
2018年11月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 学ぶということ(ちくまプリマー新書:305. 続・中学生からの大学講義:1) 内田樹 [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/2-1

2 データサイエンティスト養成読本 ビジネス活用編(Software design plusシリーズ) 技術評論社 007.13/GiH/5

3 AIで私の仕事はなくなりますか?(講談社+α新書:796-1C) 田原総一朗 [著] 講談社 007.13/Ta19

4 メディア社会論(有斐閣ストゥディア) 辻泉, 南田勝也, 土橋臣吾編 有斐閣 007.353/Me14

5 Googleサービス完全ガイドブック リンクアップ著 技術評論社 007.58/G57

6 プロの検索テクニック : 検索技術者検定2級公式推奨参考書
原田智子編著/小河邦雄 [ほ
か] 著

樹村房
007.58/H32/['1
8]

7 はじめてのGmail入門 第3版(Basic master:502) 桑名由美著 秀和システム 007.6389/Ku97

8 たのしくまなぶPython(パイソン)プログラミング図鑑
キャロル・ヴォーダマン [ほ
か] 著/山崎正浩訳

創元社 007.64/Ta89

9 図書館概論 改訂(現代図書館情報学シリーズ:1)
高山正也, 岸田和明編著/逸村
裕, 平野英俊著

樹村房 010/Ta56

10 図書館員のためのPR実践講座 : 味方づくり戦略入門 仁上幸治著 樹村房 013.7/N73

11 図書館業務に役立つHTML・PHP入門 : Webサイト構築のための基礎を学ぶ 星野雅英著 樹村房 013.8/H92

12 図書館長論の試み : 実践からの序説 内野安彦著 樹村房 013/U22

13 図書館情報資源概論 : 人を育てる情報資源のとらえかた(講座・図書館情報学:9) 藤原是明編著 ミネルヴァ書房 014.1/F68

14 検索法キイノート 宮沢厚雄著 樹村房 015.2/Mi82

15 IAAL大学図書館業務実務能力認定試験過去問題集 総合目録-雑誌編
IAAL認定試験問題集編集委員
会編

樹村房
017.7/I11/['18
]

16 座右の古典 : 今すぐ使える50冊(ちくま文庫:[か-74-1]) 鎌田浩毅著 筑摩書房 019.9/Ka31

17 鹿島茂の書評大全 洋物篇 鹿島茂著 毎日新聞社 019.9/Ka76

18 巻物・折本・両面画帳 小林喜代美編著
オルク/星雲社 (発
売)

022.8/Ko12
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19 日本の主権はこうして失われた(講談社現代新書:2499. 知ってはいけない:2) 矢部宏治著 講談社 081/16/2499

20 機密費外交 : なぜ日中戦争は避けられなかったのか(講談社現代新書:2501) 井上寿一著 講談社 081/16/2501

21 ゆかいな認知症 : 介護を「快護」に変える人(講談社現代新書:2502) 奥野修司著 講談社 081/16/2502

22 新書アフリカ史 改訂新版(講談社現代新書:2503) 宮本正興, 松田素二編 講談社 081/16/2503

23 陸奥宗光 : 「日本外交の祖」の生涯(中公新書:2509) 佐々木雄一著 中央公論新社 081/17/2509

24 公卿会議 : 論戦する宮廷貴族たち(中公新書:2510) 美川圭著 中央公論新社 081/17/2510

25 外国人が見た日本 : 「誤解」と「再発見」の観光150年史(中公新書:2511) 内田宗治著 中央公論新社 081/17/2511

26 高坂正堯 : 戦後日本と現実主義(中公新書:2512) 服部龍二著 中央公論新社 081/17/2512

27 狩野派の崩壊から院展・官展の隆盛まで(中公新書:2513. 日本画の歴史 : カラー版:近代篇) 草薙奈津子著 中央公論新社 081/17/2513

28 アヴァンギャルド、戦争画から21世紀の新潮流まで(中公新書:2514. 日本画の歴史 : カラー版:現代篇) 草薙奈津子著 中央公論新社 081/17/2514

29 小泉信三 : 天皇の師として、自由主義者として(中公新書:2515) 小川原正道著 中央公論新社 081/17/2515

30 宣教のヨーロッパ : 大航海時代のイエズス会と托鉢修道会(中公新書:2516) 佐藤彰一著 中央公論新社 081/17/2516

31 黄金餅殺人事件(中公文庫:あ79-3) 愛川晶著 中央公論新社 081/18/あ79-3

32 幕末疾風伝(中公文庫:あ88-1) 天野純希著 中央公論新社 081/18/あ88-1

33 章説トキワ荘の青春(中公文庫:い19-2) 石ノ森章太郎著 中央公論新社 081/18/い19-2

34 七つの街道(中公文庫:い38-5) 井伏鱒二著 中央公論新社 081/18/い38-5

35 小林秀雄(中公文庫:お2-17) 大岡昇平著 中央公論新社 081/18/お2-17

36 怪獣(中公文庫:お78-7) 岡本綺堂著 中央公論新社 081/18/お78-7
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37 本が崩れる : 随筆(中公文庫:く28-1) 草森紳一著 中央公論新社 081/18/く28-1

38 雨の鎮魂歌(レクイエム)(中公文庫:さ65-11) 沢村鐵著 中央公論新社 081/18/さ65-11

39 江戸の雷神(中公文庫:す25-33) 鈴木英治著 中央公論新社 081/18/す25-33

40 新・東海道五十三次 改版(中公文庫:た13-10) 武田泰淳著 中央公論新社 081/18/た13-10

41 犬が星見た : ロシア旅行 新版(中公文庫:た15-9) 武田百合子著 中央公論新社 081/18/た15-9

42 表現の技術(中公文庫:た92-1) 高崎卓馬著 中央公論新社 081/18/た92-1

43 文豪と東京 : 明治・大正・昭和の帝都を映す作品集(中公文庫:な52-5) 長山靖生編 中央公論新社 081/18/な52-5

44 レギオニス 興隆編(中公文庫:に22-1) 仁木英之著 中央公論新社 081/18/に22-1

45 鳴門の渦潮を見ていた女(中公文庫:に7-59) 西村京太郎著 中央公論新社 081/18/に7-59

46 息の限りに遠吠えを(中公文庫:は66-4) 萩耿介著 中央公論新社 081/18/は66-4

47 当確師(中公文庫:ま50-1) 真山仁著 中央公論新社 081/18/ま50-1

48 棟居刑事の殺人の衣裳 改版(中公文庫:も12-75) 森村誠一著 中央公論新社 081/18/も12-75

49 イデアの影(中公文庫:も25-14) 森博嗣著 中央公論新社 081/18/も25-14

50 少女架刑(中公文庫:よ13-13) 吉村昭著 中央公論新社 081/18/よ13-13

51 透明標本(中公文庫:よ13-14) 吉村昭著 中央公論新社 081/18/よ13-14

52 中世の秋 改版 上(中公文庫:ホ1-5) ホイジンガ著/堀越孝一訳 中央公論新社 081/18/ホ1-5

53 中世の秋 改版 下(中公文庫:ホ1-6) ホイジンガ著/堀越孝一訳 中央公論新社 081/18/ホ1-6

54 葉隠 : 新校訂 : 全訳注 下(講談社学術文庫:[2448]-[2450]) [山本常朝述/田代陣基筆録]/菅野覚明
[ほか] 訳・注・校訂 講談社 081/2/2450
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55 世界史の哲学講義 : ベルリン1822/23年 下(講談社学術文庫:[2502]-[2503])
G・W・F・ヘーゲル [著]/伊坂
青司訳

講談社 081/2/2503

56 インカとスペイン帝国の交錯(講談社学術文庫:[2514]. 興亡の世界史) 網野徹哉 [著] 講談社 081/2/2514

57 観音さま(講談社学術文庫:[2531]) 鎌田茂雄 [著] 講談社 081/2/2531

58 日本水墨画全史(講談社学術文庫:[2532]) 小林忠 [著] 講談社 081/2/2532

59 幕末維新変革史 下(岩波現代文庫:学術:391) 宮地正人著 岩波書店 081/22/G392

60 聞き書野中広務回顧録(岩波現代文庫:社会:310) 御厨貴, 牧原出編 岩波書店 081/22/S310

61 自殺について(講談社まんが学術文庫:0013)
ショーペンハウアー原作/伊佐
義勇まんが

講談社 081/25/013

62 西郷南洲遺訓(講談社まんが学術文庫:0014)
西郷隆盛原作/葛城かえでまんが/玉屋か
つきまんが/MICHE Company合同会社まん
が

講談社 081/25/014

63 武蔵野をよむ(岩波新書:新赤版 1740) 赤坂憲雄著 岩波書店 081/6-4/1740

64 日米安保体制史(岩波新書:新赤版 1741) 吉次公介著 岩波書店 081/6-4/1741

65 サイバーセキュリティ(岩波新書:新赤版 1742) 谷脇康彦著 岩波書店 081/6-4/1742

66 大化改新を考える(岩波新書:新赤版 1743) 吉村武彦著 岩波書店 081/6-4/1743

67 移民国家アメリカの歴史(岩波新書:新赤版 1744) 貴堂嘉之著 岩波書店 081/6-4/1744

68 アナキズム : 一丸となってバラバラに生きろ(岩波新書:新赤版 1745) 栗原康編 岩波書店 081/6-4/1745

69 日本の同時代小説(岩波新書:新赤版 1746) 斎藤美奈子著 岩波書店 081/6-4/1746

70 幸福の増税論 : 財政はだれのために(岩波新書:新赤版 1747) 井手英策著 岩波書店 081/6-4/1747

71 給食の歴史(岩波新書:新赤版 1748) 藤原辰史著 岩波書店 081/6-4/1748

72 認知症フレンドリー社会(岩波新書:新赤版 1749) 徳田雄人著 岩波書店 081/6-4/1749
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73 百姓一揆(岩波新書:新赤版 1750) 若尾政希著 岩波書店 081/6-4/1750

74 ホメロス後日譚(西洋古典叢書)
クイントス・スミュルナイオ
ス [著]/北見紀子訳

京都大学学術出版会 089.1/1/39

75 中江藤樹 : 新装版(Century books. 人と思想:45) 渡部武著 清水書院 121.55/N31

76 吉田松陰 : 新装版(Century books. 人と思想:144) 高橋文博著 清水書院 121.59/Y86

77 日本人を肯定する : 近代保守の死 田中英道著 勉誠出版 121.6/Ta84

78 和辻哲郎 : 新装版(Century books. 人と思想:53) 小牧治著 清水書院 121.65/Ko58

79 三木清 : 新装版(Century books. 人と思想:177) 永野基綱著 清水書院 121.67/N16

80 福沢諭吉(新・人と歴史拡大版:11) 高橋昌郎著 清水書院 121.9/F85

81 敦煌壇経合校譯注(中国古典名著译注丛书) 李申校譯/方,廣錩簡注 中华书局
122.08/ChS/C-
17

82 孟子 : 新装版(Century books. 人と思想:37) 加賀栄治著 清水書院 124.16/Ka16

83 老子 : 新装版(Century books. 人と思想:1) 高橋進著 清水書院 124.22/Ta33

84 朱子と王陽明 : 新儒学と大学の理念(新・人と歴史拡大版:24) 間野潜龍著 清水書院 125.4/Sh99

85 シャンカラ : 新装版(Century books. 人と思想:179) 島岩著 清水書院 126.6/Sa65

86 ガンジー : 新装版(Century books. 人と思想:28) 坂本徳松著 清水書院 126.9/G19

87 ラーマクリシュナ : 新装版(Century books. 人と思想:157) 堀内みどり著 清水書院 126.9/R13

88 ソクラテス : 新装版(Century books. 人と思想:3) 中野幸次著 清水書院 131.2/So32

89 アリストテレス : 新装版(Century books. 人と思想:6) 堀田彰著 清水書院 131.4/A76

90 アウグスティヌス : 新装版(Century books. 人と思想:39) 宮谷宣史著 清水書院 132.1/A96
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91 トマス=アクィナス : 新装版(Century books. 人と思想:114) 稲垣良典著 清水書院 132.2/Th5

92 エラスムス : 新装版(Century books. 人と思想:62) 斎藤美洲著 清水書院 132.6/E67

93 ベーコン : 新装版(Century books. 人と思想:43) 石井栄一著 清水書院 133.2/B13

94 ロック : 新装版(Century books. 人と思想:13) 田中浩 [ほか] 共著 清水書院 133.2/L78

95 J・S・ミル : 新装版(Century books. 人と思想:18) 菊川忠夫著 清水書院 133.4/Mi27

96 ポパー : 新装版(Century books. 人と思想:85) 川村仁也著 清水書院 133.5/P81

97 J.デューイ : 新装版(Century books. 人と思想:23) 山田英世著 清水書院 133.9/D67

98 神の存在論的証明 : 近世におけるその問題と歴史 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:190)
ディーター・ヘンリッヒ
[著]/本間謙二 [ほか] 訳

法政大学出版局 133/H52

99 ライプニッツ : 新装版(Century books. 人と思想:191) 酒井潔著 清水書院 134.1/L53(1)

100 カント : 新装版(Century books. 人と思想:15) 小牧治著 清水書院 134.2/Ko58

101 フィヒテ : 新装版(Century books. 人と思想:90) 福吉勝男著 清水書院 134.3/F24

102 フンボルト : 新装版(Century books. 人と思想:86) 西村貞二著 清水書院 134.3/H98

103 哲学の犯罪計画 : ヘーゲル『精神現象学』を読む(叢書・ウニベルシタス:993)
ジャン=クレ・マルタン [著]/
信友建志訳

法政大学出版局 134.4/Ma53

104 ヘーゲル : 新装版(Century books. 人と思想:17) 澤田章著 清水書院 134.4/Sa93

105 フォイエルバッハ : 新装版(Century books. 人と思想:70) 宇都宮芳明著 清水書院 134.5/F23

106 マルクス : 新装版(Century books. 人と思想:20) 小牧治著 清水書院 134.53/Ko58

107 アドルノ : 新装版(Century books. 人と思想:148) 小牧治著 清水書院 134.9/A16

108 ホルクハイマー : 新装版(Century books. 人と思想:108) 小牧治著 清水書院 134.9/H89(1)
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109 フッサール : 新装版(Century books. 人と思想:72) 加藤精司著 清水書院 134.95/Ka86

110 スピノザ : 新装版(Century books. 人と思想:58) 工藤喜作著 清水書院 135.2/Sp5

111 パスカル : 新装版(Century books. 人と思想:12) 小松攝郎著 清水書院 135.25/Ko61

112 哲学 1 : 新装版(ディドロ著作集:第1巻) ディドロ [著] 法政大学出版局 135.3/D73/1

113 美学・美術 : 付・研究論集(ディドロ著作集:第4巻) ディドロ [著] 法政大学出版局 135.3/D73/4

114 ルソー : 新装版(Century books. 人と思想:14) 中里良二著 清水書院 135.34/N46

115 ベルクソン書簡集 1. 1865-1913(叢書・ウニベルシタス:978)
アンリ・ベルクソン [著]/ボ
アグリオ治子訳

法政大学出版局 135.4/B38/1

116 ドゥルーズ : 新装版(Century books. 人と思想:123) 船木亨著 清水書院 135.5/D55

117 他者の言語 : デリダの日本講演 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:281)
ジャック・デリダ [著]/高橋
允昭編訳

