店 314/Mu27

139 人権教育及び人権啓発施策 平成29年度(人権教育・啓発白書:平成17年版-平成30年版)
法務省, 文部科学省
編

国立印刷局 316.1/Hom/'17

140 憎しみに抗って : 不純なものへの賛歌
カロリン・エムケ
[著]/浅井晶子訳

みすず書房 316.8/E52

141 北欧サーミの復権と現状 : ノルウェー・スウェーデン・フィンランドを対象にして(先住民族の社会学:第1巻) 小内透編著 東信堂 316.8/O65/1

142
現代アイヌの生活と地域住民 : 札幌市・むかわ町・新ひだか町・伊達市・白糠町を対象にして(先住民族の社会学:第
2巻)

小内透編著 東信堂 316.8/O65/2

143 地域政策の経済学 林宜嗣 [ほか] 著 日本評論社 318.6/C43

144 日本外交の論点 佐藤史郎 [ほか] 編 法律文化社 319.1/N71

145 永続敗戦論(講談社+α文庫:[G294-1]) 白井聡 [著] 講談社 319.1/Sh82

146 日中親愛なる宿敵 : 変容する日本政治と対中政策
シーラ・スミス著/伏
見岳人, 佐藤悠子,
玉置敦彦訳

東京大学出版会 319.1022/Sm6

147 アジアの地域協力 : 危機をどう乗り切るか(東アジア共同体シリーズ:第2巻) 羽場久美子編著 明石書店 319.2/H11/2

148 北朝鮮核の資金源 : 「国連捜査」秘録 古川勝久著 新潮社 319.21/F93

149 シーア派とスンニ派(新潮選書. 中東大混迷を解く) 池内恵著 新潮社 319.27/I35

150 国際平和協力入門 : 国際社会への貢献と日本の課題
上杉勇司, 藤重博美
編著

ミネルヴァ書房 319.9/U47

151 ロシアと中国反米の戦略(ちくま新書:1345) 廣瀬陽子著 筑摩書房 319/H72
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152 法学の誕生 : 近代日本にとって「法」とは何であったか 内田貴著 筑摩書房 321.21/U14

153 法学ナビ : 16の物語から考える
渡邊博己, 右近潤一
著

北大路書房 321/W46

154 講義・憲法学 永田秀樹 [ほか] 著 法律文化社 323.14/Ko26

155 9条誕生 : 平和国家はこうして生まれた 塩田純著 岩波書店 323.142/Sh72

156 広告が憲法を殺す日 : 国民投票とプロパガンダCM(集英社新書:0931A) 本間龍, 南部義典著 集英社 323.149/H85

157 権利擁護がわかる意思決定支援 : 法と福祉の協働
平野隆之 [ほか] 編
著

ミネルヴァ書房 324.65/Ke51

158 総則 補訂第2版(民法講義:1) 法律文化社 324/Ta44/1

159 刑務所の読書クラブ : 教授が囚人たちと10の古典文学を読んだら
ミキータ・ブロット
マン著/川添節子訳

原書房 326.9533/B76

160 Basic study民事訴訟法 越山和広著 法律文化社 327.2/Ko87

161 レクチャー国際取引法 第2版(αブックス) 松岡博編 法律文化社 329.85/Ma86

162 図解とりあえず日経新聞が読める本 山本博幸著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

330/Y31

163 経済学のための数学の基礎15講(ライブラリ経済学15講:BASIC編:別巻1) 小林幹著
新世社/サイエンス社
(発売)

331.19/Ko12

164 経済・経営系のためのよくわかる統計学
前川功一編著/得津康
義, 河合研一著

朝倉書店 331.19/Ma27

165 グローバル資本主義の破局にどう立ち向かうか : 市場から連帯へ(河合ブックレット:40) 斉藤日出治著
河合文化教育研究所/
河合出版 (発売)

332.06/Sa25
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166 脱ポピュリズム国家 : 改革を先送りしない真の経済成長戦略へ 八代尚宏著 日本経済新聞出版社 332.107/Y61

167 現代中国経済論 第2版(シリーズ・現代の世界経済:2)
梶谷懐, 藤井大輔編
著

ミネルヴァ書房 332.22/Ka23

168 人口減少を乗り越える : 縦割りを脱し、市民と共に地域で挑む 藤本健太郎著 法律文化社 334.31/F62

169 未来の呪縛 : 日本は人口減から脱出できるか(中公新書ラクレ:617) 河合雅司著 中央公論新社 334.31/Ka93

170 人口減少社会の未来学
内田樹編/池田清彦
[ほか] 著

文藝春秋 334.31/U14

171 コンビニ外国人(新潮新書:767) 芹澤健介著 新潮社 334.41/Se83

172 未来をつくる起業家 : 日本発スタートアップの失敗と成功20ストーリー : 新装版
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/W14/1

173 イチから学ぶビジネス : 高校生・大学生の経営学入門 改訂版 小野正人著 創成社 335.1/O67

174 経営・ビジネス心理学 松田幸弘編著 ナカニシヤ出版 335.14/Ma75

175 中小企業のマネジメント : 理論と実践 安達明久 [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)

335.35/C67

176 新規開業白書
国民金融公庫総合研
究所編

中小企業リサーチセ
ンター

335.5/NiS/'

177 ワークブック国際ビジネス 第2版 米澤聡士著 文眞堂 335.5/Y84

178 コミュニティビジネスで拓く地域と福祉
平川毅彦, 海老田大
五朗編

ナカニシヤ出版 335.8/H64

179 ウォールストリート・ジャーナル式図解表現のルール
ドナ・M・ウォン著/
村井瑞枝訳

かんき出版 336.1/W85
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180 99%の人がしていないたった1%のリーダーのコツ : 図解 河野英太郎著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

336.3/Ko77

181 心を折る上司(角川新書:[K-205]) 見波利幸 [著] KADOKAWA 336.47/Mi37

182 「伝わる資料」PowerPoint企画書デザイン 渡辺克之著 ソーテック社 336.5/W46

183 思考を鍛えるメモ力(ちくま新書:1340) 齋藤孝著 筑摩書房 336.55/Sa25

184 マンガで合格!秘書検定2級・3級
原田昌洋, 西村この
実著

成美堂出版 336.59//['18]

185 入門ビジネス&ファイナンス 仁科一彦 [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)

336.8/N99

186 財務会計論の基礎と応用
菊谷正人, 依田俊伸
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/Ki29

187 帳簿の世界史(文春文庫:[S-22-1])
ジェイコブ・ソール
著/村井章子訳

文藝春秋 336.9/So34

188 簿記の思考と技法 中村文彦著 森山書店 336.91/N37

189 金融工学入門(I/O books) 赤間世紀著 工学社 338.01/A31

190 外国為替・国際金融入門 第2版 川本明人著
中央経済社/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

338.95/Ka95

191 金融論 第4版(基礎コース. 経済学:5) 晝間文彦著
新世社/サイエンス社
(発売)

338/H75

192
ブロックチェーン・レボリューション : ビットコインを支える技術はどのようにビジネスと経済、そして世界を変え
るのか

ドン・タプスコット,
アレックス・タプス
コット著/高橋璃子訳

ダイヤモンド社 338/Ta89
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193 財政破綻後 : 危機のシナリオ分析
小林慶一郎編著/小黒
一正 [ほか著]

日本経済新聞出版社 342.1/Ko12

194 税務六法 平成30年版 法令編1
日本税理士会連合会
編

帝国地方行政学会 345.1/N71/'18-1

195 税務六法 平成30年版 法令編2
日本税理士会連合会
編

帝国地方行政学会 345.1/N71/'18-2

196 実務税法六法 : 法令 平成30年版 1 新日本法規出版
345.12/Sh64/'18
-1

197 実務税法六法 : 法令 平成30年版 2 新日本法規出版
345.12/Sh64/'18
-2

198 実務税法六法 : 法令 平成30年版 3 新日本法規出版
345.12/Sh64/'18
-3

199 社会学入門 : 社会をモデルでよむ 小林盾 [ほか] 編 朝倉書店 361.19/Sh12

200 恋愛と贅沢と資本主義(講談社まんが学術文庫:0003)
ゾンバルト原作/Team
バンミカス, 名波優
太まんが

講談社 361.234/So36

201 ソーシャル・コンストラクショニズム : ディスコース主体性身体性
ヴィヴィアン・バー
著/田中一彦, 大橋靖
史訳

川島書店 361.4/B94

202 グローバル・コミュニケーション学入門
中西のりこ, 仁科恭
徳編著

三省堂 361.45/N38

203 文化戦争 : やわらかいプロパガンダがあなたを支配する
ネイトー・トンプソ
ン著/大沢章子訳

春秋社 361.46/Th6

204 遅刻してくれて、ありがとう : 常識が通じない時代の生き方 上
トーマス・フリード
マン著/伏見威蕃訳

日本経済新聞出版社 361.5/F47/1

205 遅刻してくれて、ありがとう : 常識が通じない時代の生き方 下
トーマス・フリード
マン著/伏見威蕃訳

日本経済新聞出版社 361.5/F47/2

206 社会・政策の統計の見方と活用 : データによる問題解決
久保真人編/久保真人
[ほか] 著

朝倉書店 361.9/Ku13
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207 社会学の問題解決力 : 理論・分析・処方箋(叢書現代社会のフロンティア:27) 金子勇著 ミネルヴァ書房 361/Ka53

208 社会保険のてびき 平成30年度版 社会保険研究所 364.3/Sh12/'18

209 はじめて手続きする人にもよくわかる障害年金の知識と請求手続ハンドブック 4訂版 高橋裕典著 日本法令 364.6/Ta33

210 よくわかる社会保障 第5版(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)
坂口正之, 岡田忠克
編

ミネルヴァ書房 364/Sa28

211 生活リスクマネジメントのデザイン : リスクコントロールと保険の基本 亀井克之著 法律文化社 365/Ka34

212 近現代日本の生活経験(放送大学叢書:044) 中川清著 左右社 365/N32

213 「虐待型管理」の真相(文春新書:1003. ブラック企業:2) 今野晴貴著 文藝春秋 366.021/KoH/2

214 マンガでわかるブラック企業 : 人を使い捨てる会社に壊されないために

松元千枝, 古川琢也,
川村遼平著/ブラック
企業大賞実行委員会
編/竹信三恵子解説

合同出版 366.021/Ma43

215 発達障害と仕事 : 発達障害者の自立・就労を支援する本
発達障害者の自立・
就労を支援する会編/
宮尾益知編集協力

河出書房新社 366.28/H43

216 障がい者の能力を戦力にする : 新しいカタチの「特例子会社」 川島薫著 中央公論新社 366.28/Ka97

217 専門キャリアカウンセラーが教えるこれからの発達障害者「雇用」 : 採用から働き方まで 木津谷岳著 小学館 366.28/Ki99

218 ジェンダー写真論1991-2017 笠原美智子著 里山社 367.1/Ka71

219
わたし8歳、カカオ畑で働きつづけて。 : 児童労働者とよばれる2億1800万人の子どもたち(「いのち」を大切にされ
ない地球の子どもたち)

