
2018年9月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 _請求記号

1 リサーチの技法
ウェイン・C.ブース [ほか] 著/
川又政治訳

ソシム 002.7/B66

2 学びを結果に変えるアウトプット大全(Sanctuary books) 樺沢紫苑著 サンクチュアリ出版 002.7/Ka11
3 これから学会発表する若者のために : ポスターと口頭のプレゼン技術 第2版 酒井聡樹著 共立出版 002.7/Sa29
4 情報生産者になる(ちくま新書:1352) 上野千鶴子著 筑摩書房 002.7/U45
5 つよさ(神戸女学院大学総文教育叢書)(日常を拓く知. 古典を読む:2) 北川将之編 世界思想社 002/KoY/2

6 歴史の読みかた(ちくまプリマー新書:306. 続・中学生からの大学講義:2)
野家啓一 [ほか] 著/桐光学園,
ちくまプリマー新書編集部編

筑摩書房 002/ToG/2-2

7 音声言語の自動翻訳 : コンピュータによる自動翻訳を目指して(音響サイエンスシリーズ:18)
中村哲編著/Sakriani Sakti [ほ
か] 共著

コロナ社 007.13/N37

8 Pythonで体験してわかるアルゴリズムとデータ構造 西澤弘毅, 森田光著 近代科学社 007.64/N87
9 ホテルに学ぶ図書館接遇 加納尚樹著 青弓社 013.1/Ka58
10 まわしよみ新聞をつくろう! 陸奥賢著 創元社 014.74/Mu95
11 お話とともに育つ喜び : おはなし通信 下澤いづみ著 風媒社 015.8/Sh55
12 選ぶこと : 新装版(レクチャーブックス・お話入門:2) 松岡享子著 東京子ども図書館 015.93/Ma86/2
13 おぼえること 新装版(レクチャーブックス・お話入門:3) 松岡享子著 東京子ども図書館 015.93/Ma86/3

14
学校図書館で役立つレファレンス・テクニック : 調べる面白さ・楽しさを伝えるために(シ
リーズ学校図書館)

齊藤誠一著 少年写真新聞社 017/Sa25

15 東大読書 : 「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 西岡壱誠著 東洋経済新報社 019.12/N86

16 手作り絵本smile : 創る喜びと広がるコミュニケーション(シリーズ絵本をめぐる活動:3) 和田直人編 朝倉書店 019.53/ShE/3

17 学問の家の書物と伝授 : 清原家の営為を探る(書物學:13) 勉誠出版 020/BeS/13

18 世界の美しい博物館 パイインターナショナル編著 パイインターナショナル 069/P15

19 ジャーナリズムは甦るか 池上彰 [ほか] 著 慶應義塾大学出版会 070.21/J21
20 戦乱と民衆(講談社現代新書:2488) 磯田道史 [ほか] 著 講談社 081/16/ 2488
21 世界経済入門(講談社現代新書:2473) 野口悠紀雄著 講談社 081/16/2473
22 近江商人の哲学 : 「たねや」に学ぶ商いの基本(講談社現代新書:2489) 山本昌仁著 講談社 081/16/2489
23 徳政令 : なぜ借金は返さなければならないのか(講談社現代新書:2490) 早島大祐著 講談社 081/16/2490

24 日本永代蔵 : 全訳注(講談社学術文庫:[2475])
井原西鶴 [作]/矢野公和, 有働
裕, 染谷智幸訳注

講談社 081/2/2475

25 天皇と芸能(講談社学術文庫:[2490]. 天皇の歴史:10) 渡部泰明 [ほか著] 講談社 081/2/2490
26 カントの「悪」論(講談社学術文庫:[2524]) 中島義道 [著] 講談社 081/2/2524
27 日本近代科学史(講談社学術文庫:[2525]) 村上陽一郎 [著] 講談社 081/2/2525
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28 またの名をグレイス 上(岩波現代文庫:文芸:B301-B302)
マーガレット・アトウッド
[著]/佐藤アヤ子訳

岩波書店 081/22/B301

29 またの名をグレイス 下(岩波現代文庫:文芸:B301-B302)
マーガレット・アトウッド
[著]/佐藤アヤ子訳

岩波書店 081/22/B302

30 自由という牢獄 : 責任・公共性・資本主義(岩波現代文庫:学術:G389) 大澤真幸著 岩波書店 081/22/G389

31 六韜(講談社まんが学術文庫:0010)
太公望原作/青木健生, 山本幸
男, MICHE Company合同会社まん
が

講談社 081/25/010

32 異端の時代 : 正統のかたちを求めて(岩波新書:新赤版 1732) 森本あんり著 岩波書店 081/6-4/1732
33 虚偽自白を読み解く(岩波新書:新赤版 1733) 浜田寿美男著 岩波書店 081/6-4/1733
34 江戸東京の明治維新(岩波新書:新赤版 1734) 横山百合子著 岩波書店 081/6-4/1734
35 初期仏教 : ブッダの思想をたどる(岩波新書:新赤版 1735) 馬場紀寿著 岩波書店 081/6-4/1735
36 思弁的実在論と現代について : 千葉雅也対談集 千葉雅也著 青土社 104/C42

37
Exploring working memory : selected works of Alan Baddeley : hbk(The world library
of psychologists)(A Psychology Press book)

Alan Baddeley Routledge 141.34/B14

38 マインドセット : 「やればできる!」の研究
キャロル・S・ドゥエック著/今
西康子訳

草思社 141.5/D99

39 構想力の方法論 : ビッグピクチャーを描け 紺野登, 野中郁次郎著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

141.5/Ko75

40 認知と思考の心理学(ライブラリ心理学を学ぶ:3) 松尾太加志編 サイエンス社 141.51/Ma86

41 知的発達の理論と支援 : ワーキングメモリと教育支援(シリーズ支援のための発達心理学) 湯澤正通編著 金子書房 143/Sh88

42 自己制御の発達と支援(シリーズ支援のための発達心理学) 森口佑介編著 金子書房 143/Sh88
43 新錯視図鑑 : 脳がだまされる奇妙な世界を楽しむ・解き明かす・つくりだす 杉原厚吉著 誠文堂新光社 145.5/Su34

44 心理療法の諸システム : 多理論統合的分析
ジェームズ・O・プロチャスカ,
ジョン・C・ノークロス著

金子書房 146.8/P94

45 君が生きる意味 : 人生を劇的に変えるフランクルの教え 松山淳著/諸富祥彦解説 ダイヤモンド社 146.811/F44
46 「自己決定権」という罠 : ナチスから相模原障害者殺傷事件まで 小松美彦著/今野哲男聞き手 言視舎 151.2/Ko61

47 自分を最高値で売る方法 : 起業、副業、何でもいい! 小林正弥 [著]
クロスメディア・パブ
リッシング/インプレス
(発売)

159.4/Ko12

48 死ぬこと以外かすり傷 箕輪厚介著 マガジンハウス 159.4/Mi47

49
世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? : 経営における「アート」と「サイエンス」
(光文社新書:891)

山口周著 光文社 159.4/Y24
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50 残酷すぎる成功法則 : 9割まちがえる「その常識」を科学する
エリック・バーカー著/竹中てる
実訳

飛鳥新社 159/B21

51 うまくいったやり方から捨てなさい 椎原崇著 サンマーク出版 159/Sh32
52 世界昆虫神話 篠田知和基著 八坂書房 164/Sh66
53 古代の鉄と神々(ちくま学芸文庫:[マ44-1]) 真弓常忠著 筑摩書房 176/Ma98

54 今こそお寺に言いたいこと : 各界第一人者25人による
菅直人, 三浦雄一郎, 横尾忠則
[ほか] 著/『月刊住職』編集部
編

興山舎 180.4/I43

55 ロボット工学と仏教 : AI時代の科学の限界と可能性 森政弘, 上出寛子著 佼成出版社 180.4/Mo54
56 仏教語源散策 続(角川文庫:20755, 21066) 中村元編著 KADOKAWA 180.4/N37/2

57 なぜ今、仏教なのか : 瞑想・マインドフルネス・悟りの科学 ロバート・ライト著/熊谷淳子訳 早川書房 180.4/W94

58 東アジア(宗教の世界史:4. 仏教の歴史:2) 末木文美士編 山川出版社 182.2/Su16/2
59 これならよく分かる釈尊伝 井上希道著 致知出版社 182.8/Sh12
60 今を生きるための般若心経の話 奥村正博著 港の人 183.2/H29
61 台湾の日本仏教 : 布教・交流・近代化(アジア遊学:222) 柴田幹夫編 勉誠出版 187/Sh18
62 禅とジブリ 鈴木敏夫著 淡交社 188.8/Su83
63 人生に信念はいらない : 考える禅入門(新潮新書:772) 細川晋輔著 新潮社 188.84/H94
64 概説キリシタン史 浅見雅一著 慶應義塾大学出版会 198.221/A86
65 ルター : ヨーロッパ中世世界の破壊者(世界史リブレット人:50) 森田安一著 山川出版社 198.3852/L97

66 歴史は現代文学である : 社会科学のためのマニフェスト
イヴァン・ジャブロンカ著/真野
倫平訳

名古屋大学出版会 201/J11

67 ドイツは過去とどう向き合ってきたか 熊谷徹著 高文研 209.74/Ku33
68 全世界史 下(新潮文庫:10950, 10951, て-11-2, て-11-3) 出口治明著 新潮社 209/D53/2
69 逆転した日本史 : 聖徳太子、坂本龍馬、鎖国が教科書から消える(扶桑社新書:271) 河合敦著 扶桑社 210.04/Ka93

