
2018年10月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 PythonによるAI・機械学習・深層学習アプリのつくり方
クジラ飛行机, 杉山
陽一, 遠藤俊輔著

ソシム 007.13/P99

2 フィルターバブル : インターネットが隠していること(ハヤカワ文庫:7751. ハヤカワ文庫NF:459)
イーライ・パリサー
著/井口耕二訳

早川書房 007.3/P23

3 つながっているのに孤独 : 人生を豊かにするはずのインターネットの正体
シェリー・タークル
著/渡会圭子訳

ダイヤモンド社 007.3/Tu6

4 Computers and translation : a translator's guide : US(Benjamins translation library:v. 35)
edited by Harold
Somers

J. Benjamins 007.636/So36

5 やさしいPython入門 第2版 日向俊二著 カットシステム 007.64/H99

6 図書館利用に障害のある人々へのサービス 上巻(JLA図書館実践シリーズ:37-38)
日本図書館協会障害
者サービス委員会編

日本図書館協会 015.97/N71/1

7 図書館利用に障害のある人々へのサービス 下巻(JLA図書館実践シリーズ:37-38)
日本図書館協会障害
者サービス委員会編

日本図書館協会 015.97/N71/2

8 学校図書館基本資料集 野口武悟編
全国学校図書館協
議会

017/N93

9 絵本の現在子どもの未来 : 新装版 松居直著
日本エディタース
クール出版部

019.53/Ma77

10 冒頭を読む 世界の名著101 熊木信太郎編訳 論創社 019.9/Ku33
11 愛読の方法(ちくま新書:1363) 前田英樹著 筑摩書房 019/Ma26

12 世界を変えた本
マイケル・コリンズ
神父 [ほか] 著/藤
村奈緒美訳

エクスナレッジ 020.2/Se22

13 入稿データのつくりかた : CMYK4色印刷・特色2色印刷・名刺・ハガキ・同人誌・グッズ類 井上のきあ著
エムディエヌコー
ポレーション/イン
プレス (発売)

021.49/I55

14 アジア共同体へ向かって : 教育を通じた平和 ワンアジア財団編 芦書房 063/W37
15 集客力を高める博物館展示論 普及版 青木豊著 雄山閣 069.5/A53
16 メディアがつくる現実、メディアをめぐる現実 : ジャーナリズムと社会問題の構築 山口仁著 勁草書房 070.14/Y24
17 沖縄報道 : 日本のジャーナリズムの現在(ちくま新書:1362) 山田健太著 筑摩書房 070.21/Y19
18 子育てで一番大切なこと : 愛着形成と発達障害(講談社現代新書:2491) 杉山登志郎著 講談社 081/16/2491
19 なぜヒトは学ぶのか : 教育を生物学的に考える(講談社現代新書:2492) 安藤寿康著 講談社 081/16/2492
20 崩れる政治を立て直す : 21世紀日本行政改革論(講談社現代新書:2493) 牧原出著 講談社 081/16/2493
21 日本の国益(講談社現代新書:2494) 小原雅博著 講談社 081/16/2494
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22 年代別医学的に正しい生き方 : 人生の未来予測図(講談社現代新書:2495) 和田秀樹著 講談社 081/16/2495
23 自衛隊の闇組織 : 秘密情報部隊「別班」の正体(講談社現代新書:2496) 石井暁著 講談社 081/16/2496
24 ヘーゲルを越えるヘーゲル(講談社現代新書:2497) 仲正昌樹著 講談社 081/16/2497
25 大学生のためのレポート・論文術 最新版(講談社現代新書:2498) 小笠原喜康著 講談社 081/16/2498
26 正義とは何か : 現代政治哲学の6つの視点(中公新書:2505) 神島裕子著 中央公論新社 081/17/2505
27 中国経済講義 : 統計の信頼性から成長のゆくえまで(中公新書:2506) 梶谷懐著 中央公論新社 081/17/2506
28 宇宙はどこまで行けるか : ロケットエンジンの実力と未来(中公新書:2507) 小泉宏之著 中央公論新社 081/17/2507
29 貨幣が語るローマ帝国史 : 権力と図像の千年(中公新書:2508) 比佐篤著 中央公論新社 081/17/2508
30 ひぐまのキッチン(中公文庫:[い-129-1]) 石井睦美著 中央公論新社 081/18/い129-1
31 ブルーロータス(中公文庫:[え-21-2]. 巡査長真行寺弘道) 榎本憲男著 中央公論新社 081/18/え21-2
32 味覚 : 清美庵美食随筆集 改版(中公文庫:[お-5-2]) 大河内正敏著 中央公論新社 081/18/お5-2
33 ドーダの人、西郷隆盛(中公文庫:[か-56-14]) 鹿島茂著 中央公論新社 081/18/か56-14
34 目まいのする散歩 改版(中公文庫:[た-13-9]) 武田泰淳著 中央公論新社 081/18/た13-9
35 最後の名裁き : 大岡越前ふたたび(中公文庫:[は-72-2]) 早見俊著 中央公論新社 081/18/は72-2
36 実歴阿房列車先生(中公文庫:[ひ-37-1]) 平山三郎著 中央公論新社 081/18/ひ37-1
37 銀色のマーメイド(中公文庫:[ふ-48-2]) 古内一絵著 中央公論新社 081/18/ふ48-2

38 食道楽(中公文庫:[む-27-2])
村井弦斎著/村井米
子編訳

中央公論新社 081/18/む27-2

39 自殺論 改版(中公文庫:[テ-4-2])
デュルケーム著/宮
島喬訳

中央公論新社 081/18/テ4-2

40 イエズス会の歴史 上(中公文庫:[ハ-17-1], [ハ-17-2])
ウィリアム・バン
ガート著/[岡安喜
代, 村井則夫訳]

中央公論新社 081/18/ハ17-1

41 イエズス会の歴史 下(中公文庫:[ハ-17-1], [ハ-17-2])
ウィリアム・バン
ガート著/[岡安喜
代, 村井則夫訳]

中央公論新社 081/18/ハ17-2

42 世界史の哲学講義 : ベルリン 1822/23年 上(講談社学術文庫:[2502])
G・W・F・ヘーゲル
[著]/伊坂青司訳

講談社 081/2/2502

43 イタリア海洋都市の精神(講談社学術文庫:[2513]. 興亡の世界史) 陣内秀信 [著] 講談社 081/2/2513

44 中世都市 : 社会経済史的試論(講談社学術文庫:[2526])
アンリ・ピレンヌ著
/佐々木克巳訳

講談社 081/2/2526

45 宮中五十年(講談社学術文庫:[2527]) 坊城俊良 [著] 講談社 081/2/2527
46 聖遺物崇敬の心性史 : 西洋中世の聖性と造形(講談社学術文庫:[2528]) 秋山聰 [著] 講談社 081/2/2528
47 語りかける身体 : 看護ケアの現象学(講談社学術文庫:[2529]) 西村ユミ [著] 講談社 081/2/2529
48 差別の超克 : 原始仏教と法華経の人間観(講談社学術文庫:[2530]) 植木雅俊 [著] 講談社 081/2/2530
49 確率論と私(岩波現代文庫:学術:390) 伊藤清著 岩波書店 081/22/G390
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50 幕末維新変革史 上(岩波現代文庫:学術:391) 宮地正人著 岩波書店 081/22/G391

51 不平等の再検討 : 潜在能力と自由(岩波現代文庫:学術:393)
アマルティア・セン
[著]/池本幸生, 野
上裕生, 佐藤仁訳

岩波書店 081/22/G393

52 墓標なき草原 : 内モンゴルにおける文化大革命・虐殺の記録 上(岩波現代文庫:学術:394) 楊海英著 岩波書店 081/22/G394

53 三略(講談社まんが学術文庫:0011)
太公望原作/堀江一
郎著/十常アキまん
が

講談社 081/25/011

54 最大多数の最大幸福 : 道徳および立法の諸原理序説より(講談社まんが学術文庫:0012)
ベンサム原作/近藤
たかし漫画

講談社 081/25/012

55 トランプのアメリカに住む(岩波新書:新赤版 1736) 吉見俊哉著 岩波書店 081/6-4/1736
56 日本の税金 第3版(岩波新書:新赤版 1737) 三木義一著 岩波書店 081/6-4/1737
57 ルイ・アルチュセール : 行方不明者の哲学(岩波新書:新赤版 1738) 市田良彦著 岩波書店 081/6-4/1738
58 まちづくり都市金沢(岩波新書:新赤版 1739) 山出保著 岩波書店 081/6-4/1739
59 はざまの哲学 野家啓一著 青土社 104/N92

60 IKIGAI : 日本人だけの長く幸せな人生を送る秘訣
茂木健一郎 [著]/恩
蔵絢子訳

新潮社 113/Mo16

61 現象学入門 : 新しい心の科学と哲学のために

ステファン・コイ
ファー, アント
ニー・チェメロ著/
田中彰吾, 宮原克典
訳

勁草書房 116.7/Ka89

62 西田幾多郎の実在論 : AI、アンドロイドはなぜ人間を超えられないのか 池田善昭著 明石書店 121.63/I32
63 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるちょっと進んだ心に関わる統計的研究法の本 1 吉田寿夫著 北大路書房 140.7/Y86/1
64 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるちょっと進んだ心に関わる統計的研究法の本 2 吉田寿夫著 北大路書房 140.7/Y86/2
65 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるちょっと進んだ心に関わる統計的研究法の本 3 吉田寿夫著 北大路書房 140.7/Y86/3

66 Working memory, thought, and action : hbk(Oxford psychology series:no. 45) Alan Baddeley
Oxford University
Press

141.34/B14

67 逆境に生きる子たち : トラウマと回復の心理学
メグ・ジェイ著/北
川知子訳

早川書房 146.2/J29

68 働く人のためのアドラー心理学 : 「もう疲れたよ…」にきく8つの習慣(朝日文庫:[い86-1]) 岩井俊憲著 朝日新聞出版 146.8/I93

69 大切な人を亡くしたあなたに : 悲しみを乗り越えず、受け入れる
ジュリア・サミュエ
ル著/満園真木訳

辰巳出版 146.8/Sa59

70 ひといちばい敏感な子 : 子どもたちは、パレットに並んだ絵の具のように、さまざまな個性を持っている
エレイン・N.アーロ
ン著/明橋大二訳

1万年堂出版 146.82/A79
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71 恋と運命の占い2019(AERA MOOK. AERA占いMOOK:2018-2019) 朝日新聞出版 148//'19
72 不道徳お母さん講座 : 私たちはなぜ母性と自己犠牲に感動するのか 堀越英美著 河出書房新社 150.21/H89
73 大人の道徳 : 西洋近代思想を問い直す 古川雄嗣著 東洋経済新報社 150/F93

74 良心学入門
同志社大学良心学研
究センター編

岩波書店 151.3/D88

75 即答力(朝日文庫) 松浦弥太郎著 朝日新聞出版 159.4/Ma86
76 心に火をつける創業者100人の言葉 市川覚峯著 宝島社 159.84/I14
77 徹底検証神社本庁: その起源から内紛、保守運動まで(ちくま新書:1361) 藤生明著 筑摩書房 175/F67
78 神社崩壊(新潮新書:777) 島田裕巳著 新潮社 175/Sh36
79 仏教語源散策 [正](角川文庫:20755, 21066) 中村元編著 KADOKAWA 180.4/N37/1

80 般若心経註釈集成 中国・日本編
渡辺章悟, 高橋尚夫
編

起心書房 183.2/HaS/W-2

81 大乗仏典のこころ 花岡大学著 法藏館 183/H28

82 西国三十三所 : 草創1300年記念
京都新聞出版セン
ター編

京都新聞出版セン
ター

186.916/Ky6

83 正法眼蔵 : わからないことがわかるということが悟り : 道元(NHK「100分de名著」ブックス) ひろさちや著 NHK出版 188.84/D81
84 美しき教会と祈り : 世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を巡る 松田典子著 講談社 198.2219/Ma75

85 クエーカー入門
ピンク・ダンデライ
オン著/中野泰治訳

新教出版社 198.94/D36

86 あなたは自由か(ちくま新書:1358) 西尾幹二著 筑摩書房 204/N86
87 全世界史 上(新潮文庫:10950, 10951, て-11-2, て-11-3) 出口治明著 新潮社 209/D53/1

88 マクニール世界史講義(ちくま学芸文庫:[マ-40-1])
ウィリアム・H・マ
クニール著/北川知
子訳

筑摩書房 209/Ma99

89 学校では教えてくれない世界史の授業 佐藤賢一著
PHPエディターズ・
グループ/PHP研究
所 (発売)

209/Sa85

90 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 : 公立高校教師YouTuberが書いた 山﨑圭一著 SBクリエイティブ 209/Y43

91 天皇はなぜ紙幣に描かれないのか : 教科書が教えてくれない日本史の謎30 三上喜孝著 小学館 210.04/Mi21
92 縄文土器・土偶(角川文庫:21008) 井口直司 [著] KADOKAWA 210.25/I24
93 「邪馬台国」論争は終わった(古代の地平を拓く:2) 河村日下著 ミネルヴァ書房 210.3/KaK/2

94 「日出処の天子」は誰か : よみがえる古代の真実(なかった別冊:2) 大下隆司, 山浦純著 ミネルヴァ書房 210.3/O78
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95 飛鳥・藤原の宮都を語る : 「日本国」誕生の軌跡 相原嘉之著 吉川弘文館 210.33/A24

96 東寺百合文書 13
京都府立総合資料館
編

思文閣出版 210.4/KyG/T-13

97 幕末維新のリアル : 変革の時代を読み解く7章
上田純子, 僧月性顕
彰会編

吉川弘文館 210.58/G38

98 江戸無血開城の深層 : NHK英雄たちの選択
磯田道史, NHK「英
雄たちの選択」制作
班著

NHK出版 210.61/I85

99 戦中・戦後の暮しの記録 : 君と、これから生まれてくる君へ 暮しの手帖社 210.7/Ku55
100 1★9★3★7(イクミナ) 辺見庸著 金曜日 210.74/H52
101 君は玉音放送を聞いたか : ラジオと戦争 秋山久著 旬報社 210.75/A38

102 本土空襲全記録(NHKスペシャル. 戦争の真実シリーズ:1)
NHKスペシャル取材
班著

KADOKAWA 210.75/N69/1

103 つらい真実 : 虚構の特攻隊神話 改訂版 小沢郁郎著 同成社 210.75/O97
104 「終戦」の政治史 : 1943-1945 鈴木多聞著 東京大学出版会 210.75/Su96

