
2018年12月受入図書一覧

書                名 著 者 名 出 版 者 請 求 記 号

1 大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる! 4訂版 : electronic bk 世界思想社編集部編 世界思想社教学社

2 世界教養72のレシピ(名古屋外大新書) 名古屋外国語大学編
名古屋外国語大学出
版会

002/N27

3
ビジネス戦略 : 音声認識・需要予測・画像認識にAI活用 : AI先進企業の到達点(日経BPムック. まるわかり!人工知
能:2019)

日経xTECH, 日経コン
ピュータ編集

日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

007.13/NiB/'19

4 情報戦争を生き抜く : 武器としてのメディアリテラシー/ 津田大介著(朝日新書:696) 朝日新聞出版 007.3/Ts34

5 よくわかるICTの知っておきたい基礎知識
富士通エフ・オー・エ
ム株式会社著制作

FOM出版 007.6/F67

6 できるExcel & PowerPoint 2016 : 仕事で役立つ集計・プレゼンの基礎が身に付く本
小舘由典, 井上香緒
里, できるシリーズ編
集部著

インプレス 007.6384/D54

7 よくわかるエクセル65の使い方改革 : 知らないと損するExcel仕事術
富士通エフ・オー・エ
ム株式会社著制作

FOM出版 007.6384/F67

8 Excel究極の仕事術(TJ mook) 宝島社 007.6384/Ta51

9 「プログラミングができる子」の育て方 : 知識ゼロのパパ・ママでも大丈夫! 竹内薫著 日本実業出版社 007/Ta67

10 世界の図書館 : 美しい知の遺産

ジェームズ・W・P・
キャンベル著/ウィ
ル・プライス写真/野
中邦子, 高橋早苗訳

河出書房新社 010.2/C14

11 世界の不思議な図書館
アレックス・ジョンソ
ン著/北川玲訳

創元社 010.2/J64

12 図書館情報資源概論 新訂版(JLA図書館情報学テキストシリーズ3:8) 馬場俊明編著 日本図書館協会 010.8/JLA/3-8

13 図書館情報資源概論 新訂版(JLA図書館情報学テキストシリーズ3:8) 馬場俊明編著 日本図書館協会 010.8/JLA/3-8(1)

14 図書館情報学における統計的方法 岸田和明著 樹村房 010/Ki57

15 図書館情報学基礎資料
今まど子, 小山憲司編
著

樹村房 010/Ko75

16 図書館と法 : 図書館の諸問題への法的アプローチ 改訂版(JLA図書館実践シリーズ:12) 鑓水三千男著 日本図書館協会 011.2/Y59

17 世界図書館遺産 : 壮麗なるクラシックライブラリー23選
ギヨーム・ド・ロビエ
写真/ジャック・ボセ
著/遠藤ゆかり訳

創元社 012/L36

18 日本十進分類法の成立と展開 : 日本の「標準」への道程1928-1949 藤倉恵一著 樹村房 014.45/N71

19 図書館とゲーム : イベントから収集へ(JLA図書館実践シリーズ:39)
井上奈智, 高倉暁大,
日向良和著

日本図書館協会 015.8/To72

20 図書館サービス概論 : ひろがる図書館のサービス(講座・図書館情報学:5) 小黒浩司編著 ミネルヴァ書房 015/O26

1



2018年12月受入図書一覧

書                名 著 者 名 出 版 者 請 求 記 号

21 魚川刻書年表(日本書誌学大系:108) 牛見正和著 青裳堂書店 020.8/2/108

22 夢の猫本屋ができるまで : Cat's Meow Books (キャッツミャウブックス) 井上理津子著
ホーム社/集英社 (発
売)

024.067/C26

23 東洋學文獻類目 2016年度
京都大學人文科學研究
所附屬東洋學文獻セン
ター [編]

人文科學研究協會 027.5/5/'16

24 中国関係論説資料 59(2017年)第1分冊上 論説資料保存会 051.1/1/59-1-1

25 中国関係論説資料 59(2017年)第1分冊下 論説資料保存会 051.1/1/59-1-2

26 中国関係論説資料 59(2017年)第1分冊増 論説資料保存会 051.1/1/59-1-3

27 探検!東京国立博物館 藤森照信, 山口晃著 淡交社 069.6136/To46

28 博物館と観光 : 社会資源としての博物館論 青木豊 [ほか] 編著 雄山閣 069/H19

29 ジャーナリストの誕生 : 日本が理想としたイギリスの実像 河崎吉紀著 岩波書店 070.233/Ka97

30 小学生のための正書法辞典(講談社学術文庫:[2504])
ルートヴィヒ・ヴィト
ゲンシュタイン [著]/
丘沢静也, 荻原耕平訳

講談社 081/2/2504

31 空の帝国アメリカの20世紀(講談社学術文庫:[2515]. 興亡の世界史) 生井英考 [著] 講談社 081/2/2515

32 ナショナリズム(講談社学術文庫:[2533]) 姜尚中著 講談社 081/2/2533

33 靖献遺言(講談社学術文庫:[2535])
浅見絅斎 [著]/近藤啓
吾訳注

講談社 081/2/2535

34 漂巽紀畧 : 全現代語訳(講談社学術文庫:[2536])
ジョン万次郎述/河田
小龍記/谷村鯛夢訳

講談社 081/2/2536

35 路傍の石 上(講談社まんが学術文庫:0015, 0016)
山本有三原作/山田一
喜まんが

講談社 081/25/015

36 路傍の石 下(講談社まんが学術文庫:0015, 0016)
山本有三原作/山田一
喜まんが

講談社 081/25/016

37 日本語ウォッチング(岩波新書:新赤版 540) 井上史雄著 岩波書店 081/6-4/540

38 意味がない無意味 千葉雅也著 河出書房新社 104/C42

39 真理と正当化 : 哲学論文集(叢書・ウニベルシタス:1044)
ユルゲン・ハーバーマ
ス [著]/三島憲一 [ほ
か] 訳

法政大学出版局 104/H11

40 真理と方法 : 哲学的解釈学の要綱 2 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:175, 176)
ハンス=ゲオルク・ガ
ダマー [著]/轡田収
[ほか] 訳

法政大学出版局 116.8/GaH/2

41 莊子新注 上(新编新注十三经) 章啓群撰 中華書局 124.25/Sh96/1

42 莊子新注 下(新编新注十三经) 章啓群撰 中華書局 124.25/Sh96/2
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43 著作断片集 2(アリストテレス全集:20)
[アリストテレス著]/
國方栄二訳

岩波書店 131.4/Ari/20

44 シンボル・技術・言語 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:619)
エルンスト・カッシー
ラー [著]/篠木芳夫,
高野敏行訳

法政大学出版局 134.8/C25

45 存在と時間 5(光文社古典新訳文庫:[KBハ1-1]-[KBハ1-5])
ハイデガー著/中山元
訳

光文社 134.96/HeM/S-5

46 ウィトゲンシュタイン評伝 : 若き日のルートヴィヒ1889-1921 新装版(叢書・ウニベルシタス:453)
ブライアン・マクギネ
ス [著]/藤本隆志 [ほ
か] 訳

法政大学出版局 134.97/Ma99

47 ベルクソニズム : 新訳(叢書・ウニベルシタス:1063)
ジル・ドゥルーズ
[著]/檜垣立哉, 小林
卓也訳

法政大学出版局 135.4/B38

48 空と夢 : 運動の想像力にかんする試論 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:2)
ガストン・バシュラー
ル著/宇佐見英治訳

法政大学出版局 135.5/B13

49 水と夢 : 物質的想像力試論 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:898)
ガストン・バシュラー
ル [著]/及川馥訳

法政大学出版局 135.5/B13

50 アルペイオスの流れ : 旅路の果てに 改訳(叢書・ウニベルシタス:1078)
ロジェ・カイヨワ
[著]/金井裕訳

法政大学出版局 135.5/C12

51 翻訳そして/あるいはパフォーマティヴ : 脱構築をめぐる対話(叢書・ウニベルシタス:1048)
ジャック・デリダ著/
豊崎光一著・訳

法政大学出版局 135.5/D63

52 終わりなきデリダ : ハイデガー、サルトル、レヴィナスとの対話
ジャック・デリダ [ほ
か執筆]/齋藤元紀 [ほ
か] 編

法政大学出版局 135.5/D63

53 アーカイヴの病 : フロイトの印象 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:947)
ジャック・デリダ
[著]/福本修訳

法政大学出版局 135.5/F46

54 フェリックス・ガタリ : 危機の世紀を予見した思想家(叢書・ウニベルシタス:1080)
ギャリー・ジェノスコ
[著]/杉村昌昭, 松田
正貴訳

法政大学出版局 135.5/G91

55 われわれのあいだで : 《他者に向けて思考すること》をめぐる試論 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:415)
エマニュエル・レヴィ
ナス [著]/合田正人,
谷口博史訳

法政大学出版局 135.5/L57

56 五感 : 混合体の哲学 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:323)
ミッシェル・セール
[著]/米山親能訳

法政大学出版局 135.5/Se85
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57 知覚の現象学 : 改装版(叢書・ウニベルシタス:112)
モーリス メルロ=ポン
ティ [著]/中島盛夫訳

法政大学出版局 135.55/Me66

58 知覚の本性 : 初期論文集 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:252)
モーリス・メルロ=ポ
ンティ著/加賀野井秀
一編訳

法政大学出版局 135.55/Me66

59 悪しき造物主 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:139)
E.M. シオラン [著]/
金井裕訳