岩附由香, 白木朋子,
水寄僚子著

合同出版 367.6/I55
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220
世界中から人身売買がなくならないのはなぜ? : 子どもからおとなまで売り買いされているという真実(「いのち」を
大切にされない地球の子どもたち)

小島優, 原由利子著 合同出版 367.6/I55

221
ぼくは8歳、エイズで死んでいくぼくの話を聞いて。 : 南アフリカの570万のHIV感染者と140万のエイズ孤児たち
(「いのち」を大切にされない地球の子どもたち)

青木美由紀著 合同出版 367.6/I55

222 ぼくは13歳職業、兵士。 : あなたが戦争のある村で生まれたら(「いのち」を大切にされない地球の子どもたち)
鬼丸昌也, 小川真吾
著

合同出版 367.6/I55

223 ぼくらのアフリカに戦争がなくならないのはなぜ?(「いのち」を大切にされない地球の子どもたち) 小川真吾著 合同出版 367.6/I55

224
ぼくは12歳、路上で暮らしはじめたわけ。 : 私には何ができますか?その悲しみがなくなる日を夢見て(「いのち」を
大切にされない地球の子どもたち)

国境なき子どもたち
編著

合同出版 367.6/I55

225
ぼくが遺骨を掘る人「ガマフヤー」になったわけ。 : サトウキビの島は戦場だった(「いのち」を大切にされない地
球の子どもたち)

具志堅隆松著 合同出版 367.6/I55

226
わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。 : 未来をうばわれる2億人の女の子たち(「いのち」を大切にされない地
球の子どもたち)

久保田恭代, 寺田聡
子, 奈良崎文乃著

合同出版 367.6/I55

227
子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート。 : 世界から児童労働をなくす方法(「いのち」を大切にされない地球の
子どもたち)

白木朋子著 合同出版 367.6/I55

228
ぼくのお母さんを殺した大統領をつかまえて。 : 人権を守る新しいしくみ・国際刑事裁判所(「いのち」を大切にさ
れない地球の子どもたち)

アムネスティ・イン
ターナショナル日本
国際人権法チーム編

合同出版 367.6/I55

229
妹は3歳、村にお医者さんがいてくれたなら。 : わたしたちが900万人の人びとに医療を届けるわけ(「いのち」を大
切にされない地球の子どもたち)

国境なき医師団日本
編著

合同出版 367.6/I55

230
わたしは10歳、本を知らずに育ったの。 : アジアの子どもたちに届けられた27万冊の本(「いのち」を大切にされな
い地球の子どもたち)

シャンティ国際ボラ
ンティア会編/鈴木晶
子, 山本英里, 三宅
隆史著

合同出版 367.6/I55

231
ぼくの村がゾウに襲われるわけ。 : 野生動物と共存するってどんなこと?(「いのち」を大切にされない地球の子ども
たち)

岩井雪乃著 合同出版 367.6/I55

232
ぼくは13歳、任務は自爆テロ。 : テロと紛争をなくすために必要なこと(「いのち」を大切にされない地球の子ども
たち)

永井陽右著 合同出版 367.6/I55

233
990円のジーンズがつくられるのはなぜ? : ファストファッションの工場で起こっていること(「いのち」を大切にさ
れない地球の子どもたち)

長田華子著 合同出版 367.6/I55
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234 Ibasyo : 自傷する少女たち"存在の証明" 岡原功祐著・写真 工作舎 367.68/O38

235 困った老人のトリセツ(宝島社新書:491) 和田秀樹著 宝島社 367.7/W12

236 聖域 : 関東連合の金脈とVIPコネクション(宝島SUGOI文庫:Aし-5-1) 柴田大輔著 宝島社 368.71/Sh18

237 発達障害と少年犯罪(新潮新書:766)
田淵俊彦, NNNドキュ
メント取材班著

新潮社 368.71/Ta12

238 薬物依存者たちの生活と人生 (ライフ)(ダルクの日々:[パート1]) ダルク研究会編著
知玄舎/星雲社 (発
売)

368.81/D42/1

239 よくわかる福祉行財政と福祉計画(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 永田祐, 岡田忠克編 ミネルヴァ書房 369.11/N23

240 保育福祉小六法 2018年版
小六法編集委員会編
集

みらい 369.12/Sh95/'18

241 高齢者に対する支援と介護保険制度 第5版(新・社会福祉士養成講座:13)
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/13

242 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 第6版(新・社会福祉士養成講座:15)
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/15

243 就労支援サービス 第4版(新・社会福祉士養成講座:18)
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/18

244 相談援助の基盤と専門職 第3版(新・社会福祉士養成講座:6)
社会福祉士養成講座
編集委員会編

中央法規出版 369.17/ShS/6

245 地域包括ケア看取り方と看取られ方 : 第三次生活困難期における支援策
小松俊平, 熊田梨恵
編集

国書刊行会 369.26/Ko61

246 多職種で支える終末期ケア : 医療・福祉連携の実践と研究
篠田道子 [ほか] 編
著

中央法規出版 369.26/Ta93

247 王様は自分 : 在宅生活をめぐる50の物語 小島操著 日本工業出版 369.261/Ko39
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248 福祉用具サービス計画作成ガイドブック 第2版
全国福祉用具専門相
談員協会編集

中央法規出版 369.261/Z3

249
入所施設だからこそ起きてしまった相模原障害者殺傷事件 : 隣人を「排除せず」「差別せず」「共に生きる」ための
当事者視点の改革

河東田博著 現代書館 369.27/Ka86

250 社会の障害をみつけよう : 一人ひとりが主役の障害平等研修 久野研二編著 現代書館 369.27/Ku48

251 あの青い空に向かって : 「障がい者と農業」新しい関係への挑戦 佐伯康人著 海竜社 369.27/Sa14

252 障害学研究 13(2018)
障害学研究編集委員
会編集

障害学会/明石書店
(発売)

369.27/Sh95/13

253 行動障害のある人の「暮らし」を支える : 強度行動障害支援者養成研修<基礎研修・実践研修>テキスト 第3版

全国地域生活支援
ネットワーク監修/牛
谷正人編集/肥後祥治
編集/福島龍三郎編集

中央法規出版 369.28/Ko21

254 子ども家庭福祉論 第2版(シリーズ・福祉を知る:3) 山縣文治著 ミネルヴァ書房 369.4/Y22

255 シングルマザーの貧困(光文社新書:724) 水無田気流著 光文社 369.41/Mi38

256 保育現場の子ども虐待対応マニュアル : 予防から発見・通告・支援のシステムづくり 倉石哲也著 中央法規出版 369.42/Ku52

257 子どもの養護 : 社会的養護の基本と内容 改訂
松本峰雄, 和田上貴
昭編著/阿部孝志 [ほ
か] 共著

建帛社 369.43/Ma81

258 地域アセスメント : 地域ニーズ把握の技法と実際 川上富雄編著 学文社 369.7/Ka94

259 ゼミナール地域福祉学 : 図解でわかる理論と実践 野口定久著 中央法規出版 369.7/N93

260 変わる福祉社会の論点
増田幸弘, 三輪まど
か, 根岸忠編著

信山社 369/Ka96

261 地域の見方を変えると福祉実践が変わる : コミュニティ変革の処方箋(新・Minerva福祉ライブラリー:29) 松端克文著 ミネルヴァ書房 369/Ma84

19



2018年7月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

262
共助・公助に頼らない地域包括ケア時代の互助の築き方(医療と介護next : 地域包括ケアをリードする:2017年秋季増
刊(通巻18号))

医療と介護next編集
室編

メディカ出版 369/Me14

263 初めての社会福祉 新版
櫻井慶一, 堀口久五
郎著

学文社 369/Sa47

264 教育的かかわりの探究 天野正輝著 晃洋書房 370.4/A43

265 教育アンケート調査年鑑 2018年版
教育アンケート調査
年鑑編集委員会編

創育社 370.59/5/'18

266 教育学原論(MINERVAはじめて学ぶ教職:1) 滝沢和彦編著 ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/1

267 中学生の数学嫌いは本当なのか : 証拠に基づく教育のススメ 内田昭利, 守一雄著 北大路書房 371.4/U14

268 いじめ防止対策推進法全条文と解説 補訂版 坂田仰編 学事出版 371.42/Sa38

269 子どもの願い : いじめVS12の哲学 丹野清彦著 高文研 371.42/Ta88

270 Leading internationalization : a handbook for international education leaders : pbk
edited by Darla K.
Deardorff and
Harvey Charles

Stylus Publishing :
Co-published with
AIEA

371.5/D51

271 国際バカロレアの挑戦 : グローバル時代の世界標準プログラム
岩崎久美子編著/石村
清則 [ほか] 著

明石書店 371.5/I96

272 学生多様化の現在(高等教育研究:第21集) 日本高等教育学会編 玉川大学出版部 372/N71

273 教育法規スタートアップ・ネクスト Crossmedia Edition
高見茂, 開沼太郎,
宮村裕子編

昭和堂 373.22/Ky4

274 教育実習安心ハンドブック(よくわかる教職シリーズ) 小山茂喜編著 学事出版 373.7/Ko97

275 教員を目指す君たちに受けさせたい面接試験対策講座 : 教員になる覚悟を持つ(明星式・教員採用試験対策シリーズ)
明星大学教職セン
ター編

明星大学出版部 373.7/Me26
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276
教員を目指す君たちに受けさせたい論作文講座 : 教育の見方・考え方が変わる 第2版(明星式・教員採用試験対策シ
リーズ)

明星大学教職セン
ター編

明星大学出版部 373.7/Me26

277
教員を目指す君たちに受けさせたい学校とつながる教職教養 : 論作文・面接・場面指導対策にも役立つトピック
125(明星式・教員採用試験対策シリーズ)

