
 2018年8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365

デイヴィッド・S・キ
ダー, ノア・D・オッ
ペンハイム著/小林朋
則訳

文響社 002/Ki12

2 リベラルアーツの学び : 理系的思考のすすめ(岩波ジュニア新書:871) 芳沢光雄著 岩波書店 002/Y94

3 マンガでわかる!人工知能 : AIは人間に何をもたらすのか : artificial intelligence かんようこ作画 SBクリエイティブ 007.13/Ka59

4 ゼロからわかる人工知能 : 基本的なしくみから応用例, そして未来まで(ニュートン別冊)(NEWTONムック) ニュートンプレス 007.13/N99

5 ネットトラブルの法律相談Q&A 第2版
神奈川県弁護士会IT
法研究会編

法学書院 007.3/Ka43

6 ゼロからはじめるiCloud (アイクラウド) スマートガイド 改訂新版 リンクアップ著 技術評論社 007.3/R45

7 The four : GAFA (ガーファ) : 四騎士が創り変えた世界
スコット・ギャロ
ウェイ著/渡会圭子訳

東洋経済新報社 007.35/G17

8 プラットフォーム革命 : 経済を支配するビジネスモデルはどう機能し、どう作られるのか
アレックス・モザド,
ニコラス・L・ジョン
ソン著/藤原朝子訳

英治出版 007.35/Mo11

9 プラットフォームの教科書 : 超速成長ネットワーク効果の基本と応用 : 新しい基本戦略 根来龍之著
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

007.35/N62

10 入門マルチメディア 改訂新版
画像情報教育振興協会
(CG-ARTS協会)

007.6/G29

11 最新アップデート対応「ウィンドウズ10」ガイド(Windows10パーフェクト大全. 2018)(100%ムックシリーズ) 晋遊舎 007.634/Sh69

12
Windows10がぜんぶわかる本 : 知識ゼロから : 新機能から快適設定&お得で便利な活用法まで徹底解説! 決定版(洋泉
社MOOK)

洋泉社 007.634/Y85

13 社会人として最低限知っておきたいエクセル技これだけ! きたみあきこ著 青春出版社 007.6384/Ki66

14 たすけて!エクセルがむずかしいっス
みやしたゆきこ文/市
川洋子案

日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

007.6384/Mi83

15 図書館年鑑 2018
日本図書館協会図書
館年鑑編集委員会編

日本図書館協会 010.59/NiT/'18

16 学校図書館お話・文学間違い探し素材集 少年写真新聞社編集 少年写真新聞社 017/Sh96

17 読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術(星海社新書:133) 印南敦史著 星海社/講談社 (発売) 019.12/I54

18 書物と権力 : 中世文化の政治学(歴史文化ライブラリー:473) 前田雅之著 吉川弘文館 020.2/Ma26
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19 初学者のための中国古典文献入門(ちくま学芸文庫:[サ39-2]) 坂出祥伸著 筑摩書房 020.22/Sa27

20 これからの本屋読本 内沼晋太郎著 NHK出版 024/U22

21 京都府立総合資料館の書庫から(古典籍へようこそ)

京都府立大学文学部
日本・中国文学科,
京都府立総合資料館
編

京都新聞出版センター 026/Ky6/1

22 13歳からの絵本ガイドYA (ワイエー) のための100冊
金原瑞人, ひこ・田
中監修

西村書店東京出版編集
部

028.09/Ka52

23 シンポジウム : ポピュリズム政治にどう向き合うか : メディアの在り方を考える 新聞通信調査会編 新聞通信調査会 070.14/Sh59

24 昭和の怪物七つの謎(講談社現代新書:2484) 保阪正康著 講談社 081/16/2484

25 「右翼」の戦後史(講談社現代新書:2485) 安田浩一著 講談社 081/16/2485

26 おとなの青春旅行(講談社現代新書:2486)
下川裕治, 室橋裕和
編著

講談社 081/16/2486

27 大坂堂島米市場 : 江戸幕府vs市場経済(講談社現代新書:2487) 高槻泰郎著 講談社 081/16/2487

28 物語アラビアの歴史 : 知られざる3000年の興亡(中公新書:2496) 蔀勇造著 中央公論新社 081/17/2496

29 公家たちの幕末維新 : ペリー来航から華族誕生へ(中公新書:2497) 刑部芳則著 中央公論新社 081/17/2497

30 斗南藩 : 「朝敵」会津藩士たちの苦難と再起(中公新書:2498) 星亮一著 中央公論新社 081/17/2498

31 仏像と日本人 : 宗教と美の近現代(中公新書:2499) 碧海寿広著 中央公論新社 081/17/2499

32 日本史の論点 : 邪馬台国から象徴天皇制まで(中公新書:2500) 中公新書編集部編 中央公論新社 081/17/2500

33 現代経済学 : ゲーム理論・行動経済学・制度論(中公新書:2501) 瀧澤弘和著 中央公論新社 081/17/2501

34 日本型資本主義 : その精神の源(中公新書:2502) 寺西重郎著 中央公論新社 081/17/2502

35 信長公記 : 戦国覇者の一級史料(中公新書:2503) 和田裕弘著 中央公論新社 081/17/2503

36 アメリカとヨーロッパ : 揺れる同盟の80年(中公新書:2504) 渡邊啓貴著 中央公論新社 081/17/2504

37 中公文庫 中央公論社 081/18/

38 中公文庫 中央公論社 081/18/

39 中公文庫 中央公論社 081/18/

40 中公文庫 中央公論社 081/18/

41 中公文庫 中央公論社 081/18/

42 中公文庫 中央公論社 081/18/

43 中公文庫 中央公論社 081/18/

44 中公文庫 中央公論社 081/18/

45 中公文庫 中央公論社 081/18/

46 中公文庫 中央公論社 081/18/

47 中公文庫 中央公論社 081/18/

48 太宰治(中公文庫:[い-38-4]) 井伏鱒二著 中央公論新社 081/18/ い38-4
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49 維新始末(中公文庫:[う-28-14]) 上田秀人著 中央公論新社 081/18/う28-14

50 秘めおくべし(中公文庫:[う-34-3]. おらんだ忍者医師了潤) 浮穴みみ著 中央公論新社 081/18/う34-3

51 レイテ戦記 4(中公文庫:[お-2-13], [お-2-14], [お-2-15], [お-2-16]) 大岡昇平著 中央公論新社 081/18/お2-16

52 歌丸不死鳥ひとり語り(中公文庫:[か-87-1]) 桂歌丸著/長井好弘編 中央公論新社 081/18/か87-1

53 空にみずうみ(中公文庫:[さ-78-1]) 佐伯一麦著 中央公論新社 081/18/さ78-1

54 摂受心院 : その人の心に生きる(中公文庫:[し-51-1])
「摂受心院」刊行会
編/奥山倫明 [ほか]
著

中央公論新社 081/18/し51-1

55 開戦と終戦 : 帝国海軍作戦部長の手記(中公文庫:[と-35-1]) 富岡定俊著 中央公論新社 081/18/と35-1

56 保守のヒント(中公文庫:[な-72-1]) 中島岳志著 中央公論新社 081/18/な72-1

57 麻布襍記 : 附・自選荷風百句(中公文庫:[な-73-1]) 永井荷風著 中央公論新社 081/18/な73-1

58 タミーを救え! 上(中公文庫:[ま49-3], [ま49-4]. 川の光:2) 松浦寿輝著 中央公論新社 081/18/ま49-3

59 タミーを救え! 下(中公文庫:[ま49-3], [ま49-4]. 川の光:2) 松浦寿輝著 中央公論新社 081/18/ま49-4

60 オーケストラ楽器別人間学 決定版(中公文庫:[も-27-5]) 茂木大輔著 中央公論新社 081/18/も27-5

61 とちりの虫(中公文庫:[や-1-3]) 安岡章太郎著 中央公論新社 081/18/や1-3

62 殺意のまつり : 山村美紗傑作短篇集(中公文庫:[や-15-17]) 山村美紗著 中央公論新社 081/18/や15-17

63 パンセ 改版(中公文庫:[ハ-2-2])
パスカル著/前田陽
一, 由木康訳

中央公論新社 081/18/ハ2-2

64 天皇と宗教(講談社学術文庫:[2489]. 天皇の歴史:9)
小倉慈司, 山口輝臣
[著]

講談社 081/2/2489

65 東南アジア多文明世界の発見(講談社学術文庫:[2512]. 興亡の世界史) 石澤良昭 [著] 講談社 081/2/2512

66 島原の乱 : キリシタン信仰と武装蜂起(講談社学術文庫:[2522]) 神田千里 [著] 講談社 081/2/2522

67 往生要集 : 全現代語訳(講談社学術文庫:[2523])
源信 [著]/川崎庸之,
秋山虔, 土田直鎮訳

講談社 081/2/2523

68 無冠の父(岩波現代文庫:B299) 阿久悠著 岩波書店 081/22/B299

69 実践英語のセンスを磨く : 難解な作品を読破する(岩波現代文庫:文芸:B300) 行方昭夫著 岩波書店 081/22/B300

70 占領の記憶記憶の占領 : 戦後沖縄・日本とアメリカ 新版(岩波現代文庫:G384)
マイク・モラスキー
著/鈴木直子訳

岩波書店 081/22/G384

71 沖縄の戦後思想を考える(岩波現代文庫:G385) 鹿野政直著 岩波書店 081/22/G385

72 沖縄の淵 : 伊波普猷とその時代(岩波現代文庫:学術:G386) 鹿野政直著 岩波書店 081/22/G386

73 「碧巌録」を読む(岩波現代文庫:学術:G387) 末木文美士著 岩波書店 081/22/G387

74 永遠のファシズム(岩波現代文庫:学術:G388)
ウンベルト・エーコ
著/和田忠彦訳

岩波書店 081/22/G388
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75 幸福について(講談社まんが学術文庫:0001)
ショーペンハウアー
原作/Teamバンミカ
ス, 伊佐義勇まんが

講談社 081/25/001

76 歎異抄(講談社まんが学術文庫:0002)
親鸞述/唯円原作
/Teamバンミカスまん
が

講談社 081/25/002

77 資本論(講談社まんが学術文庫:0004)
マルクス原作/岩下博
美まんが

講談社 081/25/004

78 罪と罰(講談社まんが学術文庫:0006)
ドストエフスキー原
作/岩下博美まんが

講談社 081/25/006

79 ツァラトゥストラはかく語りき(講談社まんが学術文庫:0007)
ニーチェ原作/堀江一
郎著/十常アキまんが

講談社 081/25/007

80 群衆心理(講談社まんが学術文庫:0009)
ル・ボン原作/Teamバ
ンミカスまんが

講談社 081/25/009

81 原民喜 : 死と愛と孤独の肖像(岩波新書:新赤版 1727) 梯久美子著 岩波書店 081/6-4/1727

82 戦争体験と経営者(岩波新書:新赤版 1728) 立石泰則著 岩波書店 081/6-4/1728

83 戦国大名と分国法(岩波新書:新赤版 1729) 清水克行著 岩波書店 081/6-4/1729

84 K-POP : 新感覚のメディア(岩波新書:新赤版 1730) 金成玟著 岩波書店 081/6-4/1730

85 総介護社会 : 介護保険から問い直す(岩波新書:新赤版 1731) 小竹雅子著 岩波書店 081/6-4/1731

86 福沢諭吉しなやかな日本精神(PHP新書:1141) 小浜逸郎著 PHP研究所 121.9/F85

87 周易經傳譯注(中国古典名著译注丛书)
李申主撰/王博, 王徳
有[ほか]同撰

中華書局 122.08/ChS/C-16

88 『論語の学校』 時習編(対訳付き)
江藤茂博編/江藤茂博
[ほか] 著

研文社 123.83/E78/1

89 やさしく読み解く論語の授業(『論語の学校』:入門編)
江藤茂博編/江藤茂博
[ほか] 著

研文社 123.83/E78/2

90 家礼文献集成 日本篇7(関西大学東西学術研究所資料集刊:27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6, 27-7) 吾妻重二編著 関西大学出版部 124.1/AzJ/1-7

91 老子 : 現代語訳(ちくま新書:1348)
老子[著]/保立道久
訳・解説

筑摩書房 124.22/H96

92 数学の現象学 : 数学的直観を扱うために生まれたフッサール現象学 : 新装版 鈴木俊洋著 法政大学出版局 134.95/Su96

93 エロス・文学・哲学(レヴィナス著作集:3)