70 大日本史料 第11編之28
東京帝國大學文科大學史料編纂
掛編纂

東京帝國大學 210.08/16/11-28

71 列島創世記 : 旧石器・縄文・弥生・古墳時代(日本の歴史 : 全集:1) 松木武彦著 小学館 210.1/N71/1
72 徳川の国家デザイン(日本の歴史 : 全集:10) 水本邦彦著 小学館 210.1/N71/10
73 徳川社会のゆらぎ(日本の歴史 : 全集:11) 倉地克直著 小学館 210.1/N71/11
74 開国への道(日本の歴史 : 全集:12) 平川新著 小学館 210.1/N71/12
75 文明国をめざして(日本の歴史 : 全集:13) 牧原憲夫著 小学館 210.1/N71/13
76 「いのち」と帝国日本(日本の歴史 : 全集:14) 小松裕著 小学館 210.1/N71/14
77 戦争と戦後を生きる(日本の歴史 : 全集:15) 大門正克著 小学館 210.1/N71/15
78 豊かさへの渇望(日本の歴史 : 全集:16) 荒川章二著 小学館 210.1/N71/16
79 日本の原像 : 新視点古代史(日本の歴史 : 全集:2) 平川南著 小学館 210.1/N71/2
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80 律令国家と万葉びと(日本の歴史 : 全集:3) 鐘江宏之著 小学館 210.1/N71/3
81 京・鎌倉ふたつの王権(日本の歴史 : 全集:6) 本郷恵子著 小学館 210.1/N71/6
82 戦国の活力(日本の歴史 : 全集:8) 山田邦明著 小学館 210.1/N71/8
83 流れをつかむ日本史(角川新書:[K-220]) 山本博文 [著] KADOKAWA 210.1/Y31
84 縄文の列島文化 岡村道雄著 山川出版社 210.25/O43
85 古代史の思い込みに挑む 松尾光著 笠間書院 210.3/Ma85
86 世界・政治(戊辰戦争の新視点:上) 奈倉哲三, 保谷徹, 箱石大編 吉川弘文館 210.61/B66/1
87 軍事・民衆(戊辰戦争の新視点:下) 奈倉哲三, 保谷徹, 箱石大編 吉川弘文館 210.61/B66/2
88 明治維新史研究の諸潮流(講座明治維新:12) 明治維新史学会編 有志舎 210.61/MeI/12
89 ヒロシマ日記 : 改装版 蜂谷道彦著 法政大学出版局 210.75/H11
90 原爆 : 広島を復興させた人びと 石井光太著 集英社 210.75/I75
91 八月十五日からの戦争「通化事件」 : 日本人が知らない満洲国の悲劇 加藤康男著 扶桑社 210.75/Ka86

92 戦後日本の復興の記録 : GHQカメラマンボリアが撮った日本の風景 上巻
ディミトリー・ボリア写真撮影/
杉田米行編著

大学教育出版 210.76/B65/1

93 戦後日本の復興の記録 : GHQカメラマンボリアが撮った日本の風景 下巻
ディミトリー・ボリア写真撮影/
杉田米行編著

大学教育出版 210.76/B65/2

94 戦後ヒロシマの記録と記憶 : 小倉馨のR・ユンク宛書簡 上 若尾祐司, 小倉桂子編 名古屋大学出版会 210.76/O26/1
95 戦後ヒロシマの記録と記憶 : 小倉馨のR・ユンク宛書簡 下 若尾祐司, 小倉桂子編 名古屋大学出版会 210.76/O26/2
96 湖の城・舟・湊 : 琵琶湖が創った近江の歴史 太田浩司著 サンライズ出版 216.1/O81

97 橋本・紀の川・岩出・伊都の昭和 : 写真アルバム
樹林舎/和歌山県教科書販
売 (発売)

216.6/Se99

98 軍艦島池島長崎世界遺産の旅
黒沢永紀文・構成/酒井透, 黒沢
永紀写真

筑摩書房 219.3/Ku76

99 甲骨文字字釋綜覽 松丸道雄, 高嶋謙一編 東京大学出版会 222.002/Ma81
100 中国、香港、台湾におけるリベラリズムの系譜 中村元哉著 有志舎 222.07/N37
101 これならわかるイギリスの歴史Q&A 石出法太, 石出みどり著 大月書店 233/I72

102 パール・ハーバー : 恥辱から超大国へ 上
クレイグ・ネルソン著/平賀秀明
訳

白水社 253.07/N63/1

103 パール・ハーバー : 恥辱から超大国へ 下
クレイグ・ネルソン著/平賀秀明
訳

白水社 253.07/N63/2

104 日本人の名前の歴史(読みなおす日本史) 奥富敬之著 吉川弘文館 288.1/O57
105 池上彰の「天皇とは何ですか?」 池上彰著 PHP研究所 288.4/I33
106 天皇の日本史 井沢元彦著 KADOKAWA 288.41/I98

107 大正天皇実録 補訂版 第3 宮内省図書寮編修 ゆまに書房 288.41/Tai/K-3

108 ヘン子の手紙 : 発達障害の私が見つけた幸せ([学研のヒューマンケアブックス]) 伊藤のりよ著 学研プラス 289.1/I91
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109 会津藩は朝敵にあらず : 松平容保の明治維新 星亮一著 イースト・プレス 289.1/Ma74
110 松井友閑 : 新装版(人物叢書:[通巻291]) 竹本千鶴著/日本歴史学会編 吉川弘文館 289.1/Ma77
111 慟哭の海峡 門田隆将著 KADOKAWA 289.1/N34
112 ウォルター・ウェストンと上條嘉門次 上條久枝著 求龍堂 289.3/W62

113 絶景山 パイインターナショナル 290.87/P15

114 世界遺産富士山の魅力を生かす : 信仰の対象と芸術の源泉 五十嵐敬喜[ほか]編著 ブックエンド 291.51/Se22

115 マヤ探検記 : 人類史を書きかえた偉大なる冒険 上
ウィリアム・カールセン著/森夏
樹訳

青土社 295.6/St5/1

116 マヤ探検記 : 人類史を書きかえた偉大なる冒険 下
ウィリアム・カールセン著/森夏
樹訳

青土社 295.6/St5/2

117 隣人、それから。 : 38度線の北 初沢亜利著 徳間書店 302.21/H42

118 済州島を知るための55章(エリア・スタディーズ:166)
梁聖宗, 金良淑, 伊地知紀子編
著

明石書店 302.219/Sa22

119 図解でわかる14歳から知っておきたい中国 インフォビジュアル研究所著 太田出版 302.22/I54
120 インド文化事典 インド文化事典編集委員会編 丸善出版 302.25/I54
121 フランス文化事典 田村毅 [ほか] 編 丸善出版 302.35/F92
122 アメリカ文化事典 アメリカ学会編 丸善出版 302.53/A44
123 ニュース池上塾 : もっと深く知りたい! 池上彰著 祥伝社 304/I33

124 実践日々のアナキズム : 世界に抗う土着の秩序の作り方
ジェームズ・C.スコット [著]/
清水展 [ほか] 訳

岩波書店 309.7/Sc9

125 政治の哲学 : 自由と幸福のための11講(ちくま新書:1353) 橋爪大三郎著 筑摩書房 310/H38
126 もういちど読む山川政治経済 新版 山崎広明編 山川出版社 310/Y48
127 日本が壊れていく : 幼稚な政治、ウソまみれの国(ちくま新書:1355) 斎藤貴男著 筑摩書房 312.1/A13
128 政策至上主義(新潮新書:773) 石破茂著 新潮社 312.1/I71
129 「明治礼賛」の正体(岩波ブックレット:No. 986) 斎藤貴男著 岩波書店 312.1/Sa25
130 ミャンマー民主化運動 : 学生たちの苦悩、アウンサンスーチーの理想、民のこころ 伊野憲治著 めこん 312.238/A96

131 何が起きたのか?
ヒラリー・ロダム・クリントン
著/高山祥子訳

光文社 312.53/C78

132 学校では教えてくれない世界の政治(SBビジュアル新書:0001)
串田誠一監修/コンデックス情報
研究所編著

SBクリエイティブ 312/Ko72

133 図解国会の楽しい見方 新訂版 時事通信社政治部監修 東京書籍 314.1/J49

134 国会を、取り戻そう! : 議会制民主主義の明日のために 石川裕一郎 [ほか] 編著
現代人文社/大学図書 (発
売)

314.1/Ko43

135 Hate! : 真実の敵は憎悪である。 松田行正著 左右社 316.8/Ma75
136 ホロコーストの現場を行く : ベウジェツ・ヘウムノ 大内田わこ著 東銀座出版社 316.88/O91
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137 面従腹背 前川喜平著 毎日新聞出版 317.27/Ma27
138 公務員制(行政学叢書:11) 西尾隆著 東京大学出版会 317.3/N86

139 わが子に公務員をすすめたい親の本 : 就活生の親がやるべきこと、やってはいけないこと 寺本康之著 実務教育出版 317.4/Te53

140 官僚制のユートピア : テクノロジー、構造的愚かさ、リベラリズムの鉄則
デヴィッド・グレーバー著/酒井
隆史訳

以文社 317/G75

141 地方自治法講義 第4版 猪野積著 第一法規 318.1/I56

142
番号制度の導入を踏まえた地方自治体の個人データの利用と保護対策のあり方 : 行政サービ
スの個人データの利用実態である世帯単位に着目して

瀧口樹良著
時事通信出版局/時事通信
社 (発売)

318.5/Ta71

143 植民地時代から少女時代へ : 反日と嫌韓を越えて 福屋利信著 太陽出版 319.2101/F85
144 朝鮮民主主義人民共和国と中華人民共和国 : 「唇歯の関係」の構造と変容 平岩俊司著 世織書房 319.2102/H64
145 日米地位協定の考え方 : 外務省機密文書 : 増補版 琉球新報社編 高文研 319.8/R98

146

重要判例解説 平成29年度(ジュリスト:910号,935号,957号,980号,1002号,1024号,1046号,1068
号,1091号,1113号,1135号,1157号,1179号,1202号,1224号,1246号,1269号,1291号,1313号,1332
号,1354号,1376号,1398号, 1420号, 1440号, 1453号, 1466号, 1479号, 1492号, 1505号,
1518号)