法政大学出版局 139.3/C72

60 心理学概論 : こころの理解を社会へつなげる 永野光朗, 坂本敏郎編 ナカニシヤ出版 140/N16

61 A basic introduction to speech perception(Speech science series) Jack Ryalls Singular Pub. Group 141.27/R93

62 性格がいい人、悪い人の科学(日経プレミアシリーズ:384) 小塩真司著 日本経済新聞出版社 141.93/O77

63 赤の書 図版版
C.G.ユング著/ソヌ・
シャムダサーニ編/河
合俊雄 [ほか] 訳

創元社 145.9/JuC

64 実践！ストレスマネジメント 渡辺　洋一郎 146.2/W46

65 多動力(NewsPicks book) 堀江貴文著 幻冬舎 159.4/HoT(1)

66 劣化するオッサン社会の処方箋 : なぜ一流は三流に牛耳られるのか(光文社新書:967) 山口周著 光文社 159.4/Y24

67 七〇歳年下の君たちへ : こころが挫けそうになった日に 五木寛之著 新潮社 159.7/I91

68 人生を豊かにする英語の諺 : 先人たちの知恵に学ぶ 森山進著 研究社 159.8/Mo73

69 母の教え : 10年後の『悩む力』(集英社新書:0953C) 姜尚中著 集英社 159/Ka59

70 神と仏の明治維新(歴史新書) 古川順弘著 洋泉社 162.1/F93

71 ネットカルマ : 邪悪なバーチャル世界からの脱出(角川新書:[K-224]) 佐々木閑 [著] KADOKAWA 180.4/Sa75

72 ニュースがわかる高校世界史(ポプラ新書:158) 池上彰, 増田ユリヤ著 ポプラ社 204/I33

73 世界の戦争廃墟図鑑 : フォトミュージアム : 平和のための歴史遺産
マイケル・ケリガン著
/岡本千晶訳

原書房 209.74/Ke58

74 大いなる聖戦 : 第二次世界大戦全史 上 H.P.ウィルモット著 国書刊行会 209.74/W74/1

75 大いなる聖戦 : 第二次世界大戦全史 下 H.P.ウィルモット著 国書刊行会 209.74/W74/2

76 紀元元年〜1000年(ちくま新書:1287-2. 人類5000年史:2) 出口治明著 筑摩書房 209/DeH/2

77 新しい中世古文書学 : アーカイブズとしての古文書 総論編 上島有著 清文堂出版 210.029/U38/1

78 日本史のミカタ(祥伝社新書:545)
井上章一, 本郷和人
[著]

祥伝社 210.04/I57

79 400字で読むあらすじ日本史(宝島社新書:511) 小和田哲男監修 宝島社 210.1/O93
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80 古代風土記の事典
瀧音能之, 鈴木織恵,
佐藤雄一編

東京堂出版 210.3/Ko17

81 神々が宿る絶景100 : 古代史・神話の舞台を旅する : カラー版(宝島社新書:509) 三浦佑之監修 宝島社 210.3/Ko39

82 江戸城御庭番 : 徳川将軍の耳と目(読みなおす日本史) 深井雅海著 吉川弘文館 210.5/F71

83 歴史の「普通」ってなんですか? : 忘れられた庶民の伝統(ベスト新書:591)
パオロ・マッツァリー
ノ著

ベストセラーズ 210.6/Ma99

84 明治天皇の世界史 : 六人の皇帝たちの十九世紀(PHP新書:1160) 倉山満著 PHP研究所 210.6/Me25

85 地図と地形で楽しむ大阪淀川歴史散歩(歴史新書) 都市研究会編 洋泉社 216.3/To72

86 高句麗と渤海 三上次男著
吉川弘文館/デジタル
パブリッシングサー
ビス(印刷・製本)

221.035/Mi21

87 中国と日本がわかる最強の中国史(扶桑社新書:279) 八幡和郎著
育鵬社 : 扶桑社/扶
桑社 (発売)

222.01/Y67

88 渤海と藩鎮 : 遼代地方統治の研究(汲古叢書:139) 高井康典行著 汲古書院 222.052/Ta35

89 アジアとしてのシベリア : ロシアの中のシベリア先住民世界(アジア遊学:227) 永山ゆかり, 吉田睦編 勉誠出版 229.1/N25

90 近代中央アジアの群像 : 革命の世代の軌跡(世界史リブレット人:80) 小松久男著 山川出版社 229.6/Ko61

91 ヒトラーとドラッグ : 第三帝国における薬物依存
ノーマン・オーラー著
/須藤正美訳

白水社 234.074/O29

92 イタリア・ルネサンス事典
J. R. ヘイル編/中森
義宗監訳

東信堂 237.04/H21

93 人名・地名の漢字学 丹羽基二著 大修館書店 288.1/N89

94 私たちが知らなかった天皇と皇室 : ビジュアル版(SBビジュアル新書:0003) 高森明勅著 SBクリエイティブ 288.4/Ta44

95 天皇陵古墳を歩く(朝日選書:978) 今尾文昭著 朝日新聞出版 288.46/I46

96 薩摩の密偵桐野利秋 : 「人斬り半次郎」の真実(NHK出版新書:564) 桐野作人著 NHK出版 289.1/Ki54

97 渋川春海 : 失われた暦を求めて(日本史リブレット人:050) 林淳著 山川出版社 289.1/Sh21

98 チベットの娘 : 貴族婦人の生涯
リンチェン・ドルマ・
タリン著/三浦順子訳

中央公論新社 289.2/Ta91

99 無限の宇宙 : ホーキング博士とわたしの旅
ジェーン・ホーキング
著/堀川志野舞訳

静山社 289.3/H45

100 独ソ占領下のポーランドに生きて : 祖国の誇りを貫いた女性の抵抗の記録(世界人権問題叢書:99)
カロリナ・ランツコロ
ンスカ著/山田朋子訳

明石書店 289.3/L21

101 地の果てのありえない物語 : 地球最後の秘境45のエピソード(National geographic)
クリス・フィッチ著/
小野智子訳

日経ナショナルジオ
グラフィック社/日経
BPマーケティング(発
売)

290/F29
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102 人生で一度はやってみたいアメリカ横断の旅 : バイリンガールちかの旅ログ 吉田ちか著 実業之日本社 295.309/Y86

103 本音化するヨーロッパ : 裏切られた統合の理想(幻冬舎新書:518, み-6-1) 三好範英著 幻冬舎 302.3/Mi91

104 いま、「平和」を本気で語るには : 命・自由・歴史(岩波ブックレット:No.990) ノーマ・フィールド著 岩波書店 304/F25

105 日本よ、完全自立を(文春新書:1185) 石原慎太郎著 文藝春秋 304/I74

106 思索日記 1 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:841, 842)

ハンナ・アーレント
[著]/ウルズラ・ルッ
ツ, インゲボルク・ノ
ルトマン編/青木隆嘉
訳

法政大学出版局 311.234/A68/1

107 思索日記 2 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:841, 842)

ハンナ・アーレント
[著]/ウルズラ・ルッ
ツ, インゲボルク・ノ
ルトマン編/青木隆嘉
訳

法政大学出版局 311.234/A68/2

108 未来をはじめる : 「人と一緒にいること」の政治学 宇野重規著 東京大学出版会 311/U77

109 政権奪取論 : 強い野党の作り方(朝日新書:686) 橋下徹著 朝日新聞出版 312.1/H38

110 「敗者」からみた中国現代史 荒井利明著 日中出版 312.22/A62

111 アフター・ヨーロッパ : ポピュリズムという妖怪にどう向きあうか
イワン・クラステフ
[著]

岩波書店 312.3/Kr1

112 民主主義にとって政党とは何か : 対立軸なき時代を考える(セミナー・知を究める:3) 待鳥聡史著 ミネルヴァ書房 313.7/Ma16

113 「表現の自由」の明日へ : 一人ひとりのために、共存社会のために 志田陽子著 大月書店 316.1/Sh25

114 日本人として知っておきたい世界史の教訓 中西輝政著
育鵬社 : 扶桑社/扶
桑社 (発売)

319.02/N38

115 戦後国際秩序の終わり : 世界の中の日本 千野境子著 連合出版 319.04/C47

116 世界戦争(叢書・ウニベルシタス:1030)
ミシェル・セール
[著]/秋枝茂夫訳

法政大学出版局 319.8/Se85

117 限界の現代史 : イスラームが破壊する欺瞞の世界秩序(集英社新書:0954A) 内藤正典著 集英社 319/N29

118 デイリー六法 2019 平成31年版 佐藤幸治 [ほか] 編 三省堂 320.91/D53/'19

119 法学六法 : major laws for beginners '19
石川明 [ほか] 編集代
表

信山社 320.91/H81/'19

120 法の現象学 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:526)
アレクサンドル・コ
ジェーヴ [著]/今村仁
司, 堅田研一訳

法政大学出版局 321.1/Ko39

121 世界を変える日本式「法づくり」 : 途上国とともに歩む法整備支援 国際協力機構編
文藝春秋企画出版部/
文藝春秋 (発売)

322.92/Ko51
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122 行政法の基礎がわかった 田中嗣久, 藤島光雄著 法学書院 323.9/Ta84