105 綾瀬はるか「戦争」を聞く 2(岩波ジュニア新書:741, 835)
TBSテレビ
『NEWS23』取材班編

岩波書店 210.75/Ta99/2

106 綾瀬はるか「戦争」を聞く [1](岩波ジュニア新書:741, 835)
TBSテレビ
『NEWS23』取材班編

岩波書店 210.75/Ta99/[1]

107 敗戦と占領(戦後日本を読みかえる:1) 坪井秀人編 臨川書店 210.76/Ts15/1
108 運動の時代(戦後日本を読みかえる:2) 坪井秀人編 臨川書店 210.76/Ts15/2
109 バブルと失われた20年(戦後日本を読みかえる:6) 坪井秀人編 臨川書店 210.76/Ts15/6
110 敗戦から日本国憲法制定まで(新潮選書. 戦後史の解放:2/自主独立とは何か:前編) 細谷雄一著 新潮社 210.762/H95/1
111 冷戦開始から講和条約まで(新潮選書. 戦後史の解放:2/自主独立とは何か:後編) 細谷雄一著 新潮社 210.762/H95/2
112 平成を読み解く51の事件 : 1989～2018(文春ムック) 文藝春秋 210.77/B89
113 大坂城全史 : 歴史と構造の謎を解く(ちくま新書:1359) 中村博司著 筑摩書房 216.3/N37
114 アジアのなかの博多湾と箱崎(アジア遊学:224) 九州史学研究会編 勉誠出版 219.1/Ky9
115 挑まれる沖縄戦 : 「集団自決」・教科書検定問題報道総集 沖縄タイムス社編 沖縄タイムス社 219.9/O52

116 教養の中国史
津田資久, 井ノ口哲
也編著

ミネルヴァ書房 222.01/Ts34

117 モンゴル人の中国革命(ちくま新書:1364) 楊海英著 筑摩書房 222.6/Y57
118 テンプル騎士団(集英社新書:0940D) 佐藤賢一著 集英社 230.45/Sa85
119 世界システム論講義 : ヨーロッパと近代世界(ちくま学芸文庫:[カ39-1]) 川北稔著 筑摩書房 230.5/Ka94
120 ロシアと黒海・地中海世界 : 人と文化の交流史 松木栄三著 風行社 238.04/Ma79
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書名 著者名 出版者 請求記号

121 ナチスに挑戦した少年たち
フィリップ・フーズ
作/金原瑞人訳

小学館 238.95/P34

122 アメリカ文化年表 : 文化・歴史・政治・経済 杉山直子 [ほか] 著 南雲堂 253/A44

123 なにわ大坂をつくった100人 : その素顔を探し求めて : 歴史は生きている最新フィールドノート 古代-15世紀篇
関西・大阪21世紀協
会編著

澪標 281.63/Ka59/1

124 史上最悪の破局を迎えた13の恋の物語
ジェニファー・ライ
ト著/二木かおる訳

原書房 283/W94

125 天皇陛下の私生活 : 1945年の昭和天皇(新潮文庫:10952, よ-41-1) 米窪明美著 新潮社 288.41/Sh97
126 土光敏夫 : 無私の人(人物文庫:う2-1) 上竹瑞夫著 学陽書房 289.1/D83

127 難題が飛び込む男土光敏夫 伊丹敬之著
日本経済新聞出版
社

289.1/D83

128 正伝岡田以蔵 松岡司著 戎光祥出版 289.1/O38
129 走り続ける力 山中伸弥著 毎日新聞出版 289.1/Y34
130 横田喜三郎 1896-1993 : 現実主義的平和論の軌跡 片桐庸夫著 藤原書店 289.1/Y78
131 「孤独」は消せる。 : 私が「分身ロボット」でかなえたいこと 吉藤健太朗著 サンマーク出版 289.1/Y87
132 ココ・シャネルの言葉(だいわ文庫:327-3D) 山口路子著 大和書房 289.3/C33
133 アンネ・フランクに会いに行く(岩波ジュニア新書:879) 谷口長世著 岩波書店 289.3/F44

134 ある世捨て人の物語 : 誰にも知られず森で27年間暮らした男
マイケル・フィンケ
ル著/宇丹貴代実訳

河出書房新社 289.3/Kn3

135 カール・マルクス入門 的場昭弘著 作品社 289.3/Ma59
136 今こそ学ぼう地理の基本 長谷川直子編 山川出版社 290.1/H36
137 国マニア : 世界の珍国、奇妙な地域へ!(ちくま文庫:[よ-24-1]) 吉田一郎著 筑摩書房 290.4/Y86
138 世界の国情報 : 世界193カ国の基礎情報が一目で分かる 2018 リブロ 290/Se22/'18
139 ふしぎの国のバード 5(Beam comix) 佐々大河著 KADOKAWA 291.09/SaT/F-5

140 関西休日おさんぽBOOK(LMAGA MOOK)
京阪神エルマガジ
ン社

291.6/Ke23

141 どこにでも神様 : 知られざる出雲世界をあるく 野村進著 新潮社 291.73/N95

142 もう一度学びたい地理(大人のカルチャー叢書)
「もう一度学びたい
地理」編集部 [編]

枻出版社 291/Mo18

143 渡辺直美の撮る!旅!台湾! 渡辺直美著 光文社 292.24/W46
144 公共哲学からの応答 : 3・11の衝撃の後で(筑摩選書:0030) 山脇直司著 筑摩書房 301/Y47
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書名 著者名 出版者 請求記号

145 英語で案内する日本の伝統・大衆文化辞典
森口稔編著/William
S. Pfeiffer英文校
閲

三省堂 302.1/Mo48

146 タイの基礎知識(アジアの基礎知識:1) 柿崎一郎著 めこん 302.237/Ka26
147 シンガポールの基礎知識(アジアの基礎知識:2) 田村慶子著 めこん 302.2399/Ta82

148 共生の「くに」を目指して : 働く者が報われる社会に 赤堀芳和著
講談社エディトリ
アル

304/A28

149 路地裏の資本主義(角川SSC新書:231) 平川克美著 KADOKAWA 304/H64
150 社会科学系論文の書き方 明石芳彦著 ミネルヴァ書房 307/A32

151 はじめての選挙権 : 年若き友に
眞方忠道編著/千葉
眞編著

南窓社 310.4/Ma29

152 保守と大東亜戦争(集英社新書:0941A) 中島岳志著 集英社 311.21/N34

153 民意のはかり方 : 「世論調査×民主主義」を考える
吉田徹編/岩本裕,
西田亮介, 三輪洋文
[執筆]

法律文化社 311/Y86

154 枝野幸男、魂の3時間大演説 : 「安倍政権が不信任に足る7つの理由」
枝野幸男[述]/ハー
バー・ビジネス・オ
ンライン編

扶桑社 312.1/E21

155 犠牲のシステム福島・沖縄(集英社新書:0625C) 高橋哲哉著 集英社 312.1/Ta33

156 平成史への証言 : 政治はなぜ劣化したか(朝日選書:976)
田中秀征著/吉田貴
文聞き手

朝日新聞出版 312.1/Ta84

157 象徴天皇を哲学する 田中久文著 青土社 313.61/Ta84

158 個人情報保護法の逐条解説 : 個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法 第6版 宇賀克也著 有斐閣 316.1/U54

159 ジハード大陸 : 「テロ最前線」のアフリカを行く 服部正法著 白水社 316.4/H44
160 先住民アイヌはどんな歴史を歩んできたか(歴史総合パートナーズ:5) 坂田美奈子著 清水書院 316.811/Sa37

161 GPS捜査とプライバシー保護 : 位置情報取得捜査に対する規制を考える 指宿信編著
現代人文社/大学図
書 (発売)

317.75/I12

162 公務員人事改革 : 最新米・英・独・仏の動向を踏まえて 村松岐夫編著 学陽書房 317.9/Mu48

163 冷戦史
ロバート・マクマン
著/平井和也訳

勁草書房 319.02/Ma99

164 「テロとの闘い」と日本 : 連立政権の対外政策への影響 宮崎洋子著 名古屋大学出版会 319.1/Mi88

165 朝鮮民主主義人民共和国 : 米国との対決と核・ミサイル開発の理由 伊藤孝司著 一葉社 319.2105/I91

166 裏口からの参戦 : ルーズベルト外交の正体1933-1941 上
チャールズ・カラ
ン・タンシル著/渡
辺惣樹訳

草思社 319.53/R72/1
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167 裏口からの参戦 : ルーズベルト外交の正体1933-1941 下
チャールズ・カラ
ン・タンシル著/渡
辺惣樹訳

草思社 319.53/R72/2

168 安全保障学入門 新訂第5版

防衛大学校安全保障
学研究会編著/武田
康裕, 神谷万丈責任
編集

亜紀書房 319.8/B62

169 戦争・核に抗った忘れえぬ人たち 岩垂弘著 同時代社 319.8/I92
170 ヒロシマ・パラドクス : 戦後日本の反核と人道意識 根本雅也著 勉誠出版 319.8/N64

171 辺野古に基地はつくれない(岩波ブックレット:No. 987)
山城博治, 北上田毅
著

岩波書店 319.8/Y44

172 問題演習基本七法 : 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法/刑法/刑事訴訟法 法学教室編集室編 有斐閣 320/Y96

173 憲法(判例トレーニング)
棟居快行, 工藤達
朗, 小山剛編/赤坂
幸一 [ほか] 執筆

信山社出版 323.14/Ke51

174 憲法講義 第2版
本秀紀編/愛敬浩二
[ほか]著

日本評論社 323.14/Mo83

175 詳説天皇の退位 : 平成の終焉 飯田泰士著 昭和堂 323.15/I26
176 ドイツ連邦共和国基本法 : 全訳と第62回改正までの全経過 初宿正典訳 信山社 323.34/Sh92
177 アメリカ憲法入門 第8版(外国法入門双書) 松井茂記著 有斐閣 323.53/Ma77
178 行政法 第4版(Legal quest) 稲葉馨 [ほか] 著 有斐閣 323.9/G99
179 公務員をめざす人に贈る行政法教科書 板垣勝彦著 法律文化社 323.9/I86
180 ケースブック行政法 第6版(弘文堂ケースブックシリーズ) 稲葉馨 [ほか] 編 弘文堂 323.9/Ke61

181 行政手続法・行政不服審査法 第3版(コンメンタール行政法:1) 室井力 [ほか] 編著 日本評論社 323.9/Ko75/1

182 現代行政救済論 第3版(行政法:2) 大橋洋一著 有斐閣 323.9/OhY/2

183 ファーストステップ改正民法
西口竜司編著/小田
紗織, 城戸直樹著

中央経済社/中央経
済グループパブ
リッシング (発売)

324/N81

184 判例刑法総論 第7版 西田典之 [ほか] 著 有斐閣 326.098/H29

185 判例刑法各論 第7版 西田典之 [ほか] 著 有斐閣 326.098/H29

186 刑法総論講義 第5版補訂版 松宮孝明著 成文堂 326.1/Ma81
187 刑法各論講義 第5版 松宮孝明著 成文堂 326.2/Ma81
188 刑法各論 第7版 / 橋爪隆補訂(法律学講座双書) 西田典之著 弘文堂 326.2/N81

8



2018年10月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

189 袴田事件これでも死刑なのか 小石勝朗著
現代人文社/大学図
書 (発売)

326.23/Ko33

190 概説サイバー犯罪 : 法令解説と捜査・公判の実際
河村博, 上冨敏伸,
島田健一編

青林書院 326.26/G15

191 ドキュメント死刑に直面する人たち : 肉声から見た実態 佐藤大介著 岩波書店 326.41/Sa85
192 入門刑法学 第2版 各論(法学教室Library) 井田良著 有斐閣 326/IdM/2
193 警察官のための刑法講義 第2版 津田隆好著 東京法令出版 326/Ts34
194 家庭裁判所物語 清永聡著 日本評論社 327.123/Ki88

195
司法書士の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本 第2版(本当のところどうなの? 本音がわかる!仕事がわか
る!)

大越一毅著 秀和システム 327.17/O53

196 こんなにおもしろい司法書士の仕事 第9版 山本浩司著
中央経済社/中央経
済グループパブ
リッシング (発売)

327.17/Y31

197 ポピュリズムと司法の役割 : 裁判員制度にみる司法の変質 斎藤文男著
花伝社/共栄書房
(発売)

327.67/Sa25

198 国際人権法(法律学の森) 芹田健太郎著 信山社 329.21/Se83
199 国際機構論入門 山田哲也著 東京大学出版会 329.3/Y19
200 考証東京裁判 : 戦争と戦後を読み解く(歴史文化ライブラリー:476) 宇田川幸大著 吉川弘文館 329.67/U26
201 経済学は悲しみを分かち合うために : 私の原点 神野直彦著 岩波書店 331.04/J52

202 経済のしくみ(池上彰のマンガでわかる経済学:1)
池上彰著/北田瀧シ
ナリオ/松浦まどか
作画

日本経済新聞出版
社

331/I33/1

203 ニュースがわかる(池上彰のマンガでわかる経済学. 2)
日本経済新聞出版
社

331/I33/2

204 Q&A日本経済のニュースがわかる! 2019年版 日本経済新聞社編
日本経済新聞出版
社

332.107/N71/'19

205 少子化社会対策白書 平成30年版 内閣府編 勝美印刷 334.31/N28/'18

206 コミュニティ通訳 : 多文化共生社会のコミュニケーション
水野真木子, 内藤稔
著

みすず書房 334.41/Mi96

207 イーロン・マスクの世紀 : the age of Elon Musk 兼松雄一郎著
日本経済新聞出版
社

335.13/Mu85

208 中小企業の経営社会学 : もうひとつの中小企業論 寺岡寛著 信山社 335.35/TeH/C-2

209
最新コーポレートガバナンスの基本と実践がよ～くわかる本 : 事例に見る日本の企業統治の現在(図解入門ビジ
ネス. How-nual)

清水三七雄著 秀和システム 335.4/Sh49

210 女性起業はじめの一歩と続け方 : 女性経営者16人が教える起業のポイントと続ける極意
ブレインワークス編
著

カナリアコミュニ
ケーションズ

335/B91
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211 現代企業論入門 : 会社設立から発展、再生まで 上坂卓郎著
中央経済社/中央経
済グループパブ
リッシング (発売)

335/Ka38

212 自宅でひとり起業仕事図鑑 : マイペースで働く!(Do books) 滝岡幸子著 同文舘出版 335/Ta73
213 出口汪の大人の語彙力トレーニング 出口汪著 水王舎 336.07/D53

214
「3か月」の使い方で人生は変わる : Googleで学び、シェアNo.1クラウド会計ソフトfreeeを生み出した「3か月
ルール」

佐々木大輔著 日本実業出版社 336.2/Sa75

215 世界でいちばん働きがいのある会社
マイケル C.ブッ
シュ, GPTW調査チー
ム著/笹山裕子訳

日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

336.4/B95

216 「働き方改革」の法改正で働き方がこう変わる! : 変えなきゃいけない働き方のルールがよくわかる
浅香博胡, 白石多賀
子, 山田晴男[著]