明星大学教職セン
ター編

明星大学出版部 373.7/Me26

278 介護等体験安心ハンドブック(よくわかる教職シリーズ) 庄司和史著 学事出版 373.7/Sh96

279 「みんな」の学級経営 : 伸びるつながる 1年生
安部恭子, 稲垣孝章
編著

東洋館出版社 374.12/A13/1

280 「みんな」の学級経営 : 伸びるつながる 2年生
安部恭子, 稲垣孝章
編著

東洋館出版社 374.12/A13/2

281 「みんな」の学級経営 : 伸びるつながる 3年生
安部恭子, 稲垣孝章
編著

東洋館出版社 374.12/A13/3

282 「みんな」の学級経営 : 伸びるつながる 4年生
安部恭子, 稲垣孝章
編著

東洋館出版社 374.12/A13/4

283 「みんな」の学級経営 : 伸びるつながる 5年生
安部恭子, 稲垣孝章
編著

東洋館出版社 374.12/A13/5

284 「みんな」の学級経営 : 伸びるつながる 6年生
安部恭子, 稲垣孝章
編著

東洋館出版社 374.12/A13/6

285
放課後カルテ 15(Be love kc:1338, 1350, 1365, 1382, 1405, 1424, 1440, 1458, 1473, 1490, 1505, 1519, 1534,
1551)

日生マユ著 講談社 374.9/HiM/15

286
放課後カルテ 16(Be love kc:1338, 1350, 1365, 1382, 1405, 1424, 1440, 1458, 1473, 1490, 1505, 1519, 1534,
1551)

日生マユ著 講談社 374.9/HiM/16

287 学校医と養護教諭のための思春期婦人科相談マニュアル 第5刷 日本産婦人科医会 374.9/N71

288 防災まちづくり・くにづくり学習 : 実践シティズンシップ教育 藤井聡, 唐木清志編 悠光堂 374.92/F57

289 養護教諭の職務と法的責任 : 判例から学ぶ法リスクマネジメント 菅原哲朗, 入澤充著 道和書院 374.92/Su28
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290 保健室で役立つステップアップフィジカルアセスメント
三村由香里, 岡田加
奈子編著/葛西敦子
[ほか] 著

東山書房 374.93/Mi34

291 初等理科教育(MINERVAはじめて学ぶ教科教育:4) 大高泉編著 ミネルヴァ書房 375.082/Mi43/4

292 学びとケアをつなぐ教育実践 : 海と空の小学校から : 自尊感情を育むカリキュラム・マネジメント
沖縄八重山学びのゆ
いまーる研究会 [ほ
か] 編著

明石書店 375.1/Ma43

293 教師のためのきれいな字を書く六度法1週間レッスン 増補 富澤敏彦著 旬報社 375.1/To59

294 生きる力を育む生徒指導
藤田主一 [ほか] 編
著/森嶋昭伸 [ほか
著]

福村出版 375.2/I36

295 世界史授業ライブ : 使えるプリント付き 1 河原孝哲著 地歴社 375.324/KaT/1

296 世界史授業ライブ : 使えるプリント付き 3 河原孝哲著 地歴社 375.324/KaT/3

297 世界史授業ライブ : 使えるプリント付き 4 河原孝哲著 地歴社 375.324/KaT/4

298 世界史授業ライブ : 使えるプリント付き 5 河原孝哲著 地歴社 375.324/KaT/5

299 探究的世界史学習の創造 : 思考力・判断力・表現力を育む授業作り 田尻信壹著 梓出版社 375.324/Ta26

300 道徳教育のキソ・キホン : 道徳科の授業をはじめる人へ
相澤伸幸, 神代健彦
編

ナカニシヤ出版 375.35/A26

301 道徳科初めての授業づくり : ねらいの8類型による分析と探究
吉田誠, 木原一彰編
著

大学教育出版 375.35/Y86

302 中学校・高等学校数学科授業力を育む教育実習
西村圭一, 太田伸也
編著

東京学芸大学出版会 375.41/N84

303 小学校算数科教育法 鈴木将史編著 建帛社 375.412/Su96
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304 小学校の体育授業づくり入門 第5版
鈴木秀人 [ほか] 編
著

学文社 375.492/Sh95

305 新しい小学校音楽科の授業をつくる 高見仁志編著 ミネルヴァ書房 375.762/Ta43

306 やさしい国語教室 [正] 大村はま著 共文社 375.8/O64/1

307 文学・説明文の授業展開全単元 小学校低学年
長崎伸仁, 石丸憲一,
大石正廣編著

学事出版 375.82/B89/1

308
授業のユニバーサルデザインを目指す国語授業の全時間指導ガイド : 特別支援教育の視点をふまえた国語授業づくり
4年

桂聖, 廣瀬由美子編
著

東洋館出版社 375.82/Ka88/4

309 「ごんぎつね」全時間・全板書(白石範孝集大成の授業) 白石範孝著 東洋館出版社 375.82/Sh82

310 「モチモチの木」全時間・全板書(白石範孝集大成の授業) 白石範孝著 東洋館出版社 375.82/Sh82

311 文学教育の転回 丹藤博文著 教育出版 375.85/Ta85

312 宮沢賢治童話の世界 : 子ども読者とひらく 牛山恵著
冨山房インターナ
ショナル

375.85/U94

313 小学国語文学・説明文の授業 : 豊かな読みを子どもたちに 1年 児童言語研究会編 子どもの未来社 375.852/J48/1

314 小学国語文学・説明文の授業 : 豊かな読みを子どもたちに 2年 児童言語研究会編 子どもの未来社 375.852/J48/2

315 小学国語文学・説明文の授業 : 豊かな読みを子どもたちに 3年 児童言語研究会編 子どもの未来社 375.852/J48/3

316 小学国語文学・説明文の授業 : 豊かな読みを子どもたちに 4年 児童言語研究会編 子どもの未来社 375.852/J48/4

317 小学国語文学・説明文の授業 : 豊かな読みを子どもたちに 5年 児童言語研究会編 子どもの未来社 375.852/J48/5
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318 小学国語文学・説明文の授業 : 豊かな読みを子どもたちに 6年 児童言語研究会編 子どもの未来社 375.852/J48/6

319 文学授業のユニバーサルデザイン : スタートブック
桂聖, 小貫悟編著/西
尾市立西野町小学校
著

東洋館出版社 375.852/Ka88

320 「海のいのち」全時間・全板書 : 二瓶弘行の授業 二瓶弘行著 東洋館出版社 375.852/N71

321 物語の「自力読み」の力を獲得させよ(二瓶弘行国語教室からの提案:[1]) 二瓶弘行著 東洋館出版社 375.852/N71

322 ライティング・ワークショップ : 「書く」ことが好きになる教え方・学び方(シリーズ・ワークショップで学ぶ)

ラルフ・フレッ
チャー, ジョアン・
ポータルピ [著]/小
坂敦子, 吉田新一郎

新評論 375.86/F32

323 品詞総論(品詞別学校文法講座:第1巻) 沖森卓也 [ほか] 編 明治書院 375.86/H61/1

324 名詞・代名詞(品詞別学校文法講座:第2巻) 沖森卓也 [ほか] 編 明治書院 375.86/H61/2

325 動詞・形容詞・形容動詞(品詞別学校文法講座:第3巻) 沖森卓也 [ほか] 編 明治書院 375.86/H61/3

326 副詞・連体詞・接続詞・感動詞(品詞別学校文法講座:第4巻) 沖森卓也 [ほか] 編 明治書院 375.86/H61/4

327 助詞(品詞別学校文法講座:第5巻) 沖森卓也 [ほか] 編 明治書院 375.86/H61/5

328 助動詞(品詞別学校文法講座:第6巻) 沖森卓也 [ほか] 編 明治書院 375.86/H61/6

329 品詞論の周辺 : 敬語/仮名遣いほか(品詞別学校文法講座:第7巻) 沖森卓也 [ほか] 編 明治書院 375.86/H61/7

330 古典解釈のための文法(品詞別学校文法講座:第8巻) 沖森卓也 [ほか] 編 明治書院 375.86/H61/8

331 教師のすごい!書く指導 : 子どもの思考がぐんぐん深まる 森川正樹著 東洋館出版社 375.862/Mo51
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332 日本人は英語をどう学んできたか : 英語教育の社会文化史 江利川春雄著 研究社 375.893/E67

333 受験英語と日本人 : 入試問題と参考書からみる英語学習史 江利川春雄著 研究社 375.893/E67

334 授業への反応を通して捉える英語学習者の動機づけ 磯田貴道著 溪水社 375.893/I85

335 学習英文法を見直したい 大津由紀雄編著 研究社 375.893/O89

336 “Let's Try!"指導案・評価完全ガイド : 小学校外国語活動
兼重昇, 佐々木淳一
編著

学陽書房 375.8932/Ka54

337 英語授業の発問づくり : 主体的・対話的で深い学びを実現する!(中学校英語サポートBOOKS)
田中武夫, 田中知聡
著

明治図書出版 375.8933/Ta84

338
What your fifth grader needs to know : fundamentals of a good fifth-grade education Rev. ed : pbk(The
core knowledge series)(Delta trade paperback)(A Delta book)

edited by E.D.
Hirsch, Jr

Bantam Dell 375.9/H75/5

339
What your sixth grader needs to know : fundamentals of a good sixth-grade education Rev. ed : pbk(The
core knowledge series)(Delta trade paperback)(A Delta book)

edited by E.D.
Hirsch, Jr

Bantam Dell 375.9/H75/6

340 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 外国語活動・外国語編 文部科学省 [編] 開隆堂出版 375/Mo31/'17

341 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 特別の教科 道徳編 文部科学省 [編] 廣済堂あかつき 375/Mo31/'17

342 理解をもたらすカリキュラム設計 : 「逆向き設計」の理論と方法
G.ウィギンズ, J.マ
クタイ著/西岡加名恵
訳

日本標準 375/W72

343 保育・教職実践演習 : 保育者に求められる保育実践力 第2版
小原敏郎, 神蔵幸子,
義永睦子編著/榎田二
三子 [ほか] 共著

建帛社 376.1/H81

344 保育原理 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 376.1/I71

345 新現代保育原理 第3版
柏原栄子, 渡辺のゆ
り編著/大方美香 [ほ
か] 共著

建帛社 376.1/Ka75
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346 はじめて学ぶ乳児保育 第2版
志村聡子編著/吉長真
子 [ほか] 著