123 18歳から考える家族と法(From 18) 二宮周平著 法律文化社 324.6/N76

124 商取引法 第8版(法律学講座双書) 江頭憲治郎著 弘文堂 325.3/E28

125 刑事法入門 上野幸彦, 太田茂著 成文堂 326/U45

126 国際私法 第2版(Legal quest) 中西康 [ほか] 著 有斐閣 329.8/Ko51

127 国際法(ちくま新書:1372) 大沼保昭著 筑摩書房 329/O68

128 国際法入門 : 逆から学ぶ 第2版 山形英郎編 法律文化社 329/Y22

129 堀江貴文の「新・資本論」 : マンガ版(宝島社新書:510)
堀江貴文著/アイグラ
フィック画

宝島社 330.4/H87

130 アリエリー教授の「行動経済学」入門 お金篇
ダン・アリエリー,
ジェフ・クライスラー
著/櫻井祐子訳

早川書房 331/A71

131 絵でわかるミクロ経済学(絵でわかるシリーズ) 茂木喜久雄著 講談社 331/Mo16

132 テキスト現代日本経済史 中村宗悦著 学文社 332.106/N37

133 未来の稼ぎ方 : ビジネス年表2019-2038(幻冬舎新書:516, さ-5-4) 坂口孝則著 幻冬舎 332.107/Sa28

134 現代アメリカの経済社会 : 理念とダイナミズム 川崎信樹 [ほか] 著 東京大学出版会 332.53/G34

135 外国人の子ども白書 : 権利・貧困・教育・文化・国籍と共生の視点から 荒牧重人 [ほか] 編 明石書店 334.41/G14

136 家 (チベ) の歴史を書く 朴沙羅著 筑摩書房 334.41/P16

137 フランスという坩堝 (るつぼ) : 一九世紀から二〇世紀の移民史(叢書・ウニベルシタス:1032)
ジェラール・ノワリエ
ル [著]/大中一彌, 川
崎亜紀子, 太田悠介訳

法政大学出版局 334.435/N93

138 人間尊重七十年 出光佐三著 春秋社 335.13/I19

139 出光佐三 : 黄金の奴隷たるなかれ(ミネルヴァ日本評伝選) 橘川武郎著 ミネルヴァ書房 335.13/I19

140 評伝出光佐三 : 士魂商才の軌跡 高倉秀二著 プレジデント社 335.13/I19

141 海賊とよばれた男出光佐三の生き方 松本幸夫著 総合法令出版 335.13/I19

142 出光佐三という生き方(別冊宝島:2532) 水木楊監修 宝島社 335.13/I19

143 現代中国経営者列伝(星海社新書:108) 高口康太著
星海社/講談社 (発
売)

335.13/Ta29

144 ゼロからわかる日本経営史(日経文庫:1400) 橘川武郎著 日本経済新聞出版社 335.21/Ki22

145 ビジネス文書検定実問題集3級 改訂版 第59回-第63回 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 336.079//['18]

146 ビジネス文書検定実問題集1・2級 改訂版 第55-59回 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 336.079//['18]
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147 ビジネス実務マナー検定実問題集3級 第51回-第55回 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 336.079//['18]

148 ビジネス実務マナー検定実問題集1・2級 第51回-第55回 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 336.079//['18]

149 ほめられると伸びる男×ねぎらわれるとやる気が出る女 : 95%の上司が知らない部下の取扱説明書 佐藤律子著 青春出版社 336.4/Sa87

150 未来をひらくビジネスマナー : 就職活動・社会人デビューを控えたみなさんに 第4版 長江由美子著 大学教育出版 336.47/N13

151 新論点問題集日商簿記2級 : 本試験問題とサンプル問題を収載 日本商工会議所編
TAC株式会社出版事業
部

336.91//['18]

152 新論点予想問題集日商簿記2級 : 新論点オリジナル問題を収載
TAC出版開発グループ
編著

TAC株式会社出版事業
部

336.91//['18]

153 サクッとうかる日商1級トレーニング商業簿記・会計学 基礎編1
ネットスクール株式
会社出版本部

336.91//['18]-1

154 サクッとうかる日商1級テキスト商業簿記・会計学 基礎編1
ネットスクール株式
会社出版本部

336.91//['18]-1

155 サクッとうかる日商1級トレーニング商業簿記・会計学 基礎編2
ネットスクール株式
会社出版本部

336.91//['18]-2

156 サクッとうかる日商1級テキスト商業簿記・会計学 基礎編2
ネットスクール株式
会社出版本部

336.91//['18]-2

157 Accounting ethics Third edition pbk.
By Ronald F. Duska,
Brenda Shay Duska,
and Kenneth Wm. Kury

Wiley 336.97/A15

158 知識の基盤になるファイナンス
石橋尚平, 高橋陽二,
内木栄莉子著

中央経済社/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

338.01/C48

159 金融正常化へのジレンマ
岩田一政, 左三川郁
子, 日本経済研究セン
ター編著

日本経済新聞出版社 338.3/Ki48

160 銀行デジタル革命 : 現金消滅で金融はどう変わるか : 決定版 木内登英著 東洋経済新報社 338/Ki81

161 経済成長と財政再建(中央大学経済研究所研究叢書:73) 篠原正博編 中央大学出版部 343/Sh67

162 データでみる県勢 2019年版 矢野恒太記念会編 国勢社 351/Y58/'19

163 インターネットの心理学 新版
パトリシア・ウォレス
著/川浦康至, 和田正
人, 堀正訳

NTT出版 361.4/W36

164 現代メディア史 新版(岩波テキストブックス) 佐藤卓己著 岩波書店 361.453/Sa87

165 文明の精神 : 「森の民」と「家畜の民」 安田喜憲著 古今書院 361.5/Y62

166 都市社会学 : 歴史・思想・コミュニティ 吉原直樹著 東京大学出版会 361.78/Y87

167 アンダークラス : 新たな下層階級の出現(ちくま新書:1371) 橋本健二著 筑摩書房 361.85/H38
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168 ホワイト・トラッシュ : アメリカ低層白人の四百年史
ナンシー・アイゼン
バーグ著/富岡由美訳

東洋書林 361.85/I69

169 歴史にこだわる社会学 犬飼裕一著 八千代出版 361/I59

170 未来の再建 : 暮らし・仕事・社会保障のグランドデザイン(ちくま新書:1373)
井手英策, 今野晴貴,
藤田孝典著

筑摩書房 364.04/Mi49

171 恐い間取り : 事故物件怪談 松原タニシ著 二見書房 365.3/Ma73

172 東京格差 : 浮かぶ街・沈む街(ちくま新書:1374) 中川寛子著 筑摩書房 365.3/N32

173 世界の空き家対策 : 公民連携による不動産活用とエリア再生
米山秀隆編著/小林正
典 [ほか] 著

学芸出版社 365.3/Y84

174 大学生が知っておきたい消費生活と法律 細川幸一著 慶應義塾大学出版会 365/H94

175 働き方改革のすべて 岡崎淳一著 日本経済新聞出版社 366.11/O48

176 30代からの「異業種」転職成功の極意 : 超一流ヘッドハンターが教える! 武元康明著 河出書房新社 366.29/Ta63

177 女ぎらい : ニッポンのミソジニー(朝日文庫:[う5-9]) 上野千鶴子著 朝日新聞出版 367.1/U45

178 フランス人の性 : なぜ「#MeToo」への反対が起きたのか(光文社新書:961) プラド夏樹著 光文社 367.9/P97

179 カミングアウト : LGBTの社員とその同僚に贈るメッセージ
ジョン・ブラウン著/
松本裕訳

英治出版 367.97/B77

180 貧困を救えない国日本(PHP新書:1161) 阿部彩, 鈴木大介著 PHP研究所 368.2/A12

181 少年事件 : おとなは何ができるか 山崎晃資編著 同人社 368.7/Y48

182 「特集」国際ソーシャルワークと社会福祉(世界の社会福祉年鑑:2018)
宇佐見耕一 [ほか] 編
集代表

旬報社 369.059/Se22/'18

183 福祉小六法 2019
大阪ボランティア協会
編集

大阪ボランティア協
会

369.12/O73/'19

184 生活保護手帳 2018年度版 社会福祉調査会編 共済通信社 369.2/Se17/'18

185 介護再編 : 介護職激減の危機をどう乗り越えるか(ディスカヴァー携書:204)
武内和久, 藤田英明
[著]

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

369.26/Ta67

186 災害を知り、備え、連携して減災を考えよう : ひとりひとりの『災害対策』 第4版 白濱龍興著 内外出版 369.3/Sh81

187 新復興論(ゲンロン叢書:001) 小松理虔著 ゲンロン 369.31/H55

188 その後の福島 : 原発事故後を生きる人々 吉田千亜著 人文書院 369.36/F84

189 社会的養護(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:5)
伊藤嘉余子編著/福田
公教編著

ミネルヴァ書房 369.4/MIH/5

190 日本の児童虐待防止・法的対応資料集成 : 児童虐待に関する法令・判例・法学研究の動向 吉田恒雄編著 明石書店 369.4/Y86

191 経済学者、待機児童ゼロに挑む 鈴木亘著 新潮社 369.42/Su96

192 教師を目指す人のための新教育心理学 : bubblingパーソナリティgang ageエスATI 増補版
川島眞, 小林和久, 藤
田勉共著

世音社 371.4/Ky5

193 非行・問題行動と初期支援 : 早期解決につながる見立てと対応 石橋昭良著 学事出版 371.42/I71
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194 やさしくわかる!愛着障害 : 理解を深め、支援の基本を押さえる 米澤好史著 ほんの森出版 371.43/Y84