社会保険研究所 336.4/H42

217 成長する人と組織 : 人間主義的視点をもつ人的資源管理論 栗山直樹著 創成社 336.4/Ku69

218 新しい労働時間管理 導入と運用の実務 : 自社に最適な制度が見つかる
社労士業務戦略集団
SK9著

日本実業出版社 336.44/Sh13

219 求められる人材になるための社会人基礎力講座 第2版 山崎紅著
日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

336.49/Y48

220 これだけは知っておきたい「レポート・報告書」の基本と常識 : 迅速に、正確に書くための必携の1冊! 改訂版 ザ・アール著 フォレスト出版 336.5/Z1

221 財務会計の基礎 第5版 上野清貴著
中央経済社/中央経
済グループパブ
リッシング (発売)

336.9/U45

222 世界一やさしい簿記の教科書1年生 村田栄樹著 ソーテック社 336.91/Mu59
223 ドラッカー経営がよくわかる本(図解ポケット) 藤屋伸二著 秀和システム 336/D92
224 金融経済学入門 清水克俊著 東京大学出版会 338.01/Sh49
225 金融商品取引法への誘い 川口恭弘著 有斐閣 338.16/Ka92
226 働きたくないけどお金は欲しい : 時間の自由と経済の自由を手に入れる人生の歩き方 遠藤洋著 マネジメント社 338.18/E59
227 リーマン・ショック : 元財務官の回想録 篠原尚之著 毎日新聞出版 338.9/Sh67
228 キャッシュレス経済 : 21世紀の貨幣論 川野祐司著 文眞堂 338/Ka96
229 ブロックチェーンの描く未来 森川夢佑斗著 ベストセラーズ 338/Mo51
230 いま君に伝えたいお金の話 村上世彰著 幻冬舎 338/Mu43
231 ザ・キャズム : 今、ビットコインを買う理由  : the chasm : cryptocurrency era 中川博貴著 実業之日本社 338/N32
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232 図説日本の税制 平成30年度版 増原義剛編 財経詳報社 345.21/Z8/'18
233 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるごく初歩の統計の本 補足1 吉田寿夫著 北大路書房 350.1/Ｙ86/2
234 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるごく初歩の統計の本 補足2 吉田寿夫著 北大路書房 350.1/Ｙ86/3
235 謝る力 城島徹著 清水書院 361.4/J66

236 偏見や差別はなぜ起こる? : 心理メカニズムの解明と現象の分析 北村英哉, 唐沢穣編 ちとせプレス 361.4/Ki68

237 人間関係の社会心理学 松田幸弘編著 晃洋書房 361.4/Ma75
238 僕たちはどう伝えるか : 人生を成功させるプレゼンの力 中田敦彦著 宝島社 361.4/N43
239 イケズの構造(新潮文庫:8242, い-89-1) 入江敦彦著 新潮社 361.42/I64
240 言葉、通じてない? : コミュニケーションの歴史としくみ 石井正人著 新日本出版社 361.45/I75

241 美人は「しぐさ」で作られる 伊東明著
ヴィレッジブック
ス

361.454/I89

242 差別はいつ悪質になるのか(サピエンティア:54)
デボラ・ヘルマン著
/池田喬, 堀田義太
郎訳

法政大学出版局 361.8/H51

243 結婚差別の社会学 齋藤直子著 勁草書房 361.86/Sa25

244 社会学大図鑑
クリストファー・
ソープほか著/沢田
博訳

三省堂 361/Sh12

245 物語でわかるAI時代の仕事図鑑 竹内一正著 宝島社 366.04/Ta67
246 働き方改革法で労務管理はこう変わる : 2019年4月から順次施行 : サクッと早わかり! 岡田良則著 自由国民社 366.14/O38

247 働き方改革法 : 労働基準法、労働安全衛生法、パート労働法、派遣法(1冊でわかる!改正早わかりシリーズ) 大村剛史著/高亮著 労務行政 366.14/O64

248 発達障害の人の「私たちの就活」(発達障害者の自立・就労を支援する本:3)
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/H43/3

249
職業リハビリテーションの基礎と実践 : 障害のある人の就労支援のために : 職場への移行支援 : 職業生活の継
続

日本職業リハビリ
テーション学会編

中央法規出版 366.28/N71

250 女子のための「手に職」図鑑 : 一生困らない 華井由利奈著 光文社 366.29/H27

251 最低賃金1500円がつくる仕事と暮らし : 「雇用崩壊」を乗り越える

後藤道夫編/中澤秀
一編/木下武男編/今
野晴貴編/福祉国家
構想研究会編

大月書店 366.44/Sa24

252 キャリアの心理学 : キャリア支援への発達的アプローチ 新版, 第2版
渡辺三枝子編著/大
庭さよ [ほか著]

ナカニシヤ出版 366.94/W46
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253 男女平等はどこまで進んだか : 女性差別撤廃条約から考える(岩波ジュニア新書:874)
国際女性の地位協会
編

岩波書店 367.1/Ko51

254 世界30か国のふつうの暮らし(地球家族:[正])

マテリアルワール
ド・プロジェクト著
/近藤真理, 杉山良
男訳

TOTO出版 367.3/Ma71/1

255 「母親に、死んで欲しい」 : 介護殺人・当事者たちの告白
NHKスペシャル取材
班著

新潮社 367.3/N69

256 自分の終い方 : 元気なうちに選ぶ"終のすみか" 高橋寛美著 総合法令出版 367.7/Ta33

257 僕たちのカラフルな毎日 : 弁護士夫夫の波瀾万丈奮闘記 南和行, 吉田昌史著 産業編集センター 367.97/Mi37

258 オレは絶対にワタシじゃない : トランスジェンダー逆襲の記 遠藤まめた著
はるか書房/星雲社
(発売)

367.98/E59

259 自殺対策白書 平成30年版 内閣府編集 佐伯印刷 368.3/N28/'18
260 「身体(からだ)を売る彼女たち」の事情 : 自立と依存の性風俗(ちくま新書:1360) 坂爪真吾著 筑摩書房 368.4/Sa38
261 福祉系学生のためのレポート&卒論の書き方 3訂 川村匡由著 中央法規出版 369.07/Ka95

262 介護福祉士ズバリ予想模試&詳細解説 : 合格サポート 2019年版

秋草学園福祉教育専
門学校, 介護福祉士
テキスト作成委員会
著

ナツメ社 369.079//'19

263 社会福祉士国家試験過去問一問一答+α 2019 専門科目編
日本社会福祉士養成
校協会監修

中央法規出版 369.079//'19-1

264 ソーシャルワーク : 人々をエンパワメントする専門職

ブレンダ・デュボ
ワ, カーラ・K・マ
イリー著/上田洋介
訳

明石書店 369.16/D93

265 対人援助の現場で使える聴く・伝える・共感する技術便利帖 大谷佳子著 翔泳社 369.16/O95
266 障害者福祉サービス従事者におけるホスピタリティ意識の形成 星野晴彦著 ミネルヴァ書房 369.17/H92

267 傾聴ボランティア体験記
ホールファミリーケ
ア協会編

三省堂 369.26/H89

268 これならわかるスッキリ図解介護事故・トラブル

小林彰宏監著/介護
リスクマネジメント
研究会著/大坪孝行
編

翔泳社 369.26/Ko12

269 実録!介護のオシゴト : 楽しいデイサービス 2(Akita essay collection) 國廣幸亜著 秋田書店 369.26/Ku43/2
270 実録!介護のオシゴト : 楽しいデイサービス 3(Akita essay collection) 國廣幸亜著 秋田書店 369.26/Ku43/3
271 実録!介護のオシゴト : 楽しいデイサービス 4(Akita essay collection) 國廣幸亜著 秋田書店 369.26/Ku43/4
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272 実録!介護のオシゴト : 楽しいデイサービス 5(Akita essay collection) 國廣幸亜著 秋田書店 369.26/Ku43/5
273 実録!介護のオシゴト : 楽しいデイサービス [1](Akita essay collection) 國廣幸亜著 秋田書店 369.26/Ku43/[1]
274 介護民俗学へようこそ! : 「すまいるほーむ」の物語 六車由実著 新潮社 369.26/Mu19
275 注文をまちがえる料理店 小国士朗著 あさ出版 369.26/O26

276 介護がラクになるマンガ排泄ケア(介護Library)
奥井識仁, 奥井まち
こ [著]/もたいみゆ
きマンガ

講談社 369.26/O54

277 写真でわかる移乗・移動ケア : 正しい介助の技術 : オールカラー 田中義行監修 ナツメ社 369.26/Ta84

278 家族のためのユマニチュード : "その人らしさ"を取り戻す、優しい認知症ケア
イヴ・ジネスト, ロ
ゼット・マレスコッ
ティ, 本田美和子著

誠文堂新光社 369.261/Ka99

279 お泊りデイサービスは、なぜ必要なのか : 「樹楽」が提案する、地域に必要とされる介護のカタチ 鶴蒔靖夫著 IN通信社 369.263/A39
280 看護師も涙した老人ホームの素敵な話 小島すがも著 東邦出版 369.263/Ko39

281
「日中おむつゼロ」の排泄ケア : 100の特養で成功! : 寝たきりの利用者が起き上がる、立ち上がる(もっと介護
力!シリーズ)

高頭晃紀著/竹内孝
仁監修

メディカ出版 369.263/Ta55

282 つながりの作法 : 同じでもなく違うでもなく(生活人新書:335)
綾屋紗月, 熊谷晋一
郎著

日本放送出版協会 369.27/A98

283 障害学研究 8(2012)
障害学研究編集委員
会編集

障害学会/明石書店
(発売)

369.27/Sh95/8

284 障害学研究 9(2013)
障害学研究編集委員
会編集

障害学会/明石書店
(発売)

369.27/Sh95/9

285 ダウン症をめぐる政治 : 誰もが排除されない社会へ向けて
キーロン・スミス著
/結城俊哉訳者代表

明石書店 369.27/Sm5

286 異なり記念日 第1版(シリーズケアをひらく) 齋藤陽道著 医学書院 369.276/Sa25

287 防災の法と社会 : 熊本地震とその後
林秀弥, 金思頴, 西
澤雅道著

信山社 369.3/B66

288 まずはごはん : ささえあう社会への、はじめの一歩
CPAO, 徳丸ゆき子企
画・編著

日本機関紙出版セ
ンター

369.4/C89

289 まるごと入門障害児の人格を育てる放課後実践 村岡真治著
全国障害者問題研
究会出版部

369.49/Mu55

290 園芸福祉入門
日本園芸福祉普及協
会編

創森社 369/N71

291 教育原理(よくわかる!教職エクササイズ:1)
島田和幸, 高宮正貴
編著

ミネルヴァ書房 370.4/Y79/1
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292 生徒指導・進路指導 : 理論と方法 第2版(教師のための教育学シリーズ:10)
林尚示編著/伊藤秀
樹編著

学文社 371.08/KyT/10

293 ひきこもりでいいみたい : 私と彼らのものがたり 芦沢茂喜著 生活書院 371.42/A92
294 支援・指導のむずかしい子を支える魔法の言葉(健康ライブラリー : イラスト版) 小栗正幸監修 講談社 371.42/O26

295 いじめから子どもを守る学校づくり : いますぐできる教師の具体策 高橋知己, 小沼豊著 図書文化社 371.42/Ta33

296 子どものこころ、大人のこころ : 先生や保護者が判断を誤らないための手引書 原田眞理著 ナカニシヤ出版 371.43/H32
297 読み書きは人の生き方をどう変えた?(歴史総合パートナーズ:3) 川村肇著 清水書院 372.105/Ka95
298 ヒマラヤに学校をつくる : カネなしコネなしの僕と、見捨てられた子どもたちの挑戦 吉岡大祐著 旬報社 372.2587/Y92
299 憲法施行70年と教育法学の課題(日本教育法学会年報:第47号) 日本教育法学会編 有斐閣 373.2/N71

300 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の小学校教諭過去問 2019年度版(教員採用試験「過去問」シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'19

301 教員採用試験一般教養らくらくマスター 2020年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'20
302 教員採用試験教職教養らくらくマスター 2020年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'20

303 教育実習・学校体験活動(新しい教職教育講座. 教職教育編:13)
小林隆, 森田真樹編
著

ミネルヴァ書房 373.7/Ky5/13

304 ゲームはやっぱり定番が面白い!ジャンケンもう一工夫BEST55+α 中村健一著 黎明書房 374.12/N37
305 初任者でもバリバリ活躍したい!教師のための心得 : 教員1年目の教科書 土居正博著 明治図書出版 374.3/D83
306 たのしく教師デビュー : 通信教育で教員免許を取得し営業マンから高校教師になったボクの話 高野圭著 仮説社 374.3/Ta47

307
学級担任のための残業ゼロの仕事のルール : 40人学級の担任で、大学院にも通う著者はなぜ毎日17時で帰れるの
か : どんな先生でもできる最強の働き方改革!!