同文書院 376.1/Sh56

347 保育者になるための国語表現 [改訂版] 田上貞一郎著 萌文書林 376.1/Ta17

348 乳児保育 新版(コンパクト版保育者養成シリーズ)
高橋弥生, 石橋優子
編著

一藝社 376.1/Ta33

349 幼稚園教育実習 新版(コンパクト版保育者養成シリーズ)
谷田貝公昭, 高橋弥
生編著

一藝社 376.1/Y66

350 保育方法論(乳幼児 教育・保育シリーズ)
神長美津子, 津金美
智子, 五十嵐市郎編
著

光生館 376.11/H81

351 子どもの発達とことば(学びのエクササイズ) 伊藤崇著 ひつじ書房 376.11/I91

352 保育原理 3訂(シードブック)
大沼良子, 榎沢良彦
編著/榎田二三子[ほ
か]共著

建帛社 376.11/O68

353 3000万語の格差 : 赤ちゃんの脳をつくる、親と保育者の話しかけ
ダナ・サスキンド著/
掛札逸美訳

明石書店 376.11/Su78

354 歌と絵本が育む子どもの豊かな心 : 歌いかけ・読み聞かせ子育てのすすめ
田島信元 [ほか] 編
著

ミネルヴァ書房 376.11/U96

355 子どもが育つということ : 身体と関係性の発達臨床 山上雅子著 ミネルヴァ書房 376.11/Y21

356 保育者のためのメンタルヘルス : 困難事例から考える若手保育者への心理教育的支援 加藤由美著 福村出版 376.14/Ka86

357 今日から役立つ保育園の保健のしごと : やるべきことがすぐわかる 改訂版
東社協保育士会保健
部会編

赤ちゃんとママ社 376.14/To72

358 保育者論 新版(コンパクト版保育者養成シリーズ) 谷田貝公昭編著 一藝社 376.14/Y66

359 幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿 無藤隆編著 東洋館出版社 376.15/Mu93
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360 教育・保育課程論 新版(コンパクト版保育者養成シリーズ)
高橋弥生, 大沢裕編
著

一藝社 376.15/Ta33

361 健康(新版実践保育内容シリーズ:1)
谷田貝公昭, 高橋弥
生編著

一藝社 376.15/Y66/1

362 人間関係(新版実践保育内容シリーズ:2)
小櫃智子, 谷口明子
編著

一藝社 376.15/Y66/2

363 環境(新版実践保育内容シリーズ:3) 大澤力編著 一藝社 376.15/Y66/3

364 言葉(新版実践保育内容シリーズ:4)
谷田貝公昭, 廣澤満
之編著

一藝社 376.15/Y66/4

365 音楽表現(新版実践保育内容シリーズ:5)
三森桂子, 小畠エマ
編著

一藝社 376.15/Y66/5

366 造形表現(新版実践保育内容シリーズ:6)
おかもとみわこ, 石
田敏和編著

一藝社 376.15/Y66/6

367 幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 : 平成30年3月
内閣府, 文部科学省,
厚生労働省 [著]

フレーベル館 376.15/Y73/'18

368 発達段階をふまえた乳幼児との会話法32 : 0～5歳児の会話力・生きる力・考える力を育て育む保育 駒井美智子著 黎明書房 376.158/Ko57

369 教育学部 : 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) 三井綾子著 ぺりかん社 376.8

370 大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A
石田眞, 浅倉むつ子,
上西充子著

旬報社 377.9/D16

371 エピソードで学ぶ子どもの発達と保護者支援 : 発達障害・家族システム・障害受容から考える 玉井邦夫著 明石書店 378.8/Ta77

372 日本の教育制度と障害児<者>の福祉 : 変遷と展望 浅井浩著 田研出版 378/A83

373 発達障害の子の気持ちのコントロール(6歳児から使えるワークブック:1)
アスペ・エルデの会
編/明翫光宜, 飯田
愛, 小倉正義著

合同出版 378/A93
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374 「気になる」子どもの社会性発達の理解と支援 : チェックリストを活用した保育の支援計画の立案 本郷一夫編著 北大路書房 378/H84

375 概論・アセスメント 第3版(特別支援教育の理論と実践 : S.E.N.S養成セミナー:1)
上野一彦, 室橋春光,
花熊暁責任編集

金剛出版 378/ToS/1

376 指導 第3版(特別支援教育の理論と実践 : S.E.N.S養成セミナー:2)
花熊曉, 西岡有香,
山田充[ほか]責任編
集

金剛出版 378/ToS/2

377 特別支援教育士(S.E.N.S)の役割・実習 第3版(特別支援教育の理論と実践 : S.E.N.S養成セミナー:3)
梅田真理, 鳥居深雪
責任編集

金剛出版 378/ToS/3

378 子どもの「社会脳」を育てよう : 共感し、信頼する力を伸ばす!子育てコーチング 永江誠司著 河出書房新社 379.9/N13

379 中学生のための読解力を伸ばす魔法の本棚 中島克治著 小学館 379.9/N34

380 江戸時代生活文化事典 : 重宝記が伝える江戸の智恵 上巻 : あ-さ 長友千代治編著 勉誠出版 382.1/N24/1

381 江戸時代生活文化事典 : 重宝記が伝える江戸の智恵 下巻 : た-わ 長友千代治編著 勉誠出版 382.1/N24/2

382 アイヌ民族命の継承 : 前沢卓写真集 第2版 前沢卓著・写真
藤田印刷エクセレン
トブックス

382.11/Ma28

383 日本の洋食 : 洋食から紐解く日本の歴史と文化(シリーズニッポン再発見:9) 青木ゆり子著 ミネルヴァ書房 383.81/A53

384 事典和菓子の世界 増補改訂版 中山圭子著 岩波書店 383.81/N45

385 酒の起源 : 最古のワイン、ビール、アルコール飲料を探す旅
パトリック・E.マク
ガヴァン著/藤原多伽
夫訳

白揚社 383.885/Ma99

386 子どもたちの生きるアフリカ : 伝統と開発がせめぎあう大地で
清水貴夫, 亀井伸孝
編

昭和堂 384.5/Sh49

387 折口信夫死と再生、そして常世・他界(やまかわうみ:別冊)
折口信夫 [著]/小川
直之編

アーツアンドクラフ
ツ

385.04/O71
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388 日本の祭り
小川秀一 [ほか] 写
真

パイインターナショ
ナル

386.1/N71

389 アフリカの民話集 : しあわせのなる木

島岡由美子文/ヤフィ
ドゥ・マカカと8人の
ティンガティンガ・
アーティストたち絵

未來社 388.45/Sh43

390 世界の水の民話
日本民話の会外国民
話研究会編訳

三弥井書店 388/G14

391 ろばの子 : 昔話からのメッセージ 小澤俊夫著 小澤昔ばなし研究所 388/O97

392 こんにちは、昔話です(小澤俊夫の昔話講座:1:入門編) 小澤俊夫著 小澤昔ばなし研究所 388/O97/1

393 経済学者たちの日米開戦 : 秋丸機関「幻の報告書」の謎を解く(新潮選書) 牧野邦昭著 新潮社 391.3/Ma35

394 江戸の科学者 : 西洋に挑んだ異才列伝(平凡社新書:875) 新戸雅章著 平凡社 402.8/Sh62

395 天文学史 2(藪内清著作集:第3巻-第4巻)
[藪内清著]/『藪内清
著作集』編集委員会
編

臨川書店 402/YaK/4

396 知の果てへの旅(新潮クレスト・ブックス)
マーカス・デュ・
ソートイ著/冨永星訳

新潮社 404/D99

397 科学はなぜわかりにくいのか : 現代科学の方法論を理解する(知の扉シリーズ) 吉田伸夫著 技術評論社 404/Y86

398 時をあやつる遺伝子(岩波科学ライブラリー:275) 松本顕著 岩波書店 408/14/275

399 数学がいまの数学になるまで
Z. アーテシュテイン
著/植野義明ほか訳

丸善出版 410.2/A79

400 数学のあゆみ 上
J. スティルウェル著
/田中紀子訳

朝倉書店 410.2/St6/1

401 数学のあゆみ 下
J. スティルウェル著
/田中紀子訳

朝倉書店 410.2/St6/2
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402 数学する身体(新潮文庫:も-42-1, 10914) 森田真生著 新潮社 410.4/Mo66

403 中学生からの数学オリンピック 安藤哲哉著 数学書房 410.7/A47

404 数学の言葉と論理(現代基礎数学:1) 渡辺治 [ほか] 著 朝倉書店 410/G34/1

405 位相空間とその応用(現代基礎数学:12) 北田韶彦著 朝倉書店 410/G34/12

406 確率と統計(現代基礎数学:13) 藤澤洋徳著 朝倉書店 410/G34/13

407 離散構造(現代基礎数学:14) 小島定吉著 朝倉書店 410/G34/14

408 数理論理学(現代基礎数学:15) 鹿島亮著 朝倉書店 410/G34/15

409 曲面と可積分系(現代基礎数学:18) 井ノ口順一著 朝倉書店 410/G34/18

410 線形代数と正多面体(現代基礎数学:4) 小林正典著 朝倉書店 410/G34/4

411 微積分の基礎(現代基礎数学:7) 浦川肇著 朝倉書店 410/G34/7

412 微積分の発展(現代基礎数学:8) 細野忍著 朝倉書店 410/G34/8

413 初等数学論考
John Stillwell著/三
宅克哉訳

共立出版 410/St6

414 教養としての数学 増補版
堤裕之編著/畔津憲
司, 岡谷良二著

ナカニシヤ出版 410/Ts94

415 ガウスの数論世界をゆく : 正多角形の作図から相互法則・数論幾何へ(数学書房選書:6)
栗原将人著/桂利行
[ほか] 編集

数学書房 412/G27
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416 高校と大学をつなぐ微分・積分 小倉昭弘著 創英社/三省堂書店 413.3/O26

417 標本調査の理論と実際 福井武弘著 日本統計協会 417.6/F76

418 ここからはじめる統計学の教科書 高橋麻奈著 朝倉書店 417/Ta33

419 共分散構造分析 : 構造方程式モデリング 疑問編(統計ライブラリー) 豊田秀樹著 朝倉書店 417/To83/4

420 共分散構造分析 : 構造方程式モデリング 実践編(統計ライブラリー) 豊田秀樹著 朝倉書店 417/To83/6

421 図説伊能忠敬の地図をよむ 改訂増補版(ふくろうの本)
渡辺一郎, 鈴木純子
著

河出書房新社 448.9/I56

422 気象学入門 : トコトン図解
釜堀弘隆, 川村隆一
著

講談社 451/Ka31

423 美しい電子顕微鏡写真と構造図で見るウイルス図鑑101
マリリン・J・ルーシ
ンク著/北川玲訳

創元社 465.8/R73

424 江戸の骨は語る : 甦った宣教師シドッチのDNA 篠田謙一著 岩波書店 469.4/Si1

425 植物は「未来」を知っている : 9つの能力から芽生えるテクノロジー革命
ステファノ・マン
クーゾ著/久保耕司訳

NHK出版 471.3/Ma43

426 動物たちのすごいワザを物理で解く : 花の電場をとらえるハチから、しっぽが秘密兵器のリスまで
マティン・ドラーニ,
リズ・カローガー著/
吉田三知世訳

インターシフト/合同
出版 (発売)

481.7/D98

427 動物のサイエンス : 行動、進化、共存への模索(別冊日経サイエンス:226)
日経サイエンス編集
部編

日経サイエンス/日本
経済新聞出版社 (発
売)