法政大学出版局 135.5/D63

118 法の力 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:651)
ジャック・デリダ [著]/堅田
研一訳

法政大学出版局 135.5/D63

119 限りある思考(叢書・ウニベルシタス:953)
ジャン=リュック・ナンシー
[著]/合田正人訳

法政大学出版局 135.5/N48

120 ヴェーユ : 新装版(Century books. 人と思想:107) 冨原眞弓著 清水書院 135.5/W55

121 前キリスト教的直観 : 甦るギリシア(叢書・ウニベルシタス:964)
シモーヌ・ヴェイユ [著]/今
村純子訳

法政大学出版局 135.5/W55

122 アルチュセール : 新装版(Century books. 人と思想:56) 今村仁司著 清水書院 135.56/I44

123 フーコー : 新装版(Century books. 人と思想:158) 今村仁司, 栗原仁著 清水書院 135.57/I44

124 未完の菜園 : フランスにおける人間主義の思想 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:754)
ツヴェタン・トドロフ [著]/
内藤雅文訳

法政大学出版局 135/To18

125 心理検査を支援に繋ぐフィードバック(事例でわかる心理検査の伝え方・活かし方:第2集) 竹内健児編 金剛出版 140.72/TaK/J

126 意識的な行動の無意識的な理由 : 心理学ビジュアル百科認知心理学編 越智啓太編 創元社 141.51/O15
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127 感情とはそもそも何なのか : 現代科学で読み解く感情のしくみと障害 乾敏郎著 ミネルヴァ書房 141.6/I59

128 愛する人を失ったときあなたに起こること : グリーフケアに学ぶ、深い悲しみの癒やし方 松家かおり著 日貿出版社 141.6/Ma91

129 理論とパーソナリティー(パーソナル・コンストラクトの心理学:第1巻)
G・A ・ケリー [著]/辻平治郎
訳

北大路書房 141.93/Ke33/1

130 臨床診断と心理療法(パーソナル・コンストラクトの心理学:第2巻) 北大路書房 141.93/Ke33/2

131 自閉スペクトラムの発達科学(発達科学ハンドブック:10) 藤野博, 東條吉邦責任編集 新曜社 143/NiH/H-10

132 社会的認知の発達科学(発達科学ハンドブック:9) 尾崎康子, 森口佑介責任編集 新曜社 143/NiH/H-9

133 発達へのダイナミックシステム・アプローチ : 認知と行為の発生プロセスとメカニズム エスター・テーレン, リンダ・スミス著/
高橋義信 [ほか] 訳 新曜社 143/Th2

134 事例研究の考え方と戦略 : 心理臨床実践の省察的アプローチ 山本力著 創元社 146.07/Y31

135 フロム : 新装版(Century books. 人と思想:60) 安田一郎著 清水書院 146.1/F48

136 フロイト : 新装版(Century books. 人と思想:24) 鈴村金彌著 清水書院 146.13/Su97

137 ユング : 新装版(Century books. 人と思想:59) 林道義著 清水書院 146.15/H48

138 ICT社会の人間関係と心理臨床 : スマホ依存、ネット依存対策に関する臨床心理士らの提言 小川憲治, 織田孝裕編著 川島書店 146.8/O24

139 音楽療法の必須100曲 高齢者編(弾き語りキーボード・セッション:1-4) 菅田文子著 あおぞら音楽社 146.8/SuA/1

140 マインドフル・ゲーム : 60のゲームで子どもと学ぶマインドフルネス スーザン・カイザー・グリーンランド著/
浅田仁子訳 金剛出版 146.82/G82

141 病気の子どものこころの世界 : 描画・箱庭・物語づくりから見えてくるもの 角田哲哉著 創元社 146.82/Ka28

142 大人の道徳(扶桑社新書:280) 齋藤孝著
育鵬社/扶桑社 (発
売)

150/Sa25

143 教育勅語の戦後 長谷川亮一著
白澤社/現代書館
(発売)

155/H36

144 高校生と考える希望のための教科書(桐光学園大学訪問授業) 桐光学園中学校・高等学校編 左右社 159.7/To34
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145 人を動かす 文庫版 D・カーネギー著/山口博訳 創元社 159/C19

146 人を動かす 完全版 D.カーネギー著/東条健一訳 新潮社 159/C19

147 ゆるく考えよう : 人生を100倍ラクにする思考法(文庫ぎんが堂:ち2-1) ちきりん著 イースト・プレス 159/C44

148 人生、このままでいいの? : 最高の未来をつくる11の質問 河田真誠著 CCCメディアハウス 159/Ka92

149 努力不要論 : 脳科学が解く!「がんばってるのに報われない」と思ったら読む本 中野信子著 フォレスト出版 159/N39

150 Research in the social scientific study of religion : a research annual v. 29 : hardback
editors, Monty L. Lynn,
David O. Moberg

JAI Press
161.3059/R1/1-
29

151 奥琵琶湖「観音の里」の歴史 : 近江・湖北の精神風土 大東俊一著 彩流社 162.161/D28

152 世の初めから隠されていること : 新装版(叢書・ウニベルシタス:134)
ルネ・ジラール [著]/小池健
男訳

法政大学出版局 163/G47

153 ミダース王 : 新装版(Century books. 人と思想:181) 西澤龍生著 清水書院 164.31/N87

154 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2018-6]
edited by Marc Gaborieau
... [et al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'18-6

155 オウム真理教事件とは何だったのか? : 麻原彰晃の正体と封印された闇社会(PHP新書:1151) 一橋文哉著 PHP研究所 169.1/O64

156 倭姫の命さまの物語 海部やをとめ著
冨山房インターナ
ショナル

171.2/A42

157 新羅神社と古代の日本 出羽弘明著 同成社 175.9/D67

158 チベット仏教入門 : 自分を愛することから始める心の訓練(ちくま新書:1370) 吉村均著 筑摩書房 180.9/Y91

159 日本仏教を問う : 宗学のこれから 智山勧学会編 春秋社 182.1/C48

160 釈迦 : 新装版(Century books. 人と思想:4) 副島正光著 清水書院 182.8/Sh12

161 ミリンダ王 : 仏教に帰依したギリシャ人 : 新装版(Century books. 人と思想:163) 森祖道, 浪花宣明共著 清水書院 183.95/Me39

162 寺と仏像手帳 土門拳著 東京書籍 185.91/D85
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163 海を渡る天台文化 吉原浩人, 王勇編 勉誠出版 188.42/Y87

164 親鸞 : 新装版(Century books. 人と思想:8) 古田武彦著 清水書院 188.72/Sh69

165 親鸞と聖徳太子(角川新書:[K-228]) 島田裕巳 [著] KADOKAWA 188.72/Sh69

166 良寛 : 新装版(Century books. 人と思想:149) 山崎昇著 清水書院 188.82/R97

167 カール=バルト : 新装版(Century books. 人と思想:75) 大島末男著 清水書院 191.9/B25

168 解放の神学 : 新装版(Century books. 人と思想:133) 梶原寿著 清水書院 191.98/C86

169 ブルトマン : 新装版(Century books. 人と思想:46) 笠井恵二著 清水書院 191/B88

170 マリア : 新装版(Century books. 人と思想:142) 吉山登著 清水書院 192.85/Y94

171 悲劇と福音 : 原始キリスト教における悲劇的なるもの : 新装版(Century books. 人と思想:160) 佐藤研著 清水書院 192/Sa86

172 古代イスラエルの預言者たち : 新装版(Century books. 人と思想:153) 木田献一著 清水書院 193.1/Ki12

173 パウロ : 新装版(Century books. 人と思想:63) 八木誠一著 清水書院 193.71/P28

174 オリゲネス : 新装版(Century books. 人と思想:113) 小高毅著 清水書院 198.19/O71

175 コルベ : 新装版(Century books. 人と思想:122) 川下勝著 清水書院 198.22/Ko55

176 マザーテレサ : 新装版(Century books. 人と思想:44) 和田町子著 清水書院 198.22/Te71

177 リジュのテレーズ : 新装版(Century books. 人と思想:125) 菊地多嘉子著 清水書院 198.2235/Th3

178 ラス=カサス : 新装版(Century books. 人と思想:143) 染田秀藤著 清水書院 198.2236/C25

179 ザビエル : 新装版(Century books. 人と思想:156) 尾原悟著 清水書院 198.2236/X

180 ルター : 新装版(Century books. 人と思想:9) 小牧治, 泉谷周三郎共著 清水書院 198.3852/L97
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181 カルヴァン : 新装版(Century books. 人と思想:10) 渡辺信夫著 清水書院 198.3862/C13

182 カステリョ : 新装版(Century books. 人と思想:120) 出村彰著 清水書院 198.3862/C25

183 マーティン=L=キング : 新装版(Century books. 人と思想:104) 梶原寿著 清水書院 198.62/Ki43

184 ウェスレー : 新装版(Century books. 人と思想:95) 野呂芳男著 清水書院 198.72/W61

185 歴史と記憶 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:644)
ジャック・ル・ゴフ [著]/立
川孝一訳

法政大学出版局 201/L52

186 人類の歴史大年表 : ビジュアル版
ドーリング・キンダースリー
編著/藤井留美訳

柊風舎 203.2/D87

187 地中海世界の覇権をかけてハンニバル 新訂版(新・人と歴史拡大版:13) 長谷川博隆著 清水書院 209.3/H29

188 世界から消えた50の国 : 1840-1975年 ビョルン・ベルゲ著/角敦子訳 原書房 209.6/B38

189 実感する世界史現代史 : 同時代的感覚で読む 大橋康一著 ベレ出版 209.75/O28

190 いっきにわかる!世界史のミカタ : 7つの新しい「見方」が世界史学習の最強の「味方」になる! 島崎晋著 辰巳出版 209/Sh45

191 教科書には載っていない最先端の日本史 : 古代から近現代まで(青春新書PLAY BOOKS:P-1116) 現代教育調査班編 青春出版社 210.1/G34

192 いっきにわかる!日本史のミカタ : 7つの新しい「見方」が日本史学習の最強の「味方」になる! 河合敦監修 辰巳出版 210.1/Ka93

193 「ためし」から読む更級日記 : 漢文日記・土佐日記・蜻蛉日記からの展開(日記で読む日本史:4) 石川久美子著 臨川書店 210.12/NiY/4

194 古代の日本列島と東アジア(石井正敏著作集:1)
鈴木靖民, 赤羽目匡由, 浜田
久美子編

勉誠出版 210.18/I75/1

195 遣唐使から巡礼僧へ(石井正敏著作集:2)
村井章介, 榎本渉, 河内春人
編

勉誠出版 210.18/I75/2

196 初期稲作文化と渡来人 : そのルーツを探る 端野晋平著 すいれん舎 210.27/H38

197 帰化人と古代国家 : 新装版 平野邦雄著 吉川弘文館 210.3/H66

198 古代日本と東部ユーラシアの国際関係 廣瀬憲雄著 勉誠出版 210.3/H72
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199 日本古代の氏族と政治・宗教 上 加藤謙吉編 雄山閣 210.3/Ka86/1

200 日本古代の氏族と政治・宗教 下 加藤謙吉編 雄山閣 210.3/Ka86/2

201 武士の起源を解きあかす : 混血する古代、創発される中世/ 桃崎有一郎著(ちくま新書:1369) 筑摩書房 210.3/Mo27

202 古代日本と北の海みち(読みなおす日本史) 新野直吉著 吉川弘文館 210.3/N72

203 古代国家と北方世界(同成社古代史選書:28) 小口雅史編 同成社 210.3/O26

204 国際交易と古代日本 田中史生著 吉川弘文館 210.3/Ta84

205 越境の古代史(角川文庫:20361) 田中史生 [著] KADOKAWA 210.3/Ta84

206 国際交易の古代列島(角川選書:567) 田中史生著 KADOKAWA 210.3/Ta84

207 古墳時代社会の比較考古学 富山直人著 同成社 210.32/To59

208 古代史に秘められた飛鳥の謎(洋泉社mook)(歴史REAL:別冊) 千田稔監修 洋泉社 210.33/Se59

209 中世武士畠山重忠 : 秩父平氏の嫡流(歴史文化ライブラリー:477) 清水亮著 吉川弘文館 210.42/H41

210 海底に眠る蒙古襲来 : 水中考古学の挑戦(歴史文化ライブラリー:478) 池田榮史著 吉川弘文館 210.43/I32

211
政治、施政、士族の乱、西南戦争、軍国、国際問題、事件などが時系列でわかる!(明治150年その歩みを知る、つなぐ:前編)(西郷どん、大久
保卿、薩摩藩年表帖:中巻)

ユニプラン編集部編集 ユニプラン 210.59/Y98/1

212 1868 : 明治が始まった年への旅 加来耕三著
時事通信出版局/時事通信社
(発売) 210.61/Ka28

213 戦場に舞ったビラ : 伝単で読み直す太平洋戦争(講談社選書メチエ:384) 一ノ瀬俊也著 講談社 210.75/I16

214 特攻隊振武寮 : 帰還兵は地獄を見た(朝日文庫:[お80-1]) 大貫健一郎, 渡辺考著 朝日新聞出版 210.75/O68

215 東アジアの中の戦後日本(戦後日本を読みかえる:5) 坪井秀人編 臨川書店 210.76/Ts15/5

216 10代に語る平成史(岩波ジュニア新書:878) 後藤謙次著 岩波書店 210.77/G72
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217 平成論 : 「生きづらさ」の30年を考える(NHK出版新書:561) 池上彰 [ほか] 著 NHK出版 210.77/H51

218 日本国紀 百田尚樹著 幻冬舎 210/H99

219 大阪市の昭和 : 写真アルバム 野村明紘編集・制作
樹林舎/大坂教科書
(発売)

216.3/N95

220 茨木市の七〇年 [谷川進監修]
樹林舎/大阪教科書
(発売)

216.3/Ta87

221 よみがえる百舌鳥古墳群 : 失われた古墳群の実像に迫る 宮川徏著 新泉社 216.303/Mo99

222 近畿の城郭 : 図解 第2版 5 城郭談話会編 戎光祥出版 216/JyD/5

223 張騫とシルク-ロード 新訂版(新・人と歴史拡大版:12) 長沢和俊著 清水書院 220/C53

224 概説韓国考古学
韓国考古学会編/庄田慎矢, 山
本孝文訳

同成社 221.0025/Ka56

225 日本人のための朝鮮半島の歴史(KAWADE夢文庫:[K1084]) 国際時事アナリスツ編 河出書房新社 221.01/Ko51

226 「三国志」の世界孔明と仲達 新訂版(新・人と歴史拡大版:02) 狩野直禎著 清水書院
222.043/ShR/K(
1)