195 未来に生きる教育学 : 変動期の教育の構築 改訂
田中亨胤編著/越後哲
治編著/中島千惠編著

あいり出版 371/Mi49

196 前川喜平が語る、考える。 : 学ぶことと育つこと、在日とアイデンティティー、あなたと私。 前川喜平 [著] 本の泉社 372.107/Ma27

197 養護教諭の完全攻略 ['20年度](専門教養Build Upシリーズ:5) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

198 教職教養教員採用試験合格問題集 : 絶対決める! 2020年度版 L&L総合研究所編著 新星出版社 373.7//'20

199 一般教養教員採用試験合格問題集 : 絶対決める! [2020年度版] L&L総合研究所編著 新星出版社 373.7//'20

200 これだけ覚える教員採用試験小学校全科 '20年版
LEC東京リーガルマイ
ンド著

成美堂出版 373.7//'20

201 これだけ覚える教員採用試験一般教養 '20年版
LEC東京リーガルマイ
ンド著

成美堂出版 373.7//'20

202 教員採用試験特別支援学校らくらくマスター 2020年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'20

203 小学校全科の演習問題 [2020年度版](教員採用試験Twin Books完成シリーズ:6) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

204 中高国語の完全攻略 ['20年度](専門教養Build Upシリーズ:1) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

205 中高英語の完全攻略 ['20年度](専門教養Build Upシリーズ:3) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

206 一般教養の演習問題 [2020年度版](教員採用試験Twin Books完成シリーズ:4) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

207 小学校全科の要点理解 [2020年度版](教員採用試験Twin Books完成シリーズ:5) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

208 これだけ覚える教員採用試験教職教養 '20年版
LEC東京リーガルマイ
ンド著

成美堂出版 373.7//'20

209 小学校全科30日完成 [2020年度版](教員採用試験Pass Line突破シリーズ:[3]) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

210 小学校新学習指導要領パスライン [2020年度版](教員採用試験Pass Line突破シリーズ:4) 時事通信出版局編集
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20
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211 教育法規スコープ ['20年度](Handy必携シリーズ:2) 時事通信出版局編集
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

212 高等学校新学習指導要領パスライン [2020年度版](教員採用試験Pass Line突破シリーズ:6) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

213 和歌山県の教職教養参考書 2020年度版(和歌山県の教員採用試験参考書シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

214 和歌山県の一般教養参考書 2020年度版(和歌山県の教員採用試験参考書シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

215 和歌山県の小学校教諭参考書 2020年度版(和歌山県の教員採用試験参考書シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

216 和歌山県の国語科参考書 2020年度版(和歌山県の教員採用試験参考書シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

217 和歌山県の英語科参考書 2020年度版(和歌山県の教員採用試験参考書シリーズ:6) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

218 和歌山県の社会科参考書 2020年度版(和歌山県の教員採用試験「参考書」シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

219 和歌山県の養護教諭参考書 2020年度版(和歌山県の教員採用試験参考書シリーズ:11) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

220 和歌山県の教職・一般教養過去問 2020年度版(和歌山県の教員採用試験過去問シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

221 和歌山県の小学校教諭過去問 2020年度版(和歌山県の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//'20

222 和歌山県の国語科過去問 2020年度版(和歌山県の教員採用試験過去問シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

223 和歌山県の英語科過去問 2020年度版(和歌山県の教員採用試験過去問シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

224 和歌山県の社会科過去問 2020年度版(和歌山県の教員採用試験過去問シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

225 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の教職・一般教養参考書 2020年度版(大阪府の教員採用試験参考書シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

226 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の小学校教諭参考書 2020年度版(大阪府の教員採用試験参考書シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

227 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の国語科参考書 2020年度版(大阪府の教員採用試験参考書シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

228 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の英語科参考書 2020年度版(大阪府の教員採用試験参考書シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

229 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の社会科参考書 2020年度版(大阪府の教員採用試験「参考書」シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

230 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の養護教諭参考書 2020年度版(大阪府の教員採用試験参考書シリーズ:12) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

231 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の小学校教諭過去問 2020年度版(大阪府の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//'20

232 奈良県の教職・一般教養参考書 2020年度版(奈良県の教員採用試験参考書シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

233 奈良県の小学校教諭参考書 2020年度版(奈良県の教員採用試験参考書シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

234 奈良県の国語科参考書 2020年度版(奈良県の教員採用試験参考書シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

235 奈良県の社会科参考書 2020年度版(奈良県の教員採用試験「参考書」シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

236 奈良県の教職・一般教養過去問 2020年度版(奈良県の教員採用試験過去問シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

237 奈良県の小学校教諭過去問 2020年度版(奈良県の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//'20

238 奈良県の国語科過去問 2020年度版(奈良県の教員採用試験過去問シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

239 奈良県の英語科参考書 2020年度版(奈良県の教員採用試験参考書シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20
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240 奈良県の養護教諭参考書 2020年度版(奈良県の教員採用試験参考書シリーズ:11) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

241 兵庫県の小学校教諭参考書 2020年度版(兵庫県の教員採用試験参考書シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

242 兵庫県の国語科参考書 2020年度版(兵庫県の教員採用試験参考書シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

243 兵庫県の英語科参考書 2020年度版(兵庫県の教員採用試験参考書シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

244 兵庫県の社会科参考書 2020年度版(兵庫県の教員採用試験「参考書」シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

245 兵庫県の養護教諭参考書 2020年度版(教員採用試験「参考書」シリーズ:11) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

246 兵庫県の教職・一般教養過去問 2020年度版(兵庫県の教員採用試験過去問シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

247 兵庫県の英語科過去問 2020年度版(兵庫県の教員採用試験過去問シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

248 兵庫県の社会科過去問 2020年度版(兵庫県の教員採用試験過去問シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

249 中高社会の完全攻略 ['20年度](専門教養Build Upシリーズ:2) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

250 一般教養の要点理解 [2020年度版](教員採用試験Twin Books完成シリーズ:3) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

251 教職教養の要点理解 [2020年度版](教員採用試験Twin Books完成シリーズ:1) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

252 教職教養の演習問題 [2020年度版](教員採用試験Twin Books完成シリーズ:2) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

253 教育用語の基礎知識 ['20年度](Handy必携シリーズ:1) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

254 試験に出る重要教育答申 ['20年度](教員採用試験Hyper実戦シリーズ:1) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

255 教職教養30日完成 ['20年度](教員採用試験Pass Line突破シリーズ:[1]) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

256 一般教養30日完成 ['20年度](教員採用試験Pass Line突破シリーズ:[2]) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事
通信社 (発売)

373.7//'20

257 新時代の教職概論 : 学校の役割を知る教師の仕事を知る 八尾坂修編著 ジダイ社 374.3/Y59

258 初等体育科教育(MINERVAはじめて学ぶ教科教育:9) 岡出美則編著 ミネルヴァ書房 375.082/Mi43/9

259 脱ブラック部活(新書y:317) 中小路徹著 洋泉社 375.18/N34

260 EdTech (エドテック) が変える教育の未来 : Education×Technology 佐藤昌宏著 インプレス 375.199/Sa86

261 ゼロからの生活科入門 鈴木隆司編著 一藝社 375.312/Su96

262 道徳科授業づくりと評価の20講義(道徳科授業サポートBOOKS) 富岡栄著 明治図書出版 375.35/To56
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263 中学校はじめての道徳科授業づくりのレシピ(中学校道徳サポートBOOKS) 三浦摩利著 明治図書出版 375.353/Mi67

264 生徒が本気になる問題解決的な道徳授業中学校 : 「考え,議論する道徳」の実践事例集
柳沼良太, 鈴木明雄,
江川登編著

図書文化社 375.353/Se19

265 必ずうまくいく中学校数学全単元の導入ネタ事典 『数学教育』編集部編 明治図書出版 375.413/Me25

266 小学校教師の理科指導法
加藤敏明, 二村泰弘共
著

上毛新聞社事業局出
版部

375.422/Ka86

267
どの子も夢中になる「なわとび学習カード」 : プロのなわとびパフォーマーが教える! : はじめての前とびからスペ
シャル技まで(体育科授業サポートBOOKS)

粕尾将一著 明治図書出版 375.492/Ka79

268 絵心がない先生のための図工指導のコツ50 細見均著 明治図書出版 375.72/H94

269 小学校国語科合意形成能力を育む「話し合い」指導 : 理論と実践 長谷浩也, 重内俊介著 明治図書出版 375.82/H36

270 国語嫌いな生徒が変わる!中学校国語科つまずき対応の授業&評価プラン 吉川芳則編著 明治図書出版 375.83/Ki22

271 国語教師のための読解ツール10&24の指導アイデア : 「読むこと」の授業が10倍面白くなる! 高橋達哉, 三浦剛著 明治図書出版 375.852/Ta33

272 学校図書館員と英語科教諭のための英語多読実践ガイド : 導入のためのブックガイド付 江竜珠緒, 村松教子著 少年写真新聞社 375.8933/E69

273
国語のツボをおさえた「考える国語」の授業づくり : 知識・技能をたしかに習得させる指導のワザ : 授業に差がつ
く必ずおさえたいポイントが満載!(白石範孝の国語授業)

白石範孝著 明治図書出版 375/Sh82

274 学習指導要領2020「カリキュラム・マネジメント」の進め方 : 全国先進小学校実践レポート(教育技術mook) 矢ノ浦勝之著 小学館 375/Y58/'20