481.7/N71

428 おしゃべりな貝 : 拾って学ぶ海辺の環境史 増補新装版 盛口満著 八坂書房 484/Mo48

429 日本魚類館 : 精緻な写真と詳しい解説(小学館の図鑑Z(ゼット)) 中坊徹次編・監修 小学館 487.5/N31
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430 らいちょうころころ : 立山室堂のライチョウ親子 戸塚学写真 文一総合出版 488.4/To99

431 臨床医学 2: 外科(新医療秘書医学シリーズ:3-4)
医療秘書教育全国協
議会編

建帛社 489.14/I67/4

432 ベビーパンダ : あかパン
パイインターナショ
ナル編著

パイインターナショ
ナル

489.57/P15

433 死ぬ瞬間の5つの後悔
ブロニー・ウェア著/
仁木めぐみ訳

新潮社 490.14/W38

434 死すべき定め : 死にゆく人に何ができるか
アトゥール・ガワン
デ [著]/原井宏明訳

みすず書房 490.15/G28

435 人体の限界 : 人はどこまで耐えられるのか人の能力はどこまで伸ばせるのか(サイエンス・アイ新書:SIS-401) 山﨑昌廣著 SBクリエイティブ 491.3/Y43

436 パパは脳研究者 : 子どもを育てる脳科学 池谷裕二著 クレヨンハウス 491.371/I33

437 「次の一手」はどう決まるか : 棋士の直観と脳科学 中谷裕教 [ほか] 著 勁草書房 491.371/Ts39

438 養護教諭のための診断学 改訂 外科編 杉浦守邦著 東山書房 492.1/Su48/1

439 アトラス応急処置マニュアル

St John Ambulance,
St Andrew's First
Aid, British Red
Cross [編]/山本保

南江堂 492.29/A94

440 よくわかるみんなの救急 : ガイドライン2015対応 坂本哲也編 大修館書店 492.29/Sa32/'15

441 森林アメニティ学 : 森と人の健康科学 上原巌 [ほか] 著 朝倉書店 492.5/Sh69

442 臨床外科看護総論 第11版(系統看護学講座:別巻)
矢永勝彦, 高橋則子
編/矢永勝彦 [ほか]
執筆

医学書院 492.908/KeK/別

443 臨床外科看護各論 第9版(系統看護学講座:別巻)
北島政樹, 江川幸二
編/朝本俊司 [ほか]
執筆

医学書院 492.908/KeK/別
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444 写真でわかる小児看護技術 : 小児看護に必要な臨床技術を中心に 改訂第3版(写真でわかるシリーズ)
山元恵子監修/佐々木
祥子編著

インターメディカ 492.925/Sa75

445 病棟に頼らない地域精神医療論 : 精神障害者の生きる力をサポートする
伊藤順一郎監修/小林
茂, 佐藤さやか編

金剛出版 493.7/Ko12

446 認知症を堂々と生きる : 終末期医療・介護の現場から
宮本礼子, 武田純子
著

中央公論新社 493.758/Mi77

447 DSM-5児童・青年期診断面接ポケットマニュアル

Robert
J.Hilt[著]/Abraham
M.Nussbaum[著]/高橋
三郎監訳/染矢俊幸訳
/江川純訳

医学書院 493.937/H58

448 子どもの食と栄養 新版(コンパクト版保育者養成シリーズ)
水上由紀, 細川裕子
編著

一藝社 493.983/Mi95

449
コウノドリ 23(モーニングKC:2227, 2242, 2276, 2311, 2342, 2369, 2407, 2440, 2467, 2498, 2512, 2526, 2575,
2611, 2640, 2673, 2703, 2737, 2787, 2799, 2807, 2890)

鈴ノ木ユウ著 講談社 495/SuY/23

450 医療ケアを問い直す : 患者をトータルにみることの現象学(ちくま新書:1333-2. シリーズケアを考える) 榊原哲也著 筑摩書房 498.04/Sa31

451 「厚生(労働)白書」を読む : 社会問題の変遷をどう捉えたか(新・Minerva福祉ライブラリー:28) 田多英範編著 ミネルヴァ書房 498.1/Ta16

452 臨床医学 1: 内科(新医療秘書医学シリーズ:3-4)
医療秘書教育全国協
議会編

建帛社 498.14/I67/3

453 食べる(シリーズ人間科学:1)
八十島安伸, 中道正
之編

大阪大学出版会 498.5/Y61

454 世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事 津川友介著 東洋経済新報社 498.583/Ts38

455 エネルギー環境経済システム 藤井康正著 コロナ社 501.6/F57

456 人類が手に入れた地球のエネルギー(目にやさしい大活字) 齋藤勝裕著
シーアンドアール研
究所

501.6/Sa25

457 鉄道とトンネル : 日本をつらぬく技術発展の系譜(シリーズニッポン再発見:8)
小林寛則, 山崎宏之
著

ミネルヴァ書房 514.9/Ko12
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458 甚兵衛と大和川 : 北から西への改流・300年 中九兵衛[著] 中九兵衛 517.2163/N34

459 マンホール : 意匠があらわす日本の文化と歴史(シリーズニッポン再発見:1) 石井英俊著 ミネルヴァ書房 518.23/I75

460 ラムサール条約の国内実施と地域政策 : 地域連携・協働による条約義務の実質化
中央学院大学社会シ
ステム研究所編集/佐
藤寛, 林健一著

成文堂 519.81/C66

461 世界の断崖おどろきの絶景建築
パイインターナショ
ナル編著

パイインターナショ
ナル

520.87/P15

462 タワー : ランドマークから紐解く地域文化(シリーズニッポン再発見:3) 津川康雄著 ミネルヴァ書房 523.1/Ts38

463 こどもを育む環境蝕む環境(朝日選書:970) 仙田満著 朝日新聞出版 525.1/Se59

464 飛行機のテクノロジー : 飛行の原理から最新鋭の戦闘機まで(NEWTONムック)(ニュートン別冊) ニュートンプレス 538.6/N99

465 原発はどのように壊れるか : 金属の基本から考える
小岩昌宏, 井野博満
著/原子力資料情報室
編

原子力資料情報室/ア
グネ技術センター
(発売)

539.5/Ko37

466 すごい廃炉 : 福島第1原発・工事秘録「2011〜17年」
日経コンストラク
ション編/篠山紀信写
真/木村駿文

日経BP社 (発行)/日
経BPマーケティング
(発売)

543.5/F84

467 リサイクル・バイオ燃料が切り拓く新たなビジョン : 使用済み食用油のエネルギー利用 泉谷眞実 [ほか] 著 弘前大学出版会 575.1/R47

468 庖丁 : 和食文化をささえる伝統の技と心(シリーズニッポン再発見:7) 信田圭造著 ミネルヴァ書房 581.7/Sh66

469 老後に破産しないお金の話 第3版(成美文庫:お-8-1) 大竹のり子著 成美堂出版 591/O82

470 晴れの日本料理 : 青草窠のひと刻
永坂早苗著/上田義彦
写真

求龍堂 596.21/N21

471 太陽の塔(Shogakukan creative visual book) 平野暁臣編著
小学館クリエイティ
ブ/小学館(発売)

606.9163/O42
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472 太陽の塔ガイド(Shogakukan creative visual book) 平野暁臣編著
小学館クリエイティ
ブ/小学館(発売)

606.9163/O42

473 ビジュアルスペシャルティコーヒー大事典 普及版(ナショナルジオグラフィック)
ジェームズ・ホフマ
ン著/宇井昭彦 [ほ
か] 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)

619.89/H81

474 ひょうごの庭園 : 図絵で読み解く(のじぎく文庫)
西桂著, 三谷景一郎
画

神戸新聞総合出版セ
ンター

629.2164/N83

475 生き物を殺して食べる(亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ:3-3)
ルイーズ・グレイ著/
宮崎真紀訳

亜紀書房 642/G79

476 人の心を持った犬 : 野犬・太郎と私の日本平物語(犬と人シリーズ) 遠藤初江著 ハート出版 645.6/E59

477 ハラスよ!!ありがとう(私の生き方文庫:7-1) 中野孝次著 ポプラ社 645.6/N39

478 いのちの食べかた(角川文庫:[も13-7] , 18603) 森達也[著] KADOKAWA 648.2/Mo67

479 里海学のすすめ : 人と海との新たな関わり
鹿熊信一郎, 柳哲雄,
佐藤哲編

勉誠出版 663.9/Sa86

480 頑張っています定置漁村 : 定置網は海上サラリーマン漁業
松浦勉, 玉置泰司,
清水幾太郎著

農林統計協会 664.47/G19

481 世界基準のビジネス英会話
竹村和浩, ビル・ベ
ンフィールド著

三修社 670.93/Ta63

482 アマゾンのすごいルール 佐藤将之著 宝島社 673.36/A43

483 百貨店の展覧会 : 昭和のみせもの1945-1988 志賀健二郎著 筑摩書房 673.83/Sh27

484 銭湯 : 「浮世の垢」も落とす庶民の社交場(シリーズニッポン再発見:2) 町田忍著 ミネルヴァ書房 673.96/Ma16

485 日本料理はなぜ世界でいちばんなのか : 私が「吉兆」で学んだ板場道 渡辺康博著 あさ出版 673.971/W46
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486 ファンシーポップ・デザイン
パイインターナショ
ナル編著

パイインターナショ
ナル

674.3/P15

487 あらゆる業種につかえる!アイコン・ピクトグラム大全
パイインターナショ
ナル

674.3/P15

488 マーケティング講義ノート
滋野英憲, 辻幸恵,
松田優著

白桃書房 675/Ma33

489 新貿易立国論(文春新書:1170) 大泉啓一郎著 文藝春秋 678.21/O35

490 交通政策入門 第2版
衛藤卓也, 大井尚司,
後藤孝夫編著/板谷和
也 [ほか] 著

同文舘出版 681.1/Ko94

491 旅行商品企画の理論と実際 : プロが教えるパッケージツアーのつくり方
藤本幸男, 森下晶美
著

同友館 689.6/F62

492 旅行業概論 : 旅行業のゆくえ 新版
森下晶美編著/松園俊
志 [ほか] 著

同友館 689.6/Mo65

493 犬旅元年 : ペッ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:3)
安田亘宏, 中村忠司,
吉口克利著

教育評論社 689/Ta12/3

494 食通のおもてなし観光学 山上徹著 鳥影社 689/Y26

495 「太陽の塔」岡本太郎と7人の男 (サムライ) たち : 48年目の誕生秘話 平野暁臣著 青春出版社 702.16/O42

496 〈妊婦〉アート論 : 孕む身体を奪取する
山崎明子, 藤木直実
編著/菅実花 [ほか
著]