227 隋の煬帝と唐の太宗 : 暴君と明君、その虚実を探る(新・人と歴史拡大版:27) 布目潮渢著 清水書院 222.047/Y73

228 安禄山と楊貴妃 : 安史の乱始末記(新・人と歴史拡大版:15) 藤善真澄著 清水書院 222.048/A49

229 独裁君主の登場宋の太祖と太宗(新・人と歴史拡大版:20) 竺沙雅章著 清水書院 222.053/C53

230 渤海国興亡史 オンデマンド版(歴史文化ライブラリー:106) 濱田耕策著 吉川弘文館 222.5/H22

231 満洲の戦後 : 継承・再生・新生の地域史(アジア遊学:225)
梅村卓, 大野太幹, 泉谷陽子
編集

勉誠出版 222.5/Ma47

232 中国史にみる女性群像 : 悲運と権勢のなかに生きた女性の虚実(新・人と歴史拡大版:17) 田村実造著 清水書院 222/Ta82

233 オスマン帝国の栄光とスレイマン大帝(新・人と歴史拡大版:25) 三橋冨治男著 清水書院 227.4/Su55

234 「白バラ」 : 反ナチ抵抗運動の学生たち : 新装版(Century books. 人と思想:124) 関楠生著 清水書院 234.074/Se32
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235 教養のフランス近現代史 杉本淑彦, 竹中幸史編著 ミネルヴァ書房 235.05/Su38

236 大革命前夜のフランス : 経済と社会 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:111)
アルベール・ソブール [著]/
山崎耕一訳

法政大学出版局 235.06/So12

237 アメリカ独立の光と翳(新・人と歴史拡大版:23) 今津晃著 清水書院 253.04/I46

238 日本人、最期のことば 西村眞著 飛鳥新社 281/N84

239 皇室事典 皇室事典編集委員会編著
角川学芸出版/角川グループ
パブリッシング (発売) 288.4/Ko87

240 象徴天皇の旅 : 平成に築かれた国民との絆(平凡社新書:889) 井上亮著 平凡社 288.48/Te37

241 光秀からの遺言 明智憲三郎著 河出書房新社 289.1/A33

242 チキンラーメンの女房 : 実録安藤仁子 安藤百福発明記念館編 中央公論新社 289.1/A47

243 平泉の世紀藤原清衡(新・人と歴史拡大版:07) 高橋富雄著 清水書院 289.1/F68

244 藤原彰子 : 天下第一の母(ミネルヴァ日本評伝選) 朧谷寿著 ミネルヴァ書房 289.1/F68

245 原敬 : 政党政治のあけぼの 新訂版(新・人と歴史拡大版:18) 山本四郎著 清水書院 289.1/H32

246 平塚らいてう : 新装版(Century books. 人と思想:71) 小林登美枝著 清水書院 289.1/H68

247 「沖縄学」の父 伊波普猷 新訂版(新・人と歴史拡大版:14) 金城正篤, 高良倉吉著 清水書院 289.1/I25

248 神谷美恵子 : 新装版(Century books. 人と思想:136) 江尻美穂子著 清水書院 289.1/Ka39

249 幸徳秋水 : 新装版(Century books. 人と思想:51) 絲屋壽雄著 清水書院 289.1/Ko94

250 前田利長(人物叢書:[292]) 見瀬和雄著 吉川弘文館 289.1/Ma26

251 未踏世界の探検者間宮林蔵(新・人と歴史拡大版:28) 赤羽榮一著 清水書院 289.1/Ma42

252 源義経 : 伝説に生きる英雄 新訂版(新・人と歴史拡大版:04) 関幸彦著 清水書院 289.1/Mi38
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253 陸奥宗光 : 新装版(Century books. 人と思想:193) 安岡昭男著 清水書院 289.1/Mu95

254 大杉栄 新装版(Century books. 人と思想:91) 高野澄著 清水書院 289.1/O79

255 胆斗の人太田垣士郎 : 黒四で龍になった男 北康利著 文藝春秋 289.1/O81

256 西光万吉 : 新装版(Century books. 人と思想:110) 師岡佑行著 清水書院 289.1/Sa21

257 権勢の政治家平清盛(新・人と歴史拡大版:01) 安田元久著 清水書院 289.1/Ta23

258 田中正造 : 新装版(Century books. 人と思想:50) 布川清司著 清水書院 289.1/Ta84

259 津田梅子 : 新装版(Century books. 人と思想:116) 古木宜志子著 清水書院 289.1/Ts34

260 吉野作造(Century books. 人と思想:196) 太田哲男著 清水書院 289.1/Y92

261 漢の武帝 : 新装版(Century books. 人と思想:189) 永田英正著 清水書院 289.2/B96

262 草原の覇者成吉思汗 新訂版(新・人と歴史拡大版:08) 勝藤猛著 清水書院 289.2/C46

263 毛沢東 新装版(Century books. 人と思想:33) 宇野重昭著 清水書院 289.2/Mo82

264 運命 : 文在寅自伝 文在寅著/矢野百合子訳 岩波書店 289.2/Mu34

265 ネルー : 新装版(Century books. 人と思想:32) 中村平治著 清水書院 289.2/N62

266 劉暁波伝
余傑著/劉燕子編/劉燕子, 横
澤泰夫, 和泉ひとみ訳

集広舎 289.2/R98

267 司馬遷と『史記』の成立(新・人と歴史拡大版:19) 大島利一著 清水書院 289.2/Sh17

268 孫文 : 新装版(Century books. 人と思想:27) 横山英, 中山義弘共著 清水書院 289.2/So41

269 世界航海史上の先駆者鄭和(新・人と歴史拡大版:21) 寺田隆信著 清水書院 289.2/Te29

270 アレクサンドロス大王 : 「世界」をめざした巨大な情念 新訂版(新・人と歴史拡大版:09) 大牟田章著 清水書院 289.3/A41
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271 ビスマルク : 新装版(Century books. 人と思想:182) 加納邦光著 清水書院 289.3/B47

272 ブルクハルト : 新装版(Century books. 人と思想:97) 西村貞二著 清水書院 289.3/B91

273 カサノヴァ : 人類史上最高にモテた男の物語 上 鹿島茂著 キノブックス 289.3/C25/1

274 カサノヴァ : 人類史上最高にモテた男の物語 下 鹿島茂著 キノブックス 289.3/C25/2

275 チャーチルと第二次世界大戦(新・人と歴史拡大版:30) 山上正太郎著 清水書院 289.3/C67

276 クロムウェルとピューリタン革命(新・人と歴史拡大版:22) 今井宏著 清水書院 289.3/C93

277 ダーウィン : 新装版(Century books. 人と思想:66) 江上生子著 清水書院 289.3/D42

278 ファラデーとマクスウェル : 新装版(Century books. 人と思想:115) 後藤憲一著 清水書院 289.3/F15

279 最高の議会人グラッドストン(新・人と歴史拡大版:29) 尾鍋輝彦著 清水書院 289.3/G48

280 グーテンベルク : 新装版(Century books. 人と思想:150) 戸叶勝也著 清水書院 289.3/G97

281 ハイゼンベルク : 新装版(Century books. 人と思想:98) 小出昭一郎著 清水書院 289.3/H51

282 ヒトラーと第二次世界大戦 新訂版(新・人と歴史拡大版:10) 三宅正樹著 清水書院 289.3/H77

283 ジャンヌ=ダルクの百年戦争 新訂版(新・人と歴史拡大版:06) 堀越孝一著 清水書院 289.3/J31

284 ラヴォアジエ : 新装版(Century books. 人と思想:101) 中川鶴太郎著 清水書院 289.3/L39

285 ルイ14世 : フランス絶対王政の虚実(新・人と歴史拡大版:26) 千葉治男著 清水書院 289.3/L92

286 太陽王ルイ14世 : ヴェルサイユの発明者 鹿島茂著 KADOKAWA 289.3/L92

287 マイネッケ : 新装版(Century books. 人と思想:61) 西村貞二著 清水書院 289.3/Me25

288 ムッソリーニ : ファシズム序説 : 新装版(Century books. 人と思想:130) 木村裕主著 清水書院 289.3/Mu88
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289 闘うナイチンゲール : 貧困・疫病・因襲的社会の中で 徳永哲著 花乱社 289.3/N71

290 ナイチンゲール : 新装版(Century books. 人と思想:155) 小玉香津子著 清水書院 289.3/N71

291 オパーリン : 新装版(Century books. 人と思想:183) 江上生子著 清水書院 289.3/O69

292 プランク : 新装版(Century books. 人と思想:100) 高田誠二著 清水書院 289.3/P71

293 マルコ=ポーロ : 東西世界を結んだ歴史の証人(新・人と歴史拡大版:16) 佐口透著 清水書院 289.3/P77

294 リッター : 新装版(Century books. 人と思想:126) 西村貞二著 清水書院 289.3/R48

295 シュバイツァー : 新装版(Century books. 人と思想:31) 小牧治, 泉谷周三郎共著 清水書院 289.3/Sc8

296 トインビー : 新装版(Century books. 人と思想:69) 吉澤五郎著 清水書院 289.3/To79

297 アメリゴ=ヴェスプッチ : 新装版(Century books. 人と思想:192) 篠原愛人著 清水書院 289.3/V64

298 ヴァイツゼッカー : 新装版(Century books. 人と思想:111) 加藤常昭著 清水書院 289.3/W55

299
日本の古道を歩く : 熊野、高野山、山の辺の道、竹内街道、伊勢、秩父、箱根、日光(別冊太陽. 太陽の地図帖 : おとなの「旅」の道案
内:036)

平凡社 291.093/H51

300 もっと大人の泊まりがけ : 関西版(LMAGA MOOK)
京阪神エルマガジン
社

291.093/Ke23

301 一度は訪ねてみたい日本の原風景 : 人・水・土が織りなす暮らし : 全国80選 日本水土総合研究所著 論創社 291.093/N71

302 大阪の教科書 : 大阪検定公式テキスト ビジュアル入門編 創元社編集部編 創元社 291.63/So27/1

303 湯けむり台湾紀行 : 名湯・秘湯ガイド(Taiwan通:3) 鈴木浩大著 まどか出版 292.24/Su96

304 魅惑のドバイ[○秘]旅行術 : ガイドブックには載らない : 周辺アラブ諸国も安心して楽しめる達人の知恵47 茂野みどり著 メイツ出版 292.784/Sh29

305 南極のスコット : 新装版(Century books. 人と思想:147) 中田修著 清水書院 297.9/Sc9

306 日本人だけが知らない本当は世界でいちばん人気の国・日本(SB新書:443) ケント・ギルバート著 SBクリエイティブ 302.1/G44
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307 インドネシアの基礎知識(アジアの基礎知識:3) 加納啓良著 めこん 302.24/Ka58

308 知らなきゃよかった : 予測不能時代の新・情報術(文春新書:1168) 池上彰, 佐藤優著 文藝春秋 304/I33

309 われわれと他者 : フランス思想における他者像 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:707)
ツヴェタン・トドロフ [著]/
小野潮, 江口修訳

法政大学出版局 309.0235/To18

310 200歳のマルクスならどう新しく共産主義を論じるか 聽濤弘著 かもがわ出版 309.334/Ma59

311 屈服しない人々
ツヴェタン・トドロフ [著]/
小野潮訳

新評論 311.15/To18

312 ハンナ=アーレント 新装版(Century books. 人と思想:180) 太田哲男著 清水書院 311.234/A68

313 グロティウス : 新装版(Century books. 人と思想:178) 柳原正治著 清水書院 311.2359/G88

314 ポピュリズムの本質 : 「政治的疎外」を克服できるか 谷口将紀, 水島治郎編著 中央公論新社 311.7/Ta87

315 武器としての情報公開 : 権力の「手の内」を見抜く(ちくま新書:1366) 日下部聡著 筑摩書房 316.1/Ku82

316 スノーデン監視大国日本を語る(集英社新書:0945A)
エドワード・スノーデン [ほ
か] 著

集英社 316.1/Su74

317 「親日の在日」として 呉亮錫著
LUFTメディアコミュ
ニケーション

316.81/G68

318 財務省の黒い霧(宝島社新書:504) 歳川隆雄著 宝島社 317.24/To72

319 公務員面接を勝ち抜く力 : 時代が求めるスキル×あなたの経験×意欲と向上心 小紫雅史著 実務教育出版 318.3/Ko68

320 地方都市の持続可能性 : 「東京ひとり勝ち」を超えて(ちくま新書:1367) 田村秀著 筑摩書房 318.7/Ta82

321 活中論 : 巨大化&混迷化の中国と日本のチャンス 近藤大介著 講談社 319.1022/Ko73

322 道徳から応用倫理へ(叢書・ウニベルシタス:995. 公正の探求:2)
ポール・リクール [著]/久米
博, 越門勝彦訳

法政大学出版局 321.1/R33/2

323 先生!バナナはおやつに含まれますか? : 法や契約書の読み方がわかるようになる本 中野友貴著 第一法規 321/N39

324 パリの断頭台 : 七代にわたる死刑執行人サンソン家年代記 : 新装版
バーバラ・レヴィ [著]/喜多
迅鷹, 喜多元子訳

法政大学出版局 322.35/L57
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325 救済法 第2版(行政法判例集:2) 飯島淳子[ほか著] 有斐閣 323.9/Ky8

326 すぐに役立つ最新入門図解相続のしくみと手続き 松岡慶子監修 三修社 324.7/Ma86

327 講義刑法学・総論 井田良著 有斐閣 326.1/I18

328 東京裁判「神話」の解体 : パル、レーリンク、ウェブ三判事の相克(ちくま新書:1365) D・コーエン, 戸谷由麻著 筑摩書房 329.67/C83

329 マンガ日本と世界の経済入門
石森プロ漫画/シュガー佐藤漫
画/山田真哉監修

KADOKAWA 330.4/I78

330 キミのお金はどこに消えるのか 井上純一著 角川書店 330/I57

331 所有の歴史 : 本義にも転義にも : 新装版(叢書・ウニベルシタス:440)
ジャック・アタリ [著]/山内
昶訳

法政大学出版局 331.2/A95

332 幸福感の統計分析 橘木俊詔, 高松里江著 岩波書店 331/Ta13

333 生産性とは何か : 日本経済の活力を問いなおす(ちくま新書:1368) 宮川努著 筑摩書房 332.1/Mi72

334 関西の地域振興と国際化 : 大学と新聞社の役割(産研レクチャー・シリーズ) 市川顕, 高林喜久生編著
関西学院大学産業研究所/関
西学院大学出版会 (発売) 332.16/I14

335 その一歩からすべてが始まる。(国際協力キャリアガイド : 世界を目指す仕事と学びの進路ガイダンス:2018-19)
国際開発ジャーナル社/丸善
出版 (発売) 333.8//'18-19

336 難民支援 : ドイツメディアが伝えたこと 松原好次, 内藤裕子著 春風社 334.434/Ma73

337 経営学入門 : 経験から学ぶ 第2版(有斐閣ブックス:[449]) 上林憲雄 [ほか] 著 有斐閣 335.1/Ke22

338 大学4年間の経営学がマンガでざっと学べる : 学び直しの決定版 高橋伸夫, うだひろえ著 KADOKAWA 335.1/Ta33

339 P・F・ドラッカー : マネジメント思想の源流と展望 井坂康志著 文眞堂 335.13/D92

340 アイデア・エバリュエーション : 持続可能なビジネスを生み出す方法
スヴェルケル・オーレンゲ,
マッツ・ルンドクヴィスト編/
松永正樹訳

九州大学出版会 335.15/A41

341 間違いだらけのコンプライアンス経営 蒲俊郎著 イースト・プレス 335.15/Ka11

342 企業不祥事事典 : ケーススタディ150(日外選書Fontana)
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) 335.21/N71
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343 企業不祥事事典 : ケーススタディ 2
日外アソシエーツ株式会社編
集