エマニュエル・レ
ヴィナス著/渡名喜庸
哲, 三浦直希, 藤岡
俊博訳

法政大学出版局 135.5/LeE/L-3
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94 特集/イメージとは何か(臨床描画研究:Vol.33(2018))
日本描画テスト・描画
療法学会/北大路書房
(発売)

140.72/12/33

95 あの人はどうしてそうしてしまうの? : 身近な7つの扉から入る心理学の世界
羽成隆司, 河野和明
編著

ポラーノ出版 140/H28

96 Working memory and language : Hbk(Essays in cognitive psychology)
Susan E. Gathercole
and Alan D.
Baddeley

L. Erlbaum 141.3/B14

97 ヒト、この奇妙な動物 : 言語、芸術、社会の起源
ジャン=フランソワ・
ドルティエ著/鈴木光
太郎訳

新曜社 141.5/D87

98 知ってるつもり : 無知の科学

スティーブン・ス
ローマン, フィリッ
プ・ファーンバック
著/土方奈美訳

早川書房 141.5/Sl

99 敏感な人や内向的な人がラクに生きるヒント
イルセ・サン [著]/
枇谷玲子訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

141.94/Sa62

100 あれこれ考えすぎて"動けない人"のための問題解決術 倉成央著 大和出版 146.8/Ku53

101 いい子をやめれば幸せになれる 山下悠毅著 弘文堂 146.8/Y44

102 3つの自分で人づきあいがラクになる : エゴグラムで見える本当の私 杉田峰康著 創元社 146.811/Su46

103 過去と和解するための哲学 山内志朗著 大和書房 150.4/Y46

104 飢えと豊かさと道徳
ピーター・シンガー
著/児玉聡監訳

勁草書房 151.5/Si8

105 国体論 : 菊と星条旗(集英社新書:0928A) 白井聡著 集英社 155/Sh82

106 恋する人間 : 人文学からのアプローチ(北大文学研究科ライブラリ:16) 鈴木幸人編著 北海道大学出版会 158/Su96

107 マンガでわかる非常識な成功法則
神田昌典原作/宮島葉
子マンガ

ぶんか社 159.4/Ka51

108 君はこの言葉を知っているか? : words of wisdom : あの経営者たちを支えた名言 夏川賀央著 主婦の友社 159.84/N58

109 おかねとしあわせ : 人生の教科書(ちくま文庫:[ふ-29-13]) 藤原和博著 筑摩書房 159/F56

110 知っておきたい、世界の宗教。 : ユダヤ教/キリスト教/イスラム教/ヒンドゥー教/仏教/神道(Pen books:026) ペン編集部編 CCCメディアハウス 160/C27

111 ギリシア神話物語(角川文庫:20907) 楠見千鶴子 [著] KADOKAWA 164.31/Ku92

112 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2018-5]
edited by Marc
Gaborieau ... [et
al.]

Brill
167.033/EnI-3/'18
-5

113 日本人に知ってほしいイスラムのこと(祥伝社新書:540) フィフィ [著] 祥伝社 167/F25

114 イスラム10のなぞ : 世界史への招待(中公新書ラクレ:621) 宮田律著 中央公論新社 167/Mi85
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115 日本の神社100選 : 一度は訪れたい古代史の舞台ガイド : カラー版(宝島社新書:492) 日本の神社研究会著 宝島社 175.9/N71

116 牧田諦亮著作集 第8巻: 雑篇(補遺篇)・総索引
[牧田諦亮著]/『牧田
諦亮著作集』編集委
員会編

臨川書店 180.8/MaT/8

117 よく生き、よく死ぬための仏教入門 : 「神仏和合」の修験道ならではの智恵(扶桑社新書:266) 田中利典著 扶桑社 182.1/Ta84

118 古代東アジアの仏教交流 佐藤長門編 勉誠出版 182.2/Sa87

119 キリスト教と諸宗教 : 対決から対話へ

ジャック・デュプイ
著/越知健, 越知倫子
訳/阿部仲麻呂監修・
解説・註釈

教友社 191/D97

120 イエス・キリストは実在したのか?(文春文庫:[ア-12-1])
レザー・アスラン著/
白須英子訳

文藝春秋 192/A92

121 消された信仰 : 「最後のかくれキリシタン」--長崎・生月島の人々 広野真嗣著 小学館 198.221/H71

122 祈りの記憶 : 長崎と天草地方の潜伏キリシタンの世界 松尾潤著 批評社 198.221/Ma85

123 世界史大年表 増補版 青山吉信 [ほか] 編 山川出版社 203.2/Se22

124 歴史は実験できるのか : 自然実験が解き明かす人類史

ジャレド・ダイアモ
ンド, ジェイムズ・
A・ロビンソン編著/
小坂恵理訳

慶應義塾大学出版会 204/D71

125 馬・車輪・言語 : 文明はどこで誕生したのか 上
デイヴィッド・W・ア
ンソニー著/東郷えり
か訳

筑摩書房 209.3/A49/1

126 馬・車輪・言語 : 文明はどこで誕生したのか 下
デイヴィッド・W・ア
ンソニー著/東郷えり
か訳

筑摩書房 209.3/A49/2

127 先史学者プラトン : 紀元前一万年--五千年の神話と考古学
メアリー・セットガ
スト著/山本貴光, 吉
川浩満訳

朝日出版社 209.32/P71

128 世界史一気読み : 宗教改革から現代まで(文春文庫:[編-6-22]) 文藝春秋編 文藝春秋 209.5/B89

129 ナチズムに囚われた子どもたち : 人種主義が踏みにじった欧州と家族 上
リン・H. ニコラス著
/若林美佐知訳

白水社 209.74/N71/1

130 ナチズムに囚われた子どもたち : 人種主義が踏みにじった欧州と家族 下
リン・H. ニコラス著
/若林美佐知訳

白水社 209.74/N71/2

131 元号と天皇から日本史を読む方法(KAWADE夢文庫:K1092) 内藤博文著 河出書房新社 210.023/N29
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132 歴史の生かし方 : 一流はそこから「何を」学ぶのか(青春新書intelligence:PI-541) 童門冬二著 青春出版社 210.049/D85

133 守光公記 第1(史料纂集:古記録編 [198])
[廣橋守光著]/中世公
家日記研究会校訂

八木書店古書出版部/
八木書店 (発売)

210.08/3/モ4-1

134 歴史人物になってみる日本史 : あなたならどうする? 安達弘著 高木書房 210.1/A16

135 テーマ別だから理解が深まる日本史
かみゆ歴史編集部編/
朝日新聞出版編著

朝日新聞出版 210.1/Ka39

136 日本国史 : 世界最古の国の新しい物語 (ヒストリー) 田中英道著
育鵬社 : 扶桑社/扶桑
社 (発売)

210.1/Ta84

137 宇多天皇の日記を読む : 天皇自身が記した皇位継承と政争(日記で読む日本史:3) 古藤真平著 臨川書店 210.12/NiY/3

138 縄文文化が日本人の未来を拓く 小林達雄著 徳間書店 210.25/Ko12

139 卑弥呼以前の倭国五〇〇年 : 銅鐸、明刀銭、多鈕鏡をめぐって(PHP新書:1142) 大平裕著 PHP研究所 210.27/O29

140 海の古代史 : 幻の古代交易者を追って 布施克彦著 彩流社 210.3/F96

141 古事記及び日本書紀の研究 : 建国の事情と万世一系の思想 新書版 津田左右吉著 毎日ワンズ 210.3/Ko39

142 古代史から読み解く「日本」のかたち(祥伝社新書:535)
倉本一宏, 里中満智
子 [著]

祥伝社 210.3/Ku53

143 日本書紀の誕生 : 編纂と受容の歴史 遠藤慶太 [ほか] 編
八木書店古書出版部/
八木書店 (発売)

210.3/N71

144 古代日本人と朝鮮半島(PHP文庫:[せ3-24]) 関裕二著 PHP研究所 210.3/Se44

145 神武天皇vs.卑弥呼 : ヤマト建国を推理する(新潮新書:763) 関裕二著 新潮社 210.3/Se44

146 ザ・古墳群 : 百舌鳥と古市全89基
「ザ・古墳群」制作
委員会編

140B 210.32/Z1

147 室町将軍の御台所 : 日野康子・重子・富子(歴史文化ライブラリー:474) 田端泰子著 吉川弘文館 210.46/Ki74

148 図説室町幕府 丸山裕之著 戎光祥出版 210.46/Ma59

149 刀の明治維新 : 「帯刀」は武士の特権か?(歴史文化ライブラリー:472) 尾脇秀和著 吉川弘文館 210.5/O93

150 江戸の暮らし : 面白くてよくわかる : 江戸の町と庶民・武士の生活事情 新版(学校で教えない教科書) 山本博文監修 日本文芸社 210.5/Y31

151 細川忠利 : ポスト戦国世代の国づくり(歴史文化ライブラリー:471) 稲葉継陽著 吉川弘文館 210.52/H94

152 日本という国 決定版(よりみちパン!セ:YP02) 小熊英二著 新曜社 210.6/O26

153 明治維新とは何だったのか : 世界史から考える
半藤一利, 出口治明
著

祥伝社 210.61/H29

154 大正=歴史の踊り場とは何か : 現代の起点を探る(講談社選書メチエ:674)
鷲田清一編著/[佐々
木幹郎, 山室信一,
渡辺裕著]

講談社 210.69/W42

155 人を見る目(新潮新書:762) 保阪正康著 新潮社 210.7/H91

156 学校では教えられない歴史講義満洲事変 : 世界と日本の歴史を変えた二日間 倉山満著 ベストセラーズ 210.7/Ku57
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157 ヒロシマ 増補版 : 新装版
ジョン・ハーシー著/
石川欣一, 谷本清,
明田川融訳

法政大学出版局 210.75/H53

158 沖縄戦546日を歩く 増補新版 カベルナリア吉田著 彩流社 210.75/Ka11

159 「反日」という病 : GHQ・メディアによる日本人洗脳 (マインド・コントロール) を解く 木佐芳男著 幻冬舎 210.762/Ki55

160 大江戸知らないことばかり : 水と商と大火の都(NHKスペシャル. 大江戸)
NHKスペシャル「大江
戸」制作班編

NHK出版 213.6105/N69

161 骨と墓の考古学 : 大都市江戸の生活と病(角川文庫:20954) 谷畑美帆 [著] KADOKAWA 213.6105/Ta87

162 沖縄はいつから日本なのか : 学校が教えない日本の中の沖縄史 仲村覚著 ハート出版 219.906/N37

163 中国歴史読本
「簡明中国歴史読
本」編纂グループ編/
谷口建速訳

科学出版社東京 222.01/C62

164 八九六四 : 「天安門事件」は再び起きるか 安田峰俊著 KADOKAWA 222.077/Y62

165 膨張への軌跡(大英帝国の歴史:上)
ニーアル・ファーガ
ソン著/山本文史訳

中央公論新社 233.05/F21/1

166 絶頂から凋落へ(大英帝国の歴史:下)
ニーアル・ファーガ
ソン著/山本文史訳

中央公論新社 233.05/F21/2

167 図説英国メイドの日常 : 新装版(ふくろうの本) 村上リコ著 河出書房新社 233.06/Mu43

168 ゲッベルスと私 : ナチ宣伝相秘書の独白

ブルンヒルデ・ポム
ゼル, トーレ・D. ハ
ンゼン著/森内薫, 赤
坂桃子訳

紀伊國屋書店 234.074/P78

169 図説ハプスブルク帝国 : 新装版(ふくろうの本) 加藤雅彦著 河出書房新社 234.6/H11

170 アメリカの原爆神話と情報操作 : 「広島」を歪めたNYタイムズ記者とハーヴァード学長(朝日選書:972) 井上泰浩著 朝日新聞出版 253.07/I57

171 自分史のすすめ : 未来を生きるための文章術(平凡社新書:879) 小池新著 平凡社 280.7/Ko31

172 北条氏五代と小田原城(人をあるく) 山口博著 吉川弘文館 288.3/H81

173 土方歳三と榎本武揚 : 幕臣たちの戊辰・箱館戦争(日本史リブレット人:068) 宮地正人著 山川出版社 289.1/H56

174 伊能忠敬 : 歩いて日本地図をつくった男(別冊太陽. 日本のこころ:261) 星埜由尚監修 平凡社 289.1/I56

175 岩倉具視 : 幕末維新期の調停者(日本史リブレット人:074) 坂本一登著 山川出版社 289.1/I93

176 カルピスをつくった男三島海雲 山川徹著 小学館 289.1/Mi53

177 東條英機は悪人なのか 鈴木晟著 展転社 289.1/To27

178 西太后秘録 : 近代中国の創始者 上(講談社+α文庫:G280-5)
ユン・チアン [著]/
川副智子訳

講談社 289.2/Se19/1
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179 西太后秘録 : 近代中国の創始者 下(講談社+α文庫:G280-6)
ユン・チアン [著]/
川副智子訳

