
2019年1月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」 : 第三次AIブームの到達点と限界 新井紀子, 東中竜一郎編 東京大学出版会 007.13/A62

2 ロボットは東大に入れるか 改訂新版(よりみちパン!セ:YP06) 新井紀子著 新曜社 007.13/A62

3 シンギュラリティ(やさしく知りたい先端科学シリーズ:3) 神崎洋治著 創元社 007.13/Ko98

4 ディープラーニング(やさしく知りたい先端科学シリーズ:2) 谷田部卓著 創元社 007.13/Y66

5 ソーシャルメディア論 : つながりを再設計する 藤代裕之編著 青弓社 007.3/F66

6 インターネットは自由を奪う : 「無料」という落とし穴
アンドリュー・キーン著/中島由
華訳

早川書房 007.3/Ke18

7 あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠
キャシー・オニール著/久保尚子
訳

インターシフト/合同
出版 (発売) 007.3/O65

8 ザ・プラットフォーム : IT企業はなぜ世界を変えるのか?(NHK出版新書:463) 尾原和啓著 NHK出版 007.35/O11

9 ソーシャルメディア四半世紀 : 情報資本主義に飲み込まれる時間とコンテンツ 佐々木裕一著 日本経済新聞出版社 007.353/Sa75

10 図書館概論 五訂版(JLA図書館情報学テキストシリーズ3:1) 塩見昇編著 日本図書館協会 010.8/JLA/3-1

11 図書館概論 五訂版(JLA図書館情報学テキストシリーズ3:1) 塩見昇編著 日本図書館協会
010.8/JLA/3-
1(1)

12 読みたいのに読めない君へ, 届けマルチメディアDAISY(JLA Booklet:no.2) 牧野綾編 日本図書館協会 015.97/Ma35

13 贋作・偽作(書物學:14) 勉誠出版 020/BeS/14

14 素材を活かした手製本の教室 : 革装・布装・和装の作り方から本の直し方まで
スタジオタッククリ
エイティブ 022.8/Su83

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

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

17 中国関係論説資料 59(2017年)第2分冊増 論説資料保存会 051.1/1/59-2-3

18 歴史教科書問題(西尾幹二全集:第17巻) 西尾幹二著 国書刊行会 081.6/NiK/17

19 老いた家衰えぬ街 : 住まいを終活する(講談社現代新書:2504) 野澤千絵著 講談社 081/16/2504
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20 内戦の日本古代史 : 邪馬台国から武士の誕生まで(講談社現代新書:2505) 倉本一宏著 講談社 081/16/2505

21 ジャポニスム : 流行としての「日本」(講談社現代新書:2506) 宮崎克己著 講談社 081/16/2506

22 「影の総理」と呼ばれた男 : 野中広務 権力闘争の論理(講談社現代新書:2507) 菊池正史著 講談社 081/16/2507

23 仕事と心の流儀(講談社現代新書:2508) 丹羽宇一郎著 講談社 081/16/2508

24 0 (ゼロ) から1 (イチ) をつくる : 地元で見つけた、世界での勝ち方(講談社現代新書:2509) 本橋麻里著 講談社 081/16/2509

25 縄文時代の歴史(講談社現代新書:2510) 山田康弘著 講談社 081/16/2510

26 中高生からの論文入門(講談社現代新書:2511) 小笠原喜康, 片岡則夫著 講談社 081/16/2511

27 中公新書 中央公論社 081/17/

28 中公新書 中央公論社 081/17/

29 承久の乱 : 真の「武者の世」を告げる大乱(中公新書:2517) 坂井孝一著 中央公論新社 081/17/2517

30 オスマン帝国 : 繁栄と衰亡の600年史(中公新書:2518) 小笠原弘幸著 中央公論新社 081/17/2518

31 安楽死・尊厳死の現在 : 最終段階の医療と自己決定(中公新書:2519) 松田純著 中央公論新社 081/17/2519

32 気象予報と防災 : 予報官の道(中公新書:2520) 永澤義嗣著 中央公論新社 081/17/2520

33 老いと記憶 : 加齢で得るもの、失うもの(中公新書:2521) 増本康平著 中央公論新社 081/17/2521

34 リバタリアニズム : アメリカを揺るがす自由至上主義(中公新書:2522) 渡辺靖著 中央公論新社 081/17/2522

35 硫黄島 : 国策に翻弄された130年(中公新書:2525) 石原俊著 中央公論新社 081/17/2525

36 源頼朝 : 武家政治の創始者(中公新書:2526) 元木泰雄著 中央公論新社 081/17/2526

37 花冷えて(中公文庫:[あ-83-2]. 闇医者おゑん秘録帖) あさのあつこ著 中央公論新社 081/18/あ83-2

38 百鬼園戦後日記 1(中公文庫:[う-9-12]) 内田百間著 中央公論新社 081/18/う-9-12
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39 イーハトーブの幽霊 改版 : 新装版(中公文庫:[う-10-35]) 内田康夫著 中央公論新社 081/18/う10-35

40 夫の墓には入りません(中公文庫:[か-86-2]) 垣谷美雨著 中央公論新社 081/18/か-86-2

41 ハンニバル戦争(中公文庫:[さ-49-3]) 佐藤賢一著 中央公論新社 081/18/さ-49-3

42 スワンソング(中公文庫:[し-49-3]. 警視庁特命捜査対策室四係) 島崎佑貴著 中央公論新社 081/18/し49-3

43 地中海幻想の旅から(中公文庫:[つ-3-29]) 辻邦生著 中央公論新社 081/18/つ3-29

44 バビロンの秘文字 上(中公文庫:[と-25-43], [と-25-44]) 堂場瞬一著 中央公論新社 081/18/と-25-43

45 バビロンの秘文字 下(中公文庫:[と-25-43], [と-25-44]) 堂場瞬一著 中央公論新社 081/18/と-25-44

46 信長の天運(中公文庫:[に-22-2]. レギオニス) 仁木英之著 中央公論新社 081/18/に-22-2

47 日本の星 : 星の方言集 改版(中公文庫:[の-4-13]) 野尻抱影著 中央公論新社 081/18/の4-13

48 至福の時間(中公文庫:[は-65-6]. 四季のうた) 長谷川櫂著 中央公論新社 081/18/は65-6

49 書かなければよかったのに日記(中公文庫:[ふ-2-9]) 深沢七郎著 中央公論新社 081/18/ふ2-9

50 ガラスの階段 新編集版(中公文庫:[み-25-16]. 特捜検事) 三好徹著 中央公論新社 081/18/み-25-16

51 禅とは何か : それは達磨から始まった(中公文庫:[み-10-23]) 水上勉著 中央公論新社 081/18/み10-23

52 親鸞の言葉(中公文庫:[よ-15-10]) 吉本隆明著 中央公論新社 081/18/よ-15-10

53 死体島(中公文庫:[わ-24-4]. オッドアイ) 渡辺裕之著 中央公論新社 081/18/わ-24-4

54 ホモ・ルーデンス 改版(中公文庫:[ホ1-7]) ホイジンガ著/高橋英夫訳 中央公論新社 081/18/ホ1-7

55 活きる(中公文庫:[ヨ-1-1]) 余華著/飯塚容訳 中央公論新社 081/18/ヨ-1-1

56 言語と行為 : いかにして言葉でものごとを行うか(講談社学術文庫:[2505])
J.L. オースティン[著]/飯野勝己
訳

講談社 081/2/2505

57 人類はどこへ行くのか(講談社学術文庫:[2516]. 興亡の世界史) 福井憲彦 [ほか著] 講談社 081/2/2516
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58 神話学入門(講談社学術文庫:[2537]) 松村一男 [著] 講談社 081/2/2537

59 日本人の起源 : 人類誕生から縄文・弥生へ(講談社学術文庫:[2538]) 中橋孝博著 講談社 081/2/2538

60 老子 : 全訳註(講談社学術文庫:[2539]) 池田知久 [著] 講談社 081/2/2539

61 塩を食う女たち : 聞書・北米の黒人女性(岩波現代文庫:文芸:303 (B303)) 藤本和子著 岩波書店 081/22/B303

62 墓標なき草原 : 内モンゴルにおける文化大革命・虐殺の記録 下(岩波現代文庫:学術:394-395) 楊海英著 岩波書店 081/22/G395

63 過労死・過労自殺の現代史 : 働きすぎに斃れる人たち(岩波現代文庫:学術:396) 熊沢誠著 岩波書店 081/22/G396

64 小林秀雄のこと(岩波現代文庫:学術:397 (G397)) 二宮正之著 岩波書店 081/22/G397

65 反転する福祉国家 : オランダモデルの光と影(岩波現代文庫:学術:398) 水島治郎著 岩波書店 081/22/G398

66 テレビ的教養 : 一億総博知化への系譜(岩波現代文庫:学術:399) 佐藤卓己著 岩波書店 081/22/G399

67 不敗のドキュメンタリー : 水俣を撮りつづけて(岩波現代文庫:社会:311) 土本典昭著 岩波書店 081/22/S311

68 人口論(講談社まんが学術文庫:0017)
マルサス原作/Teamバンミカスま
んが

講談社 081/25/017

69 フランス現代史(岩波新書:新赤版 1751) 小田中直樹著 岩波書店 081/6-4/1751

70 保育の自由(岩波新書:新赤版 1752) 近藤幹生著 岩波書店 081/6-4/1752

71 物流危機は終わらない : 暮らしを支える労働のゆくえ(岩波新書:新赤版 1753) 首藤若菜著 岩波書店 081/6-4/1753

72 平成の藝談 : 歌舞伎の真髄にふれる(岩波新書:新赤版 1754) 犬丸治著 岩波書店 081/6-4/1754

73 ディスコルシ : 「ローマ史」論(ちくま学芸文庫)
ニッコロ・マキァヴェッリ著/永
井三明訳

筑摩書房 087/Ma16

74 哲学101問(ちくま学芸文庫:[コ24-2])
マーティン・コーエン著/矢橋明
郎訳

筑摩書房 100/C83

75 基礎講座哲学(ちくま学芸文庫:[キ-10-2])
木田元, 須田朗編著/財津理 [ほ
か] 著

筑摩書房 100/Ki12

76 アナロジーの罠 : フランス現代思想批判
ジャック・ブーヴレス著/宮代康
丈訳

新書館 104/B67
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77 考える力をつける哲学問題集(ちくま学芸文庫:[ロ8-1]) スティーブン・ロー著/中山元訳 筑摩書房 104/L44