青弓社 704/Y43

497 クリエイターになりたい!
ミータ・ワグナー著/
小林玲子訳

柏書房 707/W14

498 消滅遺産 : もう見られない世界の偉大な建造物
ナショナルジオグラ
フィック編

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)

709.087/N57

499 国宝の解剖図鑑 佐藤晃子著 エクスナレッジ 709.1/Sa85
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500 酒井抱一 : 大江戸にあそぶ美の文人(日本史リブレット人:054) 玉蟲敏子著 山川出版社 721.5/Sa29

501 もっと知りたい横山大観 : 生涯と作品(アート・ビギナーズ・コレクション)
古田亮監修・著/鶴見
香織, 勝山滋著

東京美術 721.9/Y79

502 怖い絵 泣く女篇(角川文庫:16931, 17538, 18058) 中野京子 [著]
角川書店/角川グルー
プパブリッシング
(発売)

723/NaK/2

503 怖い絵 死と乙女篇(角川文庫:16931, 17538, 18058) 中野京子 [著]
角川書店/角川グルー
プパブリッシング
(発売)

723/NaK/3

504 私の少女マンガ講義 萩尾望都著 新潮社 726.101/H13

505 ヴァージニア・リー・バートンの世界 : 『ちいさいおうち』『せいめいのれきし』の作者
ギャラリーエーク
ワッド編

小学館 726.601/B94

506 イギリスの絵本 : 伝統を築いた作家たち 上(連続講座「絵本の愉しみ」:2) 吉田新一著 朝倉書店 726.601/Y86/2

507 集王聖教序(集字聖教序)(シリーズ書の古典:10)
[王羲之書]/吉田菁風
編/山内常正, 永吉徳
夫現代語訳

天来書院 728.2/Sh88/10

508 龍門二十品 上(シリーズ書の古典:11) 中村伸夫編 天来書院 728.2/Sh88/11

509 九成宮醴泉銘(シリーズ書の古典:16)
欧陽詢 [書]/高橋蒼
石編・図版監修

天来書院 728.2/Sh88/16

510 孟法師碑(シリーズ書の古典:18)
褚遂良 [書]/関口皓
方編

天来書院 728.2/Sh88/18

511 雁塔聖教序(シリーズ書の古典:19)
褚遂良 [書]/中野遵
編/山内常正, 永由徳
夫現代語訳

天来書院 728.2/Sh88/19

512 木簡・竹簡(シリーズ書の古典:2) 横田恭三編 天来書院 728.2/Sh88/2

513 枯樹賦・文皇哀冊(シリーズ書の古典:20)
褚遂良 [書]/佐野榮
輝編

天来書院 728.2/Sh88/20
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514 書譜(シリーズ書の古典:21)
孫過庭 [書]/高橋蒼
石編・図版監修/伊藤
文生現代語訳

天来書院 728.2/Sh88/21

515 自書告身・裴将軍詩(シリーズ書の古典:24)
顔真卿 [書]/佐野榮
輝編

天来書院 728.2/Sh88/24

516 楽毅論・杜家立成雑書要略(シリーズ書の古典:26)
光明皇后 [書]/山中
翠谷編/伊藤文生現代
語訳

天来書院 728.2/Sh88/26

517 風信帖・灌頂記(シリーズ書の古典:27)
空海 [書]/蓑毛政雄
編

天来書院 728.2/Sh88/27

518 伊都内親王願文(シリーズ書の古典:28)
橘逸勢 [書]/石原太
流編/伊藤文生現代語
訳

天来書院 728.2/Sh88/28

519 曹全碑(シリーズ書の古典:4) 高木聖雨編 天来書院 728.2/Sh88/4

520 張遷碑(シリーズ書の古典:5) 吉野大巨編 天来書院 728.2/Sh88/5

521 蘭亭序二種(シリーズ書の古典:7)
王羲之 [書]/筒井茂
徳編

天来書院 728.2/Sh88/7

522 十七帖(三井本)(シリーズ書の古典:8)
王羲之 [書]/高橋蒼
石編・図版監修

天来書院 728.2/Sh88/8

523 毛筆書写事典 新版 續木湖山編書 教育出版 728.4/Ts99

524 My room : 天井から覗く世界のリアル : 55ヵ国1200人のベッドルーム
ジョン・サックレー
著

ライツ社 748/Th1

525 日本刀大全 決定版 原田道寛著 河出書房新社 756.6/H32

526 色の辞典
新井美樹著/Miki
Arai

雷鳥社 757.3/A62

527 日本の配色
濱田信義企画・編集/
佐野敬彦文/マクレ
リー ルシー翻訳

パイインターナショ
ナル

757.3/H22
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528 音楽家ならだれでも知っておきたい「からだ」のこと : アレクサンダー・テクニークとボディ・マッピング

バーバラ・コナブル
著/ベンジャミン・コ
ナブル本文イラスト/
片桐ユズル, 小野ひ

誠信書房 760.7/C86

529 ピアノの巨人豊増昇 : 「ベルリン・フィルとの初協演」「バッハ全曲連続演奏」
小澤征爾, 小澤幹雄
編著

小澤昔ばなし研究所 762.1/To87

530 ベートーヴェンの生涯(平凡社ライブラリー:867) 青木やよひ著 平凡社 762.34/B32

531 ホロヴィッツ : 20世紀最大のピアニストの生涯と全録音
中川右介, 石井義興
著

アルファベータブッ
クス

762.38/H89

532 星野源 音楽の話をしよう(AERA MOOK) 星野源[著] 朝日新聞出版 764.7/H92

533 マンガでわかる「オペラ」の見かた : “あらすじ"がわかればもっと観劇が愉しくなる!
小畑恒夫監修/ヤギワ
タルイラスト

誠文堂新光社 766.1/O12

534 初代「君が代」 小田豊二著 白水社 767.51/O17

535 「だから、生きる。」 つんく♂著 新潮社 767.8/Ts79

536 「だから、生きる。」(新潮文庫:10889, つ-39-1) つんく♂著 新潮社 767.8/Ts79

537 FAKEな平成史 森達也著 KADOKAWA 778.7/Mo67

538 21世紀のアニメーションがわかる本 土居伸彰著 フィルムアート社 778.77/D83

539 アニメプロデューサーになろう! : アニメ「製作 (ビジネス)」の仕組み(星海社新書:124) 福原慶匡著 星海社 778.77/F75

540 宮崎駿の地平 : ナウシカからもののけ姫へ 新版(新典社選書:87) 野村幸一郎著 新典社 778.77/Mi88

541 中国抗日ドラマ読本 : 意図せざる反日・愛国コメディ(中国ドラマ読本:vol. 1) 岩田宇伯著 パブリブ 778.8/I97
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542 スポーツの思想
菊本智之編著/前林清
和, 上谷聡子著

晃洋書房 780.1/Ki28

543 観るまえに読む大修館スポーツルール 2018 大修館書店編集部編 大修館書店 780.36/Ta24/'18

544 スポーツマーケティング 改訂版(スポーツビジネス叢書)
原田宗彦, 藤本淳也,
松岡宏高編著

大修館書店 780.9/Su75

545 最強のスポーツビジネス : Number Sports Business College講義録(文春新書:1164)
池田純, スポーツグ
ラフィック・ナン
バー編

文藝春秋 780/I32

546 サッカービジネスの基礎知識 : 「Jリーグ」の経営戦略とマネジメント 増補改訂版 広瀬一郎著 東邦出版 783.47/H72

547 継投論 : 投手交代の極意(廣済堂新書:077) 権藤博, 二宮清純著 廣済堂出版 783.7/G63

548 ドケチな広島、クレバーな日ハム、どこまでも特殊な巨人 : 球団経営がわかればプロ野球がわかる(星海社新書:105) 伊藤歩著
星海社/講談社 (発
売)

783.7/I89

549 異次元へ : 型破りの守備・攻撃&メンタル追求バイブル(Professional bible) 菊池涼介著 廣済堂出版 783.7/Ki24

550 期待はずれのドラフト1位 : 逆境からのそれぞれのリベンジ(岩波ジュニア新書:843) 元永知宏著 岩波書店 783.7/Mo87

551 球団格差
小川隆行, 格差検証
委員会著

リンダパブリッ
シャーズ/徳間書店
(発売)

783.7/O24

552 パ・リーグがプロ野球を変える : 6球団に学ぶ経営戦略(朝日新書:288) 大坪正則著 朝日新聞出版 783.7/O87

553 プロ野球の経済学 : 労働経済学の視点で捉えた選手、球団経営、リーグ運営 橘木俊詔著 東洋経済新報社 783.7/Ta13

554 義足でダンス : 両足切断から始まった人生の旅

エイミー・パーディ,
ミシェル・バー
フォード著/藤井留美
訳

辰巳出版 784.39/P97

555 夢を生きる 羽生結弦著 中央公論新社 784.65/H29
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556 サーフライフセービング教本 : JRC蘇生ガイドライン2015準拠
日本ライフセービン
グ協会編

大修館書店 785/N71/'15

557 登山者のための法律入門 : 山の法的トラブルを回避する(ヤマケイ新書:YS039) 溝手康史著 山と溪谷社 786.18/Mi93

558 サラブレッドに「心」はあるか(中公新書ラクレ:619) 楠瀬良著 中央公論新社 788.5/Ku93

559 ここまでわかった甲賀忍者 畑中英二著 サンライズ出版 789.8/H42

560 嵯峨御流 生花(いけばなカードブック)
旧嵯峨御所華道総司
所編

主婦の友社 793/Ky8

561 嵯峨御流 盛花(いけばなカードブック)
旧嵯峨御所華道総司
所編

主婦の友社 793/Ky8

562 盤上の海、詩の宇宙
羽生善治, 吉増剛造
著

河出書房新社 796/H11

563 図説古代文字入門(ふくろうの本) 大城道則編著 河出書房新社 801.1/O77

564 Unity in diversity? : current trends in translation studies
edited by Lynne
Bowker ... [et al.]

St. Jerome 801.7/B68

565 Teaching translation and interpreting : training, talent, and experience : hb (us)
edited by Cay
Dollerup and Anne
Loddegaard

J. Benjamins Pub.
Co.

801.7/D84

566 Discourse and the translator : pbk(Language in social life series) B. Hatim, I. Mason Longman 801.7/H42

567 ソシュール言語学の意味論的再検討(ひつじ研究叢書:言語編:第135巻) 松中完二著 ひつじ書房 801/Ma83

568 EUの言語教育政策 : 日本の外国語教育への示唆
大谷泰照編集代表/杉
谷眞佐子 [ほか] 編
集

くろしお出版 802.3/O84

569 物語を忘れた外国語 黒田龍之助著 新潮社 804/Ku72
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570
Bilingualism in education : aspects of theory, research and practice : hbk(Applied linguistics and
language study)

Jim Cummins,
Merrill Swain

Routledge 807/C95

571 New technology in language learning : proceedings of the 1989 Man and the Media Symposium
Graham Davies &
Michael Hussey
(eds.)