日外アソシエーツ/紀伊國屋
書店 (発売) 335.21/N71/2

344 二〇二五年、日中企業格差 : 日本は中国の下請けになるか?(PHP新書:1157) 近藤大介著 PHP研究所 335.222/Ko73

345 産業組織とビジネスの経済学(有斐閣ストゥディア) 花薗誠著 有斐閣 335.3/H28

346 日本社会に生きる中小企業 鵜飼信一編著
中央経済社/中央経済グルー
プパブリッシング (発売) 335.35/U53

347 自分で決める。 : すべてがうまくいく最強の力 権藤優希著 きずな出版 336.1/G63

348 ブルー・オーシャン戦略がよくわかる本(図解ポケット) 中野明著 秀和システム 336.1/N39

349 地域発イノベーションの育て方 : リソースから紡ぎ出す新規事業 徳久悟著 NTT出版 336.1/To36

350 データ戦略と法律 : 攻めのビジネスQ&A 中崎隆 [ほか] 編著
日経BP社/日経BPマーケティ
ング (発売) 336.17/D65

351 経営のためのデータマネジメント入門 喜田昌樹編著/日本情報システム・ユー
ザー協会ビジネスデータ研究会編

中央経済社/中央経済グルー
プパブリッシング (発売) 336.17/Ki12

352 最強のデータ経営 : 個人と組織の力を引き出す究極のイノベーション「Domo」 杉原剛著 インプレス 336.17/Su34

353 ファシリテーション入門 第2版(日経文庫:1398:I29) 堀公俊著 日本経済新聞出版社 336.2/H89

354 ロジカル・シンキングがよくわかる本(図解ポケット) 今井信行著 秀和システム 336.2/I43

355 クリティカル・シンキングがよくわかる本(図解ポケット) 今井信行著 秀和システム 336.2/I43

356
リーダーシップの教科書 : ハーバード・ビジネス・レビューリーダーシップ論文ベスト10(Harvard business review : Diamond ハーバー
ド・ビジネス・レビュー)

ハーバード・ビジネス・レビュー編集部
編/DIAMONDハーバード・ビジネス・レ
ビュー編集部訳

ダイヤモンド社 336.3/D28

357 組織マネジメント入門 第2版 石井晴夫, 樋口徹著
中央経済社/中央経済グルー
プパブリッシング (発売) 336.3/I75

358 次世代型組織へのフォロワーシップ論 : リーダーシップ主義からの脱却 松山一紀著 ミネルヴァ書房 336.3/Ma91

359 組織開発の探究 : 理論に学び、実践に活かす 中原淳, 中村和彦著 ダイヤモンド社 336.3/N33

360 価値創発<EVP>時代の人的資源管理 : Industry4.0の新しい働き方・働かせ方
守屋貴司編著/中村艶子編著/
橋場俊展編著

ミネルヴァ書房 336.4/Ka12
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361 中国のビジネス実務人事労務の現場ワザQ&A100 : 最新中国労働関連法対応 改訂版 韓晏元, 奥北秀嗣著 第一法規 336.4/Ka43

362 戦後日本の人事労務管理 : 終身雇用・年功制から自己責任とフレキシブル化へ 黒田兼一著 ミネルヴァ書房 336.4/Ku72

363 一生働きたい職場のつくり方 : もう、転職はさせない! 前川孝雄著/田岡英明著 実業之日本社 336.4/Ma27

364 従業員50名未満限定最強の「労務管理」 : リスクを回避して、助成金がもらえる会社の作り方 柴田千華[著]/松本崇宏監修
クロスメディア・パ
ブリッシング/イン
プレス(発売)

336.4/Sh18

365 人的資源管理の力 白木三秀編著 文眞堂 336.4/Sh83

366 看漫畫學習 我的公司是好公司?還是爛公司? : 新的工作方式和選擇公司方式 高橋恭介著/Side Lunch漫畫 アスコム 336.4/Ta33

367 ケーススタディ職場のLGBT : 場面で学ぶ正しい理解と適切な対応 : セクシュアル・マイノリティ
寺原真希子編集代表/東京表参
道法律事務所編著

ぎょうせい 336.4/Te44

368 なぜ残業を減らしたのに、会社が儲かるのか?
萩原京二編著/労働時間MBOコ
ンサルタント協会著

クロスメディア・パブリッ
シング/インプレス (発売) 336.44/H14

369 自分で考え、行動する力が身につく(企業内研修にすぐ使えるケーススタディ. 続) 経団連出版 336.47/N71

370 実践健康経営 : 健康的な働き方への組織改革の進め方
吉岡拓也著/根本大介著/折本
敦子グレイス著

日本能率協会マネジメント
センター 336.48/J54

371 会話力速効ドリル : 人に伝える7つの力 石田章洋著 新星出版社 336.49/I72

372 期待以上に人を動かす伝え方 沖本るり子著 かんき出版 336.49/O51

373 プレゼン資料劇的改善テクニック : たった1分で「伝わる!」に変える
吉岡豊, 秀和システム編集部
著

秀和システム 336.49/Y92

374 企業価値評価 入門編 鈴木一功著 ダイヤモンド社 336.83/Su96/1

375 会計の意味論(中央大学学術図書:95) 田中茂次著 中央大学出版部 336.9/Ta84

376 第150回に完全合格するための3大企画(無敵の簿記1級. 第150回直前総まとめ)
TAC株式会社出版事
業部

336.91//['18]

377 無敵の簿記2級 第150回直前総まとめ 無敵の簿記編集部編
TAC株式会社出版事
業部

336.91//['18]

378 無敵の簿記3級 第150回直前総まとめ 無敵の簿記編集部編
TAC株式会社出版事
業部

336.91//['18]
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379 エッセンシャルIFRS 第6版 秋葉賢一著
中央経済社/中央経済グルー
プパブリッシング (発売) 336.92/A34

380 事業承継実務ハンドブック 第4版
鈴木義行編著/奥谷浩之, 石崎
勝夫著

中央経済社/中央経済グルー
プパブリッシング (発売) 336.985/Su96

381 ドラッカーのマネジメントがよくわかる本(図解ポケット) 中野明著 秀和システム 336/D92

382 まんがでわかる『ビジョナリー・カンパニー』の読み方 藤屋伸二監修/nevまんが 宝島社 336/F68

383 日経ニュースで読む経営力の基礎知識 武類雅典著 日本経済新聞出版社 336/Mu79

384 経営理念浸透のメカニズム : 10年間の調査から見えた「わかちあい」の本質と実践 田中雅子著
中央経済社/中央経済グルー
プパブリッシング (発売) 336/Ta84

385 貨幣の哲学 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:779)
エマニュエル・レヴィナス [著]/ロ
ジェ・ビュルグヒュラーヴ編/合田正人,
三浦直希訳

法政大学出版局 337.1/L57

386 会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方 渡部清二著 東洋経済新報社 338.155/W46

387 FP基礎 : ファイナンシャル・プランニング 5訂版 赤堀勝彦著 保険毎日新聞社 338.18/A28

388 中国のことがマンガで3時間でわかる本 改訂増補(Asuka business & language books)
筧武雄, 馬成三, 遠藤誠著/飛
鳥幸子マンガ

明日香出版社 338.9222/C68

389 2025年のブロックチェーン革命(青春新書intelligence:PI-547) 水野操著 青春出版社 338/Mi96

390 仮想通貨はどうなるか : バブルが終わり、新しい進化が始まる 野口悠紀雄著 ダイヤモンド社 338/N93

391 ハーバーマス : 新装版(Century books. 人と思想:176) 小牧治, 村上隆夫共著 清水書院 361.234/H11

392 マックス=ヴェーバー : 新装版(Century books. 人と思想:78)
住谷一彦, 小林純, 山田正範
著

清水書院 361.234/W51

393 絶対役立つ社会心理学 : 日常の中の「あるある」と「なるほど」を探す 村井潤一郎編著 ミネルヴァ書房 361.4/Mu41

394 ヒトは「いじめ」をやめられない(小学館新書:[308]) 中野信子著 小学館 361.4/N39

395 日本人とドイツ人 : 比べてみたらどっちもどっち(新潮新書:778) 雨宮紫苑著 新潮社 361.5/A42

396 シン・浪費図鑑 : 悪友たちのないしょ話 2 劇団雌猫著 小学館 361.5/GeM/2
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397 越境する文化・コンテンツ・想像力 : トランスナショナル化するポピュラー・カルチャー 高馬京子編/松本健太郎編 ナカニシヤ出版 361.5/Ko58

398 文化資源学講義 佐藤健二著 東京大学出版会 361.5/Sa85

399 生活環境主義のコミュニティ分析 : 環境社会学のアプローチ
鳥越皓之, 足立重和, 金菱清
編著

ミネルヴァ書房 361.7/Se17

400 被差別部落の真実 : 創作された「部落の仕事と文化」イメージ(モナド新書:011) 小早川明良著 にんげん出版 361.86/Ko12

401 ちょっと気になる政策思想 : 社会保障と関わる経済学の系譜 権丈善一著 勁草書房 364/Ke44

402 キャリア心理学ライフデザイン・ワークブック 杉山崇 [ほか] 著 ナカニシヤ出版 366.29/Ky1

403 パワーハラスメント 第2版(日経文庫:1397:B107) 岡田康子, 稲尾和泉著 日本経済新聞出版社 366.3/O38

404 雇用と結婚出産子育て支援の経済学 : 女性のワーク・ライフ・バランス オンデマンド版 足立泰美著 大阪大学出版会 366.38/A16

405 女性労働に関する基礎的研究 : 女性の働き方が示す日本企業の現状と将来 脇坂明著 日本評論社 366.38/W33

406 「同一労働同一賃金」はやわかり(日経文庫:1396, B128) 北岡大介著 日本経済新聞出版社 366.4/Ki72

407 説教したがる男たち
レベッカ・ソルニット著/ハー
ン小路恭子訳

左右社 367.1/So34

408 スマホ・チルドレンもめごとSOS : ネット社会を生きる子どもたちのために 富樫康明著 批評社 367.61/To21

409 そろそろはじめる親のこと : 気になる介護・施設・仕事・お金のこと 大澤尚宏著 自由国民社 367.7/O74

410 格差社会を生き抜く読書(ちくま新書:1333-5. シリーズケアを考える) 佐藤優, 池上和子著 筑摩書房 368.2/Sa86

411 沖縄アンダーグラウンド : 売春街を生きた者たち 藤井誠二著 講談社 368.4/F57

412 山口組と日本 : 結成103年の通史から近代を読む(祥伝社新書:544) 宮崎学 [著] 祥伝社 368.51/Y24

413 万引き依存症 斉藤章佳著 イースト・プレス 368.65/Sa25

414 スピード合格!社会福祉士直前対策 '19年版
南牧生, コンデックス情報研
究所編著

成美堂出版 369.079//'19
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415 社会福祉士完全予想模試 '19年版 コンデックス情報研究所編著 成美堂出版 369.079//'19

416 福祉財政(福祉+α:11) 高端正幸, 伊集守直編 ミネルヴァ書房 369.11/Ta33

417 相談援助(福祉ライブラリ)
川村匡由編著/石井三智子 [ほ
か] 共著

建帛社 369.16/Ka95

418 こんなにおもしろい社会福祉士の仕事 飯塚慶子著
中央経済社/中央経済グルー
プパブリッシング (発売) 369.17/I28

419 支援が困難な事例に向き合う発達臨床 : 教育・保育・心理・福祉・医療の現場から 別府悦子, 香野毅編著 ミネルヴァ書房 369.27/B37

420 障害のある子の「親なきあと」 : 「親あるあいだ」の準備 渡部伸著 主婦の友社 369.27/W46

421 図解障害者総合支援法早わかりガイド 最新版 山内一永著 日本実業出版社 369.27/Y39

422 子どもと福祉 : 子ども・家族支援論 第3版 林浩康著 福村出版 369.4/H48

423 子どもの開発と子どもの貧困(竹原健二・人間開発シリーズ:2) 竹原健二著 本の泉社 369.4/Ta61

424 福祉心理学の世界 : 人の成長を辿って
中山哲志, 稲谷ふみ枝, 深谷
昌志編

ナカニシヤ出版 369/F84

425 キャリア教育(MINERVAはじめて学ぶ教職:19) 藤田晃之編著 ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/19

426 西洋教育史(Minervaはじめて学ぶ教職:3) 尾上雅信編著 ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/3

427 生きること学ぶこと(林竹二著作集:10) 林竹二著 筑摩書房 370/H48

428 主体性育成の観点からアクティブ・ラーニングを考え直す 後藤文彦著 ナカニシヤ出版 371.4/G72

429 メタ認知で「学ぶ力」を高める : 認知心理学が解き明かす効果的学習法 三宮真智子著 北大路書房 371.41/Sa65

430 AIに負けない「教育」(認知科学のフロンティア) 渡部信一著 大修館書店 371.41/W45

431 いじめ問題解決ハンドブック : 教師とカウンセラーの実践を支える学校臨床心理学の発想
山本奬, 大谷哲弘, 小関俊祐
著

金子書房 371.42/I29

432 不登校の子どもに親ができること : 4つのタイプ別対処法 C.A.カーニー著/今井必生訳 創元社 371.42/Ke12
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433 スクールカウンセラーのビリーフとアクティビティ : 児童生徒・保護者・教師とどう関わるか 稲垣応顕, 坂井祐円編著/水上和夫, 横澤
富士子, 戸田弘子著 金子書房 371.43/I52

434 自己実現に誘う教育と相談 : 信じて引き出して生かす 井上信子著 金子書房 371.43/I55

435 子どもの心の問題支援ガイド : 教育現場に活かす認知行動療法 R.B.メヌッティ, R.W.クリストナー, A.
フリーマン編 金剛出版 371.43/Ko21

436 ノードとしての青年期 高坂康雅編 ナカニシヤ出版 371.47/Ko82

437 わかる・役立つ教育学入門(シリーズ大学生の学びをつくる) 植上一希, 寺崎里水編 大月書店 371/U34

438 教育亡国(ちくま学芸文庫) 林竹二著 筑摩書房 372.1/H48

439 前川喜平教育のなかのマイノリティを語る : 高校中退・夜間中学・外国につながる子ども・LGBT・沖縄の歴史教育 前川喜平[ほか]著 明石書店 372.1/Ma27

440 フィンランドの大学における小学校英語担当教員養成システム : 小学校英語教科化への対応策をもとめて 伊東治己著 溪水社 372.3892/I89

441 算数科教育(新しい教職教育講座:教科教育編:3)
岡本尚子, 二澤善紀, 月岡卓
也編著

ミネルヴァ書房 373.7/Ky4/3

442 初等理科教育(新しい教職教育講座. 教科教育編:4) 山下芳樹, 平田豊誠編著 ミネルヴァ書房 373.7/Ky4/4

443 専門職としての教師教育者 : 教師を育てるひとの役割、行動と成長
ミーケ・ルーネンベルク, ユリエン・デ
ンヘリンク, フレット・A・J・コルト
ハーヘン著/入澤充, 森山賢一訳