78 緑の資本論(ちくま学芸文庫:[ナ-17-1]) 中沢新一著 筑摩書房 104/N46

79 物と心(ちくま学芸文庫:[オ7-3]) 大森荘蔵著 筑摩書房 104/O63

80 かたり : 物語の文法(ちくま学芸文庫:[サ24-1]) 坂部恵著 筑摩書房 104/Sa27

81 哲学ファンタジー : パズル・パラドックス・ロジック(ちくま学芸文庫:[ス16-1])
レイモンド・スマリヤン著/高橋
昌一郎訳

筑摩書房 104/Sm8

82 推移的存在論
アラン・バディウ著/近藤和敬訳/
松井久訳

水声社 111/B14

83 不在の哲学(ちくま学芸文庫:[ナ-8-3]) 中島義道著 筑摩書房 111/N34

84 「死」とは何か : イェール大学で23年連続の人気講義
シェリー・ケーガン著/柴田裕之
訳

文響社 114.2/Ka16

85 Mind (マインド) : 心の哲学(ちくま学芸文庫:[サ43-1])
ジョン・R・サール著/山本貴光,
吉川浩満訳

筑摩書房 114.2/Se11

86 人智学・心智学・霊智学(ちくま学芸文庫:シ8-8)
ルドルフ・シュタイナー著/高橋
巖訳

筑摩書房 115.7/St3

87 論理学と学知の理論について(古典転生:5. 構造と生成:2)
ジャン・カヴァイエス著/近藤和
敬訳

月曜社 116/C27

88 思考と論理(ちくま学芸文庫:[オ7-4]) 大森荘蔵著 筑摩書房 116/O63

89 論理哲学入門(ちくま学芸文庫:[ト17-1])
エルンスト・トゥーゲントハッ
ト, ウルズラ・ヴォルフ著/鈴木
崇夫, 石川求訳

筑摩書房 116/Tu3

90 「中国思想」再発見(放送大学叢書:010) 溝口雄三著 左右社 122/Mi93

91 中国の知恵 : 孔子について(ちくま学芸文庫:[ヨ3-8]) 吉川幸次郎著 筑摩書房 124.12/Y89

92 荘子 内篇(ちくま学芸文庫:[ソ4-1], [ソ4-2], [ソ4-3]) 荘子著/福永光司, 興膳宏訳 筑摩書房 124.25/So63

93 荘子 外篇(ちくま学芸文庫:[ソ4-1], [ソ4-2], [ソ4-3]) 荘子著/福永光司, 興膳宏訳 筑摩書房 124.25/So63

94 荘子 雑篇(ちくま学芸文庫:[ソ4-1], [ソ4-2], [ソ4-3]) 荘子著/福永光司, 興膳宏訳 筑摩書房 124.25/So63

95 王陽明 : その人と思想 安岡正篤著 致知出版社 125.5/O78
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96 近代中国思想の生成 汪暉著/石井剛訳 岩波書店 125/O91

97 西洋哲学史 : ルネサンスから現代まで(ちくま学芸文庫:[ノ-8-1]) 野田又夫著 筑摩書房 130.2/N92

98 命題コレクション哲学(ちくま学芸文庫:[メ-3-1]) 坂部恵, 加藤尚武編 筑摩書房 130/Sa27

99 プラトンに関する十一章(ちくま学芸文庫:[ア34-1]) アラン著/森進一訳 筑摩書房 131.3/A41

100 テアイテトス(光文社古典新訳文庫:[KBフ2-5]) プラトン著/渡辺邦夫訳 光文社 131.3/P71

101 知性の正しい導き方(ちくま学芸文庫:[ロ10-1]) ジョン・ロック著/下川潔訳 筑摩書房 133.2/L78

102 人知原理論(ちくま学芸文庫:[ハ49-1])
ジョージ・バークリー著/宮武昭
訳

筑摩書房 133.3/B38

103 世界制作の方法(ちくま学芸文庫:[ク15-1])
ネルソン・グッドマン [著]/菅野
盾樹訳

筑摩書房 133.9/G65

104 規則と意味のパラドックス(ちくま学芸文庫:[イ59-1]) 飯田隆著 筑摩書房 133.9/Kr5

105 プラグマティズムの帰結(ちくま学芸文庫:[ロ9-1])
リチャード・ローティ著/室井尚
[ほか] 訳

筑摩書房 133.9/R69

106 カントの批判哲学(ちくま学芸文庫:[ト-7-3])
ジル・ドゥルーズ著/國分功一郎
訳

筑摩書房 134.2/D55

107 カント入門講義 : 超越論的観念論のロジック(ちくま学芸文庫:[ト-9-2]) 冨田恭彦著 筑摩書房 134.2/To52

108 精神現象学 上(ちくま学芸文庫:[へ-10-1],[へ-10-2]) G. W. F. Hegel著/熊野純彦訳 筑摩書房 134.4/H51/1

109 精神現象学 下(ちくま学芸文庫:[へ-10-1],[へ-10-2]) G. W. F. Hegel著/熊野純彦訳 筑摩書房 134.4/H51/2

110 ニーチェ覚書(ちくま学芸文庫:[ハ12-10])
ニーチェ [著]/ジョルジュ・バタ
イユ編著/酒井健訳

筑摩書房 134.94/N71

111 ニーチェの手紙(ちくま学芸文庫:[ニ1-20])
フリードリヒ・ニーチェ著/茂木健一郎編・解
説/塚越敏, 眞田収一郎訳 筑摩書房 134.94/N71

112 ニーチェを知る事典 : その深淵と多面的世界(ちくま学芸文庫:[ワ3-6]) 渡邊二郎, 西尾幹二編 筑摩書房 134.94/W46

113 その行方(ちくま学芸文庫:[フ21-4]. 間主観性の現象学:3) エトムント・フッサール著 筑摩書房 134.95/H98

114 内的時間意識の現象学(ちくま学芸文庫:[フ21-5])
エトムント・フッサール著/谷徹
訳

筑摩書房 134.95/H98
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115 その展開(ちくま学芸文庫:[フ21-3]. 間主観性の現象学:2) エトムント・フッサール著 筑摩書房 134.95/H98

116
ポパーとウィトゲンシュタインとのあいだで交わされた世上名高い10分間の大激論の謎(ちくま学芸文庫:[エ-
13-1])

デヴィッド・エドモンズ, ジョ
ン・エーディナウ著/二木麻里訳

筑摩書房 134.97/E22

117 哲学原理(ちくま学芸文庫:[テ6-2])
ルネ・デカルト著/山田弘明 [ほ
か] 訳・注解

筑摩書房 135.23/D64

118 幾何学(ちくま学芸文庫:[テ6-4]) ルネ・デカルト著/原亨吉訳 筑摩書房 135.23/D64

119 方法序説(ちくま学芸文庫:[テ6-3]) ルネ・デカルト著/山田弘明訳 筑摩書房 135.23/D64

120 悪魔と裏切者 : ルソーとヒューム(ちくま学芸文庫:[ヤ23-1]) 山崎正一, 串田孫一著 筑摩書房 135.34/Y48

121 哲学について(ちくま学芸文庫:[ア12-4])
ルイ・アルチュセール著/今村仁
司訳

筑摩書房 135.5/A41

122 ドゥルーズと創造の哲学 : この世界を抜け出て
ピーター・ホルワード著/松本潤
一郎訳

青土社 135.5/D55

123 基礎づけるとは何か(ちくま学芸文庫:[ト-7-4])
ジル・ドゥルーズ著/國分功一郎,
長門裕介, 西川耕平編訳

筑摩書房 135.5/D55

124 歓待について : パリ講義の記録(ちくま学芸文庫:[テ2-8]) ジャック・デリダ著/廣瀬浩司訳 筑摩書房 135.5/D63

125 デリダ(ちくま学芸文庫:[ヒ-4-4]) ジェフ・コリンズ著/鈴木圭介訳 筑摩書房 135.5/D63

126 倫理と無限 : フィリップ・ネモとの対話(ちくま学芸文庫:[レ-4-3])
エマニュエル・レヴィナス著/西
山雄二訳

筑摩書房 135.5/L57

127 存在と無 : 現象学的存在論の試み 1(ちくま学芸文庫:[サ-11-2]-[サ-11-4])
ジャン=ポール・サルトル著/松浪
信三郎訳

筑摩書房 135.54/Sa69/1

128 存在と無 : 現象学的存在論の試み 2(ちくま学芸文庫:[サ-11-2]-[サ-11-4])
ジャン=ポール・サルトル著/松浪
信三郎訳

筑摩書房 135.54/Sa69/2

129 存在と無 : 現象学的存在論の試み 3(ちくま学芸文庫:[サ-11-2]-[サ-11-4])
ジャン=ポール・サルトル著/松浪
信三郎訳

筑摩書房 135.54/Sa69/3

130 レイモン・アロンとの対話(叢書言語の政治:21)
ミシェル・フーコー, [レイモ
ン・アロン] 著/西村和泉訳

水声社 135.57/F36

131 質的心理学辞典
能智正博編集代表/香川秀太 [ほ
か] 編

新曜社 140.33/N91

132 心理学の研究法 : 実験法・測定法・統計法 改訂版 加藤司著 北樹出版 140.7/Ka86

133 やさしく学べる心理統計法入門 : こころのデータ理解への扉 鈴木公啓著 ナカニシヤ出版 140.7/Su96
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134 心理学基礎実験を学ぶ : データ収集からレポート執筆まで 大和田智文, 鈴木公啓編著 北樹出版 140.75/O93

135 ポジティブ心理学の挑戦 : "幸福"から"持続的幸福"へ マーティン・セリグマン [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン 140/U77

136 知的創造のヒント(ちくま学芸文庫:[ト10-2]) 外山滋比古著 筑摩書房 141.5/To79

137 心はどこにあるのか(ちくま学芸文庫:[テ-12-1])
ダニエル・C・デネット著/土屋俊
訳

筑摩書房 141.51/D59

138 パーソナリティ心理学入門 : ストーリーとトピックで学ぶ心の個性 鈴木公啓 [ほか] 著 ナカニシヤ出版 141.93/P26

139 鏡の背面 : 人間的認識の自然誌的考察(ちくま学芸文庫:[ロ1-3])
コンラート・ローレンツ著/谷口
茂訳

筑摩書房 143.8/L88

140 悪について(ちくま学芸文庫:[フ-38-1])
エーリッヒ・フロム著/渡会圭子
訳

筑摩書房 146.1/F48

141 ラカン的思考 宇波彰著 作品社 146.1/L12

142 ラカン入門(ちくま学芸文庫:[ム7-1]) 向井雅明著 筑摩書房 146.1/L12

143 「気にしい」のもやもやが消える方法 根本橘夫著 WAVE出版 146.8/N64

144 倫理とは何か : 猫のアインジヒトの挑戦(ちくま学芸文庫:[ナ13-2]) 永井均著 筑摩書房 150/N14

145 初稿倫理学(ちくま学芸文庫:[ワ-15-2]) 和辻哲郎著/苅部直編 筑摩書房 150/W48

146 フロムに学ぶ「愛する」ための心理学(NHK出版新書:573) 鈴木晶著 NHK出版 152/F48

147 定本葉隠 : 全訳注 上(ちくま学芸文庫:[コ10-15]-[コ10-17]) 山本常朝, 田代陣基著 筑摩書房 156.4/Y31/1

148 定本葉隠 : 全訳注 中(ちくま学芸文庫:[コ10-15]-[コ10-17]) 山本常朝, 田代陣基著 筑摩書房 156.4/Y31/2

149 定本葉隠 : 全訳注 下(ちくま学芸文庫:[コ10-15]-[コ10-17]) 山本常朝, 田代陣基著 筑摩書房 156.4/Y31/3

150 愛の世紀
アラン・バディウ, ニコラ・ト
リュオング著/市川崇訳

水声社 158/B14

151 マンガ版年収1億を稼ぐ人、年収300万で終わる人
午堂登紀雄著/星野卓也シナリオ/
岡本圭一郎作画

学研プラス 159.4/G55

152 働く君に伝えたい「お金」の教養 : 人生を変える5つの特別講義 出口治明著 ポプラ社 159/D53
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153 年収1億円になる人が実行している36の習慣 : ビジュアル版 井上裕之著 PHP研究所 159/I57