講談社 289.2/Se19/2

180 日本で楽しむ「世界の絶景」(PHP文庫) 日本絶景研究会著 PHP研究所 291.093/N71

181 面白南極料理人(新潮文庫:7540, に-17-1) 西村淳著 新潮社 297.9/N84/1

182 公共政策学
石橋章市朗 [ほか]
著

ミネルヴァ書房 301/Ko95

183 日本夢ジャパンドリーム : アメリカと中国の狭間でとるべき日本の戦略 劉明福, 加藤嘉一著 晶文社 302.22/R98

184 スペイン文化事典 川成洋, 坂東省次編 丸善 302.36/Ka96

185 イタリア文化事典
イタリア文化事典編
集委員会編

丸善出版 302.37/I88

186 日本の没落(幻冬舎新書:501) 中野剛志著 幻冬舎 304/N39

187 渡部昇一の世界史最終講義
渡部昇一著/高山正之
解説・対談

飛鳥新社 304/W46

188 主権の二千年史(講談社選書メチエ:677) 正村俊之著 講談社 311.7/Ma62

189 女は「政治」に向かないの? 秋山訓子著 講談社 312.1/A38

190 習近平が変えた中国
天児慧編著/茅原郁生
[ほか] 著

小学館 312.22/Sh99

191 トランプ大統領はどんな人? 中林美恵子著 幻冬舎 312.53/Tr8

192 4歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した

マイケル・ボーンス
タイン&デビー・ボー
ンスタイン・ホリン
スタート著/森内薫訳

NHK出版 316.88/B65

193 感情的になる前に知らないと恥ずかしい中国・韓国・北朝鮮Q&A 富坂聰著 講談社 319.1022/To57

194 エスカレーション : 北朝鮮vs.安保理四半世紀の攻防 藤田直央著 岩波書店 319.21/F67

195 戦争文化と愛国心 : 非戦を考える 海老坂武 [著] みすず書房 319.8/E15

196 対立の世紀 : グローバリズムの破綻
イアン・ブレマー著/
奥村準訳

日本経済新聞出版社 319/B72

197 Understanding international relations : the world and Japan 2nd ed(ASシリーズ:no. 10)
Takeuchi Toshitaka
(ed.)

大学教育出版 319/Ta67

198 六法全書 平成30年版 1 我妻栄, 宮沢俊義編 有斐閣 320.91/R69/'18-1

199 六法全書 平成30年版 2 我妻栄, 宮沢俊義編 有斐閣 320.91/R69/'18-2

200 テキスト法学 第4版 中西俊二著 大学教育出版 321/N38
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201 イギリス法入門 : 歴史、社会、法思想から見る
戒能通弘, 竹村和也
著

法律文化社 322.933/Ka21

202 立憲的改憲 : 憲法をリベラルに考える7つの対論(ちくま新書:1346) 山尾志桜里編著 筑摩書房 323.149/Y42

203 民法入門・総則(αブックス. 新プリメール民法:1)
中田邦博, 後藤元伸,
鹿野菜穂子著

法律文化社 324/Sh69/1

204 物権・担保物権法(αブックス. 新プリメール民法:2) 今村与一 [ほか] 著 法律文化社 324/Sh69/2

205 債権総論(αブックス. 新プリメール民法:3) 松岡久和 [ほか] 著 法律文化社 324/Sh69/3

206 債権各論(αブックス. 新プリメール民法:4) 青野博之 [ほか] 著 法律文化社 324/Sh69/4

207 家族法(αブックス. 新プリメール民法:5) 床谷文雄 [ほか] 著 法律文化社 324/Sh69/5

208 ひとりで学ぶ会社法 久保大作 [ほか] 著 有斐閣 325.2/H77

209 刑務所には時計がない : 大学生が見た日本の刑務所
玉城英彦 [ほか] 編
著

人間と歴史社 326.52/Ke25

210 刑務所しか居場所がない人たち : 学校では教えてくれない、障害と犯罪の話 山本譲司著 大月書店 326.52/Y31

211 自分でできる少額訴訟ハンドブック : 事例にみる実務と実践 田中賢規著 日本加除出版 327.2/Ta84

212 私は貝になりたい : あるBC級戦犯の叫び 普及版
加藤哲太郎著/加藤不
二子編

春秋社 329.67/Ka86

213 まんがでわかるピケティの「21世紀の資本」 小山鹿梨子まんが 宝島社 331.82/P64

214 アメリカの高校生が読んでいる経済の教科書 新版 小川正人著 フォレスト出版 331/O24

215 グローバリゼーションと発展途上国 吾郷健二著 コモンズ 333.8/A19

216 青年海外協力隊は何をもたらしたか : 開発協力とグローバル人材育成50年の成果 岡部恭宜編著 ミネルヴァ書房 333.8/O37

217 ラオス豊かさと「貧しさ」のあいだ : 現場で考えた国際協力とNGOの意義 新井綾香著 コモンズ 333.8236/A62

218 No-no boy (ノーノーボーイ) : 日系人強制収容と闘った父の記録 川手晴雄著 KADOKAWA 334.453/Ka98

219 大学1年生のための経営学
芦澤成光編著/神谷渉
[ほか] 著

創成社 335.1/A92

220 日産、神戸製鋼は何を間違えたのか 今沢真著 毎日新聞出版 335.15/I46

221 コンプライアンスの知識 第3版(日経文庫:1381) 高巖著 日本経済新聞出版社 335.15/Ta35

222 企業の価値を向上させる実効的な内部通報制度(現代産業選書. 企業法務シリーズ) 山口利昭著 経済産業調査会 335.15/Y24

223 株主を大事にすると経営は良くなるは本当か? : THE ESSENCE OF CORPORATE GOVERNANCE 中島茂著 日本経済新聞出版社 335.4/N34

224 独占禁止法 第3版
菅久修一編著/品川
武, 伊永大輔, 原田
郁著

商事法務 335.57/Su22
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225 マンガでやさしくわかる起業のための事業計画書
兼田武剛著/円茂竹縄
作画

日本能率協会マネジメ
ントセンター

335/Ka52

226 ベーシックな事例で学ぶ企業法務の仕事 : まずはここから! 河村寛治著 第一法規 335/Ka95

227 マンガでやさしくわかる起業 : starting a business
中野裕哲著/青木健生
シナリオ制作/大舞キ
リコ作画

日本能率協会マネジメ
ントセンター

335/N39

228 "社風"の正体(日経プレミアシリーズ:372) 植村修一著 日本経済新聞出版社 335/U42

229 ビジネスモデル(カール教授のビジネス集中講義) 平野敦士カール著 朝日新聞出版 336.1/H66

230 経営戦略(カール教授のビジネス集中講義) 平野敦士カール著 朝日新聞出版 336.1/H66

231 図解カール教授と学ぶビジネスモデル超入門!(ハンディ版マジビジ) 平野敦士カール著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

336.1/H66

232 経営戦略原論 琴坂将広著 東洋経済新報社 336.1/Ko94

233 マンガでやさしくわかる経営戦略
日本総合研究所著/松
尾陽子シナリオ制作/
渋染かずき作画

日本能率協会マネジメ
ントセンター

336.1/N71

234 企画書は10分で書きなさい 上阪徹著 方丈社 336.1/U47

235 「イノベーターのジレンマ」の経済学的解明 伊神満著
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

336.17/C58

236 マーケティングとは「組織革命」である。 森岡毅著
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

336.3/Mo62

237 人的資源管理論 第5版 鈴木好和著 創成社 336.4/Su96

238 論理的にプレゼンする技術 : 聴き手の記憶に残る話し方の極意 改訂版(サイエンス・アイ新書:SIS-405) 平林純著 SBクリエイティブ 336.49/H63

239 一生使える「電話のマナー」 : ソツのない受け答えからクレーム対応まで 尾形圭子著 大和出版 336.49/O23

240 一番伝わる説明の順番 田中耕比古著 フォレスト出版 336.49/Ta84

241 ロジカル・シンキング練習帳 : 論理的な考え方と書き方の基本を学ぶ51問 照屋華子著 東洋経済新報社 336.49/Te79

242 ビジネスにうまい文章はいらない : 「書き方のマインド」を変える新・文章術55 上阪徹著 大和書房 336.5//U47

243 最強の会計力 : 会社四季報から始める企業分析 : 決定版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 336.83/To86

244 企業不正の調査実務 : 徴候の検知から調査技術、事後処理まで
KPMG FASフォレン
ジック部門編

中央経済社 336.84/Ko99

245 会計全書 平成30年度 会計法規編 中央経済社編 中央経済社 336.9/C66/'18-1

246 会計全書 平成30年度 会社税務法規編 中央経済社編 中央経済社 336.9/C66/'18-2

247 会計全書 平成30年度 個人税務法規編 中央経済社編 中央経済社 336.9/C66/'18-3
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248 ケースブック財務会計(ライブラリケースブック会計学:3) 平野智久著
新世社/サイエンス社
(発売)

336.9/H66

249 過去問題集日商簿記3級 : 合格のための総仕上げ 2018年度受験対策用(大原の簿記シリーズ) 大原簿記学校著 大原出版 336.91//'18

250 過去問題集日商簿記2級 : 合格のための総仕上げ 2018年度受験対策用(大原の簿記シリーズ) 大原簿記学校著 大原出版 336.91//'18

251 日商簿記検定模擬試験問題集3級 : 商業簿記 新訂 平成30年度版
実教出版企画開発部
編

実教出版 336.91//'18

252 日商簿記検定模擬試験問題集2級 : 商業簿記・工業簿記 新訂 平成30年度版 実教出版 336.91//'18

253 検定簿記講義 : 1級工業簿記・原価計算 平成30年度版上巻
岡本清, 廣本敏郎編
著

中央経済社 336.91//'18-1

254 検定簿記講義 : 1級工業簿記・原価計算 平成30年度版下巻
岡本清, 廣本敏郎編
著

中央経済社 336.91//'18-2

255 検定簿記ワークブック1級工業簿記・原価計算 : 日本商工会議所主催簿記検定試験 第2版 1級 上巻
岡本清, 廣本敏郎編
著

中央経済社/中央経済
グループパブリッシン
グ (発売)

336.91//['18]-1

256 検定簿記ワークブック1級工業簿記・原価計算 : 日本商工会議所主催簿記検定試験 第2版 1級 下巻
岡本清, 廣本敏郎編
著

中央経済社/中央経済
グループパブリッシン
グ (発売)

336.91//['18]-2

257 全経簿記テキスト 基礎編 井上行忠編著 創成社 336.91/I55/1

258 マンガでやさしくわかるU理論
中土井僚著/松尾陽子
作画

日本能率協会マネジメ
ントセンター

336/N31

259 60の先進事例で学ぶ本当の働き方改革(日経BPムック)
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

336/N73

260 企業不正の研究 : リスクマネジメントがなぜ機能しないのか? 安岡孝司著
日経BP社/日経BPマー
ケティング(発売)

336/Y66

261 「価格」を疑え : なぜビールは値上がり続けるのか(中公新書ラクレ:622) 吉川尚宏著 中央公論新社 337.83/Y89

262 これであなたも一発合格!FP3級参考書 : 梶谷美果が教える '18～'19年版 梶谷美果著 きんざい 338.079//'18-'19

263 これであなたも一発合格!FP3級問題集 : 梶谷美果が教える '18～'19年版 梶谷美果著 きんざい 338.079//'18-'19

264 資格の大原公式FP2級AFP合格問題集 '18-'19受検対策 資格の大原FP講座著 大原出版 338.079//'18-'19

265 資格の大原公式FP3級合格テキスト '18-'19受検対策 資格の大原FP講座著 大原出版 338.079//'18-'19

266 資格の大原公式FP2級AFP合格テキスト '18-'19受検対策 資格の大原FP講座著 大原出版 338.079//'18-'19

267 証券投資理論(Minervaファイナンス講座:2)
八木恭子, 澤木勝茂
著

ミネルヴァ書房 338.15/Y15

268 誰も書けなかった「銀行消滅」の地図帳(宝島社新書:493) 津田倫男著 宝島社 338.21/Ts34
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書名 著者名 出版者 請求記号