275 子ども学総論 : 子どもに生きる・子どもと創る! 岩田力, 大澤力編著 日本小児医事出版社 376.1/I97

276 スイスイわかる保育士採用専門試験 [平成30年度版]
保育士採用試験情報研
究会編著

一ツ橋書店 376.14//'18

277 保育士幼稚園教諭論作文・面接対策ブック 2019年度版 保育士試験研究会編 実務教育出版 376.14//'19

278 ユーキャンの保育士過去&予想問題集 2019年版
ユーキャン保育士試験
研究会編

ユーキャン学び出版/
自由国民社 (発売)

376.14//'19

279 U-CANの保育士これだけ!一問一答集 2019年版
ユーキャン保育士試験
研究会編

ユーキャン/主婦の友
社 (発売)

376.14//'19

280 保育士完全合格問題集 2019年版(福祉教科書)(Exam press)
保育士試験対策委員会
著

翔泳社 376.14//'19

281 保育士資格・採用試験問題200選 ['19年度版](保育士・幼稚園採用試験シリーズ) 保育問題検討委員会編 大阪教育図書 376.14//'19

282 U-canの保育士速習レッスン 2019年版 上
ユーキャン保育士試験
研究会編

ユーキャン学び出版/
自由国民社 (発売)

376.14//'19-1
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283 保育士完全合格テキスト 2019年版 上(福祉教科書)
保育士試験対策委員会
著

翔泳社 376.14//'19-1

284 いちばんわかりやすい保育士合格テキスト '19年版上巻
近喰晴子監修/コン
デックス情報研究所編
著

成美堂出版 376.14//'19-1

285 U-canの保育士速習レッスン 2019年版 下
ユーキャン保育士試験
研究会編

ユーキャン学び出版/
自由国民社 (発売)

376.14//'19-2

286 保育士完全合格テキスト 2019年版 下(福祉教科書)
保育士試験対策委員会
著

翔泳社 376.14//'19-2

287 いちばんわかりやすい保育士合格テキスト '19年版下巻
近喰晴子監修/コン
デックス情報研究所編
著

成美堂出版 376.14//'19-2

288 保育士採用試験重要ポイント+問題集 '20年度版
コンデックス情報研究
所編著

成美堂出版 376.14//'20

289 幼稚園ランナー 2020年度版(教員採用試験シリーズシステムノート) 東京教友会編著 一ツ橋書店 376.14//'20

290 保育者のための子どもの保健 : これだけはおさえたい! 第4版 1
鈴木美枝子編著/内山
有子著, 田中和香菜,
角田和也著

創成社 376.14/Su96/1

291 就学前教育の計画を学ぶ : 教育課程・全体的な計画(保育課程)から指導計画へ
松村和子, 近藤幹生,
椛島香代著

ななみ書房 376.15/Sh99

292 幼・保・小で役立つ絵本から広がる表現教育のアイデア : 子供の感性を豊かに育むために
山野てるひ, 岡林典
子, 水戸部修治編著

一藝社 376.156/Y73

293 言葉の発達を支える保育 塩美佐枝編 聖徳大学出版会 376.158/Sh74

294 教師へのとびら : 継続・育成型高大接続カリキュラムの開発と展開 改訂版 竜田徹, 林裕子編著 東京書籍 377.15/Ta95

295 卓越する大学 : 教育・研究の新たなパラダイムに挑む、21世紀のフロントランナー 2019年度版 大学通信 377.21/Ta74/'19

296 総括せよ!さらば革命的世代(産経NF文庫:S-5さ) 産経新聞取材班著 潮書房光人新社 377.96/Sa63

297 特別支援学校のキャリア教育 : 希望の進路を叶える : TTAP実践事例集 清水浩著 田研出版 378/Sh49

298 アドラー流子供の英語力を伸ばす 小池直己著 南雲堂 379.9/Ko31

299 肉食の社会史 中澤克昭著 山川出版社 383.81/N46

300 和食と日本酒(和食文化ブックレット:10. ユネスコ無形文化遺産に登録された和食) 増田徳兵衞著 思文閣出版 383.81/WaB/1-10

301 図説江戸の暮らし事典 企画集団エド編著 芙蓉書房出版 383.93/Ki21

302 昭和少年少女ときめき図鑑(らんぷの本) 市橋芳則, 伊藤明良著 河出書房新社 384.5/I13

303 新宿「性なる街」の歴史地理(朝日選書:977) 三橋順子著 朝日新聞出版 384.9/Mi63

304 「墓じまい」の結末 森下瑞堂著 現代書林 385.6/Mo65

305 これからの「葬儀」の話をしよう
瀧野隆浩著/長江曜子
監修・協力

毎日新聞出版 385.6/Ta73
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306 ニッポン離島の祭り 箭内博行写真・文 グラフィック社 386.1/Y54

307 朝鮮カルタ : 韓国ことわざ100選 新版 牛辺さとし著 青林堂 388.821/U93

308 社会人類学年報 VOL.44(2018)
東京都立大学社会人類
学会編

弘文堂 389.059/ShJ/'18

309 個体化の哲学 : 形相と情報の概念を手がかりに(叢書・ウニベルシタス:1083)

ジルベール・シモンド
ン [著]/ジャック・ガ
レリ序/近藤和敬 [ほ
か] 訳

法政大学出版局 401/Si6

310 組合せ数学(岩波科学ライブラリー:280)
ロビン・ウィルソン
[著]/川辺治之訳

岩波書店 408/14/280

311 知って得する!おうちの数学 松川文弥著 翔泳社 410/Ma79

312 数学センスが身につく本(Liberal arts college)
アルフレッド・S・ポ
ザマンティエ [ほか]
[著]/宮本寿代訳

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

410/Su23

313 円周率π : 3.14からはじまる, 無限につづく数(Newtonライト : 理系脳をきたえる!)(NEWTONムック) ニュートンプレス 414.12/N99

314 少しかしこくなれる確率・統計の話 ナイスク [ほか] 編 笠倉出版社 417/Su54

315 時間とは何か : 最新科学で, 時間の正体にせまる! 新訂版(ニュートン別冊)(NEWTONムック) ニュートンプレス 421.2/N99

316 全国公開天文台ガイド 恒星社厚生閣編集部編 恒星社厚生閣 442.1/Ko83

317 気象災害から身を守る大切なことわざ : 豪雨・台風・津波…日本人が言い伝えてきた知恵と行動 弓木春奈著 河出書房新社 451.98/Y97

318 地形図を読む技術 : すべての国土を正確に描いた基本図を活用する極意 : 新装版(サイエンス・アイ新書:SIS-415) 山岡光治著 SBクリエイティブ 454.9/Y42

319 40億年、いのちの旅(岩波ジュニア新書:882) 伊藤明夫著 岩波書店 461/I89

320 鳥海山の自然と生物 マンサク会著 秋田魁新報社 462.124/Ma47

321 辺野古 : 海と森がつなぐ命 中村卓哉著 クレヴィス 462.199/N37

322 損する顔得する顔 山口真美著 朝日新聞出版 469.43/Y24

323
日本人のきげん : ここまでわかった!日本列島と日本人のルーツ(Newtonライト : 理系脳をきたえる!)(NEWTONムッ
ク)

[安田喜憲監修] ニュートンプレス 469.91/N99

324 春・夏・秋・冬どうぶつえん(TOYOKAN BOOKS) 森由民著 東洋館出版社 480.76/Mo73

325 性のトリセツ : 「性活力」あふれる生き方のすすめ 津曲茂久著 緑書房 481.35/Ts71

326 先生、シマリスがヘビの頭をかじっています!(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学) 小林朋道著 築地書館 481.78/Ko12

327 先生、洞窟でコウモリとアナグマが同居しています!(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学) 小林朋道著 築地書館 481.78/Ko12

328 先生、カエルが脱皮してその皮を食べています!(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学) 小林朋道著 築地書館 481.78/Ko12

329 先生、ワラジムシが取っ組みあいのケンカをしています!(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学) 小林朋道著 築地書館 481.78/Ko12
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330 先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます!(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学) 小林朋道著 築地書館 481.78/Ko12

331 先生、子リスたちがイタチを攻撃しています!(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学) 小林朋道著 築地書館 481.78/Ko12

332 先生、キジがヤギに縄張り宣言しています!(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学) 小林朋道著 築地書館 481.78/Ko12

333 先生、オサムシが研究室を掃除しています!(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学) 小林朋道著 築地書館 481.78/Ko12

334 先生、モモンガの風呂に入ってください!(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学) 小林朋道著 築地書館 481.78/Ko12

335 先生、大型野獣がキャンパスに侵入しました!(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学) 小林朋道著 築地書館 481.78/Ko12

336 先生、犬にサンショウウオの捜索を頼むのですか!(「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学) 小林朋道著 築地書館 481.78/Ko12

337 「イルカは特別な動物である」はどこまで本当か : 動物の知能という難題
ジャスティン・グレッ
グ著/芦屋雄高訳

九夏社 489.6/G84

338 オランウータン : 森の哲人は子育ての達人 久世濃子著 東京大学出版会 489.97/Ku99

339 正常と病理 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:225)
ジョルジュ・カンギレ
ム [著]/滝沢武久訳