154 世界を読み解く「宗教」入門 : ビジネス教養として知っておきたい 小原克博著 日本実業出版社 160/Ko27

155 聖なる天蓋 : 神聖世界の社会学(ちくま学芸文庫:[ハ-47-2])
ピーター・L.バーガー著/薗田稔
訳

筑摩書房 161.3/B38

156 エジプト神話集成(ちくま学芸文庫:[シ35-2]) 杉勇, 屋形禎亮訳 筑摩書房 164.42/Su35

157 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2019-1]
edited by Marc Gaborieau ...
[et al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'19 -1

158 ミトラの密儀(ちくま学芸文庫:[キ-27-1])
フランツ・キュモン著/小川英雄
訳

筑摩書房 168.9/C95

159 アヴェスター : 原典訳(ちくま学芸文庫:[ア37-1]) 伊藤義教訳 筑摩書房 168.9/I89

160 新羅神と日本古代史 出羽弘明著 同成社 175.9/D67

161 チベット密教 増補(ちくま学芸文庫:[マ-30-1]) ツルティム・ケサン, 正木晃著 筑摩書房 180.9/Kh

162 阿含経典 1(ちくま学芸文庫:[マ3-2], [マ3-3], [マ3-4]) 増谷文雄編訳 筑摩書房 183.1/Ago/M-1

163 阿含経典 2(ちくま学芸文庫:[マ3-2], [マ3-3], [マ3-4]) 増谷文雄編訳 筑摩書房 183.1/Ago/M-2

164 原始仏典(ちくま学芸文庫:[ナ20-1]) 中村元著 筑摩書房 183/N37

165 行基と歩く歴史の道 泉森皎著 法藏館 188.212/G99

166 空海入門 : 弘仁のモダニスト(ちくま学芸文庫:[タ-47-1]) 竹内信夫著 筑摩書房 188.52/Ku27

167 一休・正三・白隠 : 高僧私記(ちくま学芸文庫:[ミ19-1]) 水上勉著 筑摩書房 188.8/Sh99

168 道元禅師の『典座教訓』を読む(ちくま学芸文庫:[ア30-2]) 秋月龍珉著 筑摩書房 188.86/D81

169 キリスト者への問い : あなたは天皇をだれと言うか 改訂版 松谷好明著 一麦出版社 190.4/Ma88

170 美術で読み解く旧約聖書の真実(ちくま学芸文庫:[ハ-15-3]) 秦剛平著 筑摩書房 193.2/H41

171 美術で読み解く新約聖書の真実(ちくま学芸文庫:[ハ-15-2]) 秦剛平著 筑摩書房 193.5/H41
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172 1492西欧文明の世界支配(ちくま学芸文庫:[ア-31-1]) ジャック・アタリ著/斎藤広信訳 筑摩書房 209.5/A95

173 20世紀の歴史 : 両極端の時代 上(ちくま学芸文庫:[ホ-15-2], [ホ-15-3])
エリック・ホブズボーム著/大井
由紀訳

筑摩書房 209.7/H81/1

174 20世紀の歴史 : 両極端の時代 下(ちくま学芸文庫:[ホ-15-2], [ホ-15-3])
エリック・ホブズボーム著/大井
由紀訳

筑摩書房 209.7/H81/2

175 日本社会再考 : 海からみた列島文化(ちくま学芸文庫:[ア-17-7]) 網野善彦著 筑摩書房 210.04/A45

176 列島文化再考(ちくま学芸文庫:[ア17-6]) 網野善彦 [ほか] 著 筑摩書房 210.04/R28

177 京都の御大礼 : 即位礼・大嘗祭と宮廷文化のみやび
「京都の御大礼即位礼・大嘗祭と
宮廷文化のみやび」展実行委員会
編集

「京都の御大礼即位
礼・大嘗祭と宮廷文
化のみやび」展実行

210.091/Ky6

178 平氏が語る源平争乱(歴史文化ライブラリー:479) 永井晋著 吉川弘文館 210.38/N14

179 中世史講義 : 院政期から戦国時代まで(ちくま新書:1378) 高橋典幸, 五味文彦編 筑摩書房 210.4/Ta33

180 現代語訳応仁記(ちくま学芸文庫:[コ10-18]) 志村有弘訳 筑摩書房 210.47/Sh56

181 裏社会の日本史(ちくま学芸文庫:[ホ21-1]) フィリップ・ポンス著/安永愛訳 筑摩書房 210.5/P79

182 花の忠臣蔵 野口武彦著 講談社 210.52/N93

183 幕末会津藩松平容保の慟哭 : 北方領土を守った男たちの最期 鈴木荘一著 勉誠出版 210.58/Su96

184 語り継ぐこの国のかたち 半藤一利著 大和書房 210.6/H29

185 1970年代の思い出アルバム : 朝日新聞社・共同通信社の写真でよみがえる青春時代 上巻: 1970-1974年 坂上正一著
フォト・パブリッシ
ング/メディアパル
(発売)

210.76/Sa28/1

186 河内の古道と古墳を学ぶ人のために 泉森皎著 世界思想社 216.3/I99

187 十八史略(ちくま学芸文庫:[ソ5-1]) 曾先之著/今西凱夫訳/三上英司編 筑摩書房 222.01/So62

188 中国史談集(ちくま学芸文庫:[サ-40-1]) 澤田瑞穂著 筑摩書房 222.05/Sa93

189 隊商都市(ちくま学芸文庫:[ロ11-1])
ミカエル・ロストフツェフ著/青
柳正規訳

筑摩書房 227/R73

190 中世の窓から(ちくま学芸文庫:[ア-25-5]) 阿部謹也著 筑摩書房 230.4/A13
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191 中世を旅する人びと : ヨーロッパ庶民生活点描(ちくま学芸文庫:[ア-25-3]) 阿部謹也著 筑摩書房 230.4/A13

192 中世の星の下で(ちくま学芸文庫:[ア25-4]) 阿部謹也著 筑摩書房 230.4/A13

193 ヨーロッパ近代史(ちくま新書:1377) 君塚直隆著 筑摩書房 230.5/Ki35

194 はじめてわかるルネサンス(ちくま学芸文庫:[フ35-1])
ジェリー・ブロトン著/高山芳樹
訳

筑摩書房 230.51/B76

195 近代ヨーロッパ史 : 世界を変えた19世紀(ちくま学芸文庫:[フ-3-2]) 福井憲彦著 筑摩書房 230.6/F76

196 子どもたちに語るヨーロッパ史(ちくま学芸文庫:[ル-3-1])
ジャック・ル・ゴフ著/川崎万里
訳

筑摩書房 230/L52

197 歴史 上(ちくま学芸文庫:[ト15-1, ト15-2]) トゥキュディデス著/小西晴雄訳 筑摩書房 231.4/Th9/1

198 歴史 下(ちくま学芸文庫:[ト15-1, ト15-2]) トゥキュディデス著/小西晴雄訳 筑摩書房 231.4/Th9/2

199 古代ローマ旅行ガイド : 一日5デナリで行く(ちくま学芸文庫:[マ45-1])
フィリップ・マティザック[著]/
安原和見訳

筑摩書房 232.8/Ma94

200 われわれの戦争責任について(ちくま学芸文庫:[ヤ25-1])
カール・ヤスパース著/橋本文夫
訳

筑摩書房 234.074/J26

201 帝国の陰謀(ちくま学芸文庫:[ハ-1-9]) 蓮實重彦著 筑摩書房 235.066/Mo74

202 フィレンツェ史 上(ちくま学芸文庫:[マ-35-3], [マ-35-4])
ニッコロ・マキァヴェッリ著/在
里寛司, 米山喜晟訳

筑摩書房 237/Ma16/1

203 フィレンツェ史 下(ちくま学芸文庫:[マ-35-3], [マ-35-4])
ニッコロ・マキァヴェッリ著/在
里寛司, 米山喜晟訳

筑摩書房 237/Ma16/2

204 パンと野いちご : 戦火のセルビア、食物の記憶 山崎佳代子著 勁草書房 239.31/Y43

205 アレクサンドリア(ちくま学芸文庫:[フ32-1]) E.M.フォースター著/中野康司訳 筑摩書房 242/F39

206 天皇家全系図 井筒清次編著 河出書房新社 288.4/I99

207 美智子さまの時代 : 写真集 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 288.44/Ko26

208 旅する天皇 : 平成30年間の旅の記録と秘話 竹内正浩著 小学館 288.48/Ta67

209 陸軍参謀川上操六 : 日清戦争の作戦指導者(歴史文化ライブラリー:480) 大澤博明著 吉川弘文館 289.1/Ka94
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210 日本史上最高の英雄 (ヒーロー) 大久保利通 倉山満著 徳間書店 289.1/O54

