
2019年2月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 研究の育て方 : ゴールとプロセスの「見える化」 近藤克則著 医学書院 002.7/Ko73

2 オランダ公共図書館の挑戦 : サービスを有料にするのはなぜか? 吉田右子著 新評論 016.2359/Y86

3 学校図書館サービス論 : 現場からの報告 後藤敏行著 樹村房 017.021/G72

4 日本一かんたんな速読術 : 逆聴リーディング
スーパーリスニング・イン
スティテュート・インター
ナショナル編

きこ書房 019.13/Su75

5 よみきかせのきほん : 保育園・幼稚園・学校での実践ガイド(TCLブックレット) 東京子ども図書館編集 東京子ども図書館 019.5/To46
6 中国関係論説資料 59(2017年)第3分冊上 論説資料保存会 051.1/1/59-3-1
7 中国関係論説資料 59(2017年)第3分冊下 論説資料保存会 051.1/1/59-3-2
8 中国関係論説資料 59(2017年)第3分冊増 論説資料保存会 051.1/1/59-3-3
9 ミュージアムのソーシャル・ネットワーキング(博物館情報学シリーズ:3) 本間浩一編著 樹村房 069/HaJ/3
10 ジャーナリズムの道徳的ジレンマ 畑仲哲雄著 勁草書房 070.15/H42
11 未来の金融 : 「計測できない世界」を読む(講談社現代新書:2512. 捨てられる銀行:3) 橋本卓典著 講談社 081/16/2512
12 科学と非科学 : その正体を探る(講談社現代新書:2513) 中屋敷均著 講談社 081/16/2513
13 神とは何か : 哲学としてのキリスト教(講談社現代新書:2514) 稲垣良典著 講談社 081/16/2514

14 老年について/友情について(講談社学術文庫:[2506]) キケロー [著]/大西英文訳 講談社 081/2/2506

15 君が代の歴史(講談社学術文庫:[2540]) 山田孝雄著 講談社 081/2/2540
16 物理学と神(講談社学術文庫:[2541]) 池内了著 講談社 081/2/2541
17 古今和歌集全評釈 上(講談社学術文庫:[2542]-[2544]) 片桐洋一著 講談社 081/2/2542
18 古今和歌集全評釈 中(講談社学術文庫:[2542]-[2544]) 片桐洋一著 講談社 081/2/2543
19 古今和歌集全評釈 下(講談社学術文庫:[2542]-[2544]) 片桐洋一著 講談社 081/2/2544
20 余白の春 : 金子文子(岩波現代文庫:文芸:304) 瀬戸内寂聴著 岩波書店 081/22/B304
21 隔離 : 故郷を追われたハンセン病者たち 増補(岩波現代文庫:社会:312) 徳永進著 岩波書店 081/22/S312

22 異邦人(講談社まんが学術文庫:0018)
カミュ原作/須賀原洋行まん
が

講談社 081/25/018

23 プラグマティズム(講談社まんが学術文庫:0019)
ジェームズ原作/岩下博美ま
んが

講談社 081/25/019

24 ユダヤ人とユダヤ教(岩波新書:新赤版 1755) 市川裕著 岩波書店 081/6-4/1755
25 なぜ働き続けられない? : 社会と自分の力学(岩波新書:新赤版 1756) 鹿嶋敬著 岩波書店 081/6-4/1756
26 ユーラシア動物紀行(岩波新書:新赤版 1757) 増田隆一著 岩波書店 081/6-4/1757

27 書簡集 2(西洋古典叢書) リバニオス [著]/田中創訳 京都大学学術出版会 089.1/1/33-1-2

28 日本人の自然観 鈴木貞美著 作品社 121.02/Su96
29 江戸の読書会 : 会読の思想史(平凡社ライブラリー:871) 前田勉著 平凡社 121.5/Ma26

30 哲学資源としての中国思想 : 吉田公平教授退休記念論集
吉田公平教授退休記念論集
刊行会編

研文出版 122.04/Y86
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31 陽明学からのメッセージ(研文選書:118) 吉田公平著 研文出版(山本書店出版部) 125.5/Y86

32 暁のフクロウ : 続・精神の現象学(叢書・ウニベルシタス:638)
アンドリュー・カトロッ
フェロ [著]/寿福真美訳

法政大学出版局 133/C98

33 どのように判断するか : カントとフランス現代思想
ジャン=フランソワ・リオ
タール[ほか]著/宇田川博訳

国文社 134.2/L99

34 欲望の思考 : ルネ・シェレール入門
マキシム・フェルステル著/
関修訳

富士書店 135.5/Sc2

35 いまこそ、希望を(光文社古典新訳文庫:KBサ1-1)
サルトル著/レヴィ著/海老
坂武訳

光文社 135.54/Sa69

36 SPSSとAmosによる心理・調査データ解析 : 因子分析・共分散構造分析まで 第3版 小塩真司著 東京図書 140.7/O77

37
オプティミストはなぜ成功するか : ポジティブ心理学の父が教える楽観主義の身につけ方 : 新装版
(フェニックスシリーズ:7)

マーティン・セリグマン著/
山村宜子訳

パンローリング 141.5/Se47

38 世界一やさしい右脳型問題解決の授業 渡辺健介著 ダイヤモンド社 141.5/W46
39 超高齢社会を生きる : 老いに寄り添う心理学(心理学叢書) 長田久雄, 箱田裕司編 誠信書房 143.7/O72

40 よくわかる高齢者心理学(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 佐藤眞一, 権藤恭之編著 ミネルヴァ書房 143.7/Sa87

41 子どものアートセラピー実践ガイド : 発達理論と事例を通して読み解く
アネット・ショア著/高橋依
子監訳/高橋真理子訳

金剛出版 146.82/Sh96

42 人間の悩み、あの神様はどう答えるか : 世界の神々と神話に学ぶ人生哲学(青春文庫:お-54) 沖田瑞穂著 青春出版社 159/O52
43 クルアーン : 神の言葉を誰が聞くのか(世界を読み解く一冊の本) 大川玲子著 慶應義塾大学出版会 167.3/O46

44 大学生・社会人のためのイスラーム講座
小杉泰, 黒田賢治, 二ツ山
達朗編

ナカニシヤ出版 167/D16

45 帝国憲法と日清開戦の謎(逆説の日本史:24. 明治躍進編) 小学館 210.04/IzM/G-24
46 古代日本と中国文化 : 受容と選択 水口幹記著 塙書房 210.3/Mi94
47 古墳時代のモノと墓 秋山浩三著 新泉社 210.32/A38
48 日本古代史と応神天皇 直木孝次郎著 塙書房 210.32/O35

49 絵でみる江戸の町とくらし図鑑 でか文字版 商店と養生編(時代小説のお供に)
善養寺ススム文・絵/江戸人
文研究会編

廣済堂出版 210.5/Z3

50 はじめての明治史 : 東大駒場連続講義(ちくまプリマー新書:312) 山口輝臣編 筑摩書房 210.6/Y24
51 姫君たちの明治維新(文春新書:1184) 岩尾光代著 文藝春秋 210.61/I95
52 満州開拓団の真実 : なぜ、悲劇が起きてしまったのか 小林弘忠著 七つ森書館 210.75/Ko12
53 平成史講義(ちくま新書:1385) 吉見俊哉編 筑摩書房 210.77/Y91
54 明治大正大阪市史編纂参考談話集(大阪市史史料:第86輯) 大阪市史編纂所編 大阪市史料調査会 216.3/89/86
55 平塚らいてう : 信じる道を歩み続けた婦人運動家(日本史リブレット人:093) 差波亜紀子著 山川出版社 289.1/H68

