
2019年4月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1         光の量子コンピューター(インターナショナル新書:035) 古澤明著
集英社インターナショナ
ル/集英社 (発売)

007.1/F94

2         ペーパーレス時代の紙の価値を知る : 読み書きメディアの認知科学 柴田博仁, 大村賢悟著 産業能率大学出版部 007.1/Sh18

3         ネット階級社会 : GAFAが牛耳る新世界のルール(ハヤカワ文庫:8316. ハヤカワ文庫NF:NF536)
アンドリュー・キーン著
/中島由華訳

早川書房 007.3/Ke18

4         テキストマイニング入門 : ExcelとKH Coderでわかるデータ分析 末吉美喜著 オーム社 007.609/Su19

5         今すぐ使えるかんたんWord & Excel 2019(Imasugu Tsukaeru Kantan Series)
技術評論社編集部,
AYURA著

技術評論社 007.63

6         はじめてのExcel 2019(Basic master:504) 村松茂著 秀和システム 007.63

7         はじめてのPowerPoint 2019(BASIC MASTER SERIES:506) 羽石相著 秀和システム 007.63

8         できるWindows 10 改訂4版 法林岳之 [ほか] 著 インプレス 007.634

9         できるWindows10パーフェクトブック困った!&便利ワザ大全 改訂4版
広野忠敏, できるシリー
ズ編集部著

インプレス 007.634

10       今すぐ使えるかんたんPowerPoint 2019(Imasugu Tsukaeru Kantan Series)
技術評論社編集部, 稲村
暢子著

技術評論社 007.6383

11       今すぐ使えるかんたんExcel 2019(Imasugu Tsukaeru Kantan Series)
技術評論社編集部,
AYURA著

技術評論社 007.6384

12       今すぐ使えるかんたんWord 2019(Imasugu Tsukaeru Kantan Series)
技術評論社編集部,
AYURA著

技術評論社 007.6388

13       ワンス・アポン・アン・アルゴリズム : 物語で読み解く計算
Martin Erwig著/高島亮
祐訳

共立出版 007.64/E69

14       これからはじめるプログラミング基礎の基礎 改訂3版(プログラマー[確実]養成講座) 谷尻かおり著 技術評論社 007.64/Ta87

15       日本の図書館 : 統計と名簿 2018
日本図書館協会図書館調
査委員会編

日本図書館協会 010.59/NiT/'18

16       「探究」の学びを推進する高校授業改革 : 学校図書館を活用して「深い学び」を実現する 高見京子, 稲井達也著 学事出版 017.4/Ta43

17       子どもの人権と学校図書館 渡邊重夫著 青弓社 017/W46
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18       本をどう読むか : 幸せになる読書術(ポプラ新書:166) 岸見一郎著 ポプラ社 019.12/Ki58

19       日本昭和トンデモ児童書大全 : オールカラー版(タツミムック. ニホンナツカシタイゼンシリーズ) 中柳豪文著 辰巳出版 019.5/N45

20       メルロ=ポンティと「子どもと絵本」の現象学 : 子どもたちと絵本を読むということ 正置友子著 風間書房 019.53/Me66

21       目録学の誕生 : 劉向が生んだ書物文化(京大人文研東方学叢書:6) 古勝隆一著 臨川書店 020.22/Ko24

22       世界年鑑 2019 共同通信社編 共同通信社 059/1/2019

23       展示学事典 日本展示学会編 丸善出版 069.5/N71

24       その情報はどこから? : ネット時代の情報選別力(ちくまプリマー新書:320) 猪谷千香著 筑摩書房 070/I23

25       社会学史(講談社現代新書:2500) 大澤真幸著 講談社 081/16/2500

26       ふたつの日本 : 「移民国家」の建前と現実(講談社現代新書:2516) 望月優大著 講談社 081/16/2516

27       進化する形 : 進化発生学入門(講談社現代新書:2517) 倉谷滋著 講談社 081/16/2517

28       昭和の怪物七つの謎 続(講談社現代新書:2484, 2518) 保阪正康著 講談社 081/16/2518

29       「平成の天皇」論(講談社現代新書:2519) 伊藤智永著 講談社 081/16/2519

30       平将門と天慶の乱(講談社現代新書:2520) 乃至政彦著 講談社 081/16/2520

31       古代日中関係史 : 倭の五王から遣唐使以降まで(中公新書:2533) 河上麻由子著 中央公論新社 081/17/ 2533

32       シンクタンクとは何か : 政策起業力の時代(中公新書:2532) 船橋洋一著 中央公論新社 081/17/2532

33       漢字の字形 : 甲骨文字から篆書、楷書へ(中公新書:2534) 落合淳思著 中央公論新社 081/17/2534

34       事大主義 : 日本・朝鮮・沖縄の「自虐と侮蔑」(中公新書:2535) 室井康成著 中央公論新社 081/17/2535

2



2019年4月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

35       天皇の装束 : 即位式、日常生活、退位後(中公新書:2536) 近藤好和著 中央公論新社 081/17/2536

36       百鬼園戦後日記 3(中公文庫:[う-9-12], [う-9-13], [う-9-14]) 内田百間著 中央公論新社 081/18/う-9-14

37       コーラル城の平穏な日々(中公文庫:か68-28) 中央公論新社 081/18/か68-28

38       二人の親を見送って(中公文庫:き30-16) 岸本葉子著 中央公論新社 081/18/き30-16

39       洋菓子店アルセーヌ : ケーキ作りは宝石泥棒から(中公文庫:く23-7) 九条菜月著 中央公論新社 081/18/く23-7

40       灰と日本人(中公文庫:こ30-5) 小泉武夫著 中央公論新社 081/18/こ30-5

41       ストレンジャー・イン・パラダイス(中公文庫:し53-1) 小路幸也著 中央公論新社 081/18/し53-1

42       ゴーストライダー(中公文庫:す29-5) 鈴峯紅也著 中央公論新社 081/18/す29-5

43       スタジオジブリへの道(中公文庫:す30-1) 中央公論新社 081/18/す30-1

44       スタジオジブリの現在(中公文庫:す30-2) 中央公論新社 081/18/す30-2

45       辰野隆日仏の円形広場(中公文庫:て9-1) 出口裕弘著 中央公論新社 081/18/て9-1

46       彼女に関する十二章(中公文庫:な64-2) 中島京子著 中央公論新社 081/18/な64-2

47       葛飾土産(中公文庫:な73-2) 永井荷風著 中央公論新社 081/18/な73-2

48       喪黒福次郎の仕事(中公文庫:ふ35-3) 藤子不二雄A著 中央公論新社 081/18/ふ35-3

49       歴史を応用する力(中公文庫:み36-10) 宮城谷昌光著 中央公論新社 081/18/み36-10

50       もぐら新章 血脈(中公文庫:や53-15) 矢月秀作著 中央公論新社 081/18/や53-15

51       夏の終わりのいなりずし(中公文庫:や64-4) 中央公論新社 081/18/や64-4
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52       ドナルド・キーン自伝 増補新版(中公文庫:キ3-33)
ドナルド・キーン著/角
地幸男訳

中央公論新社 081/18/キ3-33

53       精神分析学入門 改版(中公文庫:フ4-2) フロイト著/懸田克躬訳 中央公論新社 081/18/フ4-2

54       技術とは何だろうか : 三つの講演(講談社学術文庫:2507)
マルティン・ハイデガー
[著]/森一郎編訳

講談社 081/2/2507

55       閨房の哲学(講談社学術文庫:[2508])
マルキ・ド・サド [著]/
秋吉良人訳

講談社 081/2/2508

56       名字の歴史学(講談社学術文庫:[2521]) 奥富敬之 [著] 講談社 081/2/2521

57       孟子 : 全訳注(講談社学術文庫:2534)
孟子[著]/宇野精一[全訳
注]

講談社 081/2/2534

58       花のことば辞典 : 四季を愉しむ(講談社学術文庫:2545)
宇田川眞人編著/倉嶋厚
監修

講談社 081/2/2545

59       潜伏キリシタン : 江戸時代の禁教政策と民衆(講談社学術文庫:2546) 大橋幸泰[著] 講談社 081/2/2546

60       西洋音楽史を聴く : バロック・クラシック・ロマン派の本質(講談社学術文庫:2547) 前川誠郎[著] 講談社 081/2/2547

61       あいうえおの起源 : 身体からのコトバ発生論(講談社学術文庫:[2548]) 豊永武盛 [著] 講談社 081/2/2548

62       完訳ブッダチャリタ(講談社学術文庫:[2549])
[アシュヴァゴーシャ
著]/梶山雄一 [ほか] 訳
注

講談社 081/2/2549

63       江戸東京の庶民信仰(講談社学術文庫:[2550]) 長沢利明 [著] 講談社 081/2/2550

64       この人から受け継ぐもの(岩波現代文庫:文芸:305) 井上ひさし著 岩波書店 081/22/B305

65       ベンヤミン : 破壊・収集・記憶(岩波現代文庫) 三島憲一著 岩波書店 081/22/G400

66       天使の記号学 : 小さな中世哲学入門 新版(岩波現代文庫) 山内志朗著 岩波書店 081/22/G401

67       落語の種あかし(岩波現代文庫:学術:402) 中込重明著 岩波書店 081/22/G402

68       はじめての政治哲学(岩波現代文庫:学術:403)
デイヴィッド・ミラー
[著]/山岡龍一, 森達也
訳

岩波書店 081/22/G403
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69       象徴天皇という物語(岩波現代文庫) 赤坂憲雄著 岩波文庫 081/22/G404

70       ユダヤ人と経済生活(講談社まんが学術文庫:0020)
ゾンバルト原作/名波優
太まんが

講談社 081/25/020

71       エミール(講談社まんが学術文庫:0021)
ルソー原作/伊佐義勇ま
んが

講談社 081/25/021

72       平成の終焉 : 退位と天皇・皇后(岩波新書:新赤版 1763) 原武史著 岩波書店 081/6-4/1763

73       流言のメディア史(岩波新書:新赤版 1764) 佐藤卓己著 岩波書店 081/6-4/1764

74       医の希望(岩波新書:新赤版 1765) 齋藤英彦編 岩波書店 081/6-4/1765

75       イタリア史10講(岩波新書:新赤版 1766) 北村暁夫著 岩波書店 081/6-4/1766

76       伊勢神宮と斎宮(岩波新書:新赤版 1767) 西宮秀紀著 岩波書店 081/6-4/1767

77       ペルシア史/インド誌(西洋古典叢書)
クテシアス [著]/阿部拓
児訳

京都大学学術出版会 089.1/1/41

78       世紀
アラン・バディウ [著]/
長原豊, 馬場智一, 松本
潤一郎訳

藤原書店 104/B14

79       生きがいについて(神谷美恵子コレクション) 神谷美恵子著 みすず書房 113/Ka39

80       それゆけ!論理さん : 大人のための学習マンガ 仲島ひとみ著 筑摩書房 116/N34

81       「精神的」東洋哲学 : 顕現しないものの現象学 永井晋著 知泉書館 120.4/N14

82       洗心洞箚記 : 大塩平八郎の読書ノート 上(タチバナ教養文庫)
大塩平八郎〔原著〕/吉
田公平著

たちばな出版 121.55/O77/1

83       洗心洞箚記 : 大塩平八郎の読書ノート 下(タチバナ教養文庫)
大塩平八郎〔原著〕/吉
田公平著

たちばな出版 121.55/O77/2

84       孝経(タチバナ教養文庫:たK-28) 竹内弘行著 たちばな出版 123.7/Ta67

85       論語 : 日中英対訳 : 世界初の三カ国語訳 新版 [孔子著]/孔健編訳代表 三冬社(発売) 123.83/Ko84
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86       論語(タチバナ教養文庫)
[孔子著]/吉田公平 [訳]
著

たちばな出版 123.83/Ko84

87       近思録 中(タチバナ教養文庫) 湯浅幸孫著 たちばな出版 125.4/Sh99/2

88       近思録 下(タチバナ教養文庫) 湯浅幸孫著 たちばな出版 125.4/Sh99/3

89       伝習録 : 「陽明学」の真髄(タチバナ教養文庫) 吉田公平著 たちばな出版 125.5/O78

90       学びなおすと倫理はおもしろい 村中和之著 ベレ出版 130/Mu51

91       確実性の探求 : 知識と行為の関係についての研究(デューイ著作集:4. 哲学:4)
ジョン・デューイ著/加
賀裕郎訳/田中智志解題

東京大学出版会 133.9/D67/4

92       パースの思想 : 記号論と認知言語学 改訂版 有馬道子著 岩波書店 133.9/P35

93       触覚、 : ジャン=リュック・ナンシーに触れる
ジャック・デリダ著/松
葉祥一, 榊原達哉, 加國
尚志訳

青土社 135.5/N48

94       イタリアン・セオリーの現在
ロベルト・テッロージ著
/柱本元彦訳

平凡社 137/Te74

95       特集ゆるやかなネットワークと越境する対話 : 遊び、学び、創造(質的心理学研究:第18号(2019))
日本質的心理学会/新曜
社(発売)