211 秋風秋雨人を愁殺す : 秋瑾女士伝(ちくま学芸文庫:[タ43-1]) 武田泰淳著 筑摩書房 289.2/C53

212 ファインマンさん最後の授業(ちくま学芸文庫:[ム6-2])
レナード・ムロディナウ著/安平
文子訳

筑摩書房 289.3/F23

213 ムッソリーニ : 一イタリア人の物語(ちくま学芸文庫:[ウ-28-1]) ロマノ・ヴルピッタ著 筑摩書房 289.3/Mu88

214 個人空間の誕生 : 食卓・家屋・劇場・世界(ちくま学芸文庫:[ト-2-3]) イーフー・トゥアン著/阿部一訳 筑摩書房 290.1/Tu1

215 一度きりの人生、絶対に行きたい夢の旅50 : 心震える絶景&体験ガイド A-Works編集 A-Works 290.93/A97

216 週末海外 : 頑張る自分に、ご褒美旅を 小林希著 ワニブックス 290.93/Ko12

217 死ぬまでに行きたい!世界の絶景 ホテル編 詩歩著 三才ブックス 290.93/Shi/3

218 この世界で死ぬまでにしたいこと2000 TABIPPO著 ライツ社 290.93/Ta12

219 旅行なんでもランキング : 世界最大の旅行口コミサイトトリップアドバイザー 2版 日本編 ウララコミュニケーションズ編 昭文社 290.93/U84/1

220 旅行なんでもランキング : 世界最大の旅行口コミサイトトリップアドバイザー 2版 世界編 ウララコミュニケーションズ編 昭文社 290.93/U84/2

221 東高野街道 生駒山西麓編(河内の街道を歩く:1) 杉山三記雄著 読書館 291.63/Su49/1

222 俊徳街道・十三街道(河内の街道を歩く:2) 杉山三記雄著 読書館 291.63/Su49/2

223 大坂の陣と戦の街道(河内の街道を歩く:3) 杉山三記雄著 読書館 291.63/Su49/3

224 暗越奈良街道を歩いた旅人たち : 歩いて知る街道の歴史(河内の街道を歩く:4) 杉山三記雄著 読書館 291.63/Su49/4

225 大学的和歌山ガイド : こだわりの歩き方 神田孝治, 大浦由美, 加藤久美編 昭和堂 291.6609/D16

226 京都、パリ : この美しくもイケズな街 鹿島茂, 井上章一著 プレジデント社 293.53/Ka76

227 フンボルト自然の諸相 : 熱帯自然の絵画的記述(ちくま学芸文庫:[フ33-1])
アレクサンダー・フォン・フンボ
ルト著/木村直司編訳

筑摩書房 296.091/H98

228 ユーラシアのなかの宇宙樹・生命の樹の文化史(アジア遊学:228) 山口博監修/正道寺康子編 勉誠出版 302.2/Sh95
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229 悲しきアメリカ : その真の様相
ミシェル・フロケ著/大井孝, 土
屋元訳

蒼天社出版 302.53/F34

230 日本が売られる(幻冬舎新書:517, [つ-4-1]) 堤未果著 幻冬舎 304/Ts94

231 大コラム平成思潮 : 時代変動の核心をつかむ 鷲田小彌太著 言視舎 304/W42

232 革命的な、あまりに革命的な : 「1968年の革命」史論 増補(ちくま学芸文庫:[ス18-1]) 絓秀実著 筑摩書房 309.021/Su22

233 ハーバート・スペンサーコレクション(ちくま学芸文庫:[ス17-1])
ハーバート・スペンサー著/森村
進編訳

筑摩書房 311.1/Sp4

234 政治学への扉 改訂版 永山博之 [ほか] 著 一藝社 311/Se17

235 象徴天皇制考 : その現在・成立・将来 吉田傑俊著 本の泉社 313.61/Y86

236 新・情報公開法の逐条解説 : 行政機関情報公開法・独立行政法人等情報公開法 第8版 宇賀克也著 有斐閣 316.1/U54

237 10年で激変する!「公務員の未来」予想図 小紫雅史著 学陽書房 318.3/Ko68

238 公務員の「出世」の作法 : 組織内外で信頼される世に出る公務員のススメ! 堤直規著 学陽書房 318.3/Ts94

239 中学生が書いた消えた村の記憶と記録 : 日本の過疎と廃村の研究 増補
かつやま子どもの村中学校子ども
の村アカデミー著

黎明書房 318.644/Ka88

240 家族法 第5版(新法学ライブラリ:9) 二宮周平著
新世社/サイエンス社
(発売) 324.6/N76

241 図解まるわかりいちばんやさしい会社の作り方 山田猛司監修 新星出版社 325.2/Y19

242 Q&A外国人・留学生支援「よろず相談」ハンドブック 改訂3版 永井弘行著
セルバ出版/創英社 :
三省堂書店 (発売) 329.9/N14/'18

243 外国人の受入れと日本社会 高宅茂, 瀧川修吾著 日本加除出版 329.94/Ta57

244 図解でわかる経済の基本 : いちばん最初に読む本 遠山眞人監修 アニモ出版 330/To79

245 貧困の経済学 上 マーティン・ラヴァリオン著 日本評論社 331.87/R18/1

246 貧困の経済学 下 マーティン・ラヴァリオン著 日本評論社 331.87/R18/2

247 「AI資本主義」は人類を救えるか : 文明史から読みとく(NHK出版新書:571) 中谷巌著 NHK出版 332.06/N43
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248 ビジネスマン・プーチン : 見方を変えるロシア入門 加藤学著
東洋書店新社/垣内出
版 (発売) 332.38/P98

249 収録を終えて、こんなことを考えた : カンブリア宮殿編集後記 村上龍著 日本経済新聞出版社 332.8/Mu43

250 南スーダンに平和をつくる : 「オールジャパン」の国際貢献(ちくま新書:1382) 紀谷昌彦著 筑摩書房 333.8429/Ki84

251 産業構造の変化と外国人労働者 : 労働現場の実態と歴史的視点(移民・ディアスポラ研究:7) 津崎克彦編著/蘭信三 [ほか執筆] 明石書店 334.4/Ts98

252 「企業と社会」論とは何か : CSR論の進化と現代的展開 松野弘著 ミネルヴァ書房 335.13/Ma84

253 変わるM&A 森・濱田松本法律事務所編 日本経済新聞出版社 335.46/Mo48

254 あなたは人生をどう歩むか : 日本を変えた起業家からの「メッセージ」 千本倖生著 中央公論新社 335/Se69

255 世界のエリートを唸らせる話すビジネス英語 塚本亮著 三修社 336.07/Ts54

256 ビジネスモデル2.0図鑑 近藤哲朗著 KADOKAWA 336.1/Ko73

257 企画書は、手描き1枚 : 感動型プランニング術 増補改訂版 高橋宣行著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン 336.1/Ta33

258
中小企業のためのクラウドファンディング入門 : フィンテック時代!新しい資金調達で飛躍する(現代産業選
書)

丸山隆平著 経済産業調査会 336.82/Ma59

259 会計・経営分析入門テキスト 山本卓編著 創成社 336.83/Y31

260 ビジネスフレームワーク図鑑 : すぐ使える問題解決・アイデア発想ツール70 アンド著 翔泳社 336/A47

261 企業不祥事のケーススタディ : 実例と裁判例 中央総合法律事務所編 商事法務 336/C66

262 見るだけでわかる!ビジネス書図鑑 グロービス著/荒木博行執筆
ディスカヴァー・
トゥエンティワン 336/G95

263 株・証券用語がよくわかる本(図解ポケット) 石原敬子著 秀和システム 338.155/I74

264 いちよし証券by AERA : いままでの日本にない証券会社へ(AERA MOOK. 企業研究) 朝日新聞出版 338.17/I17

265 ナラティヴと共同性 : 自助グループ・当事者研究・オープンダイアローグ 野口裕二著 青土社 361.04/N93

266 ボードリヤールなんて知らないよ
クリス・ホロックス文/ゾラン・
ジェヴティックイラスト/塚原史
訳解説

明石書店 361.235/B28
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267 共感スイッチ 浜崎慎治著 中央公論新社 361.454/H26

268 図解平成オタク30年史 平成オタク研究会編 新紀元社 361.5/H51

269 ヒューマン・グループ : 人間集団についての考察(MINERVA社会学叢書:53)
ジョージ・C・ホーマンズ著/橋本
茂訳

ミネルヴァ書房 361.61/H83

270 支え合いの社会システム : 東アジアの互助慣行から考える 恩田守雄著 ミネルヴァ書房 361.7/O65

271 幻の韓国被差別民 : 「白丁 (ペクチョン) 」を探して(河出文庫:[う15-2]) 上原善広著 河出書房新社 361.8/U36

272 専門家の知恵 : 反省的実践家は行為しながら考える
ドナルド・ショーン [著]/佐藤
学, 秋田喜代美訳

ゆみる出版 361.84/Sc6

273 会話分析・ディスコース分析・ドキュメント分析(SAGE質的研究キット:7)
ティム・ラプリー著/大橋靖史,
中坪太久郎, 綾城初穂訳

新曜社 361.9/FlU/7

274 新・福祉の総合政策 新版
駒村康平編著/上村一樹, 渡辺久
里子著

創成社 364/Ko58

275 ひきこもり支援の着眼点・着手点 : 長期化・年長化するひきこもり支援充実のための試論 竹中哲夫著 光陽出版社 367.68/Ta64

276 百まで生きる覚悟 : 超長寿時代の「身じまい」の作法(光文社新書:973) 春日キスヨ著 光文社 367.7/Ka79

277 欲望会議 : 「超」ポリコレ宣言
千葉雅也, 二村ヒトシ, 柴田英里
著

KADOKAWA 367.9/Y79

278 ルポ西成 : 七十八日間ドヤ街生活 國友公司著 彩図社 368.2/Ku46

279 匪賊の社会史(ちくま学芸文庫:[ホ15-1])
エリック・ホブズボーム著/船山
榮一訳

筑摩書房 368.5/H81

280 生活保護と貧困対策 : その可能性と未来を拓く(有斐閣ストゥディア) 岩永理恵, 卯月由佳, 木下武徳著 有斐閣 369.2/Se17

281
あなたもきっとできる気持ちがラクになる介護 : 不安や不満、ためらいなく親の介護をする自信はあります
か

主婦の友社編 主婦の友社 369.26/Sh99

282 あなたが介護で後悔する35のこと : そして、後悔しないための8つの心得(介護ライブラリー) 上村悦子著 講談社 369.261/U42

283 穏やかな死のために : 終の住処芦花ホーム物語 石飛幸三著 さくら舎 369.263/I81

284 障害者と笑い : 障害をめぐるコミュニケーションを拓く 塙幸枝著 新曜社 369.27/B19

285 障害者権利条約の実施 : 批准後の日本の課題 長瀬修, 川島聡編 信山社 369.27/N22
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286 よくわかる障害者福祉 第6版(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 小澤温編 ミネルヴァ書房 369.27/O97

287 障害学研究 14(2018) 障害学研究編集委員会編集
障害学会/明石書店
(発売) 369.27/Sh95/14

288 障害者の傷、介助者の痛み 渡邉琢著 青土社 369.27/W46

289 「当たり前」をひっくり返す : バザーリア・ニィリエ・フレイレが奏でた「革命」 竹端寛著 現代書館 369.28/Ta58

290 災害からお金を守る : 被災者41人に学ぶ備え(AERA MOOK) 朝日新聞出版 369.3

291 漂流児童 : 福祉施設の最前線をゆく 石井光太著 潮出版社 369.4/I75

292 保育ソーシャルワーク(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:11) 倉石哲也, 鶴宏史編著 ミネルヴァ書房 369.4/MIH/11

293 日常の保育を基盤とした子育て支援 : 子どもの最善の利益を護るために 長島和代 [ほか] 著 萌文書林 369.4/N71

294 児童相談所70年の歴史と児童相談 : "歴史の希望としての児童"の支援の探究 加藤俊二著 明石書店 369.43/Ka86

295 ルポ児童相談所(朝日新書:667) 大久保真紀著 朝日新聞出版 369.43/O54

296 告発児童相談所が子供を殺す(文春新書:1090) 山脇由貴子著 文藝春秋 369.43/Y47

297 日本教育史(MINERVAはじめて学ぶ教職:4) 平田諭治編著 ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/4