56 明治の建築家伊東忠太 : オスマン帝国をゆく ジラルデッリ青木美由紀著 ウェッジ 289.1/I89

57 評伝賀川ハル : 賀川豊彦とともに、人々とともに 岩田三枝子著 不二出版 289.1/Ka17
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58 「関帝文献」の研究 伊藤晋太郎著 汲古書院 289.2/Ka43
59 ファン・ボイ・チャウ : 民族独立を追い求めた開明的志士(世界史リブレット人:81) 今井昭夫著 山川出版社 289.2/P51
60 江戸の坂東京の坂 全(ちくま学芸文庫:[ヨ11-1]) 横関英一著 筑摩書房 291.36/Y79
61 京都思想逍遥(ちくま新書:1388) 小倉紀蔵著 筑摩書房 291.62/O26
62 英国に就て(ちくま学芸文庫:[ヨ12-4]) 吉田健一著 筑摩書房 302.33/Y86
63 思いつきで世界は進む : 「遠い地平、低い視点」で考えた50のこと(ちくま新書:1384) 橋本治著 筑摩書房 304/H38
64 中国が支配する世界 : パクス・シニカへの未来年表 : enter the dragon 湯浅博著 飛鳥新社 319.22/Y96

65 死刑執行された冤罪・飯塚事件 : 久間三千年さんの無罪を求める(GENJINブックレット:65) 飯塚事件弁護団編
現代人文社/大学図書 (発
売) 326.23/I28

66 高齢者の犯罪心理学 越智啓太編著 誠信書房 326.34/O15

67 世界不平等レポート 2018
ファクンド・アルヴァレド
[ほか] 編/徳永優子, 西村
美由起訳

みすず書房 331.85/Se22/'18

68 消費社会の神話と構造 : 新装版
ジャン・ボードリヤール著/
今村仁司, 塚原史訳

紀伊國屋書店 331.87/B28

69 芸術文化の投資効果 : メセナと創造経済(文化とまちづくり叢書) 加藤種男著 水曜社 335.13/Ka86
70 公益法人・NPO法人と地域(公益叢書:第6輯) 現代公益学会編 文眞堂 335.8/G34
71 トヨタ式5W1H思考 : カイゼン、イノベーションを生む究極の課題解決法 桑原晃弥著 KADOKAWA 336.2/To93
72 Accounting Ethics : A Practical Approach : pbk Howard J. Levine Howard J. Levine 336.97/L57
73 日銀日記 : 五年間のデフレとの闘い 岩田規久男著 筑摩書房 338.3/I97

74 失われざる十年の記憶 : 一九九〇年代の社会学 鈴木智之, 西田善行編著 青弓社 361.04/Su96

75 The Sage encyclopedia of intercultural competence v. 1(A Sage reference publication)

edited by Janet M.
Bennett, the
Intercultural
Communication Institute,
Portland, Oregon

SAGE Publications 361.45/B35/1

76 The Sage encyclopedia of intercultural competence v. 2(A Sage reference publication)

edited by Janet M.
Bennett, the
Intercultural
Communication Institute,
Portland, Oregon

SAGE Publications 361.45/B35/2

77 ポスト情報メディア論(「シリーズ」メディアの未来:11) 岡本健, 松井広志編 ナカニシヤ出版 361.453/ShM/11
78 日本人の認知的特徴と人格的成長に関する文化心理学 : 相互協調的自己観と包括的思考 伊坂裕子著 福村出版 361.5/I68
79 日本社会保障総合年表 第1巻 山野光雄編著 日本図書センター 364.032/Y38/1
80 日本社会保障総合年表 第2巻 山野光雄編著 日本図書センター 364.037/Y38/2
81 介護保険制度の解説 : 平成30年8月版 社会保険研究所 364.48/Sh12/'18
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82 社会保障入門 2019 厚生省大臣官房政策課編集 中央法規出版 364/Sh12/'19

83 少子高齢社会総合統計年報 2019年版
生活情報センター編集部編
集

生活情報センター 365.5/Se17/'19

84 「サードエイジ」をどう生きるか : シニアと拓く高齢先端社会 片桐恵子著 東京大学出版会 367.7/Ka81
85 はじめて学ぶLGBT : 基礎からトレンドまで 石田仁著 ナツメ社 367.9/I72
86 パパ活の社会学 : 援助交際、愛人契約と何が違う?(光文社新書:972) 坂爪真吾著 光文社 368.4/Sa38
87 ヤクザと介護 : 暴力団離脱者たちの研究(角川新書:[K-157]) 廣末登 [著] KADOKAWA 368.51/H73
88 地域共生社会に向けたソーシャルワーク : 社会福祉士による実践事例から 日本社会福祉士会編集 中央法規出版 369.16/N71

89 アロハ・スピリットを体験する旅 : ハワイ・ソーシャルワーク・セミナー体験談(地球の歩き方Books) ユニベール財団編
ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

369.16/Y98

90 社会保障 : 社会保障制度 社会保障サービス 第6版(社会福祉士シリーズ:12)
福祉臨床シリーズ編集委員
会編/阿部裕二責任編集

弘文堂 369.17/ShF/12

91 低所得者に対する支援と生活保護制度 : 公的扶助 第5版(社会福祉士シリーズ:16)
福祉臨床シリーズ編集委員
会編/伊藤秀一責任編集

弘文堂 369.17/ShF/16

92 現代社会と福祉 : 社会福祉 福祉政策 第5版(社会福祉士シリーズ:4)
福祉臨床シリーズ編集委員
会編/福田幸夫責任編集/長
岩嘉文責任編集

弘文堂 369.17/ShF/4

93 社会調査の基礎 : 社会調査 社会福祉調査 第4版(社会福祉士シリーズ:5)
福祉臨床シリーズ編集委員
会編/宮本和彦, 梶原隆之,
山村豊責任編集

弘文堂 369.17/ShF/5

94 どこでも誰でもできる地域づくりハンドブック : 介護保険における生活支援体制整備事業のすすめ方
柳史生, 志水田鶴子, 大坂
純編著

中央法規出版 369.26/D83

95 介護から快護へ : 介護現場の利用者・家族・職員が笑顔になれる「ストレスケア」の技術 春口晴美著 ラピュータ 369.26/H34
96 介護福祉士がすすめる多職種連携 : 事例で学ぶケアチームでの役割と課題への取り組み方 日本介護福祉士会編集 中央法規出版 369.26/N71
97 高齢者の社会的孤立と地域福祉 : 計量的アプローチによる測定・評価・予防策 斉藤雅茂著 明石書店 369.26/Sa25

98 よくわかる地域包括ケア(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)
隅田好美, 藤井博志, 黒田
研二編著

ミネルヴァ書房 369.26/Y79

99 家族はなぜ介護してしまうのか : 認知症の社会学 木下衆著 世界思想社 369.261/Ki46
100 考える障害者(新潮新書:746) ホーキング青山著 新潮社 369.27/H82
101 障害ピアサポート : 多様な障害領域の歴史と今後の展望 岩崎香編著 中央法規出版 369.27/I96
102 障がいのある人の性 : 支援ガイドブック 坂爪真吾著 中央法規出版 369.27/Sa38
103 MSPA(発達障害の要支援度評価尺度)の理解と活用 船曳康子著 勁草書房 369.28/F88

104
知的障害者の「親元からの自立」を実現する実践 : エピソード記述で導き出す新しい枠組み(Minerva
library「社会福祉」:1)

森口弘美著 ミネルヴァ書房 369.28/Mo48(1)

105 脱施設化と個別化給付 : カナダにおける知的障害福祉の変革過程 鈴木良著 現代書館 369.28/Su96
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106
知的障害者が長く働き続けることを可能にするソーシャルワーク : 職場のソーシャルサポート機能を重
視した就労・生活支援(MINERVA社会福祉叢書:52)

上村勇夫著 ミネルヴァ書房 369.28/U42

107 生活保護と障害者 : 守ろうあたりまえの生活(やどかりブックレット. 障害者からのメッセージ:24)
やどかりブックレット編集
委員会編/永瀬恵美子 [ほ
か] 著