有斐閣 320.98/J99/'17

147
国家試験受験のためのよくわかる判例 : 判例をしっかりと学びたい人のために : 司法書士/
行政書士/公務員試験宅建/不動産鑑定士/法学検定

西村和彦著 自由国民社 320.981/N84

148 たばこ訴訟の法社会学 : 現代の法と裁判の解読に向けて(Sekaishiso seminar) 棚瀬孝雄編 世界思想社 321.3/Ta85

149 ドイツ法入門 改訂第9版(外国法入門双書)
村上淳一, 守矢健一, ハンス・
ペーター・マルチュケ著

有斐閣 322.934/D83

150 比較不能な価値の迷路 : リベラル・デモクラシーの憲法理論 増補新装版 長谷部恭男著 東京大学出版会 323.01/H35

151 憲法論 新装版
カール・シュミット著/阿部照哉
訳/村上義弘訳

みすず書房 323.01/Sc5

152 AIと憲法
山本龍彦編著/市川芳治 [ほか
著]

日本経済新聞出版社 323.01/Y31

153 憲法(伊藤塾呉明植基礎本シリーズ:6) 呉明植著 弘文堂 323.14/G54
154 憲法の良識 : 「国のかたち」を壊さない仕組み(朝日新書:664) 長谷部恭男著 朝日新聞出版 323.14/H35
155 女子高生が憲法学者小林節に聞いてみた。「憲法ってナニ!?」 小林節著 ベストブック 323.14/Ko12
156 事例問題から考える憲法(法学教室Library) 松本和彦著 有斐閣 323.14/Ma81
157 みんなの憲法 日本評論社編 日本評論社 323.14/N71
158 憲法ガール Remake Edition 2 大島義則著 法律文化社 323.14/OsY/2
159 日本国憲法ドリル 篠田英朗監修 辰巳出版 323.14/Sh66
160 スタディ憲法 曽我部真裕, 横山真紀編 法律文化社 323.14/So25

161 憲法が変わるかもしれない社会
高橋源一郎編著/長谷部恭男 [ほ
か著]

文藝春秋 323.14/Ta33
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162 警察官のための憲法講義 補訂3版 田村正博著 東京法令出版 323.14/Ta82

163 資料で考える憲法
谷口真由美編著/谷口洋幸 [ほか
著]

法律文化社 323.14/Ta87

164 概説憲法コンメンタール
辻村みよ子, 山元一編/愛敬浩二
[ほか執筆]

信山社 323.14/Ts44

165 憲法 第6版 辻村みよ子著 日本評論社 323.14/Ts44
166 特集世界の憲法変動と民主主義(憲法研究:第2号) 信山社 323.14/TsM/2

167 9条「加憲」案への対抗軸を探る
伊勢﨑賢治, 伊藤真, 松竹伸幸,
山尾志桜里著

かもがわ出版 323.142/Ky8

168 手塚マンガで憲法九条を読む 手塚治虫マンガ 子どもの未来社 323.142/Te95
169 「改憲」の論点(集英社新書:0939A) 木村草太 [ほか] 著 集英社 323.149/Ka21
170 完全解説憲法改正国民投票法 選挙制度実務研究会編 国政情報センター 323.149/Se69
171 憲法改正論の焦点 : 平和・人権・家族を考える 辻村みよ子著 法律文化社 323.149/Ts44
172 基本行政法 第3版 中原茂樹著 日本評論社 323.9/N33
173 実戦演習行政法 : 予備試験問題を素材にして 土田伸也 [著] 弘文堂 323.9/Ts26
174 行政法(放送大学教材:1639633-1-1811) 渡邊賢著 放送大学教育振興会 323.9/W46

175 同性婚や同性パートナーシップ制度の可能性と課題
新・アジア家族法三国会議編/棚
村政行 [ほか執筆]

日本加除出版 324.62/Sh57

176
家族信託活用マニュアル : 36項目から選べるチェックシートで共有不動産、隠居、認知症、
争続、家督承継…etc対策ができる! : 36種類の活用事例を公開 改訂版

河合保弘著 日本法令 324.82/Ka93

177 手形・小切手法 第4版(新法学ライブラリ:15) 川村正幸著
新世社/サイエンス社 (発
売)

325.6/Ka95

178 よくわかる刑法 第3版(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 井田良, 佐藤拓磨編著 ミネルヴァ書房 326/I18
179 刑法 第4版 木村光江著 東京大学出版会 326/Ki39
180 紛争地の看護師 白川優子著 小学館 329.36/Sh83

181 経済学と倫理学 : アマルティア・セン講義(ちくま学芸文庫:[セ-5-1])
アマルティア・セン著/徳永澄
憲, 松本保美, 青山治城訳

筑摩書房 331.1/Se57

182 マルクス資本論 : 理論劇画
門井文雄原作/紙屋高雪構成・解
説

かもがわ出版 331.6/Ma59

183 経済学見るだけノート : 大学4年間の 木暮太一監修 宝島社 331/Ko26
184 社会科学としての経済学(ちくま学芸文庫:[ウ26-2]) 宇野弘蔵著 筑摩書房 331/U77
185 世界史を変えた詐欺師たち(文春新書:1174) 東谷暁著 文藝春秋 332.06/H55

186 アメリカ経済 : 成長の終焉 上
ロバート・J.ゴードン著/高遠裕
子, 山岡由美訳

日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

332.53/G67/1

187 アメリカ経済 : 成長の終焉 下
ロバート・J.ゴードン著/高遠裕
子, 山岡由美訳

日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

332.53/G67/2
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188 もう一度学びたい世界経済(大人のカルチャー叢書) 丹羽由一監修 枻出版社 333.6/N89

189 世界で活躍する仕事100 : 10代からの国際協力キャリアナビ
三菱UFJリサーチ&コンサルティ
ング編

東洋経済新報社 333.8/Mi63

190 なぜ倒産 : 23社の破綻に学ぶ失敗の法則 : こうするよりほかなかったのか-- 日経トップリーダー編集部編
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

335.21/N73

191
予防・解決 : 職場のパワハラセクハラメンタルヘルス : マタハラ・SOGIハラ・LGBT 雇用上
の責任と防止措置義務・被害対応と対処法 第3版

水谷英夫著 日本加除出版 336.3/Mi97

192 最高の結果を出すKPIマネジメント 中尾隆一郎著 フォレスト出版 336.4/N42

193 人事考課制度の決め方・運用の仕方 荻原勝著
産労総合研究所出版部経
営書院

336.43/O25

194 1分で話せ : 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術 伊藤羊一著 SBクリエイティブ 336.49/I91
195 博報堂で学んだ負けないプレゼン : 3ステップで「刺さる」プレゼンができる! 須藤亮著 ダイヤモンド社 336.49/Su14
196 ファイナンス思考 : 日本企業を蝕む病と、再生の戦略論 朝倉祐介著 ダイヤモンド社 336.82/A85

197 ビジネススクールで教えている会計思考77の常識 西山茂著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

336.83/N87

198 会計学入門 第5版(日経文庫:1395:C4) 桜井久勝著 日本経済新聞出版社 336.9/Sa47

199 はじめてでもわかる簿記と経理の仕事 '18～'19年版 堀江國明, 島田一種, 原義彦著 成美堂出版 336.91//'18-'19

200 だから、会計業界はおもしろい! : 税理士・会計士・コンサルの未来 山田淳一郎編著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.97/Y19

201 会計不正事例と監査(日本監査研究学会リサーチ・シリーズ:16) 吉見宏編著 同文舘出版 336.97/Y91

202
コンサルを超える問題解決と価値創造の全技法 : 定番フレームワークの最新活用法から社会
課題解決まで

名和高司 [著]
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

336/N59

203 負債論 : 貨幣と暴力の5000年
デヴィッド・グレーバー著/高祖
岩三郎, 佐々木夏子訳

以文社 337.2/G75

204
ライフプランニングと資金計画/リスク管理/金融資産運用/不動産 '18-'19年版: 3級上巻(FP
技能検定教本)

きんざい
338.079//'18-
'19

205
年金・社会保険/タックスプランニング/相続・事業承継 '18-'19年版: 3級下巻(FP技能検定教
本)

きんざい
338.079//'18-
'19

206 AIが変える2025年の銀行業務 大野博堂 [ほか] 著 近代セールス社 338.5/A22
207 いちばんやさしい為替の教本 : 人気講師が教える実務で使える通貨と経済のしくみ 神田卓也著 インプレス 338.95/Ka51
208 仮想通貨をめぐる法律・税務・会計 : これ1冊でわかる! 松嶋隆弘, 渡邊涼介編著 ぎょうせい 338/Ma87

209
ソーシャル・キャピタルと社会 : 社会学における研究のフロンティア(叢書ソーシャル・キャ
ピタル:7)

佐藤嘉倫編著 ミネルヴァ書房 361.3/So63/7

210 人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている ふろむだ著 ダイヤモンド社 361.4/F92

8



2018年9月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 _請求記号

211 好き嫌い : 行動科学最大の謎
トム・ヴァンダービルト著/桃井
緑美子訳

早川書房 361.4/V28

212 大学生からのグループ・ディスカッション入門 : ワークシート課題付 中野美香著 ナカニシヤ出版 361.45/N39
213 Subculture : the meaning of style(New accents) Dick Hebdige Routledge 361.5/H51

214 データ収集・分析入門 : 社会を効果的に読み解く技法(アカデミック・スキルズ)
西山敏樹, 鈴木亮子, 大西幸周
著

慶應義塾大学出版会 361.9/D65

215 祖国よ、安心と幸せの国となれ : オランダ型成熟・市民社会を日本復興のビジョンに リヒテルズ直子著 ほんの木 364/R39
216 障害者雇用と合理的配慮 : 日米の比較法研究 長谷川珠子著 日本評論社 366.28/H36
217 精神障害者雇用のABC 山口創生編 星和書店 366.28/Y24
218 このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む転職の思考法 北野唯我著 ダイヤモンド社 366.29/Ki69
219 シングル女性の貧困 : 非正規職女性の仕事・暮らしと社会的支援 小杉礼子 [ほか] 編著 明石書店 366.38/Sh62