298 社会教育・生涯学習(MINERVAはじめて学ぶ教職:7) 手打明敏編著/上田孝典編著 ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/7

299 子育てとケアの原理
望月雅和編著/西村美東士 [ほか]
著

北樹出版 370/Mo12

300 「新しい能力」は教育を変えるか : 学力・リテラシー・コンピテンシー 松下佳代編著 ミネルヴァ書房 371.04/Ma88

301 うちの子もいじめられました : 「いじめ不登校」から「脱出」まで150日間の記録 鈴木真治著 WAVE出版 371.42/Su96

302 教室でできる気になる子への認知行動療法 : 「認知の歪み」から起こる行動を変える13の技法 松浦直己著 中央法規出版 371.43/Ma89

303 道徳教育と愛国心 : 「道徳」の教科化にどう向き合うか 大森直樹著 岩波書店 371.6/O63

304 子どもの教育原理 改訂版(シードブック)
北野幸子編著/岡花祈一郎 [ほか]
共著

建帛社 371/Ki69
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305 教育小六法 2019年版 兼子仁 [ほか] 編 学陽書房 373.2/KyS/'19

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

307 小学校全科 [2020年度](オープンセサミシリーズ. 教員採用試験問題集:4) 東京アカデミー編著
ティーエーネットワーク/七
賢出版 (発売) 373.7//'20

308 一般教養 [2020年度] 2 社会科学(オープンセサミシリーズ. 教員採用試験問題集:2-3) 東京アカデミー編
ティーエーネットワーク/七
賢出版 (発売) 373.7//'20

309 一般教養 [2020年度] 1 人文科学 自然科学(オープンセサミシリーズ. 教員採用試験問題集:2-3) 東京アカデミー編
ティーエーネットワーク/七
賢出版 (発売) 373.7//'20

310 教職教養 [2020年度](オープンセサミシリーズ. 教員採用試験問題集:1) 東京アカデミー編
ティーエーネットワーク/七
賢出版 (発売) 373.7//'20

311 一般教養 [2020年度] 3 自然科学(オープンセサミシリーズ. 教員採用試験参考書:3-5) 東京アカデミー編
ティーエーネットワーク/七
賢出版 (発売) 373.7//'20

312 一般教養 [2020年度] 2 社会科学(オープンセサミシリーズ. 教員採用試験参考書:3-5) 東京アカデミー編
ティーエーネットワーク/七
賢出版 (発売) 373.7//'20

313 一般教養 [2020年度] 1 人文科学(オープンセサミシリーズ. 教員採用試験参考書:3-5) 東京アカデミー編
ティーエーネットワーク/七
賢出版 (発売) 373.7//'20

314 教職教養 [2020年度] 2 教育心理・教育法規(オープンセサミシリーズ. 教員採用試験参考書:1-2)
ティーエーネットワーク/七
賢出版 (発売) 373.7//'20

315 教職教養 [2020年度] 1 教育原理・教育史(オープンセサミシリーズ. 教員採用試験参考書:1-2)
ティーエーネットワーク/七
賢出版 (発売) 373.7//'20

316 養護教諭 [2020年度](オープンセサミシリーズ. 教員採用試験ステップアップ問題集:11) 東京アカデミー編
ティーエーネットワーク/七
賢出版 (発売) 373.7//'20

317 中学・高校英語 [2020年度](オープンセサミシリーズ. 教員採用試験ステップアップ問題集:10) 東京アカデミー編
ティーエーネットワーク/七
賢出版 (発売) 373.7//'20

318 高校社会 [2020年度](オープンセサミシリーズ. 教員採用試験ステップアップ問題集:3) 東京アカデミー編著
ティーエーネットワーク/七
賢出版 (発売) 373.7//'20

319 中学・高校国語 [2020年度](オープンセサミシリーズ. 教員採用試験ステップアップ問題集:1) 東京アカデミー編
ティーエーネットワーク/七
賢出版 (発売) 373.7//'20

320 中学社会 [2020年度](オープンセサミシリーズ. 教員採用試験ステップアップ問題集:2) 東京アカデミー編著
ティーエーネットワーク/七
賢出版 (発売) 373.7//'20

321 兵庫県の教職・一般教養参考書 2020年度版(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

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

323 兵庫県の小学校教諭過去問 2020年度版(兵庫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
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324
大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の教職・一般教養過去問 2020年度版(大阪府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

325 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の国語科過去問 2020年度版(大阪府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

326 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の英語科過去問 2020年度版(大阪府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

327 一般教養の過去問 ['20年度](教員採用試験Hyper実戦シリーズ: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

328
大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の論作文・面接過去問 2020年度版(大阪府の教員採用試験過去問シリー
ズ:13)

協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

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

330 教職教養の過去問 ['20年度](教員採用試験Hyper実戦シリーズ: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

331 チーム学校園を構築するための教師ストレス研究 高木亮著 ナカニシヤ出版 374.37/Ta29

332 学校における自殺予防教育プログラムGRIP (グリップ) : 5時間の授業で支えあえるクラスをめざす 川野健治, 勝又陽太郎編 新曜社 374.97/Ka96

333 学校の「当たり前」をやめた。 : 生徒も教師も変わる! 公立名門中学校長の改革 工藤勇一著
時事通信出版局/時事通信社
(発売) 374/Ku17

334 教育実践の継承と教育方法学の課題 : 教育実践研究のあり方を展望する(教育方法:47) 日本教育方法学会編 図書文化社 375.1/N71

335 子どもの体育指導のエッセンス 明星大学保健体育部会編 明星大学出版部 375.49/Me26

336 国際バカロレアの英語授業 : 世界標準の英語教育とその実践 赤塚祐哉著 松柏社 375.893/A33

337 幼小中一貫教育で育む資質・能力 : 自ら伸びる子どもを育てる 広島大学附属三原学校園編集 ぎょうせい 375/H73

338 カリキュラム・マネジメントに挑む : 教科を横断するキャリア教育,教科と往還する特別活動を柱にPDCAを! 長田徹監修 図書文化社 375/O72

339 保育政策の国際比較 : 子どもの貧困・不平等に世界の保育はどう向き合っているか
ルドヴィクァ・ガンバロ, キティ・スチュ
ワート, ジェーン・ウォルドフォーゲル編/大
野歩 [ほか] 訳

明石書店 376.1/H81

340 子どもの心を育てる新保育論のために : 「保育する」営みをエピソードに綴る 鯨岡峻著 ミネルヴァ書房 376.1/Ku25

341
生駒市・大和高田市・桜井市・葛城市の公立幼稚園教諭・保育士 : 専門試験 2019年度版(公立幼稚園教諭・
保育士 (認定こども園) 採用試験対策シリーズ)

協同教育研究会編 協同出版 376.14//'19
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342
大阪市の公立幼稚園教諭(過去問題集) : 専門試験 2019年度版(公立幼稚園教諭・保育士 (認定こども園) 採
用試験対策シリーズ)

協同教育研究会編 協同出版 376.14//'19

343
公立幼稚園教諭・保育士堺市・寝屋川市・豊中市・岸和田市 : 専門試験 2019年度版(公立幼稚園教諭・保育
士 (認定こども園) 採用試験対策シリーズ)

協同教育研究会編 協同出版 376.14//'20

344
すぐにできる!保育者のための紙芝居活用ガイドブック : 子どもの育ちを支える!月齢別指導計画付き(幼児教
育サポートBOOKS)

浅井拓久也編著 明治図書出版 376.158/A83

345 児童の教育と支援 : 学びをみつめる 塚原拓馬編著 東信堂 376.2/Ts53

346 大学教学マネジメントの自律的構築 : 主体的学びへの大学創造20年史 関西国際大学編 東信堂 377.28/Ka59

347 歴史としての東大闘争 : ぼくたちが闘ったわけ(ちくま新書:1383) 富田武著 筑摩書房 377.96/To58

348 廃墟のなかの大学 新装改訂版(叢書・ウニベルシタス:661)
ビル・レディングズ [著]/青木
健, 斎藤信平訳

法政大学出版局 377/R21

349 聴覚障害児の学習と指導 : 発達と心理学的基礎 四日市章 [ほか] 編 明石書店 378.2/C53

350 吃音のことがよくわかる本(健康ライブラリー : イラスト版) 菊池良和監修 講談社 378.5/Ki24

351 わが子の「発達」が気になったときの本 : 不安に思ったときの第一歩は「知ること」から!(洋泉社mook) 洋泉社 378.8/Y85

352 特別支援学校新学習指導要領を読み解く「各教科」「自立活動」の授業づくり(特別支援教育サポートBOOKS)
新井英靖編著/茨城大学教育学部
附属特別支援学校著

378/A62

353 就学時健診を考える : 特別支援教育のいま 新版(岩波ブックレット:No.991) 小笠毅編 岩波書店 378/O22

354 特別支援学校新学習指導要領ポイント総整理特別支援教育 平成29年版 全日本特別支援教育研究連盟編著 東洋館出版社 378/Z3/'17

355 社会教育・生涯学習論 : すべての人が「学ぶ」ために必要なこと(「ESDでひらく未来」シリーズ) 鈴木敏正, 朝岡幸彦編著 学文社 379.021/Su96

356 村の奇譚里の遺風 筒井功著 河出書房新社 382.1/Ts93

357 佐賀・酒と魚の文化地理 : 文化を核とする地域おこしへの提言 中村周作著 海青社 383.8192/N37

358 学年誌が伝えた子ども文化史 昭和30-39年編(ワンダーライフスペシャル) 小学館 384.5/Sh95/1

359 学年誌が伝えた子ども文化史 昭和50-64年編(ワンダーライフスペシャル) 小学館 384.5/Sh95/3
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360 奇談雑史(ちくま学芸文庫:[ミ16-1])
宮負定雄著/佐藤正英, 武田由紀
子校訂・注