庄子寛之著 明治図書出版 374.35/Sh96

308 朝の会・帰りの会&授業でそのまま使える!子どもたちに伝えたいお話75選 : 一日3分でかしこいクラスづくり 佐藤正寿著 明治図書出版 374.43/Sa86

309 健康を科学する実践研究 : 読めばできる!養護教諭の研究ガイド
大野泰子編著/川又
俊則編著

大学教育出版 374.9/O67

310 養護覚え書 : 「養護教諭」の基礎基本 大谷尚子著
ジャパンマシニス
ト社

374.9/O84

311 ここがポイント!学校救急処置 : 基本・実例、子どものなぜに答える 新版
全養サ書籍編集委員
会著

農山漁村文化協会 374.93/Z3

312 スクールロイヤー : 学校現場の事例で学ぶ教育紛争実務Q&A170 神内聡著 日本加除出版 374/J52

313 初等生活科教育(MINERVAはじめて学ぶ教科教育:10)
片平克弘編著/唐木
清志編著

ミネルヴァ書房 375.082/Mi43/10

314 学びの資質・能力
北川達夫, 新井健
一, 中川一史著

東洋館出版社 375.1/Ma43

315 深い学び 田村学著 東洋館出版社 375.1/Ta82

316 子どもの「学びに向かう力」を支える教師の「動き」と「言葉」 立石泰之, 松尾剛著 東洋館出版社 375.1/Ta94

14



2018年10月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

317 情報モラル教育 : 知っておきたい子どものネットコミュニケーションとトラブル予防
西野泰代, 原田恵理
子, 若本純子編著

金子書房 375.199/J66

318 信頼される教師の叱り方 : フツウの教師・デキる教師・凄ワザな教師 中嶋郁雄著 学陽書房 375.2/N42

319 中等社会科の研究 : 「地理総合」「歴史総合」「公共」の可能性と課題 新版
和井田清司 [ほか]
編著

三恵社 375.3/C68

320 考える道徳教育 : 「道徳科」の授業づくり
笹田博通, 山口匡,
相澤伸幸編著

福村出版 375.35/Ka54

321 道徳の授業がもっとうまくなる50の技 佐藤幸司著 明治図書出版 375.352/Sa85

322 算数教育指導用語辞典 第5版
日本数学教育学会編
著

教育出版 375.412/N71

323 数学的活動を通した深い学びのつくり方 : 子どもがわかる!たのしい!算数授業(こうぶんエデュ)
盛山隆雄編著 : 盛
算研著

光文書院 375.412/Se19

324 深い学びで思考力をのばす算数授業18選 1～3年 滝井章著 日本標準 375.412/Ta72/1
325 深い学びで思考力をのばす算数授業18選 4～6年 滝井章著 日本標準 375.412/Ta72/2

326 性教育はどうして必要なんだろう? : 包括的性教育をすすめるための50のQ&A
浅井春夫, 艮香織,
鶴田敦子編著

大月書店 375.49/Se17

327 だれもが主役!安全に配慮した組体操・組立体操の指導法 : DVD付 三宅良輔著 学事出版 375.492/Mi76
328 体育が苦手な教師でも必ずうまくいく!マット・鉄棒・跳び箱指導の教科書 三好真史著 学陽書房 375.492/Mi91

329 「資質・能力」を育むボール運動の授業づくり : 全員参加を保障する体育学習をめざして
佐藤政臣, 冨永泰寛
編著

大修館書店 375.492/Sa86

330 必ずできる!とび箱・鉄棒・マット運動上達のコツ50(まなぶっく:E-26) 米田功監修 メイツ出版 375.492/Y82
331 知りたいことがきっとわかる!道徳教育Q&A 河合宣昌著 日本文教出版 375.73/Ka93
332 音楽はなぜ学校に必要か : その人間的・教育的価値を考える 山本文茂著 音楽之友社 375.76/Y31
333 子どもの音楽表現 : 大槻志津江の仕事に学ぶ 小池順子著 一莖書房 375.762/O89
334 学力観を問い直す国語科の資質・能力と見方・考え方 藤森裕治著 明治図書出版 375.8/F62

335 語り継ぐ力 : アイルランドと日本
奈良アイルランド語
研究会編/池田寛子
[ほか] 著

アイルランド
フューシャ奈良書
店

375.8/N51

336 質の高い言語活動パーフェクトガイド : 小学校国語科 : 新CS(学習指導要領)&3観点評価対応! 1・2年 水戸部修治編著 明治図書出版 375.82/Mi62/1
337 質の高い言語活動パーフェクトガイド : 小学校国語科 : 新CS(学習指導要領)&3観点評価対応! 3・4年 水戸部修治編著 明治図書出版 375.82/Mi62/2
338 質の高い言語活動パーフェクトガイド : 小学校国語科 : 新CS(学習指導要領)&3観点評価対応! 5・6年 水戸部修治編著 明治図書出版 375.82/Mi62/3

339 古典 : 言語文化に親しむ(シリーズ国語授業づくり:中学校||チュウガッコウ)
高橋邦伯, 渡辺春美
編著

東洋館出版社 375.83/Ta33

340 国語授業づくりの基礎・基本 : 学びに向かう力を育む学習環境づくり(シリーズ国語授業づくり. 中学校)
安居總子, 甲斐利恵
子編著

東洋館出版社 375.83/Y64

15



2018年10月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

341 新科目編成とこれからの授業づくり(シリーズ国語授業づくり:高等学校国語科||コウトウ ガッコウ コクゴカ)
町田守弘 [ほか] 編
著

東洋館出版社 375.84/Sh57

342 「読み」の交流で育てるコミュニケーション力 : 「くじらぐも(小1)」から「やまなし(小6)」まで 脇坂幸光著 溪水社 375.852/W33

343 定番教材で考える「深い学び」をうむ国語授業
全国国語授業研究
会, 筑波大学附属小
学校国語研究部編

東洋館出版社 375.852/Z3

344 子どもにウケる!とっておき英語クイズ70 : 小学校
菅正隆, 室井美稚子
著

フォーラム・A 375.8932/Ka56

345
英語がしゃべれる人になりたい! : "小学生の夢を叶える"移行期のカンペキ準備 : ALTに頼らない!担任主導で授
業が出来る!英語ビギナー向け情報満載!(次世代教師シリーズ)

小林智子著 学芸みらい社 375.8932/Ko12

346 根っこを育てる乳児保育 : 育児担当保育がめざすもの 樋口正春編著
ちゃいるどネット
大阪/解放出版社
(発売)

376.1/H56

347 ききょう保育園の異年齢保育 : かかわりが確かな力を育てる
ききょう保育園, 諏
訪きぬ著

新読書社 376.1/Ki29

348 子どもの心に届く言葉かけ : 保育の内容とその方法 柘植誠子 [ほか] 著 ミネルヴァ書房 376.1/Ko21

349 みんなが知りたい!音楽実技対策 : 保育所・こども園・幼稚園採用試験へ向けて 深見友紀子著

ヤマハミュージッ
クエンタテインメ
ントホールディン
グス出版部

376.14/F72

350
かわいい壁面12か月DX (デラックス) : 年齢別子どもと作れるアイディア47点使える!アレンジ49点(ひかりのく
に保育ブックス:16)

ひかりのくに編集部
編著

ひかりのくに 376.14/H57

351 連絡帳の書き方&文例ハンドブック : 保護者にきちんと伝わる(ナツメ社保育シリーズ) 椛沢幸苗監修 ナツメ社 376.14/Ka11

352 もっとそのまま使える!おたより文例&イラスト : 囲みイラストつき文例も(保カリbooks:35)
永井裕美編著/石川
元子 [ほか] イラス
ト

ひかりのくに 376.14/N14

353 失敗から学ぶ保護者とのコミュニケーション(保育わかばbooks) 大方美香編著 中央法規出版 376.14/O23
354 よくある子どもの病気・ケガまずの対応マニュアル : 「病名」より目の前の子ども! 改訂版 新谷まさこ著 ひかりのくに 376.14/Sh69

355 子どもの育ちをとらえるラーニング・ストーリー : いつでも、どこでも、だれでもできる観察・記録・評価
宍戸良子, 三好伸子
著

北大路書房 376.14/Sh91

356 心が通う保護者との接し方 : ベテラン保育士直伝!(SEIBIDO保育BOOK) 矢吹秀徳著 成美堂出版 376.14/Y12
357 エピソードでわかる!クラス運営に役立つスキル(保育わかばbooks) 石井章仁著 中央法規出版 376.15/I75

358 園内研修に生かせる実践・記録・共有アイディア : 科学する心をはぐくむ保育(Gakken保育books)
秋田喜代美, 神長美
津子監修・執筆

[学研プラス] 376.154/A37
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359 おりがみで作るかわいい室内飾り12か月(potブックス) いまいみさ著 チャイルド本社 376.156/I43
360 子どもイキイキ!園生活が充実する「すきま遊び」(保育わかばbooks) 駒井美智子著 中央法規出版 376.156/Ko57
361 0～5歳児ごっこあそびアイディアBOOK(保カリbooks:50) 小倉和人著 ひかりのくに 376.156/O26
362 0・1・2歳児の造形あそび 奥美佐子著 ひかりのくに 376.156/O55
363 医学部 : 中高生のための学部選びガイド(なるにはBooks) 浅野恵子著 ぺりかん社 376.8

364 発表!大学ブランドランキング2018(リクルートムック) リクルート
377.21/R42/'18-
'19

365 企業研究資金の獲得法
永井正夫, 根本光
宏, 田村元紀著

丸善 377.7/Ki16

366 科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略 改訂第6版 児島将康著 羊土社 377.7/Ko39
367 研究費が増やせるメディア活用術 山本佳世子著 丸善出版 377.7/Y31
368 大学生白書 2018 溝上慎一著 東信堂 377.9/Mi93/'18
369 ろう教育と「ことば」の社会言語学 : 手話・英語・日本語リテラシー 中島武史著 生活書院 378.2/N42

370 コミュニケーションの支援と授業づくり(肢体不自由教育シリーズ:2)
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/Sh92/2

371 これからの健康管理と医療的ケア(肢体不自由教育シリーズ:3)
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/Sh92/3

372 専門性向上につなげる授業の評価・改善(肢体不自由教育シリーズ:4)
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/Sh92/4

373 文字への準備 チャレンジ編(「特別支援教育」学びと育ちのサポートワーク:1) 加藤博之著 明治図書出版 378/KaH/1
374 かずへの準備 チャレンジ編(「特別支援教育」学びと育ちのサポートワーク:2) 加藤博之著 明治図書出版 378/KaH/2
375 国語 「書く力,考える力」の基礎力アップ編(「特別支援教育」学びと育ちのサポートワーク:3, 6) 加藤博之著 明治図書出版 378/KaH/3
376 算数 「操作して、解く力」の基礎力アップ編(「特別支援教育」学びと育ちのサポートワーク:4, 7) 加藤博之著 明治図書出版 378/KaH/4
377 国語 「書く力,伝える力」の実力アップ編(「特別支援教育」学びと育ちのサポートワーク:3, 6) 加藤博之著 明治図書出版 378/KaH/6
378 算数 「生活に役立つ力」の実力アップ編(「特別支援教育」学びと育ちのサポートワーク:4, 7) 加藤博之著 明治図書出版 378/KaH/7
379 特別支援教育重要用語の基礎知識 小野隆行編 学芸みらい社 378/O67

380
特別支援教育の校内研修で学校が変わる! : 「ユニバーサルデザインの学級・授業づくり」ポイント30(トラブル
をドラマに変えてゆく教師の仕事術)

小野隆行著 学芸みらい社 378/O67

381 AI時代を生きる子どもの才能を引き出す「対話力」 : 小・中学生の家庭が今から準備すべき5つの方法 石田勝紀著 ビジネス社 379.9/I72
382 小学生の学力は「ノート」で伸びる! : 全学年全教科に活用! 最新版 親野智可等著 すばる舎 379.9/O95
383 はじまりは愛着から : 人を信じ、自分を信じる子どもに 佐々木正美著 福音館書店 379.9/Sa75
384 性食考 赤坂憲雄著 岩波書店 380.1/A32
385 遠野物語(新潮文庫:10580, や-15-1) 柳田国男著 新潮社 382.122/Y53
386 「ファット」の民族誌 : 現代アメリカにおける肥満問題と生の多様性 碇陽子著 明石書店 382.53/I31
387 ノモレ 国分拓 [著] 新潮社 382.68/Ko45
388 図説指輪の文化史(ふくろうの本) 浜本隆志著 河出書房新社 383.3/H24

17



2018年10月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

389 コーヒーと日本人の文化誌 : 世界最高のコーヒーが生まれる場所
メリー・ホワイト著
/有泉芙美代訳

創元社 383.889/W68

390 古生物学者、妖怪を掘る : 鵺の正体、鬼の真実(NHK出版新書:556) 荻野慎諧著 NHK出版 388.1/O25
391 アイヌの昔話 : ひとつぶのサッチポロ(平凡社ライブラリー:20) 萱野茂著 平凡社 388.11/Ka98

392 世界幻想動物百科 : ヴィジュアル版
トニー・アラン著/
上原ゆうこ訳

原書房 388/A41

393 「その日暮らし」の人類学 : もう一つの資本主義経済(光文社新書:829) 小川さやか著 光文社 389/O24

394 フェティッシュとは何か : その問いの系譜
ウィリアム・ピーツ
著/杉本隆司訳

以文社 389/P62

395 戦場の素顔 : アジャンクール、ワーテルロー、ソンム川の戦い
ジョン・キーガン著
/高橋均訳

中央公論新社 391.2/Ke17

396 戦略論の原点 普及版
J.C.ワイリー著/奥
山真司訳

芙蓉書房出版 391.3/W98

397 自衛隊イラク日報 : バグダッド・バスラの295日間
防衛省原文/志葉玲
監修

柏書房 392.1076/B62

398 民間防衛 : 日本版
濱口和久, 江崎道
朗, 坂東忠信著

青林堂 393.6/Mi44

399 辺野古問題をどう解決するか : 新基地をつくらせないための提言
新外交イニシアティ
ブ編/柳澤協二 [ほ
か執筆]

岩波書店 395.39/Sh62

400 もう一つの太平洋戦争 : 米陸軍日系二世の語学兵と情報員
J.C.マクノートン著
/森田幸夫訳

彩流社 396.253/Ma99

401 世界一深い100のQ : いかなる状況でも本質をつかむ思考力養成講座

ロジェ・ゲスネリ,
ジャン=ルイ・ボバ
ン[ほか]著/吉田良
子訳

ダイヤモンド社 400/Se22

402 科学大図鑑
アダム・ハート=デ
イヴィスほか著/田
淵健太訳

三省堂 402/Ka16

403 漢書律暦志の研究/隋唐暦法史の研究(藪内清著作集:第2巻)
[藪内清著]/『藪内
清著作集』編集委員
会編

臨川書店 402/YaK/2

404 もう一度学びたい科学(大人のカルチャー叢書)
「もう一度学びたい
科学」編集部[編]

枻出版社 404/Mo18

405 図解身近な科学 : 信じられない本当の話 涌井貞美著 KADOKAWA 404/W35
406 13歳からの研究倫理 : 知っておこう!科学の世界のルール 大橋淳史著 化学同人 407/O28
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407 筋肉は本当にすごい : すべての動物に共通する驚きのメカニズム(ブルーバックス:B-2070) 杉晴夫著 講談社 408/11/2070
408 入門者のPython : プログラムを作りながら基本を学ぶ(ブルーバックス:B-2072) 立山秀利著 講談社 408/11/2072
409 「こころ」はいかにして生まれるのか : 最新脳科学で解き明かす「情動」(ブルーバックス:B-2073) 櫻井武著 講談社 408/11/2073
410 地球46億年気候大変動 : 炭素循環で読み解く、地球気候の過去・現在・未来(ブルーバックス:B-2074) 横山祐典著 講談社 408/11/2074

411
日本列島の下では何が起きているのか : 列島誕生から地震・火山噴火のメカニズムまで(ブルーバックス:B-
2075)