269 世界標準の仕事のルール : 海外に飛び出す前に知っておきたかったこと(ディスカヴァー携書:199) 小林慎和著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

338.92/Ko12

270 これからを稼ごう : 仮想通貨と未来のお金の話 堀江貴文著 徳間書店 338/H87

271 仮想通貨の新ルール : 知っている人だけが勝つ(講談社+α新書:793-1C)
小島寛明,  ビジネス
インサイダージャパ
ン取材班 [著]

講談社 338/Ko39

272 財政学 兼子良夫編著 税務経理協会 341/Ka53

273 社会が現れるとき
若林幹夫, 立岩真也,
佐藤俊樹編

東京大学出版会 361.04/Sh12

274 よくわかる社会学史(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 早川洋行編著 ミネルヴァ書房 361.2/H46

275 相性がわかる!県民性のヒミツ(宝島SUGOI文庫:Dや-2-2) 矢野新一著 宝島社 361.42/Y58

276 かかわると面倒くさい人(日経プレミアシリーズ:373) 榎本博明著 日本経済新聞出版社 361.454/E63

277 なぜ、あなたの話は響かないのか : 信頼と価値の時代のコミュ力2.0 蔭山洋介著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

361.454/Ka18

278 「コミュ障」の社会学 貴戸理恵著 青土社 361.454/Ki13

279 NYの人気セラピストが教える不満を上手に伝える方法
ガイ・ウィンチ著/花
塚恵訳

かんき出版 361.454/W76

280 Advances in experimental social psychology v. 58
edited by Leonard
Berkowitz

Academic Press 361.5/A3/58

281 日本文化概論 高慶元著 風詠社/星雲社 (発売) 361.5/Ko42

282 社会学の名著30(ちくま新書:718) 竹内洋著 筑摩書房 361/Ta67

283 ネパールでカーストを生きぬく : 供犠と肉売りを担う人びとの民族誌 中川加奈子著 世界思想社 362.2587/N32

284 社会保険の考え方 : 法的理解と実務の論点
西村健一郎 [ほか]
著

ミネルヴァ書房 364.3/Sh12

285 社会保障入門(ちくま新書:1333-3. シリーズケアを考える) 伊藤周平著 筑摩書房 364/I91

286 転職のまえに : ノンエリートのキャリアの活かし方(ちくま新書:1351) 中沢孝夫著 筑摩書房 366.29/N46

287 池上彰が「結婚」「お金」「仕事」についての疑問に答えます! : TBSテレビ「池上彰と“女子会"」
TBSテレビ製作著/池
上彰著

KADOKAWA 367.1/To46

288 新しい家族関係学 改訂
長津美代子, 小澤千
穂子編著/井田瑞江
[ほか] 共著

建帛社 367.3/N24

289 性の多様性ってなんだろう?(中学生の質問箱) 渡辺大輔著 平凡社 367.9/W46

290 総務部長はトランスジェンダー : 父として、女として 岡部鈴著 文藝春秋 367.98/O37

291 となりの少年少女A : 理不尽な殺意の真相 草薙厚子著 河出書房新社 368.71/Ku83

292 ダルク : 回復する依存者たち : その実践と多様な回復支援 ダルク編 明石書店 368.81/D42
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293 目で見る日本の福祉の歴史 遠藤興一編集 日本図書センター 369.021/E59

294 介護福祉士試験集中テキスト '19年版
コンデックス情報研
究所編著

成美堂出版 369.079//'19

295 みんなが欲しかった!社会福祉士の教科書 2019年版共通科目編
TAC社会福祉士受験対
策研究会編著

TAC株式会社出版事業
部

369.079//'19

296 社会福祉士国家試験過去問解説集 2019
日本社会福祉士養成
校協会編

中央法規出版 369.079//'19

297 社会福祉士完全合格テキスト 2019-2020年版 : 専門科目(Exam press)(福祉教科書)
社会福祉士試験対策
研究会著

翔泳社 369.079//'19-'20

298 日常生活支援サポートハウスの奇跡 : 困ったらここへおいでよ。 林真未著 東京シューレ出版 369.1/H48

299 絆を伝えるソーシャルワーク入門 : 社会福祉・児童家庭福祉・相談援助のサブテキスト 改訂版 宮武正明著 大空社出版 369.16/Mi85

300 健康で文化的な最低限度の生活 6(ビッグコミックス) 柏木ハルコ著 小学館 369.2/Ka77/6

301 目で見る子どもと女性福祉の歴史
宍戸健夫, 丹野喜久
子編集

日本図書センター 369.25/Sh91

302 認知症のある人のケアプラン作成のポイント : 在宅・グループホーム・施設の事例をもとに 白澤政和編著 ワールドプランニング 369.26/Sh85

303 身近な人に介護が必要になったときの手続きのすべて : 備えて安心 鈩裕和監修 自由国民社 369.26/Ta94

304 ケアのカリスマたち : 看取りを支えるプロフェッショナル 上野千鶴子著 亜紀書房 369.261/U45

305 おばあちゃんが、ぼけた。 増補新版(よりみちパン!セ:YP05) 村瀬孝生著 新曜社 369.263/Mu57

306 障害者総合支援六法 平成30年版 中央法規出版 369.27/C66/'18

307 ケアからエンパワーメントへ : 人を支援することは意思決定を支援すること 北野誠一著 ミネルヴァ書房 369.27/Ki69

308 障害のある人の開発と自立(自律)のための社会福祉(竹原健二・人間開発シリーズ:1) 竹原健二著 本の泉社 369.27/Ta61

309 メンタルヘルス不調のある親への育児支援 : 保健福祉専門職の支援技術と当事者・家族の語りに学ぶ 蔭山正子著 明石書店 369.28/Ka18

310 こころの手をつなごうえー : 子どもが考える子どもの人権
赤川次郎監修/アムネ
スティ・インターナ
ショナル日本編

コモンズ 369.4/A45

311 なぜ、わが子を棄てるのか : 「赤ちゃんポスト」10年の真実(NHK出版新書:551) NHK取材班著 NHK出版 369.41/N71

312 子どもの成長とアロマザリング : 里親里子問題への接近
中山哲志, 深谷昌志,
深谷和子編

ナカニシヤ出版 369.43/Ko21

313 児童相談所における子ども虐待事案への法的対応 : 常勤弁護士の視点から 改訂 久保健二著 日本加除出版 369.43/Ku13

314
「医療的ケア」の必要な子どもたち : 第二の人生を歩む元NHKアナウンサーの奮闘記(シリーズ・福祉と医療の現場か
ら:7)

内多勝康著 ミネルヴァ書房 369.49/U14

315 ここだけは押さえたい人間関係学
徳田克己, 水野智美
編著

文化書房博文社 369/To35

316 リーダーシップ教育のフロンティア : 高校生・大学生・社会人を成長させる「全員発揮のリーダーシップ」 研究編
舘野泰一, 高橋俊之
編著

北大路書房 370.4/Ta94/1
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317 リーダーシップ教育のフロンティア : 高校生・大学生・社会人を成長させる「全員発揮のリーダーシップ」 実践編
舘野泰一, 高橋俊之
編著

北大路書房 370.4/Ta94/2

318 地域×学校×退職者×大学生×…=∞ : 地域学校協働活動参加のすすめ
潮田邦夫, 中野綾香
編著

学事出版 371.31/U94

319 いじめで死なせない : 子どもの命を救う大人の気づきと言葉 岸田雪子著 新潮社 371.42/Ki57

320 アクティブ・ラーニングの理論と実践 行安茂著 北樹出版 371.6/D67

321 教育原理 : 保育・教育の現場をよりよくするために 石上浩美編著 嵯峨野書院 371/I73

322 なぜからはじめる教育原理 第2版
池田隆英, 楠本恭之,
中原朋生編著/岡田典
子 [ほか] 共著

建帛社 371/N59

323 やさしく学ぶ教育原理
佐々木司, 熊井将太
編著

ミネルヴァ書房 371/Sa75

324 藩校に学ぶ : 日本の教育の原点 藁科満治著 日本評論社 372.105/W37

325 0歳からはじまるオランダの性教育 リヒテルズ直子著 日本評論社 372.359/R39

326 教育と比較の眼 江原武一著 東信堂 373.1/E34

327 教育の制度と学校のマネジメント : educational system : school management
加藤崇英, 臼井智美
編/福島正行, 田中真
秀, 照屋翔大著

時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.1/Ka86

328 教育の社会・制度と経営 篠原清昭編著 ジダイ社 373.1/Sh67

329 「あきらめないで!」マンガでわかる奨学金トラブル対処法 : 奨学金で困ったときに読む本(GENJINブックレット:69)

北海道学費と奨学金
を考える会編/西博
和, 橋本祐樹編著/中
澤絢乃画

現代人文社/大学図書
(発売)

373.4/H82

330 教職英語検定テキスト : 小学校低学年担当用
教職英語検定協会/本
の泉社 (発売)

373.7//['18]

331 採用される作文・レポート・論文の書き方 : 大学生教員採用試験受験者必読! 井出一雄編著 東洋館出版社 373.7/I19

332 初等国語科教育(新しい教職教育講座:教科教育編:1)
井上雅彦, 青砥弘幸
編著

ミネルヴァ書房 373.7/Ky4/1

333 初等外国語教育 初版(新しい教職教育講座:教科教育編:10) 湯川笑子編著 ミネルヴァ書房 373.7/Ky4/10

334 初等社会科教育 初版(新しい教職教育講座:教科教育編:2) 中西仁, 小林隆編著 ミネルヴァ書房 373.7/Ky4/2

335 生活科教育 初版(新しい教職教育講座:教科教育編:5) 鎌倉博, 船越勝編著 ミネルヴァ書房 373.7/Ky4/5

336 初等音楽科教育 : 保幼小の確かな連携をめざして(新しい教職教育講座:教科教育編:6) 高見仁志編著 ミネルヴァ書房 373.7/Ky4/6

337 初等体育科教育(新しい教職教育講座:教科教育編:9)
石田智巳, 山口孝治
編著

ミネルヴァ書房 373.7/Ky4/9
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338 教育の方法と技術(新しい教職教育講座:教職教育編:10)
篠原正典, 荒木寿友
編著

ミネルヴァ書房 373.7/Ky5/10

339 教職論 初版(新しい教職教育講座:教職教育編:2)
久保富三夫, 砂田信
夫編著

ミネルヴァ書房 373.7/Ky5/2

340 教育課程・教育評価(新しい教職教育講座:教職教育編:6)
細尾萌子, 田中耕治
編著

ミネルヴァ書房 373.7/Ky5/6

341 総合的な学習の時間 初版(新しい教職教育講座:教職教育編:8)
森田真樹, 篠原正典
編著

ミネルヴァ書房 373.7/Ky5/8

342 特別活動(新しい教職教育講座:教職教育編:9) 中村豊, 原清治編著 ミネルヴァ書房 373.7/Ky5/9

343 トークトレーニング60 : 小学校全員が話したくなる!聞きたくなる! : 1日5分 溝越勇太著 東洋館出版社 374.12/Mi93

344 教職入門 菊池龍三郎編 協同出版 374.3/Ki24

345 新しい視点から見た教職入門 中田正浩編著 大学教育出版 374.3/N31

346 教師の歴史 : ヴィジュアル版
ディアドラ・ラフテ
リー著/立石弘道訳

国書刊行会 374.3/R12

347 教師になる「教科書」 : 未来の教師・新任教師困らないための必修実務 小学校中学校実践編(教育技術mook)
和歌山大学教職大学
院著

小学館 374.3/W28

348 PTA不要論(新潮新書:765) 黒川祥子著 新潮社 374.6/Ku74

349 教職員のための指導の手引 : UPDATE! エイズ・性感染症/ 日本学校保健会 日本学校保健会 374.9/N71

350 児童生徒の健康状態サーベイランス事業報告書 平成28-29年度 日本学校保健会 374.9/N71/'16-'17

351 就学時の健康診断マニュアル 平成29年度改訂2版 [日本学校保健会編] 日本学校保健会 374.9/N71/'17

352 学校保健の動向 平成29年度版 日本学校保健会編 日本学校保健会 374.9/N71/'17

353 保健室利用状況に関する調査報告書 平成30年2月 日本学校保健会 374.9/N71/'18

354 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校の養護教諭をめざすあなたに 齋藤充子著 悠光堂 374.9/Sa25