筑摩書房 388.1/Mi81

361 自然とギリシャ人/科学と人間性(ちくま学芸文庫:[シ15-2])
エルヴィン・シュレーディンガー
著/水谷淳訳

筑摩書房 401/Sc7

362 海と陸をつなぐ進化論 : 気候変動と微生物がもたらした驚きの共進化(ブルーバックス:B-2077) 須藤斎著 講談社 408/11/2077

363 すごい分子 : 世界は六角形でできている(ブルーバックス:B-2080) 佐藤健太郎著 講談社 408/11/2080

364 今日から使える物理数学 : 難解な概念を便利な道具にする 普及版(ブルーバックス:B-2081) 岸野正剛著 講談社 408/11/2081

365 免疫と「病」の科学 : 万病のもと「慢性炎症」とは何か(ブルーバックス:B-2082) 宮坂昌之, 定岡恵著 講談社 408/11/2082

366 ブロックチェーン : 相互不信が実現する新しいセキュリティ(ブルーバックス:B-2083) 岡嶋裕史著 講談社 408/11/2083

367 不自然な宇宙 : 宇宙はひとつだけなのか?(ブルーバックス:B-2084) 須藤靖著 講談社 408/11/2084

368 Excelによるデータ処理入門 : 集計から編集、要約、グラフ化、検定まで 増補改訂版 遠藤健治著 北樹出版 417/E59

369 身につく統計学 伊藤公紀, 伊藤裕康共著 森北出版 417/I91

370 概説確率統計 第3版(数学基礎コース:Q5) 前園宜彦著 サイエンス社 417/Ma28

371 ベイズ統計学(やさしく知りたい先端科学シリーズ:1) 松原望著 創元社 417/Ma73

372 Excelで学ぶやさしい統計学 第2版 田久浩志著 オーム社 417/Ta74

373 化学の歴史(ちくま学芸文庫:[ア32-1])
アイザック・アシモフ著/玉虫文
一, 竹内敬人訳

筑摩書房 430.2/A92

374 ゲーテ地質学論集 鉱物篇(ちくま学芸文庫:[ケ6-4]-[ケ6-5]) J・W・v・ゲーテ著/木村直司編訳 筑摩書房 450.4/G56

375 先生、イソギンチャクが腹痛を起こしています!(「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

376 死とは何か : 死とは何?死が存在する理由は?(Newtonライト : 理系脳をきたえる!)(NEWTONムック) ニュートンプレス 491.358/N99

377 脳科学からみる子どもの心の育ち : 認知発達のルーツをさぐる(叢書・知を究める:1) 乾敏郎著 ミネルヴァ書房 491.371/I59
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378 緊急度判定支援システムJTAS2017ガイドブック 第2版 日本救急医学会 [ほか] 監修 へるす出版 492.29/Ki44/'17

379 呼吸器 第3版(病気がみえる:v. 4) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492/IrJ/B-4

380 精神科医がものを書くとき(ちくま学芸文庫:[ナ-16-1]) 中井久夫著 筑摩書房 493.7/N34

381 隣の病い(ちくま学芸文庫:[ナ16-2]) 中井久夫著 筑摩書房 493.7/N34

382 ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本(健康ライブラリー : イラスト版) 樋口進監修 講談社 493.743/H56

383 "依存症"の克服のために誰もが出来ること : 自分を語ること・おしゃべりで治そう 西田恭介著 秀麗出版 493.743/N81

384 摂食障害 : 身体にすり替えられたこころの痛み(思春期のこころと身体Q&A:3) 深井善光著 ミネルヴァ書房 493.93/Sh91/3

385 心身症 : 身体の病からみたこころの病(思春期のこころと身体Q&A:4) 高尾龍雄編著 ミネルヴァ書房 493.93/Sh91/4

386 病者障害者の戦後 : 生政治史点描 立岩真也著 青土社 498.021/Ta94

387 オオカミと野生のイヌ 近藤雄生本文/澤井聖一写真解説 エクスナレッジ 498.56/Ko73

388 都市空間の明治維新 : 江戸から東京への大転換(ちくま新書:1379) 松山恵著 筑摩書房 518.8/Ma91

389 くるまの音(Dr.Noiseの『読む』音の本)
瀧口士郎著/日本騒音制御工学会
編

技報堂出版 537.1/Ta71

390 原発事故! : 事故が起きて何が変わったか、変わらなかったか 西尾漠著 七つ森書館 539.99/N86

391 昭和懐かし自販機巡礼(タツミムック) 魚谷祐介著 辰巳出版 582.4/U79

392 日本懐かしジュース大全(タツミムック) 清水りょうこ著 辰巳出版 588.4/Sh49

393 大人が愉しむウイスキー入門(ちくま新書:1381) 輿水精一著 筑摩書房 588.57/Ko86

394 凡人のための地域再生入門 : 地元がヤバい…と思ったら読む 木下斉著 ダイヤモンド社 601.1/Ki46

395 隠れ共産党宣言 小松泰信著 新日本出版社 611.1/Ko61

396 2017年のEC業界を総まとめ!!(EC業界大図鑑:2018年版) ECのミカタ編著 ダイヤモンド社 673.36/E19/'18
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397 楽天流 三木谷浩史著 講談社 673.36/R12

398 シェアしたがる心理 : SNSの情報環境を読み解く7つの視点 天野彬著 宣伝会議 675/A43

399 なんで、その価格で売れちゃうの? : 行動経済学でわかる「値づけの科学」(PHP新書:1162) 永井孝尚著 PHP研究所 675/N14

400 いちばん儲かる!Amazon輸入ビジネスの極意 竹内亮介著 秀和システム 678.4/Ta67

401 道が語る日本古代史(朝日選書:889) 近江俊秀著 朝日新聞出版 682.1/O62

402 海峡の鉄路青函連絡船 : 110年の軌跡と記憶 原田伸一著 北海道新聞社 683.2121/H32

403 自動車カーシェアリングと自動運転という未来 : 脱自動車保有・脱運転免許のシステムへ 仲尾謙二著 生活書院 685/N42

404 JALの奇跡 : 稲盛和夫の善き思いがもたらしたもの 大田嘉仁著 致知出版社 687.3/I53

405 日本懐かし遊園地大全(タツミムック) 佐々木隆著 辰巳出版 689.5/Sa75

406 SNSを超える「第4の居場所」 : インターネットラジオ局「ゆめのたね」がつくる新・コミュニティ 岡田尚起, 佐藤大輔著
アンノーンブックス/創英社/
三省堂書店 (発売) 699.7/O38

407 点と線から面へ(ちくま学芸文庫:[カ-44-1])
ヴァシリー・カンディンスキー著
/宮島久雄訳

筑摩書房 701/Ka51

408 20世紀思想を読み解く : 人間はなぜ非人間的になれるのか(ちくま学芸文庫:[ツ6-2]) 塚原史著 筑摩書房 701/Ts53

409 世紀末芸術(ちくま学芸文庫:[タ-6-4]) 高階秀爾著 筑摩書房 702.06/Ta54

410 美少女美術史 : 人々を惑わせる究極の美(ちくま学芸文庫:[イ55-4]) 池上英洋, 荒井咲紀著 筑摩書房 702.3/I33

411 「象徴 (シンボル) 形式」としての遠近法(ちくま学芸文庫:[ハ-19-4])
E. パノフスキー著/木田元監訳/
川戸れい子, 上村清雄訳

筑摩書房 702.3/P21

412 魔術的リアリズム : メランコリーの芸術(ちくま学芸文庫:[タ4-2]) 種村季弘著 筑摩書房 702.34/Ta86

413 スタンツェ : 西洋文化における言葉とイメージ(ちくま学芸文庫:[ア27-1])
ジョルジョ・アガンベン著/岡田
温司訳

筑摩書房 702/A19

414 対極と爆発(ちくま学芸文庫:[オ18-2]. 岡本太郎の宇宙:1)
岡本太郎著/山下裕二, 椹木野衣,
平野暁臣編

筑摩書房 708/O42/1

415 太郎誕生(ちくま学芸文庫:[オ18-3]. 岡本太郎の宇宙:2)
岡本太郎著/山下祐二, 椹木野衣,
平野暁臣編

筑摩書房 708/O42/2
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416 太郎写真曼陀羅(ちくま学芸文庫:[オ18-7]. 岡本太郎の宇宙:別巻) 岡本太郎著/山下裕二 [ほか] 編 筑摩書房 708/O42/別

417 世界遺産ガイド バルト三国編(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

418 造形思考 上(ちくま学芸文庫:[ク25-1], [ク25-2])
パウル・クレー著/土方定一, 菊
盛英夫, 坂崎乙郎訳

筑摩書房 720.1/Kl3/1

419 造形思考 下(ちくま学芸文庫:[ク25-1], [ク25-2])
パウル・クレー著/土方定一, 菊
盛英夫, 坂崎乙郎訳

筑摩書房 720.1/Kl3/2

420 名画とは何か(ちくま学芸文庫:[ク9-3])
ケネス・クラーク著/富士川義之
訳

筑摩書房 720.4/C76

421 湯女図 : 視線のドラマ(ちくま学芸文庫:[サ-37-1]) 佐藤康宏著 筑摩書房 721.8/Sa87

422 フランシス・ベイコン・インタヴュー(ちくま学芸文庫:[ヘ-11-1])
デイヴィッド・シルヴェスター,
[フランシス・ベイコン] 著/小林
等訳

筑摩書房 723.33/B13

423 フェルメール 植本一子写真と文
ブルーシープ/ナナロ
ク社 (発売) 723.359/V62

424 官能美術史 : ヌードが語る名画の謎(ちくま学芸文庫:[イ55-1]) 池上英洋著 筑摩書房 723/I33

425 へんな西洋絵画 山田五郎著 講談社 723/Y19

426 水彩画で巡る日本の名勝47 野村重存著 大泉書店 724.4/N95

427
Caricatures and cartoons : a history of the world v. 1. 1906-1910(British satirical periodicals of
the nineteenth century:ser. 2-4)

edited and introduced by
Yorimitsu Hashimoto

Edition Synapse 726.1/H38/2-1

428
Caricatures and cartoons : a history of the world v. 2. 1911-1915(British satirical periodicals of
the nineteenth century:ser. 2-4)

edited and introduced by
Yorimitsu Hashimoto

Edition Synapse 726.1/H38/2-2

429
Caricatures and cartoons : a history of the world v. 3. 1915-1917(British satirical periodicals of
the nineteenth century:ser. 2-4)

edited and introduced by
Yorimitsu Hashimoto

Edition Synapse 726.1/H38/2-3

430
Caricatures and cartoons : a history of the world v. 4. 1918-1920(British satirical periodicals of
the nineteenth century:ser. 2-4)

edited and introduced by
Yorimitsu Hashimoto

Edition Synapse 726.1/H38/2-4

431
Caricatures and cartoons : a history of the world 第2期別冊解題(British satirical periodicals of
the nineteenth century:ser. 2-4)

edited and introduced by
Yorimitsu Hashimoto

Edition Synapse 726.1/H38/2-別

432 明治一五〇年の書道 : 成田山書道美術館所蔵名品選 成田山書道美術館編 芸術新聞社 728.8/N52

433 土門拳写真論集(ちくま学芸文庫:[ト14-1]) 土門拳著/田沼武能編 筑摩書房 740.4/D85

434 なぜ、植物図鑑か : 中平卓馬映像論集(ちくま学芸文庫:[ナ14-1]) 中平卓馬著 筑摩書房 740.4/N33
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435 昭和を駆け抜ける 林忠彦写真 クレヴィス 748/H48