玉川大学出版部 373.7/Se69

444 若手教員の学級マネジメント力が伸びる! : 学級力向上プロジェクト教員研修編 田中博之編著 金子書房 374.1/Ta84

445 公立小・中学校教員の業務負担 神林寿幸著 大学教育出版 374.3/Ka48

446 次代を創る教師論 小池俊夫, 長野雅弘編著 学文社 374.3/Ko31

447 日本の教師、その12章 : 困難から希望への途を求めて 久冨善之著 新日本出版社 374.3/Ku17

448 新教職論 : 教職必修 3訂版 教職課程研究会編 実教出版 374.3/Ky5

449 スクールリーダーが知っておきたい60の心得 田中博史 [ほか] 著 東洋館出版社 374.3/Su54

450 調査報告学校の部活動と働き方改革 : 教師の意識と実態から考える(岩波ブックレット:No.989) 内田良 [ほか]著 岩波書店 374.37/C57
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451 少子化に対応した学校教育充実の処方箋 : 進む学校の小規模化にどう向き合うか 高橋興著 ぎょうせい 374/Ta33

452 初等図画工作科教育(MINERVAはじめて学ぶ教科教育:6) 石崎和宏編著/直江俊雄編著 ミネルヴァ書房 375.082/Mi43/6

453 授業改善8つのアクション : 学び合えるチームが最高の授業をつくる! 石井英真編著 東洋館出版社 375.1/I75

454 各学習領域における基本的な見方・考え方 : アクティブ・ラーニングで鍛えられるもの(教育フォーラム:61)
梶田叡一責任編集/日本人間教
育学会編

金子書房 375.1/Ka23

455 人生や社会をよりよく生きる力の涵養を : 新学習指導要領が最終的に目指すもの(教育フォーラム:62)
梶田叡一責任編集/日本人間教
育学会編

金子書房 375.1/Ka23

456 鎌倉発「深い学び」のカリキュラム・デザイン 澤井陽介編著/横浜国立大学教育学部附属
鎌倉小学校著 東洋館出版社 375.1/Sa94

457 教師にも瞬発力・対応力が必要です 田中博史著 東洋館出版社 375.1/Ta84

458 Q&Aでよくわかる!「見方・考え方」を育てるパフォーマンス評価 西岡加名恵, 石井英真編著 明治図書出版 375.17/N86

459 一人ひとりをいかす評価 : 学び方・教え方を問い直す C.A.トムリンソン, T.R.ムーン著/山元隆
春, 山崎敬人, 吉田新一郎訳 北大路書房 375.17/To59

460 プログラミング教育ってなに? : 親が知りたい45のギモン 石戸奈々子著 ジャムハウス 375.199/I72

461 「公共」の授業を創る : 高校社会 橋本康弘編著 明治図書出版 375.314/H38

462 「特別の教科道徳」のユニバーサルデザイン : 授業づくりをチェンジする15のポイント(道徳科授業サポートBOOKS) 増田謙太郎著 明治図書出版 375.352/Ma66

463 主体的・対話的に深く学ぶ算数・数学教育 : コンテンツとコンピテンシーを見すえて 小寺隆幸編著 ミネルヴァ書房 375.41/Ko21

464 新学習指導要領から見えてくる算数授業で変えなきゃいけないこと・変えてはいけないこと
宮本博規, 藤本邦昭編著/熊本
市算数教育研究会著

東洋館出版社 375.412/Mi77

465 体の動き指導アラカルト : 気になる子どものできた!が増える 笹田哲著 中央法規出版 375.49/Sa71

466 体育指導アラカルト : 気になる子どものできた!が増える 笹田哲著 中央法規出版 375.492/Sa71

467 小学校図工の授業づくりはじめの一歩 南育子著 明治図書出版 375.72/Mi37

468 世界一わかりやすい!会話形式で学ぶ、図画工作科の授業づくり 岡田京子著 明治図書出版 375.72/O38
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469 2時間でできる図画工作題材集 : たっぷり55選! 玉置一仁著/大畑祐之著 明治図書出版 375.72/Ta78

470 書字指導アラカルト : 気になる子どものできた!が増える 笹田哲著 中央法規出版 375.82/Sa71

471 字を書くための見る力・認知能力編(書字指導ワーク : 気になる子どものできた!が増える:1) 中央法規出版 375.82/Sa71/1

472 ひらがなの書き方編(書字指導ワーク : 気になる子どものできた!が増える:2) 中央法規出版 375.82/Sa71/2

473 カタカナ・数字の書き方編(書字指導ワーク : 気になる子どものできた!が増える:3) 中央法規出版 375.82/Sa71/3

474 小学校明日からできる!読書活動アイデア事典
塩谷京子編著/小谷田照代著,
山本泰子著

明治図書出版 375.82/Sh78

475 文学 : 主体的・対話的に読み深める(シリーズ国語授業づくり. 中学校)
飯田和明, 上谷順三郎, 児玉
忠編著

東洋館出版社 375.83/B89

476 高校の国語授業はこう変わる : 新学習指導要領対応 大滝一登, 高木展郎編著 三省堂 375.84/O83

477 日本の漢字・学校の漢字(下村昇の漢字ワールド:1) 下村昇著 高文研 375.87/Sh53/1

478 英語4技能統合型の指導&評価ガイドブック : 短時間で効果抜群!(目指せ!英語授業の達人:37) 上山晋平, 佐々木紀人編著 明治図書出版 375.893/Ka39

479 英語リスニング指導ハンドブック 鈴木寿一, 門田修平編著 大修館書店 375.893/Su96

480 子どもの英語にどう向き合うか(NHK出版新書:562) 鳥飼玖美子著 NHK出版 375.893/To67

481 Small Talkで英語表現が身につく!小学生のためのすらすら英会話(小学校英語サポートBOOKS) 瀧沢広人著 明治図書出版 375.8932/Ta73

482 カリキュラム・マネジメントと授業の質保証 : 各国の事例の比較から 原田信之編著 北大路書房 375/H32

483 教育の再生をもとめて : 湊川でおこったこと 林竹二著 筑摩書房 375/Mi39

484 中学校のための法教育11教材 : 一人ひとりを大切にする子どもを育む
日本弁護士連合会市民のため
の法教育委員会編著

東洋館出版社 375/N71

485 多文化保育・教育論 咲間まり子編 みらい 376.1/Sa45

486 3・4・5歳の体・手先の動き指導アラカルト : 気になる子どものできた!が増える 笹田哲著 中央法規出版 376.1/Sa71
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487 コミュニケーションの力を育てる異年齢保育 高橋美恵子, 藤戸純子編著 エイデル研究所 376.1/Ta33

488 「心の理論」テストはほんとうは何を測っているのか? : 子どもが行動シナリオに気づくとき 熊谷高幸著 新曜社 376.11/Ku33

489 保育の現場で役立つ心理学 : 保育所保育指針を読み解く 相良順子, 宮本友弘編著
アイ・ケイコーポ
レーション

376.11/Sa16

490 わかりやすい!幼稚園・保育所・認定こども園「要録」記入ハンドブック 平成30年改訂 神長美津子編著/塩谷香編著 ぎょうせい
376.14/Ka37/'1
8

491 「平成30年施行」保育所保育指針幼稚園教育要領幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説とポイント ミネルヴァ書房編集部編 ミネルヴァ書房
376.15/Mi43/'1
8

492
保育所保育指針/幼保連携型認定こども園教育・保育要領/幼稚園教育要領 : 平成29年3月31日告示 : 平成30年度改正施行(全社協ブックレッ
ト:8)

全国保育士会編 全国社会福祉協議会 376.15/Z3/'17

493 領域言葉 新訂版(事例で学ぶ保育内容) 宮里暁美編者代表 萌文書林 376.158/Mi82

494 子どもが輝く : 幼小中連携の教育が教えてくれたこと
東京学芸大学附属幼稚園竹早園舎, 東京
学芸大学附属竹早小学校, 東京学芸大学
附属竹早中学校編著

東洋館出版社 376.2/Ko21

495 文系大学教育は仕事の役に立つのか : 職業的レリバンスの検討 本田由紀編 ナカニシヤ出版 377.04/H84

496 大学経営・政策入門
東京大学大学経営・政策コー
ス編

東信堂 377.1/To46

497 進化する初年次教育 初年次教育学会編 世界思想社 377.15/Sh96

498 未来を変える大学選び(AERA MOOK) 朝日新聞出版 377.21//'19

499 大学の実力 2019 読売新聞教育取材班著 中央公論新社 377.21/YoS/'19

500 関西外大by AERA : Without Borders 新版(AERAムック) 朝日新聞出版 377.28/Ka59

501 共に生きるためのキャリアプランニング : ダイバーシティ時代をどう生きるか 平岩久里子著 ナカニシヤ出版 377.95/H64

502
視覚障害教育入門Q&A : 確かな専門性の基盤となる基礎的な知識を身に付けるために : 新学習指導要領(平成29年告示)対応 : Q&A101項目
新訂版

全国盲学校長会編著 ジアース教育新社 378.1/Z3

503 アセスメントにもとづく学齢期の言語発達支援 : LCSAを活用した指導の展開
大伴潔, 林安紀子, 橋本創一
編著

学苑社 378.2/A91

504 基礎からわかる言語障害児教育
日本言語障害児教育研究会編
著

学苑社 378.5/N71
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505 アップデート!各教科等を合わせた指導 : 豊かな生活が切り拓く新しい知的障害教育の授業づくり 名古屋恒彦編著 東洋館出版社 378.6/N27

506 知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント 丹野哲也, 武富博文編著 東洋館出版社 378.6/Ta88

507 自閉スペクトラム バディ・システムスタートブック : 仲間づくりとコミュニケーションの支援
藤野博, 森脇愛子編著/袖山慶
晴イラスト

学苑社 378.8/F64

508 発達障害のある子と家族が幸せになる方法 : コミュニケーションが変わると子どもが育つ 原哲也著 学苑社 378.8/H32

509 困っている子の育ちを支えるヒント : 発達の多様性を知ることでみえてくる世界 井澗知美著 ミネルヴァ書房 378.8/I88

510 発達が気になる子へのソーシャルスキルの教え方 : 学校が楽しくなる!
鴨下賢一編著/立石加奈子, 中
島そのみ著

中央法規出版 378.8/Ka41

511 発達が気になる子への読み書き指導ことはじめ 鴨下賢一著 中央法規出版 378.8/Ka41

512 この人なんて言ってるの?!気持ちを理解するためのスキルアップワーク : 発達障害のある子へのSST
落合由香, 石川聡美著/西岡有
香編

明治図書出版 378.8/Ko77

513 こうすればうまくいく発達障害のペアレント・トレーニング実践マニュアル
北道子, 河内美恵, 藤井和子
編

中央法規出版 378.8/Ko89

514 こうすればうまくいく!ADHDのある子どもの保育 : イラストですぐにわかる対応法 水野智美著 中央法規出版 378.8/Mi96

515 こうすればうまくいく!自閉症スペクトラムの子どもの保育 : イラストですぐにわかる対応法 水野智美著 中央法規出版 378.8/Mi96

516 Q&Aで考える保護者支援 : 発達障害の子どもの育ちを応援したいすべての人に 中川信子著 学苑社 378.8/N32

517 自閉症とアスペルガー症候群対応ハンドブック 仁平説子著 東北大学出版会 378.8/N71

518 発達障害のある高校生・大学生のための上手な体・手指の使い方 笹田哲著 中央法規出版 378.8/Sa71

519 発達が気になる子どもの療育・発達支援入門 : 目の前の子どもから学べる専門家を目指して 市川奈緒子, 岡本仁美編著 金子書房 378/I14

520 学級経営&授業のユニバーサルデザインと合理的配慮 : 通常の学級でできる支援・指導(特別支援教育サポートBOOKS) 梶谷真弘著 明治図書出版 378/Ka23

521 目からウロコの重度重複障害児教育 : 障害の重い子どもの担当教員必携!
松元泰英著/さめしまことえイ
ラスト

ジアース教育新社 378/Ma81

522 通常の学級担任向け個別の指導計画活用ワークショップ : チームで取り組む!校内研修プログラム 名越斉子, 尾﨑啓子監修・著/若林上総,
加藤和子, 神田佳明編著 ジアース教育新社 378/N26
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523 くり上がり・くり下がりのない10までのたし算ひき算(通常の学級でやさしい学び支援 : 計算が苦手な子どもへの〈算数〉支援ワーク. [1]) 明治図書出版 378/N42/1

524 くり上がり・くり下がりのある20までのたし算ひき算(通常の学級でやさしい学び支援 : 計算が苦手な子どもへの〈算数〉支援ワーク. [2]) 明治図書出版 378/N42/2

525 教師と学校が変わる学校コンサルテーション(ハンディシリーズ発達障害支援・特別支援教育ナビ)
奥田健次編著/奥田健次[ほか
著]

金子書房 378/O54

526 音楽とリズムと特別支援教育 齋藤一雄著 東洋館出版社 378/Sa25

527 私学流特別支援教育 : 面倒見の良さ、丁寧さに特別支援の魂を込める
高橋あつ子編著/水口洋 [ほ
か] 著

学事出版 378/Ta33

528 よくわかる!大学における障害学生支援 : こんなときどうする?
竹田一則編著/青木真純 [ほ
か] 執筆

ジアース教育新社 378/Ta59

529 国語算数学びにくさのある子のための教材教具 : 主体的・対話的で深い学びを促す支援のヒント(特別支援教育サポートBOOKS)
立松英子編著/障害児基礎教育
研究会著

明治図書出版 378/Ta94

530 「特別の教科道徳」とライフキャリア教育 : 生きる力をつけて生きる意味と生き方を学ぶ(特別支援学校&学級で学ぶ!) 渡邉昭宏著 明治図書出版 378/W46

531 ソーシャルシンキング : 社会性とコミュニケーションに問題を抱える人への対人認知と視点どりの支援
ミシェル・ガルシア・ウィ
ナー著/古賀祥子訳

金子書房 378/W76

532 「本の読み方」で学力は決まる : 最新脳科学でついに出た結論(青春新書intelligence:PI-551)
松崎泰, 榊浩平著/川島隆太監
修

青春出版社 379.9/Ma92

533 モードの誘惑 山田登世子著 藤原書店 383.1/Y19

534 ハゲの文化史(ポプラ新書:155) 荒俣宏著 ポプラ社 383.5/A64

535 平安朝の歳時と文学(研究叢書:504) 北山円正著 和泉書院 386.1/Ki74

536 妖怪絵草紙(湯本豪一コレクション) 湯本豪一著
パイインターナショ
ナル

388.1/Y97

537 戦争論 : われわれの内にひそむ女神ベローナ : 新装版(りぶらりあ選書)
ロジェ・カイヨワ著/秋枝茂夫
訳

法政大学出版局 391.1/C12

538 翁長知事の遺志を継ぐ : 辺野古に基地はつくらせない 宮本憲一, 白藤博行編著 自治体研究社 395.39/Mi77

539 独楽の科学 : 回転する物体はなぜ倒れないのか?(ブルーバックス:B-2078) 山崎詩郎著 講談社 408/11/2078

540 はじめての解析学 : 微分、積分から量子力学まで(ブルーバックス:B-2079) 原岡善重著 講談社 408/11/2079
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541 嗅覚はどう進化してきたか : 生き物たちの匂い世界(岩波科学ライブラリー:278) 新村芳人著 岩波書店 408/14/278