法政大学出版局 491.6/C15

340 狂気の歴史 : 古典主義時代における
ミシェル・フーコー
[著]/田村俶訳

新潮社 493.7/F42

341 生存する意識 : 植物状態の患者と対話する
エイドリアン・オー
ウェン [著]/柴田裕之
訳

みすず書房 493.73/O93

342 知性は死なない : 平成の鬱をこえて 與那覇潤著 文藝春秋 493.764/Y82

343 産婆と産院の日本近代 大出春江著 青弓社 495.9/O17

344 トップアスリートが実践している最強の回復法 : The most effective way of recovery as top athletes do 富家孝著 彩図社 498.3/F73

345 医者が教える食事術最強の教科書 : 20万人を診てわかった医学的に正しい食べ方68 牧田善二著 ダイヤモンド社 498.583/Ma37

346 買いものは投票なんだ
ほう絵/藤原ひろのぶ
文

三五館シンシャ/フォ
レスト出版 (発売)

519/H96

347 生きた建築大阪 [1] 橋爪紳也 [ほか] 著 140B 523.163/I36/1

348 生きた建築大阪 2 橋爪紳也 [ほか] 著 140B 523.163/I36/2

349 告発 : 日本で原発を再稼働してはいけない三つの理由 蓮池透著 ビジネス社 543.5/To46

350 原爆 : 私たちは何も知らなかった(新潮新書:782) 有馬哲夫著 新潮社 559.7/A72

351 シェフが好きな野菜の食べ方 : まるごと、シンプルに。 田代和久著 柴田書店 596.23/Ta93

352 焼肉語辞典 : 焼肉にまつわる言葉をイラストと豆知識でジューシーに読み解く 平井さくら絵 誠文堂新光社 596.33/H64

353 Theサラダ&スープ500 : 和洋中エスニック簡単おいしいプロの味 : 使える214のドレッシングつき 柴田書店編 柴田書店 596.37/Sh18
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354
Pâtissier : パティシエの探求心を刺激するお菓子の専門誌 : 香りを使いこなす/フランス菓子・温故知新(柴田書店
MOOK)

柴田書店 596.65/Sh18

355 フォトジェニックなラテアート 伊藤雄一著 旭屋出版 596.7/I91

356 "介護後"うつ : 「透明な箱」脱出までの13年間 安藤和津著 光文社 598.4/A47

357 農業崩壊 : 誰が日本の食を救うのか 吉田忠則著
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

612.1/Y86

358 ラーメン繁盛法 : いま、どう差別化するか/どんな売り方が有効か : 増大中!煮干しラーメン大研究(旭屋出版MOOK) 旭屋出版 673.972/A82

359 広報・PR概説 : PRプランナー資格認定制度1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//'19-'20

360 いまさら聞けないマーケティングの基本のはなし 松井剛著 河出書房新社 675/Ma77

361 トランプ貿易戦争 : 日本を揺るがす米中衝突 木内登英著 日本経済新聞出版社 678.1/Ki81

362 船長論 : 引き継がれる海の精神 逸見真著 海文堂出版 683.8/H52

363 中国のインターネット史 : ワールドワイドウェブからの独立(星海社新書:60) 山谷剛史著
星海社/講談社 (発
売)

694.5/Y47

364 データで読み解くスマホ・ケータイ利用トレンド : ケータイ社会白書 2018-2019
NTTドコモモバイル社
会研究所編

中央経済社/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

694.6/Mo11/'18-'19

365 解放された観客 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:999)
ジャック・ランシエー
ル [著]/梶田裕訳

法政大学出版局 701.1/R14

366 絵画の見方 : 美的経験の認知発達 : 新装版
マイケル・J・パーソ
ンズ著/尾崎彰宏, 加
藤雅之訳

法政大学出版局 701.4/P25

367 なぜ、世界のエリートはどんなに忙しくても美術館に行くのか? 岡崎大輔著 SBクリエイティブ 707.9/O48

368 世界遺産ガイド ネパール・インド・スリランカ編(世界遺産シリーズ)
世界遺産総合研究セン
ター編集

シンクタンクせとう
ち総合研究機構

709/SeI

369 もっと知りたい慶派の仏たち(アート・ビギナーズ・コレクション) 根立研介著 東京美術 718.3/U75

370 消えたフェルメール(インターナショナル新書:029) 朽木ゆり子著
集英社インターナ
ショナル/集英社 (発
売)

720.67/V62

371 黒板アート甲子園作品集 : 高校生たちの消えない想い 日学株式会社総監修 日東書院本社 720.87/N71

372 レンブラントとイタリア・ルネサンス : 新装版(叢書・ウニベルシタス:368)
ケネス・クラーク
[著]/尾崎彰宏, 芳野
明訳

法政大学出版局 723.359/R26
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373 見えないものを見る : カンディンスキー論 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:627)
ミシェル・アンリ
[著]/青木研二訳

法政大学出版局 723.38/Ka51

374 美貌のひと : 歴史に名を刻んだ顔(PHP新書:1145) 中野京子著 PHP研究所 723/N39

375 仕事にしばられない生き方(小学館新書:[324]) ヤマザキマリ著 小学館 726.101/Y48

376 イギリスの絵本 : 伝統を築いた作家たち 下(連続講座「絵本の愉しみ」:2-3) 吉田新一著 朝倉書店 726.601/Y86/3

377 変体英文字図案集 新装復刻版 大沼知之著 青幻舎 727.8/O68

378 もっと知りたい刀剣 : 名刀・刀装具・刀剣書(アート・ビギナーズ・コレクション)
内藤直子監修・著/吉
原弘道著

東京美術 756.6/N29

379 武満徹・音楽創造への旅 立花隆著 文藝春秋 762.1/Ta63

380 はじめてのアメリカ音楽史(ちくま新書:1376)
ジェームス・M・バー
ダマン, 里中哲彦著

筑摩書房 764.7/V42

381 演劇とはなにか 近藤耕人著 彩流社 770.4/Ko73

382 現場者 (げんばもん) : 300の顔をもつ男(文春文庫:[お-75-1]) 大杉漣著 文藝春秋 772.1/O79

383 上方らくごの舞台裏(ちくま新書:1375) 小佐田定雄著 筑摩書房 779.13/O72

384 談志最後の落語論(ちくま文庫:[た88-1]) 立川談志著 筑摩書房 779.13/Ta94

385 十代目柳家小三治(別冊太陽:スペシャル) 平凡社 779.13/Y53

386 幼少年のための運動遊び・体育指導 幼少年体育指導士会編 杏林書院 781.9/Y94

387 女子テニスと私 : 東レPPOとの30年を振り返る 野地俊夫著 創英社/三省堂書店 783.5/N93

388 代理人だからこそ書ける日米プロ野球の契約の謎(ポプラ新書:157) 長谷川嘉宣著 ポプラ社 783.7/H36

389 死に山 : 世界一不気味な遭難事故「ディアトロフ峠事件」の真相
ドニー・アイカー著/
安原和見訳

河出書房新社 786.18/E37

390 歴史から学ぶ : 伝統を知り、新しい表現に活かす(基本セオリーがわかる花のデザイン. 基礎科2) 誠文堂新光社 793/H28/2

391 ビデオゲームの美学 松永伸司著 慶應義塾大学出版会 798.5/Ma83

392 藤田浩子の紙とえんぴつでおはなし(いつでも・どこでも楽しめる:3. 紙さえあれば)
藤田浩子編著/保坂あ
けみ絵

一声社 798/F67/3

393 バイリンガルの世界へようこそ : 複数の言語を話すということ
フランソワ・グロジャ
ン著/石丸久美子, 大
山万容, 杉山香織訳

勁草書房 801.03/G88

394 大学生のためのディベート入門 : 論理的思考を鍛えよう
内藤真理子, 西村由美
編著

ナカニシヤ出版 809.6/N29

395 日本語学大辞典 日本語学会編 東京堂出版 810.33/N71

396 日本語類義表現と使い方のポイント : 表現意図から考える 市川保子著
スリーエーネット
ワーク

810.7/I14
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397 日本語教育への応用(コーパスで学ぶ日本語学)
森篤嗣編/森篤嗣 [ほ
か] 著

朝倉書店 810.7/Mo45

398 日本で生まれ育つ外国人の子どもの日本語力の盲点 : 簡単な和語動詞での隠れたつまずき 西川朋美, 青木由香著 ひつじ書房 810.7/N83

399 日本語と漢字 森岡健二著 明治書院 811.2/Mo62

400 日本漢字学史 岡井愼吾著 有明書房 811.2/O38

401 国字の位相と展開 笹原宏之著 三省堂 811.2/Sa72

402 訓読みのはなし : 漢字文化圏の中の日本語(光文社新書:352) 笹原宏之著 光文社 811.2/Sa72

403 小学生から身につけたい一生役立つ語彙力の育て方 石黒圭, 柏野和佳子著 KADOKAWA 814/I73

404 大人のにほんご事典 齋藤孝著 海竜社 814/Sa25

405 大人の語彙力「言いまわし」大全 齋藤孝著 KADOKAWA 814/Sa25

406 サクっと書けちゃう!文章レシピ60 飯間浩明, 山田由佳著 新星出版社 816/I27

407 日本語文章・文体・表現事典 : 新装版 中村明 [ほか] 編集 朝倉書店 816/N71

408 ロジカルに伝える技術 : コミュニケーションの必須ツール「エッセイ・トライアングル」を装備しよう 大庭コテイさち子著 NTT出版 816/O11

409 人一倍時間がかかる人のためのすぐ書ける文章術 : ムダのない大人の文章が書ける 吉田裕子著 ダイヤモンド社 816/Y86

410 Podcastで学ぶ中国語エピソード100 相原茂, 朱怡穎著 同学社 820/A24

411 新ゼロからスタート中国語 : だれにでもわかる文法と発音の基本ルール 会話編 王丹著 Jリサーチ出版 820/O83

412 快速マスター中国語 : これ一冊で!基礎を固める 植田一三, 浅井伸彦著 語研 820/U32

413 1か月で復習する中国語基本の500単語 呉春姫著 語研 824/G69

414 Why?にこたえるはじめての中国語の文法書 新訂版
相原茂, 石田知子, 戸
沼市子共著

同学社 825/W69

415 ネイティブならこう言う!中国語会話フレーズ500 淳于永南, 新海敦子著 語研 827.8/J96

416 日常中国語会話ネイティブ表現 : 3パターンで決める 于美香, 于羽著 語研 827.8/Y97

417 「ハングル」能力検定試験完全対策 3級 林京愛著
HANA/インプレス (発
売)