436 Made in Japan : 日本の匠 前崎信也, 山本真紗子編 IBCパブリッシング 750.21/Ma28

437 Urushi : 伝統と革新 東京美術 752.087/Ma74

438 バルトーク音楽論選(ちくま学芸文庫:[ハ48-1])
ベーラ・バルトーク著/伊東信宏,
太田峰夫訳

筑摩書房 760.4/B25

439 ジョン・ケージ著作選(ちくま学芸文庫:[ケ-7-1]) ジョン・ケージ [著]/小沼純一編 筑摩書房 760.4/C11

440 高橋悠治対談選(ちくま学芸文庫:[タ33-1]) [高橋悠治著]/小沼純一編 筑摩書房 760.4/Ta33

441 武満徹エッセイ選 : 言葉の海へ(ちくま学芸文庫:[タ26-2]) 武満徹 [著]/小沼純一編 筑摩書房 760.4/Ta63

442 音楽理論入門(ちくま学芸文庫:[ト-18-1]) 東川清一著 筑摩書房 761.2/To28

443 アラブ音楽入門 : アザーンから即興演奏まで 飯野りさ著 スタイルノート 762.27/I27

444 クラシック音楽全史 : ビジネスに効く世界の教養 松田亜有子著 ダイヤモンド社 762.3/Ma74

445 リヒテルは語る(ちくま学芸文庫:[リ8-1])
ユーリー・ボリソフ著/宮澤淳一
訳

筑摩書房 762.38/B65

446 グレン・グールドは語る(ちくま学芸文庫:[ク19-1])
グレン・グールド, ジョナサン・
コット著/宮澤淳一訳

筑摩書房 762.51/G73

447 ブーレーズ作曲家論選(ちくま学芸文庫:[フ30-1])
ピエール・ブーレーズ著/笠羽映
子訳

筑摩書房 762.8/B67

448 すべての道は役者に通ず 春日太一著 小学館 772.1/Ka79

449 能舞台歴史を巡る
森田拾史郎写真/児玉信, 池田哲
夫文

建築画報社 773.5/Mo67

450 鼓に生きる : 歌舞伎囃子方田中佐太郎 田中佐太郎, 氷川まりこ著 淡交社 774.7/Ta84

451 監督小津安二郎 増補決定版(ちくま学芸文庫:[ハ-1-7]) 蓮實重彦著 筑摩書房 778.21/O99

452 ハリウッド映画史講義 : 翳りの歴史のために(ちくま学芸文庫:[ハ1-8]) 蓮實重彦著 筑摩書房 778.253/H39

453 実践で学ぶ!学生の社会貢献 : スポーツとボランティアでつながる 田中暢子 [ほか] 編著 成文堂 780.13/J54
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454 ようこそスポーツ心理学教室へ 井箟敬, 丸山章子著 ふくろう出版 780.14/I56

455 栄養・スポーツ系の運動生理学 湊久美子, 寺田新編集 南江堂 780.193/Mi39

456 Handbook of pragmatics 21st ANNUAL INSTALLMENT
edited by Jef Verschueren,
Jan-Ola Östman, Jan Blommaert

J. Benjamins
801.01/VeJ/H-
'18

457
Defining metonymy in cognitive linguistics : towards a consensus view : hb(Human cognitive
processing:v. 28)

edited by Réka Benczes,
Antonio Barcelona, Francisco
José Ruiz de Mendoza Ibáñez

John Benjamins 801.2/D53

458
Locative alternation : a lexical-constructional approach : hb(Constructional approaches to
language:v. 6)

Seizi Iwata John Benjamins Pub. 801.5/I97

459 手話の歴史 : 特集 2(手話・言語・コミュニケーション:No. 5-6) 日本手話研究所編 文理閣 801.9/N71/2

460 データに基づく文法シラバス(現場に役立つ日本語教育研究:1) 庵功雄, 山内博之編 くろしお出版 810.7/G34/1

461 ニーズを踏まえた語彙シラバス(現場に役立つ日本語教育研究:2) 森篤嗣編 くろしお出版 810.7/G34/2

462 語から始まる教材作り(現場に役立つ日本語教育研究:6) 岩田一成編 くろしお出版 810.7/G34/6

463 源氏物語(山口仲美著作集:1. 言葉から迫る平安文学:1) 風間書房 810.8/Y24/1

464 仮名作品(山口仲美著作集:2. 言葉から迫る平安文学:2) 風間書房 810.8/Y24/2

465 説話・今昔物語集(山口仲美著作集:3. 言葉から迫る平安文学:3) 山口仲美著 風間書房 810.8/Y24/3

466 使える!「国語」の考え方(ちくま新書:1380) 橋本陽介著 筑摩書房 810/H38

467 四字熟語ときあかし辞典 円満字二郎著 研究社 813.4/E62

468 朝日キーワード 2020 朝日新聞社編 朝日新聞社 813.7/AsS/'20

469 ビジネスパーソンが知っておきたい新語・難語 : 日本の今後を先読みできる重要ワード 高橋俊一監修 河出書房新社 814.7/Ta33

470 何が書けたら「小論文」なの? 安達雄大著 [語学春秋社] 816.5/A16

471 即効!成果が上がる文章の技術(Asuka business & language books) 尾藤克之著 明日香出版社 816/B48

472 大人のための国語ゼミ 増補版 野矢茂樹著 筑摩書房 816/N97
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473 文章心得帖(ちくま学芸文庫:[ツ4-2]) 鶴見俊輔著 筑摩書房 816/Ts85

474 方言学の未来をひらく : オノマトペ・感動詞・談話・言語行動 小林隆 [ほか] 著 ひつじ書房 818/H81

475 コミュニケーションの方言学 小林隆編/熊谷智子 [ほか執筆] ひつじ書房 818/Ko12

476 感性の方言学 小林隆編/浜野祥子 [ほか執筆] ひつじ書房 818/Ko12

477 近代日中語彙交流史 : 新漢語の生成と受容 改訂新版 : 新装版 沈国威著 笠間書院 824/Sh64

478 ニュース英語キーワード 2011(The Japan Timesニュースダイジェスト) ジャパンタイムズ編 ジャパンタイムズ 837.5/J24

479 教養の場としての英文読解 復刻改訂版 斎藤雅久著 ふみくら書房 837.5/Sa25

480 「物語」の魅せ方入門9つのレシピ 円山夢久著 雷鳥社 901.307/Ma59

481 池澤夏樹の世界文学リミックス(河出文庫) 池澤夏樹著 河出書房新社 902.3/I35

482 私の世界文学案内 : 物語の隠れた小径へ(ちくま学芸文庫:[ワ11-4]) 渡辺京二著 筑摩書房 902.3/W46

483 池澤夏樹、文学全集を編む 河出書房新社編集部編 河出書房新社 904/I35

484 池澤夏樹の世界文学リミックス 完全版 池澤夏樹著 河出書房新社 904/I35

485 新編バベルの図書館 6: ラテンアメリカ・中国・アラビア編
ホルヘ・ルイス・ボルヘス編纂序
文/酒本雅之 [ほか] 訳

国書刊行会 908.3/B65/6

486 賜物(世界文学全集:2-10)
ウラジーミル・ナボコフ著/沼野
充義訳

河出書房新社
908.3/KaS/S-2-
10

487 ブリキの太鼓(世界文学全集:2-12) ギュンター・グラス著/池内紀訳 河出書房新社
908.3/KaS/S-2-
12

488 わたしは英国王に給仕した(世界文学全集:3-01)
ボフミル・フラバル著/阿部賢一
訳

河出書房新社 908.3/KaS/S-3-1

489 黒檀(世界文学全集:3-02)
リシャルト・カプシチンスキ著/
工藤幸雄, 阿部優子, 武井摩利訳

河出書房新社 908.3/KaS/S-3-2

490 ロード・ジム(世界文学全集:3-03)
ジョゼフ・コンラッド著/柴田元
幸訳

河出書房新社 908.3/KaS/S-3-3

491 苦海浄土(世界文学全集:3-04) 石牟礼道子著 河出書房新社 908.3/KaS/S-3-4
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492 短篇コレクション 1(世界文学全集:3-05, 06)
J・コルタサル, O・パスほか著/
木村榮一, 野谷文昭ほか訳

河出書房新社 908.3/KaS/S-3-5

493 短篇コレクション 2(世界文学全集:3-05, 06)
J・コルタサル, O・パスほか著/
木村榮一, 野谷文昭ほか訳

河出書房新社 908.3/KaS/S-3-6

494 摂関期女房と文学 諸井彩子 [著] 青簡舎 910.23/Mo76

495 通俗小説論 : 恋愛とデモクラシー 広岡守穂著 有信堂高文社 910.26/H71

496 加藤周一はいかにして「加藤周一」となったか : 『羊の歌』を読みなおす 鷲巣力著 岩波書店 910.268/Ka86

497 三島由紀夫の思想(松本徹著作集:2) 松本徹著 鼎書房 910.268/Mi53

498 杉浦日向子 : 江戸から戻ってきた人 : 生誕60周年 増補新版(KAWADE夢ムック)(文藝:別冊) 河出書房新社 910.268/Su48

499 筒井康隆 : 総特集 : 日本文学の大スタア(KAWADE夢ムック)(文藝:別冊) 河出書房新社 910.268/Ts93

500 あそぶ(大人になるまでに読みたい15歳の詩:4) 青木健編 ゆまに書房 911.08/OtN/4

501 たたかう(大人になるまでに読みたい15歳の詩:5) 和合亮一編 ゆまに書房 911.08/OtN/5

502 わらう(大人になるまでに読みたい15歳の詩:6) 蜂飼耳編 ゆまに書房 911.08/OtN/6

503 物語二百番歌合/風葉和歌集(和歌文学大系:50) 三角洋一, 高木和子著 明治書院 911.1/Mi55

504 くずし字で読む『百人一首一夕話』
[尾崎雅嘉著]/城崎陽子[ほか]編
著

武蔵野書院 911.147/O96

505 あさきゆめみし : 源氏物語 2(講談社漫画文庫) 大和和紀著 講談社 913.36/80-2/2

506 あさきゆめみし : 源氏物語 3(講談社漫画文庫) 大和和紀著 講談社 913.36/80-2/3

507 あさきゆめみし : 源氏物語 4(講談社漫画文庫) 大和和紀著 講談社 913.36/80-2/4

508 あさきゆめみし : 源氏物語 5(講談社漫画文庫) 大和和紀著 講談社 913.36/80-2/5

509 あさきゆめみし : 源氏物語 6(講談社漫画文庫) 大和和紀著 講談社 913.36/80-2/6

510 あさきゆめみし : 源氏物語 7(講談社漫画文庫) 大和和紀著 講談社 913.36/80-2/7
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511 あさきゆめみし : 源氏物語 : 完全版 1 大和和紀著 講談社 913.36/Y45/1