140.7/NiS/18

96       心理学概論 : ヒューマン・サイエンスへの招待 松田幸弘編著 ナカニシヤ出版 140/Ma75

97       心の仕組み 上(ちくま学芸文庫:[ヒ15-1] - [ヒ15-2])
スティーブン・ピンカー
著/椋田直子訳

筑摩書房 140/P66/1

98       心の仕組み 下(ちくま学芸文庫:[ヒ15-1] - [ヒ15-2])
スティーブン・ピンカー
著/椋田直子訳

筑摩書房 140/P66/2

99       感じる(シリーズ人間科学:3)
入戸野宏編/綿村英一郎
編

大阪大学出版会 141.2/N88

100      論理的思考のコアスキル(ちくま新書:1404) 波頭亮著 筑摩書房 141.5/H42

101      笑い論 : 24時間をおもしろくする(ワニブックス|PLUS|新書:246) 倉本美津留著 ワニブックス 141.6/Ku53

102      ノスタルジーとは何か
宮城学院女子大学人文社
会科学研究所編

翰林書房 141.6/Mi73
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103      感情の正体 : 発達心理学で気持ちをマネジメントする(ちくま新書:1398) 渡辺弥生著 筑摩書房 141.6/W46

104      愛着関係の発達の理論と支援(シリーズ支援のための発達心理学) 米澤好史編著 金子書房 143/Sh88

105      生態としての情動調整 : 心身理論と発達支援(シリーズ支援のための発達心理学) 須田治編著 金子書房 143/Sh88

106      死と愛 : 実存分析入門 : 新装版
ヴィクトール・E.フラン
クル [著]/霜山徳爾訳

みすず書房 146.8/F44

107      自閉症のある人のアニマルセラピー : 生活を豊かにする動物たちのちから
メロピー・パブリデス著
/赤井利奈, 石坂奈々訳

明石書店 146.8/P28

108      心理カウンセラーをめざす人の本 '19年版
コンデックス情報研究所
編著

成美堂出版 146.89//'19

109      オカルティズム : 非理性のヨーロッパ(講談社選書メチエ:690) 大野英士著 講談社 147.02/O67

110      私たちはどう生きるべきか(ちくま学芸文庫:[シ32-1])
ピーター・シンガー著/
奥野満里子 [ほか] 訳

筑摩書房 150.4/Si8

111      ふだんづかいの倫理学(犀の教室) 平尾昌宏著 晶文社 150/H67

112      修身教授録 : 現代に甦る人間学の要諦(Chichi-Select) 森信三著 竹井出版 150/Mo64

113      倫理学入門(ちくま学芸文庫:[ウ29-1]) 宇都宮芳明著 筑摩書房 150/U96

114      お金があれば幸せになれるのか : 幸せな人生を送りたい人への21章
フレデリック・ルノワー
ル著/田島葉子訳

柏書房 151.6/L54

115      偉人賢人の教え(平澤興講話選集生きる力:第1巻) 平澤興著 致知出版社 159/H67/1

116      古典に学ぶ(平澤興講話選集生きる力:第2巻) 平澤興著 致知出版社 159/H67/2

117      人間、この不思議なるもの(平澤興講話選集生きる力:第3巻) 平澤興著 致知出版社 159/H67/3

118      生き方の知恵(平澤興講話選集生きる力:第4巻) 平澤興著 致知出版社 159/H67/4

119      自分を育てる(平澤興講話選集生きる力:第5巻) 平澤興著 致知出版社 159/H67/5
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120      菜根譚(タチバナ教養文庫) 吉田公平著 たちばな出版 159/Ko39

121      心を磨く : 中村天風講演録 中村天風著 PHP研究所 159/N37

122      世俗化後のグローバル宗教事情(いま宗教に向きあう:3:世界編1) 藤原聖子責任編集 岩波書店 162/I46/3

123      火の起原の神話(ちくま学芸文庫:[フ-18-3])
J.G.フレイザー著/青江
舜二郎訳

筑摩書房 163.1/F45

124      古代出雲にみた日本神話 関和彦著 アーツアンドクラフツ 164.1/Se31

125      韓国と日本の建国神話 : 太陽の神と空の神 延恩株著 論創社 164.21/Y82

126      The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2019-2]
edited by Marc
Gaborieau ... [et al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'19-2

127      オウムと死刑 河出書房新社編集部編 河出書房新社 169.1/Ka92

128      神様と仏様から聞いた人生が楽になるコツ 桜井識子著 宝島社 175.96/Sa47

129      気になる仏教語辞典 : 仏教にまつわる用語を古今東西、イラストとわかりやすい言葉でなむなむと読み解く 麻田弘潤著 誠文堂新光社 180/A81

130      観音経講話 釈宗演著 春秋社 183.3/Ka57

131      観音・地蔵・不動(読みなおす日本史) 速水侑著 吉川弘文館 186.8/H47

132      ともに生きる仏教 : お寺の社会活動最前線(ちくま新書:1403) 大谷栄一編 筑摩書房 187.6/O84

133      一百四十五箇条問答 : 法然が教えるはじめての仏教(ちくま学芸文庫:[ホ14-2])
法然著/石上善應訳・解
説

筑摩書房 188.64/H84

134      禅仏教入門 禅関一道著 東洋出版 188.8/Z3

135      臨済録(タチバナ教養文庫)
臨済〔著〕/〔慧然〕
〔編〕/朝比奈宗源訳註

たちばな出版 188.84/R45

136      上馬キリスト教会の世界一ゆるい聖書入門 上馬キリスト教会著 講談社 193/Ka38
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2019年4月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

137      世界のピラミッド大事典
大城道則, 青山和夫, 関
雄二著

柊風舎 202.5/Se22

138      戦争の起源 : 石器時代からアレクサンドロスにいたる戦争の古代史(ちくま学芸文庫:[フ-41-1])
アーサー・フェリル著/
鈴木主税, 石原正毅訳

筑摩書房 209.3/F22

139      歴史の見方がわかる世界史入門エピソードゼロ : 近現代の礎を築いた古代・中世史 福村国春著 ベレ出版 209.3/F78

140      近代世界の誕生 : グローバルな連関と比較1780-1914 上
C.A. ベイリ著/平田雅
博, 吉田正広, 細川道久
訳

名古屋大学出版会 209.5/B29/1

141      近代世界の誕生 : グローバルな連関と比較1780-1914 下
C.A. ベイリ著/平田雅
博, 吉田正広, 細川道久
訳

名古屋大学出版会 209.5/B29/2

142      第一次世界大戦の衝撃(世界史劇場 : 臨場感あふれる解説で、楽しみながら歴史を"体感"できる) 神野正史著 ベレ出版 209.71/J52

143      ヨーロッパの帝国主義 : 生態学的視点から歴史を見る(ちくま学芸文庫:[ク-28-1])
アルフレッド・W・クロ
スビー著/佐々木昭夫訳

筑摩書房 209/C93

144      世界史を「移民」で読み解く(NHK出版新書:575) 玉木俊明著 NHK出版 209/Ta78

145      「王室」で読み解く世界史 : 教養として知っておきたい 宇山卓栄著 日本実業出版社 209/U98

146      経済で読み解く世界史(扶桑社文庫:0692) 宇山卓栄著 育鵬社/扶桑社(発売) 209/U98

147      国家の盛衰 : 3000年の歴史に学ぶ(祥伝社新書:379)
渡部昇一, 本村凌二
[著]

祥伝社 209/W46

148      信長もビックリ!?科学でツッコむ日本の歴史 : だから教科書にのらなかった 平林純著 集英社 210.04/H63

149      考える日本史(河出新書:002) 本郷和人著 河出書房新社 210.04/H84

150      講談日本通史 : 素顔の日本を問いかたる 改訂版 大濱徹也著 同成社 210.1/O27

151      日本人はどのように自然と関わってきたのか : 日本列島誕生から現代まで
コンラッド・タットマン
著/黒沢令子訳

築地書館 210.1/To73

152      学びなおすと日本史はおもしろい 吉村弘著 ベレ出版 210.1/Y91

153      クララ・ホイットニーが綴った明治の日々(日記で読む日本史:18) 佐野真由子著 臨川書店 210.12/NiY/18
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2019年4月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

154      倭国古伝 : 姫と英雄 (ヒーロー) と神々の古代史(古代に真実を求めて : 古田史学論集:第22集) 古田史学の会編 明石書店 210.3/FuT/K-22

155      渡来人と帰化人(角川選書:614) 田中史生著 KADOKAWA 210.3/Ta84

156      古墳時代の王権と集団関係 和田晴吾著 吉川弘文館 210.32/W12

157      日本史劇場信長たちの野望 : 臨場感あふれる解説で、楽しみながら歴史を"体感"できる 金谷俊一郎著 ベレ出版 210.47/O17

158      徳川家康と武田氏 : 信玄・勝頼との十四年戦争(歴史文化ライブラリー:482) 本多隆成著 吉川弘文館 210.48/H84

159      薩長同盟論 : 幕末史の再構築 町田明広著 人文書院 210.58/Ma16

160      幕末政治と開国 : 明治維新への胎動 奥田晴樹著 勉誠出版 210.58/O54

161      
日清・日露戦争はこうして起こった(世界史劇場 : 臨場感あふれる解説で、楽しみながら歴史を"体感"でき
る)

神野正史著 ベレ出版 210.6/J52

162      明治維新とは何か? 小路田泰直, 田中希生編 東京堂出版 210.61/Ko39

163      昭和戦争史講義 : ジブリ作品から歴史を学ぶ 一ノ瀬俊也著 人文書院 210.7/I16

164      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 下巻: 1975-1979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/Sa28/2

165      高度経済成長の時代(戦後日本を読みかえる:3) 坪井秀人編 臨川書店 210.76/Ts15/3

166      ジェンダーと生政治(戦後日本を読みかえる:4) 坪井秀人編 臨川書店 210.76/Ts15/4

167      不便ですてきな江戸の町 : 時空を超えて江戸暮らし 永井義男著 柏書房 213.6105/N14

168      楠木正成関係史料 下(大阪市史史料:第85, 87輯) 大阪市史編纂所編 大阪市史料調査会 216.3/89/87

169      大阪 : 都市の記憶を掘り起こす(ちくま新書:1401) 加藤政洋著 筑摩書房 216.3/Ka86

170      大大阪モダニズム遊覧 橋爪紳也著 芸術新聞社 216.306/H38

10



2019年4月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

171      絵図と歩くひょうご西国街道 大国正美著
神戸新聞総合出版セン
ター

216.405/O56

172      神戸闇市からの復興 : 占領下にせめぎあう都市空間 村上しほり著 慶應義塾大学出版会 216.406/Mu43

173      日韓でいっしょに読みたい韓国史 : 未来に開かれた共通の歴史認識に向けて
徐毅植 [ほか] 著/君島
和彦, 國分麻里, 山崎雅
稔訳

明石書店 221.01/N73

174      朝鮮分断の起源 : 独立と統一の相克(慶應義塾大学法学研究会叢書:89) 小此木政夫著
慶應義塾大学法学研究会
/慶應義塾大学出版会
(発売)