中島淳一著 講談社 408/11/2075

412 ガロアの論文を読んでみた(岩波科学ライブラリー:277) 金重明著 岩波書店 408/14/277

413 数学の萌芽から17世紀前期まで(数学の歴史:1)
メルツバッハ, ボイ
ヤー [著]/久村典子
訳

朝倉書店 410.2/Me69/1

414 17世紀後期から現代へ(数学の歴史:2)
メルツバッハ, ボイ
ヤー [著]/久村典子
訳

朝倉書店 410.2/Me69/2

415 古代から19世紀まで(数学パズル大図鑑 : 名問・難問を解いて楽しむパズルの思考と歴史:1)
イワン・モスコビッ
チ著/櫻井香織訳

化学同人 410.79/Mo81/1

416 20世紀そして現在へ(数学パズル大図鑑 : 名問・難問を解いて楽しむパズルの思考と歴史:2)
イワン・モスコビッ
チ著/櫻井香織訳

化学同人 410.79/Mo81/2

417 中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる : なぜ?を解決! 小杉拓也著 ベレ出版 410/Ko89
418 特集=0の発見(数学文化:第30号) 日本数学協会編集 日本評論社 410/N71/30
419 アンケート分析入門 : Excelによる集計・評価・分析 菅民郎著 オーム社 417/Ka59

420 統計と確率 : よりよい判断をするための数学 改訂版(ニュートン別冊)(NEWTONムック) ニュートンプレス 417/N99

421 世界で一番美しい化学反応図鑑
セオドア・グレイ著
/ニック・マン写真/
武井摩利訳

創元社 431.3/G79

422 138億年の大宇宙 : 宇宙の天体と歴史がすべてわかる!(ニュートン別冊)(NEWTONムック)
渡部潤一, 村山斉監
修

ニュートンプレス 440/W46

423 日本の星名事典 北尾浩一著 原書房 443/Ki72
424 はじめて地理学 : 身近なところから地球の「なぜ」を解き明かす 富田啓介著 ベレ出版 450/To58

425 都市環境の気候学 : 気候変動に伴う都市の高温化と名古屋の熱中症対策に向けて
大和田道雄, 大和田
春樹編/神谷俊彦
[ほか] 著

古今書院 451.9155/O93
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426 海洋(ダイナミック地球図鑑)

ステファン・ハチン
ソン, ローレンス・
E.ホーキンス著/出
田興生, 丸武志, 武
舎広幸訳

新樹社 452/H98

427 地震学をつくった男・大森房吉 : 幻の地震予知と関東大震災の真実 上山明博著 青土社 453.021/O63
428 日本列島の地震・津波・噴火の歴史 : 科学の目で見る(Beret science) 山賀進著 ベレ出版 453.21/Y21
429 リアルサイズ古生物図鑑 : 古生物のサイズが実感できる! 古生代編 土屋健著 技術評論社 457/Ts32 /1
430 ツチハンミョウのギャンブル 福岡伸一著 文藝春秋 460.4/F82

431 カビ図鑑 : 野外で探す微生物の不思議
細矢剛, 出川洋介,
勝本謙著/伊沢正名
写真

全国農村教育協会 465.8/Ka11

432 トコトンやさしい微生物の本(B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ) 中島春紫著 日刊工業新聞社 465/N34

433 ビジュアルで見る遺伝子・DNAのすべて : 身近なトピックで学ぶ基礎構造から最先端研究まで
キャット・アーニー
著/桐谷知未訳

原書房 467.2/A79

434 NHKスペシャル人類誕生
NHKスペシャル「人
類誕生」制作班編

学研プラス 469.2/N69

435 ぴかぴか深海生物(けったいな生きもの)
エリック・ホイト
[著]/北村雄一訳

化学同人 481.74/H96

436 先生、脳のなかで自然が叫んでいます!(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学:番外編) 小林朋道著 築地書館 481.78/Ko12

437 キリンの一撃 : サヴァンナの動物たちが見せる進化のスゴ技
レオ・グラッセ著/
鈴木光太郎訳

化学同人 482.4/G77

438 野外の毒虫と不快な虫 : 原色図鑑 新版 梅谷献二編 全国農村教育協会 486.1/U73

439 おもろい虫(けったいな生きもの)
マイケル・ウォレッ
ク [著]/北村雄一訳

化学同人 486/W88

440 魚類学
矢部衞, 桑村哲生,
都木靖彰編

恒星社厚生閣 487.51/G99

441 鹿と日本人 : 野生との共生1000年の知恵 田中淳夫著 築地書館 489.86/Ta84
442 医療心理学を考える : カウンセリングと医療の実践 松田真理子著 晃洋書房 490.14/Ma74
443 死を前にした人にあなたは何ができますか? 小澤竹俊著 医学書院 490.14/O97
444 医療4.0 : 第4次産業革命時代の医療 : 未来を描く30人の医師による2030年への展望 加藤浩晃著 日経BP社 490.4/Ka86

445 図解PubMedの使い方 : インターネットで医学文献を探す 第7版
岩下愛, 山下ユミ共
著

日本医学図書館協
会/紀伊國屋書店
(発売)

490.7/I96
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446 ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。 幡野広志著
PHPエディターズ・
グループ/PHP研究
所 (発売)

491.65/H42

447 看護研究サクセスマニュアル 新版(ナース専科BOOKS) 竹内登美子監修

エス・エム・エス/
インプレスコミュ
ニケーションズ
(発売)

492.907/Ta67

448 看護研究のための文献検索ガイド 第4版増補版
山崎茂明, 六本木淑
恵著

日本看護協会出版
会

492.907/Y48

449 産科 第4版(病気がみえる:v. 10)
医療情報科学研究所
編

Medic Media 492/IrJ/B-10

450 婦人科・乳腺外科 第4版(病気がみえる:v. 9)
医療情報科学研究所
編

Medic Media 492/IrJ/B-9

451 老いた親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本 榎本睦郎著 永岡書店 493.185/E63
452 看護師・介護士が知っておきたい高齢者の解剖生理学 : 気持ちに寄り添う仕事をするための実践知識 野溝明子著 秀和システム 493.185/N94

453 「パーキンソン病」「レビー小体型認知症」がわかるQAブック : 最新ガイドラインに準拠! 改訂2版
小阪憲司著/織茂智
之著

メディカ出版 493.74/Ko82

454 デザインされたギャンブル依存症
ナターシャ・ダウ・
シュール著/日暮雅
通訳

青土社 493.743/Sc8

455 バリデーション・ブレイクスルー : 認知症ケアの画期的メソッド

ナオミ・ファイル,
ビッキー・デクラー
ク・ルビン著/飛松
美紀訳

全国コミュニティ
ライフサポートセ
ンター

493.758/F17

456 バリデーションファイル・メソッド : 認知症の人への援助法

ナオミ・ファイル著
/ビッキー・デク
ラーク・ルビン改著
/飛松美紀訳

全国コミュニティ
ライフサポートセ
ンター

493.758/F17

457 敏感すぎて生きづらい人の明日からラクになれる本 長沼睦雄著 永岡書店 493.79/N16
458 敏感すぎる自分を好きになれる本 長沼睦雄著 青春出版社 493.79/N16
459 みんなで取り組む乳幼児健診 原朋邦編集 南山堂 493.92/H32
460 風きって進め魔法の足こぎ車いす 鈴木堅之著 日本評論社 494.78/Su96
461 日本人はなぜ臭いと言われるのか : 体臭と口臭の科学(光文社新書:952) 桐村里紗著 光文社 494.8/Ki53

462 特集月経前を考える(最新女性医療 : 女性医療の今を伝える専門誌:第3巻第2号 (通巻6号))
フジメディカル出
版

495/F61/3-2

463 どもる体(シリーズケアをひらく) 伊藤亜紗著 医学書院 496.9/I89
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464 おひとりさまでも最期まで在宅 : 平穏に生きて死ぬための医療と在宅ケア 第2版 中澤まゆみ著 築地書館 498.021/N46
465 病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。 : 現役看護師イラストエッセイ 仲本りさ著 いろは出版 498.14/N36
466 スタンフォード式疲れない体 山田知生著 サンマーク出版 498.3/Y19
467 地域の食をブランドにする! : 食のテキストを作ろう(岩波ブックレット:No.988) 金丸弘美著 岩波書店 498.5/Ka45

468 新薬の狩人たち : 成功率0.1%の探求
ドナルド・R・キル
シュ, オギ・オーガ
ス著/寺町朋子訳

早川書房 499.02/Ki54

469 あなたのアイデアで特許をとろう!ひとりでできる特許・実用新案取得のススメ 八木彬夫著
産業能率大学出版
部

507.23/Y15

470 日本のダム美 : 近代化を支えた石積み堰堤(シリーズニッポン再発見:10) 川崎秀明著 ミネルヴァ書房 517.72/Ka97

471 クマラボ イン トウホク
隈研吾, 東京大学建
築学専攻隈研究室編

東京大学建築学専
攻隈研究室/東京大
学出版会 (発売)

518.8/Ku33

472 18歳からはじめる環境法 第2版(From 18) 大塚直編 法律文化社 519.12/O88
473 防災・環境のためのGIS 山岸宏光編著 古今書院 519.9/Y23

474 環境経済・政策学事典
環境経済・政策学会
編

丸善出版 519/Ka56

475 三栄建築設計by AERA : 今日も、家をつくる(AERA MOOK. 企業研究) 朝日新聞出版 520.67/Sa61
476 日本の伝統木造建築 : その空間と構法 光井渉著 市ケ谷出版社 521.8/Mi64
477 戦国の城の一生 : つくる・壊す・蘇る(歴史文化ライブラリー:475) 竹井英文著 吉川弘文館 521.823/Ta62
478 建物が語る日本の歴史 海野聡著 吉川弘文館 521/U76
479 忘れられない祈りの聖地 富井義夫写真 山と溪谷社 526.16/To52

480 腕時計のこだわり(ソフトバンク新書:179) 並木浩一著
ソフトバンククリ
エイティブ

535.2/N47

481 宇宙旅行入門
高野忠, パトリッ
ク・コリンズ, 日本
宇宙旅行協会編

東京大学出版会 538.9/U25

482 フクシマの荒廃 : フランス人特派員が見た原発棄民たち
アルノー・ヴォレラ
ン著/神尾賢二訳

緑風出版 543.5/F84

483 なるべく働きたくない人のためのお金の話 大原扁理著 百万年書房 591/O27
484 ソーイング(これならできる!みんなの教科書 : きほんの基本) 水野佳子監修 高橋書店 593.3/Mi96

485
刺しゅう : ステッチの刺し方+すぐに刺せるワンポイント図案(これならできる!みんなの教科書 : きほんの基
本)

立川一美, 堀越綾子
監修

高橋書店 594.2/Ta14

486 かぎ針編みきほんの基本(これならできる!みんなの教科書 : きほんの基本) 川路ゆみこ監修 高橋書店 594.3/Ka93
487 ゼロトレ : Zero training 石村友見著 サンマーク出版 595.6/I78
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488 和食手帖
和食文化国民会議監
修

思文閣出版 596.21/W44

489 パクチーとアジア飯 阿古真理著 中央公論新社 596.22/A38

490 地元っ子、旅のリピーターに聞きました。(台湾行ったらこれ食べよう!) 台湾大好き編集部編 誠文堂新光社 596.22/Ta25/1

491 地元っ子、旅のリピーターに聞きました。(台湾行ったらこれ食べよう!:甘味編) 台湾大好き編集部編 誠文堂新光社 596.22/Ta25/2

492 フランス料理の新しいソース

Noboru Arai,
Yasuhiro Kanayama,
Yusuke Takada,
Yusuke Namai,
Kotaro, Meguro
[著]/柴田書店編

柴田書店 596.23/F92

493 そば・かえし・だし : 人気店の、味づくりの考え方と技術。 旭屋出版編集部編 旭屋出版 596.38/A82
494 食を支えるキッチングッズ : 調理用具,電気・ガス機器とつき合う(クッカリーサイエンス:009) 肥後温子著 建帛社 596.9/H55

495
志麻さんの自宅レシピ : 「作り置き」よりもカンタンでおいしい! : 忙しい人でもちゃちゃっと作れる、ほめら
れごはん

タサン志麻著 講談社 596/Ta93

496 子育て経営学 : 気鋭のビジネスリーダーたちはわが子をどう育てているのか 宮本恵理子著
日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

599.04/Mi77

497 おはようからおやすみまでの12のわらべうたえほん
小林衛己子編/おお
いじゅんこ絵

ハッピーオウル社 599/Ko12

498 廃校再生ストーリーズ 美術出版社 601.1/B42
499 くまモンの成功法則 : 愛され、稼ぎ続ける秘密 チームくまモン著 幻冬舎 601.194/C45

500 トウガラシの歴史(「食」の図書館)
ヘザー・アーント・
アンダーソン著/服
部千佳子訳

原書房 619.91/A79

501 バナナのグローバル・ヒストリー : いかにしてユナイテッド・フルーツは世界を席巻したか
ピーター・チャップ
マン著/小澤卓也,
立川ジェームズ訳

ミネルヴァ書房 625.81/U75

502 はなちゃんのなつやすみ。 石田ゆり子著
東京糸井重里事務
所

645.6/I72

503 見つけて育てる生きもの飼い方ブック : 実は飼える!30種(コツがわかる本) 新宅広二著 メイツ出版 645.9/Sh69
504 ビジネスで1番よく使う英会話 : 現場で本当に使える万能フレーズ160(BIZ No.1) 松井こずえ著 Jリサーチ出版 670.93/Ma77
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505 よくわかる民泊事業Q&A : 届出から運営まで : 平成30年6月施行対応!
住宅宿泊事業法研究
会編集

ぎょうせい 673.99/J98/'18

506 好きをカタチに個性が光るイラストレーターズファイル
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

507 エスキモーに氷を売る ポケット版
ジョン・スポールス
トラ著/中道暁子訳

きこ書房 675/Sp6

508 マーケティングの基本 : この1冊ですべてわかる 新版 安原智樹著 日本実業出版社 675/Y64

509 急伸するデジタル貿易と新興・途上国経済への対応新たな通商ルール構築の必要性(通商白書:平成30年版) 経済産業省編 勝美印刷 678.21/Ke29/'18

510 国道の謎 : 思わず訪ねてみたくなる「酷道・珍道」大全(イースト新書Q:Q045) 風来堂編 イースト・プレス 685.21/F92

511 日航123便墜落 : 遺物は真相を語る 青山透子著 河出書房新社 687.7/A58

512
中学英語でできる1日観光ツアー(ゼロからスタート英語ボランティア : 世界中に友達の輪を広げよう!:観光ガイ
ド編)

川本佐奈恵著 Jリサーチ出版 689/Ka95

513 テレビ最終戦争 : 世界のメディア界で何が起こっているか(朝日新書:676) 大原通郎著 朝日新聞出版 699.3/O27
514 はじめての日本美術史 山本陽子著 山川出版社 702.1/Y31