542 科学者の社会的責任(岩波科学ライブラリー:279) 藤垣裕子著 岩波書店 408/14/279

543 さんすうパズル 図形編(Newtonライト : 理系脳をきたえる!)(NEWTONムック) ニュートンプレス 410.79/N99

544 例からはじめる微分積分 馬場裕 [ほか] 著
牧野書店/星雲社
(発売)

413.3/R25

545 「面積」とは何か : 幾何・代数・解析の捉え方(数学への招待) 小山拓輝著 技術評論社 414.1/Ko97

546 サイコロから学ぶ確率論 : 基礎から確率過程入門へ 小林道正著 裳華房 417.1/Ko12

547 心理学・社会科学研究のための構造方程式モデリング : Mplusによる実践 基礎編
伊藤大幸編著/谷伊織, 平島太
郎著

ナカニシヤ出版 417/I89/1

548 術数学の思考 : 交叉する科学と占術(京大人文研東方学叢書:5) 武田時昌著 臨川書店 419.2/Ta59

549 物理のきほん : これ1冊で物理の基本がみるみるわかる! 力学編(Newtonライト : 理系脳をきたえる!)(NEWTONムック) ニュートンプレス 420/N99

550 暦の漢字学 水上静夫著 雄山閣出版 449.822/Mi95

551 台風についてわかっていることいないこと : ようこそ、そらの研究室へ
筆保弘徳編著/山田広幸 [ほ
か] 著

ベレ出版 451.5/F52

552 積乱雲 : 都市型豪雨はなぜ発生する? 小林文明著 成山堂書店 451.61/Ko12

553 虹の図鑑 : しくみ、種類、観察方法 武田康男文・写真 緑書房 451.75/Ta59

554 図説ホントにすごい!生き物の図鑑 : 地球生物・生き方コレクション 千崎達也文・絵 秀和システム 460/Se75

555 「生きものらしさ」をもとめて 大沢文夫著 藤原書店 464.9/O74

556 文科系のための遺伝子入門 : よくわかる遺伝リテラシー 土屋廣幸著 新曜社 467/Ts32

557 サピエンス物語(大英自然史博物館シリーズ:2)
ルイーズ・ハンフリー, クリ
ス・ストリンガー著/山本大樹
訳

エクスナレッジ 469.2/H98

558 世界は美しくて不思議に満ちている : 「共感」から考えるヒトの進化 長谷川眞理子著 青土社 469/H36
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559 謎の植物衝撃ファイル : カラー図鑑 船山信次監修 宝島社 470/F89

560 人の子育て動物の子育て : 家庭教育の大切さを動物の視点で考える
土居利光著/子どもの未来応援
団企画・編集

ジアース教育新社 481.78/D83

561 おとなのための動物行動学入門 今福道夫著 昭和堂 481.78/I41

562 動物たちの内なる生活 : 森林管理官が聴いた野生の声
ペーター・ヴォールレーベン
著/本田雅也訳

早川書房 481.78/W83

563 図鑑日本の鳴く虫 : コオロギ類キリギリス類捕り方から飼い方まで 奥山風太郎著 エムピージェー 486.4/O57

564 日本の爬虫類・両生類生態図鑑 : 見分けられる!種類がわかる! 川添宣広著 誠文堂新光社 487.9/Ka98

565 トリノトリビア : 鳥類学者がこっそり教える野鳥のひみつ 川上和人 [ほか] 著 西東社 488.04/To67

566 日本の食肉類 : 生態系の頂点に立つ哺乳類 増田隆一編 東京大学出版会 489.5/Ma66

567 健康心理学の測定法・アセスメント(保健と健康の心理学標準テキスト:3) 鈴木伸一編著 ナカニシヤ出版 490.14/N71/3

568 人とどうぶつの血液型 近江俊徳編著 緑書房 491.321/O62

569 セックス/ジェンダー : 性分化をとらえ直す
アン・ファウスト-スターリン
グ著/福富護 [ほか] 訳

世織書房 491.35/F16

570 性とジェンダー : 個と社会をめぐるサイエンス(別冊日経サイエンス:228) 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)

491.35/N71

571 精神医療・診断の手引き : DSM-IIIはなぜ作られ、DSM-5はなぜ批判されたか 大野裕著 金剛出版 493.72/O67

572 もしかして、私、大人のADHD? : 認知行動療法で「生きづらさ」を解決する(光文社新書:963) 中島美鈴著 光文社 493.73/N42

573 自閉症もうひとつの見方 : 「自分自身」になるために バリー・M・プリザント, トム・フィール
ズ-マイヤー著/吉田仰希 [ほか] 訳 福村出版 493.76/P93

574 思春期 : 少年・少女の不思議のこころ(思春期のこころと身体Q&A:1) 深尾憲二朗著 ミネルヴァ書房 493.93/Sh91/1

575 起立性調節障害の子どもの日常生活サポートブック 改訂 田中英高著 中央法規出版 493.937/Ta84

576 起立性調節障害の子どもの正しい理解と対応 改訂 田中英高著 中央法規出版 493.937/Ta84
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577 発達障害に生まれて : 自閉症児と母の17年 松永正訓著 中央公論新社 493.9375/Ma83

578 あなたがあなたであるために : 自分らしく生きるためのアスペルガー症候群ガイド 吉田友子著 中央法規出版 493.9375/Y86

579 おしゃれ&プチ整形(10代のフィジカルヘルス:2) 岡村理栄子, 金子由美子著 大月書店 494.8/O43

580 脳を守る、たった1つの習慣 : 感情・体調をコントロールする(NHK出版新書:557) 築山節著 NHK出版 498.39/Ts65

581 明石海峡大橋 : 夢を実現し、さらなるロマンを追う 新版 島田喜十郎著 鹿島出版会 515.57/Sh36

582 レイチェル=カーソン : 新装版(Century books. 人と思想:137) 太田哲男著 清水書院 519.5/C22

583 この本は環境法の入門書のフリをしています(信山社新書) 西尾哲茂著 信山社 519/N86

584 建築の近代文学誌 : 外地と内地の西洋表象(アジア遊学:226) 日高佳紀, 西川貴子編 勉誠出版 523.1/H54

585 Ferrari 70th : フェラーリの70年。(BIGMANスペシャル) CCCカーライフラボ/世界文
化社 (発売) 537.067/F22

586 日本vs.アメリカvs.欧州自動車世界戦争 : EV・自動運転・IoT対応の行方 : 完全予測! 泉谷渉著 東洋経済新報社 537.09/I99

587 2022年の次世代自動車産業 : 異業種戦争の攻防と日本の活路(PHPビジネス新書:394) 田中道昭著 PHP研究所 537.09/Ta84

588 図解よくわかる航空管制 第2版 園山耕司著 秀和システム 538.86/So48

589 新・なぜ脱原発なのか? : 放射能のごみから非浪費型社会まで 改訂新版(プロブレムQ&A) 西尾漠著 緑風出版 543.5/N86

590 もっと速く、快適に!Wi-Fiを使いこなす本 ケイズプロダクション著 技術評論社 547.5/Ke29

591 コンピュータ、どうやってつくったんですか? : はじめて学ぶコンピュータの歴史としくみ 川添愛著 東京書籍 548.2/Ka98

592 航海学 6訂版 上巻 辻稔, 航海学研究会共著 成山堂書店 557/Ts43/1

593 だから私はメイクする : 悪友たちの美意識調査 劇団雌猫著 柏書房 595/G32

594 特集地域アクターによる地域のプロデュース(地域デザイン : 地域デザイン学会誌:No.12) 地域デザイン学会/瀬戸内人
(発売) 601.1/C43
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595 つながりを科学する地域コミュニティブランド 星合隆成著 木楽舎 601.1/H92

596 今こそ「地域創生」と「少子化対策」(地域人 : Chiikijin : 地域情報満載!地域創生のための総合情報:第37号) 大正大学地域構想研究所編 大正大学出版会 601/TaD/37

597 イナカをツクル : わくわくを見つけるヒント 嵩和雄著/筒井一伸監修 コモンズ 611.98/Ka72

598 中国コメ紀行すしの故郷と稲の道 松本紘宇著 現代書館 616.2/Ma81

599 サボテン全書
パワポン・スパナンタナーノ
ン著/大塚美里訳

グラフィック社 627.78/P28

600 即決率50%超えを実現する!売れる営業マンを育てるすごい方法 木下誠剛著 現代書林 673.3/Ki46

601 3秒で顧客をつかむ!コスト効果3300%の「展示会営業」術! : 「低コスト」で確実に売上をアップする弱者の戦略! 清永健一著 ごま書房新社 673.3/Ki88

602 図解でわかる!感動接客 長尾雪子著 秀和システム 673.3/N18

603 営業は自分の「特別」を売りなさい 辻盛英一著 あさ出版 673.3/Ts43

604 アマゾンが描く2022年の世界 : すべての業界を震撼させる「ベゾスの大戦略」(PHPビジネス新書:387) 田中道昭著 PHP研究所 673.36/A43

605 かわいい市場 リイド社 673.7/R39

606 日本の百貨店史 : 地方、女子店員、高齢化 谷内正往, 加藤諭著 日本経済評論社 673.83/Ta88

607 店販バカ売れ100のアクション 磯崎康一著 女性モード社 673.96/I85

608 もっと激ウマ!食べ台湾 : 地元の人が通い詰める最愛グルメ100軒 Aiwan著/妻鹿もえぎイラスト KADOKAWA 673.972/A25

609 激ウマ!食べ台湾 : ひとり旅でも大満足、食べまくりローカルフード65軒 Aiwan著/妻鹿もえぎマンガ KADOKAWA 673.972/A25

610 炎上しない企業情報発信 : ジェンダーはビジネスの新教養である 治部れんげ著 日本経済新聞出版社 674.1/J46

611 カフェ・スイーツショップのグラフィックス
パイインターナショ
ナル

674.3/P15

612 いちばんやさしいリスティング広告の教本 : 人気講師が教える自動化で利益を生むネット広告 新版
杓谷匠, 田中広樹, 宮里茉莉
奈著

インプレス 674.6/I13
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613 広報・PR実践 : PRプランナー資格認定制度2次・3次試験対応テキスト 2019-2020年度版
日本パブリックリレーション
ズ協会編

同友館
674/N71/'19-
'20

614 販促コピーとデザイン「売れる」公式50 : 売上UPの秘訣は「シニア目線」にある!
日本SPセンターシニアマーケ
ティング研究室著

翔泳社 674/N77

615 MONOQLO安くて良いモノthe BEST 2016-2018(100%ムックシリーズ) 晋遊舎
675.1/Sh69/'16
-'18

616 形で魅せる!思わず手にとるパッケージデザイン : 展開図付
パイインターナショナル編著
/Marian Kinoshita,
Stephanie L. Cook翻訳

パイインターナショ
ナル

675.18/P15

617 大学4年間のマーケティング見るだけノート 平野敦士カール監修 宝島社 675/H66

618 消費は0.2秒で起こる! : 人を動かす「脳の法則」 西田文郎著 現代書林 675/N81

619 世界最先端のマーケティング : 顧客とつながる企業のチャネルシフト戦略 奥谷孝司, 岩井琢磨著
日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

675/O57

620 ブランドSTORY : 企業永続の「ヒミツ」。 関野吉記著 プレジデント社 675/Se37

621
効果4500倍!LINE@"神"営業術 : 小さな会社の最強顧客リピート戦略ツール「LINE@」×伝達力4500倍!「YouTube動
画」

菅谷信一著 ごま書房新社 675/Su29

622 ヒットの設計図 : ポケモンGOからトランプ現象まで
デレク・トンプソン著/高橋由
紀子訳

早川書房 675/Th6

623 消費者心理学 山田一成, 池内裕美編著 勁草書房 675/Y19

624 マーケティングの仕事と年収のリアル 山口義宏著 ダイヤモンド社 675/Y24

625 京都鉄道博物館汽笛一声 京都鉄道博物館編
京都新聞出版セン
ター

686.06/Ky6

626 なるほど!なっとく空港の大疑問(KAWADE夢文庫:[K1098]) 秋本俊二著 河出書房新社 687.91/A35

627 ローカルコンテンツと地域再生 : 観光創出から産業振興へ(文化とまちづくり叢書) 増淵敏之著 水曜社 689.21/Ma66

628 コンテンツが拓く地域の可能性 : コンテンツ製作者・地域社会・ファンの三方良しをかなえるアニメ聖地巡礼
大谷尚之, 松本淳, 山村高淑
著

同文舘出版 689.4/Ko78

629 地域が稼ぐ観光 : ボクらはコトづくりでチイキのミライをつくる(宣伝会議Business Books) 大羽昭仁著 宣伝会議 689.4/O11

630 サイン・シンボル大図鑑 ミランダ・ブルース=ミットフォード著/
小林頼子, 望月典子監訳 三省堂 701/B78
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631 世界遺産を問い直す(ヤマケイ新書:YS040)
吉田正人著/筑波大学世界遺産
専攻吉田ゼミ [執筆]

山と溪谷社 709.1/Y86

632 絵画における真理 上 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:590)
ジャック・デリダ [著]/高橋
允昭, 阿部宏慈訳

法政大学出版局 720.1/D63/1

633 レオナルド=ダ=ヴィンチ : ルネサンスと万能の人(新・人と歴史拡大版:03) 西村貞二著 清水書院 723.37/L55

634 ムンク展-共鳴する魂の叫び公式ガイドブック : 展覧会を10倍楽しむ方法を教えます!(AERA MOOK) 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 723.3894/Mu32

635 マンガ雑誌は死んだ。で、どうなるの? : マンガアプリ以降のマンガビジネス大転換時代(星海社新書:135) 飯田一史著
星海社/講談社 (発
売)

726.101/I26

636 絵本をつくりたい人へ 改訂増補版 土井章史著 玄光社 726.5/D83

637 フランス絵本の世界 : 鹿島茂コレクション 鹿島茂著 青幻舎 726.6/Ka76

638 六朝貴族の世界王羲之 新訂版(新・人と歴史拡大版:05) 吉川忠夫著 清水書院 728.22/O25

639 楷行草筆順・字体字典 第3版 江守賢治編 三省堂 728.4/E54

640 人形メディア学講義 菊地浩平著
茉莉花社/河出書房
新社 (発売)

759.04/Ki24

641 修復家だけが知るストラディヴァリウスの真価 中澤宗幸著 毎日新聞出版 763.42/N46

642 宮中雅楽
林陽一写真/東儀俊美 [ほか
著]