221.07/O53

175      甲骨文集・金文集 図録篇(白川静著作集:別巻) 白川静著 平凡社 222.008/2/別22

176      甲骨文集・金文集 釈文篇(白川静著作集:別巻) 白川静著 平凡社 222.008/2/別23

177      十八史略 上(タチバナ教養文庫)
[曽先之原著]/竹内弘行
著

たちばな出版 222.01/So62/1

178      十八史略 中(タチバナ教養文庫)
[曽先之原著]/竹内弘行
著

たちばな出版 222.01/So62/2

179      中国雲南の書承文化 : 記録・保存・継承(アジア遊学:231) 山田敦士編 勉誠出版 222.37/Y19

180      図説写真で見る満州全史 : 新装版(ふくろうの本)
太平洋戦争研究会編/平
塚柾緒著

河出書房新社 222.5/Ta22

181      世界遺産バリの文化戦略 : 水稲文化と儀礼がつくる地域社会(アジア遊学:230) 海老澤衷編 勉誠出版 224.6/E15

182      史跡・都市を巡るトルコの歴史 : 歴史を歩く : 古代から20世紀までの文明を探る 野中恵子著 ベレ出版 227.4/N95

183      イスラエルに関する十の神話(サピエンティア:55)
イラン・パペ著/脇浜義
明訳

法政大学出版局 227.9/P22

184      イスラーム世界の起源(世界史劇場 : 臨場感あふれる解説で、楽しみながら歴史を"体感"できる) 神野正史著 ベレ出版 227/J52

185      イスラーム三國志(世界史劇場 : 臨場感あふれる解説で、楽しみながら歴史を"体感"できる) 神野正史著 ベレ出版 227/J52

186      侵蝕されるイスラーム世界(世界史劇場 : 臨場感あふれる解説で、楽しみながら歴史を"体感"できる) 神野正史著 ベレ出版 227/J52

187      中世の覚醒 : アリストテレス再発見から知の革命へ(ちくま学芸文庫:[ル-8-1])
リチャード・E・ルーベ
ンスタイン著/小沢千重
子訳

筑摩書房 230.4/A76
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書名 著者名 出版者 請求記号

188      歴史の見方がわかる世界史入門 : いまにつながるヨーロッパ近現代史 福村国春著 ベレ出版 230.5/F78

189      ヨーロッパ現代史(ちくま新書:1400) 松尾秀哉著 筑摩書房 230.7/Ma85

190      ナチスはこうして政権を奪取した(世界史劇場 : 臨場感あふれる解説で、楽しみながら歴史を"体感"できる) 神野正史著 ベレ出版 234.07/J52

191      フランス革命の激流(世界史劇場 : 臨場感あふれる解説で、楽しみながら歴史を"体感"できる) 神野正史著 ベレ出版 235.06/J52

192      ロシア革命の激震(世界史劇場 : 臨場感あふれる解説で、楽しみながら歴史を"体感"できる) 神野正史著 ベレ出版 238.07/J52

193      解放と暴力 : 植民地支配とアフリカの現在
小倉充夫, 舩田クラーセ
ンさやか著

東京大学出版会 240/O26

194      ジェノサイド再考 : 歴史のなかのルワンダ 鶴田綾著 名古屋大学出版会 245.55/Ts87

195      アメリカ合衆国の誕生(世界史劇場 : 臨場感あふれる解説で、楽しみながら歴史を"体感"できる) 神野正史著 ベレ出版 253.03/J52

196      ヘッポコ征夷大将軍 長谷川ヨシテル著 柏書房 281.04/H36

197      アイヌ人物誌 : 松浦武四郎原著『近世蝦夷人物誌』 新版
松浦武四郎著/更科源蔵,
吉田豊訳

青土社 281.1/Ma89

198      アジア : キーパーソンで読む未来 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 282.04/N71

199      皇室入門 : 制度・歴史・元号・宮内庁・施設・祭祀・陵墓・皇位継承問題まで(幻冬舎新書:529, し-13-1) 椎谷哲夫著 幻冬舎 288.4/Sh32

200      天皇<125代>の歴史 : ビジュアル百科写真と図解でわかる! かみゆ歴史編集部編著 西東社 288.41/Ka39

201      国旗・国章の基礎知識 : 図解事典 苅安望著 えにし書房 288.9/Ka67

202      ロケットエンジンと、宇宙への憧れ
小鑓幸雄著/小島隆夫監
修

渡辺出版 289.1/Ko97

203      ネルソン・マンデラ : その世界と魂の記録
ロジャー・フリードマン
著/ベニー・グール写真/
金原瑞人, 松浦直美訳

西村書店東京出版編集部 289.3/Ma43

204      駆け抜けるナポレオン(世界史劇場 : 臨場感あふれる解説で、楽しみながら歴史を"体感"できる) 神野正史著 ベレ出版 289.3/N49
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書名 著者名 出版者 請求記号

205      現代人文地理学の理論と実践 : 世界を読み解く地理学的思考
フィル・ハバード [ほ
か] 著/山本正三, 菅野
峰明訳

明石書店 290.1/G34

206      人間の営みがわかる地理学入門(「なぜ」がわかる地理学講義) 水野一晴著 ベレ出版 290.1/Mi96

207      大学・地理教育巡検の創造 中牧崇著 古今書院 290.7/N35

208      
なるほど日本地理 : 気になる疑問から学ぶ地理の世界 : 自然環境・国土・行政・産業・生活文化・歴史的背
景

宇田川勝司著 ベレ出版 291.04/U26

209      大阪古地図むかし案内 : カラー版 : 江戸時代をあるく 本渡章著 創元社 291.63/H84

210      土耳古畫觀 復刻版 山田寅次郎著
方丈堂出版/オクターブ
(発売)

292.74/Y19

211      朝鮮よいとこ一度はおいで! : グッズが語る北朝鮮の現実 : 宮塚コリア研究所創立5周年記念出版物 宮塚利雄, 宮塚寿美子著 風土デザイン研究所 302.21/Mi85

212      現代中国を知るための52章 第6版(エリア・スタディーズ:8) 藤野彰編著 明石書店 302.22/F64

213      カタルーニャでいま起きていること : 古くて新しい、独立をめぐる葛藤
エドゥアルド・メンドサ
著/立石博高訳

明石書店 302.36/Me45

214      ロシア : 新帝国主義への野望(池上彰の世界の見方) 池上彰著 小学館 302.38/I33

215      知られざるキューバ : 外交官が見たキューバのリアル 渡邉優著 ベレ出版 302.591/W46

216      日本と世界の時事キーワード : 日本と世界の今がズバリわかる! 2019-2020年版 時事問題リサーチ編著 ナツメ社 302/J49

217      日本を殺すのは、誰よ!
新井紀子, ぐっちーさん
著

東邦出版 304/A62

218      ニッポン2021-2050 : データから構想を生み出す教養と思考法 落合陽一, 猪瀬直樹著 KADOKAWA 304/O15

219      2019年アメリカはどこまで中国を崩壊させるか : そして日本が歩む繁栄の道 渡邉哲也著 徳間書店 304/W46

220      習近平はかく語りき : 中国国家主席珠玉のスピーチ集
[習近平述]/人民日報評
論部編/日中翻訳学院訳

日本僑報社 310.4/Sh99

221      戦中と戦後の間 : 1936-1957 : 新装版 丸山真男 [著] みすず書房 311/Ma59
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書名 著者名 出版者 請求記号

222      よくわかる政治過程論(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 松田憲忠, 岡田浩編著 ミネルヴァ書房 311/Ma75

223      学びなおすと政治・経済はおもしろい 南英世著 ベレ出版 311/Mi37

224      平成の政治
御厨貴, 芹川洋一編著/
ジェラルド・カーティ
ス, 大田弘子, 蒲島郁夫

日本経済新聞出版社 312.1/Mi25

225      感情天皇論(ちくま新書:1398) 大塚英志著 筑摩書房 312.1/O88

226      習近平「新時代」の中国(アジ研選書:no. 50) 大西康雄編 アジア経済研究所 312.22/Sh99

227      はじめての東南アジア政治(有斐閣ストゥディア) 増原綾子 [ほか] 著 有斐閣 312.23/H16

228      「社会分裂」に向かうフランス : 政権交代と階層対立 尾上修悟著 明石書店 312.35/O67

229      トランプのアメリカ : その「偉大なる復活」の真相
ニュート・ギングリッチ
著/あえば直道監修

産経広告社/日本工業新
聞社(発売)

312.53/Tr8

230      恐怖の男 : トランプ政権の真実
ボブ・ウッドワード著/
伏見威蕃訳

日本経済新聞出版社 312.53/Tr8

231      近代天皇制と社会(京都大學人文科學研究所研究報告) 高木博志編 思文閣出版 313.61/Ta29

232      天皇制ってなんだろう? : あなたと考えたい民主主義からみた天皇制(中学生の質問箱) 宇都宮健児著 平凡社 313.61/U96

233      人権ってなんだろう?
アジア・太平洋人権情報
センター編/[金子匡良ほ
か著]

解放出版社 316.1/A27

234      全国のあいつぐ差別事件 2018年度版
「同和対策事業特別措置
法」強化改正要求国民運
動中央実行委員会編

「同和対策事業特別措置
法」強化改正要求国民運
動中央実行委員会/解放

316.36/172/'18

235      The last girl : イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語(Toyokan books)
ナディア・ムラド, ジェ
ナ・クラジェスキ著/吉
井智津訳

東洋館出版社 316.4/Mu38

236      シリア拘束 : 安田純平の40か月
安田純平著/ハーバー・
ビジネス・オンライン編

扶桑社 316.4/Y62

237      公務員のためのハラスメント防止対策 : セクハラ・パワハラのない職場づくり 高嶋直人著 ぎょうせい 317.3/Ta54

238      日本で生まれた中国国歌 : 「義勇軍行進曲」の時代(シリーズ日本の中の世界史) 久保亨著 岩波書店 319.1/Ku14
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239      韓国の竹島教育の現状とその問題点(知っておくべき竹島の真実:2) 下條正男著
第四期島根県竹島問題研
究会/ハーベスト出版
(販売)

319.1021/Sh52

240      ルポプーチンの戦争 : 「皇帝」はなぜウクライナを狙ったのか(筑摩選書:0168) 真野森作著 筑摩書房 319.3803/Ma46

241      リベラルvs.力の政治 : 反転する世界秩序
ニーアル・ファーガソ
ン, ファリード・ザカリ
ア著/酒井泰介訳

東洋経済新報社 319/F21

242      地図と写真で見る国際情勢年度鑑 2017年4月-2018年3月
岡澤憲芙監修/こどもく
らぶ編

彩流社 319/O48

243      大学生のための法学 : キャンパスライフで学ぶ法律入門 長沼建一郎著 法律文化社 321/N16

244      保育と日本国憲法(学ぶ・わかる・みえるシリーズ保育と現代社会) 橋本勇人編集 みらい 323.14/H38

245      図録日本国憲法
石塚壮太郎 [ほか] 著/
斎藤一久, 堀口悟郎編

弘文堂 323.14/Z7

246      今日から役立つ民法 : スッキリわかる! : 要点を丁寧に図解! 鎌野邦樹著 ナツメ社 324/Ka31

247      裁判官が答える裁判のギモン(岩波ブックレット:No. 998)
日本裁判官ネットワーク
著

岩波書店 327/N71

248      外国人の法律相談 改訂版
東京弁護士会外国人の権
利に関する委員会編

学陽書房 329.9/To46

249      ゲーム理論がよくわかる本(図解ポケット) 清水武治著 秀和システム 331.19/Sh49

250      英語原典で読む経済学史 根井雅弘著 白水社 331.2/N62

251      大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる(角川文庫:21292) 井堀利宏 [著] KADOKAWA 331/I25

252      意味がわかる経済学 南英世著 ベレ出版 331/Mi37

253      資本主義の歴史 : 起源・拡大・現在
ユルゲン・コッカ著/山
井敏章訳

人文書院 332.06/Ko15

254      経済がわかる論点50 2019 みずほ総合研究所著 東洋経済新報社 332.107/MiS/'19

255      中国新興企業の正体(角川新書:[K-204]) 沈才彬 [著] KADOKAWA 332.22/C47
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256      一帯一路からユーラシア新世紀の道
進藤榮一, 周瑋生, 一帯
一路日本研究センター編

日本評論社 332.22/I91

257      GAFA vs.中国 : 世界支配は「石油」から「ビッグデータ」に大転換した : Google Apple Facebook amazon 渡邉哲也著 ビジネス社 332.22/W46

258      経済法入門(法学教室Library) 泉水文雄著 有斐閣 333.09/Se73

259      この1冊でわかる世界経済の新常識 2019 大和総研編著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

333.6/D28/'19

260      グローバル化の光と影 : 日本の経済と働き方はどう変わったのか 高橋信弘編著 晃洋書房 333.6/Ta33

261      多文化共生20の物語(まんがクラスメイトは外国人)
「外国につながる子ども
たちの物語」編集委員会
編/みなみななみまんが

明石書店 334.41/G14

262      西洋の自死 : 移民・アイデンティティ・イスラム
ダグラス・マレー著/町
田敦夫訳

東洋経済新報社 334.43/Mu79

263      グローバル化とイノベーションの経営学 : 開かれた市場と企業組織による調整 秋野晶二 [ほか] 編著 税務経理協会 335.1/G95

264      はじめて学ぶ人のための経営学入門 ver.2 (第2版)(文眞堂ブックス. セメスターテキストシリーズ:1) 片岡信之 [ほか] 著 文眞堂 335.1/H16