220 Work design (ワークデザイン) : 行動経済学でジェンダー格差を克服する イリス・ボネット著/池村千秋訳 NTT出版 367.1/B62

221 女性の「定年後」 : 何をして、何をしないか 香山リカ著 大和書房 367.21/Ka98

222 女性の人権と憲法 : 改憲の動きの中で(女性白書:2018) 日本婦人団体連合会編 ほるぷ出版 367.21/N71/'18

223 福祉分野に生かす個と家族を支える心理臨床(家族心理学年報:36) 日本家族心理学会編 金子書房 367.3/NiK/36
224 なぜギャルはすぐに「かわいい」というのか(幻冬舎ルネッサンス新書:020) 山本博通著 幻冬舎ルネッサンス 367.68/Y31
225 不倫(文春新書:1160) 中野信子著 文藝春秋 367.9/N39

226
セクシュアルマイノリティをめぐる学校教育と支援 : エンパワメントにつながるネットワー
クの構築にむけて 増補版

加藤慶, 渡辺大輔編著/青木真実
[ほか] 著

開成出版 367.97/Ka86

227 そうだったのかLGBT : 歴史的な第一歩をともに踏み出そう LGBT理解増進会著 エピック 367.97/L59
228 いのちの応援団 新版 山本文子著 晩聲社 367.99/Y31

229 貧しい人々への友愛訪問 : 現代ソーシャルワークの原点
メアリー・E.リッチモンド著/門
永朋子, 鵜浦直子, 高地優里訳

中央法規出版 368.2/R35

230 人身売買資料 編集復刻版 5(戦後初期人身売買/子ども労働問題資料集成:第1-6巻) 藤野豊編 六花出版 368.4/FuY/5
231 人身売買資料 編集復刻版 6(戦後初期人身売買/子ども労働問題資料集成:第1-6巻) 藤野豊編 六花出版 368.4/FuY/6
232 子ども労働資料 編集復刻版 1(戦後初期人身売買/子ども労働問題資料集成:第7-10巻) 石原剛志編 六花出版 368.4/FuY/7
233 人殺しの息子と呼ばれて 張江泰之著 KADOKAWA 368.6/H33

234
人質460日 : なぜ生きることを諦めなかったのか(亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリー
ズ:2-4)

アマンダ・リンドハウト, サ
ラ・コーベット著/鈴木彩織訳

亜紀書房 368.62/L63

235 薬物依存症(ちくま新書:1333-4. シリーズケアを考える) 松本俊彦著 筑摩書房 368.81/Ma81

236 見て覚える!社会福祉士国試ナビ 2019
いとう総研資格取得支援セン
ター編集

中央法規出版 369.079//'19
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237 見て覚える!介護福祉士国試ナビ 2019
いとう総研資格取得支援セン
ター編集

中央法規出版 369.079//'19

238 ソーシャルワークと権利擁護 : 福祉を学ぶ人へ
田中耕太郎編著/横山正博 [ほ
か] 著

ふくろう出版 369.16/Ta84

239 多様性時代のソーシャルワーク ヴィラーグヴィクトル著 中央法規出版 369.16/V81
240 健康で文化的な最低限度の生活 1(ビッグコミックス) 柏木ハルコ著 小学館 369.2/Ka77/1
241 健康で文化的な最低限度の生活 2(ビッグコミックス) 柏木ハルコ著 小学館 369.2/Ka77/2
242 健康で文化的な最低限度の生活 3(ビッグコミックス) 柏木ハルコ著 小学館 369.2/Ka77/3
243 健康で文化的な最低限度の生活 4(ビッグコミックス) 柏木ハルコ著 小学館 369.2/Ka77/4
244 健康で文化的な最低限度の生活 5(ビッグコミックス) 柏木ハルコ著 小学館 369.2/Ka77/5
245 健康で文化的な最低限度の生活 7(ビッグコミックス) 柏木ハルコ著 小学館 369.2/Ka77/7
246 妄信 : 相模原障害者殺傷事件 朝日新聞取材班著 朝日新聞出版 369.27/A82
247 高次脳機能障害のある人とソーシャルワーク実践 : 本人の力を活用した援助の可能性 林眞帆著 相川書房 369.27/H48

248 障害者白書 [市販本版] 平成30年版 総理府編 大蔵省印刷局 369.27/N28/'18

249 障害学研究 10(2014) 障害学研究編集委員会編集
障害学会/明石書店 (発
売)

369.27/Sh95/10

250 障害学研究 11(2016) 障害学研究編集委員会編集
障害学会/明石書店 (発
売)

369.27/Sh95/11

251 障害学研究 12(2017) 障害学研究編集委員会編集
障害学会/明石書店 (発
売)

369.27/Sh95/12

252 障害学研究 6(2010) 障害学研究編集委員会編集
障害学会/明石書店 (発
売)

369.27/Sh95/6

253 障害学研究 7(2011) 障害学研究編集委員会編集
障害学会/明石書店 (発
売)

369.27/Sh95/7

254 身近な人が障害をもったときの手続きのすべて : 備えて安心 鈴木四季監修 自由国民社 369.27/Su96

255 障害のある人たちに向けたLLマンガへの招待 : はたして「マンガはわかりやすい」のか
吉村和真, 藤澤和子, 都留泰作
編著

樹村房 369.28/Sh95

256
ソーシャルワークプロセスにおける思考過程(精神保健福祉士の実践知に学ぶソーシャルワー
ク:1)

田村綾子編著/上田幸輝 [ほか]
著

中央法規出版 369.28/Ta82/1

257
ソーシャルワークの面接技術と記録の思考過程(精神保健福祉士の実践知に学ぶソーシャル
ワーク:2)

田村綾子編著/上田幸輝 [ほか]
著

中央法規出版 369.28/Ta82/2

258 精神障がいのある親に育てられた子どもの語り : 困難の理解とリカバリーへの支援 横山恵子, 蔭山正子編著 明石書店 369.28/Y79

259
平成28年熊本地震大学避難所45日 : 障がい者を受け入れた熊本学園大学震災避難所運営の記
録

熊本学園大学編著
熊本日日新聞社/熊日出版
(熊日サービス開発 出版
部) (制作・発売)

369.31/Ku34
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260 あれから七十三年 : 十五人の戦後引揚体験記 : 旧満洲七話、朝鮮半島七話、台湾一話
引揚げ港・博多を考える集い編
纂

図書出版のぶ工房 369.37/H57

261 骨が語る兵士の最期 : 太平洋戦争・戦没者遺骨収集の真実(筑摩選書:0163) 楢崎修一郎著 筑摩書房 369.37/N51
262 子どもと貧困 増補版(朝日文庫:[あ60-2]) 朝日新聞取材班著 朝日新聞出版 369.4/A82
263 福祉は「性」とどう向き合うか : 障害者・高齢者の恋愛・結婚 結城康博 [ほか] 著 ミネルヴァ書房 369/F84
264 教育社会学(MINERVAはじめて学ぶ教職:6) 飯田浩之編著/岡本智周編著 ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/6
265 読んでわかる教育心理学(ライブラリ読んでわかる心理学:5) 多鹿秀継 [ほか] 共著 サイエンス社 371.4/Y82

266 基礎/方法論(学習科学ハンドブック:第1巻)
R. K. ソーヤー編/望月俊男, 益
川弘如編訳

北大路書房 371.41/SaR/1

267 子ども・若者支援地域協議会のミッションと展望 増補版 竹中哲夫著 かもがわ出版 371.42/Ta64
268 スクールカウンセリングと発達支援 改訂版 宮川充司 [ほか] 編 ナカニシヤ出版 371.43/Su54

269 多文化社会を生きる子どもとスクールソーシャルワーク
鈴木庸裕, 新井英靖, 佐々木千
里編著

かもがわ出版 371.43/Ta12

270 教師と人権教育 : 公正、多様性、グローバルな連帯のために
オードリー・オスラー,
ヒュー・スターキー著/橋崎頼子
[ほか] 訳

明石書店 371.6/O78

271 帝国化する日本 : 明治の教育スキャンダル(ちくま新書:1357) 長山靖生著 筑摩書房 372.106/N25
272 子どもの学び大革命 : 親子が幸せになる 保坂展人, リヒテルズ直子著 ほんの木 372.107/H91
273 いま「開国」の時ニッポンの教育 : 競争から共生へ 尾木直樹, リヒテルズ直子著 ほんの木 372.107/O25

274 フィンランドの教育 : 教育システム・教師・学校・授業・メディア教育から読み解く
北川達夫, 中川一史, 中橋雄編
著

フォーラム・A 372.3892/F27

275
諸外国の教育動向 2017年度版(教育調査:第138-139, 141, 144-145, 147-149, 151, 153-154
集)

文部科学省生涯学習政策局調査
企画課 [編]

明石書店 372/Mo31/'17

276 公教育をイチから考えよう リヒテルズ直子, 苫野一徳著 日本評論社 373.1/R39
277 「学校公開」成功マニュアル : 学校の正しい見せ方 山田良一著 学事出版 374.6/Y19

278 学校保健実務必携 新訂版 第4次改訂版 学校保健・安全実務研究会編著 第一法規 374.9/Gah/['17]

279 新版・養護教諭執務のてびき 第10版 石川県養護教育研究会編 東山書房 374.9/I76
280 命を愛しむ養護教諭の仕事 : いま保健室に求められている思想と技法 数見隆生著 本の泉社 374.9/Ka99
281 養護教諭成立史の研究 : 養護教諭とは何かを求めて 近藤真庸著 大修館書店 374.9/Ko73
282 養護教諭の精神保健術 : 子どものこころと育ちを支える技 清水將之著 北大路書房 374.9/Sh49
283 養護教諭の歴史とアイデンティティに関する研究 : 養護概念の変遷の検討を中心に 鈴木裕子著 DTP出版 374.9/Su96