355 基礎から学ぶ学校保健 新版第2版
瀧澤利行編著/青栁直
子 [ほか] 共著

建帛社 374.9/Ta73

356 教育現場の防災読本
「防災読本」出版委
員会著

京都大学学術出版会 374.92/B67

357 学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン
文部科学省スポー
ツ・青少年局学校健
康教育課監修

日本学校保健会 374.93/MoK
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358 初心者のためのフィジカルアセスメント : 救急保健管理と保健指導

永井利三郎医学監修/
荒木田美香子, 池添
志乃, 石原昌江, 津
島ひろ江編

東山書房 374.93/Sh96

359 学校において予防すべき感染症の解説 : 平成30(2018)年発行
日本学校保健会出版部
/丸善出版 (発売)

374.96/N71/'18

360 健康教育の理論と実践 : わが国と外国の事例をもとに
伊藤武彦, 松村京子,
鬼頭英明編著

日本学校保健会/丸善
出版 (発売)

374.97/Ke45

361 高等学校新学習指導要領全文と解説 : 2018年3月30日告示
「月刊高校教育」編
集部編

学事出版 375.1/G16/'18

362 タブレット端末を授業に活かすNHK for School実践事例62
NHK for School×タ
ブレット端末活用研
究プロジェクト編著

NHK出版 375.199/N69

363 道徳教育は「いじめ」をなくせるのか : 教師が明日からできること 藤川大祐著 NHK出版 375.35/F58

364
特別の教科道徳の授業づくりチャレンジ : 初めて本気で取り組む先生のための絶対成功する!(中学校道徳サポート
BOOKS)

渡邉真魚編著 明治図書出版 375.353/W46

365 小学校理科教育法
森本信也, 森藤義孝
編著/大貫麻美 [ほ
か] 共著

建帛社 375.422/Mo55

366 小学校図画工作科教育法
山口喜雄, 佐藤昌彦,
奥村高明編著/大泉義
一 [ほか] 共著

建帛社 375.72/Sh95

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

学事出版 375.82/B89/2

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

学事出版 375.82/B89/3

369 説明文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/日
野市立日野第三小学
校著

東洋館出版社 375.82/Ka88

370
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
1年

桂聖, 廣瀬由美子編
著

東洋館出版社 375.82/Ka88/1

371
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
2年

桂聖, 廣瀬由美子編
著

東洋館出版社 375.82/Ka88/2

372
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
3年

桂聖, 廣瀬由美子編
著

東洋館出版社 375.82/Ka88/3

373
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
5年

桂聖, 廣瀬由美子編
著

東洋館出版社 375.82/Ka88/5
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374
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
6年

桂聖, 廣瀬由美子編
著

東洋館出版社 375.82/Ka88/6

375 国語--教科書教材の読みを深める言語活動 : 発問を中心とした全時間の展開例 4年生
今井成司, 山本瑠香
編著

本の泉社 375.82/KoK/4

376 「やまなし」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

377 高校・国語教師の授業 : 「斎藤喜博の授業」に学ぶ 東谷一彦著 一莖書房 375.84/A99

378 ナラティヴ・リテラシー : 読書行為としての語り 丹藤博文著 溪水社 375.85/Ta85

379 国語力を高める究極の音読指導法&厳選教材(岩下修の国語授業) 岩下修著 明治図書出版 375.852/I96

380 読めばなっとく日本語文法 児童言語研究会編 子どもの未来社 375.86/J48

381 作家の時間 : 「書く」ことが好きになる教え方・学び方(実践編) 増補版(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/岩瀬さ
やか [ほか執筆]

新評論 375.86/P97

382 Teaching languages to young learners : pbk(Cambridge language teaching library) Lynne Cameron
Cambridge University
Press

375.89/C14

383 英語教育のパラダイムシフト : 小学校英語の充実に向けて 村端五郎著 松柏社 375.893/Mu39

384 英語絵本を使った授業つくり : CLIL的アプローチ指導案12か月 内山工著 郁朋社 375.8932/U25

385 幼稚園・小学校教育の理論と指導法
生野金三編/香田健治
編/湯川雅紀編/高木
史人編

鼎書房 375/Y72

386 これからの保育と教育 : 未来を見すえた人間形成
吾田富士子編著/篠原
郁子 [ほか著]

八千代出版 376.1/A99

387 保育者のための教育と福祉の事典 改訂版 大嶋恭二ほか編 建帛社 376.1/H81

388 幼稚園・保育所・児童福祉施設等実習ガイド : 知りたいときにすぐわかる 新訂, 第2版
石橋裕子, 林幸範編
著/安部孝 [ほか] 著

同文書院 376.1/I71

389 子どもと出会う保育学 : 思想と実践の融合をめざして 西隆太朗著 ミネルヴァ書房 376.1/N86

390 保育者論(新しい保育講座:2)
汐見稔幸, 大豆生田
啓友編著

ミネルヴァ書房 376.1/Sh74

391 実習日誌の書き方 第2版(幼稚園・保育所実習)
相馬和子, 中田カヨ
子編/中田カヨ子 [ほ
か] 共著

萌文書林 376.1/So36

392 なぜからはじめる保育原理 改訂第2版
池田隆英 [ほか] 編
著/石田裕子 [ほか]
共著

建帛社 376.11/N59

393 保育者のためのコミュニケーション・ワークブック
千古利恵子 [ほか]
著

ナカニシヤ出版 376.14/H81

394 保育をゆたかに絵本でコミュニケーション 村中李衣著 かもがわ出版 376.158/Mu51
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395 英語に強くなる小学校選び 2019(AERA MOOK. AERA English:特別号) 朝日新聞出版 376.8//'19

396 大学生と社会人のキャリアを切り拓く大学院・通信制大学 2019(AERA MOOK) 朝日新聞出版 376.8//'19

397 大学教職員の基礎知識 : 速解 平成30年度改訂版
日本私立学校振興・
共済事業団編

学校経理研究会 377.11/N71/'18

398 大学初年次における日本語教育の実践(大学における学習支援への挑戦:3) 仲道雅輝 [ほか] 編 ナカニシヤ出版 377.15/D16/3

399 就職力で選ぶ大学 2019(AERA MOOK) 朝日新聞出版 377.21//'19

400 早稲田と慶應の研究(小学館新書:[325]) オバタカズユキ著 小学館 377.28/W41

401 Study in AUSTRALIA vol.3 アルク 377.6//3

402 アメリカ留学公式ガイドブック 第2版 日米教育委員会編著 アルク 377.6//['18]

403 学歴フィルター(小学館新書:327) 福島直樹著 小学館 377.95/F84

404 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 377/23/21

405 日本障害児教育史 戦前編 中村満紀男編著 明石書店 378.021/N37/1

406 こうすればうまくいく! 知的障害のある子どもの保育 : イラストですぐにわかる対応法
水野智美, 西村実穂
著

中央法規出版 378.6/Mi96

407 気になる子へのピアノレッスン : できた!を明日の自信へ : 事例でわかるグレーゾーン・障がい児指導 福田りえ著 音楽之友社 378.8/F74

408 コドモの居場所 今野稔久著 コモンズ 378/Ko75

409 だけどだいじょうぶ : 「特別支援」の現場から 農中茂徳著 石風社 378/N95

410 多様性がいきるインクルーシブ保育 : 対話と活動が生み出す豊かな実践に学ぶ 浜谷直人 [ほか] 著 ミネルヴァ書房 378/Ta98

411 社会教育者事典 増補版 成田久四郎編著 日本図書センター 379.028/N52

412 今こそ知りたいアイヌ : 北の大地に生きる人々の歴史と文化(サンエイ新書:6) 時空旅人編集部編 三栄書房 382.11/Sa61

413 パンツが見える。 : 羞恥心の現代史(新潮文庫:い-132-1, 10915) 井上章一著 新潮社 383.5/I55

414 ファッションフード、あります。 : はやりの食べ物クロニクル(ちくま文庫:[は-50-1]) 畑中三応子著 筑摩書房 383.81/H42

415 資源保全の環境人類学 : インドネシア山村の野生動物利用・管理の民族誌 笹岡正俊著 コモンズ 384.35/Sa78

416 愛の日本史 : 創世神話から現代の寓話まで
アニエス・ジアール
著/谷川渥訳

国書刊行会 384.7/G41

417 吉原はスゴイ : 江戸文化を育んだ魅惑の遊郭(PHP新書:1138) 堀口茉純著 PHP研究所 384.9/H88

418 葬送の倫理 新装復刊版 久野昭著 紀伊國屋書店 385.6/Ku48

419 現代日本の葬送と墓制 : イエ亡き時代の死者のゆくえ 鈴木岩弓, 森謙二編 吉川弘文館 385.6/Su96

420 日本人は先祖をどう祀ってきたか : 先祖供養の原点と歴史を読み解く 武光誠著 河出書房新社 385.6/Ta63

421 太古の系譜 : 沖縄宮古島の祭祀 : 上井幸子写真集
上井幸子写真/もろさ
わようこ文/比嘉豊光
写真編集

六花出版 386.8199/Ka37

19



 2018年8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

422 21世紀の文化人類学 : 世界の新しい捉え方(ワードマップ) 前川啓治 [ほか] 著 新曜社 389/N73

423 日本はなぜ敗れるのか : 敗因21カ条(角川oneテーマ21:A-31) 山本七平 [著] 角川書店 391.2/Y31

424 日本人の知らないスパイ活動の全貌 クライン孝子著 海竜社 391.6/Ku52

425 太平洋戦争日本語諜報戦 : 言語官の活躍と試練(ちくま新書:1347) 武田珂代子著 筑摩書房 391.6/Ta59

426 メディアは死んでいた : 検証北朝鮮拉致報道 阿部雅美著
産経新聞出版/日本工
業新聞社 (発売)

391.61/A13

427 主権なき平和国家 : 地位協定の国際比較からみる日本の姿
伊勢崎賢治, 布施祐
仁著

集英社クリエイティブ
/集英社 (発売)

395.39/I69

428 孫子の兵法 : まんがで身につく(Business Comic Series)
長尾一洋著/久米礼華
まんが

あさ出版 399.23/N18

429 とんでもない死に方の科学 : もし●●したら、あなたはこう死ぬ

コーディー・キャシ
ディー, ポール・ド
ハティー著/梶山あゆ
み訳

河出書房新社 404/C25

430 研究者として生きるとはどういうことか(科学のとびら:63) 杉山幸丸著 東京化学同人 407/Su49

431 心理学者が教える読ませる技術聞かせる技術 : 心を動かす、わかりやすい表現のコツ(ブルーバックス:B-2064) 海保博之著 講談社 408/11/2064

432 学問の発見 : 数学者が語る「考えること・学ぶこと」(ブルーバックス:B-2065) 広中平祐著 講談社 408/11/2065

433 宇宙の「果て」になにがあるのか : 最新天文学が描く、時間と空間の終わり(ブルーバックス:B-2066) 戸谷友則著 講談社 408/11/2066

434 数に強くなる本 : 東大→JAXA→人気数学塾塾長が書いた : 人生が変わる授業 永野裕之著
PHPエディターズ・グ
ループ/PHP研究所(発
売)

410.4/N16

435 朝倉数学辞典
川又雄二郎 [ほか]
編集

朝倉書店 410/A85

436 図解眠れなくなるほど面白い数学の定理 小宮山博仁監修 日本文芸社 410/Ko65

437 数学7日間の旅 : 新装版 志賀浩二著 紀伊國屋書店 410/Sh27

438 算数教育のための数学
宮地淳一 [ほか] 共
著

培風館 412.1/Sa66

439 三平方の定理から四立方の定理へ 永田博著
東京図書出版/リフレ
出版(発売)

414.13/N23

440 数学の世界 : 奥深き「カタチ」をめぐる数学 図形編(ニュートン別冊)(NEWTONムック) ニュートンプレス 414/N99

441 統計思考の世界 : 曼荼羅で読み解くデータ解析の基礎 三中信宏著 技術評論社 417/Mi36

442 統計学への招待 : 大学生・社会人に必要な知識
三品勉編著/岡田穣,
奥喜正, 芦田信之著

税務経理協会 417/Mi53

443 安定マッチングの数理とアルゴリズム : トラブルのない配属を求めて 宮崎修一著 現代数学社 417/Mi88
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444 スタンダード文科系の統計学
岩崎学 [ほか] 共編/
中西寛子, 竹内光悦,
中山厚穂共著