265      集中講義高校生の経営学 : 経営学部の受験を迷っている人に 洞口治夫, 小池祐二編著 文眞堂 335.1/H87

266      よくわかるコーポレート・ガバナンス(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 風間信隆編著 ミネルヴァ書房 335.4/Ka99

267      ビジネス実務法務検定試験3級一問一答エクスプレス 2019年度版
TAC株式会社(ビジネス実
務法務検定試験講座) 編
著

TAC株式会社出版事業部 336.079//'19

268      ビジネス実務法務検定試験3級公式テキスト 新版 2019年度版 東京商工会議所編
東京商工会議所経営支援
事業部検定センター/中
央経済社 (発売)

336.079//'19

269      ビジネス実務法務検定試験3級公式問題集 2019年度版 東京商工会議所編
東京商工会議所検定セン
ター/中央経済社 (発売)

336.079//'19

270      予測マシンの世紀 : AIが駆動する新たな経済
アジェイ・アグラワル,
ジョシュア・ガンズ, ア
ヴィ・ゴールドファーブ

早川書房 336.17/Y94

271      考える力とは、問題をシンプルにすることである。 苅野進著 ワニブックス 336.2/Ka66

272      マンガでわかる!5W1H思考
渡邉光太郎著/秋内常良
シナリオ/汐田まくら作
画

すばる舎 336.2/W46
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273      健康経営はあなたの会社を強くする!
秋島一雄, 大嶋謙一, 木
村清香, 末廣秀樹, 仲光
和之, 宮本遙, 吉崎明

税務経理協会 336.48/Ke45

274      電話応対技能検定1・2級公式問題集 : もしもし検定 2018年版
日本電信電話ユーザ協会
編

日本経済新聞出版社 336.49//'18

275      共感力(EIシリーズ : Emotional intelligence)
ハーバード・ビジネス・
レビュー編集部編
/DIAMONDハーバード・ビ

ダイヤモンド社 336.49/D28

276      敵とのコラボレーション : 賛同できない人、好きではない人、信頼できない人と協働する方法
アダム・カヘン著/東出
顕子訳

英治出版 336.49/Ka19

277      秘書検定試験3級実問題集 : 文部省認定 2019年度版 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 336.59//'19

278      秘書検定試験準1級実問題集 : 文部省認定 2019年度版 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 336.59//'19

279      秘書検定試験2級実問題集 : 文部省認定 2019年度版 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 336.59//'19

280      発展コーポレート・ファイナンス 菅野正泰著 創成社 336.8/Ka57

281      財務分析からの会計学 第3版 森久 [ほか] 著 森山書店 336.83/Z1

282      不適切会計対応の実務 : 予防・発見・事後対応
長島・大野・常松法律事
務所, あずさ監査法人,
KPMG税理士法人編

商事法務 336.9/F97

283      GDPも純利益も悪徳で栄える : 「賢者の会計学」と「愚者の会計学」 田中弘著 税務経理協会 336.9/Ta84

284      「不正会計」対応はこうする・こうなる 内田正剛著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.9/U14

285      検定簿記講義 : 商業簿記 3級 2019年度版
井上達雄, 染谷恭次郎編
著

中央経済社 336.91//'19

286      スッキリわかる日商簿記2級工業簿記 第8版(スッキリわかるシリーズ) 滝澤ななみ著 TAC株式会社出版事業部 336.91//['19]

287      スッキリわかる日商簿記2級商業簿記 第11版(スッキリわかるシリーズ) 滝澤ななみ著 TAC株式会社出版事業部 336.91//['19]

288      スッキリわかる日商簿記3級 第10版(スッキリわかるシリーズ) 滝澤ななみ著 TAC株式会社出版事業部 336.91//['19]

289      合格テキスト日商簿記3級 : Ver.10.0 第10版(よくわかる簿記シリーズ) TAC簿記検定講座編著 TAC株式会社出版事業部 336.91//['19]
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290      日商簿記3級に"とおる"トレーニング 第2版(とおる簿記シリーズ) 桑原知之著
ネットスクール株式会社
出版本部

336.91//['19]

291      日商簿記3級に"とおる"テキスト 第2版(とおる簿記シリーズ) 桑原知之著
ネットスクール株式会社
出版本部

336.91//['19]

292      簿記が基礎からわかる本 : 中級レベルまで 第3版 清村英之著 同文舘出版 336.91/Ki87

293      IFRS会計学基本テキスト 第6版 橋本尚, 山田善隆著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.92/H38

294      新しい収益認識基準のシステム対応 岩谷誠治著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.92/I97

295      テキスト国際会計基準 新訂版 桜井久勝編著 白桃書房 336.92/Sa47

296      収益認識の会計入門 : 図解でスッキリ
EY新日本有限責任監査法
人編

中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.93/E94

297      負債と資本の会計学 : 新株予約権・複合金融商品・ストック・オプションの検討 名越洋子著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.94/N46

298      「ルール」徹底活用型ビジネスモデル入門 : SDGs対応を強みに変える 市川芳明著 第一法規 336/I14

299      不正リスクへの対応実務 : 予防から発覚後の対処法まで
新日本有限責任監査法人
編

中央経済社 336/Sh64

300      みんなが欲しかった!FPの問題集3級 '18-'19年版 滝澤ななみ著 TAC出版事業部 338.079//'18-'19

301      史上最強のFP3級問題集 18-19年版
高山一恵監修/オフィス
海著

ナツメ社 338.079//'18-'19

302      FP技能士精選問題解説集〈学科〉2級 '18～'19年版
金融財政事情研究会検定
センター監修/きんざい
ファイナンシャル・プラ

きんざい 338.079//'18-'19

303      これだけ覚えるFP技能士3級一問一答+要点整理 '18→'19年版
家計の総合相談センター
著

成美堂出版 338.079//'18-'19

304      FP技能士精選問題解説集〈実技〉2級個人資産相談業務 '18～'19年版
金融財政事情研究会検定
センター監修/きんざい
ファイナンシャル・プラ

きんざい 338.079//'18-'19

305      スッキリとける過去+予想問題FP技能士3級 2018-2019年版
TAC株式会社(FP講座) 編
著

TAC株式会社出版事業部 338.079//'18-'19

306      史上最強のFP2級AFP問題集 18-19年版
高山一恵監修/オフィス
海著

ナツメ社 338.079//'18-'19

18



2019年4月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

307      スッキリわかるFP技能士3級 : (金財)個人資産相談業務対応 2018-2019年版(スッキリわかるシリーズ) 白鳥光良編著 TAC出版事業部 338.079//'18-'19

308      合格力養成!FP2級過去問題集 平成30-31年版実技試験編 日建学院編著 建築資料研究社 338.079//'18-'19

309      資格の大原公式FP3級合格問題集 '18-'19受検対策 資格の大原FP講座著 大原出版 338.079//'18-'19

310      FP技能士精選問題解説集〈実技〉2級資産設計提案業務 '18～'19年版
きんざいファイナンシャ
ル・プランナーズ・セン
ター編著

きんざい 338.079//'18-'19

311      FP技能士精選問題解説集〈実技〉2級中小事業主資産相談業務 '18～'19年版
金融財政事情研究会検定
センター監修/きんざい
ファイナンシャル・プラ

きんざい 338.079//'18-'19

312      FP技能士精選問題解説集〈実技〉2級生保・損保顧客資産相談業務 '18～'19年版
金融財政事情研究会検定
センター監修/きんざい
ファイナンシャル・プラ

きんざい 338.079//'18-'19

313      合格力養成!FP2級過去問題集 平成30-31年版学科試験編 日建学院編著 建築資料研究社 338.079//'18-'19

314      株式、為替、商品、金利 金融マーケットの教科書 : アナリストの相場観に学ぶ、"勝つ"投資戦略 真壁昭夫著 徳間書店 338.18/Ma33

315      
明日を生きるための教養が身につくハーバードのファイナンスの授業 : ハーバード・ビジネス・スクール伝
説の最終講義

ミヒル・A・デサイ著/関
美和訳

ダイヤモンド社 338/D64

316      バーチャルマネーの法務 : 電子マネー・ポイント・仮想通貨を中心に 第2版 北浜法律事務所編 民事法研究会 338/Ki64

317      金融論 第2版(ベーシック+) 家森信善著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

338/Y49

318      働き方改革と所得税 : サイドビジネス・フリーランスの税金 日景智著 税務研究会出版局 345.33/H57

319      世界の統計 (国際統計要覧) 2019 総務庁統計局編
大蔵省印刷局 : 日本統
計協会

350.9/Som/'19

320      人口動態統計 平成29年
厚生省大臣官房統計情報
部編

厚生統計協会 358.1/KoR/J-'17

321      社会学はどこから来てどこへ行くのか 岸政彦 [ほか] 著 有斐閣 361.04/Sh12

322      助ける(シリーズ人間科学:2) 渥美公秀, 稲場圭信編 大阪大学出版会 361.4/A95

323      The ontological turn : an anthropological exposition : pbk(New departures in anthropology)
Martin Holbraad,
Morten Axel Pedersen

Cambridge University
Press

361.4/H83
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324      「いい人」をやめる脳の習慣 茂木健一郎著 学研プラス 361.4/Mo16

325      フェイクニュースを科学する : 拡散するデマ、陰謀論、プロパガンダのしくみ(DOJIN選書:79) 笹原和俊著 化学同人 361.45/Sa72

326      まず、この質問で雑談はうまくいく 青木毅著 朝日新聞出版 361.454/A53

327      フェイクニュース : 新しい戦略的戦争兵器(角川新書:[K-237]) 一田和樹 [著] KADOKAWA 361.47/I13

328      Advances in experimental social psychology v. 59
edited by Leonard
Berkowitz

Academic Press 361.5/A3/59

329      異文化体験入門 オンデマンド版 毛受敏浩著 明石書店 361.5/Me49

330      多文化共生をどう捉えるか(下野新聞新書:12) 宇都宮大学国際学部編 下野新聞社 361.5/U96

331      思考力を磨くための社会学 岩本茂樹著 中央公論新社 361/I94

332      社会制作の方法 : 社会は社会を創る、でもいかにして?(けいそうブックス) 北田暁大著 勁草書房 361/Ki62

333      社会保障の手引 : 施策の概要と基礎資料 2019年版
厚生省社会局監査指導課
編集

社会福祉調査会 364/ShH/'19

334      空き家を活かす : 空間資源大国ニッポンの知恵(朝日新書:695) 松村秀一著 朝日新聞出版 365.3/Ma82

335      発達障害のある人の就労支援(ハンディシリーズ発達障害支援・特別支援教育ナビ)
梅永雄二編著/梅永雄二
[ほか] 著

金子書房 366.28/U73

336      会社員が消える : 働き方の未来図(文春新書:1207) 大内伸哉著 文藝春秋 366/O91

337      毒親サバイバル 菊池真理子著 KADOKAWA 367.3/Ki24

338      5つの問題行動別「手に負えない思春期の子」への関わり方 土井高徳著 小学館 367.6/D83

339      楽しき哀しき昭和の子ども史(らんぷの本) 小泉和子編著 河出書房新社 367.61/Ko38

340      定年前後の「やってはいけない」 : 人生100年時代の生き方、働き方(青春新書intelligence:PI-538) 郡山史郎著 青春出版社 367.7/Ko79
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341      認知症高齢者への対応と法律問題 : 介護・医療現場が知っておくべき
平田厚, 厚東知成, 神山
慎一共著

新日本法規出版 367.7/N76

342      LGBTQってなに? : セクシュアル・マイノリティのためのハンドブック
ケリー・ヒューゲル著/
上田勢子訳

明石書店 367.9/H98

343      教養のためのセクシュアリティ・スタディーズ 風間孝 [ほか] 著 法律文化社 367.9/Ky7

344      貧困・格差の現場から : シンポジウム・あたりまえの社会を考える
市民連合, 総がかり行動
編

八月書館 368.2/A49

345      地面師 : 他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団 森功著 講談社 368.6/Mo49

346      U-CAN (ユーキャン) の社会福祉士まとめてすっきり!よくでるテーマ88 2019年版
ユーキャン社会福祉士試
験研究会編

ユーキャン学び出版/自
由国民社 (発売)