284 学校の法務 : 問題を解決するQ&A 名川・岡村法律事務所編著
時事通信出版局/時事通信
社 (発売)

374/N24

285 学校の情報セキュリティ実践マニュアル : 教育の現場で安心してICTを活用するために
NTTラーニングシステムズ株式会
社, 福與喜弘著

翔泳社 374/N98
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286 マナビズム : 「知識」は変化し、「学力」は進化する 奥村高明著 東洋館出版社 375.1/O55

287 ドラマと学びの場 : 3つのワークショップから教育空間を考える
武田富美子, 渡辺貴裕編著/岩橋
由莉 [ほか] 著

晩成書房 375.1/Ta59

288 参加型アクティビティ入門 : AL型授業が活性化する 渡部淳, 獲得型教育研究会編著 学事出版 375.1/W46

289 教室は楽しい授業でいっぱいだ : 子どもと創る"心はずむ"学びの世界 山崎隆夫著 高文研 375.1/Y48
290 子どもの才能を引き出す最高の学びプログラミング教育 石嶋洋平著 あさ出版 375.199/I75
291 初等中等教育におけるICT活用(教育工学選書:2:9) 高橋純, 寺嶋浩介編著 ミネルヴァ書房 375.199/Ta33
292 クラスマナー入門 : 子どもと教師がキラキラ! 田中ゆり子, 山田誠編著 東洋館出版社 375.2/Ta84
293 中学校新学習指導要領社会の授業づくり 原田智仁著 明治図書出版 375.3/H32
294 歴史学者と読む高校世界史 : 教科書記述の舞台裏 長谷川修一, 小澤実編著 勁草書房 375.324/H36
295 「地理総合」ではじまる地理教育 : 持続可能な社会づくりをめざして 碓井照子編 古今書院 375.334/U95
296 道徳授業の迷宮 : ゲーミフィケーションで脱出せよ 藤川大祐著 学事出版 375.35/F58
297 中学校新学習指導要領道徳の授業づくり 柴原弘志, 荊木聡著 明治図書出版 375.353/Sh16

298
「見方・考え方」を働かせる算数授業 : 領域を貫く10の数学的な見方・考え方の提案 : 50の
実践を掲載!

瀧ケ平悠史編著/本創研著 東洋館出版社 375.412/Ta71

299 小学校家庭科教育法
大竹美登利, 鈴木真由子, 綿引
伴子編著/石垣和恵 [ほか] 共著

建帛社 375.52/Sh95

300
やわらかな感性を育む図画工作科教育の指導と学び : アートの体験による子どもの感性の成
長・発達

村田利裕, 新関伸也編著 ミネルヴァ書房 375.72/Mu59

301 国語の授業の作り方 : はじめての授業マニュアル 古田尚行著 文学通信 375.8/Ko19
302 はじめて学ぶ人のための国語科教育学概説 小学校 長谷川祥子編著 明治図書出版 375.82/H36
303 中学校新学習指導要領国語の授業づくり 冨山哲也著 明治図書出版 375.83/To59

304 "Let's Try!1&2"の授業&評価プラン : 小学校外国語活動(『授業力&学級経営力』plus)
菅正隆編著/千早赤阪村立千早小
吹台小学校著

明治図書出版 375.8932/Ka56

305 小学校英語教育の基礎知識 : コア・カリキュラム準拠 村野井仁編著 大修館書店 375.8932/Mu53
306 「先生」のための小学校英語の知恵袋 : 現場の「?」に困らないために 酒井志延編著 くろしお出版 375.8932/Sa29
307 英語の授業づくり : 中学校新学習指導要領 本多敏幸著 明治図書出版 375.8933/H84
308 はじめてでもすぐ実践できる!中学・高校英語スピーキング指導 上山晋平著 学陽書房 375.8933/Ka39

309 生物編(フィンランド理科教科書)
Mervi Holopainenほか著/山川亜
古訳

化学同人 375.942/Se17

310 保育内容総論 : 乳幼児の生活文化(MINERVAはじめて学ぶ保育:5) 鈴木裕子編著 ミネルヴァ書房 376.1/Mi43/5
311 幼児理解 新版 大沢裕編著 一藝社 376.1/O74

312 保育内容表現 第3版(シードブック)
入江礼子, 榎沢良彦編著/岩田遵
子 [ほか] 共著

建帛社 376.156/I64
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313 新・保育と健康
三村寛一, 安部惠子編著/原田健
次 [ほか] 共著

嵯峨野書院 376.157/Mi34

314 国語教育の危機 : 大学入学共通テストと新学習指導要領(ちくま新書:1354) 紅野謙介著 筑摩書房 376.87/Ko78

315 大学の哲学「安全配慮義務」 : 教員「質向上」の方法 秦澄美枝著
PHPエディターズ・グルー
プ

377.1/H42

316 大学教職員のための権利ハンドブック 新版
京滋地区私立大学教職員組合連
合, 京都私立大学教職員組合連
絡協議会編

かもがわ出版 377.13/Ke23

317 ライト・アクティブラーニングのすすめ 橋本勝編 ナカニシヤ出版 377.15/H38

318 大学における多文化体験学習への挑戦 : 国内と海外を結ぶ体験的学びの可視化を支援する 村田晶子編著 ナカニシヤ出版 377.15/Mu59

319 危ない大学・消える大学 2019年版 島野清志著 エール出版社 377.21//'19
320 「それでも大学が必要」と言われるために : 実践教育と地方創生への戦略 増補版 平岡祥孝, 宮地晃輔編著 創成社 377.21/H67
321 いま大学で勉強するということ : 「良く生きる」ための学びとは 佐藤優, 松岡敬著 岩波書店 377.28/Sa86
322 短期大学教育の新たな地平 安部恵美子, 南里悦史編著 北樹出版 377.3/A13

323 視覚障害教育に携わる方のために 5訂版
香川邦生編著/猪平眞理, 大内
進, 牟田口辰己共同執筆

慶應義塾大学出版会 378.1/Ka17

324 DVDで楽しく学べるはじめて出会う手話
『入門対応テキスト』編集委員
会編

全日本ろうあ連盟 378.28/N99

325 使える!スポーツ手話ハンドブック
『スポーツ関連用語集』編集委
員会編

全日本ろうあ連盟 378.28/Su75

326 肢体不自由教育の基本とその展開(肢体不自由教育シリーズ:1) 日本肢体不自由教育研究会監修 慶應義塾大学出版会 378.3/Sh92/1

327 慢性疾患の子どもの学校生活 : 学校の先生にも知ってほしい(子どものこころと体シリーズ) 満留昭久編 慶應義塾大学出版会 378.4/Mi63

328 「ウチの子、発達障害かも?」と思ったら最初に読む本 広瀬宏之著 永岡書店 378.8/H72

329
発達障害の子どものためのマンガで学べるパーソナル・スペース(特別支援教育サポート
BOOKS)

佐竹真次著/斎藤丈寛画 明治図書出版 378.8/Sa83

330 LD(学習障害)のある子を理解して育てる本(学研のヒューマンケアブックス) 竹田契一監修 学研プラス 378.8/Ta59
331 特別支援教育すきまスキル 小学校下学年編 青山新吾, 堀裕嗣編 明治図書出版 378/A58/1
332 特別支援教育すきまスキル 小学校上学年・中学校編 青山新吾, 堀裕嗣編 明治図書出版 378/A58/2

333
教員と教員になりたい人のための特別支援教育のテキスト : 気付き、工夫して、つなげる。
(教育ジャーナル選書)

小林倫代編・著/藤井茂樹, 廣瀬
由美子, 星祐子著

学研教育みらい/学研プラ
ス (発売)

378/Ko12

334 知っておきたい!教師のための合理的配慮の基礎知識(特別支援教育サポートBOOKS) 西村修一, 久田信行著 明治図書出版 378/N84

335
支援が必要な子どもの心と行動がわかる!教師のためのサポートガイド(特別支援教育サポート
BOOKS)

須田正信, 加藤美朗編著 明治図書出版 378/Su13
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336 障害の重い子どもの目標設定ガイド : 授業における「学習到達度チェックリスト」の活用 徳永豊編著 慶應義塾大学出版会 378/To41

337 特別支援学校小学部・中学部新学習指導要領の展開 平成29年版 横倉久編著 明治図書出版 378/Y76/'17

338 特別支援教育における養護教諭の役割
全国特別支援教育推進連盟, 全
国養護教諭連絡協議会編

東洋館出版社 378/Z3

339 浮世絵師たちが描いた明治の風俗 河出書房新社 382.1/Ka92

340 ラーメンの歴史学 : ホットな国民食からクールな世界食へ
バラク・クシュナー著/幾島幸子
訳

明石書店 383.81/Ku88

341
「さすが!」といわせる大人のマナー講座 : 文部科学省後援「マナー・プロトコール検定」標
準テキスト : global standard manners 最新版

日本マナー・プロトコール協会
著

PHP研究所 385.9/N71

342 Japan : how we breathe & how our hearts beat 3rd ed
[written and edited by Kudo
Tadatsugu & Goto Tamiko]

New Millennium Network 386.1/Ku17

343 鬼と日本人(角川文庫:21065) 小松和彦 [著] KADOKAWA 388.1/Ko61

344 スノーデン・ショック : 民主主義にひそむ監視の脅威
デイヴィッド・ライアン [著]/
田島泰彦, 大塚一美, 新津久美
子訳

岩波書店 391.6/Sn

345 Jアラートとは何か 上岡直見著 緑風出版 392.1076/Ka38
346 日本は本当に戦争する国になるのか? 大活字版(SB新書) 池上彰著 SBクリエイティブ 393.021/I33
347 フォッサマグナ : 日本列島を分断する巨大地溝の正体(ブルーバックス:B-2067) 藤岡換太郎著 講談社 408/11/2067
348 太平洋 : その深層で起こっていること(ブルーバックス:B-2068) 蒲生俊敬著 講談社 408/11/2068