小学館 768.2/H48

643 映画、希望のイマージュ : 香港とフランスの挑戦(FUKUOKA Uブックレット:5) 野崎歓著 弦書房 778.2223/N98

644 ベルイマン : 新装版(Century books. 人と思想:166) 小松弘著 清水書院 778.2389/B38

645 映画『夜と霧』とホロコースト : 世界各国の受容物語
E.ファン・デル・クナープ編/
庭田よう子訳

みすず書房 778.7/R28

646 ふたりのトトロ : 宮崎駿と「となりのトトロ」の時代 木原浩勝著 講談社 778.77/Mi88

647 もう一つの「バルス」 : 宮崎駿と『天空の城ラピュタ』の時代 増補改訂版(講談社文庫:[き66-3]) 木原浩勝 [著] 講談社 778.77/Su83

648 スポーツマーケティング論(Sports perspective series:1) 相原正道 [ほか] 著 晃洋書房 780/Sp6/1
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649 速くなる体幹トレーニングBCT : 走りが変わる!記録が伸びる! 増補版 原健介著
ベースボール・マガ
ジン社

782.3/H32

650 甲子園という病(新潮新書:779) 氏原英明著 新潮社 783.7/U57

651 だれでもどこでも泳げるようになる!水泳大全 鈴木大地編著/藤本秀樹編著 東洋館出版社 785.2/Su96

652 超越の棋士羽生善治との対話 高川武将著 講談社 796/H11

653 コミュニケーションテクスト分析 : フランス学派による言説分析への招待(言語学翻訳叢書:第18巻)
ドミニク・マングノー著/石丸
久美子, 高馬京子訳

ひつじ書房 801.03/Ma31

654 Weak referentiality(Linguistik aktuell:v. 219) edited by Ana Aguilar-Guevara, Bert
Le Bruyn, Joost Zwarts John Benjamins 801.5/W51

655 Using dictionaries : studies of dictionary use by language learners and translators(Lexicographica:Series maior:88) edited by B.T. Sue Atkins Niemeyer 801/A94

656 言語芸術・言語記号・言語の時間 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:477)
ロマン・ヤコブソン [著]/浅
川順子訳

法政大学出版局 801/J16

657 文体練習
レーモン・クノー著/朝比奈弘
治訳

朝日出版社 807.9/Q3

658 ベーシック応用言語学 : L2の習得・処理・学習・教授・評価 石川慎一郎著 ひつじ書房 807/I76

659 わかる!伝わる!プレゼン力 : プレゼンテーション虎の巻 パワーアップ版 佐藤佳弘著 武蔵野大学出版会 809.2/Sa87

660 言いたいことを1分にまとめる技術 山本昭生著 日本実業出版社 809.2/Y31

661 ワンランク上の日本語を習得したい社会人へ : 校正マンが赤字で解説 : その言葉、おかしくないですか? 玄冬書林著 ワニブックス 810.4/G34

662 必携!日本語ボランティアの基礎知識 中井延美著 大修館書店 810.7/N34

663 BJTビジネス日本語能力テスト : 実力養成問題集 第2版 読解
瀬川由美, 北村貞幸, 植松真
由美著

スリーエーネット
ワーク

810.79/B51

664 BJTビジネス日本語能力テスト : 実力養成問題集 第2版 聴解・聴読解
瀬川由美, 北村貞幸, 植松真
由美著

スリーエーネット
ワーク

810.79/B51

665 国語の表記と使い方(世論調査報告書. 国語に関する世論調査:平成29年度) 文化庁文化部国語課 [編] ぎょうせい 810.9/B89/'17

666 漢字はみんな、カルタで学べる : 親と子の漢字学習地図 伊東信夫, 宮下久夫著 太郎次郎社 811.2/I91
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667 日本語文法史研究 4
高山善行, 青木博史, 福田嘉
一郎編

ひつじ書房 815.02/NiB/4

668 大学生と留学生のための論文ワークブック
浜田麻里, 平尾得子, 由井紀
久子共著

くろしお出版 816.5/D16

669 論理的な小論文を書く方法 : 読み手を100%納得させる 小野田博一著 日本実業出版社 816.5/O67

670 中国語検定HSK公認テキスト 改訂版 1級 宮岸雄介著/スプリックス編 スプリックス 820.79//['17]

671 耳から突破!HSK語彙対策〈1級-4級〉 : フレーズ・例文・実践問題 任麗潔, 山口雪江, 安明姫著 朝日出版社 820.79/Mi33

672 精講漢文(ちくま学芸文庫:[マ39-2]) 前野直彬著 筑摩書房 820/Ma27

673 音が見える!中国語発音がしっかり身につく本 : 新装版 劉雅新著 コスモピア 821.1/R98

674 教養の漢字学 阿辻哲次著 大修館書店 821.2/A95

675 漢字のいい話 阿辻哲次著 大修館書店 821.2/A95

676 花と木の漢字学(あじあブックス:022) 寺井泰明著 大修館書店 821.2/Te46

677 こなれた訳文に仕上げるコツ(日中中日翻訳必携:実戦編4) 武吉次朗編著 日本僑報社 827.5/Ta68

678 1か月で話せる中国語日常会話 : 聞き取り・ディクテーションで覚える 宮岸雄介著 三修社 827.8/Mi73

679 日英語対照による英語学概論 増補版
西光義弘編/窪薗晴夫 [ほか]
著

くろしお出版 830.1/N84

680 脱文法100トピック実践英語トレーニング 中山誠一 [ほか] 著 ひつじ書房 830.7/D44

681 英語の多動力 : 世界でビジネスするホリエモンの英語術 堀江貴文著 DHC 830.7/H87

682 英検準2級短期完成3回過去問集 2018-2019年対応 [旺文社編] [旺文社]
830.79//'18-
'19

683 英検2級短期完成3回過去問集 2018-2019年対応 [旺文社編] [旺文社]
830.79//'18-
'19

684 英検準1級短期完成3回過去問集 2018-2019年対応 [旺文社編] [旺文社]
830.79//'18-
'19
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685 公式TOEIC Listening & Reading問題集 4
Educational Testing Service
著

国際ビジネスコミュニケー
ション協会 830.79/EdT/4

686 英検準1級頻出度別問題集 [2018] 花田七星著 高橋書店
830.79/H27/['1
8]-準1

687 TOEIC L&R TEST満点集団が本気で作った超そっくり模試600問 : 出題者の意図丸わかり!! Vol.1(満点集団シリーズ) ジーブラ編集チーム著
シャングリラ出版/
星雲社 (発売)

830.79/J46/1

688 単語からスタートTOEIC L&R TEST総合対策入門 : 必須1000語・解法30ビギナーのための解き方の基本完全マスター 成重寿, 松本恵美子著 Jリサーチ出版 830.79/N52

689 英検準1級ライティング問題 : 文部科学省後援([旺文社英検書]. 英検分野別ターゲット) 旺文社 830.79/O14/準1

690 英検準1級リスニング問題 : 文部科学省後援 改訂版([旺文社英検書]. 英検分野別ターゲット) 旺文社 830.79/O14/準1

691 英検準1級リーディング問題 : 文部科学省後援 改訂版([旺文社英検書]. 英検分野別ターゲット) 旺文社 830.79/O14/準1

692 英検準1級単語・熟語問題 : 文部科学省後援 改訂版([旺文社英検書]. 英検分野別ターゲット) 旺文社 830.79/O14/準1

693 英検2級頻出度別問題集 [2018] 田畑行康著 高橋書店
830.79/Ta11/['
18]-2

694 TOEIC L&RテストPart3&4鬼の変速リスニング 1(TTT速習シリーズ) テッド寺倉, 和泉有香, 天満嗣雄著/アル
ク出版編集部編 アルク 830.79/To19/1

695 TOEIC L&RテストPart3&4鬼の変速リスニング 2(TTT速習シリーズ) テッド寺倉, 和泉有香, 天満嗣雄著/アル
ク出版編集部編 アルク 830.79/To19/2

696 英検準2級頻出度別問題集 [2018] 津村修志著 高橋書店
830.79/Ts74/['
18]-準2

697 TOEIC L&R TEST Part3・4のアプローチ Z会編集部, Ross Tulloch著 Z会 830.79/Z4

698 TOEIC L&R TEST Part6・7のアプローチ Z会編集部, Ross Tulloch著 Z会 830.79/Z4

699 knowの「k」はなぜ発音しないのか? : 語源でわかる中学英語 原島広至著 KADOKAWA 832/H32

700 日英比較動詞の文法 : 発想の違いから見た日本語と英語の構造 吉川千鶴子著 くろしお出版 835.5/Y89

701 翻訳の極意 : 「創造する翻訳」の実際(英語の極意シリーズ:2) 小林淳夫著 南雲堂フェニックス 835.7/Ko12

702 中学英語をまんがでやり直す本
濵崎潤之輔著/瀬芹つくねまん
が

宝島社 835/H26
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703 ことばを彩る 1(<シリーズ>英文法を解き明かす : 現代英語の文法と語法) 吉良文孝著 研究社 835/ShE/5

704 究極の英語ライティング 遠田和子著 研究社 836/E59

705 ピーターセンの英文ライティング特別講義40 : 表現のための実践ロイヤル英文法 : 「なるほど～」があって時々ハッとする マーク・ピーターセン著 [旺文社] 836/P45

706 はじめての英語音読 : 話す・聞く・書く・読む4技能に効く 安河内哲也著 ジャパンタイムズ 837.7/Y64

707 英語で語るニッポン : 英語にない日本語を伝える9つのテクニック 増補改訂版 コスモピア編集部編 コスモピア 837.8/Ko89

708 魔法の英会話 : 寺島メソッド「英語教室」 : ふしぎなくらいに英語が話せる練習帖 改訂新版 実践編 寺島隆吉, 寺島美紀子著
あすなろ社/三友社
出版 (発売)

837.8/Te63

709 魔法の英会話 : 寺島メソッド「英語教室」 : ふしぎなくらいに英語が話せる練習帖 改訂新版 理論編 寺島隆吉, 寺島美紀子著
あすなろ社/三友社
出版 (発売)

837.8/Te63

710 独作文でよくわかるドイツ語 宍戸里佳著 東京図書 846/Sh91

711 仏作文でよくわかるフランス語 中島万紀子著 東京図書 856/N34

712 象徴の理論 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:204)
ツヴェタン・トドロフ [著]/
及川馥, 一之瀬正興訳

法政大学出版局 901.01/To18

713 小説は君のためにある : よくわかる文学案内(ちくまプリマー新書:309) 藤谷治著 筑摩書房 901.3/F67

714 零度のエクリチュール 新版
ロラン・バルト [著]/石川美
子訳

みすず書房 901/B25

715 ロマン主義のレトリック : 新装版(叢書・ウニベルシタス:604)
ポール・ド・マン [著]/山形
和美, 岩坪友子訳

法政大学出版局 902.06/D56

716 藤原彰子の文化圏と文学世界
桜井宏徳, 中西智子, 福家俊
幸編

武蔵野書院 910.23/F68

717 源氏物語の鑑賞・研究 2(今井源衛著作集:5-6) 今井源衛著/西丸妙子編集 笠間書院 910.23/ImG/K-6

718 有島武郎 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 高原二郎著 清水書院 910.268/A76

719 二葉亭四迷 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 小倉脩三著 清水書院 910.268/F97

720 林芙美子 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 遠藤充彦著 清水書院 910.268/H48
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721 堀辰雄 : 新装版(Century books. 人と作品)
福田清人, 飯島文, 横田玲子
著

清水書院 910.268/H89

722 泉鏡花 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 浜野卓也著 清水書院 910.268/I99

723 菊池寛 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 小久保武著 清水書院 910.268/Ki24

724 国木田独歩 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 本多浩著 清水書院 910.268/Ku44

725 『騎士団長殺し』の「穴」を読む : セクシュアリティの多様性 谷崎龍彦著 彩流社 910.268/Mu43

726 武者小路実篤 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 松本武夫著 清水書院 910.268/Mu84

727 永井荷風 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 網野義紘著 清水書院 910.268/N14

728 島崎藤村 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 佐々木徹著 清水書院 910.268/Sh45

729 田山花袋 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 石橋とくゑ著 清水書院 910.268/Ta98

730 徳富蘆花 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 岡本正臣著 清水書院 910.268/To45

731 坪内逍遙 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 小林芳仁著 清水書院 910.268/Ts15

732 横光利一 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 荒井惇見著 清水書院 910.268/Y77

733 正岡子規 石川啄木(ドナルド・キーン著作集:第15巻) [角地幸男訳] 新潮社 910.8/KeD/15

734 万葉の史的世界 川﨑晃著 慶應義塾大学出版会 911.12/Ka97

735 恋歌 : 王朝の貴族たち 小林一彦著 さくら舎 911.13/Ko12

736 惟規集評釈 池田和臣, 徳武陽子著 青簡舎 911.138/F68

737 和泉式部続集切/針切相模集 : 伝行成筆 : 新注(新注和歌文学叢書:24) 久保木哲夫著 青簡舎 911.138/Ku13

738 いほぬし精講(国研全釈:1) 増淵勝一著
国研出版/星雲社
(発売)

911.138/Z5
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739 西行 : 新装版(Century books. 人と思想:140) 渡部治著 清水書院 911.142/Sa18

740 斎藤茂吉 : 新装版(Century books. 人と作品) 片桐顕智著 清水書院 911.162/Sa25

741 牧水の恋 俵万智著 文藝春秋 911.162/W28

742 与謝野晶子 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 浜名弘子著 清水書院 911.162/Y85

743 正岡子規 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 前田登美著 清水書院 911.362/Ma63

744 高浜虚子 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 前田登美著 清水書院 911.362/Ta31

745 北原白秋 : 新装版(Century books. 人と作品) 恩田逸夫著 清水書院 911.52/Ki64

746 高村光太郎 : 新装版(Century books. 人と作品) 福田清人, 堀江信男著 清水書院 911.52/Ta45

747 かぐや姫と浦島 : 物語文学の誕生と神仙ワールド(塙選書:123) 渡辺秀夫著 塙書房 913.31/W46

748 宇治十帖の新世界(知の遺産シリーズ:5) 横井孝, 久下裕利編 武蔵野書院 913.36/Y76

749 動物怪談集(江戸怪談文芸名作選:第4巻) 近衞典子校訂代表 国書刊行会 913.5/KiO/E-4

750 滑稽艶笑譚 : 江戸小咄を愉しむ(新典社新書:77) 宮尾與男著 新典社 913.59/Mi81

751 沈黙のパレード 東野圭吾著 文藝春秋 913.6/H55

752 ルージュ : 硝子の太陽(光文社文庫:ほ4-13) 誉田哲也著 光文社 913.6/H84

753 フーガはユーガ 伊坂幸太郎著 実業之日本社 913.6/I68

754 任俠浴場 今野敏著 中央公論新社 913.6/Ko75

755 花氷 : 長編推理小説 : 松本清張プレミアム・ミステリー(光文社文庫:ま1-57. [光文社文庫プレミアム]) 松本清張著 光文社 913.6/Ma81

756 シンドローム 上 真山仁著 講談社 913.6/Ma98/5-1
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757 シンドローム 下 真山仁著 講談社 913.6/Ma98/5-2

758 R帝国 中村文則著 中央公論新社 913.6/N37

759 大江健三郎全小説 2 大江健三郎著 講談社 913.6/O18/2

760 とんび(角川文庫:17069) 重松清 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシン
グ (発売)