やどかり出版 369.28/Y13

108 貧困のなかにいる子どものソーシャルワーク
「子どもの貧困」に向き合
う人々著/大西良編著

中央法規出版 369.4/Ko21

109
メンタルヘルス問題のある親の子育てと暮らしへの支援 : 先駆的支援活動例にみるそのまなざしと機能
(子ども虐待対応のネットワークづくり:1)

松宮透高編・監修 福村出版 369.4/Ma81/1

110 保育者のための子育て支援ガイドブック : 専門性を活かした保護者へのサポート 武田信子著 中央法規出版 369.4/Ta59

111
施設で暮らす子どもの学校教育支援ネットワーク : 「施設-学校」連携・協働による困難を抱えた子ど
もとの関係づくりと教育保障

村松健司著 福村出版 369.43/Mu48

112
ルーマニアの遺棄された子どもたちの発達への影響と回復への取り組み : 施設養育児への里親養育によ
る早期介入研究(BEIP)からの警鐘

チャールズ・A・ネルソン,
ネイサン・A・フォックス,
チャールズ・H・ジーナー著
/門脇陽子, 森田由美訳

福村出版 369.43/R85

113 障害のある子を支える放課後等デイサービス実践事例集
全国児童発達支援協議会編
集

中央法規出版 369.49/Z3(1)

114 介護保険のしくみ 第2版(介護がわかる:1) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 369/I67/1

115 生活を支える制度 第2版(介護がわかる:2) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 369/I67/2

116 新たな学校課題とこれからのリーダーシップ(管理職課題解決実践シリーズ:1) 天笠茂監修 ぎょうせい 370.8/A42/1

117
次期学習指導要領を見据えた学習と評価 : これから求められる資質・能力(管理職課題解決実践シリー
ズ:2)

天笠茂監修 ぎょうせい 370.8/A42/2

118 子どもの心と体の健康を育む学校づくり(管理職課題解決実践シリーズ:3) 天笠茂監修 ぎょうせい 370.8/A42/3
119 教師としての成長を図る学校づくり(管理職課題解決実践シリーズ:4) 天笠茂監修 ぎょうせい 370.8/A42/4
120 地域との新たな協働を図る学校づくり(管理職課題解決実践シリーズ:5) 天笠茂監修 ぎょうせい 370.8/A42/5
121 教育課程(Minervaはじめて学ぶ教職:10) 根津朋実編著 ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/10
122 教育の方法と技術(Minervaはじめて学ぶ教職:11) 樋口直宏編著 ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/11

123
教育心理学者たちの世紀 : ジェームズ、ヴィゴツキー、ブルーナー、バンデューラら16人の偉大な業績
とその影響

バリー・J.ジマーマン, デ
イル・H.シャンク編集/塚野
州一訳

福村出版 371.4/Z4

124
The ontogenesis of grammar : a theoretical symposium(The child psychology series :
experimental and theoretical analyses of child behavior)

edited by Dan I. Slobin Academic Press 371.45/Sl

125 教育・心理・言語系研究のためのデータ分析 : 研究の幅を広げる統計手法 平井明代編著 東京図書 371.8/H64
126 教育法規便覧 2019年版 下村哲夫著 学陽書房 373.22/KyH/'19
127 和歌山県の論作文・面接過去問 2020年度版(和歌山県の教員採用試験過去問シリーズ:12) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20
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128 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の社会科過去問 2020年度版(大阪府の教員採用試験過去問シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

129 教育心理学(新しい教職教育講座:教職教育編4) 神藤貴昭, 橋本憲尚編著 ミネルヴァ書房 373.7/Ky5/4

130 特別支援教育(新しい教職教育講座:教職教育編5) 原幸一, 堀家由妃代編著 ミネルヴァ書房 373.7/Ky5/5

131 学校と専門家が協働する : カリキュラム開発への臨床的アプローチ 天笠茂著 第一法規 374/A42
132 カリキュラムを基盤とする学校経営 天笠茂著 ぎょうせい 374/A42
133 自律心を育む!生徒が変わる中学生のソーシャルスキル指導法(ナツメ教育書ブックス) 石黒康夫, 星雄一郎著 ナツメ社 375.1/I73
134 言語活動中心国語概説 : 小学校教師を目指す人のために 岩﨑淳 [ほか] 編著 学文社 375.82/G34

135
筑波大学附属小学校二瓶弘行の「説明文一日講座」 : 授業で勝負する実践家たちへ : これ一冊で説明
文の授業がわかる!(hito*yume book)

二瓶弘行著 文溪堂 375.852/N71

136 二瓶弘行の系統的に育てる物語の読みの力 : これならできる!小学校6年間の指導計画(hito*yume book) 二瓶弘行著 文溪堂 375.852/N71

137 新しい英語教育のために : 理論と実践の接点を求めて 望月昭彦 [ほか] 編 成美堂 375.893/A94

138
授業づくりと改善の視点 : よりコミュニカティブな授業をめざして 初版第2刷(英語授業ライブラ
リー:1)

高橋一幸著 教育出版 375.893/E37/1

139
伝達意欲を高めるテストと評価 : 実践的コミュニケーション能力を育てる授業(英語授業ライブラ
リー:7)

田中正道編著 教育出版 375.893/E37/7

140 行動志向の英語科教育の基礎と実践 : 教師は成長する JACET教育問題研究会編 三修社 375.893/J11
141 新しい時代の英語科教育の基礎と実践 : 成長する英語教師を目指して JACET教育問題研究会編 三修社 375.893/J11

142 英語テストづくり&指導完全ガイドブック : 授業で使える全テストを網羅!(目指せ!英語授業の達人:26) 上山晋平編著 明治図書出版 375.893/Ka39

143 技能を統合した英語学習のすすめ : 小学校・中学校・高等学校での工夫と留意 中森誉之著 ひつじ書房 375.893/N36
144 英語が話せない先生のための小学校外国語指導の教科書 江尻寛正著 明治図書出版 375.8932/E41
145 1日10分語彙・表現がしっかり定着!小学校外国語アクティビティ50(小学校英語サポートBOOKS) 川村一代編著 明治図書出版 375.8932/Ka95
146 保護者支援・子育て支援(保育士等キャリアアップ研修テキスト:6) 矢萩恭子編集 中央法規出版 376.1/H81/6

147 保育学生のための基礎学力演習 : 教養と国語力を伸ばす30Lesson 馬見塚昭久, 大浦賢治編著 中央法規出版 376.1/Ma42

148 保育園・認定こども園のための保育実習指導ガイドブック : 人を育てることは自分自身が育つこと 増田まゆみ, 小櫃智子編著 中央法規出版 376.1/Ma66

149 保育者論(MINERVAはじめて学ぶ保育:3) 山下文一編著 ミネルヴァ書房 376.1/Mi43/3
150 子どもの育ちが見える「要録」作成のポイント : 幼稚園、保育所、認定こども園対応 神長美津子 [ほか] 著 中央法規出版 376.14/Ko21
151 特別な配慮を必要とする子どもが輝くクラス運営 : 教える保育からともに学ぶ保育へ 松井剛太著 中央法規出版 376.14/Ma77
152 幼稚園幼児指導要録の書き方&文例集 : 子どもの育ちを伝える 第2版(ナツメ社保育シリーズ) 横山洋子著 ナツメ社 376.14/Y79
153 保育所児童保育要録の書き方&文例集 : 子どもの育ちを伝える 第2版(ナツメ社保育シリーズ) 横山洋子編著 ナツメ社 376.14/Y79
154 実践に学ぶ保育計画のつくり方・いかし方 改訂版 保育計画研究会編 ひとなる書房 376.15/H81
155 遊びにつなぐ!場面から読み取る子どもの発達(保育わかばbooks) 増田修治著 中央法規出版 376.15/Ma66
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156 身近な自然を活かした保育実践とカリキュラム : 環境・人とつながって育つ子どもたち 松本信吾編著 中央法規出版 376.154/Ma81
157 「ヤンチャな子ら」のエスノグラフィー : ヤンキーの生活世界を描き出す 知念渉著 青弓社 376.41/C46
158 大学の未来地図 : 「知識集約型社会」を創る(ちくま新書:1386) 五神真著 筑摩書房 377/G63