829.1079//['18]

418 なぞって覚える!ハングル練習帳 鄭惠賢著 池田書店 829.115/J72

419 英検2級最短合格!英作文&面接完全制覇 : ダウンロード用MP3音声つき : grade 2(英検最短合格シリーズ)
ジャパンタイムズ&ロ
ゴポート編

ジャパンタイムズ 830.79/J24

420 英検2級8日間で一気に合格! : 文部科学省後援(CD BOOK)
植田一三編著/岩間琢
磨, 上田敏子, 中坂あ
き子著

明日香出版社 830.79/U32
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421 TOEIC L&R TEST Part1・2のアプローチ
Z会編集部, Ross
Tulloch, Adam Ezard
著

Z会 830.79/Z4

422 プレゼンテーションで学ぶ英語4技能
吉久保肇子, 池尾玲
子, 藤田玲子, 山形亜
子, 三浦愛香著

研究社 830/P97

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

朝日出版社 831.1/AsS/'18-2

424 オックスフォード英語ことわざ・名言辞典
ジェニファー・スピー
ク編/赤羽美鳥, 杉山
正二訳

柊風舎 833.4/Sp3

425 日本人が必ず間違える英単語100 三輪裕範 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

834/Mi69

426 オックスフォード実例現代英語用法辞典 第4版
マイケル・スワン著/
吉田正治訳

研究社 835.033/Sw2

427
Adverbial subordination in English : a functional approach : bound(Language and computers : studies in
practical linguistics:no. 41)

María Jesús Pérez
Quintero

Rodopi 835.62/P41

428 補部となる節, 付加部となる節(「英文法大事典」シリーズ:第2巻)

Rodney Huddleston,
Geoffrey K. Pullum著
/畠山雄二編集/木口寛
久 [ほか] 訳

開拓社 835/HuR/2

429
英語の瞬発力をつける9マス英作文トレーニング : 英語思考を育てる科学的口頭練習(サイエンス・アイ新書:SIS-
416)

林一紀著 SBクリエイティブ 836/H48

430 天声人語 : 英文対照 v. 194 2018秋
朝日新聞論説委員室編
/英文朝日訳

原書房 837.5/13/194

431 Heroes of Unbreakable Spirits : 西郷隆盛、小野妹子、マララ・ユスフザイ…偉大なる18人の物語(語学シリーズ)
Daniel Stewart監修
/NHK編

NHK出版 837.7/N71

432 20日間完成オーバーラッピングで音読する絶対話せる!英文法 : 話すために必要な「英語のルール」を身につける 岩村圭南著 サンマーク出版 837.8/I94

433 遠山顕のNHKラジオ英会話 すぐに使える!黄金フレーズ200
遠山顕監修/NHK「ラジ
オ英会話」制作班編

宝島社 837.8/N69

434 実践英会話 : 正しく伝えるための技術と表現(CD book) 上田麻鈴著 ベレ出版 837.8/U32

435 恐怖の権力 : 「アブジェクシオン」試論 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:137)
ジュリア・クリステ
ヴァ [著]/枝川昌雄訳

法政大学出版局 901/D64
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436 始まりの現象 : 意図と方法 : 新装版(叢書・ウニベルシタス:358)
エドワード・W. サ
イード [著]/山形和
美, 小林昌夫訳

法政大学出版局 904/Sa17

437 絵本はアート、絵本はメディア(国際子ども図書館児童文学連続講座講義録:平成29年度)
国立国会図書館国際子
ども図書館編

国立国会図書館/日本
図書館協会 (発売)

909.05/Ko51

438 文学はおいしい。
小山鉄郎著/ハルノ宵
子画

作品社 910.26/Ko97

439 藤沢周平のこころ(文春文庫:[ふ-1-96]) 文藝春秋編 文藝春秋 910.268/F66

440 三島由紀夫ふたつの謎(集英社新書:0955F) 大澤真幸著 集英社 910.268/Mi53

441 Haruki Murakamiを読んでいるときに我々が読んでいる者たち
辛島デイヴィッド
[著]

みすず書房 910.268/Mu43

442 折口信夫秘恋の道 持田叙子著 慶應義塾大学出版会 910.268/O71

443 山崎豊子先生の素顔(文春文庫:[や-22-10]) 野上孝子著 文藝春秋 910.268/Y43

444 山崎豊子読本(新潮文庫:10985, や-5-71) 新潮文庫編集部編 新潮社 910.268/Y43

445 国文学年次別論文集 平成25(2013)年 近世1 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'13-5-1

446 国文学年次別論文集 平成25(2013)年 近世2 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'13-5-2

447 いにしえの恋歌 : 和歌と漢詩の世界(筑摩選書:0166) 彭丹著 筑摩書房 911.102/H96

448 「曾禰好忠集」注解 川村晃生, 金子英世編 三弥井書店 911.138/So42

449 増基法師『いほぬし』注解 林壽彦著 三弥井書店 911.138/Z5

450 文字渦 円城塔著 新潮社 913.6/E62

451 ヤタガラス(下町ロケット:[4]) 池井戸潤著 小学館 913.6/IkJ/S-4

452 小説出光佐三 : 燃える男の肖像 木本正次著 復刊ドットコム 913.6/Ki37

453 やぶれかぶれ青春記・大阪万博奮闘記(新潮文庫:11022, こ-8-12) 小松左京著 新潮社 913.6/Ko61

454 新編銀河鉄道の夜 59刷改版(新潮文庫:4192, み-2-5) 宮沢賢治著 新潮社 913.6/Mi89

455 静かに、ねぇ、静かに 本谷有希子著 講談社 913.6/Mo92

456 埋もれた波濤 滑志田隆著 論創社 913.6/N47

457 女が死んでいる(角川文庫:21110, [ぬ2-4]) 貫井徳郎 [著] KADOKAWA 913.6/N99

458 大江健三郎全小説 4 大江健三郎著 講談社 913.6/O18/4

459 あなた 大城立裕著 新潮社 913.6/O77

460 狂人遺書(坂口安吾歴史小説コレクション:第1巻) 春陽堂書店 913.6/Sa28/1

461 深淵の色は : 佐川幸義伝 津本陽著 実業之日本社 913.6/Ts73

462 たそがれてゆく子さん 伊藤比呂美著 中央公論新社 914.6/I89

463 くらしとことば(河出文庫. 吉野弘エッセイ集) 吉野弘著 河出書房新社 914.6/Y92

464 詩の一歩手前で(河出文庫. 吉野弘エッセイ集) 河出書房新社 914.6/Y92

465 カレーライス!!大盛り : アンソロジー(ちくま文庫:[す-25-1]) 杉田淳子編 筑摩書房 914.68/Su46
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466 くるま暮らし。 : 社会不適合僧侶の究極ミニマル生活 静慈彰著 飛鳥新社 916/Sh94

467 江都督納言願文集注解 山崎誠著 塙書房 919.3/O18

468 唐诗的博物学解读 胡淼著 上海書店出版社 921.43/Ko14

469 李賀 : その人と文学(中国古典入門叢書:14) 呉企明著/山田侑平訳 日中出版 921.43/R39

470 蘇軾 : その人と文学 改訂版(中国古典入門叢書:11) 王水照著/山田侑平訳 日中出版 921.5/So63

471 グッバイ・クリストファー・ロビン : 『クマのプーさん』の知られざる真実
アン・スウェイト著/
山内玲子, 田中美保子
訳

国書刊行会 933.7/Mi28

472 ある葬儀屋の告白
キャレブ・ワイルド著
/鈴木晶訳

飛鳥新社 936/W73

473 カフカ : マイナー文学のために : 新訳(叢書・ウニベルシタス:1068)
ジル・ドゥルーズ,
フェリックス・ガタリ
[著]/宇野邦一訳

法政大学出版局 940.278/Ka15

474 ぼくの兄の場合(ExLibris)
ウーヴェ・ティム著/
松永美穂訳

白水社 946/Ti5

475 ボーヴォワール(叢書・ウニベルシタス:1079)
ジュリア・クリステ
ヴァ [著]/栗脇永翔,
中村彩訳

法政大学出版局 950.278/B31

476 マラルメの辞書学 : 『英単語』と人文学の再構築 立花史著 法政大学出版局 951.6/Ma39

477 ポール・ヴァレリー : 1871-1945 新装版(叢書・ウニベルシタス:902)
ドニ・ベルトレ [著]/
松田浩則訳

法政大学出版局 951.7/V23

478 死刑囚最後の日(光文社古典新訳文庫:[KAユ1-1]) ユゴー著/小倉孝誠訳 光文社 953.6/H98

479 見えない違い : 私はアスペルガー
ジュリー・ダシェ原作
/マドモワゼル・カロ
リーヌ作画/原正人訳

花伝社/共栄書房 (発
売)