369.079//'19

347      これだけ覚える!社会福祉士重要項目 '19年版
成田すみれ監修/コン
デックス情報研究所編著

成美堂出版 369.079//'19

348      はじめてでもよくわかる!社会福祉士入門テキスト '19年版
田幡恵子著/寺島彰監修/
コンデックス情報研究所
編

成美堂出版 369.079//'19

349      社会福祉士国家試験模擬問題集 2019 日本社会福祉士会編 中央法規出版 369.079//'19

350      U-CANの社会福祉士これだけ!一問一答&要点まとめ 2019年版
ユーキャン社会福祉士試
験研究会編

ユーキャン学び出版/自
由国民社 (発売)

369.079//'19

351      みんなが欲しかった!社会福祉士の一問一答集 : 頻出テーマ厳選100 2019年版
TAC社会福祉士受験対策
研究会編著

TAC株式会社出版事業部 369.079//'19

352      社会福祉士国家試験らくらく暗記マスター 2019
暗記マスター編集委員会
編

中央法規出版 369.079//'19

353      社会福祉小六法 平成31年版 ミネルヴァ書房編集部編 ミネルヴァ書房 369.12/MiS/'19

354      法的根拠に基づくケアマネ実務ハンドブック : Q&Aでおさえる業務のツボ 改訂 後藤佳苗著 中央法規出版 369.16/G72

355      介護はケアマネで9割決まる! 小林光恵著 育鵬社/扶桑社 (発売) 369.16/Ko12

356      親が倒れた!親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版 太田差惠子著 翔泳社 369.26/O84

357      知的障害のある人たちと「ことば」 : 「わかりやすさ」と情報保障・合理的配慮 打浪文子著 生活書院 369.28/U21
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358      慰安婦報道「捏造」の真実 : 検証・植村裁判 植村裁判取材チーム編 花伝社/共栄書房 (発売) 369.37/U42

359      ソーシャルワーク論(しっかり学べる社会福祉:2)
木村容子編著/小原眞知
子編著

ミネルヴァ書房 369/ShM/2

360      「みんなの学校」から「みんなの社会」へ(岩波ブックレット:No. 997) 尾木直樹, 木村泰子著 岩波書店 370.4/O25

361      教職論(Minervaはじめて学ぶ教職:2) 吉田武男編著 ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/2

362      学校経営(MINERVAはじめて学ぶ教職:9) 浜田博文編著 ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/9

363      学校法 第2版(教師のための教育学シリーズ:3) 佐々木幸寿編著 学文社 371.08/KyT/3

364      教師として考えつづけるための教育心理学 : 多角的な視点から学校の現実を考える 大久保智生, 牧郁子編 ナカニシヤ出版 371.4/O54

365      The Cambridge handbook of motivation and learning : hardback
edited by K. Ann
Renninger, Suzanne E.
Hidi

Cambridge University
Press

371.4/R27

366      世界の学校心理学事典
シェーン・R・ジマーソ
ン, トーマス・D・オー
クランド, ピーター・

明石書店 371.4/Se22

367      不登校は必ず減らせる : 6段階の対応で取り組む不登校激減法 市川千秋, 工藤弘著 学事出版 371.42/I14

368      子どもの危機と学校組織 : 苦悩する学校を救う鍵は教師の生徒指導力向上とチーム力 近藤昭一著 教育出版 371.42/Ko73

369      フィンランドの子どもを支える学校環境と心の健康 : 子どもにとって大切なことは何か
松本真理子, ソイリ・ケ
スキネン編著

明石書店 371.43/Ma81

370      ユネスコスクール : 地球市民教育の理念と実践 小林亮著 明石書店 371.5/Ko12

371      学びなおしの部落問題 : 教育により新たな差別を生むことのないように
大阪教育文化センター
「部落問題解決と教育」
研究会著

部落問題研究所 371.56/O73

372      ドイツの理科教育 : その伝統と革新 宮野純次, 藤井浩樹共著 風間書房 372.34/Mi79

373      フィンランドの算数・数学教育 : 「個の自立」と「活用力の育成」を重視した学び 熊倉啓之編著 明石書店 372.3892/Ku33

374      フィンランドの理科教育 : 高度な学びと教員養成
鈴木誠編著/池田文人
[ほか] 著

明石書店 372.3892/Su96
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375      奈良県の養護教諭過去問 2020年度版(奈良県の教員採用試験過去問シリーズ:11) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

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

377      奈良県の面接過去問 2020年度版(奈良県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

378      和歌山県の養護教諭過去問 2020年度版(和歌山県の教員採用試験過去問シリーズ:10) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'20

379      集団討論・集団面接 [2020年度版](教員採用試験αシリーズ:[N-396]) 滝澤雅彦著 一ツ橋書店 373.7//'20

380      教員採用試験差がつく論文の書き方 2020年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'20

381      勝てる小論文・面接 : 教員採用試験教育問題の核心に迫る!/ 吉岡友治著 2020年度版 実務教育出版 373.7//'20

382      教職英語検定テキスト 新版 小学校低学年担当用 教職英語検定協会著
教職英語検定協会/ブッ
クフォレ (発売)

373.7//['18]

383      教職英語検定テキスト 小学校中学年担当用 教職英語検定協会著
教職英語検定協会/ブッ
クフォレ (発売)

373.7//['18]

384      教職英語検定テキスト 小学校高学年担当用 教職英語検定協会著
教職英語検定協会/ブッ
クフォレ (発売)

373.7//['18]

385      初等家庭科教育(新しい教職教育講座:教科教育編:8) 三沢徳枝, 勝田映子編著 ミネルヴァ書房 373.7/Ky4/8

386      アドラー心理学を活かした学級づくり : 実践事例でわかりやすい 会沢信彦編著 学事出版 374.12/A26

387      先生のためのセルフ・カウンセリング入門 : いつでもどこでもできる自己発見法 渡辺康麿著 学事出版 374.3/W46

388      学校をブラックから解放する : 教員の長時間労働の解消とワーク・ライフ・バランスの実現
教職員の働き方改革推進
プロジェクト編

学事出版 374.37/Ky5

389      どうすれば子どもたちのいのちは守れるのか : 事件・災害の教訓に学ぶ学校安全と安全教育 松井典夫著 ミネルヴァ書房 374.92/O73

390      小児の検尿マニュアル : 学校検尿・3歳児検尿にかかわるすべての人のために 日本小児腎臓病学会編 診断と治療社 374.93/N71

391      やってるつもりのチーム学校 : 協働が苦手な先生たちも動き出す校内連携のヒント
片山紀子編著/森口光輔
著

学事出版 374/Ka84

23



2019年4月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

392      
先生がつぶれる学校、先生がいきる学校 : 働き方改革とモチベーション・マネジメント(変わる学校、変わら
ない学校:実践編:2)

妹尾昌俊著 学事出版 374/Se72/2-2

393      図解授業・学級経営に成功する1年生の基礎学力 : 無理なくできる12か月プラン 岡篤著 フォーラム・A 375.1/G16/1

394      図解授業・学級経営に成功する2年生の基礎学力 : 無理なくできる12か月プラン 深沢英雄著 フォーラム・A 375.1/G16/2

395      図解授業・学級経営に成功する3年生の基礎学力 : 無理なくできる12か月プラン 川岸雅詩, 川崎和代著 フォーラム・A 375.1/G16/3

396      図解授業・学級経営に成功する4年生の基礎学力 : 無理なくできる12か月プラン 図書啓展著 フォーラム・A 375.1/G16/4

397      図解授業・学級経営に成功する5年生の基礎学力 : 無理なくできる12か月プラン 金井敬之著 フォーラム・A 375.1/G16/5

398      図解授業・学級経営に成功する6年生の基礎学力 : 無理なくできる12か月プラン 岸本ひとみ著 フォーラム・A 375.1/G16/6

399      汎用的な力をめざす!対話的で深い学びの授業のつくり方(白石メソッド授業塾) 高本英樹 [ほか] 著 学事出版 375.1/H29

400      反転授業が変える教育の未来 : 生徒の主体性を引き出す授業への取り組み
反転授業研究会編/芝池
宗克, 中西洋介著

明石書店 375.1/H29

401      「ものの見方・考え方」とは何か : 授業力向上の処方箋(Books教育の泉:15) 北俊夫著 文溪堂 375.1/Ki72

402      高等学校学習指導要領 (平成30年告示) : 平成30年3月告示 文部科学省 [編] 東山書房 375.1/Mo31/'18

403      プロジェクト型学習 : 未来を創る子どもたち : 福井発
秋田喜代美, 福井大学教
育学部附属義務教育学校
研究会著

東洋館出版社 375.189/A37

404      いじめ・不登校を防止する人間関係プログラム : アクティブラーニングで学校が劇的に変わる!
島根県松江市立第一中学
校「こころ・ほっとタイ
ム」研究会, 深美隆司編

学事出版 375.2/Ma76

405      道徳授業のPDCA : 指導と評価の一体化で授業を変える!(道徳科授業サポートBOOKS) 毛内嘉威編著 明治図書出版 375.352/Mo31

406      すぐに使える算数おもしろ教具 第2版(ワッとわく授業の上ネタ) 何森真人編 フォーラム・A 375.412/I99

407      数学的な見方・考え方を働かせる算数授業(明治図書:2111) 盛山隆雄[ほか]著 明治図書出版 375.412/Su23

408      「割合」指導の3つの方略 : 子どもが「なるほど!」「そうか!」と納得する!
山下英俊編著/算数教育
研究チーム「ベクトル」
著

東洋館出版社 375.412/Y44

24



2019年4月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

409      操作とゲームによる数学重要教材指導法 中学校2年 榊忠男編 明治図書出版 375.413/Sa31/2

410      操作とゲームによる数学重要教材指導法 中学校3年 榊忠男編 明治図書出版 375.413/Sa31/3

411      意欲を高める数学科教材・教具の開発
志水廣, 知多算数・数学
研究会編著

明治図書出版 375.413/Sh49

412      探究する資質・能力を育む理科教育 小林辰至編著 大学教育出版 375.42/Ko12

413      子どもの論理と科学の論理を結ぶ理科授業の条件 森本信也著 東洋館出版社 375.42/Mo55

414      小学校3年(活用力の基礎を育む授業ベーシック. 必備!理科の定番授業) 露木和男編著 学事出版 375.422/H77/3

415      小学校4年(活用力の基礎を育む授業ベーシック. 必備!理科の定番授業) 森田和良編著 学事出版 375.422/H77/4

416      小学校5年(活用力の基礎を育む授業ベーシック. 必備!理科の定番授業) 鷲見辰美編著 学事出版 375.422/H77/5

417      小学校6年(活用力の基礎を育む授業ベーシック. 必備!理科の定番授業) 佐々木昭弘編著 学事出版 375.422/H77/6

418      3年(本質がわかる・やりたくなる理科の授業) 堀雅敏著 子どもの未来社 375.422/H85/3

419      4年(本質がわかる・やりたくなる理科の授業) 高橋洋著 子どもの未来社 375.422/H85/4

420      5年(本質がわかる・やりたくなる理科の授業) 小佐野正樹著 子どもの未来社 375.422/H85/5

421      6年(本質がわかる・やりたくなる理科の授業) 江川多喜雄著 子どもの未来社 375.422/H85/6

422      戦後日本の小学校理科学習指導要領及び教科書の成立に関する研究 柴一実著 すずさわ書店 375.422/Sh17

423      3年生の理科全授業アクティブ・ラーニング(板書のかたち : ホワイトボードで子どもが参加) 内山裕之編著 星の環会 375.422/U25/3

424      4年生の理科全授業アクティブ・ラーニング(板書のかたち : ホワイトボードで子どもが参加) 内山裕之編著 星の環会 375.422/U25/4

425      5年生の理科全授業アクティブ・ラーニング(板書のかたち : ホワイトボードで子どもが参加) 内山裕之編著 星の環会 375.422/U25/5
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426      6年生の理科全授業アクティブ・ラーニング(板書のかたち : ホワイトボードで子どもが参加) 内山裕之編著 星の環会 375.422/U25/6

427      小学校理科教育におけるアーギュメント構成能力の育成 山本智一著 風間書房 375.422/Y31

428      16歳からの起業塾 : ダイヤモンドな君たちに贈る奇跡の授業
関西ニュービジネス協議
会著

どりむ社 375.6/Ka59

429      義務教育9年間の和楽器合奏プログラム : 生成の原理の立場から 小島律子著 黎明書房 375.76/Ko39

430      図解すぐに身につく・学力が高まる小学校国語学習スキル101の方法 府川源一郎編 教育出版 375.82/F72

431      国語科×音楽科の教科横断授業 : 共通「用語」で汎用的能力を育む(白石メソッド授業塾)
白石範孝監修/野中太一,
平野次郎, 高橋陽子編著
/さがみ国語勉強会, 鶴