159
愛着と共感による自閉スペクトラム症(ASD)児の発達支援 : エピソードで語る障害のある子どもたちの
保育臨床

廣利吉治著 福村出版 378.8/H74

160
「何度言ったらわかるの?」を「できた!」に変える上手な伝え方 : グズグズ・ソワソワ・イライラを解
消するちょっとした工夫 : 発達障害の子の遂行機能(学研のヒューマンケアブックス)

本多和子著
学研教育みらい/学研プラス
(発売)

378.8/H84

161
気になる子の保育「伝わる言葉」「伝わらない言葉」 : 保育者が身につけたい配慮とコミュニケーショ
ン

守巧著/にしかわたくイラス
ト

中央法規出版 378.8/Mo66

162
発達障害のある子のABAケーススタディ : 8つの視点でうまくいく! : アセスメントからアプローチへつ
なぐコツ

井上雅彦, 平澤紀子, 小笠
原恵編著

中央法規出版 378/H43

163 2E(トゥーイー)教育の理解と実践 : 発達障害児の才能を活かす 松村暢隆編著 金子書房 378/Ma82

164 インクルーシブ授業の国際比較研究 湯浅恭正, 新井英靖編著 福村出版 378/Y96

165 ペットと葬式 : 日本人の供養心をさぐる(朝日新書:687) 鵜飼秀徳著 朝日新聞出版 387/U58

166 インフォグラフィックで見るサイエンスの世界 : ビッグバンから人工知能まで
トム・キャボット著/柴田浩
一, 千葉啓恵訳

創元社 400/C11

167 親子で学ぶ科学図鑑 : 基礎からわかるビジュアルガイド
キャロル・ヴォーダマンほ
か著/渡辺滋人, 北川玲訳

創元社 400/O94

168 研究者のコピペと捏造 時実象一著 樹村房 407/To33
169 今日から使える統計解析 : 理論の基礎と実用の“勘どころ" 普及版(ブルーバックス:B-2085) 大村平著 講談社 408/11/2085

170 Web学習アプリ対応C言語入門 : スマホ・PCを使いスキマ時間で楽々習得(ブルーバックス:B-2086) 板谷雄二著 講談社 408/11/2086

171 「超」入門相対性理論 : アインシュタインは何を考えたのか(ブルーバックス:B-2087) 福江純著 講談社 408/11/2087
172 メタボも老化も腸内細菌に訊け!(岩波科学ライブラリー:281) 小澤祥司著 岩波書店 408/14/281
173 どうして高校生が数学を学ばなければならないの? 大竹真一編 大阪大学出版会 410.7/O82
174 数はふしぎ : 読んだら人に話したくなる数の神秘(サイエンス・アイ新書:SIS-418) 今野紀雄著 SBクリエイティブ 410/Ko75
175 SPSSによる多変量データ分析 寺島拓幸著 東京図書 417/Te63
176 問題解決のためのRとJAGS : 小中高で学ぶ統計からベイズ統計、サンプルサイズまで 山村吉信著 東京図書 417/Y32
177 中学生にもわかる化学史(ちくま新書:1389) 左巻健男著 筑摩書房 430.2/Sa57
178 わかる!身につく!生物・生化学・分子生物学 改訂2版 田村隆明著 南山堂 460/Ta82

179 理系なら知っておきたい生物の基本ノート カラー改訂版 生化学・分子生物学編 山川喜輝著/中経出版編集 KADOKAWA 460/Y27

180 よくわかる分子生物学の基本としくみ 第2版(図解入門. メディカルサイエンスシリーズ) 井出利憲著 秀和システム 464.1/I19
181 ゲノム編集の光と闇 : 人類の未来に何をもたらすか(ちくま新書:1387) 青野由利著 筑摩書房 467.25/A55

182 絶滅できない動物たち : 自然と科学の間で繰り広げられる大いなるジレンマ
M.R.オコナー著/大下英津子
訳

ダイヤモンド社 480.9/O15

183 アゲハチョウの世界 : その進化と多様性 吉川寛, 海野和男著 平凡社 486.8/Y89
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184 ニホンオオカミの最後 : 狼酒・狼狩り・狼祭りの発見 遠藤公男著 山と溪谷社 489.56/E59

185 安楽死か、尊厳死か : あなたならどうしますか?(ディスカヴァー携書:206) 大鐘稔彦 [著]
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン 490.154/O21

186 ネッター解剖学アトラス
Frank H. Netter著/相磯貞
和訳

エルゼビア・ジャパン/南江
堂 (発売) 491.1038/N66(1)

187 人体の細胞生物学 : カラー図解 坂井建雄, 石崎泰樹編集 日本医事新報社 491.11/Sa29

188 ネッター頭頸部・口腔顎顔面の臨床解剖学アトラス 第3版 Neil S.Norton著
エルゼビア・ジャパン/医歯
薬出版 (発売) 491.192/N96

189 10億分の1を乗りこえた少年と科学者たち : 世界初のパーソナルゲノム医療はこうして実現した
マーク・ジョンソン, キャ
スリーン・ギャラガー著/梶
山あゆみ訳

紀伊國屋書店 491.69/J64

190 マンガでわかるゲノム医学 : ゲノムって何?を知って健康と医療に役立てる!
水島‐菅野純子著/サキマイ
コ作画

羊土社 491.69/Mi96

191 おしえて先生!看護のための統計処理 石村友二郎 [ほか] 著 東京図書 492.9019/O76
192 介護現場で使える急変時対応便利帖 介護と医療研究会著 翔泳社 493.185/Ka21

193 サルコペニア30のポイント : 高齢者への適切なアプローチをめざして 関根里恵, 小川純人編集 フジメディカル出版 493.185/Se36

194
チャレンジング行動から認知症の人の世界を理解する : BPSDからのパラダイム転換と認知行動療法に基
づく新しいケア

イアン・アンドリュー・
ジェームズ著

星和書店 493.75/J18

195 発達障害グレーゾーン(扶桑社新書:287)
姫野桂著/OMgray事務局特別
協力

扶桑社 493.76/H59

196 発達障害 : 生きづらさを抱える少数派の「種族」たち(SB新書:454) 本田秀夫著 SBクリエイティブ 493.76/H84
197 大人の発達障害 : 生きづらさへの理解と対処(健康ライブラリー:スペシャル) 市橋秀夫監修 講談社 493.76/I13
198 うつ時々、躁 : 私自身を取り戻す(岩波ブックレット:No.992) 海空るり著 岩波書店 493.764/Mi53

199 被災地の子どものこころケア : 東日本大震災のケースからみる支援の実際
松浦直己編著/八木淳子, 福
地成, 桝屋二郎著

中央法規出版 493.937/Ma86

200 小児歯科学 第5版
白川哲夫, 飯沼光生, 福本
敏編/白川哲夫 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.7/Sh96

201 口の中がわかるビジュアル歯科口腔科学読本
全国医学部附属病院歯科口
腔外科科長会議監修

クインテッセンス出版 497/Z3

202
東大式世界一美しく正しい歩き方 : 100歳まで健康で動けるカラダをつくる! : 大腰筋ウォーキングで
一生ものの足腰に!