349
今日から使える微分方程式 : 例題で身につく理系の必須テクニック 普及版(ブルーバック
ス:B-2069)

飽本一裕著 講談社 408/11/2069

350 「おしどり夫婦」ではない鳥たち(岩波科学ライブラリー:276) 濱尾章二著 岩波書店 408/14/276

351 数学の歴史物語 : 古代エジプトから現代まで ジョニー・ボール著/水谷淳訳 SBクリエイティブ 410.2/B16

352 ジュニア数学オリンピック 2014-2018 数学オリンピック財団編
亀書房/日本評論社 (発
売)

410.7/Su23/'14-
'18

353
楽しくわかる数学の基礎 : 数と式、方程式、関数の「つまずき」がスッキリ!(サイエンス・
アイ新書:SIS-412)

星田直彦著 SBクリエイティブ 410/H92

354 基本のおさらい篇(岩波ジュニア新書:876. 数学を嫌いにならないで)
ダニカ・マッケラー [著]/菅野
仁子訳

岩波書店 410/Ma99

355 文章題にいどむ篇(岩波ジュニア新書:877. 数学を嫌いにならないで)
ダニカ・マッケラー [著]/菅野
仁子訳

岩波書店 410/Ma99

356 入門統計解析 倉田博史, 星野崇宏共著
新世社/サイエンス社 (発
売)

417/Ku56
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357 ビジュアル大百科元素と周期表 トム・ジャクソン著/伊藤伸子訳 化学同人 431.11/J11

358 ホーキング、最後に語る : 多宇宙をめぐる博士のメッセージ
スティーヴン・W・ホーキング
[ほか] 著/松井信彦訳

早川書房 443.9/H45

359 地球内部の物質科学(現代地球科学入門シリーズ:13) 大谷栄治著 共立出版 450.12/O84
360 絵でわかる地球温暖化(絵でわかるシリーズ) 渡部雅浩著 講談社 451.85/W46
361 琵琶湖はいつできた : --地層が伝える過去の環境--(琵琶湖博物館ブックレット:7) 里口保文著 サンライズ出版 452.93/Sa85
362 モンゴル・ゴビに恐竜化石を求めて 柴正博著 東海大学出版部 457.87/Sh17
363 カビのはなし : ミクロな隣人のサイエンス 高鳥浩介, 久米田裕子編集 朝倉書店 465.8/Ta55
364 どうぶつのおちんちん学 浅利昌男監修 緑書房 481.35/A88
365 ウソばっかり! : 人間と遺伝子の本当の話 竹内久美子著 ワニブックス 481.78/Ta67
366 ホタルの不思議な世界 サラ・ルイス著/高橋功一訳 エクスナレッジ 486.6/L59

367 蜂と蟻に刺されてみた : 「痛さ」からわかった毒針昆虫のヒミツ
ジャスティン・O.シュミット著/
今西康子訳

白揚社 486.7/Sc5

368 鳥の卵 : 小さなカプセルに秘められた大きな謎
ティム・バークヘッド著/黒沢令
子訳

白揚社 488.1/B46

369 鳥のサイエンス : 知られざる生態の謎を解く(別冊日経サイエンス:227) 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)

488.1/N71

370 学生と考える生命倫理 第2版 金子章道 [ほか] 編 ナカニシヤ出版 490.15/G16
371 免疫・膠原病・感染症 第2版(病気がみえる:v. 6) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492/IrJ/B-6

372 シュリンクス : 誰も語らなかった精神医学の真実
ジェフリー・A.リーバーマン著/
オギ・オーガス著/宮本聖也監訳
/柳沢圭子訳

金剛出版 493.7/L62

373 生理ちゃん
小山健著/コミックビーム編集部
編集

KADOKAWA 495.13/Ko97

374 選べなかった命 : 出生前診断の誤診で生まれた子 河合香織著 文藝春秋 495.6/Ka93

375 出生前診断受ける受けない誰が決めるの? : 遺伝相談の歴史に学ぶ
山中美智子, 玉井真理子, 坂井
律子編著

生活書院 495.6/Sh99

376 わたしで最後にして : ナチスの障害者虐殺と優生思想 藤井克徳著 合同出版 498.2/F57

377 服部幸應の食育読本 服部幸應著 シーアンドアール研究所 498.5/H44

378
[○超]図解身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本 : 思わずだれかに話したくなる(Asuka
business & language books)

左巻健男編著 明日香出版社 500/Sa57

379 4K時代の最新版(Impress mook. ドローン空撮入門) エディトル編・著 インプレス 507.9/E22

380 コア・テキスト環境経済学(ライブラリ経済学コア・テキスト&最先端:16) 一方井誠治著
新世社/サイエンス社 (発
売)

519/I36
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381 Earth 2050 : economy<ecology 宮澤公廣著
幻冬舎メディアコンサル
ティング/幻冬舎 (発売)

519/Mi89

382 大東建託の内幕 : "アパート経営商法"の闇を追う 三宅勝久著 同時代社 520.67/D28
383 ディズニー、NASAが認めた遊ぶ鉄工所 山本昌作著 ダイヤモンド社 532.067/H58
384 きちんと知りたい!ドローンメカニズムの基礎知識 日本UAS産業振興協議会編 日刊工業新聞社 538.6/N71

385 太陽を創った少年 : 僕はガレージの物理学者 トム・クラインズ著/熊谷玲美訳 早川書房 539.37/W75

386 特集*バーチャルYouTuber(ユリイカ : 詩と批評:第50巻第9号) 青土社 547.4833/Se17

387
パソコンのしくみ : the visual encyclopedia of personal computer 新版(カラー版徹底図
解)

高作義明著 新星出版社 548.295/Ta52

388 どうして海のしごとは大事なの? 「海のしごと」編集委員会編 成山堂書店 550/U74

389
特集*ソーシャルゲームの現在 : 『Pokémon GO』のその先(ユリイカ : 詩と批評:第49巻第3
号)

青土社 589.77/Se17

390 やさしい家政学原論 日本家政学会家政学原論部会編 建帛社 590/N71

391 みんなで決めた日本一の朝ごはん 美味しい朝ごはん調査隊編 幻冬舎 596.049/O33

392 L.M.モンゴメリの「赤毛のアン」クックブック : 料理で楽しむ物語の世界
ケイト・マクドナルド, L.M.モ
ンゴメリ著/岡本千晶訳

原書房 596/Mo38

393 AERA with Baby : 母子ふたりきりって大変!(アエラムック) 朝日新聞出版 599
394 会社四季報業界地図 2019年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 602.1//'19

395 みんなで決めた「安心」のかたち : ポスト3.11の「地産地消」をさがした柏の一年
五十嵐泰正, 「安全・安心の柏
産柏消」円卓会議著

亜紀書房 611.46/I23

396 楮・三椏(生活工芸双書 : 地域資源を活かす) 田中求, 宍倉佐敏, 冨樫朗著 農山漁村文化協会 618.7/Ko98

397 飼う(極東証券寄附講座. 生命の教養学:13)
慶應義塾大学教養研究センター,
赤江雄一編

慶應義塾大学出版会 645/Ke26

398 ダウンロードできる英文契約書の作成実務 吉川達夫, 飯田浩司編著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

670.39/Y89

399 ミニドラマで楽々、覚える実践!ビジネス中国語講座 : NHK「テレビで中国語」DVDブック
陳淑梅, NHK「テレビで中国語」
制作班監修

ヨシモトブックス/ワニ
ブックス (発売)

670.92/C47

400 ビジネス中国語 : 中国語+日本語英語(絵を見て話せるタビトモ会話)
水野通雄著/坂谷はるかマンガ/
廣瀬奈緒子イラスト

JTBパブリッシング 670.92/Mi96

401 amazon : 世界最先端の戦略がわかる 成毛眞著 ダイヤモンド社 673.36/A43

402 企業広報誌の世界 : 広報誌から企業コミュニケーションを読み解く 三島万里著
日外アソシエーツ/紀伊國
屋書店 (発売)

674.7/Mi53
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403 すごい物流戦略 : アマゾン、ニトリ、ZARA…(PHPビジネス新書:397) 角井亮一著 PHP研究所 675.4/Ka28

404 カスタマーサクセス : サブスクリプション時代に求められる「顧客の成功」10の原則
ニック・メータ [ほか] 著/バー
チャレクス・コンサルティング
株式会社訳

英治出版 675/Ka79

405 心理マーケティング100の法則 : お客様の無意識に語りかける心のコミュニケーション技法 酒井とし夫著
日本能率協会マネジメン
トセンター

675/Sa29

406 ブランディングの科学 : 誰も知らないマーケティングの法則11
バイロン・シャープ著/前平謙二
訳

朝日新聞出版 675/Sh13

407 船しごと、海しごと。 2訂版 商船高専キャリア教育研究会編 海文堂出版 683.8/Sh96

408 日航機123便墜落 : 最後の証言(平凡社新書:885) 堀越豊裕著 平凡社 687.7/H89

409 ハイジャック犯は空の彼方に何を夢見たのか(亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ:2-2)
ブレンダン・I・コーナー著/高
月園子訳

亜紀書房 687.7/Ko22

410 福祉国家の観光開発 : 北欧の新産業戦略と日本 藪長千乃, 藤本祐司編著 彩流社 689.1/Y12

411 百年の《泉》 : 便器が芸術になるとき
平芳幸浩, 京都国立近代美術館
編

LIXIL出版 702.07/D93

412 感性は感動しない : 美術の見方、批評の作法(教養みらい選書:003) 椹木野衣著 世界思想社 704/Sa97

413 世界遺産データ・ブック 2019年版(世界遺産シリーズ) 世界遺産総合研究センター編
シンクタンクせとうち総
合研究機構

709/SeI

414 世界遺産事典 : 1092全物件プロフィール 2019改訂版(世界遺産シリーズ)
古田陽久著/世界遺産総合研究所
企画・編集

シンクタンクせとうち総
合研究機構

709/SeI

415 世界遺産ガイド 2019改訂版 日本編(世界遺産シリーズ)
古田陽久著/世界遺産総合研究所
企画・編集

シンクタンクせとうち総
合研究機構

709/SeI

416 闇の日本美術(ちくま新書:1356) 山本聡美著 筑摩書房 721.0237/Y31
417 藤田嗣治 (フジタ) がわかれば絵画がわかる(NHK出版新書:559) 布施英利著 NHK出版 723.1/F67
418 キャプテン翼のつくり方 高橋陽一著 repicbook 726.101/Ta33