P. Lang 807/D46

572 Language and learning in the digital age : hbk
James Paul Gee and
Elisabeth R. Hayes

Routledge 807/G31

573 時評日本の異言語教育 : 歴史の教訓に学ぶ 大谷泰照著 英宝社 807/O84

574 人生で一番役に立つ「言い方」 : 自律神経を整える 小林弘幸著 幻冬舎 809.2/Ko12

575 標準語史と方言(真田信治著作選集 : シリーズ日本語の動態:1) 真田信治著 ひつじ書房 810.2/Sa61/1

576 『古事記』『日本書紀』の最大未解決問題を解く : 奈良時代語を復元する(推理・古代日本語の謎) 安本美典著 勉誠出版 811.1/Y65

577 現古辞典 : いまのことばから古語を知る(河出文庫:[ふ16-1])
古橋信孝, 鈴木泰,
石井久雄著

河出書房新社 813.6/G34

578 ことばが消えたワケ : 時代を読み解く俗語の世界 米川明彦著 朝倉書店 814.9/Y83

579 文豪の凄い語彙力 山口謠司著 さくら舎 814/Y24

580 はじめよう、ロジカル・ライティング

名古屋大学教育学部
附属中学校, [名古屋
大学教育学部附属]高
等学校国語科著/戸田

ひつじ書房 816.5/N27

581 小論文書き方と考え方(講談社選書メチエ:676) 大堀精一著 講談社 816.5/O29

582 簡潔で心揺さぶる文章作法 : SNS時代の自己表現レッスン 島田雅彦著 KADOKAWA 816/Sh36

583 図説漢字の成り立ち事典 辻井京雲著 教育出版 821.2/Ts42
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584 「主題-解説」構造から見た韓国語‐n kes‐itaと日本語ノダ(ひつじ研究叢書:言語編第154巻) 李英蘭著 ひつじ書房 829.151/I97

585 英語学論説資料 第50号 (2016年分) 第5分冊 論説資料保存会 830.4/42/50-5

586 英語学論説資料 第50号 (2016年分) 第6分冊 論説資料保存会 830.4/42/50-6

587 英語学論説資料 第50号 (2016年分) 第6分冊(増刊) 論説資料保存会 830.4/42/50-6-2

588 英語教育と「訳」の効用
ガイ・クック著/斎藤
兆史, 北和丈訳

研究社 830.7/C83

589 The reading for real handbook 2nd ed
edited by Colin
Harrison and Martin
Coles

Routledge 830.7/H33

590 ビジネスマンの英語勉強報(ちくま新書:1344) 三輪裕範著 筑摩書房 830.7/Mi69

591 英語を学ぶ楽しみ : 国際コミュニケーションのために 岡秀夫著 くろしお出版 830.7/O38

592 ビリからはじめる英語術 : 英語は声を出して学ぼう 行正り香著 新泉社 830.7/Y97

593 TOEICテスト文法完全攻略ルールブック : you should know these essential rules 阿川敏恵著 テイエス企画 830.79/A19

594 イラスト速習法TOEIC L&Rテスト出る順英単語 笠原禎一著 宝島社 830.79/Ka71

595 TOEFLテスト集中攻略リスニング : iBT対策 : 目標スコア80～100点 トフルゼミナール編 テイエス企画 830.79/To19

596 CNNニュース・リスニング : CD&電子書籍版付き 2018[春夏]
「CNN English
Express」編集部編

朝日出版社 831.1/AsS/'18-1

597 大人の英語発音講座(生活人新書:080) 英語音声学研究会著 日本放送出版協会 831.1/E37
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598 前置詞と前置詞句, そして否定(「英文法大事典」シリーズ:第5巻)

Rodney Huddleston,
Geoffrey K. Pullum
著/畠山雄二編集/縄
田裕幸 [ほか] 訳

開拓社 835/HuR/5

599 関係詞と比較構文(「英文法大事典」シリーズ:第7巻)

Rodney Huddleston,
Geoffrey K. Pullum
著/畠山雄二編集/岩
田彩志 [ほか] 訳

開拓社 835/HuR/7

600 The semiperiphery of academic writing : discourses, communities and practices
edited by Karen
Bennett

Palgrave Macmillan 836.5/B35

601 Academic writing in a global context : the politics and practices of publishing in English
Theresa Lillis and
Mary Jane Curry

Routledge 836.5/L62

602 ここで差がつく!英文ライティングの技術 : 英語はI can haveではじめるな!(トフルゼミナール) 鈴木健士著 テイエス企画 836/Su96

603 図式で攻略!英語スピーキング : 60+20 : 論理的スピーチ60+ダイアローグ20で徹底トレーニング 森秀夫著 DHC 837.8/Mo48

604 「実践」小説教室 : 伝える、揺さぶる基本メソッド 根本昌夫著 河出書房新社 901.307/N64

605 文学理論(学びのエクササイズ) 西田谷洋著 ひつじ書房 901/N86

606 「場所」から読み解く世界児童文学事典
藤田のぼる [ほか]
編著

原書房 909.3/B26

607 「時」から読み解く世界児童文学事典
水間千恵 [ほか] 編
著

原書房 909.3/To31

608 児童文学論 上(瀬田貞二子どもの本評論集) 瀬田貞二著 福音館書店 909/SeT/J-1(1)

609 児童文学論 下(瀬田貞二子どもの本評論集) 瀬田貞二著 福音館書店 909/SeT/J-2(1)

610 文豪ナンバーワン決定戦 福田和也監修 宝島社 910.26/F74

611 音でみる心も色も : 紅葉から慎太郎まで、作家が描いた視覚障害者像 高林正夫著 本の泉社 910.26/Ta28
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612 『ドラゴンマガジン』創刊物語 : 狼煙を上げた先駆者たち : ライトノベル史入門 山中智省著 勉誠出版 910.264/D87

613 小説とは何か? : 芥川龍之介を読む(ひつじ研究叢書:文学編:第10巻) 小谷瑛輔著 ひつじ書房 910.268/A39

614 三つの空白 : 太宰治の誕生 鵜飼哲夫著 白水社 910.268/D49

615 宮沢賢治「風の又三郎」現幻二相ゆらぎの世界 西郷竹彦著 黎明書房 910.268/Mi89

616 宮沢賢治「二相ゆらぎ」の世界 西郷竹彦著 黎明書房 910.268/Mi89

617 宮沢賢治「やまなし」の世界 増補 西郷竹彦著 黎明書房 910.268/Mi89

618 村上春樹のフィクション(ひつじ研究叢書:文学編:9) 西田谷洋著 ひつじ書房 910.268/Mu43

619 夏目漱石とクラシック音楽 瀧井敬子著 毎日新聞出版 910.268/N58

620 漱石の家計簿 : お金で読み解く生活と作品 山本芳明著 教育評論社 910.268/N58

621 『こころ』の真相 : 漱石は何をたくらんだのか(新典社選書:62) 柳澤浩哉著 新典社 910.268/N58

622 国文学年次別論文集 平成25(2013)年 中世1 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'13-4-1

623 長秋詠藻全評釈 : 武蔵野書院創業百周年記念出版 下巻 檜垣孝著 武蔵野書院 911.138/F68/2

624 定家のもたらしたもの(日本女子大学叢書:20)
日本女子大学日本文
学科編

翰林書房 911.142/F68

625 短歌と俳句の五十番勝負 穂村弘, 堀本裕樹著 新潮社 911.168/H83
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626 水中翼船炎上中 穂村弘著 講談社 911.168/H83

627 イチからの俳句入門
辻桃子, 安部元気著/
中小雪編

主婦の友社 911.307/Ts43

628 聴くと聞こえる : on listening 1950-2017 谷川俊太郎著 創元社 911.56/Ta88

629 愛の詩集 : 塔和子詩集 改装版 塔和子著 海風社 911.56/To28

630 源氏物語の漢詩文表現研究 笹川勲著 勉誠出版 913.36/Sa72

631 源氏物語注釈 1
山崎良幸, 和田明美
共著

風間書房 913.364/Y48/1

632 源氏物語注釈 10
山崎良幸, 和田明美
共著

風間書房 913.364/Y48/10

633 源氏物語注釈 11
山崎良幸, 和田明美
共著

風間書房 913.364/Y48/11

634 源氏物語注釈 2
山崎良幸, 和田明美
共著

風間書房 913.364/Y48/2

635 源氏物語注釈 3
山崎良幸, 和田明美
共著

風間書房 913.364/Y48/3

636 源氏物語注釈 4
山崎良幸, 和田明美
共著

風間書房 913.364/Y48/4

637 源氏物語注釈 5
山崎良幸, 和田明美
共著

風間書房 913.364/Y48/5

638 源氏物語注釈 6
山崎良幸, 和田明美
共著

風間書房 913.364/Y48/6

639 源氏物語注釈 7
山崎良幸, 和田明美
共著

風間書房 913.364/Y48/7
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640 源氏物語注釈 8
山崎良幸, 和田明美
共著

風間書房 913.364/Y48/8

641 源氏物語注釈 9
山崎良幸, 和田明美
共著

風間書房 913.364/Y48/9

642 伴走者 浅生鴨著 講談社 913.6/A93

643 海が見える家(小学館文庫:は3-1) はらだみずき著 小学館 913.6/H32

644 ライトマイファイア 伊東潤著 毎日新聞出版 913.6/I91

645 ブラックペアン1988 : 新装版(講談社文庫:[か-115-4]) 海堂尊 [著] 講談社 913.6/Ka21

646 宇喜多の楽土 木下昌輝著 文藝春秋 913.6/Ki46

647 泥濘 黒川博行著 文藝春秋 913.6/Ku74

648 もう「はい」としか言えない 松尾スズキ著 文藝春秋 913.6/Ma86

649 未来 湊かなえ著 双葉社 913.6/Mi39

650 キッチン風見鶏(ハルキ文庫:も4-1) 森沢明夫著 角川春樹事務所 913.6/Mo63

651 年に一度、の二人(講談社文庫:[な-65-3]) 永井するみ [著] 講談社 913.6/N14

652 長いお別れ(文春文庫:[な-68-3]) 中島京子著 文藝春秋 913.6/N34

653 くちびるに歌を(小学館文庫:[な20-1]) 中田永一著 小学館 913.6/N43
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654 大江健三郎全小説 3 大江健三郎著 講談社 913.6/O18/3