小林寛道著 日本文芸社 498.35/Ko12

203 食生活データ総合統計年報 2019年版 食品流通情報センター編集 食品流通情報センター 498.5/ShD/'19

204 なぜビタミンCは健康にいいのか 小幡斉著 関西大学出版部 498.55/O12
205 発達障害を職場でささえる : 全員の本領発揮を目指すプレゼンティーズムという視点 宮木幸一著 東京大学出版会 498.8/Mi76

206 NEXTOKYO : 「ポスト2020」の東京が世界で最も輝く都市に変わるために 梅澤高明, 楠本修二郎著
日経BP社/日経BPマーケティ
ング (発売) 518.8/U74
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207 環境史入門
J.ドナルド・ヒューズ
[著]/村山聡, 中村博子訳

岩波書店 519.2/H98

208
空を飛べるのはなぜか : もっと高く、より遠くへ!人と生き物たちの"飛ぶ"秘密に迫る(サイエンス・ア
イ新書:SIS-419)

秋本俊二著 SBクリエイティブ 538/A35

209 サウンドとオーディオ技術の基礎知識 : 音楽が10倍楽しくなる! 坂本真一, 蘆原郁著 リットーミュージック 547.3/Sa32
210 ウスケボーイズ : 日本ワインの革命児たち(小学館文庫:[か49-2]) 河合香織著 小学館 588.55/Ka93
211 一流料理長の和食宝典 : 永久保存レシピ : 私たちへ300レシピの贈り物(別冊家庭画報) 世界文化社 596.21/Se22
212 アタシ、ママの子? : とある犬が思うこと 麻乃真純作・絵 創英社/三省堂書店 645.6/A87

213 樹木たちの知られざる生活 : 森林管理官が聴いた森の声(ハヤカワ文庫 NF:531)
ペーター・ヴォールレーベ
ン著/長谷川圭訳

早川書房 653.234/W83

214
ECトップランナー8社が語るネット通販の未来+関連サービス250まとめ : ネットショップ担当者フォー
ラムムック版特別号 : ジャパネットたかた、楽天、アマゾン、ヤフーのキーパーソンインタビュー
(impress mook)

インプレス 673.36/I57

215 インストア・マーチャンダイジング 第2版 流通経済研究所編 日本経済新聞出版社 673.7/R99

216 高齢ドライバー(文春新書:1157)
所正文, 小長谷陽子, 伊藤
安海著

文藝春秋 681.3/Ko79

217 鉄道快適化物語 : 苦痛から快楽へ 小島英俊著 創元社 686.21/Ko39

218 マルセル・デュシャン アフタヌーン・インタヴューズ : アート、アーティスト、そして人生について
マルセル・デュシャン著/カ
ルヴィン・トムキンズ聞き
手/中野勉訳

河出書房新社 723.35/D93

219
Caricatures and cartoons : a history of the world v. 1. 1890-1897(British satirical
periodicals of the nineteenth century:ser. 2-4)

edited and introduced by
Yorimitsu Hashimoto

Edition Synapse 726.1/H38/1-1

220
Caricatures and cartoons : a history of the world v. 2. 1898-1902(British satirical
periodicals of the nineteenth century:ser. 2-4)

edited and introduced by
Yorimitsu Hashimoto

Edition Synapse 726.1/H38/1-2

221
Caricatures and cartoons : a history of the world v. 3. 1903-1905(British satirical
periodicals of the nineteenth century:ser. 2-4)

edited and introduced by
Yorimitsu Hashimoto

Edition Synapse 726.1/H38/1-3

222
Caricatures and cartoons : a history of the world 別冊解題(British satirical periodicals of
the nineteenth century:ser. 2-4)

edited and introduced by
Yorimitsu Hashimoto

Edition Synapse 726.1/H38/1-別

223 中国書道の至宝 : 書と人をめぐる三千年の物語
中国中央電視台編/樋口將一
訳

科学出版社東京/国書刊行会
(発売) 728.22/C66

224 もふもふもふもふ～ふくろうの赤ちゃん
大橋弘一監修/講談社ビー
シー書籍出版部編

講談社ビーシー/講談社 (発
売) 748/Ko19

225 箸袋でジャパニーズ・チップ! : テーブルのうえで見つけたいろんな形 辰巳雄基著 リトルモア 754.9/Ta95
226 ケの美 : あたりまえの日常に、宿るもの 佐藤卓編著 新潮社 757.04/Sa87
227 The age of QUEEN : クイーンの時代 : AERA in Rock : 洋楽ロック愛ふたたび(AERA MOOK) 朝日新聞出版 764.7
228 MCバトル史から読み解く日本語ラップ入門 ダースレイダー著 Kadokawa 767.8/D43
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229 文化系のためのヒップホップ入門 2(いりぐちアルテス:002, 009) 長谷川町蔵, 大和田俊之著 アルテスパブリッシング 767.8/HaM/B-2

230 特集*ケンドリック・ラマー : USヒップホップ・キングの肖像(ユリイカ : 詩と批評:第50巻第11号) 青土社 767.8/L15

231 ライムスター宇多丸の「ラップ史」入門
宇多丸 [ほか] 著/NHK-FM
「今日は一日“RAP"三昧」
制作班編

NHK出版 767.8/R12

232
特集*K-POPスタディーズ : BTS、TWICE、BLACKPINKから『PRODUCE 101』まで…いま<韓国音楽>になにが
起きているのか(ユリイカ : 詩と批評:第50巻第15号)

青土社 767.8/Se17

233 戦後ミュージカルの展開(近代日本演劇の記憶と文化:6) 日比野啓編 森話社 775.4/H54

234 伊丹万作エッセイ集(ちくま学芸文庫:[イ-42-1]) 伊丹万作著/大江健三郎編 筑摩書房 778.04/I88

235 虚構世界はなぜ必要か? : SFアニメ「超」考察 古谷利裕著 勁草書房 778.77/F95

236 アニメを究める11のコツ(アニメ研究入門:応用編) 小山昌宏, 須川亜紀子編著 現代書館 778.77/Ko97

237 夢(スーパーヒーロー)を追い続ける男 鈴木武幸著 講談社 778.8/Su96

238 やっぱりいらない東京オリンピック(岩波ブックレット:No.993) 小笠原博毅, 山本敦久著 岩波書店 780.69/O22

239 Sport 2.0 : 進化するeスポーツ、変容するオリンピック
アンディ・ミア著/田総恵子
訳

NTT出版 780/Mi11

240 なぜ彼女たちはカープに萌えるのか : 新「カープ女子」論 迫勝則著 KADOKAWA 783.7/H73
241 プロ野球と鉄道 : 新幹線開業で大きく変わったプロ野球(交通新聞社新書:121) 田中正恭著 交通新聞社 783.7/Ta84
242 ドラガイ 田崎健太著 カンゼン 783.7/Ta99

243 ラディカル構文文法 : 類型論的視点から見た統語理論
ウィリアム・クロフト著/渋
谷良方訳

研究社 801.5/C93

244 Reflections on task-based language teaching : pbk(Second language acquisition:125) Rod Ellis Multilingual Matters 807/E48

245
Social networking for language education : pbk(New language learning and teaching
environments)

edited by Marie-Noëlle
Lamy and Katerina Zourou

Palgrave Macmillan 807/L19

246 Key issues in language teaching : pbk Jack C. Richards
Cambridge University
Press 807/R35

247 山根基世の朗読読本 山根基世著 評論社 809.4/Y36
248 アジア太平洋の日本語(真田信治著作選集 : シリーズ日本語の動態:3) 真田信治著 ひつじ書房 810.2/Sa61/3
249 日本語が世界を平和にするこれだけの理由 文庫版 金谷武洋著 飛鳥新社 810.4/Ka47
250 日本語研究の12章 再版 上野善道監修 明治書院 810.4/U97