515 ジャコメッティ彫刻と絵画
デイヴィッド・シル
ヴェスター[著]/武
田昭彦訳

みすず書房 712.345/G41

516 阿修羅像のひみつ : 興福寺中金堂落慶記念(朝日選書:975) 多川俊映 [ほか] 著 朝日新聞出版 718.7/A92

517 フェルメール展公式ガイドブック : 展覧会を10倍楽しむ方法を教えます!(AERA MOOK) 朝日新聞出版著 朝日新聞出版 723.359/V62

518 名画の読解力 : 教養のある人は西洋美術のどこを楽しんでいるのか!? 田中久美子監修
エムディエヌコー
ポレーション/イン
プレス(発売)

723/Ta84

519 ファンタジー世界の地図を描く
Jared Blando著/Bス
プラウト翻訳

ボーンデジタル 726.507/B54

520 デザインの基本ノート : 仕事で使えるセンスと技術が一冊で身につく本 尾沢早飛著 SBクリエイティブ 727/O97

521 静慈圓梵字作品88撰 静慈圓著
セルバ出版/創英社
/三省堂書店 (発
売)

728.216/Sh94

522 すぐわかる中国の書 : 古代〜清時代の名筆 改訂版 可成屋編 東京美術 728.22/Ka46
523 硯の中の地球を歩く 青栁貴史著 左右社 728.3/A57
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524 美しき日本の仏教版画 : すりうつしまいらせるほとけ 内田啓一執筆
大和プレス/東京美
術 (発売)

733/U14

525 いいねが集まる!インスタ映えするポートレートをスマホで撮る88のテクニック 青山裕企著
一迅社/講談社 (発
売)

743.4/A58

526
まるごとわかる!撮り方ブック : 「ミラーレス一眼」から「デジタル一眼レフカメラ」 : 写真編集者が教える"
知らなかった"50のコツ

山崎理佳著 日東書院本社 743/Y48

527 ちゃんとした音楽理論書を読む前に読んでおく本 増補版 侘美秀俊著
リットーミュー
ジック

761/Ta74

528 フジコ・ヘミング14歳の夏休み絵日記 フジコ・ヘミング著 暮しの手帖社 762.3893/H52

529 楽器の音色がすぐ聴ける世界の民族楽器図鑑 民音音楽博物館監修 河出書房新社 763/Mi35

530 Journals
カート・コバーン著
/竹林正子訳

ロッキング・オン 767.8/C81

531 図解日本音楽史 増補改訂版 田中健次著 東京堂出版 768.02/Ta84
532 魅せる自分のつくりかた : 「演劇的教養」のすすめ(講談社選書メチエ:682) 安田雅弘著 講談社 771.7/Y62
533 別冊声優ラジオの時間 : 伊福部崇のラジオのラジオ(綜合ムック) 綜合図書 772.1/So28
534 ムロ本、 ムロツヨシ著 ワニブックス 778.21/Mu76
535 映画がつなぐ中国と日本 : 日中映画人インタビュー 劉文兵著 東方書店 778.222/L73
536 いつかすべてが君の力になる(14歳の世渡り術) 梶裕貴著 河出書房新社 778.77/Ka23
537 宮崎駿が描いた少女たち(新典社選書:88) 野村幸一郎編 新典社 778.77/Mi88
538 火星人の殺し方 松本人志監修 文藝春秋 779.14/Ma81

539 紙芝居百科
紙芝居文化の会企画
制作

童心社 779.8/Ka38

540 オリンピックと日本人の心 鈴木くにこ著 内外出版 780.69/Su96

541 スポーツガバナンスとマネジメント(Sports perspective series:2)
相原正道, 上田滋
夢, 武田丈太郎著

晃洋書房 780/Su75

542 How football began : a global history of how the world's football codes were born First Edition Tony Collins Routledge 783.47/C84

543 サッカー・ルールの発見 : ルールに隠された秘密を探る歴史と発見の旅 福田純著 悠光堂 783.47/F74
544 清原和博告白 清原和博著 文藝春秋 783.7/Ki85

545 野球ノートに書いた甲子園FINAL : 大阪桐蔭/智辯和歌山 乙訓/智辯学園 横浜隼人
高校野球ドットコム
編集部著

幻冬舎 783.7/Ko44

546 羽生結弦語録 羽生結弦著 ぴあ 784.65/H29

547 生存教室 : ディストピアを生き抜くために(集英社新書:0816C) 内田樹, 光岡英稔著 集英社 789.04/U14
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548 心を打つ剣道 石渡康二著
体育とスポーツ出
版社

789.3/I82

549 いけばな : 花の話を聞くとき : 和英対訳 熊野寿哉著 IBCパブリッシング 793.6/Ku34

550 会話分析の広がり 平本毅 [ほか] 編 ひつじ書房 801.03/Ka21

551 悪態の科学 : あなたはなぜ口にしてしまうのか
エマ・バーン著/黒
木章人訳

原書房 801.4/B99

552 Verbs : aspect and causal structure : hbk(Oxford linguistics) William Croft
Oxford University
Press

801.5/C93

553 アスペクト論(言語学翻訳叢書:第16巻)
ユーリー ・S・マス
ロフ著/林田理恵,
金子百合子訳

ひつじ書房 801.5/Ma64

554 よくわかるメタファー : 表現技法のしくみ(ちくま学芸文庫:[セ-6-1]) 瀬戸賢一著 筑摩書房 801.6/Se93

555
Translation and language education : pedagogic approaches explored : hbk(Translation theories
explored)

Sara Laviosa Routledge 801.7/L39

556
Translation in undergraduate degree programmes : Eur(Benjamins translation library:v. 59. EST
subseries)

edited by Kirsten
Malmkjær

J. Benjamins Pub.
Co.

801.7/Ma39

557 Dictionary of translation studies : hbk
Mark Shuttleworth
& Moira Cowie

Routledge 801.7/Sh99

558
翻訳通訳研究の新地平 : 映画,ゲーム,テクノロジー,戦争,教育と翻訳通訳(立教大学異文化コミュニケーション
学部研究叢書:1)

武田珂代子編著 晃洋書房 801.7/Ta59

559 Foreign language research in cross-cultural perspective : eur : pbk(Studies in bilingualism:v. 2)

edited by Kees De
Bot, Ralph B.
Ginsberg, Claire
Kramsch

J. Benjamins Pub.
Co.

801/F39

560 上手にあがりを隠して人前で堂々と話す法(Do books) 丸山久美子著 同文舘出版 809.4/Ma59

561 日本語語用論入門 : コミュニケーション理論から見た日本語 新版
山岡政紀, 牧原功,
小野正樹著

明治書院 810.1/N71

562 時枝言語学入門国語学への道 : 附現代の国語学ほか 時枝誠記著 書肆心水 810.1/To31
563 コミュニケーション・言語学 第53号 2016年(平成28年)(日本語学論説資料:第5分冊) 論説資料保存会 810.5/3/53-5
564 対照研究 第53号増刊 2016年(平成28年)(日本語学論説資料:第5分冊) 論説資料保存会 810.5/3/53-5-2
565 日本語を教えよう! : 日本で、 そして海外で、 世界中の人に 2019(イカロスMOOK) イカロス出版 810.7//'19

566 くらべてわかる日本語表現文型辞典 : 表現文型765収録
岡本牧子, 氏原庸子
著

Jリサーチ出版 810.7/O42

567 「大平学校」と戦後日中教育文化交流 : 日本語教師のライフストーリーを手がかりに 孫暁英著 日本僑報社 (発売) 810.77/Z1
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568 目でみることば [1]
おかべたかし文/山
出高士写真

東京書籍 812/O37/1

569 目でみることば 2
おかべたかし文/山
出高士写真

東京書籍 812/O37/2

570 言海(ちくま学芸文庫:[ン3-1]) 大槻文彦著 筑摩書房 813.1/O89
571 身近な漢語をめぐる 木村秀次著 大修館書店 814/Ki39
572 失敗しない大人の無敵の語彙大全 : 社会人が知っておくべき言葉555 山口謠司著 PHP研究所 814/Y24

573 日々の会話が華やぐ大和言葉
山下景子, 大島資生
監修

笠倉出版社 814/Y44

574 分かりやすい公用文の書き方 改訂版, 増補 礒崎陽輔著 ぎょうせい 816.4/I85
575 日本語の作法 : しなやかな文章術 中村明著 青土社 816/N37

576 岡山県のことば(日本のことばシリーズ:33)
吉田則夫編/平山輝
男 [ほか] 編集委員

明治書院 818/MeS/N-33

577 県別方言感覚表現辞典
真田信治, 友定賢治
編

東京堂出版 818/Sa61

578 中検準4級問題集 2017年版
日本中国語検定協会
編

光生館 820.79//'17

579 新・中国ってこんな国! : 日々是変化 池上貞子, 張国璐著 朝日出版社 827.7/I33

580 単語でカンタン!旅行韓国語会話 鶴見ユミ著 Jリサーチ出版 829.178/Ts85

581 世界の英語・私の英語 : 多文化共生社会をめざして
本名信行, 竹下裕子
編著/西村信勝 [ほ
か] 著

桐原書店 830.4/H85

582 動詞の「時制」がよくわかる英文法談義
宗宮喜代子, 糸川
健, 野元裕樹著

大修館書店 835.5/D88

583
Basic grammar in use : self-study reference and practice for students of North American English 3rd
ed Student's book with answers

Raymond Murphy
with William R.
Smalzer

Cambridge
University Press

835/Mu78

584 今すぐ使えて、会話がはずむ今日のタメ口英語 kazuma著 KADOKAWA 837.8/Ka99
585 ドイツ語(ニューエクスプレスプラス) 太田達也著 白水社 840/O84
586 イタリア語のABC 改訂版 長神悟著 白水社 870/N15

587 トラウマ類語辞典

アンジェラ・アッ
カーマン, ベッカ・
パグリッシ著/新田
享子訳

フィルムアート社 901.307/A15

588 空想世界構築教典 : あなただけのファンタジーワールドの作り方 増補改訂完全版 宮永忠将著 洋泉社 901.307/Mi79
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589 世界名作"ひとこと"劇場 : 読んどけばよかった、でもきっと読まない、名作文学の短すぎるあらすじ101選
ジョン・アトキンソ
ン著/川合亮平, 東
佑亮訳

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

902/A94

590 19世紀再興篇(怪奇文学大山脈 : 西洋近代名作選:1) 東京創元社 908.3/A64/1
591 20世紀革新篇(怪奇文学大山脈 : 西洋近代名作選:2) 荒俣宏編纂 東京創元社 908.3/A64/2
592 諸雑誌氾濫篇(怪奇文学大山脈 : 西洋近代名作選:3) 東京創元社 908.3/A64/3
593 プーと私(河出文庫:[い41-3]) 石井桃子著 河出書房新社 909/I75
594 なぜ古典を勉強するのか : 近代を古典で読み解くために 前田雅之著 文学通信 910.2/Ma26

595 古代中世文学論考 第37集
古代中世文学論考刊
行会編

新典社 910.23/Shi/K-37

596 現代文士廿八人(講談社文芸文庫:[なU1]) 中村武羅夫 [著] 講談社 910.261/N37
597 三島由紀夫『豊饒の海』VS野間宏『青年の環』 : 戦後文学と全体小説(新典社選書:76) 井上隆史著 新典社 910.268/Mi53
598 文学研究の窓をあける : 物語・説話・軍記・和歌 石井正己, 錦仁編 笠間書院 910.4/I75

599 影の日本史にせまる : 西行から芭蕉へ
嵐山光三郎, 磯田道
史著

平凡社 911.02/Sa18

600 王朝歌合集(和歌文学大系:48)
藏中さやか [ほか]
著

明治書院 911.18/O15

601 芸人と俳人(集英社文庫:ま29-1)
又吉直樹, 堀本裕樹
著

集英社 911.307/Ma71

602 「在日」を生きる : ある詩人の闘争史(集英社新書:0910A) 金時鐘, 佐高信著 集英社 911.52/Ki39
603 いきていてこそ 堀江菜穂子著 サンマーク出版 911.56/H87
604 國語元年 新版(新潮文庫:10846, い-14-35) 井上ひさし著 新潮社 912.6/I57
605 ラノベ古事記 : 日本の神様とはじまりの物語 小野寺優著 KADOKAWA 913.2/Ko39

606 全解絵でよむ古事記 上巻 柿田徹絵
富山房インターナ
ショナル

913.2/Ko39/1

607 全解絵でよむ古事記 中巻 柿田徹絵
富山房インターナ
ショナル

913.2/Ko39/2

608 全解絵でよむ古事記 下巻 柿田徹絵
富山房インターナ
ショナル

913.2/Ko39/3

609 源氏物語と漢 (から) 世界(新典社研究叢書:302) 飯沼清子著 新典社 913.36/I27
610 ことことこーこ 阿川佐和子著 KADOKAWA 913.6/A19
611 わたし、定時で帰ります。 朱野帰子[著] 新潮社 913.6/A33
612 ありふれた風景画(文春文庫:[あ-43-3]) あさのあつこ著 文藝春秋 913.6/A87
613 ガールズ・ブルー [1](文春文庫:[あ-43-1, 4]) あさのあつこ著 文藝春秋 913.6/A87/1
614 ガールズ・ブルー 2(文春文庫:[あ-43-1, 4]) あさのあつこ著 文藝春秋 913.6/A87/2
615 おかあちゃんがほしい : 原爆投下と取り残された子どもたち 梓加依著 素人社 913.6/A99
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616 ゴンちゃん、またね。 ビートたけし作・画 文藝春秋 913.6/B48

617 リアルフェイス(実業之日本社文庫:ち1-3) 知念実希人著 実業之日本社 913.6/C46

618 人間失格 改版(角川文庫:14732) 太宰治 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシ
ング (発売)

913.6/D49

619 僕らの青春 : 下町高校野球部物語(光文社文庫:は15-4) 半村良著 光文社 913.6/H29
620 不夜城(角川文庫:10665, は21-1) 馳星周 [著] 角川書店 913.6/H36
621 美(ちゅ)ら海、血の海(集英社文庫:[は31-4]) 馳星周著 集英社 913.6/H36
622 探偵AI (たんていアイ) のリアル・ディープラーニング(新潮文庫:は-72-1, 10940) 早坂吝著 新潮社 913.6/H47
623 女の子のことばかり考えていたら、1年が経っていた。 東山彰良著 講談社 913.6/H55
624 マチネの終わりに 平野啓一郎著 毎日新聞出版 913.6/H66
625 忘却のレーテ 法条遥 [著] 新潮社 913.6/H81
626 dele (ディーリー) [1](角川文庫:20923, 20992, [ほ20-5], [ほ20-6]) 本多孝好 [著] KADOKAWA 913.6/H84/1
627 盗賊会社 32刷改版(新潮文庫:ほ-4-32) 星新一著 新潮社 913.6/H92
628 つねならぬ話(新潮文庫:ほ-4-47) 星新一著 新潮社 913.6/H92
629 マスカレード・ナイト 東野圭吾著 集英社 913.6/HiK3/M-3
630 北斗 : ある殺人者の回心(集英社文庫:[い47-13]) 石田衣良著 集英社 913.6/I72
631 杏奈は春待岬に(新潮文庫:11003, か-18-12) 梶尾真治著 新潮社 913.6/Ka22
632 天地に燦たり 川越宗一著 文藝春秋 913.6/Ka92
633 億男(文春文庫:[か-75-1]) 川村元気著 文藝春秋 913.6/Ka95
634 ジャッジメント(双葉文庫:こ-29-01) 小林由香著 双葉社 913.6/Ko12
635 青少年のための小説入門 久保寺健彦著 集英社 913.6/Ku11