培風館 417/Su83

445 「電波と光」のことが一冊でまるごとわかる 井上伸雄著 ベレ出版 427.7/I55

446 広い宇宙に地球人しか見当たらない75の理由 : フェルミのパラドックス
スティーヴン・
ウェッブ著/松浦俊輔
訳

青土社 440/W51

447 星空撮影の教科書 : 星・月・夜の風景写真の撮り方が、これ1冊でマスターできる!(かんたんフォトlife)
中西昭雄, MOSH
books著

技術評論社 442.7/N38

448 星空がもっと好きになる : 星の見つけ方がよくわかるもっとも親切な入門書 New edition! 駒井仁南子著 誠文堂新光社 442/Ko57

449 図説地球科学の事典
鳥海光弘 [ほか] 編
集

朝倉書店 450.36/Z8

450 自然地理のなぜ!?48 : 世界を歩いて謎を解く 松本穂高著 二宮書店 450/Ma81

451 自然地理学事典
小池一之 [ほか] 編
集

朝倉書店 450/Sh93

452 「地球温暖化」狂騒曲 : 社会を壊す空騒ぎ 渡辺正著 丸善出版 451.85/W46

453 地球気候学 : システムとしての気候の変動・変化・進化 安成哲三著 東京大学出版会 451.85/Y65

454 気象と天気図がわかる本しくみ・読み方・書き方 : ビジュアル徹底図解(「わかる!」本) 天気検定協会監修 メイツ出版 451/Te36

455 活断層と私たちのくらし : その調べ方とつきあい方 伊藤康人著
大阪公立大学共同出版
会

453.4/I91

456 11の化石・生命誕生を語る : 古生代(化石が語る生命の歴史)
ドナルド・R.プロセ
ロ著/江口あとか訳

築地書館 457/P94/1

457 8つの化石・進化の謎を解く : 中生代(化石が語る生命の歴史:[2])
ドナルド・R・プロセ
ロ著/江口あとか訳

築地書館 457/P94/2

458 6つの化石・人類への道 : 新生代(化石が語る生命の歴史:[3])
ドナルド・R・プロセ
ロ著/江口あとか訳

築地書館 457/P94/3

459 趣味の鉱石トレジャーハンター 増補・改訂版 板垣清司著
スタジオタッククリエ
イティブ

459/I86

460 「生物」のことが一冊でまるごとわかる 大石正道著 ベレ出版 460/O33

461 性の進化史 : いまヒトの染色体で何が起きているのか(新潮選書) 松田洋一著 新潮社 467.3/Ma75

462 奇跡の人類史 : 大逆転! : NHKスペシャル人類誕生/ NHKスペシャル「人類誕生」制作班著 NHK出版 469.2/N69

463 街で見かける雑草・野草図鑑 : 観察のポイント&料理レシピ付き! 金田一著 交通新聞社 470.38/Ka52

464 散歩が楽しくなる雑草手帳 : ワイド判 稲垣栄洋著 東京書籍 470/I52

465 植物のたくらみ香りと色の植物学
有村源一郎, 西原昌
宏著

ベレ出版 471.3/A74
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466 人間の偏見動物の言い分 : 動物の「イメージ」を科学する 高槻成紀著 イースト・プレス 480.4/Ta55

467 動物保護入門 : ドイツとギリシャに学ぶ共生の未来
浅川千尋, 有馬めぐ
む著

世界思想社 480.9/A84

468 動物の心 : 知性感情言葉社会(日経BPムック. ナショナルジオグラフィック別冊) 春日井晶子翻訳

日経ナショナルジオグ
ラフィック社/日経BP
マーケティング (発
売)

481.78/Ka79

469 タツノオトシゴ図鑑
サラ・ローリー著/曽
我部篤訳

丸善出版 487.76/L89

470 世界のカメ類
大谷勉著/川添宣広
編・写真

文一総合出版 487.95/O84

471 「春の野鳥」を見に行こう! : DVD付季節の野鳥図鑑 安西英明監修・著 講談社 488.21/A49

472 にっぽんのカラス : スーパービジュアル版 松原始監修・著 カンゼン 488.99/Ma94

473 カラスの文化史
カンダス・サビッジ
著/瀧下哉代訳

エクスナレッジ 488.99/Sa92

474 カラス学のすすめ 杉田昭栄著 緑書房 488.99/Su47

475 クジラ・イルカの疑問50(みんなが知りたいシリーズ:9)
加藤秀弘, 中村玄編
著

成山堂書店 489.6/Ka86

476 アフリカゾウを護る闘い : ケニア野生生物公社総裁日記

リチャード・リー
キー, V・モレル著/
ケニアの大地を愛す
る会訳

コモンズ 489.7/L47

477 世界一美しい人体の教科書(ちくまプリマー新書:297. カラー新書) 坂井建雄著 筑摩書房 491.1/Sa29

478 "生命誕生"見えた!母と子ミクロの会話/"健康長寿"究極の挑戦(NHKスペシャル. 人体 : 神秘の巨大ネットワーク:4)
NHKスペシャル「人
体」取材班編

東京書籍 491.3/NiH/4

479 脳とワーキングメモリ 苧阪直行編著 京都大学学術出版会 491.371/O73

480 養護教諭のための診断学 改訂 内科編 杉浦守邦著 東山書房 492.1/Su48/2

481 花粉症がラクになる
赤城智美, 吉村史郎
著

コモンズ 493.14/A29

482 発達障害サポート入門 : 幼児から社会人まで 古荘純一著 教文館 493.76/F94

483 食べることが楽しくなるアトピッ子料理ガイド(シリーズ安全な暮らしを創る:9)
アトピッ子地球の子
ネットワーク著

コモンズ 493.931/A94

484 成長曲線活用の実際 : 成長曲線に基づく児童生徒等の健康管理の手引 日本学校保健会 493.931/N71

485 ガン回廊の朝 柳田邦男著 講談社 494.5/Y53

486 「吃音」の正しい理解と啓発のために : キラキラを胸に 堅田利明編著 海風社 496.9/Ka81

487
「自己肯定感」をもてない自分に困っています : コミックエッセイ : 自己主張できない 失敗を引きずる いつも振り
回される

長沼睦雄著/マエダヨ
シカイラスト

宝島社 498..39/N16

488 うそをつかない医療 : 患者と医療者をつなぐ仕事 増補新版 豊田郁子著 亜紀書房 498.12/To83

22



 2018年8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

489 「怒ってしまう自分」が消える本 : イヤな感情をもとから断つ! 倉成央著 大和出版 498.39/Ku53

490 しのびよる電磁波汚染(シリーズ安全な暮らしを創る:15) 植田武智著 コモンズ 498.4/U32

491 危ない生命操作食品(シリーズ安全な暮らしを創る:7) 天笠啓祐著 コモンズ 498.54/A42

492 家族がハンセン病だった : 家族訴訟の証言
ハンセン病家族訴訟
弁護団編

六花出版 498.6/H29

493 原発も温暖化もない未来を創る 平田仁子編著 コモンズ 501.6/H68

494 知的財産法(Legal quest) 愛知靖之 [ほか] 著 有斐閣 507.2/C49

495 ザ・ゴール コミック版 2

エリヤフ・ゴールド
ラット, ジェフ・
コックス原作/青木健
生脚色/蒼田山漫画

ダイヤモンド社 509.6/G61/2

496 ザ・ゴール コミック版 [1]

エリヤフ・ゴールド
ラット, ジェフ・
コックス原作/青木健
生脚色/蒼田山漫画

ダイヤモンド社 509.6/G61/[1]

497 健康な住まいを手に入れる本 増補3訂
小若順一, 高橋元,
相根昭典編著

コモンズ 527/Ke45

498 三菱自動車の闇 : スリーダイヤ腐蝕の源流 週刊エコノミスト編 毎日新聞出版 537.067/Mi63

499 フォルクスワーゲンの闇 : 世界制覇の野望が招いた自動車帝国の陥穽
ジャック・ユーイン
グ著/長谷川圭, 吉野
弘人訳

日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

537.067/V88

500 EV革命&自動運転最前線 : 60分でわかる!
次世代自動車ビジネ
ス研究会著

技術評論社 537.25/J54

501 航空機を後世に遺す : 歴史に刻まれた国産機を展示する博物館づくり 横山晋太郎著 グランプリ出版 538.06/G43

502 電力と政治 : 日本の原子力政策全史 上 上川龍之進著 勁草書房 539.091/Ka37/1

503 電力と政治 : 日本の原子力政策全史 下 上川龍之進著 勁草書房 539.091/Ka37/2

504 東芝事件総決算 : 会計と監査から解明する不正の実相 久保惠一著 日本経済新聞出版社 540.67/To72

505 東芝粉飾の原点 : 内部告発が暴いた闇 小笠原啓著
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

540.67/To72

506 グリーン電力
北海道グリーンファ
ンド監修

コモンズ 540.9/H82

507 図解サーバー仕事で使える基本の知識 改訂新版
増田若奈, 根本佳子
著

技術評論社 547.48/Ma66
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508 図解ネットワーク仕事で使える基本の知識 改訂新版
増田若奈, 根本佳子
著

技術評論社 547.48/Ma66

509 信濃丸の知られざる生涯 : 明治から昭和を生き抜いた船 宇佐美昇三著 海文堂出版 556/U92

510 買ってもよい化粧品買ってはいけない化粧品 境野米子著 コモンズ 576.7/Sa29

511 肌がキレイになる!!化粧品選び 境野米子著 コモンズ 576.7/Sa29

512 日本企業はなぜ世界で通用しなくなったのか(ベスト新書:578) 林原健著 KKベストセラーズ 579.9/H48

513 食品詐欺の実態と誘因 藤田哲著
藤田技術士事務所/幸
書房 (発売)

588.09/F67

514 人を幸せにする食品ビジネス学入門
日本大学食品ビジネ
ス学科編著

オーム社 588.09/N71

515 Sketch Bookのすべて : maruman公式 : 誰もが一度は使ったことがあるスケッチブック MdN編集部編
エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
ス (発売)

589.73/Ma55

516 陛下、お味はいかがでしょう。 : 「天皇の料理番」の絵日記 工藤極著 徳間書店 596.04/Ku17

517 米粉食堂へようこそ
サカイ優佳子, 田平
恵美著/永野佳世写真

コモンズ 596.3/Sa29

518 おいしい&ヘルシー!はじめてのスパイスブック カワムラケンジ著 幻冬舎 596/Ka95

519 乾物EveryDay
サカイ優佳子, 田平
恵美著

コモンズ 596/Sa29

520 オーガニックコットン物語 宮崎道男著 コモンズ 618.1/Mi88

521 犬房女子 : 犬猫殺処分施設で働くということ 藤崎童士著 大月書店 645.6/Ku34

522 カラー新版ネコを撮る(朝日新書:669) 岩合光昭著 朝日新聞出版 645.7/I92

523 アニマルウェルフェアとは何か : 倫理的消費と食の安全(岩波ブックレット:No.985) 枝廣淳子著 岩波書店 645/E21

524 カジノ戦争 西澤信善著 晃洋書房 673.94/N87

525
最新外食業界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 第3版(How-nual図解入門.
業界研究)

中村恵二, 山口大樹
著

秀和システム 673.97/N37

526 Airbnb story : 大胆なアイデアを生み、困難を乗り越え、超人気サービスをつくる方法
リー・ギャラガー著/
関美和訳

日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

673.99/A25

527 民泊を考える
浅見泰司, 樋野公宏
編著

プログレス 673.99/A86

528 新法「住宅宿泊事業法」対応!民泊の手続き・届出がわかる本
コンデックス情報研
究所編著

成美堂出版 673.99/Ko72

529 マーケティング(カール教授のビジネス集中講義) 平野敦士カール著 朝日新聞出版 675/H66

530 人もお金も自然と集まるファンクラブビジネスの始め方
中村悦子, 久保田兼
右著

すばる舎リンケージ/
すばる舎 (発売)

675/N37
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531 まんがで身につくランチェスター戦略(Business Comic Series)
名和田竜著/深夜ジュ
ンまんが