251 類聚名義抄 : 観智院本 1: 仏(新天理図書館善本叢書:第9巻-第11巻)
天理大学附属天理図書館編
集

天理大学出版部/八木書店
(発売) 813.2/Te37/1

252 類聚名義抄 : 観智院本 2: 法(新天理図書館善本叢書:第9巻-第11巻)
天理大学附属天理図書館編
集

天理大学出版部/八木書店
(発売) 813.2/Te37/2

253 類聚名義抄 : 観智院本 3: 僧(新天理図書館善本叢書:第9巻-第11巻)
天理大学附属天理図書館編
集

天理大学出版部/八木書店
(発売) 813.2/Te37/3
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254 文と事態類型を中心に 仁田義雄著 くろしお出版 815.1/N88
255 日本語笑いの技法辞典 中村明著 岩波書店 816.036/N37
256 言語表現喩像論 半沢幹一著 おうふう 816.2/H29
257 これなら書ける!大人の文章講座(ちくま新書:1390) 上阪徹著 筑摩書房 816/U47
258 リアルスコープ : 現代中国事情 李貞愛著 朝日出版社 820/R48

259 Social interaction and English language teacher identity : pbk(Studies in social interaction) John Gray and Tom Morton
Edinburgh University
Press

830.7/G79

260
お金をかけずに英語を学ぶ方法 : ムダなく、安く、きっちり上達! : スマホ・PC・タブレット アプリ
やオンラインで

井上大輔著 メディアパル 830.7/I55

261 カリスマ英語速習法 : 中学英語でペラペラになる! 高松貞雄, 葉山直樹著 高橋書店 830.7/Ta42

262
Project-based language learning with technology : learner collaboration in an EFL classroom
in Japan : hbk(Routledge studies in applied linguistics:1)

Michael Thomas Routledge 830.7/Th5

263 親子で学ぶ英語図鑑 : 基礎からわかるビジュアルガイド
キャロル・ヴォーダマンほ
か著/リーピン・リザーズ訳

創元社 830/O94

264 子音に慣れればクリアに聞こえる!英語高速リスニング 入門編 藤沢慶已著 DHC 831.1/F66/1
265 英語の絶対音感トレーニング : 聴く読む話す 船津洋著 フォレスト出版 831.1/F89

266 英語徹底口練!
今井邦彦, 外池滋生共著
/Joseph T.Mckim英文

実務教育出版 831.1/I43

267 単語耳 : 英単語八千を一生忘れない「完全な英語耳」 理論編+実践編Lv.1 松澤喜好著 アスキー 831.1/Ma93/1
268 単語耳 : 英単語八千を一生忘れない「完全な英語耳」 実践編Lv.3 松澤喜好著 アスキー 831.1/Ma93/3
269 単語耳 : 英単語八千を一生忘れない「完全な英語耳」 実践編Lv.4 松澤喜好著 アスキー 831.1/Ma93/4
270 20日間で英語の頭に変わる本 : CD2枚付 中田憲三著 中経出版 831.1/N43

271 「英語」は日本人には聞こえない(幻冬舎ルネッサンス新書:127) 谷道央著
幻冬舎メディアコンサル
ティング/幻冬舎 (発売)

831.1/Ta88

272 コンパスローズ英和辞典 赤須薫編 研究社 833.3/A32
273 伊藤サムのこれであなたも英文記者 伊藤サム著 ジャパンタイムズ 836/I91
274 第一線の記者が教えるネイティブに通じる英語の書き方 伊藤サム著 ジャパンタイムズ 836/I91
275 「読む・聞く・話す・書く」が劇的に伸びる!英語の授業 肘井学著 祥伝社 837.5/H56
276 第一線の記者が教える英文記事の読み方 [本冊] 伊藤サム著 ジャパンタイムズ 837.5/I91
277 ニュースダイジェストビギナーズ : はじめてのニュース英語教本 vol. 11 ジャパンタイムズ編 ジャパンタイムズ 837.5/J24/11
278 やさしい日本語とやさしい英語でおもてなし 藤田玲子, 加藤好崇著 研究社 837.8/F67
279 英会話高速メソッド : CDを聴くだけで話せるようになる! 笠原禎一著 宝島社 837.8/Ka71
280 デンマーク語(ニューエクスプレスプラス) 三村竜之著 白水社 849.7/Mi34
281 スウェーデン語(ニューエクスプレスプラス) 速水望著 白水社 849.8/H47

282 ウェールズ語の歴史
ジャネット・デイヴィス著/
小池剛史訳

春風社 893.3/D46

283 フィンランド語(ニューエクスプレスプラス) 山川亜古著 白水社 893.61/Y27
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284 文学という出来事
テリー・イーグルトン著/大
橋洋一訳

平凡社 901.01/E11

285 ファンタジー文学入門
ブライアン・アトベリー著/
谷本誠剛, 菱田信彦共訳

大修館書店 902.3/A95

286 古代日本と興亡の東アジア(古代文学と隣接諸学:1) 田中史生編 竹林舎 910.23/Ko17/1
287 「記紀」の可能性(古代文学と隣接諸学:10) 瀬間正之編 竹林舎 910.23/Ko17/10
288 古代の文化圏とネットワーク(古代文学と隣接諸学:2) 藏中しのぶ編 竹林舎 910.23/Ko17/2
289 古代の文字文化(古代文学と隣接諸学:4) 犬飼隆編 竹林舎 910.23/Ko17/4
290 律令国家の理想と現実(古代文学と隣接諸学:5) 古瀬奈津子編 竹林舎 910.23/Ko17/5
291 古代の信仰・祭祀(古代文学と隣接諸学:7) 岡田莊司編 竹林舎 910.23/Ko17/7
292 『万葉集』と東アジア(古代文学と隣接諸学:9) 辰巳正明編 竹林舎 910.23/Ko17/9
293 漢文文化圏の説話世界(中世文学と隣接諸学:1) 小峯和明編 竹林舎 910.24/C67/1
294 中世の随筆 : 成立・展開と文体(中世文学と隣接諸学:10) 荒木浩編 竹林舎 910.24/C67/10
295 中世文学と寺院資料・聖教(中世文学と隣接諸学:2) 阿部泰郎編 竹林舎 910.24/C67/2
296 中世神話と神祇・神道世界(中世文学と隣接諸学:3) 伊藤聡編 竹林舎 910.24/C67/3
297 中世の軍記物語と歴史叙述(中世文学と隣接諸学:4) 佐伯真一編 竹林舎 910.24/C67/4
298 中世の学芸と古典注釈(中世文学と隣接諸学:5) 前田雅之編 竹林舎 910.24/C67/5
299 中世詩歌の本質と連関(中世文学と隣接諸学:6) 錦仁編 竹林舎 910.24/C67/6
300 中世の芸能と文芸(中世文学と隣接諸学:7) 小林健二編 竹林舎 910.24/C67/7
301 中世の寺社縁起と参詣(中世文学と隣接諸学:8) 徳田和夫編 竹林舎 910.24/C67/8
302 近代小説の表現機構 安藤宏著 岩波書店 910.26/A47
303 主体と文体の歴史(未発選書:第19巻) 亀井秀雄著 ひつじ書房 910.26/Ka34
304 反ヘイト・反新自由主義の批評精神 : いま読まれるべき「文学」とは何か 岡和田晃著 寿郎社 910.264/O46
305 山椒魚の忍耐 : 井伏鱒二の文学 勝又浩著 水声社 910.268/I12
306 古典歳時記(角川選書:606) 吉海直人著 KADOKAWA 910.4/Y89
307 深呼吸の必要(ハルキ文庫:お9-3) 長田弘著 角川春樹事務所 911.56/O72
308 定年オヤジ改造計画 垣谷美雨著 祥伝社 913.6/Ka26
309 ジャップ・ン・ロール・ヒーロー 鴻池留衣著 新潮社 913.6/Ko78
310 大江健三郎全小説 14 大江健三郎著 講談社 913.6/O18/14
311 スマホを落としただけなのに(宝島社文庫:Cし-7-1. [このミス大賞]) 志駕晃著 宝島社 913.6/Sh27
312 宝島 真藤順丈著 講談社 913.6/Sh62(1)
313 戦場のレビヤタン 砂川文次著 文藝春秋 913.6/Su73