学事出版 375.82/Ko47

432      思考活動3つの観点に基づいた「考える授業」のつくり方(白石メソッド授業塾)
瀧哲朗編著/月山国語の
会著

学事出版 375.82/Ta73

433      説明文・論説文 : 論理的な思考力を育てる(シリーズ国語授業づくり. 中学校)
日本国語教育学会監修/
笠井正信[ほか]編著

東洋館出版社 375.83/Se93

434      教えて考えさせる中学校国語科授業づくり(中学校国語サポートBOOKS) 刀禰美智枝著 明治図書出版 375.83/To63

435      高校国語新学習指導要領をふまえた授業づくり 理論編 大滝一登著 明治書院 375.84/O83

436      深い学びを実現する考える授業の思考サイクルと学年別年間プラン(白石メソッド授業塾)
香月正登, 板倉香代編著
/ことばの学びをひらく
会著

学事出版 375.852/Ka87

437      深い学びを育む「思考のズレ」を生かした授業のつくり方(白石メソッド授業塾) 白石範孝編著 学事出版 375.852/Sh82

438      「学ぶ・教える・考える」ための実践的英語科教育法
酒井英樹, 廣森友人, 吉
田達弘編著/亘理陽一
[ほか] 著

大修館書店 375.893/Ma43

439      新学習指導要領にもとづく英語科教育法 第3版
望月昭彦編著/久保田章,
磐崎弘貞, 卯城祐司著

大修館書店 375.893/Mo12

440      民主主義(角川文庫:21252) 文部省著 KADOKAWA 375.93/Mo31

441      「学校経営マンダラート」で創る新しいカリキュラム・マネジメント 大谷俊彦著 ぎょうせい 375/O84

442      乳児保育(MINERVAはじめて学ぶ保育:7) 馬場耕一郎編著 ミネルヴァ書房 376.1/Mi43/7

26



2019年4月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

443      幼稚園と保育所のいいところを見つめなおす : こども園の在り方を軸にして(総合保育双書:5)
大阪総合保育大学総合保
育研究所幼保一体化プロ
ジェクト編著

ふくろう出版 376.1/O73/5

444      幼稚園・保育所・施設実習完全ガイド : 準備から記録・計画・実践まで 第3版 太田光洋編著 ミネルヴァ書房 376.1/O83

445      最新保育資料集 2019 幼児保育研究会編 ミネルヴァ書房 376.1/Sa22/'19

446      毎日の保育をより豊かに : 保育の基本(0・1・2歳児からのていねいな保育:第2巻)
井桁容子, 岩井久美子,
汐見稔幸著

フレーベル館 376.1/Sh74/2

447      ていねいな保育実践のために : 保育の実践(0・1・2歳児からのていねいな保育:第3巻) 井桁容子, 汐見稔幸著 フレーベル館 376.1/Sh74/3

448      マンガでわかる保育の禁句・保育の名句 豊田君夫原作 黎明書房 376.1/To83

449      保育士・幼稚園教諭論作文・面接対策ブック 2020年度版 保育士試験研究会編 実務教育出版 376.14//'20

450      役立つ保育・教育用語集 : 判りやすく詳細な解説 [2020年度版](保育士・幼稚園採用試験シリーズ) 植原清編 大阪教育図書 376.14//'20

451      授業で現場で役に立つ!子どもの保健テキスト
小林美由紀編著/森脇浩
一編集協力

診断と治療社 376.14/Ko12

452      幼稚園幼児指導要録書き方&文例集 : 平成30年度実施 : 書ける!伝わる!
大方美香編著/無藤隆監
修

チャイルド本社 376.14/O23/'18

453      0・1・2歳児の指導計画の立て方(保育わかばbooks. 個性がキラリ) 開仁志編著 中央法規出版 376.15/H64

454      3・4・5歳児の指導計画の立て方(保育わかばbooks. 個性がキラリ) 開仁志編著 中央法規出版 376.15/H64

455      自然*植物あそび一年中 : 毎日の保育で豊かな自然体験!(Gakken保育Books) 出原大執筆 学研教育出版 376.154/I99

456      問題だらけの小学校教育 : 疲弊する教員、放置する学校長(ベストセレクト:0876) 東和誠著 ベストブック 376.21/To77

457      経営学部・商学部 : 中高生のための学部選びガイド(なるにはBooks. 大学学部調べ) 大岳美帆著 ぺりかん社 376.8

458      多文化共生の学校づくり : 横浜市立いちょう小学校の挑戦 オンデマンド版
山脇啓造, 横浜市立い
ちょう小学校編

明石書店 376.9/Y47

459      大学ランキング 2020年版 週刊朝日編 朝日新聞社 377.21//'20
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460      熱狂できる仕事と出会う「逆選考」就活ガイド 長倉達也著
幻冬舎メディアコンサル
ティング (発行)/幻冬舎
(発売)

377.95/N14

461      パワーカード : アスペルガー症候群や自閉症の子どもの意欲を高める視覚的支援法
アイリーサ・ギャニオン
著/ペニー・チルズ絵/門
眞一郎訳

明石書店 378.8/G13

462      インクルーシブ教育ってどんな教育?(インクルーシブ発想の教育シリーズ:1)
青山新吾編集代表/青山
新吾 [ほか] 著

学事出版 378/A58

463      排除する学校 : 特別支援学校の児童生徒の急増が意味するもの 鈴木文治著 明石書店 378/Su96

464      水辺の野外教育(野外教育入門シリーズ:第3巻)
自然体験活動研究会編
/[千足耕一責任編集]

杏林書院 379.3/ShT/3

465      障がいのある子どもの野外教育(野外教育入門シリーズ:第4巻)
自然体験活動研究会編
/[多田聡責任編集]

杏林書院 379.3/ShT/4

466      冒険教育の理論と実践(野外教育入門シリーズ:第5巻)
自然体験活動研究会編
/[星野敏男, 金子和正責
任編集]

杏林書院 379.3/ShT/5

467      生涯発達と生涯学習 第2版 堀薫夫著 ミネルヴァ書房 379/H89

468      文化が織りなす世界の装い(シリーズ比較文化学への誘い:4) 山田孝子, 小磯千尋編 英明企画編集 380.8/Y19/4

469      日本のしきたり : 日仏対訳
IBCパブリッシング編/西
村亜子, カミーユ・ブル
ダンフランス語訳

IBCパブリッシング 382.1/I11

470      
Grassroots Globalization : Reforestation and Cultural Revitalization in the Philippine
Cordilleras(Kyoto area studies on Asia:v. 25)

by Shimizu
Hiromu/translated by
Alexander Brown

Kyoto University
Press/Trans Pacific
Press

382.2481/ Sh49

471      遊牧の思想 : 人類学がみる激動のアフリカ 太田至編/曽我亨編 昭和堂 382.45/O81

472      食の文化を探る(フィールド科学の入口) 石毛直道, 赤坂憲雄編 玉川大学出版部 383.8/I73

473      地理女子が教えるご当地グルメの地理学
尾形希莉子, 長谷川直子
著

ベレ出版 383.81/O23

474      ラーメンの誕生(ちくま学芸文庫:[オ20-3]) 岡田哲著 筑摩書房 383.81/O38

475      ロマンス・オブ・ティー : 緑茶と紅茶の1600年 : 新装版
W.H.ユーカース [著]/杉
本卓訳

八坂書房 383.889/U58

476      いっしょにあそぼ草あそび花あそび 秋冬編
佐藤邦昭著/近藤理恵イ
ラスト

かもがわ出版 384.55/Sa85/1
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477      いっしょにあそぼ草あそび花あそび 春夏編
佐藤邦昭著/近藤理恵イ
ラスト

かもがわ出版 384.55/Sa85/2

478      日本の祭り解剖図鑑 久保田裕道著 エクスナレッジ 386.1/Ku14

479      呪者の肖像
川田牧人, 白川千尋, 関
一敏編

臨川書店 387.04/J98

480      妖怪たちのいるところ
水木しげる絵/小松和彦
文

KADOKAWA 388.1/Mi95

481      人身御供論(ちくま学芸文庫:[タ-36-2]) 高木敏雄著 筑摩書房 388.1/Ta29

482      Psychological anthropology for the 21st century First Edition Jack David Eller Routledge 389/E48

483      北朝鮮の漂着船 : 海からやってくる新たな脅威 荒木和博著 草思社 392.1076/A64

484      国家機密と良心 : 私はなぜペンタゴン情報を暴露したか(岩波ブックレット:No. 996)
ダニエル・エルズバーグ
著/梓澤登, 若林希和訳

岩波書店 392.53/ E48

485      孫子 : 名将の条件 板川正吾著 日中出版 399.23/I86

486      科学史/技術史(藪内清著作集:第5巻)
[藪内清著]/『藪内清著
作集』編集委員会編

臨川書店 402/YaK/5

487      動物と植物(図説科学の百科事典:1)
ジル・ベイリー, マイ
ク・アラビー著/藪忠綱
訳

朝倉書店 403.6/Z8/1

488      環境と生態(図説科学の百科事典:2)
サリー・モーガン, マイ
ク・アラビー著/藪忠綱
訳

朝倉書店 403.6/Z8/2

489      進化と遺伝 : 遺伝を司る分子たち(図説科学の百科事典:3)
ジル・ベイリー著/長神
風二, 谷村優太, 溝部鈴
訳

朝倉書店 403.6/Z8/3

490      化学の世界(図説科学の百科事典:4)
ニーナ・モルガン, ジョ
ン・O・E・クラーク著/
宮本惠子訳

朝倉書店 403.6/Z8/4

491      物質とエネルギー(図説科学の百科事典:5)
ジョン・O・E・クラーク
著/広井禎, 村尾美明訳

朝倉書店 403.6/Z8/5

492      星と原子(図説科学の百科事典:6)
スチュアート・クラーク
著/永井智哉, 市來淨與,
花山秀和訳

朝倉書店 403.6/Z8/6

493      地球と惑星探査(図説科学の百科事典:7)
ピーター・カッターモー
ル, スチュアート・ク
ラーク著/佐々木晶, 米

朝倉書店 403.6/Z8/7
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494      
論文・学会発表に役立つ!研究者のためのIllustrator素材集 : 素材アレンジで描画とデザインをマスターし
よう!

田中佐代子著 化学同人 407/Ta84

495      論文を書くための科学の手順 山田俊弘著 文一総合出版 407/Y19

496      植物たちの戦争 : 病原体との5億年サバイバルレース(ブルーバックス:B-2088) 日本植物病理学会編著 講談社 408/11/2088

497      世界標準のスイングが身につく科学的ゴルフ上達法(ブルーバックス:B-2089) 板橋繁著 講談社 408/11/2089

498      はじめての量子化学 : 量子力学が解き明かす化学の仕組み(ブルーバックス:B-2090) 平山令明著 講談社 408/11/2090

499      いやでも物理が面白くなる : 「止まれ」の信号はなぜ世界共通で赤なのか? 新版(ブルーバックス:B-2091) 志村史夫著 講談社 408/11/2091

500      いやでも数学が面白くなる : 「勝利の方程式」は解けるのか?(ブルーバックス:B-2092) 志村史夫著 講談社 408/11/2092

501      今日から使えるフーリエ変換 : 式の意味を理解し、使いこなす 普及版(ブルーバックス:B-2093) 三谷政昭著 講談社 408/11/2093

502      素数物語 : アイディアの饗宴(岩波科学ライブラリー:283) 中村滋著 岩波書店 408/14/283

503      恥ずかしくて聞けない数学64の疑問 : 疑問の64(無視)は,後悔のもと!(授業で教えて欲しかった数学:1) 仲田紀夫著 黎明書房 410.4/N31

504      行列が描くもの(数学ガールの秘密ノート) 結城浩著 SBクリエイティブ 410.4/YuH

505      ディック・ヘスの圧倒的パズルワールド : 発想・根気・思考力で挑む Dick Hess著/川辺治之訳 共立出版 410.79/H53

506      大学数学ほんとうに必要なのは『集合』(Beret science) 大蔵陽一著 ベレ出版 410.9/O57

507      意味がわかれば数学の風景が見えてくる [改訂合本] 野崎昭弘 [ほか] 著 ベレ出版 410/I47

508      
中学数学xやyの意味と使い方がわかる : わかりにくいxやyの意味と、問題の解き方がわかる! : 方程式関数
因数分解式の計算

小林道正著 ベレ出版 410/Ko12

509      図解眠れなくなるほど面白い数と数式の話 小宮山博仁監修 日本文芸社 410/Ko65

510      大人に役立つ算数(角川文庫:21472) 小宮山博仁 [著] KADOKAWA 410/Ko65
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511      スイスイ解ける高校数学 間地秀三著 ベレ出版 410/Ma32