636 スターティング・オーヴァー(メディアワークス文庫:0224) 三秋縋 [著]
アスキー・メディ
アワークス
/KADOKAWA (発売)

913.6/Mi11

637 ブロードキャスト 湊かなえ著 KADOKAWA 913.6/Mi39
638 禁色 84刷改版(新潮文庫:み-3-5) 三島由紀夫著 新潮社 913.6/Mi53
639 美しい星 改版(新潮文庫:1768, み-3-13) 三島由紀夫著 新潮社 913.6/Mi53
640 愛なき世界 三浦しをん著 中央公論新社 913.6/Mi67
641 ガネーシャと貧乏神(夢をかなえるゾウ:2) 水野敬也著 飛鳥新社 913.6/MiK2/Y-2

642 ペンギン・ハイウェイ(角川文庫:17684) 森見登美彦 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシ
ング (発売)

913.6/Mo54

643 さよならクリームソーダ(文春文庫:[ぬ-2-2]) 額賀澪著 文藝春秋 913.6/N99
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644 昔話法廷 season3

NHK Eテレ「昔話法
廷」制作班編/今井
雅子原作/伊野孝行
挿画

金の星社 913.6/NiH/M-3

645 大江健三郎全小説 5 大江健三郎著 講談社 913.6/O18/5
646 君を愛したひとりの僕へ(ハヤカワ文庫JA:JA1234) 乙野四方字著 早川書房 913.6/O86
647 僕が愛したすべての君へ(ハヤカワ文庫JA:JA1233) 乙野四方字著 早川書房 913.6/O86
648 夏と花火と私の死体(集英社文庫) 乙一著 集英社 913.6/O87
649 あずかりやさん(ポプラ文庫:[お15-1][お15-2]) 大山淳子 [著] ポプラ社 913.6/O95/1
650 銀河食堂の夜 さだまさし著 幻冬舎 913.6/Sa13
651 きょうのできごと 増補新版(河出文庫:[し6-1]) 柴崎友香著 河出書房新社 913.6/Sh17/1
652 きょうのできごと、十年後(河出文庫:[し6-9]) 柴崎友香著 河出書房新社 913.6/Sh17/2
653 国語入試問題必勝法(講談社文庫) 清水義範 [著] 講談社 913.6/Sh49
654 神様の子守はじめました。 [1](コスミック文庫α) 霜月りつ著 コスミック出版 913.6/Sh55/1
655 青くて痛くて脆い 住野よる著 KADOKAWA 913.6/Su63
656 藩消滅! : 明治維新が見捨てた藩四千人の彷徨 高橋銀次郎著 叢文社 913.6/Ta33
657 おまえのすべてが燃え上がる(新潮文庫:10723, た-111-3) 竹宮ゆゆこ著 新潮社 913.6/Ta63
658 おちくぼ姫(角川文庫) 田辺聖子[著] 角川書店 913.6/TaS2/O(1)
659 凍りのくじら(講談社文庫:[つ-28-5]) 辻村深月 [著] 講談社 913.6/Ts44
660 朝が来る(文春文庫:[つ-18-4]) 辻村深月著 文藝春秋 913.6/Ts44
661 子どもたちは夜と遊ぶ 上(講談社文庫:[つ-28-3], [つ-28-4]) 辻村深月 [著] 講談社 913.6/Ts44/1
662 子どもたちは夜と遊ぶ 下(講談社文庫:[つ-28-3], [つ-28-4]) 辻村深月 [著] 講談社 913.6/Ts44/2
663 パプリカ(新潮文庫:つ-4-40) 筒井康隆著 新潮社 913.6/Ts93
664 貴族と奴隷(幻冬舎文庫:や-13-17) 山田悠介[著] 幻冬舎 913.6/Y19
665 僕はロボットごしの君に恋をする 山田悠介著 河出書房新社 913.6/Y19
666 奥の奥の森の奥に、いる。(幻冬舎文庫:や-13-14) 山田悠介 [著] 幻冬舎 913.6/Y19
667 ここから先は何もない 山田正紀著 河出書房新社 913.6/Y19
668 ポプラの秋 25刷改版(新潮文庫:ゆ-6-2) 湯本香樹実著 新潮社 913.6/Y97
669 あやかし夫婦は今世こそ幸せになりたい。 : 浅草鬼嫁日記(富士見L文庫:ゆ-1-2-1) 友麻碧 [著] KADOKAWA 913.6/Y97/1
670 あやかし夫婦は青春を謳歌する。(富士見L文庫:ゆ-1-2-2. 浅草鬼嫁日記:2) 友麻碧 [著] KADOKAWA 913.6/Y97/2
671 あやかし夫婦は、もう一度恋をする。(富士見L文庫:ゆ-1-2-3. 浅草鬼嫁日記:3) 友麻碧 [著] KADOKAWA 913.6/Y97/3
672 あやかし夫婦は君の名前をまだ知らない。(富士見L文庫:ゆ-1-2-4. 浅草鬼嫁日記:4) 友麻碧 [著] KADOKAWA 913.6/Y97/4
673 あやかし夫婦は眷属たちに愛を歌う。(富士見L文庫:ゆ-1-2-5. 浅草鬼嫁日記:5) 友麻碧 [著] KADOKAWA 913.6/Y97/5
674 小川未明童話集 改版(新潮文庫:お-7-1) 小川未明著 新潮社 913.8/O24

675 こころきらきら枕草子 : 笑って恋して清少納言
木村耕一著/黒澤葵
イラスト

1万年堂出版 914.3/Se19
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676 たましいの場所(ちくま文庫:[は42-1]) 早川義夫著 筑摩書房 914.6/H46
677 瓦礫の中から言葉を : わたしの「死者」へ(NHK出版新書:363) 辺見庸著 NHK出版 914.6/H52
678 働く男(文春文庫:[ほ-17-2]) 星野源著 文藝春秋 914.6/H92
679 そして生活はつづく(文春文庫:[ほ-17-1]) 星野源著 文藝春秋 914.6/H92
680 なんらかの事情(ちくま文庫:[き30-2]) 岸本佐知子著 筑摩書房 914.6/Ki58
681 ザ・万字固め 万城目学著 ミシマ社 914.6/Ma34
682 孤独の発明 : または言語の政治学 三浦雅士著 講談社 914.6/Mi67

683 日本の美徳(中公新書ラクレ:624)
瀬戸内寂聴, ドナル
ド・キーン著

中央公論新社 914.6/Se93

684 小さな幸せをひとつひとつ数える 末盛千枝子著
PHPエディターズ・
グループ/PHP研究
所 (発売)

914.6/Su17

685 不明解日本語辞典(新潮文庫:10933, た-86-7) 高橋秀実著 新潮社 914.6/Ta33
686 絵本のこと話そうか : 対談集 松田素子編 KTC中央出版 914.68/Ma74
687 顔ニモマケズ : どんな「見た目」でも幸せになれることを証明した9人の物語 水野敬也著 文響社 916/Mi96

688 「新編」日本女性文学全集 6 渡邊澄子編集
菁柿堂/星雲社 (発
売)

918.6/ShN/6

689 ここにいる(ExLibris)
王聡威著/倉本知明
訳

白水社 923.7/O78

690 日本人と中国故事 : 変奏する知の世界(アジア遊学:223)
森田貴之, 小山順
子, 蔦清行編

勉誠出版 923/N71

691 唐宋八大家文読本<蘇軾>(新書漢文大系:39)
蘇軾[著]/向嶋成美
[訳]著/高橋明郎
[訳]著/王連旺編

明治書院 924.5/So63

692 アイヌの神々の物語 : 四宅ヤエ媼伝承 第2版

四宅ヤエ口述/藤村
久和, 若月亨訳・註
/藤村久和, 合沢寛,
釧路アイヌ語の会編
集

藤田印刷エクセレ
ントブックス

929.21/Sh92

693 ギルガメシュ叙事詩(ちくま学芸文庫) 矢島文夫訳 筑摩書房 929.711/G44

694 イギリス文学を旅する60章(エリア・スタディーズ:167)
石原孝哉, 市川仁編
著

明石書店 930.2/I74

695 英米文学つれづれ草 : もしくは、「あらかると」 岡本正明著 朝日出版社 930.27/O42

696 カズオ・イシグロの視線 : 記憶・想像・郷愁
荘中孝之, 三村尚
央, 森川慎也編

作品社 930.278/I73

697 カズオ・イシグロを語る(長崎文献社ブックレット) 平井杏子著 長崎文献社 930.278/I73

31



2018年10月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

698 「ハリー・ポッター」Vol.1が英語で楽しく読める本
クリストファー・ベ
ルトン著/渡辺順子
訳

コスモピア 930.28/RoJ/B-1

699 エドワード・ゴーリーが愛する12の怪談 : 憑かれた鏡(河出文庫)

ディケンズ, ストー
カー他著/E・ゴー
リー編/柴田元幸他
訳

河出書房新社 933.68/G67

700 われはロボット : 決定版(ハヤカワ文庫)
アイザック・アシモ
フ著/小尾芙佐訳

早川書房 933.7/A92

701 時は乱れて(ハヤカワ文庫:SF1937)
フィリップ・K・
ディック著/山田和
子訳

早川書房 933.7/D72

702 魔法使いハウルと火の悪魔(徳間文庫:[シ1-1]. ハウルの動く城:1) 徳間書店 933.7/J72/1
703 アブダラと空飛ぶ絨毯(徳間文庫. ハウルの動く城:2) 徳間書店 933.7/J72/2
704 チャーメインと魔法の家(徳間文庫:[シ1-4]. ハウルの動く城:3) 市田泉訳 徳間書店 933.7/J72/3

705 キャリー 34刷改版(新潮文庫:3370:キ-3-4)
スティーヴン・キン
グ [著]/永井淳訳

新潮社 933.7/Ki43

706 ミー・ビフォア・ユー : きみと選んだ明日(集英社文庫:[モ13-1])
ジョジョ・モイーズ
著/最所篤子訳

集英社 933.7/Mo97

707 クリミナル・タウン(ハヤカワ・ミステリ文庫:HM 466-1)
サム・マンソン著/
金井真弓訳

早川書房 933.7/Mu36

708 はい、チーズ(河出文庫:[ウ10-1])
K・ヴォネガット著/
大森望訳

河出書房新社 933.7/V89

709 テロ
フェルディナント・
フォン・シーラッハ
著/酒寄進一訳

東京創元社 942.7/Sc3

710 アフリカの日々(河出文庫:[テ9-1])
イサク・ディネセン
著/横山貞子訳

河出書房新社 949.7/D76

711 プルーストの美 真屋和子著 法政大学出版局 950.278/P94

712 三つの物語(光文社古典新訳文庫:KAフ10-3)
フローベール著/谷
口亜沙子訳

光文社 953.6/F31
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713 The little prince : pb(Mariner books)

written and
illustrated by
Antoine de Saint-
Exupéry/translated
from the French by
Richard Howard

Houghton Mifflin
Harcourt

953.7/Sa22

714 幻のアフリカ(平凡社ライブラリー:705)
ミシェル・レリス著
/岡谷公二, 田中淳
一, 高橋達明訳

平凡社 955.7/L53

715 ヴェネツィアの出版人
ハビエル・アスペイ
ティア著/八重樫克
彦, 八重樫由貴子訳

作品社 963/Ma48

716 作品名から引ける日本文学全集案内 第3期
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)

B910.31/3/3

717 君の名は。 スタンダード・エディション
新海誠原作・脚本・
監督

東宝 (発売・販売) DV778/470

718 ねこぶたニョッキのおつかい(こどものとも:752号) 古山浩一さく 福音館書店 E//18
719 のってみたいな(こどものとも年少版:500号) たむらしげる[作] 福音館書店 E//18
720 なみだ(かがくのとも:通巻596号) 垂石眞子作 福音館書店 E//18

721 ピーターラビットのおはなし : 新装版(ピーターラビットの絵本:1)
ビアトリクス・ポ
ターさく・え/いし
いももこやく

福音館書店 E/15

722 なつみはなんにでもなれる
ヨシタケシンスケ
作・絵

PHP研究所 E/17

723 おしっこちょっぴりもれたろう
ヨシタケシンスケ
作・絵

PHP研究所 E/17

724 いたずらおばけでんしゃにのる(交通新聞社こどものほん. のりもの0・1・2えほん) 北村裕花さく 交通新聞社 E/18
725 つみきでんしゃ(交通新聞社こどものほん. のりもの0・1・2えほん) 藤本ともひこさく 交通新聞社 E/18

726 こねてのばして ヨシタケシンスケ作 ブロンズ新社 E/19

727 たくさんのドア
アリスン・マギー文
/ユテウン絵/なかが
わちひろ訳

主婦の友社 E/20
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728 ピーターラビットのぞいてごらん(しかけえほん)
ビアトリクス・ポ
ターさく/きたむら
まさおやく

大日本絵画 E/20

729 おおきなかぼちゃ(主婦の友はじめてブック. おはなしシリーズ)

エリカ・シルバーマ
ン作/S.D.シンド
ラー絵/おびかゆう
こ訳

主婦の友社 E/21

730 このいろなあに(あかちゃんとおかあさんの絵本:7) せなけいこ [作] 金の星社 E/21
731 どんぐりむらのいちねんかん なかやみわさく 学研プラス E/21