あさ出版 675/N59

532 JRは生き残れるのか : 人口減少時代のJR7社の未来 梅原淳著 洋泉社 686.21/J48

533 日航123便墜落疑惑のはじまり : 天空の星たちへ 青山透子著 河出書房新社 687.7/A58

534 Q&Aハラールを知る101問 : ムスリムおもてなしガイド 福島康博著 解放出版社 689.21/F84

535 通訳ガイド用語事典 : 日本の地理・歴史を理解するために 岸貴介編著 法学書院 689.6/Ki58

536 観光社会学2.0 : 拡がりゆくツーリズム研究 須藤廣, 遠藤英樹著 福村出版 689/Su14

537 サステナブルツーリズム : 地球の持続可能性の視点から 藤稿亜矢子著 晃洋書房 689/To75

538 はじめての国際観光学 : 訪日外国人旅行者を迎えるために 新版
山口一美, 椎野信雄
編著

創成社 689/Y24

539 ウドウロク(新潮文庫:う-25-1, 10774) 有働由美子著 新潮社 699.39/U29

540 全部やれ。 : 日本テレビえげつない勝ち方 戸部田誠著 文藝春秋 699.6/N71

541 もういちど訪ねる日本の美 : mōichido tazuneru Nihon no bi 上 小林忠 [ほか] 監修 山川出版社 702.1/Mo18/1

542 もういちど訪ねる日本の美 : mōichido tazuneru Nihon no bi 下 小林忠 [ほか] 監修 山川出版社 702.1/Mo18/2

543 聖と俗 : 分断と架橋の美術史 宮下規久朗著 岩波書店 702/Mi83

544 いちばんやさしい美術鑑賞(ちくま新書:1349) 青い日記帳著 筑摩書房 707.9/A52

545 中国の世界遺産を旅する : 響き合う歴史と文化(中公新書ラクレ:623) 湯浅邦弘著 中央公論新社 709.22/Y96

546 仏像 : 心とかたち 完全版(NHKブックス:1250)
望月信成, 佐和隆研,
梅原猛著

NHK出版 718/B97

547 大家さんと僕 矢部太郎著 新潮社 726.1/Y11

548 漫画の仕事
木村俊介著/荒川弘
[ほか述]

幻冬舎コミックス/幻
冬舎 (発売)

726.101/Ki39

549 解体・破砕・破壊 : 写真資料集
ジェイズパブリッシ
ング著/グラフィック
社編集部編

グラフィック社 726.107/J48

550 インスタグラムと現代視覚文化論 : レフ・マノヴィッチのカルチュラル・アナリティクスをめぐって

レフ・マノヴィッチ
[ほか著]/久保田晃
弘, きりとりめでる
共訳・編著

ビー・エヌ・エヌ新社 740.1/Ma46

551 カメラはじめます!(Sanctuary books) こいしゆうか著 サンクチュアリ出版 742.52/Ko33
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552 めったに見られない瞬間!

ナショナルジオグラ
フィック編著/スーザ
ン・タイラー・ヒッ
チコック編集/ス
ティーブン・アルバ
レス序文/岡田悠佳
子, 矢田明美子訳

二見書房 748/N73

553 曲線折り紙デザイン : 曲線で折る7つの技法 三谷純著 日本評論社 754.9/Mi58

554 かわいいロシアのA to Z : 愛おしくて素朴なデザインたち 井岡美保著 青幻舎 757.0238/I61

555 やさしい配色の教科書 改訂版 柘植ヒロポン著
エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
ス (発売)

757.3/Ts39

556 エレベーター・ミュージック・イン・ジャパン : 日本のBGMの歴史 田中雄二著
DU BOOKS/ディスクユ
ニオン(発売)

760.4/Ta84

557 「海道東征」とは何か 新保祐司著 藤原書店 767/N91

558 声優をプロデュース。(星海社新書:128) 納谷僚介著 星海社/講談社 (発売) 772.1/N59

559 週刊文春「シネマチャート」全記録(文春新書:1169) 週刊文春編 文藝春秋 778.2/Sh99

560 The anime machine : a media theory of animation : hc Thomas LaMarre
University of
Minnesota Press

778.77/L15

561 トトロの生まれたところ スタジオジブリ編 岩波書店 778.77/Su83

562 99%の人が速くなる走り方(ちくまプリマー新書:298) 平岩時雄著 筑摩書房 782.3/H64

563 日本代表を、生きる。 : 「6月の軌跡」の20年後を追って 増島みどり著 文藝春秋 783.47/Ma67

564 サッカー教養講座(日経プレミアシリーズ:369)
山本昌邦, 武智幸徳
著

日本経済新聞出版社 783.47/Y31

565 射芸の探求と教育の射(弓射の文化史:近世〜現代編) 入江康平著 雄山閣 789.5/I64

566 狩猟具から文射・武射へ(弓射の文化史:原始〜中世編) 入江康平著 雄山閣 789.5/I64

567 MTMJ : 日本らしさと茶道 : 茶道建国
クリステン・スー
ラック著/井上治訳,
黒河星子訳

さいはて社 791/Su76

568 嵯峨御流 荘厳華(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

569 素子の碁 : サルスベリがとまらない 新井素子著 中央公論新社 795/A62

570 ろんりパズル : 論理的思考が養われる, 30の謎解き問題(Newtonライト : 理系脳をきたえる!)(NEWTONムック) ニュートンプレス 798.3/N99

571 世界のことばアイウエオ(ちくま文庫:[く-26-3]) 黒田龍之助著 筑摩書房 800/Ku72
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572 音声知覚の基礎
ジャック・ライアル
ズ著/新谷敬人, 北川
裕子, 石原健訳

海文堂出版 801.1/R93

573 文法と語彙への統合的アプローチ : 生成文法・認知言語学と日本語学 : 日英対照
藤田耕司, 西村義樹
編

開拓社 801.5/F67

574 移動表現の類型論(シリーズ言語対照 : 外から見る日本語:7) 松本曜編 くろしお出版 801.5/Sh88/7

575 翻訳学入門 : 新装版
ジェレミー・マンデ
イ著/鳥飼玖美子監訳

みすず書房 801.7/Mu32

576 言語のタイポロジー : 認知類型論のアプローチ(講座認知言語学のフロンティア:5)
堀江薫, プラシャン
ト・パルデシ著

研究社 801/Ko98/5

577 Language assessment : principles and classroom practices 2nd ed
H. Douglas Brown,
Priyanvada
Abeywickrama

Pearson Longman 807/B77

578
外国語を話せるようになるしくみ : シャドーイングが言語習得を促進するメカニズム(サイエンス・アイ新書:SIS-
408)

門田修平編著 SBクリエイティブ 807/Ka14

579 議論のレッスン 新版(NHK出版新書:552) 福澤一吉著 NHK出版 809.6/F85

580 地域・ことばの生態(真田信治著作選集シリーズ日本語の動態:2) ひつじ書房 810.2/Sa61/2

581 今どきの日本語 : 変わることば・変わらないことば(シリーズ日本語を知る・楽しむ:2) 遠藤織枝編 ひつじ書房 810.4/E59

582 ことばの雑記控 : 六十の手習い八十の飯事 倉持保男著 三省堂 810.4/Ku53

583 この一言で「Yes」を引き出す格上の日本語 山口謠司著 幻冬舎 810.4/Y24

584 ことばと遊び、言葉を学ぶ : 日本語・英語・中学校特別授業 柳瀬尚紀著 河出書房新社 810.4/Y56

585 国語学一般・国語史・表記 第53号 2016年(平成28年)(日本語学論説資料:第1分冊) 論説資料保存会 810.5/3/53-1

586 文法 第53号 2016年 第2分冊(日本語学論説資料:第2分冊, 第3分冊) 論説資料保存会 810.5/3/53-2

587 日本語教師のためのCLIL(内容言語統合型学習)入門(CLIL日本語教育シリーズ)
奥野由紀子編著/小林
明子[ほか]著

凡人社 810.7/O56

588 日本人がよく使う日本語会話オノマトペ (ぎおんご・ぎたいご) 基本表現180 : speak Japanese! 清ルミ著 Jリサーチ出版 810.7/Se19

589 宛字百景 : 漢字と日本語の結び目をときほぐす 杉本つとむ著 八坂書房 811.2/Su38

590 私家版和語辞典 増補版 足立晋著
ファザーズコンサル
ティング

814/A16

591 相手の心をぎゅっとつかむ語彙力 菅原圭著 河出書房新社 814/Su28

592 接続表現の多義性に関する日韓対照研究(ひつじ研究叢書:言語編:第155巻) 池玟京著 ひつじ書房 815.6/J51

593 国語ゼミ : AI時代を生き抜く集中講義(NHK出版新書:554) 佐藤優著 NHK出版 817.5/Sa86

594 中国語実践トレーニング : 故事成語で読む・聴く・話すがぐーんとアップ!(NHK出版CDブック) 陳淑梅著 NHK出版 820/C47

595 文法の基礎をひと通り学んだ人のための中国語表現実力アップドリル450問(音声DL BOOK) 丸尾誠著 NHK出版 820/Ma57

596 はじめての中国語 : 基礎からレッスン : イラストでパッと見てわかる! 南雲大悟著 ナツメ社 820/N27
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597 漢文のルール
鈴木健一編/日原傳
[ほか] 執筆

笠間書院 820/Su96

598 基礎から学ぶ中国語発音レッスン 青木隆浩著 ベレ出版 821.1/A53

599 声に出して読む中国語の名句 西川芳樹著 白水社 827.5/N83

600
中国北方危機言語のドキュメンテーション : ヘジェン語/シベ語/ソロン語/ダグール語/シネヘン・ブリヤート語(成蹊
大学アジア太平洋研究センター叢書)

李林静, 山越康裕,
児倉徳和編著

三元社 829.53/C62

601 英語学が語るもの
米倉綽, 中村芳久編/
小林隆 [ほか執筆]

くろしお出版 830.1/Y83

602 英語のなぜ?101問 : なぜ「完了形」が継続の意味になるの? 森住衛 [ほか] 編著 DHC 830.7/E37

603 Japanese college students' motivation for reading English Chiyo Hayashi Keisuisha 830.7/H48

604 英語教育幻想(ちくま新書:1350) 久保田竜子著 筑摩書房 830.7/Ku14

605 「英語の読み書き」を見直す : reading recovery program研究から日本の早期英語教育への提言
小野尚美, 高梨庸雄
著

金星堂 830.7/O67

606
どうすれば日本人は英語を話せるようになるのか!? : ハーバード大学とマサチューセッツ工科大学で学んだ外国語習
得法

アンドリュー・ロビ
ンス著

IBCパブリッシング 830.7/R51

607 初心者のための英語学習ガイド : 「英語をしゃべりたい!」と思ったらいちばんはじめに読む本 山下えりか著 スモール出版 830.7/Y44

608 TOEIC TESTリスニング問題集 : 新形式問題完全対応/ 松本恵美子, マイケル・ダンバー著 NEW EDITION Jリサーチ出版 830.79/Ma81

609 英検とTOEICテストにでる単語・熟語が同時に身につく本 澤泰人著 かんき出版 830.79/Sa98

610 世界一わかりやすいTOEIC L&Rテスト総合模試 : 600点突破レベル 1 関正生著 KADOKAWA 830.79/Se33/1

611 読むだけですっきりわかる「やり直しの中学英語」 後藤武士著 宝島社 830/G72

612 英語とは何か(インターナショナル新書:026) 南條竹則著
集英社インターナショ
ナル/集英社 (発売)

830/N48

613 1分間英語音読 大岩秀樹著 ダイヤモンド社 830/O35

614 日英語話し言葉の音声学 [本冊] 榎本正嗣著 玉川大学出版部 831.1/E63

615 英語にとって「音声」とは何か?(地球市民の英語学習:series 1) 寺島隆吉著
あすなろ社/三友社出
版(発売)

831.1/Te63

616 英単語の語源図鑑 : 見るだけで語彙が増える
清水建二, すずきひ
ろし著/本間昭文イラ
スト

かんき出版 834/Sh49

617 「シリーズ」英文法を解き明かす : 現代英語の文法と語法
内田聖二, 八木克正,
安井泉編

研究社 835/ShE/

618 London walk : イギリス英語とロンドンの歴史・文化を一緒に学ぶ
ロイ・ヒギンズ, 小
川・ヒギンズ・美穂
子, 臼井俊雄著

ベレ出版 837.5/L84
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619 英語がどんどん読めるようになる1日10分トレーニング
英語教育・達人セミ
ナー監修