419 クマのプーさん創作スケッチ : 世界一有名なクマ誕生のひみつ
ジェイムズ・キャンベル著/ミ
ネット・シェパードまえがき/小
田島恒志, 小田島則子訳

東京美術 726.501/Sh14

420 はじまりのひ : 写真絵本 かわうちりんこ写真・文 求龍堂 726.6/Ka98
421 伝統書体字典 : 新装版(グラフィック社の文字シリーズ) 日向数夫著 グラフィック社 727.8/H61
422 新常用漢字196 : ホントの書きかた 財前謙著 芸術新聞社 728.4/Z1

423 フィルムメイキング・ハンドブック : ウエディングフィルムから学ぶ撮影と編集の手法 酒井洋一 [著] 玄光社 746.7/Sa29
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424 日本伝統文化の英語表現事典
亀田尚己, 三宮優子, 中道キャ
サリン著

丸善出版 750.21/N71

425 クラシック天才たちの到達点 百田尚樹著 PHP研究所 760.8/H99
426 悪魔と呼ばれたヴァイオリニスト : パガニーニ伝(新潮新書:775) 浦久俊彦著 新潮社 762.37/P15

427 ショスタコーヴィチとスターリン
ソロモン・ヴォルコフ著/亀山郁
夫 [ほか] 訳

慶應義塾大学出版会 762.38/Sh96

428 KARA、少女時代に見る「韓国の強さ」(講談社+α新書:382-4C) 朴倧玄 [著] 講談社 772.21/P16

429
2.5次元 : 2次元から立ちあがる新たなエンターテインメント : 総特集(ユリイカ:第47巻第5
号(通巻659号)4月臨時増刊号)

青土社 775/Se17

430 映画にとって音とはなにか
ミシェル・シオン著/川竹英克,
J. ピノン訳

勁草書房 778.4/C47

431 セーラームーン世代の社会論 : アラサー女子の解体新書 (ターヘルアナトミア) !? 稲田豊史著
すばる舎リンケージ/すば
る舎 (発売)

778.77/B47

432 声優論 : アニメを彩る女神たち : 島本須美から雨宮天まで
小森健太朗, 遊井かなめ編著/夏
葉薫, 町口哲生, 深水黎一郎著

河出書房新社 778.77/Ko67

433
Anime from Akira to Princess Mononoke : experiencing contemporary Japanese animation
1st ed : hbk

Susan J. Napier Palgrave 778.77/N49

434
アイドルアニメ : 『アイドルマスター』『ラブライブ!』『アイカツ!』、そして『KING OF
PRISM by PrettyRhythm』……二次元アイドルのスターダム : 総特集*(ユリイカ:第48巻第12
号(通巻686号)9月臨時増刊号)

青土社 778.77/Se17

435 師匠歌丸 : 背中を追い続けた三十二年 桂歌助著 イースト・プレス 779.13/Ka88
436 一発屋芸人列伝 山田ルイ53世著 新潮社 779.14/Y19
437 スポーツ哲学入門 : オリンピック・レガシーのために 島田哲夫著 論創社 780.1/Sh36
438 よくわかるスポーツ人類学(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 寒川恒夫編著 ミネルヴァ書房 780.13/So27
439 運動と疲労の科学 : 疲労を理解する新たな視点 下光輝一, 八田秀雄編 大修館書店 780.19/Sh53
440 教養としてのアダプテッド体育・スポーツ学 齊藤まゆみ編著 大修館書店 780/Sa25

441 マリア・シャラポワ自伝
マリア・シャラポワ著/金井真弓
訳

文藝春秋 783.5/Sh13

442 Language and bilingual cognition
edited by Vivian Cook and
Benedetta Bassetti

Psychology Press 801.04/C83

443 認知言語学論考 No.14 山梨正明他編 ひつじ書房 801.04/HiS/N-14

444
Crosslinguistic approaches to the psychology of language : research in the tradition
of Dan Isaac Slobin : softcover

edited by Jiansheng Guo ...
[et al.]

Psychology Press 801.04/Sl

445 ビジュアル音声学 川原繁人著 三省堂 801.1/Ka92
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446
Mental spaces in grammar : conditional constructions : hbk(Cambridge studies in
linguistics:108)

Barbara Dancygier and Eve
Sweetser

Cambridge University
Press

801.5/D36

447 Finiteness : theoretical and empirical foundations : pbk(Oxford linguistics) edited by Irina Nikolaeva Oxford University Press 801.5/N73

448
Grammatical categories and the lexicon 2nd ed : hardback(Language typology and
syntactic description:v. 3)

edited by Timothy Shopen
Cambridge University
Press

801.5/Sh96

449 Typological and contextual perspectives(Relating events in narrative:2)

[edited by] Sven Strömqvist
and Ludo Verhoeven/in
collaboration with Ayhan A.
Aksu-Koç ... [et al.]

Lawrence Erlbaum 801.6/St8

450 創造する翻訳 : ことばの限界に挑む 中村保男著 研究社出版 801.7/N37

451
Rethinking linguistic relativity : pbk(Studies in the social and cultural
foundations of language:no. 17)

edited by John J. Gumperz and
Stephen C. Levinson

Cambridge University
Press

801/G93

452 人生は「声」で決まる(朝日新書:677) 竹内一郎著 朝日新聞出版 809.2/Ta67
453 すぐ使いこなせる知的な大人の語彙1000 齋藤孝著 興陽館 810.4/Sa25
454 語彙 第53号 2016年 第3分冊(日本語学論説資料:第3分冊, 第4分冊) 論説資料保存会 810.5/3/53-3
455 文体・音韻・方言 第53号 2016年(平成28年)(日本語学論説資料:第4分冊) 論説資料保存会 810.5/3/53-4

456 方言 第53号増刊 2016年(平成28年)(日本語学論説資料:第4分冊) 論説資料保存会 810.5/3/53-4-2

457 外国語としての日本語とその教授法 : 言語への気づきを重視して 石橋玲子著 風間書房 810.7/I71

458 新・日本語教育のためのコーパス調査入門
李在鎬, 石川慎一郎, 砂川有里
子著

くろしお出版 810.7/Sh64

459 間違えやすい日本語実例集 : 熟練校閲者が教える(講談社文庫:こ91-1) 講談社校閲部 [著] 講談社 810/Ko19
460 もう一度学びたい日本語(大人のカルチャー叢書) 吉田裕子著 枻出版社 810/Y86

461 「しんにょう」がついている国字 : 不思議な字「辷」不死身な字「込」 西井辰夫著
幻冬舎メディアコンサル
ティング/幻冬舎 (発売)

811.2/N82

462 現代擬音語擬態語用法辞典 : 新装版 飛田良文, 浅田秀子著 東京堂出版 813/H54
463 女のことば男のことば 小林祥次郎著 勉誠出版 814.9/Ko12
464 くらべてわかるオノマトペ 小野正弘著 東洋館出版社 814/O67
465 レポート・論文の書き方入門 第4版 河野哲也著 慶應義塾大学出版会 816.5/Ko78
466 レポート・論文の書き方上級 改訂版 櫻井雅夫著 慶應義塾大学出版会 816.5/Sa47
467 150冊執筆売れっ子ライターのもう恥をかかない文章術 神山典士著 ポプラ社 816/Ko97
468 ビジュアル中国 : 初級から中級へ 衛榕群, 汪暁京著 朝日出版社 820.7/E39
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469 大学2年生のための中国語 第2版
慶應義塾大学商学部中国語部会
編著

慶應義塾大学出版会 820.7/Ke26

470 中検準4級問題集 2018年版 日本中国語検定協会編 光生館 820.79//'18
471 中検準1級・1級試験問題 : 解答と解説 2018年版 第92・93・94回 日本中国語検定協会編 白帝社 820.79//'18
472 中検2級試験問題 : 解答と解説 2018年版 第92・93・94回 日本中国語検定協会編 白帝社 820.79//'18
473 中検3級試験問題 : 解答と解説 2018年版 第92・93・94回 日本中国語検定協会編 白帝社 820.79//'18
474 中検4級試験問題 : 解答と解説 2018年版 第92・93・94回 日本中国語検定協会編 白帝社 820.79//'18
475 中検準4級試験問題 : 解答と解説 2018年版 第92・93・94回 日本中国語検定協会編 白帝社 820.79//'18

476 完全攻略!中検準4級 : 4週間の学習プログラム(中国語検定試験で学ぶ中国語シリーズ:1)
氷野善寛, 奥村佳代子, 馮誼光
著/アルク出版編集部編

アルク 820.79//['18]

477 中国語(ニューエクスプレスプラス) 喜多山幸子著 白水社 820/Ki74
478 中国語文法ワールド : 日・英・中三方攻読 改訂版 大茂利充著 朝日出版社 825/O76

479 表現マップで覚える!韓国語日常フレーズ 初級 辛昭静著 HANA/インプレス (発売) 829.178/Sh69/1

480 英語教師のための英語史
片見彰夫, 川端朋広, 山本史歩
子編/寺澤盾 [ほか] 著

開拓社 830.2/E37

481 英語多読 : すべての悩みは量が解決する! 繁村一義, 酒井邦秀著 アルク 830.7/Sh28

482 TOEICBridge公式ワークブック Educational Testing Service著
国際ビジネスコミュニ
ケーション協会TOEIC運営
委員会

830.79/E24

483 TOEIC Bridge公式ガイド&問題集 : 新装版 Educational Testing Service著

国際ビジネスコミュニ
ケーション協会TOEIC運営
委員会/国際コミュニケー
ションズ・スクール (発
売)