314 小説透明なゆりかご 上(講談社文庫:た129-2, た129-3)
橘もも [著]/沖田×華原作/
安達奈緒子脚本

講談社 913.6/Ta13/1

315 小説透明なゆりかご 下(講談社文庫:た129-2, た129-3)
橘もも [著]/沖田×華原作/
安達奈緒子脚本

講談社 913.6/Ta13/2

316 ニムロッド 上田岳弘著 講談社 913.6/U32
317 昭和からの遺言 鈴木健二著 幻冬舎 914.6/Su96
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318 星のなまえ 高橋順子著 白水社 914.6/Ta33
319 岬/十九歳の地図 : 他十三篇(中上健次集:1) 中上健次著 インスクリプト 918.68/N32/1
320 熊野集/化粧/蛇淫(中上健次集:2) 中上健次著 インスクリプト 918.68/N32/2
321 鳳仙花、水の女(中上健次集:3) 中上健次著 インスクリプト 918.68/N32/3
322 紀州、物語の系譜、他二十二篇(中上健次集:4) 中上健次著 インスクリプト 918.68/N32/4
323 枯木灘、覇王の七日(中上健次集:5) 中上健次著 インスクリプト 918.68/N32/5
324 地の果て至上の時(中上健次集:6) 中上健次著 インスクリプト 918.68/N32/6
325 千年の愉楽/奇蹟(中上健次集:7) 中上健次著 インスクリプト 918.68/N32/7
326 紀伊物語/火まつり(中上健次集:8) 中上健次著 インスクリプト 918.68/N32/8
327 宇津保物語/重力の都 : 他八篇(中上健次集:9) 中上健次著 インスクリプト 918.68/N32/9
328 俳句・詩歌(定本漱石全集:第17巻) 岩波書店 918.68/NaS/17
329 フォークナー文学の水脈 : Beyond Faulkner's South 藤平育子, 中良子編著 彩流社 930.278/F16

330 教室の英文学
日本英文学会(関東支部)編/
佐々木徹 [ほか] 執筆

研究社 930.4/N71

331 変わったタイプ(新潮クレスト・ブックス)
トム・ハンクス著/小川高義
訳

新潮社 933.7/H29

332 二十六人の男と一人の女 : ゴーリキー傑作選(光文社古典新訳文庫:KAコ11-1) ゴーリキー著/中村唯史訳 光文社 983/G67

333 ヤングアダルトの本 : 社会を読み解く4000冊
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) B028.09/N71

334 ハートでつかめ!英語の極意 : NHKラジオ 2018年10月号
NHKサービスセンター/NHK出
版 (発売) CD830/N69/'18-10

335 ハートでつかめ!英語の極意 : NHKラジオ 2018年11月号
NHKサービスセンター/NHK出
版 (発売) CD830/N69/'18-11

336 ハートでつかめ!英語の極意 : NHKラジオ 2018年12月号
NHKサービスセンター/NHK出
版 (発売) CD830/N69/'18-12

337 ハートでつかめ!英語の極意 : NHKラジオ 2018年5月号
NHKサービスセンター/NHK出
版 (発売) CD830/N69/'18-5

338 ハートでつかめ!英語の極意 : NHKラジオ 2018年6月号
NHKサービスセンター/NHK出
版 (発売) CD830/N69/'18-6

339 ハートでつかめ!英語の極意 : NHKラジオ 2018年7月号
NHKサービスセンター/NHK出
版 (発売) CD830/N69/'18-7

340 ハートでつかめ!英語の極意 : NHKラジオ 2018年8月号
NHKサービスセンター/NHK出
版 (発売) CD830/N69/'18-8

341 ハートでつかめ!英語の極意 : NHKラジオ 2018年9月号
NHKサービスセンター/NHK出
版 (発売) CD830/N69/'18-9

342 ハートでつかめ!英語の極意 : NHKラジオ 2019年1月号
NHKサービスセンター/NHK出
版 (発売) CD830/N69/'19-1

343 ハートでつかめ!英語の極意 : NHKラジオ 2019年2月号
NHKサービスセンター/NHK出
版 (発売) CD830/N69/'19-2
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344 秘書業務入門 : 秘書業務の基本,話し方・電話応対の実際,来客応対・慶弔の知識(日経video)
日本経済新聞社著/マネジメ
ントサービスセンター監修

日本経済新聞社 DV336.5/N71

345
幼稚園（認定こども園）教育実習のための「指導案」と「日誌」の書き方 : 映像で学ぶ(V-toneビデオ
ライブラリー)

新宿スタジオ制作 新宿スタジオ DV376/Sh63

346
認定こども園における教育および保育の基本(V-toneビデオライブラリー. 続・実践に学ぶ幼児の保育 :
認定こども園編:第1巻)

新宿スタジオ制作・著作 新宿スタジオ [制作] DV376/Sh63/1

347
遊びの中から芽生える学び(V-toneビデオライブラリー. 教育・保育のエピソードシリーズ : 主体的学
び・対話的学び・深い学びへのアプローチ:第1巻3歳児編)

新宿スタジオ制作・著作/若
月芳浩監修・副音声解説

新宿スタジオ DV376/Sh63/1

348
遊びの場面から読み取る5つの領域(V-toneビデオライブラリー. 続・実践に学ぶ幼児の保育 : 認定こど
も園編:第2巻)

新宿スタジオ制作・著作 新宿スタジオ [制作] DV376/Sh63/2

349
人・モノ・コトとの関わり(V-toneビデオライブラリー. 教育・保育のエピソードシリーズ : 主体的学
び・対話的学び・深い学びへのアプローチ:第2巻4歳児編)

新宿スタジオ制作・著作/若
月芳浩監修・副音声解説

新宿スタジオ DV376/Sh63/2

350
幼児期の終わりまでに育って欲しい姿 前編(V-toneビデオライブラリー. 教育・保育のエピソードシ
リーズ : 主体的学び・対話的学び・深い学びへのアプローチ:第3巻5歳児編, 第4巻5歳児編)

新宿スタジオ制作・著作/若
月芳浩監修・副音声解説

新宿スタジオ DV376/Sh63/3

351
幼児期の終わりまでに育って欲しい姿 後編(V-toneビデオライブラリー. 教育・保育のエピソードシ
リーズ : 主体的学び・対話的学び・深い学びへのアプローチ:第3巻5歳児編, 第4巻5歳児編)

新宿スタジオ制作・著作/若
月芳浩監修・副音声解説

新宿スタジオ DV376/Sh63/4

352 手話通訳技術上達への道 : 読み取り通訳・聞き取り通訳のポイント 日本手話通訳士協会監修 中央法規出版 DV378.28/N71

353
インクルーシブな教育・保育(V-toneビデオライブラリー. 3法令と障がいのある子どもの教育・保育:第
1巻)

新宿スタジオ制作 新宿スタジオ DV378/Sh63/1

354
障がいのある子どもと小学校との接続を考える(V-toneビデオライブラリー. 3法令と障がいのある子ど
もの教育・保育:第2巻)

新宿スタジオ制作 新宿スタジオ DV378/Sh63/2

355 つちはどこ?(かがくのとも:600号) 坂井治さく 福音館書店 E//19

356 プレッツェモリーナ : イタリアの昔話(こどものとも:756号) 剣持弘子再話/小西英子絵 福音館書店 E//19

357 どうぞどうぞ(こどものとも年少版:504号) こさかまさみ文/山内彩子絵 福音館書店 E//19

358 あの路
山本けんぞう文/いせひでこ
絵

平凡社 E/21

359 おどろいたりす
イーラ写真/マーガレット・
ワイズ・ブラウン文/戸澤柊
訳

文遊社 E/24

360 みえるとかみえないとか
ヨシタケシンスケさく/伊藤
亜紗そうだん

アリス館 E/26

361 ごみじゃない!(わたしのえほん) minchi作・絵 PHP研究所 E/26
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362 LOVE : すべてはあなたのなかに(評論社の児童図書館・絵本の部屋)
マット・デ・ラ・ペーニャ
文/ローレン・ロング絵/小
川仁央訳