956/D11

480 悩みや不安迷ったときに読む4000冊(ヤングアダルトの本)
日外アソシエーツ/紀
伊國屋書店 (発売)

B028.09/N71

481 エマ :set
ジョン・グレニスター
監督/ジェイン・オー
スティン原作

アイ・ヴィー・シー
(発売)

DV778/471

482 ジェイン・オースティンの説得
ロジャー・ミッシェル
監督/ジェイン・オー
スティン原作

アイ・ヴィー・シー
(発売)

DV778/472
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483 知性と感性
ロドニー・ベネット監
督/ジェイン・オース
ティン原作

アイ・ヴィー・シー
(発売)

DV778/473

484 高慢と偏見 HDマスター版 Jane Austen [原作]
アイ・ヴィー・シー
(発売)

DV778/474

485 ジェイン・オースティンの読書会 コレクターズ・エディション

ロビン・スウィコード
監督・脚色/カレン・
ジョイ・ファウラー原
作

ソニー・ピクチャー
ズエンタテインメン
ト (発売)

DV778/475

486 いつか晴れた日に

ジェーン・オースティ
ン原作/アン・リー監
督/リンゼイ・ドーラ
ン製作

ソニー・ピクチャー
ズ・エンタテインメ
ント (発売)

DV778/476

487 ブリジットジョーンズの日記

シャロン・マグワイヤ
監督/ヘレン・フィー
ルディング原作/製作
総指揮

KADOKAWA : 角川書店
(発売)

DV778/477

488 おばあちゃんのくろまめ(かがくのとも:598号) 鎌田暢子さく 福音館書店 E//19

489 すきとおりすけのすけ(こどものとも年少版:502号) 大槻あかね [作] 福音館書店 E//19

490 せんにんみかん : 伊豆の昔話(こどものとも:754号) 福知伸夫再話・絵 福音館書店 E//19

491 子どもと学ぶJavaScriptプログラミング入門(できるキッズ)
大澤文孝, できるシ
リーズ編集部著

インプレス K007/O74

492 Hippocrates v. 11(The Loeb classical library:147-149, 472-473, 477, 482, 509, 520, 538)
with an English
translation by
W.H.S. Jones

Heinemann/Putnam LC490.231/H1/1-11

493 Theogony/Works and days/Testimonia [rev. ed.](The Loeb classical library:57. Hesiod:1)
Hesiod/edited and
translated by Glenn
W. Most

Harvard University
Press

LC991.1/H53/1

494 The shield/Catalogue of women, other fragments [rev. ed.](The Loeb classical library:503. Hesiod:2)
Hesiod/edited and
translated by Glenn
W. Most

Harvard University
Press

LC991.1/H53/2

495 世界の十大小説 上(岩波文庫:赤(32)254-4,5)
W. S. モーム著/西川
正身訳

岩波書店 イ902.3/Ma95/1

496 私の生い立ち(岩波文庫:緑(31)-038-3) 与謝野晶子著 岩波書店 イ911.162/Y85

497 アルゴールの城にて(岩波文庫:赤N(37)-515-1)
ジュリアン・グラック
作/安藤元雄訳

岩波書店 イ953.7/G75

498 医薬品業界で働く(なるにはBooks:補巻21) 池田亜希子著 ぺりかん社 就職/資格

499 税理士になるには 改訂版(なるにはBooks:106) 西山恭博著 ぺりかん社 就職/資格
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500 ユーキャンの宅建士まんが入門 2019年版
ユーキャン宅建士試験
研究会編

ユーキャン学び出版/
自由国民社 (発売)

就職/資格/'19

501 国立大学法人等職員採用試験攻略ブック 31年度(受験ジャーナル別冊) 実務教育出版 就職/資格/'19

502 択一式民法〈総則・債権〉(司法書士パーフェクト過去問題集. 2019年度版1)(司法書士スタンダードシステム) 早稲田経営出版 就職/資格/'19-1

503 択一式民法〈物権・担保物権〉(司法書士パーフェクト過去問題集. 2019年度版2)(司法書士スタンダードシステム) 早稲田経営出版 就職/資格/'19-2

504 択一式民法〈親族・相続〉(司法書士パーフェクト過去問題集. 2019年度版3)(司法書士スタンダードシステム) 早稲田経営出版 就職/資格/'19-3

505 択一式不動産登記法. 1(司法書士パーフェクト過去問題集. 2019年度版4)(司法書士スタンダードシステム) 早稲田経営出版 就職/資格/'19-4

506 択一式不動産登記法. 2(司法書士パーフェクト過去問題集. 2019年度版5)(司法書士スタンダードシステム) 早稲田経営出版 就職/資格/'19-5

507 択一式商法・会社法(司法書士パーフェクト過去問題集. 2019年度版6)(司法書士スタンダードシステム) 早稲田経営出版 就職/資格/'19-6

508 択一式商業登記法(司法書士パーフェクト過去問題集. 2019年度版7)(司法書士スタンダードシステム) 早稲田経営出版 就職/資格/'19-7

509 公務員試験独学で合格する人の勉強法 2020年度版 鶴田秀樹編著 実務教育出版 就職/資格/'20

510 国家総合職教養試験問題集 2020年度版(公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

511 市役所上・中級採用試験問題集 : 公務員試験 2020年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

512 地方中級採用試験問題集 2020年度版(公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

513 CA・GSエアライン受験対策書き込み式実践テキスト 2020年就職版 木野本美千代著
ペンコム/インプレス
(発売)

就職/資格/'20

514 公務員試験本試験過去問題集裁判所職員一般職(大卒程度) 2020年度採用版
TAC株式会社(公務員講
座)編著

TAC出版事業部 就職/資格/'20

515 一冊で突破!SPI3&テストセンター 2020年入社用(スマート就活) 成美堂出版 就職/資格/'20

516 3大テストを一気に攻略!Webテスト 2020年入社用(スマート就活) 笹森貴之著 成美堂出版 就職/資格/'20

517 同時に対策!エントリーシート&面接 2020年入社用(スマート就活) チームUKT監修 成美堂出版 就職/資格/'20

518 「大卒程度」警察官採用試験問題集 : 公務員試験 2020年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

519 公務員をめざす人の本 : 合格への近道 '20年版 三木邦裕著 成美堂出版 就職/資格/'20

520 筆記から面接まで!一般常識&最新時事 2020年入社用(スマート就活) 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'20

521 テレビ局内定獲得! 2020年採用版(マスコミ就活) 富板敦著
TAC株式会社出版事業
部

就職/資格/'20

522 地方上級教養試験問題集 2020年度版(公務員試験:2) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

523 公務員の適性試験完全対策問題集 : 絶対決める! [2020年度版] L&L総合研究所編著 新星出版社 就職/資格/'20

524 実戦添削例から学ぶ公務員試験論文・作文 : 絶対決める! [2020年度版] 石井秀明著 新星出版社 就職/資格/'20

525 絶対決める!公務員の基礎能力試験(教養試験)完全対策問題集 [2020年度版] 受験研究会編 新星出版社 就職/資格/'20

526 警察官「大卒程度」採用試験総合問題集 : 絶対決める! [2020年度版] 受験研究会編 新星出版社 就職/資格/'20

527 数的推理判断推理公務員試験合格問題集 : 絶対決める! [2020年度版] 受験研究会編 新星出版社 就職/資格/'20
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528 地方上級・国家一般職「大卒程度」公務員試験総合問題集 : 絶対決める! [2020年度版] L&L総合研究所編著 新星出版社 就職/資格/'20

529 公務員試験すばやく解ける数的推理・判断推理・資料解釈 : クイック解法の法則30 [2020年度版] 家坂圭一 [ほか] 共著 新星出版社 就職/資格/'20

530 都道府県職員になるための早わかりブック 2020年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

531 社会科学 第8版(公務員試験過去問新Quick Master(クイックマスター):4)
東京リーガルマインド
LEC総合研究所公務員
試験部編著

東京リーガルマイン
ド

就職/資格/['18]

532 数的推理・資料解釈 第8版(公務員試験過去問新Quick Master(クイックマスター):1)
東京リーガルマインド
LEC総合研究所公務員
試験部編著

東京リーガルマイン
ド

就職/資格/['18]

533 債権・親族・相続 第8版(公務員試験過去問新Quick Master(クイックマスター):11. 民法:2)
東京リーガルマインド
LEC総合研究所公務員
試験部編著

東京リーガルマイン
ド

就職/資格/['18]

534 総則・物権 第8版(公務員試験過去問新Quick Master(クイックマスター):10. 民法:1)
東京リーガルマインド
LEC総合研究所公務員
試験部編著

東京リーガルマイン
ド

就職/資格/['18]

535 落とされない小論文 : 全試験対応!直前でも一発合格! 今道琢也著 ダイヤモンド社 就職/資格/['18]

536 採点者の心をつかむ合格する小論文 中塚光之介著 かんき出版 就職/資格/['18]

537 寺本康之の小論文バイブル : 公務員試験対策 寺本康之著 エクシア出版 就職/資格/['18]

538 最短合格!色彩検定2級・3級テキスト&問題集 : 文部科学省後援 カラボ色大学著 ナツメ社 就職/資格/['18]
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