830.79/E24

484 TOEIC speaking & writing公式テストの解説と練習問題 Educational Testing Service著
国際ビジネスコミュニ
ケーション協会

830.79/E24

485 TOEICテスト公式問題で学ぶボキャブラリー Educational Testing Service著
国際ビジネスコミュニ
ケーション協会

830.79/E24

486 公式TOEIC Listening & Reading問題集 3 Educational Testing Service著
国際ビジネスコミュニ
ケーション協会

830.79/EdT/3

487 英語で聞く力。 : 81のサンプル・リスニングで鍛える!
長尾和夫, アンディ・バーガー
著

三修社 831.1/N18

488
Rethinking the coordinate-subordinate dichotomy : interpersonal grammar and the
analysis of adverbial clauses in English(Topics in English linguistics:55)

by Jean-Christophe Verstraete Mouton de Gruyter 835/V63
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489 天声人語 : 英文対照 v. 193 2018夏
朝日新聞論説委員室編/英文朝日
訳

原書房 837.5/13/193

490 英文翻訳術(ちくま学芸文庫:[ア-10-1]) 安西徹雄著 筑摩書房 837.5/A49
491 即効!伊藤サムの反訳トレーニング : 高校生からはじめる「現代英語」(NHK CD BOOK) 伊藤サム著 NHK出版 837.5/I91

492 英語で読む日本経済新聞社説 2012年上半期 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 837.5/N71/'12-1

493
Edogawa Rampo in English : Enjoy Simple English Readers(語学シリーズ. NHK CD
book/Enjoy simple English readers)

Daniel Stewart監修/NHK編 NHK出版 837.7/N71

494
ネイティブが「がっかり」する日本人の英語140 : カンタンな言い換えで「感じのいいフレー
ズ」になる!

デイビッド・セイン著 PHP研究所 837.8/Th1

495 フランス語(ニューエクスプレスプラス) 東郷雄二著 白水社 850/To23
496 スペイン語の世界 岡本信照著 慶應義塾大学出版会 860/O42
497 「それでもなお」の文学 川本三郎著 春秋社 910.26/Ka95
498 波瀾万丈の明治小説 杉原志啓著 論創社 910.261/Su34
499 K氏の大阪弁ブンガク論 江弘毅著 ミシマ社 910.263/Ko27

500
「小説家」の二〇年「小説」の一〇〇〇年 : ササキアツシによるフルカワヒデオ(ele‐king
books)

古川日出男著/佐々木敦著
Pヴァイン/日販アイ・
ピー・エス(発売)

910.268/F93

501 水の匂いがするようだ : 井伏鱒二のほうへ 野崎歓著 集英社 910.268/I12
502 村上春樹語辞典 : 村上春樹にまつわる言葉をイラストと豆知識でやれやれと読み解く ナカムラクニオ, 道前宏子著 誠文堂新光社 910.268/Mu43
503 ユーカラ邂逅 : アイヌ文学と歌人小中英之の世界 天草季紅著 新評論 911.162/Ko71
504 チュサンマとピウスツキとトミの物語他 花崎皋平著 未知谷 911.56/H28
505 インド倶楽部の謎(講談社ノベルス:アL-18) 有栖川有栖著 講談社 913.6/A76
506 クローゼット 千早茜著 新潮社 913.6/C43
507 ゴースト(下町ロケット:[3]) 池井戸潤著 小学館 913.6/IkJ/S-3

508 思い出が消えないうちに 川口俊和著 サンマーク出版 913.6/KaT3/K-3

509 ある晴れた夏の朝 小手鞠るい著 偕成社 913.6/Ko21
510 大江健三郎全小説 1 大江健三郎著 講談社 913.6/O18/1
511 児次郎吹雪/おたふく物語(河出文庫:[や39-1]) 山本周五郎著 河出書房新社 913.6/Y31
512 十三階の女 吉川英梨著 双葉社 913.6/Y89/1
513 十三階の神(メシア) 吉川英梨著 双葉社 913.6/Y89/2

514 牡丹灯籠(江戸怪談を読む) 横山泰子 [ほか] 著 白澤社/現代書館 (発売) 913.7/Sa67

515 方丈記(光文社古典新訳文庫:[KAカ3-1]) 鴨長明著/蜂飼耳訳 光文社 914.42/Ka41
516 知の体力(新潮新書:764) 永田和宏著 新潮社 914.6/N23
517 正訳紫式部日記 : 本文対照 [紫式部著]/中野幸一訳 勉誠出版 915.35/N39
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518 線量計と奥の細道 ドリアン助川著 幻戯書房 915.6/Ma85
519 バッグをザックに持ち替えて 唯川恵著 光文社 915.6/Y97
520 「新編」日本女性文学全集 復刻版 4 渡邊澄子編集 六花出版 918.6/ShN/4
521 「新編」日本女性文学全集 5 渡邊澄子編集 菁柿堂/星雲社 (発売) 918.6/ShN/5
522 月の文学館 : 月の人の一人とならむ(ちくま文庫:[わ-13-3]) 和田博文編 筑摩書房 918.6/W12
523 星の文学館 : 銀河も彗星も(ちくま文庫:[わ-13-4]) 和田博文編 筑摩書房 918.6/W12
524 中国文学史 3版 佐藤一郎著 慶應義塾大学出版会 920.2/Sa85

525 作家たちの愚かしくも愛すべき中国 : なぜ、彼らは世界に発信するのか?
高行健, 余華, 閻連科著/飯塚容
訳著

中央公論新社 920.27/Sa42

526 近現代アイヌ文学史論 : アイヌ民族による日本語文学の軌跡 近代編 須田茂著 寿郎社 929.2/Su13/1

527 おばあちゃんのごめんねリスト
フレドリック・バックマン著/坂
本あおい訳

早川書房 949.83/B13

528 世紀の小説『レ・ミゼラブル』の誕生
デイヴィッド・ベロス著/立石光
子訳

白水社 953.6/H98

529 未来のイヴ(光文社古典新訳文庫:[KAウ9-1])
ヴィリエ・ド・リラダン著/高野
優訳

光文社 953.6/V71

530 星の王子さま百科図鑑
クリストフ・キリアン著/三野博
司訳

柊風舎 953.7/Sa22

531 白痴 4(光文社古典新訳文庫:[KAト1-17], [KAト1-18], [KAト1-19], [KAト1-20]) ドストエフスキー著/亀山郁夫訳 光文社 983.6/DoF/H-4

532 右ハンドル(群像社ライブラリー:40, A-5)
ワシーリイ・アフチェンコ著/河
尾基訳

群像社 983.7/A96

533 方言でたのしむイソップ物語 [イソップ著]/安野光雅絵・文 平凡社 991.7/A17

534 ぺちゃくちゃばーぶー(こどものとも年少版:499号) たかどのほうこさく 福音館書店 E//18
535 ぴんくさんとかぼちゃ(こどものとも:751号) 島津和子さく 福音館書店 E//18
536 バッタ(かがくのとも:595号) 槐真史ぶん/廣野研一え 福音館書店 E//18

537 てつがく絵カード : 小さな子どもたちとてつがくするためのテーマ別絵カード
ファビアン・ファンデルハム原
作/シンディ・ファンスヘンデル
イラスト/リヒテルズ直子訳

ほんの木 K100/H26

538 ほんとうはこわい植物図鑑 高橋のぞむ絵 大泉書店 K470/Ta33
539 郷原豊茂の憲法新まるごと講義生中継 : 公務員試験(まるごと講義生中継シリーズ) 郷原豊茂著 TAC株式会社出版事業部 就職/資格

540
2013年～2017年実施試験収録(〈最近5か年〉航空学生. 2018年版)(自衛官採用試験問題解答
集:3)

成山堂書店 就職/資格/'18
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541
2011年～2017年実施試験収録(一般曹候補生 : 最近7か年. 2018年版)(自衛官採用試験問題解
答集:4)

成山堂書店 就職/資格/'18

542
2017年度実施試験収録(自衛官採用試験問題解答集総合版. 2018年版)(自衛官採用試験問題解
答集:1)

成山堂書店 就職/資格/'18

543
2013年～2017年実施試験収録(〈最近5か年〉一般幹部候補生. 2018年版)(自衛官採用試験問題
解答集:6)

成山堂書店 就職/資格/'18

544
行政法 2019年度(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方
上級公務員:13||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワーク
(発行)/七賢出版 (発売)

就職/資格/'19

545
憲法 2019年度(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上
級公務員:11||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワーク
(発行)/七賢出版 (発売)

就職/資格/'19

546 現職人事が書いた「公務員になりたい人へ」の本 : 公務員試験 2020年度版 大賀英徳編著 実務教育出版 就職/資格/'20

547
最新航空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)

吉田力著 秀和システム 就職/資格/['18]

548 自然科学 第4版(警察官・消防官Vテキストシリーズ:3) TAC公務員講座編 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['18]

549 行政学 : 地方上級・国家一般職 [2018]第12版(公務員Vテキスト:11) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['18]

550 広告業界の仕事図鑑(先輩に聞いてみよう!) 宮嶋和明編著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

就職/資格/['18]

551 経営学 : 地方上級・国家一般職・国税専門官 第10版(公務員Vテキスト:13) TAC公務員講座編 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['18]

552 数的推理が面白いほどわかる本 : 公務員試験0から高得点を目指せる 柴崎直孝著 KADOKAWA 就職/資格/['18]

553 判断推理が面白いほどわかる本 : 公務員試験0から高得点を目指せる 柴崎直孝著 KADOKAWA 就職/資格/['18]

554 マクロ経済学 : 地方上級・国家一般職・国税専門官 [2018]第10版(公務員Vテキスト:9) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部
就職/資格
〔'18〕
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