評論社 E/27

363 いっさいはん minchiさく・え 岩崎書店 E/27

364 数と図形のせかい(玉川百科こども博物誌) 瀬山士郎編/山田タクヒロ絵 玉川大学出版部 K031/O11

365 頭と体のスポーツ(玉川百科こども博物誌) 萩裕美子編/黒須高嶺絵 玉川大学出版部 K031/O11
366 動物のくらし(玉川百科こども博物誌) 高槻成紀編/浅野文彦絵 玉川大学出版部 K031/O11
367 ぐるっと地理めぐり(玉川百科こども博物誌) 寺本潔編/青木寛子絵 玉川大学出版部 K031/O11

368 音楽のカギ/空想びじゅつかん(玉川百科こども博物誌)
野本由紀夫編/辻村章宏絵/
辻村益朗編/中武ひでみつ絵

玉川大学出版部 K031/O11

369 植物とくらす(玉川百科こども博物誌) 湯浅浩史編/江口あけみ絵 玉川大学出版部 K031/O11

370 日本の知恵をつたえる(玉川百科こども博物誌)
小川直之, 服部比呂美編/高
桑幸次, 合田洋介絵

玉川大学出版部 K031/O11

371 昆虫ワールド(玉川百科こども博物誌)
小野正人, 井上大成編/見山
博絵

玉川大学出版部 K031/O11

372 きみは、きみのままでいい : 子どもの自己肯定感を育てるガイド(<おたすけモンスター>シリーズ)
ポピー・オニール著/渡辺滋
人訳

創元社 K146/O84/2

373 宇宙のすがたを科学する
ギヨーム・デュプラ著/渡辺
滋人訳

創元社 K443/D97

374 絵本ワニのオーケストラ入門
ドナルド・エリオット文/ク
リントン・アロウッド絵/芥
川也寸志,石井史子訳

岩波書店 K764/E48

375 絵本カエルのバレエ入門
ドナルド・エリオット文/ク
リントン・アロウッド絵/蘆
原英了,薄井憲二訳

岩波書店 K769/E48

376 まんが百人一首事典 新訂版(学研まんが事典シリーズ:22)
山田繁雄監修 : 竹本みつる
漫画

学研教育出版 K911/H99

377 いいね!
筒井ともみさく/ヨシタケシ
ンスケえ

あすなろ書房 K913/Ts93

378 ねずみの騎士デスペローの物語(ポプラ文学ポケット:1)
ケイト・ディカミロ作/ティ
モシー・バジル・エリング
絵/子安亜弥訳

ポプラ社 K933/D71

379 ピーターラビット全おはなし集 改訂版

ビアトリクス・ポターさ
く・え/いしいももこ, まさ
きるりこ, なかがわりえこ
やく

福音館書店 K933/P85
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380 Hurry home, Candy pbk.(Collins modern classics)
by Meindert
DeJong/illustrated by
Maurice Sendak

Collins 多読/英語

381 Charlotte's web pbk.(Puffin books)
E. B. White/illustrated
by Garth Williams

Puffin Books 多読/英語

382 Dear Mr. Henshaw
Beverly
Cleary/illustrated by
Paul O. Zelinsky

HarperTrophy 多読/英語

383 James and the giant peach Scented Peach Edition pbk.
Roald Dahl/illustrated by
Quentin Blake

Puffin Books 多読/英語

384 Lassie come-home 1st Square Fish ed
Eric Knight/illustrated
by Marguerite Kirmse

Henry Holt 多読/英語

385 Mrs Frisby and the rats of NIMH pbk.(Puffin modern classics) Robert C. O'Brien Puffin 多読/英語
386 Number the stars : pbk. Lois Lowry Sandpiper 多読/英語

387 Sideways stories from Wayside School Rev. Harper Trophy ed. : pbk
Louis Sachar/illustrated
by Adam McCauley

Harper Trophy, an imprint
of Harper Collins Pub.

多読/英語

388 カッコいい資格図鑑 : 絶対取るべき400種 鈴木秀明監修/開発社編 主婦の友社 就職/資格
389 日本のカッコいい公務員図鑑 : なりたい職業No.1 開発社編 主婦の友社 就職/資格
390 スポーツで働く(なるにはBooks:補巻22) 谷隆一, 廣江亮介著 ぺりかん社 就職/資格
391 漁師になるには(なるにはBooks:45) 大浦佳代著 ぺりかん社 就職/資格
392 直前対策ブック 31年度(公務員試験受験ジャーナル特別企画:3-4) 実務教育出版 就職/資格/'19
393 香港 : マカオ '19(まっぷるマガジン) 昭文社 旅行/地図
394 The Bears' House Marilyn Sachs iUniverse

395 Mr Popper's penguins(Lions)
Richard and Florence
Atwater ; illustrated by
Robert Lawson

Collins

396 The Best Christmas Pageant Ever.　paper　80 p. Robinson, Barbara. HarperCollins Publishers

397 A Blue-Eyed Daisy. (on Demand Printing)　paper　112 p. Rylant, Cynthia.
Julian Messner Subs. of
Simon & Schuster, Inc.

398 Chocolate Fever. (on Demand Printing)　paper　93 p. Smith, Robert Kimmel Puffin Books USA

399 Help! I'm a Prisoner in the Library.　paper　105 p. Clifford, Eth. Houghton Mifflin Harcourt

400 The Littles.　paper　80 p. Peterson, John. Scholastic

401 Owls in the Family.　paper Mowat, Farley.
Random House Children's
Books
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402 Willa and Old Miss Annie.　New ed.　paper　96 p. Doherty, Berlie. Walker Books

403 My Daniel.　paper Conrad, Pam. HarperCollins Publishers

404 Snow Bound: A Story of Raw Survival.　paper Mazer, Harry.
Random House Children's
Books

405 地球の歩き方 改訂 D11 台北 '19-'20
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

旅行/地図

406 地球の歩き方 改訂 D20 シンガポール '19-'20
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

旅行/地図

407 地球の歩き方 改訂 D22 アンコール・ワッ トとカンボジア '19-'20
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

旅行/地図

408 地球の歩き方 改訂 C04 グアム '19-'20
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

旅行/地図

409 地球の歩き方 改訂 A02 イギリス '18-'19
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

旅行/地図

410 地球の歩き方 改訂 A14 ドイツ '18-'19
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

旅行/地図

411 地球の歩き方 改訂 A16 ベルリンと北ドイツ ハンブルク ドレスデン ライプツィヒ '18-'19
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

旅行/地図

412 地球の歩き方 改訂 B02 アメリカ西海岸 '18-'19
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

旅行/地図

413
地球の歩き方 改訂 B18 カナダ東部 : ナイア ガラ・フォールズ メー プル街道 プリンス・エ ドワー
ド島 '18-'19

地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

旅行/地図

414 地球の歩き方 改訂 D09 香港 マカオ 深圳 '18-'19
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

旅行/地図

415 地球の歩き方 改訂 D10 台湾 '18-'19
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

旅行/地図

416 地球の歩き方 改訂 D12 韓国 '18-'19
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

旅行/地図
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417 地球の歩き方 改訂 D16 東南アジア : 初めてでも自分流の旅が実現できる詳細マニュアル '18-'19
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

旅行/地図

418 地球の歩き方 改訂 D17 タイ '18-'19
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

旅行/地図

419 地球の歩き方 改訂 D18 バンコク '18-'19
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

旅行/地図

420 地球の歩き方 改訂 A15 南ドイツ フランクフルト ミュンヘン ロマンティック街道 古城街道 '17-'18
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売)

旅行/地図
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