512      語りかける中学数学 増補改訂版 高橋一雄著 ベレ出版 410/Ta33

513      語りかける高校数学 増補改訂版 数1編 高橋一雄著 ベレ出版 410/Ta33/1

514      語りかける高校数学 数II編 高橋一雄著 ベレ出版 410/Ta33/2

515      小学校6年分の算数が教えられるほどよくわかる : なぜ?を解決!(Beret science) 小杉拓也著 ベレ出版 411.1/Ko89

516      意味がわかる線形代数 : まずはこの一冊から(Beret science) 石井俊全著 ベレ出版 411.3/I75

517      ガロア理論の頂 (いただき) を踏む(Beret science) 石井俊全著 ベレ出版 411.73/I75

518      微分と積分 : その思想と方法 新版(日評数学選書) 遠山啓著 日本評論社 413.3/To79

519      高校生からわかる複素解析 : 専門数学への懸け橋 涌井良幸著 ベレ出版 413.52/W35

520      幾何のおもしろさ(数学入門シリーズ:7) 小平邦彦著 岩波書店 414.12/Ko17

521      意味がわかる統計学 : まずはこの一冊から(Beret science) 石井俊全著 ベレ出版 417.6/I75

522      初めて学ぶデータ分析の教科書
木下和也, 柳瀬尚司, 清
永ゆう子著

創成社 417/H16

523      意味がわかる多変量解析 : まずはこの一冊から(Beret science) 石井俊全著 ベレ出版 417/I75

524      意味がわかるベイズ統計学 : まずはこの一冊から(Beret science) 一石賢著 ベレ出版 417/Ka99

525      意味がわかる統計解析 : まずはこの一冊から(Beret science) 涌井貞美著 ベレ出版 417/W35

526      世界の歴史を変えたスゴイ物理学50
ジェームズ・リーズ著/
藤崎百合訳

ゆまに書房 420.2/L51

527      「物理・化学」の単位・記号がまとめてわかる事典 齋藤勝裕著 ベレ出版 420.75/Sa25

31



2019年4月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

528      新・単位がわかると物理がわかる : SI単位系の成り立ちから自然単位系まで(Beret science)
和田純夫, 大上雅史, 根
本和昭著

ベレ出版 420.75/Sh69

529      教養としての物理学入門 笠利彦弥, 藤城武彦著 講談社 420/Ka72

530      「物理・化学」の法則・原理・公式がまとめてわかる事典(Beret science) 涌井貞美著 ベレ出版 420/W35

531      一般相対性理論を一歩一歩数式で理解する 石井俊全著 ベレ出版 421.2/I75

532      12歳の少年が書いた量子力学の教科書 近藤龍一著 ベレ出版 421.3/Ko73

533      学んでみると量子論はおもしろい(Beret science) 牟田淳著 ベレ出版 421.3/Mu91

534      学んでみると素粒子の世界はおもしろい(Beret science) 陣内修著 ベレ出版 429.6/J52

535      炭素はすごい : なぜ炭素は「元素の王様」といわれるのか(サイエンス・アイ新書:SIS-426) 齋藤勝裕著 SBクリエイティブ 435.6/Sa25

536      天文年鑑 2019年版 天文同好會編 新光社 440.59/TeN/'19

537      絵でわかる宇宙の誕生(絵でわかるシリーズ) 福江純著 講談社 443.9/F74

538      地図化すると世の中が見えてくる : 自然|産業|資源・エネルギー|生活・文化|人口 伊藤智章著 ベレ出版 448.9/I91

539      時間と時計の歴史 : 日時計から原子時計へ
ジェームズ・ジェスパー
セン, ジェーン・フィツ
=ランドルフ著/高田誠

原書房 449.1/J41

540      TEN-DOKUクイズで読み解く天気図 増田雅昭著 ベレ出版 451.28/Ma66

541      風はなぜ吹くのか、どこからやってくるのか(Beret science) 杉本憲彦著 ベレ出版 451.4/Su38

542      雨はどのような一生を送るのか : 降る前から降った後までのメカニズム 三隅良平著 ベレ出版 451.64/Mi55

543      学んでみると気候学はおもしろい(Beret science) 日下博幸著 ベレ出版 451.8/Ku82

544      気象災害を科学する(Beret science) 三隅良平著 ベレ出版 451.98/Mi55
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545      ナチュラリスト : 生命を愛でる人 福岡伸一著 新潮社 460.4/F82

546      解剖・観察・飼育大事典
内山裕之, 佐名川洋之編
著

星の環会 460.75/U25

547      生きものとは何か : 世界と自分を知るための生物学(ちくまプリマー新書:319) 本川達雄著 筑摩書房 460/Mo85

548      学んでみると生命科学はおもしろい(Beret science) 田口英樹著 ベレ出版 460/Ta19

549      遺伝子から解き明かす性の不思議な世界 : 科学が明らかにした多様性と進化の仕組み 田中実編著 一色出版/悠書館 (発売) 467.3/Ta84

550      学んでみると遺伝学はおもしろい(Beret science) 針原伸二著 ベレ出版 467/H33

551      学んでみると生態学はおもしろい(Beret science) 伊勢武史著 ベレ出版 468/I69

552      ホモ・サピエンスが日本人になるまでの5つの選択(青春新書PLAY BOOKS:P-1129) 島崎晋著 青春出版社 469.2/Sh45

553      植物の形には意味がある(Beret science) 園池公毅著 ベレ出版 471.1/So47

554      植物の体の中では何が起こっているのか : 動かない植物が生きていくためのしくみ(Beret science) 嶋田幸久, 萱原正嗣著 ベレ出版 471.3/Sh36

555      動物学の百科事典 日本動物学会編 丸善出版 480.36/N71

556      生きものたちの奇妙な生活 : 驚きの自然誌
マーティ・クランプ著/
長野敬, 赤松眞紀訳

青土社 480.4/C94

557      似ている動物「見分け方」事典 木村悦子執筆 ベレ出版 481.1/Ki39

558      遺伝子から解き明かす脳の不思議な世界 : 進化する生命の中枢の5億年
滋野修一, 野村真, 村上
安則編著

一色出版/悠書館 (発売) 481.37/I19

559      ソロモンの指環 : 動物行動学入門 : 新装版
コンラート・ローレンツ
著/日高敏隆訳

早川書房 481.78/L88

560      鳥類学者の目のツケドコロ 松原始著 ベレ出版 488.04/Ma73

561      
鳥の不思議な生活 : ハチドリのジェットエンジン,ニワトリの三角関係,全米記憶力チャンピオンvsホシガラ
ス

ノア・ストリッカー著/
片岡夏実訳

築地書館 488.1/St8
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562      野鳥の名前 : 名前の由来と語源(ヤマケイ文庫)
安部直哉文/叶内拓哉写
真

山と溪谷社 488.21/A13

563      サルなりに思い出す事など : 神経科学者がヒヒと暮らした奇天烈な日々
ロバート・M・サポルス
キー [著]/大沢章子訳

みすず書房 489.95/Sa68

564      ロコモティブシンドロームと栄養
田中清, 上西一弘, 近藤
和雄責任編集

建帛社 493.6/R63

565      認知行動療法のこれから : 取り組むべき課題(精神療法:増刊第4号(2017))
大野裕, 「精神療法」編
集部編

金剛出版 493.72/SeR/4

566      精神分析の未来を考える(精神療法:増刊第5号(2018))
妙木浩之, 「精神療法」
編集部編

金剛出版 493.72/SeR/5

567      トラウマを生きる(京都大学人文科学研究所共同研究報告. トラウマ研究:1) 田中雅一, 松嶋健編 京都大学学術出版会 493.743/Ta84/1

568      2分でできる子どものメンタルヘルスチェックシート
岡田倫代編著/中土井芳
弘, 藤川愛著

学事出版 493.937/O38

569      よくみる子どもの皮膚疾患 : 診療のポイント&保護者へのアドバイス(ジェネラリストBOOKS)
佐々木りか子編集/佐々
木りか子, 日野治子, 馬
場直子執筆

医学書院 493.94/Sa75

570      安全な医療のための「働き方改革」(岩波ブックレット:No. 999) 植山直人, 佐々木司著 岩波書店 498.14/U51

571      仕事のストレスをなくす睡眠の教科書 : ぐっすり眠り、スッキリ起きる方法 和田隆著 方丈社 498.36/W12

572      災害支援者支援 高橋晶編著 日本評論社 498.89/Ta33

573      国家とエネルギーと戦争(祥伝社新書:361) 渡部昇一 [著] 祥伝社 501.6/W46

574      スッキリ!がってん!ユニバーサルデザインの本 古田均著 電気書院 501.83/F94

575      榮久庵憲司とデザインの世界 黒田宏治編 美学出版 501.83/Ku72

576      「中国製造2025」の衝撃 : 習近平はいま何を目論んでいるのか 遠藤誉著
PHPエディターズ・グ
ループ/PHP研究所 (発
売)

509.1/E59

577      クジラのおなかからプラスチック 保坂直紀[著] 旬報社 519.4/H91

578      サクッとわかる建築模型のつくり方(エクスナレッジムック) 建築知識編 エクスナレッジ 525.1/Ke41
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579      住宅設計のプロが必ず身につける建築のスケール感
中山繁信, 傳田剛史, 片
岡菜苗子共著

オーム社 527.1/J98

580      見るだけでわかる!家づくりビジュアルガイド(エクスナレッジムック) エクスナレッジ 527/Mi49

581      人生が変わるリフォームの教科書 : 片づけなくても片づく住まいに 水越美枝子著 講談社 527/Mi95

582      最高の住まいをつくる「リフォーム」の教科書(PHPビジュアル実用books) 佐川旭編著/林直樹著 PHP研究所 527/Sa16

583      宇宙飛行士に聞いてみた! : 世界一リアルな宇宙の暮らしQ&A ティム・ピーク著 日本文芸社 538.9/P31

584      こうするしかない原発問題 : 再生可能エネルギーに舵をきろう(脱原発シリーズ:2) 安藤顯著 三和書籍 543.5/A47

585      Fukushima : 小鳥はもう鳴かない : 小柴一良写真集 小柴一良著 七つ森書館 543.5/F84

586      原発再稼働と自治体 : 民意が動かす「3つの検証」
立石雅昭, にいがた自治
体研究所編

自治体研究社 543.5/Ta94

587      任正非の競争のセオリー : ファーウェイ成功の秘密(Realization of CHINESE★DREAM)
Zhang Yu, Jeffrey Yao
著/日中翻訳学院訳

日本僑報社 547.067/H98

588      ファーウェイの技術と経営 今道幸夫著 白桃書房 547.067/H98

589      最強の未公開企業ファーウェイ : 冬は必ずやってくる
田濤, 呉春波著/内村和
雄監訳

東洋経済新報社 547.067/H98

590      ワインの世界地図 : 8000年の史実から識る56カ国92地域のワイン産地の歴史と今
ジュール・ゴベール=
テュルパン著/アドリア
ン・グラント・スミス・

パイインターナショナル 588.55/G27

591      食の思想 : 小林カツ代の日常茶飯 小林カツ代著 河出書房新社 596.04/Ko12

592      食べたくなる本 三浦哲哉[著] みすず書房 596.04/Mi67

593      食生活からはじめる省エネ&エコライフ : エコロジークッキングの多面的分析 三神彩子著 建帛社 596/Mi27

594      ワインと料理ペアリングの楽しみ方 : 手ごろなワインでおいしい料理を! 森上久生著 旭屋出版 596/Mo48

595      テレンス・コンランインテリアの色使い
テレンス・コンラン著/
大野千鶴訳

エクスナレッジ 597/C86
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596      テレンス・コンラン流インテリアの基本 : シンプルで美しい暮らしのための3つのエッセンス
テレンス・コンラン著
/[大野千鶴訳]

エクスナレッジ 597/C86

597      アジア太平洋と関西 [2018](関西経済白書:2015年版-2018) アジア太平洋研究所編
丸善プラネット/丸善出
版 (発売)