512 あさきゆめみし : 源氏物語 : 完全版 10 大和和紀著 講談社 913.36/Y45/10

513 あさきゆめみし : 源氏物語 : 完全版 2 大和和紀著 講談社 913.36/Y45/2

514 あさきゆめみし : 源氏物語 : 完全版 3 大和和紀著 講談社 913.36/Y45/3

515 あさきゆめみし : 源氏物語 : 完全版 4 大和和紀著 講談社 913.36/Y45/4

516 あさきゆめみし : 源氏物語 : 完全版 5 大和和紀著 講談社 913.36/Y45/5

517 あさきゆめみし : 源氏物語 : 完全版 6 大和和紀著 講談社 913.36/Y45/6

518 あさきゆめみし : 源氏物語 : 完全版 7 大和和紀著 講談社 913.36/Y45/7

519 あさきゆめみし : 源氏物語 : 完全版 8 大和和紀著 講談社 913.36/Y45/8

520 あさきゆめみし : 源氏物語 : 完全版 9 大和和紀著 講談社 913.36/Y45/9

521 ベルリンは晴れているか 深緑野分著 筑摩書房 913.6/F72

522 平成くん、さようなら 古市憲寿著 文藝春秋 913.6/F93

523 この人を見よ 後藤明生著 幻戯書房 913.6/G72

524 童の神 今村翔吾 [著] 角川春樹事務所 913.6/I44

525 信長の原理 垣根涼介著 KADOKAWA 913.6/Ka25

526 1R1分34秒 町屋良平著 講談社 913.6/Ma19

527 熱帯 森見登美彦著 文藝春秋 913.6/Mo54

528 大江健三郎全小説 6 大江健三郎著 講談社 913.6/O18/6

529 居た場所 高山羽根子著 河出書房新社 913.6/Ta56
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530 ふたりの距離の概算(角川文庫:17446) 米澤穂信 [著]
角川書店/角川グルー
プパブリッシング
(発売)

913.6/YoH2/K-5

531 いまさら翼といわれても 米澤穂信著 KADOKAWA 913.6/YoH2/K-6

532 方丈記(ちくま学芸文庫:[コ10-9]) 鴨長明著/浅見和彦校訂・訳 筑摩書房 914.42/Ka41

533 徒然草(ちくま学芸文庫:[コ-10-8]) 兼好著/島内裕子校訂・訳 筑摩書房 914.45/Y86

534 天上大風 : 同時代評セレクション1986-1998(ちくま学芸文庫:[ホ-3-4]) 堀田善衞著/紅野謙介編 筑摩書房 914.6/H96

535 美女入門 [part 1](角川文庫:12391, 12836, 13393) 林真理子 [著] 角川書店 914.6/HaM/B-1

536 美女入門 part 2(角川文庫:12391, 12836, 13393) 林真理子 [著] 角川書店 914.6/HaM/B-2

537 美女入門 part 3(角川文庫:12391, 12836, 13393) 林真理子 [著] 角川書店 914.6/HaM/B-3

538 美女のトーキョー偏差値(角川文庫:14118) 林真理子 [著]
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売) 914.6/HaM/B-4

539 言葉と悲劇(ちくま学芸文庫:[カ-43-2]. 柄谷行人講演集成:1985-1988) 柄谷行人著 筑摩書房 914.6/Ka63

540 歴史・科学・現代 : 加藤周一対談集(ちくま学芸文庫:[カ13-4]) 加藤周一著者代表 筑摩書房 914.6/Ka86

541 敗戦後論(ちくま学芸文庫:[カ38-1]) 加藤典洋著 筑摩書房 914.6/Ka86

542 夕陽妄語 1: 1984-1991(ちくま文庫:[か51-4], [か51-5], [か51-6]) 加藤周一著 筑摩書房 914.6/Ka86/1

543 夕陽妄語 2: 1992-2000(ちくま文庫:[か51-4], [か51-5], [か51-6]) 加藤周一著 筑摩書房 914.6/Ka86/2

544 夕陽妄語 3: 2001-2008(ちくま文庫:[か51-4], [か51-5], [か51-6]) 加藤周一著 筑摩書房 914.6/Ka86/3

545 カニバリズム論(ちくま学芸文庫:[ナ-3-2]) 中野美代子著 筑摩書房 914.6/N39

546 甘酸っぱい味(ちくま学芸文庫:[ヨ12-3]) 吉田健一著 筑摩書房 914.6/Y86

547 東京の昔(ちくま学芸文庫:[ヨ12-1]) 吉田健一著 筑摩書房 914.6/Y86

548 推薦文、作家による作家の : 全集内容見本は名文の宝庫 中村邦生編 風濤社 914.68/N37
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549 真珠湾収容所の捕虜たち : 情報将校の見た日本軍と敗戦日本(ちくま学芸文庫:[ケ8-1]) オーテス・ケーリ著 筑摩書房 916/C24

550 「新編」日本女性文学全集 7 渡邊澄子編集
菁柿堂/星雲社 (発
売) 918.6/ShN/7

551 定本漱石全集 第25巻 : 別冊上 夏目金之助著 岩波書店 918.68/NaS/25

552 頼山陽とその時代 上(ちくま学芸文庫:[ナ25-1], [ナ25-2]) 中村真一郎著 筑摩書房 919.5/R12/1

553 頼山陽とその時代 下(ちくま学芸文庫:[ナ25-1], [ナ25-2]) 中村真一郎著 筑摩書房 919.5/R12/2

554 知っておきたい日本の漢詩 : 偉人たちの詩と心 宇野直人著 勉誠出版 919/U77

555 白居易研究年報 第19号 白居易研究会編集 勉誠出版 921.43/HaK/H-19

556 漢詩入門 入谷仙介著 日中出版 921/I64

557 唐伝奇入門 復刻版(中国古典入門叢書:9) 呉志達著/赤井益久訳 日中出版 923.4/G69

558 和訳聊斎志異(ちくま学芸文庫:[ホ17-1]) 蒲松齢著/柴田天馬訳 筑摩書房 923.6/H92

559 ルバイヤット(ちくま学芸文庫:[ハ-31-1])
オマル・ハイヤーム原著/ジャス
ティン・マッカーシー英訳/片野
文吉訳

筑摩書房 929.931/O61

560 謎解き『ハムレット』 : 名作のあかし(ちくま学芸文庫:[カ40-1]) 河合祥一郎著 筑摩書房 932.5/Sh12

561 シェイクスピア・カーニヴァル(ちくま学芸文庫:[コ-46-1]) ヤン・コット著/高山宏訳 筑摩書房 932.5/Sh12

562 ミドルマーチ 1(光文社古典新訳文庫:[KAエ1-1])
ジョージ・エリオット著/廣野由
美子訳

光文社 933.6/E46/1

563 ベンヤミン(ちくま学芸文庫:[ヒ4-5])
ハワード・ケイギル, アレック
ス・コールズ, リチャード・アピ
ニャネジ著/久保哲司訳

筑摩書房 940.278/B35

564 パリ論/ボードレール論集成(ちくま学芸文庫:[ヘ3-12])
ヴァルター・ベンヤミン著/浅井
健二郎編訳/久保哲司, 土合文夫
訳

筑摩書房 944.7/B28

565 思考のスペクトル(ちくま学芸文庫:[ヘ-3-9]. ベンヤミン・コレクション:5)
ヴァルター・ベンヤミン著/浅井
健二郎編訳/土合文夫, 久保哲司,
岡本和子訳

筑摩書房 948.7/BeW/5

566 ベケット : 果てしなき欲望 アラン・バディウ著/西村和泉訳 水声社 950.278/B31

567 ピエール・クロソウスキー : 伝達のドラマトゥルギー(流動する人文学) 大森晋輔著 左右社 950.278/Kl8
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568 呪われた部分 : 全般経済学試論・蕩尽(ちくま学芸文庫:[ハ12-11])
ジョルジュ・バタイユ著/酒井健
訳

筑摩書房 954.7/B27

569 純然たる幸福(ちくま学芸文庫:[ハ-12-8])
ジョルジュ・バタイユ著/酒井健
編・訳

筑摩書房 954.7/B27

570 来るべき書物(ちくま学芸文庫:[フ10-2])
モーリス・ブランショ著/粟津則
雄訳

筑摩書房 954.7/B54

571 ロラン・バルト中国旅行ノート(ちくま学芸文庫) ロラン・バルト著/桑田光平訳 筑摩書房 955.7/B25

572 ドストエーフスキー覚書(ちくま学芸文庫:[モ3-6]) 森有正著 筑摩書房 980.2/D88

573 高校生からはじめる「現代英語」 : NHKラジオ 2018年12月号
NHKサービスセンター
/NHK出版 (発売)

CD375.89/N69/'1
8-12

574
準備編(Video toneビデオライブラリー. 子ども虐待における家族支援 : ファミリーグループ・カンファレン
スの実践:第1巻)

新宿スタジオ DV369.4/Sh63/1

575
実施編(Video toneビデオライブラリー. 子ども虐待における家族支援 : ファミリーグループ・カンファレン
スの実践:第2巻)

新宿スタジオ DV369.4/Sh63/2

576 マイ・フェア・レディ ジョージ・キューカー監督/ジャック・L・
ワーナー製作/バーナード・ショウ原作

パラマウントジャパン/NBCユ
ニバーサル・エンターテイメ
ント (発売)

DV778/478

577 ちびこのおさん(こどものとも年少版:503号) 山口マオさく 福音館書店 E//19

578 ウーペンせんとろうがんきょう(こどものとも:755号) 朱彦潼さく 福音館書店 E//19

579 せんのはっけん(かがくのとも:599号) 鈴木康広 [作] 福音館書店 E//19

580
人工知能と友だちになれる? : もし、隣の席の子がロボットだったら…マンガでわかるAIと生きる未来(子供
の科学★ミライサイエンス)

誠文堂新光社 K007/A62

581 10歳からのプログラミング : ホームページやゲームをつくってみよう
中野コンテンツネットワーク協会
編著

オーム社 K007/N39

582 わくわく!探検れきはく日本の歴史 4 近代・現代 国立歴史民俗博物館編 吉川弘文館 K210.1/KoR/4

583 NHKダーウィンが来た!生きものクイズブック : 生きもの新伝説 驚きのはなれワザ編
NHK「ダーウィンが来た!」番組ス
タッフ編

NHK出版 K480/N77

584 NHKダーウィンが来た!生きものクイズブック : 生きもの新伝説 子育てのふしぎ編
NHK「ダーウィンが来た!」番組ス
タッフ編

NHK出版 K480/N77

585 NHKダーウィンが来た!生きものクイズブック : 生きもの新伝説 進化のふしぎ編
NHK「ダーウィンが来た!」番組ス
タッフ編

NHK出版 K480/N77

586 まんがで読む百人一首(学研まんが日本の古典) 小坂伊吹[ほか]まんが 学研プラス K911/H99
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587 楽しく覚える!まんが百人一首 谷知子監修 ナツメ社 K911/H99

588 大清律刑律 : 伝統中国の法的思考 1(東洋文庫:893)
[沈之奇撰]/谷井俊仁, 谷井陽子
訳解

平凡社 ト322.22/Sh69/1
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