655 大江健三郎全小説 7 大江健三郎著 講談社 913.6/O18/7

656 ブラック・ベルベット(双葉文庫:お-27-05) 恩田陸著 双葉社 913.6/O65

657 空海の風景 新装改版 上巻 司馬遼太郎著 中央公論新社 913.6/Sh17/1

658 空海の風景 新装改版 下巻 司馬遼太郎著 中央公論新社 913.6/Sh17/2

659 宝島 : HERO's ISLAND 真藤順丈著 講談社 913.6/Sh62

660 送り火 高橋弘希著 文藝春秋 913.6/Ta33

661 懲戒解雇(文春文庫:[た-72-6]) 高杉良著 文藝春秋 913.6/Ta54

662 家族シアター(講談社文庫:[つ28-19]) 辻村深月 [著] 講談社 913.6/Ts44

663 朝鮮大学校物語 ヤンヨンヒ著 KADOKAWA 913.6/Y58

664 西方冗土 : カンサイ帝国の栄光と衰退(集英社文庫:[な-23-5]) 中島らも著 集英社 914.6/N34

665 仲間たち、そして家族(須賀敦子エッセンス:1) 須賀敦子著 河出書房新社 914.6/Su21/1

666 ゴリラからの警告 : 「人間社会、ここがおかしい」 山極寿一著 毎日新聞出版 914.6/Y23

667 自力でいどみ、他力にたより : 車いす巡礼・可能性への挑戦 滝口仲秋著 本の泉社 916/Ta71
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668 跳べない蛙 : 北朝鮮「洗脳文学」の実体 金柱聖著 双葉社 929.1/Ki38

669 王政復古期シェイクスピア改作戯曲選集
鹿児島近代初期英国
演劇研究会訳

九州大学出版会 932.5/Sh12

670 快読シェイクスピア 決定版(新潮文庫:10923, シ-1-51)
河合隼雄, 松岡和子
著

新潮社 932.5/Sh12

671 怪談(光文社古典新訳文庫:[KAハ8-1])
ラフカディオ・ハー
ン著/南條竹則訳

光文社 933.6/H51

672 日の名残り ノーベル賞記念版
カズオ・イシグロ著/
土屋政雄訳

早川書房 933.7/I73

673 犬の力 下(角川文庫:15847-15848)
ドン・ウィンズロウ
[著]/東江一紀訳

角川書店/角川グルー
プパブリッシング
(発売)

933.7/W77/2

674 シッダールタ 71刷改版(新潮文庫:1962, ヘ-1-11)
ヘッセ [著]/高橋健
二訳

新潮社 943.7/H53

675 大人もぞっとする初版『グリム童話』 2(王様文庫) 由良弥生著 三笠書房 943.8/G86/2

676 ゲルマントのほう 2(光文社古典新訳文庫:[KAフ4-6]-[KAフ4-7]. 失われた時を求めて:5-6:第3篇)
[マルセル・]プルー
スト著/高遠弘美訳

光文社 953.7/PrM/U-6

677 失われた手稿譜 : ヴィヴァルディをめぐる物語
フェデリーコ・マリ
ア・サルデッリ著/関
口英子, 栗原俊秀訳

東京創元社 973/Sa69

678 ヨゼフ・チャペックエッセイ集(平凡社ライブラリー:866)
ヨゼフ・チャペック
著/飯島周編訳

平凡社 989.54/C16

679 ギリシャ・ラテン文学 : 韻文の系譜をたどる15章 逸身喜一郎著 研究社 991/I91

680 明治を生きた人々 : 伝記ガイダンス 1
日外アソシエーツ株
式会社編集

日外アソシエーツ/紀
伊國屋書店 (発売)

B281/N71/1
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681 明治を生きた人々 : 伝記ガイダンス 2
日外アソシエーツ株
式会社編集

日外アソシエーツ/紀
伊國屋書店 (発売)

B281/N71/2

682 20世紀方言研究の軌跡 日本方言研究会編 国書刊行会 B818.031/N71

683 Lost in New York 完全版(CDNHKラジオストーリー・ブック. リトル・チャロ:1)
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/W18/1

684 To Chicago 完全版(CDNHKラジオストーリー・ブック. リトル・チャロ:2)
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/W18/2-1

685 To Chicago 完全版(語学シリーズ. NHKラジオストーリー・ブック/リトル・チャロ:2)
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/W18/2-2

686 古典文学解釈講座
古典文学教材研究会
編

三友社出版 CR817.5/Ko93

687 ゴトガタトラック(こどものとも年少版:497号) 古賀充作 福音館書店 E//18

688 さるがいっぴき(こどものとも:749号) MAYAMAXX[えとぶん] 福音館書店 E//18

689 すいぞくかんのおいしゃさん(かがくのとも:593号)
大塚美加ぶん/齋藤槙
え

福音館書店 E//18

690 だるまちゃんとかまどんちゃん(だるまちゃんの絵本) 加古里子さく・え 福音館書店 E/20

691 ちいさいおうち 第65刷改版(岩波の子どもの本)
バージニア・リー・
バートン文・絵/石井
桃子訳

岩波書店 E/20

692 ルラルさんのだいくしごと(いとうひろしの本:17) いとうひろし作 ポプラ社 E/24

693 森のおくから : むかし、カナダであったほんとうのはなし
レベッカ・ボンド作/
もりうちすみこ訳

ゴブリン書房 E/28
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694 がっこうだってどきどきしてる

アダム・レックス文/
クリスチャン・ロビ
ンソン絵/なかがわち
ひろ訳

WAVE出版 E/30

695 なずずこのっぺ?
カーソン・エリスさ
く/アーサー・ビナー
ドやく

フレーベル館 E/31

696 キリスト教(池上彰のよくわかる世界の宗教)
池上彰著/こどもくら
ぶ編

丸善出版 K160/I33

697 イスラム教(池上彰のよくわかる世界の宗教)
池上彰著/こどもくら
ぶ編

丸善出版 K160/I33

698 仏教(池上彰のよくわかる世界の宗教)
池上彰著/こどもくら
ぶ編

丸善出版 K160/I33

699 アメリカの宗教(池上彰のよくわかる世界の宗教)
池上彰著/こどもくら
ぶ編

丸善出版 K160/I33

700 わくわく!探検れきはく日本の歴史 2 中世
国立歴史民俗博物館
編

吉川弘文館 K210.1/KoR/2

701 図解でわかる14歳からの天皇と皇室入門
大角修, インフォビ
ジュアル研究所著

太田出版 K288/O38

702 ようこそ、難民! : 100万人の難民がやってきたドイツで起こったこと 今泉みね子著 合同出版 K334/I43

703 言語聴覚士の一日(医療・福祉の仕事見る知るシリーズ)
WILLこども知育研究
所編著

保育社 K366/W74

704 すごいね!みんなの通学路(世界に生きる子どもたち)
ローズマリー・マ
カーニー文/西田佳子
訳

西村書店東京出版編
集部

K372/Ma99

705 世界を変えた50人の女性科学者たち
レイチェル・イグノ
トフスキー著/野中モ
モ訳

創元社 K402/I24

706 ホッキョクグマ
ジェニ・デズモンド
さく/福本由紀子やく

BL出版 K489/D64
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707 千年の田んぼ : 国境の島に、古代の謎を追いかけて 石井里津子著 旬報社 K616/I75

708 クニマスは生きていた! 池田まき子著 汐文社 K666/I32

709 古代から平安時代 : 書きのこされた古代の日本語(見て読んでよくわかる!日本語の歴史:1)
倉島節尚著/こどもく
らぶ編

筑摩書房 K810/Ku55/1

710 鎌倉時代から江戸時代 : 武士の言葉から庶民の言葉へ(見て読んでよくわかる!日本語の歴史:2)
倉島節尚著/こどもく
らぶ編

筑摩書房 K810/Ku55/2

711 明治時代から昭和前期 : 新しい社会、新しい日本語(見て読んでよくわかる!日本語の歴史:3)
倉島節尚著/こどもく
らぶ編

筑摩書房 K810/Ku55/3

712 昭和後期から現在 : 変わり続ける日本語(見て読んでよくわかる!日本語の歴史:4)
倉島節尚著/こどもく
らぶ編

筑摩書房 K810/Ku55/4

713 一〇五度 佐藤まどか著 あすなろ書房 K913.6/Sa86

714 きみ、なにがすき? はせがわさとみ作 あかね書房 K913/H36

715 こんぴら狗(くもんの児童文学)
今井恭子作/いぬんこ
画

くもん出版 K913/I43

716 言箱と言珠のひみつ(言葉屋:[1])
久米絵美里作/もとや
ままさこ絵

朝日学生新聞社 K913/Ku37/1

717 奮闘するたすく まはら三桃著 講談社 K913/Ma29

718 帰ってきたナチ : 紀州犬愛の物語(学研の新・創作シリーズ)
水上美佐雄作/高橋宏
幸画

学習研究社 K913/Mi95

719 レイナが島にやってきた!
長崎夏海作/いちかわ
なつこ絵

理論社 K913/N21

720 最後のオオカミ(文研ブックランド)
マイケル・モーパー
ゴ作/はらるい訳/黒
須高嶺絵

文研出版 K933/Mo77
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721 ぼくとベルさん : 友だちは発明王(わたしたちの本棚)
フィリップ・ロイ著/
櫛田理絵訳

PHP研究所 K933/R79

722 太陽と月の大地
コンチャ・ロペス=ナ
ルバエス著/宇野和美
訳/松本里美画

福音館書店 K963/L11

723 国際政治 : 権力と平和 上(岩波文庫:白(34)-028-1, 白(34)-028-2, 白(34)-028-3)
モーゲンソー [著]/
原彬久監訳

岩波書店 イ319/Mo44/1

724 国際政治 : 権力と平和 中(岩波文庫:白(34)-028-1, 白(34)-028-2, 白(34)-028-3)
モーゲンソー [著]/
原彬久監訳

岩波書店 イ319/Mo44/2

725 国際政治 : 権力と平和 下(岩波文庫:白(34)-028-1, 白(34)-028-2, 白(34)-028-3)
モーゲンソー [著]/
原彬久監訳

岩波書店 イ319/Mo44/3

726 漢文研究法 : 中国学入門講義(東洋文庫:890)
狩野直喜著/狩野直禎
校訂

平凡社 ト222/Ka58

727 言語学翻訳叢書 言日(船所先生) 全?巻 継続受入 ひつじ書房 個別にとる

728 大卒程度公務員面接対策ハンドブック : 公務員面接の徹底準備と必ず聞かれる64のQ&A 2019年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'19

729 ゼロからはじめるITパスポートの教科書 改訂第4版 滝口直樹著 とりい書房 就職/資格/['18]

730 ゼロからはじめるITパスポートの問題集 改訂第2版 滝口直樹著 とりい書房 就職/資格/['18]

731 行政学(公務員試験新スーパー過去問ゼミ5) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['18]
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