IBCパブリッシング 837.7/E37

620 中学英語+たったの5パターンで誰でも長い英会話ができる本(CD BOOK) 石渡一秀著 明日香出版社 837.8/I82

621 覚えておきたい基本英会話フレーズ130(岩波ジュニア新書:870) 小池直己著 岩波書店 837.8/Ko31

622 伝わる英語5つの鉄則 : 発想を変えたらスラスラ話せる! 光藤京子著 コスモピア 837.8/Mi63

623 最低限の単語力でもてっとりばやく英語が話せる : 日本人1万人を教えてわかったすぐに話せる50の方法
デイビッド・セイン
著

ダイヤモンド社 837.8/Th1

624 ニュースで英語雑談!
ナサニエル・ター
ナー, 岡悦子, 越川
頼知著

秀和システム 837.8/Tu7

625 ノーベル文学賞を読む : ガルシア=マルケスからカズオ・イシグロまで(角川選書:605) 橋本陽介著 KADOKAWA 902.05/H38

626 名言の真実 出口汪監修 小学館 902.7/D53

627 小学生のうちに読みたい物語 : 学校司書が選んだブックガイド 対馬初音編著 少年写真新聞社 909.3/Ts91

628 夏目漱石、読んじゃえば?(河出文庫:[お34-3]) 奥泉光著 河出書房新社 910.268/N58

629 国文学年次別論文集 平成25(2013)年 中世2 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'13-4-2

630 誰にも聞けない短歌の技法Q&A 日本短歌総研著 飯塚書店 911.107/N71

631 憶良・虫麻呂の文学と方法 井村哲夫著 笠間書院 911.122/Y39

632 中世和歌史の研究 : 撰歌と歌人社会 小川剛生著 塙書房 911.14/O24

633 漢字はうたう
杉本深由起詩/吉田尚
令絵

あかね書房 911.56/Su38

634 光源氏の運命物語 : 「かたり」から読み解く新しい『源氏物語』 伊井春樹著 笠間書院 913.36/I26

635 軍記物語の窓 第5集(研究叢書:217, 286, 371, 428, 489)
関西軍記物語研究会
編

和泉書院 913.43/5/5

636 正しい女たち 千早茜著 文藝春秋 913.6/C43

637 ラッシュライフ(新潮文庫:い-69-2) 伊坂幸太郎著 新潮社 913.6/I68

638 鳴動(チンギス紀:2) 北方謙三著 集英社 913.6/Ki65/2

639 無限の玄/風下の朱 古谷田奈月著 筑摩書房 913.6/Ko97

640 京都 黒川創著 新潮社 913.6/Ku74

641 島のエアライン 上 黒木亮著 毎日新聞出版 913.6/Ku75/1

642 島のエアライン 下 黒木亮著 毎日新聞出版 913.6/Ku75/2

643 しき 町屋良平著 河出書房新社 913.6/Ma19

644 僕の行く道(双葉文庫:し-30-01) 新堂冬樹著 双葉社 913.6/Sh62

645 お前より私のほうが繊細だぞ!(幻冬舎文庫:み-13-3) 光浦靖子 [著] 幻冬舎 914.6/Mi66

646 英文学研究(定本漱石全集:第13巻) 岩波書店 918.68/NaS/13

647 ノート(定本漱石全集:第21巻) 岩波書店 918.68/NaS/21
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648 旅と文化 : 英米文学の視点から
植月惠一郎, 吉田一
穂編著/小山誠子 [ほ
か] 執筆

音羽書房鶴見書店 930.26/U49

649 ロビンソン・クルーソー(光文社古典新訳文庫:[KAテ5-1])
デフォー著/唐戸信嘉
訳

光文社 933.6/D53

650 モラルの話
J・M・クッツェー著/
くぼたのぞみ訳

人文書院 933.7/C83

651 憂鬱な10か月(新潮クレスト・ブックス)
イアン・マキューア
ン著/村松潔訳

新潮社 933.7/Ma99

652 ジョン万次郎海を渡ったサムライ魂(集英社文庫:フ34-1)
マーギー・プロイス
著/金原瑞人訳

集英社 933.7/P92

653 犬の力 上(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/W77/1

654 戦争の思い出 : 日本占領下で生き抜いたフィリピン少女の物語
ヘレン・N・メンドー
サ著/澤田公伸訳

メディアイランド 936/Me45

655 トニオ・クレーガー(光文社古典新訳文庫:[KAマ1-5]) マン著/浅井晶子訳 光文社 943.7/Ma45

656 高校生からはじめる「現代英語」 : NHKラジオ 2018年8月号
NHKサービスセンター
/NHK出版 (発売)

CD375.89/N69/'18-
8

657 English in action 第2版(Geos communication video) ジオス企画・制作 ジオス DV830/J53

658 ノホディとかいぶつ : イランの昔話(こどものとも:750号)
愛甲恵子再話/ナルゲ
ス・モハンマディ絵

福音館書店 E//18

659 うえからみたり よこからみたり(こどものとも年少版:498号) 麻生知子作 福音館書店 E//18

660 たぬきのくらし(かがくのとも:594号) 田中豊美さく 福音館書店 E//18

661 穴の本
ピーター・ニューエ
ル作/高山宏訳

亜紀書房 E/23

662 ぼくはイスです 長新太さく 亜紀書房 E/24

663 ぼく、おたまじゃくし? 田島征三作・絵 佼成出版社 E/25

664 あめ
イブ・スパング・オ
ルセンさく/ひだにれ
いこやく

亜紀書房 E/25

665 かぜ
イブ・スパング・オ
ルセンさく/ひだにれ
いこやく

亜紀書房 E/25
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666 先生と子どもがいっしょに学べるはじめてのプログラミング : ScratchとmBlockで楽しく身につく
櫻木翔太, 福田紘也
著

河出書房新社 K007/Sa46

667 世界の中の日本地図 : 16世紀から18世紀西洋の地図にみる日本
ジェイソン・C.ハ
バード著/日暮雅通訳

柏書房 L291.038/H98

668 「上から目線」の構造 : 完全版(日経ビジネス人文庫:864, [え2-2]) 榎本博明著 日本経済新聞出版社 NBB/え2/2

669 明治維新(岩波文庫:青N(38)-124-1) 遠山茂樹著 岩波書店 イ210.61/To79

670 周作人読書雑記 4(東洋文庫:886, 888, 889, 891)
[周作人著]/中島長文
訳注

平凡社 ト019/ShS/4

671 アジア遊学 勉誠出版 個別に取る

672 The nighthawk star(洋販ラダーシリーズ:Level 1(1000‐word))

by Kenji
Miyazawa/translated
by Stuart Varnam-
Atkin and Yoko
Toyozaki

アイビーシーパブリッ
シング/日本洋書販売

多読/英語

673 The nose(洋販ラダーシリーズ:Level 1(1000‐word))
by Ryunosuke
Akutagawa/translate
d by Michael Brase

アイビーシーパブリッ
シング/日本洋書販売

多読/英語

674 In the woods(洋販ラダーシリーズ:Level 1 (1000-word))

by Ryunosuke
Akutagawa/translate
d and retold by
Michael Brase

アイビーシーパブリッ
シング/日本洋書販売
(発売)

多読/英語

675 Toshishun(洋販ラダーシリーズ:Level 1(1000‐word))

by Ryunosuke
Akutagawa/translate
d and retold by
Michael Brase

アイビーシーパブリッ
シング/日本洋書販売

多読/英語

676 Shakespeare's stories Twelfth night(洋販ラダーシリーズ:Level 2 (1300‐word))
by Stuart Varnam-
Atkin

IBCパブリッシング/日
本洋書販売 (発売)

多読/英語

677 Little women(洋販ラダーシリーズ:Level 2(1300‐word))
by Louisa May
Alcott/adapted by
Ron Davidson

アイビーシーパブリッ
シング/日本洋書販売

多読/英語

678 臨床検査技師になるには(なるにはBooks:112) 岩間靖典著 ぺりかん社 就職/資格

679 バイオ技術者・研究者になるには(なるにはBooks:151) 堀川晃菜著 ぺりかん社 就職/資格

680 スッキリうかる宅建士最速のハイパーナビ 2018年度版(スッキリ宅建士シリーズ) 中村喜久夫著
TAC株式会社出版事業
部

就職/資格/'18

681 ニュースがわかる基礎用語 2018-2019年版 清水書院編集部編 清水書院 就職/資格/'18-'19
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682 600字で書く文章表現法 ['19年度版] 平川敬介著 大阪教育図書 就職/資格/'19

683 公務員試験社会人基礎試験早わかり問題集 2019年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'19

684 公務員の仕事入門ブック 31年度試験対応(公務員試験受験ジャーナル特別企画:2) 実務教育出版 就職/資格/'19

685 就活のやり方 : いつ・何を・どう? ぜんぶ! : 先輩には聞きづらいシューカツのキホンがわかる! 2020年度版 就職情報研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

686 ホンネの女子就活 : センパイたちが就活中に悩んだこと 2020年度版 女子就活ネット編 実務教育出版 就職/資格/'20

687 最新最強のインターンシップ '20年版
成美堂出版編集部編
著

成美堂出版 就職/資格/'20

688 就活マナー : 要点マスター! [2020] 美土路雅子著
毎日コミュニケーショ
ンズ

就職/資格/'20

689 就職試験これだけ覚える時事用語 '20年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'20

690 就職試験これだけ覚える適性検査スピード解法 '20年版 LLE著 成美堂出版 就職/資格/'20

691 就職試験これだけ覚える面接・エントリーシート '20年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'20

692 最速マスターSPI3&Webテスト : 分かりやすさバツグン!あっという間に対策できる! 2020年度版(日経就職シリーズ)
内定ロボット著/日経
HR編集部編

日経HR 就職/資格/'20

693 事務職・一般職SPI3の完全対策 2020年度版(就活ネットワークの就職試験完全対策:5) 就活ネットワーク編 実務教育出版 就職/資格/'20

694 最新最強の一般常識 '20年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'20

695 これだけ覚える一般常識 : 就職試験 '20年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'20

696 就職試験これだけ覚えるSPI高得点のコツ '20年版 阪東恭一著 成美堂出版 就職/資格/'20

697 SPI3&テストセンター出るとこだけ!完全対策 2020年度版(就活ネットワークの就職試験完全対策:1) 就活ネットワーク編 実務教育出版 就職/資格/'20

698 時事&一般常識の完璧対策 2020年度版(日経就職シリーズ)
日経就職ナビ編集部
編著

日経HR 就職/資格/'20

699 要点マスター!一般常識 [2020]
マイナビ出版編集部
編

マイナビ出版 就職/資格/'20

700 SPI : 要点マスター! [2020年度版] マイナビ編集部編
毎日コミュニケーショ
ンズ

就職/資格/'20

701 履歴書・職歴書と添付手紙の書き方 : 会ってみたくなる '20年版 福沢恵子著 成美堂出版 就職/資格/'20

702 最新最強の作文・小論文 '20年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'20

703 史上最強一般常識+時事一問一答問題集 [2020最新版] オフィス海著 ナツメ社 就職/資格/'20

704 完全最強SPI&テストセンター1700題 : 人気企業内定確実に合格圏! [2020最新版] オフィス海著 ナツメ社 就職/資格/'20

705 SPI3非言語能力検査こんだけ! [2020年度版](薄い!軽い!楽勝シリーズ)(楽勝シリーズ)
就職試験情報研究会
著

一ツ橋書店 就職/資格/'20
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706 SPI3英語能力検査こんだけ! [2020年度版](薄い!軽い!楽勝シリーズ)(楽勝シリーズ)
就職試験情報研究会
著

一ツ橋書店 就職/資格/'20

707 SPI3言語能力検査こんだけ! [2020年度版](薄い!軽い!楽勝シリーズ)(楽勝シリーズ)
就職試験情報研究会
著

一ツ橋書店 就職/資格/'20

708 SPI3性格適性検査こんだけ! [2020年度版](薄い!軽い!楽勝シリーズ)(楽勝シリーズ)
就職試験情報研究会
著

一ツ橋書店 就職/資格/'20

709 たった9時間でSPIの基礎が身につく!! [2020年度版] 深沢真太郎著 一ツ橋書店 就職/資格/'20

710 宅地建物取引業法 平成30年版(ビジ教の資格シリーズ. 宅建合格テキスト:3)
不動産取引実務研究
会編

ビジネス教育出版社 就職/資格/'20

711 内定者の書き方がわかる!エントリーシート自己PR・志望動機完全対策 ['20年版] 坂本直文著 大和書房 就職/資格/'20

712 世界一わかりやすい業界と職種がわかる&選ぶ本 '20 イノウ編著 ソシム 就職/資格/'20

713 就職四季報企業研究・インターンシップ版 2020年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 就職/資格/'20

714 1週間で面接に自信がつく本 : 採用面接はもう恐くない! 渡部幸著 ナツメ社 就職/資格/['18]

715 地方公務員法よく出る問題108問 : 頻出テーマを徹底分析 : 実戦力・問題対応力養成 第4次改訂版 公法問題研究会編 公職研 就職/資格/['18]
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