913.6/Sh28

761 日付変更線 上(集英社文庫:つ11-19) 辻仁成著 集英社 913.6/Ts41/1

762 日付変更線 下 辻仁成著 集英社 913.6/Ts41/2

763 マリー・アントワネットの日記 Rose(新潮文庫:10863-10864, よ-37-21, よ-37-22) 吉川トリコ著 新潮社 913.6/Y89/1

764 マリー・アントワネットの日記 Bleu(新潮文庫:10863-10864, よ-37-21, よ-37-22) 吉川トリコ著 新潮社 913.6/Y89/2

765 作品で読む明治文学 新版
京都橘大学日本語日本文学科
編

新典社 913.68/Ky6

766 〈淫靡さ〉について(はとり文庫:005) 工藤庸子, 蓮実重彦著 羽鳥書店 914.6/Ku17

767 余白の声 : 文学・サルトル・在日 : 鈴木道彦講演集 鈴木道彦著 閏月社 914.6/Su96

768 更級日記と東国の風景 元吉進著 武蔵野書院 915.36/Mo92

769 加藤周一自選集 1: 1937-1954 加藤周一著/鷲巣力編 岩波書店 918.68/Ka86/1

770 文学評論(定本漱石全集:第15巻) 岩波書店 918.68/NaS/15

771 漢詩文(定本漱石全集:第18巻) 岩波書店 918.68/NaS/18

772 須賀敦子全集 第1巻(河出文庫) 須賀敦子著 河出書房新社 918.68/Su21/1

773 須賀敦子全集 第2巻(河出文庫) 須賀敦子著 河出書房新社 918.68/Su21/2

774 須賀敦子全集 第3巻(河出文庫) 須賀敦子著 河出書房新社 918.68/Su21/3
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775 須賀敦子全集 第4巻(河出文庫) 須賀敦子著 河出書房新社 918.68/Su21/4

776 須賀敦子全集 第5巻(河出文庫) 須賀敦子著 河出書房新社 918.68/Su21/5

777 須賀敦子全集 第6巻(河出文庫) 須賀敦子著 河出書房新社 918.68/Su21/6

778 須賀敦子全集 第7巻(河出文庫) 須賀敦子著 河出書房新社 918.68/Su21/7

779 須賀敦子全集 第8巻(河出文庫) 須賀敦子著 河出書房新社 918.68/Su21/8

780 須賀敦子全集 別巻 対談・鼎談篇(河出文庫) 須賀敦子著 河出書房新社 918.68/Su21/別

781 源氏物語 中(日本文学全集:04-05) [紫式部著]/角田光代訳 河出書房新社 918/IkN/5

782 魯迅(Century books. 人と思想:195) 小山三郎著 清水書院 920.278/R62

783 杜甫 : 新装版(Century books. 人と思想:57) 鈴木修次著 清水書院 921.43/To24

784 『夷堅志』訳注 乙志 下
[洪邁編纂]/齋藤茂 [ほか] 訳
注

汲古書院
923.5/KoM/I-2-
2

785 タゴール : 新装版(Century books:119. 人と思想) 丹羽京子著 清水書院 929.85/Ta18

786 シェイクスピア : 新装版(Century books. 人と思想:81) 福田陸太郎, 菊川倫子著 清水書院 930.258/Sh12

787 ブロンテ姉妹 : 新装版(Century books. 人と思想:128) 青山誠子著 清水書院 930.268/B75

788 トマス=ハーディ : 新装版(Century books. 人と思想:152) 倉持三郎著 清水書院 930.268/H32

789 エドガー=A=ポー : 新装版(Century books. 人と思想:94) 佐渡谷重信著 清水書院 930.268/P76

790 チェスタトン : 新装版(Century books. 人と思想:172) 山形和美著 清水書院 930.278/C39

791 シオドア=ドライサー : 新装版(Century books. 人と思想:154) 岩元巌著 清水書院 930.278/D91

792 E・M・フォースターとアングリカニズムの精神 松山献著 彩流社 930.278/F39
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793 ジェイムズ・ジョイス(Century books. 人と思想:194) 金田法子著 清水書院 930.278/J85

794 D.H.ロレンス : 新装版(Century books. 人と思想:79) 倉持三郎著 清水書院 930.278/L43

795 トニ=モリスン : 新装版(Century books. 人と思想:159) 吉田廸子著 清水書院 930.278/Mo78

796 ジョン・スタインベック : 新装版(Century books. 人と思想:188) 中山喜代市著 清水書院 930.278/St3

797 ミルトン 新装版 : 新装版(Century books:人と思想||ヒト ト シソウ:134) 新井明著 清水書院 931.5/Mi29

798 トールキンのシグルズとグズルーンの伝説 : 注釈版
J・R・R・トールキン著/クリ
ストファー・トールキン編/小
林朋則訳

原書房 931.7/To47

799 サッフォー
ロレンス・ダレル [著]/川野
美智子訳

大阪教育図書 932.7/D98

800 あのころ、天皇は神だった
ジュリー・オオツカ著/小竹由
美子訳

フィルムアート社 933.7/O88

801 シラー : 新装版(Century books. 人と思想:41) 内藤克彦著 清水書院 940.268/Sc3

802 シュトルム : 新装版(Century books. 人と思想:103) 宮内芳明著 清水書院 940.268/St7

803 ブレヒト : 新装版(Century books. 人と思想:64) 岩淵達治著 清水書院 940.278/B72

804 ヘッセ : 新装版(Century books. 人と思想:89) 井手賁夫著 清水書院 940.278/H53

805 トーマス・マン : 新装版(Century books. 人と思想:40) 村田經和著 清水書院 940.278/Ma45

806 シュニツラー : 新装版(Century books. 人と思想:118) 岩淵達治著 清水書院 940.278/Sc5

807 ハイネ : 新装版(Century books. 人と思想:151) 一條正雄著 清水書院 941.6/H51

808 ヘルダリーン : 新装版(Century books. 人と思想:171) 小磯仁著 清水書院 941.6/H83

809 ツェラーン : 新装版(Century books. 人と思想:129) 森治著 清水書院 941.7/C29

810 リルケ : 新装版(Century books. 人と思想:161) 星野慎一, 小磯仁共著 清水書院 941.7/R43
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811 チャンドス卿の手紙/アンドレアス(光文社古典新訳文庫:[KAホ7-1])
ホーフマンスタール著/丘沢静
也訳

光文社 943.7/H81

812 フランス文学を旅する60章(エリア・スタディーズ:168) 野崎歓編著 明石書店 950.2/N98

813 モンテーニュ : 新装版(Century books. 人と思想:169) 大久保康明著 清水書院 950.258/Mo37

814 バルザック : 新装版(Century books. 人と思想:168) 高山鉄男著 清水書院 950.268/B16

815 アレクサンドル=デュマ : 新装版(Century books. 人と思想:139) 辻昶, 稲垣直樹著 清水書院 950.268/D96

816 モーパッサン : 新装版(Century books. 人と思想:131) 村松定史著 清水書院 950.268/Ma95

817 ジョルジュ=サンド : 新装版(Century books. 人と思想:141) 坂本千代著 清水書院 950.268/Sa62

818 スタール夫人 : 新装版(Century books. 人と思想:185) 佐藤夏生著 清水書院 950.268/St1

819 スタンダール : 新装版(Century books. 人と思想:52) 鈴木昭一郎著 清水書院 950.268/St4

820 ゾラ : 新装版(Century books. 人と思想:73) 尾崎和郎著 清水書院 950.268/Z5

821 ボーヴォワール : 新装版(Century books. 人と思想:74) 村上益子著 清水書院 950.278/B31

822 アルベール=カミュ : 新装版(Century books. 人と思想:167) 井上正著 清水書院 950.278/C14

823 ポール・レオトーの肖像 菅野賢治著 水声社 950.278/L48

824 プルースト : 新装版(Century books. 人と思想:127) 石木隆治著 清水書院 950.278/P94

825 ロマン=ロラン : 新装版(Century books. 人と思想:26) 村上嘉隆, 村上益子共著 清水書院 950.278/R64

826 サン=テグジュペリ : 新装版(Century books. 人と思想:109) 稲垣直樹著 清水書院 950.278/Sa22

827 ヴァレリー : 新装版(Century books. 人と思想:99) 山田直著 清水書院 950.278/V23

828 ヴィヨン遺言詩集 : 形見分けの歌遺言の歌 [ヴィヨン著]/堀越孝一訳注 悠書館 951.4/V71
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829 ミュッセ : 新装版(Century books. 人と思想:170) 野内良三著 清水書院 951.6/Mu88

830 ヴェルレーヌ : 新装版(Century books. 人と思想:121) 野内良三著 清水書院 951.6/V61

831 ラシーヌ論
ロラン・バルト [著]/渡辺守
章訳

みすず書房 952.5/R11

832 宝石/遺産(光文社古典新訳文庫:[KAモ2-3]. モーパッサン傑作選) モーパッサン著/太田浩一訳 光文社 953.6/Ma95

833 失われた時のカフェで
パトリック・モディアノ著/平
中悠一訳

作品社 953.7/Mo13

834 秘められた生(フィクションの楽しみ)
パスカル・キニャール著/小川
美登里訳

水声社 953.7/Q6

835 三声書簡 : 1888-1890
アンドレ・ジッド, ピエー
ル・ルイス, ポール・ヴァレ
リー著/松田浩則 [ほか] 訳

水声社 955.68/Sa66

836 孤独な帝国日本の一九二〇年代 : ポール・クローデル外交書簡一九二一-二七(草思社文庫:ク2-1)
ポール・クローデル著/奈良道
子訳

草思社 955.7/C76

837 ダンテ : 新装版(Century books. 人と思想:65) 野上素一著 清水書院 971/D39

838 トルストイ : 新装版(Century books. 人と思想:162) 八島雅彦著 清水書院 980.268/To47

839 パステルナーク : 新装版(Century books. 人と思想:145) 前木祥子著 清水書院 980.278/P26

840 いま読みたい小説4000冊(ヤングアダルトの本)
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)

B903.1/N71

841 相談面接の技法 アローウィン製作・著作 アローウィン DV369.17/A79

842 よるはおやすみ(こどものとも:753号) はっとりさちえ作 福音館書店 E//18

843 もりのおふとん(こどものとも年少版:501号) 西村敏雄さく 福音館書店 E//18

844 なりすます むしたち(かがくのとも:597号) 澤口たまみぶん・館野鴻さく 福音館書店 E//18

845 アイデアはひとつじゃない! : アルゴリズムって、こういうもの(プログラミングを学ぶ前に読むアルゴリズムえほん:1) フレーベル館 K007/Ma75/1

846 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! 4 : 1・2・3月 本田彰著 国土社 K017/H84/4
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847 子どものためのマインドフルネス : 心が落ち着き、集中力がグングン高まる!
キラ・ウィリー著/アンニ・
ベッツイラスト/大前泰彦訳

創元社 K146/W74

848 あの日、広島と長崎で : 写真物語 平和博物館を創る会編 平和のアトリエ K210/H51

849 戦争への道 : 1914-1930(目でみる戦争とくらし百科:1) 早乙女勝元監修 日本図書センター K210/Sa67/1

850 父が、兄が戦場へ : 1931-1940(目でみる戦争とくらし百科:2) 早乙女勝元監修 日本図書センター K210/Sa67/2

851 うばわれた平和なくらし : 1941-1942(目でみる戦争とくらし百科:3) 早乙女勝元監修 日本図書センター K210/Sa67/3

852 空襲と空腹の日々 : 1943-1945(目でみる戦争とくらし百科:4) 早乙女勝元監修 日本図書センター K210/Sa67/4

853 平和の中にのこる戦争 : 1945-1975(目でみる戦争とくらし百科:5) 早乙女勝元監修 日本図書センター K210/Sa67/5

854 移民や難民ってだれのこと?(国際化の時代に生きるためのQ&A:1) マイケル・ローゼン, アンネマリー・ヤ
ング著/小島亜佳莉訳 創元社 K316/Ko51/1

855 ジェンダーってなんのこと?(国際化の時代に生きるためのQ&A:2)
ジュノ・ドーソン著/岡本早織
訳

創元社 K316/Ko51/2

856 フェミニズムってなんのこと?(国際化の時代に生きるためのQ&A:3) ルイーズ・スピルズベリー著/ビー・アッ
プルビー著/渡辺薫訳 創元社 K316/Ko51/3

857 合意ってなに?なぜだいじなの?(国際化の時代に生きるためのQ&A:4) ルイーズ・スピルズベリー著/ヤズ・ネ
ジャティ著/小島亜佳莉訳 創元社 K316/Ko51/4

858 子どもの権利宣言 : ビジュアル版
シェーヌ出版社編/遠藤ゆかり
訳

創元社 K369/Sh26

859 すごい!昆虫図鑑 : 小さな生物のトンデモない生き方(TJ MOOK) 小野展嗣監修 宝島社 K486/O67

860 鳥 堅牢版(講談社の動く図鑑MOVE) 川上和人監修 講談社 K488/Ka94

861 子どものうちに知っておきたい!おしゃれ障害(健康ハッピーシリーズ) 岡村理栄子監著 少年写真新聞社 K494/O43

862 お米の品種と産地 : どうしていろいろあるの?(お米のこれからを考える:1) 理論社 K616/O53/1

863 おいしいお米ってなに? : お米の買いかたと食べかた(お米のこれからを考える:2) 理論社 K616/O53/2

864 農家の1年の米づくり : 安心なお米ってなに?(お米のこれからを考える:3) 理論社 K616/O53/3
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865 お米とごはん新しいかたち : 加工品&お米ニュース!(お米のこれからを考える:4) 理論社 K616/O53/4

866
ごらん!神話と神さまの世界 : 古代～16世紀(ふしぎ?なるほど!西洋美術たんけん : 子どものための西洋美術「超」入門 : 名画のヒミツ
が、見えてくる!:第1巻)

日本図書センター K702/I33/1

867
人間を描くぞ!美の巨匠たち : 15～19世紀(ふしぎ?なるほど!西洋美術たんけん : 子どものための西洋美術「超」入門 : 名画のヒミツが、
見えてくる!:第2巻)

日本図書センター K702/I33/2

868
自由にぼうけん!色とかたち : 19世紀～現代(ふしぎ?なるほど!西洋美術たんけん : 子どものための西洋美術「超」入門 : 名画のヒミツ
が、見えてくる!:第3巻)

日本図書センター K702/I33/3

869 周作人読書雑記 5(東洋文庫:886, 888, 889, 891, 892) [周作人著]/中島長文訳注 平凡社 ト019/ShS/5

870 CSR企業白書 2018(東洋経済臨時増刊. Data bank series:12) 東洋経済新報社 就職/資格/'18

871 動画で合格るリテールマーケティング〈販売士〉検定3級過去問題集 : 第82回～第77回 2019年版 渡邉義一編著/山口正浩監修 早稲田出版 就職/資格/'19

872 これならわかる!インテリアコーディネーター集中テキスト&問題集 齋藤裕子著 ナツメ社
就職/資格
/['18]

873 畑中敦子の社会人採用決め手の数的処理 : 公務員試験対策 畑中敦子著 エクシア出版
就職/資格
/['18]
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