732 はなちゃんのわらいのたね
akko文/Arai Ryoji
絵

幻冬舎 E/22

733 バムとケロのもりのこや 島田ゆか作・絵 文溪堂 E/22

734 びっくりまつぼっくり(幼児絵本ふしぎなたねシリーズ)
多田多恵子ぶん/堀
川理万子え

福音館書店 E/24

735 わんぱくだんのかくれんぼ
ゆきのゆみこ, 上野
与志作/末崎茂樹絵

ひさかたチャイル
ド

E/24

736 ぼくとかあさん いもとようこ作・絵 金の星社 E/24

737 心ってどこにあるのでしょう?
こんのひとみ作/い
もとようこ絵

金の星社 E/24

738 まいにちがプレゼント いもとようこ作絵 金の星社 E/24
739 めがねうさぎのクリスマスったらクリスマス せなけいこ作・絵 ポプラ社 E/25

740 はずがしがりやのきょうりゅうクランチ : あいさつのえほん
シロッコ・ダンラッ
プ作/グレッグ・ピ
ゾーリ絵/大友剛訳

早川書房 E/26

741 くいしんぼうさぎ(せなけいこのえ・ほ・ん:2) せなけいこ作・絵 ポプラ社 E/26

742 ふまんがあります(わたしのえほん)
ヨシタケシンスケ
作・絵

PHP研究所 E/26

743 ぼくにまかせて!
デイヴィッド・
ウィーズナー作/江
國香織タイトル訳

BL出版 E/27

744 14ひきのあきまつり いわむらかずおさく 童心社 E/27

745 14ひきのやまいも いわむらかずおさく 童心社 E/27
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746 つまんないつまんない(MOEのえほん) ヨシタケシンスケ著 白泉社 E/27

747 いっぺんやってみたかってん(講談社の創作絵本) はっとりひろき作 講談社 E/27

748 つきのうさぎ(日本むかしばなし) いもとようこ文・絵 金の星社 E/29

749 どこいったん
ジョン・クラッセン
作/長谷川義史訳

クレヨンハウス E/29

750 おおかみと7ひきのこやぎ
グリム原作/いもと
ようこ文絵

金の星社 E/29

751 おいもころころ(日本むかしばなし) いもとようこ文・絵 金の星社 E/29

752 だいぶつさまのうんどうかい
苅田澄子ぶん/中川
学え

アリス館 E/31

753 うえきばちです 川端誠作 BL出版 E/31
754 しろくまのパンツ tupera tupera作 ブロンズ新社 E/31

755 Scratchではじめるときめきプログラミング : 作って楽しい!動かしてうれしい!考えて学べる!
中山久美子, 古市威
志, なせもえみ, 小
林佳代子著

マイナビ出版 K007/Su54

756 学校図書館ディスプレイ&ブックトーク : みんなに本を紹介しよう! 1 : 4・5・6月 本田彰著 国土社 K017/H84/1
757 学校図書館ディスプレイ&ブックトーク : みんなに本を紹介しよう! 2 : 7・8・9月 本田彰著 国土社 K017/H84/2
758 学校図書館ディスプレイ&ブックトーク : みんなに本を紹介しよう! 3 : 10・11・12月 本田彰著 国土社 K017/H84/3

759 心配ないよ、だいじょうぶ : 子どもが不安を克服するためのガイド(<おたすけモンスター>シリーズ)
ポピー・オニール著
/渡辺滋人訳

創元社 K146/O84/1

760
大正から激動の昭和へ 第一次世界大戦・世界恐慌・二・二六事件(日本の歴史. 別巻 よくわかる近現代史 1)(角
川まんが学習シリーズ)

亜円堂まんが作画 KADOKAWA K210/B32/1

761
戦中・戦後の日本 日中戦争・第二次世界大戦・占領と講和(日本の歴史. 別巻 よくわかる近現代史 2)(角川まん
が学習シリーズ)

備前やすのりまんが
作画

KADOKAWA K210/B32/2

762
現代日本と世界 高度経済成長・同時多発テロ・平成の終わり(日本の歴史. 別巻 よくわかる近現代史 3)(角川ま
んが学習シリーズ)

勇沢椰木まんが作画 KADOKAWA K210/B32/3

763
戦争のころの少年少女たち : 「欲しがりません、勝つまでは!」の時代に- : 「子どもたちに伝える平和のため
の資料展」パネル集

岐阜空襲を記録する
会編集

岐阜新聞社 K210/G43

764 ゲンバクとよばれた少年(世の中への扉)
中村由一著/渡辺考
聞き書き/宮尾和孝
絵

講談社 K210/N37

765 ユング : こころの秘密を探る「ヴィジョン力」(齋藤孝の天才伝:1) 齋藤孝著 大和書房 K289/Sa25/1
766 サン=テグジュペリ : 大切なことを忘れない「少年力」(齋藤孝の天才伝:2) 齋藤孝著 大和書房 K289/Sa25/2
767 ピカソ : 創造のエネルギーをかきたてる「未完成力」(齋藤孝の天才伝:3) 齋藤孝著 大和書房 K289/Sa25/3
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768 空海 : 人間の能力を最高に開花させる「マンダラ力」(齋藤孝の天才伝:4) 齋藤孝著 大和書房 K289/Sa25/4
769 夏目漱石 : 人生を愉快に生きるための「悩み力」(齋藤孝の天才伝:5) 斎藤孝著 大和書房 K289/Sa25/5
770 シャネル : 人生を強く生きるための「孤独力」(齋藤孝の天才伝:6) 齋藤孝著 大和書房 K289/Sa25/6
771 レオナルド・ダ・ヴィンチ : 宇宙の神秘を解き明かす「デッサン力」(齋藤孝の天才伝:7) 斎藤孝著 大和書房 K289/Sa25/7
772 モーツァルト : 人を幸せにする「無邪気力」(齋藤孝の天才伝:8) 齋藤孝著 大和書房 K289/Sa25/8

773 池上彰のはじめてのお金の教科書
池上彰著/ふじわら
かずえ絵

幻冬舎 K337/I33

774 「ふつう」ってなんだ? : LGBTについて知る本
藥師実芳, 中島潤監
修

学研プラス K367/Y16

775
発達障害に気づいて・育てる完全ガイド : 〈対象〉小学生中学生でも活用できます 新版(健康ライブラリー. ス
ペシャル)

黒澤礼子著 講談社 K378/Ku76

776 イラストでわかりやすい昔の道具百科
岩井宏實文/中林啓
治イラスト

河出書房新社 K383/I93

777 ちびまる子ちゃんの分数・小数 : 分数・小数の計算のきまりや考え方がわかる(満点ゲットシリーズ)
さくらももこキャラ
クター原作/福嶋淳
史著

集英社 K411/Sa46

778 地球の謎(小学館学習まんがシリーズ:名探偵コナン推理ファイル)

青山剛昌原作/阿部
ゆたか, 丸伝次郎ま
んが/島村英紀監修/
平良隆久シナリオ

小学館 K450/A58

779 わけあって絶滅しました。 : 世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑
丸山貴史著/サトウ
マサノリ, ウエタケ
ヨーコ絵

ダイヤモンド社 K482/Ma59

780 セミの羽化(もっと知りたい)
赤木かん子作/北島
英雄写真/荒井和人
絵

新樹社 K486/A29

781 素数ゼミの謎
吉村仁著/石森愛彦
絵

文藝春秋 K486/Y91

782 魚 堅牢版(講談社の動く図鑑MOVE) 福井篤監修 講談社 K487/F76

783 電気なしvs.水なし(発明対決 : ヒラメキ勝負! : 発明対決漫画. 13/発明対決シリーズ)(かがくるBOOK) 朝日新聞出版 K507/G62

784 調べてなるほど!果物のかたち(絵で見るシリーズ) 柳原明彦絵と文 保育社 K625/Y53
785 調べてなるほど!野菜のかたち(絵で見るシリーズ) 柳原明彦絵と文 保育社 K626/Y53
786 こども語彙力1200 : 考える力が育ち、頭がグングンよくなる : 小学3年生から始める! 齋藤孝著 KADOKAWA K814/Sa25

787
マンガでわかる!10才までに覚えたい言葉1000 : 難しい言葉・ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語・カタカ
ナの言葉

高濱正伸監修 永岡書店 K814/Ta31/1
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788 読解力がつく(ドラえもんの学習シリーズ:ドラえもんの国語おもしろ攻略) 小学館 K817/F59

789 レッツがおつかい
ひこ・田中さく/ヨ
シタケシンスケえ

講談社 K913/H57

790 うんどうかいがはじまった(くりのきえんのおともだち:6)
寺村輝夫さく/いも
とようこえ

あかね書房 K913/Te54/6

791 願いをかなえる呪文(ザ・ランド・オブ・ストーリーズ:1) 平凡社 K933/C84/1
792 斜陽 : 他一篇(岩波文庫:緑-90-3, 緑(31)-090-3) 太宰治作 岩波書店 イ913.6/D49
793 野火/ハムレット日記(岩波文庫:緑(31)-123-1) 大岡昇平作 岩波書店 イ913.6/O69

794 ドイツ文学案内 増補(第37刷改版)(岩波文庫:別冊-3, 別冊(35)-003-1)
手塚富雄, 神品芳夫
著

岩波書店 イ940.2/Te95

795 スペイン文学案内(岩波文庫:別冊23, 35-023-1) 佐竹謙一著 岩波書店 イ960.2/Sa83
796 救急救命士になるには(なるにはBooks:152) 益田美樹著 ぺりかん社 就職/資格
797 宇宙・天文で働く(なるにはBooks:補巻20) 本田隆行著 ぺりかん社 就職/資格

798 みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2018年度(みんなが欲しかった!行政書士シリーズ)
TAC株式会社(行政書
士講座) 編著

TAC株式会社出版事
業部

就職/資格/'18

799 わかって合格 (うか) る宅建士基本テキスト 2018年度版(わかって合格る宅建士シリーズ)
木曽計行
[著]/TAC(宅建士講
座)編著

TAC出版事業部 就職/資格/'18

800 日経業界地図 : 主要企業の実力と次の動きを読む 2019年版 日本経済新聞社編 日本経済新聞社 就職/資格/'19
801 図解でわかる時事重要テーマ100 : 業界・企業研究にも使える 2020年度版(日経就職シリーズ) 日経HR編集部編著 日経HR 就職/資格/'20

802 これが本当のSPI3だ! : テストセンター対応 2020年度版
SPIノートの会, 津
田秀樹編著

洋泉社 就職/資格/'20

803 8割が落とされる「Webテスト」完全突破法! 2020年度版1 SPIノートの会編著 洋泉社 就職/資格/'20-1
804 8割が落とされる「Webテスト」完全突破法! 2020年度版2 SPIノートの会編著 洋泉社 就職/資格/'20-2
805 8割が落とされる「Webテスト」完全突破法! 2020年度版3 SPIノートの会編著 洋泉社 就職/資格/'20-3
806 販売士3級一発合格テキスト&問題集 : 販売士検定試験学習書 第3版(販売士教科書) 海光歩著 翔泳社 就職/資格/['17]

807
最新自動車業界の動向としくみがよ〜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)

黒川文子著 秀和システム 就職/資格/['18]

808
最新ブライダル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)

粂美奈子著 秀和システム 就職/資格/['18]

809 地理オリンピックへの招待 : 公式ガイドブック・問題集
国際地理オリンピッ
ク日本委員会実行委
員会編

古今書院 就職/資格/['18]

810 基本地図帳 改訂版 2018-2019 二宮書店編集部著 二宮書店 教/334/'18-'19

811 グアム '18最新版(ララチッタ : 街歩きをハッピーに。:太平洋:02) JTBパブリッシング 旅行/地図/'18
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812 北欧 [2017](ララチッタ : 街歩きをハッピーに。:ヨーロッパ:09) JTBパブリッシング 旅行/地図/['17]

813 スペイン [2017](ララチッタ : 街歩きをハッピーに。:08. ヨーロッパ) JTBパブリッシング 旅行/地図/['17]

814 バンコク [2017](ララチッタ : 街歩きをハッピーに。:アジア:6) JTBパブリッシング 旅行/地図/['17]

815 ソウル [2017](ララチッタ : 街歩きをハッピーに。:アジア:1) JTBパブリッシング 旅行/地図/['17]

816 フランス [2017](ララチッタ : 街歩きをハッピーに。:ヨーロッパ:13) JTBパブリッシング 旅行/地図/['17]

817 ホノルル [2018](ララチッタ : 街歩きをハッピーに。:太平洋:01) JTBパブリッシング 旅行/地図/['18]

818 オーストラリア(ララチッタ : 街歩きをハッピーに。:太平洋:06) JTBパブリッシング 旅行/地図/['18]

819 イタリア [2018](ララチッタ : 街歩きをハッピーに。:ヨーロッパ:10) JTBパブリッシング 旅行/地図/['18]

820 ニューヨーク(ララチッタ : 街歩きをハッピーに。:アメリカ:01) JTBパブリッシング 旅行/地図/['18]

821 バリ島 [2018](ララチッタ : 街歩きをハッピーに。:アジア:10) JTBパブリッシング 旅行/地図/['18]

822 おばけの森 : おはなし小道具
藤田浩子さく : 小
林恭子さく

一声社 紙芝居/F67

823 とのさまからもらったごほうび(ゆかいな民話選. 日本の名作)
山路愛子脚本 : 渋
谷正斗画

童心社 紙芝居/Y26

824 大学生のためのキャリアデザイン入門 : electronic bk
岩上真珠, 大槻奈巳
編

有斐閣

825 大学生のための研究ハンドブック : よくわかるレポート・論文の書き方 第2刷 : electronic bk
ノートルダム清心女
子大学人間生活学科
編

大学教育出版

826 大学生のためのリサーチリテラシー入門 : 研究のための8つの力 : electronic bk 山田剛史, 林創著 ミネルヴァ書房

827
大学生になるってどういうこと? : 学習・生活・キャリア形成 : electronic bk(シリーズ大学生の学びをつく
る)

植上一希, 寺崎里
水, 藤野真著

大月書店

828 ハタチまでに知っておきたい性のこと 第2版 : electronic bk(シリーズ大学生の学びをつくる)
橋本紀子, 田代美江
子, 関口久志編

大月書店

829 貿易入門 : 世界と日本が見えてくる : electronic bk(シリーズ大学生の学びをつくる)
小林尚朗, 篠原敏
彦, 所康弘編

大月書店
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830 クリティカル・リーディング入門 : 人文系のための読書レッスン : electronic bk(アカデミック・スキルズ) 大出敦著
慶應義塾大学出版
会

831 「私」をひらく社会学 : 若者のための社会学入門 : electronic bk(シリーズ大学生の学びをつくる) 豊泉周治 [ほか] 著 大月書店

832 大学生の学習テクニック 第3版 : electronic bk(シリーズ大学生の学びをつくる) 森靖雄著 大月書店

833
99%のための経済学入門 : マネーがわかれば社会が見える 第2版 : electronic bk(シリーズ大学生の学びをつく
る)

山田博文著 大月書店

834
大学生のためのメンタルヘルスガイド : 悩む人、助けたい人、知りたい人へ : electronic bk(シリーズ大学生
の学びをつくる)

松本俊彦編 大月書店

835 空の名前 高橋　健司 角川書店
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