602.16/A27/['18]

598      誰も農業を知らない : プロ農家だからわかる日本農業の未来 有坪民雄著 原書房 610.4/A77

599      日本語でビジネスメール : 書き方の基本と実用例文 松本節子 [ほか] 著 ジャパンタイムズ 670.91/N71

600      ビジネス英語表現大辞典6000+ : 仕事に使える表現はすべてここにある!
イ・ジユン著/英語出版
編集部編集/河井佳, 朴
理恵訳

アルク 670.93/I29

601      銭湯図解 塩谷歩波著 中央公論新社 673.96/E64

602      マーケティング・リサーチ入門 : 「調査」の基本から「提言」まで 朝野熙彦編著 東京図書 675.2/A87

603      築地から豊洲へ : 世界最大市場の歴史と将来 小松正之著 マガジンランド 675.5/To46

604      実践「ジョブ理論」 : ハーバード・ビジネス・スクールクリステンセン教授最新マーケティング理論 早嶋聡史著 総合法令出版 675/C58

605      消費者理解に基づくマーケティング : 感覚マーケティングと消費者情報消化モデル 須永努著 有斐閣 675/Su73

606      消費行動 新版 武居奈緒子著 晃洋書房 675/Ta65

607      中世美学史 : 「バラの名前」の歴史的・思想的背景
ウンベルト・エコ著/谷
口伊兵衛訳

而立書房 701.1/E19

608      レオナルド・ダ・ヴィンチ論(ちくま学芸文庫:[ウ22-1])
ポール・ヴァレリー
[著]/塚本昌則訳

筑摩書房 702.37/L55

609      文化財科学の事典 : 新装版 馬淵久夫 [ほか] 編集 朝倉書店 709/B89

610      
日中韓の相互イメージとポピュラー文化 : 国家ブランディング政策の展開(中国社会研究叢書 : 21世紀「大
国」の実態と展望:2)

石井健一著/小針進著/渡
邉聡著

明石書店 709/N88

611      源氏絵の系譜 : 平安時代から現代まで 稲本万里子著 森話社 721.2/I53

612      中國繪畫總合圖録 3編 第5卷 日本篇 鈴木敬編 東京大學出版會 722.2/ChK/3-5
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613      ムンクへの招待 : 自分の心の中を描くことで愛と不安、生命に向き合い続けた 朝日新聞出版著 朝日新聞出版 723.3894/Mu32

614      失われた娯楽を求めて : 極西マンガ論 仲俣暁生著
駒草出版株式会社ダンク
出版事業部

726.101/N35

615      名探偵コナンと平成(コア新書:028) さやわか著 コアマガジン 726.101/Sa99

616      王羲之と顔真卿 : 二大書聖のかがやき(別冊太陽. 日本のこころ:270) 富田淳監修 平凡社 728.22/To58

617      顔真卿の書 星弘道著 二玄社 728.224/G19

618      はんこと日本人(読みなおす日本史) 門田誠一著 吉川弘文館 739.02/Mo37

619      写真を読む夜 : プロフェッショナルのテクニックと視点 : 13人の写真家たちの撮影哲学
山内宏泰著/高橋恭司
[ほか述]

誠文堂新光社 740.4/Y46

620      天目 : てのひらの宇宙(別冊炎芸術) 阿部出版 751.1/A13

621      ストーリーのある50の名作椅子案内 萩原健太郎著
スペースシャワーネット
ワーク

758/H14

622      僕がジュリアードとバークリーで学んだこと : 音楽で生きていくために必要な51のルール 藤原清登著 河出書房新社 760.77/F68

623      ブルクミュラーで指揮法入門 山本訓久著 アルテスパブリッシング 761.9/Y31

624      中国の音楽思想 : 朱載堉と十二平均律 田中有紀著 東京大学出版会 762.22/Sh99

625      第九祝祭と追悼のドイツ20世紀史 矢羽々崇著 現代書館 764.31/Ko54

626      照明家(あかりや)人生 : 劇団四季から世界へ 吉井澄雄著 早川書房 771.55/Y88

627      東アジア古典演劇の伝統と近代(アジア遊学:232) 毛利三彌編/天野文雄編 勉誠出版 772.2/Mo54

628      近代歌舞伎年表 名古屋篇 第13巻
国立劇場近代歌舞伎年表
編纂室編

八木書店
774.26/KoG/K-3-
13

629      大林宣彦 : 戦争などいらない : 未来を紡ぐ映画を(のこす言葉 : kokoro booklet)
大林宣彦著/宇井洋編・
構成

平凡社 778.21/O12
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630      中国ドキュメンタリー映画論 佐藤賢著 平凡社 778.7/Sa85

631      ミッキーマウスヴィンテージ物語 : ウォルト・ディズニー名著復刻 : Walt Disney's Mickey and the gang
デイビッド・ガースタイ
ン編集・解説/稲次信一
郎訳

うさぎ出版/実業之日本
社 (発売)

778.77/D78

632      日本のアニメーションはいかにして成立したのか 西村智弘著 森話社 778.77/N84

633      「さみしさ」の研究(小学館新書:338) ビートたけし著 小学館 779.9/B48

634      より速くスマートに走り続けるために(マラソンランナーへの道:続) 鍋倉賢治著 大修館書店 782.3/N11/2

635      「プロレス」という文化 : 興行・メディア・社会現象 岡村正史著 ミネルヴァ書房 788.2/O43

636      千利休 : 切腹と晩年の真実(朝日新書:707) 中村修也著 朝日新聞出版 791.2/Se72

637      完全言語の探求(平凡社ライブラリー:750)
ウンベルト・エーコ著/
上村忠男, 廣石正和訳

平凡社 801.02/E19

638      Intercultural journeys : from study to residence abroad : hardback(Language and globalization) Jane Jackson Palgrave Macmillan 801.03/J11

639      チョムスキー言語学講義 : 言語はいかにして進化したか(ちくま学芸文庫:[チ-3-1])
ノーム・チョムスキー,
ロバート・C・バー
ウィック著/渡会圭子訳

筑摩書房 801/C53

640      物語における読者 新版
ウンベルト・エーコ著/
篠原資明訳

青土社 801/E19

641      現代言語理論の最前線(開拓社叢書:29) 西原哲雄 [ほか] 編 開拓社 801/G34

642      Neoliberalism and applied linguistics : pbk
David Block, John
Gray, Marnie Holborow

Routledge 801/N65

643      三層モデルでみえてくる言語の機能としくみ(開拓社叢書:28) 廣瀬幸生 [ほか] 編 開拓社 801/Sa66

644      意味変化の規則性(言語学翻訳叢書:第20巻)
エリザベス・C・トラウ
ゴット, リチャード・
B・ダッシャー著/日野資

ひつじ書房 802/Tr2

645      Second language identity in narratives of study abroad
Phil Benson ... [et
al.]

Palgrave Macmillan 807/B35

646      
Intercultural communicative competence in educational exchange : a multinational perspective :
hbk(Routledge Research in Teacher Education)

Alvino E. Fantini Routledge 807/F14
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647      
Language, identity, and study abroad : sociocultural perspectives : pbk(Studies in applied
linguistics)

Jane Jackson Equinox Pub. 807/J11

648      
The multilingual subject : what foreign language learners say about their experience and why it
matters(Oxford applied linguistics)

Claire Kramsch
Oxford University
Press

807/Kr1

649      
Handbook of second and foreign language writing(Handbooks of applied linguistics : communication
competence, language and communication problems, practical solutions:v. 11)

edited by Rosa M.
Manchón and Paul Kei
Matsuda

De Gruyter 807/Ma43

650      ファシリテーションのすすめ : 人をつなぐ心をつなぐ 鈴木まり子著 モラロジー研究所 809.6/Su96

651      日本語誕生のメカニズム 楊文輝著 栄光出版社 810.2/Y72

652      気のきいたモノの言い方ができる本 : どんな場面でも使える!「大人の言葉づかい」大全 中川路亜紀著 ダイヤモンド社 810.4/N34

653      日本語“どうして"Q&A100 中村幸弘著 右文書院 810.4/N37

654      日本語検定公式テキスト・例題集「日本語」 増補改訂版 初級 5・6・7級受検用 須永哲矢 [ほか] 著 東京書籍 810.7//['16]

655      日本語検定公式テキスト・例題集「日本語」 増補改訂版 中級 3・4級受検用 須永哲矢 [ほか] 著 東京書籍 810.7//['18]

656      日本語検定公式テキスト・例題集「日本語」 増補改訂版 上級 1・2級受検用 須永哲矢 [ほか] 著 東京書籍 810.7//['18]

657      コーパスと辞書(講座日本語コーパス:7)
伝康晴, 荻野綱男編/岡
照晃 [ほか] 著

朝倉書店 810.8/KoN/7

658      基礎日本語学 衣畑智秀編 ひつじ書房 810/Ki47

659      漢字源 : 上級漢和辞典 改訂第6版
藤堂明保編/松本昭編/竹
田晃編/加納喜光編

学研プラス 813.2/G16

660      辞書編集、三十七年 神永曉著 草思社 813/Ka37

661      方言の語彙 : 日本語を彩る地域語の世界(シリーズ「日本語の語彙」:8)
小林隆編/志村文隆 [ほ
か] 著

朝倉書店 814.08/H54/8

662      バカに見えるビジネス語(青春新書intelligence:PI-413) 井上逸兵著 青春出版社 814.7/I55

663      
「図解」まるわかり時事用語 : 世界と日本の最新ニュースが一目でわかる! : 絶対押えておきたい、最重要
時事を完全図解! 2019→2020年版

ニュース・リテラシー研
究所編著

新星出版社 814.7/NyR/'20
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664      どんな場でも知的に見られる(大人の語彙力ノート:どっちが正しい?編) 齋藤孝著 SBクリエイティブ 814/Sa25

665      先生のための古典文法Q&A100 中村幸弘編著 右文書院 815/N37

666      古文読解のための文法(ちくま学芸文庫:[サ44-1]) 佐伯梅友著 筑摩書房 815/Sa14

667      
受かる小論文の絶対ルール : 採点者はココを見る! : 大学受験 : 試験直前対策から推薦・AO入試まで 最新
版

樋口裕一著 青春出版社 816.5/H56

668      国語教師が教える二百字作文練習 : 楽しく身につくシンプルな文章表現 : 短文から長文まで 金子泰子著 溪水社 816/Ka53

669      論理的思考力が飛躍的に高まる大人の「読む力」 対崎正宏著 日本実業出版社 817.5/Ts39

670      体験的中国語の学び方 : わたしと中国語、中国とのかかわり 荒川清秀著 同学社 820.7/A63

671      中検準4級問題集 2019年版 中検研究会編 光生館 820.79//'19

672      中検4級問題集 2019年版 中検研究会編 光生館 820.79//'19

673      中検3級問題集 2019年版 中検研究会編 光生館 820.79//'19

674      中検4級筆記問題徹底対策1000問 : 発音・文法・日文中訳 西井和弥著 光生館 820.79//['19]

675      中検3級筆記問題徹底対策1000問 : 発音・文法・日文中訳 西井和弥著 光生館 820.79//['19]

676      本気で学ぶ上級中国語 : 中国語の総合力をアップさせる上級者のための本格的な学習書(Beret books) 趙玲華著 ベレ出版 820/C53

677      
本気で学ぶ中国語 : 発音・会話・文法の力を基礎から積み上げる(CD book:Basic language learning
series)(Beret books)

趙玲華著 ベレ出版 820/C53

678      
本気で学ぶ中級中国語 : 一歩すすんだ文法・実践的な会話力をきちんと積み上げる(CD book. Middle
language learning)(Beret books)

趙玲華著 ベレ出版 820/C53

679      ベーシッククラウン中日・日中辞典 小型版
千葉謙悟, 熊進監修/三
省堂編修所編

三省堂 823.3/Sa66

680      HSK成語用法 : 解釈・例文・練習
郭春貴, 郭久美子, 操智
編著

白帝社 824.4/H97
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681      日中漢語の生成と交流・受容 : 漢語語基の意味と造語力 荒川清秀著 白帝社 824/A63

682      広東語文末助詞の言語横断的研究(ひつじ研究叢書:言語編:第158巻) 飯田真紀著 ひつじ書房 828.4/I26

683      
本気で学ぶ中級韓国語 : 一歩すすんだ文法・実践的な会話力をきちんと積み上げる(CD book. Middle
language learning)

チョ・ヒチョル著 ベレ出版 829.1/C53

684      
本気で学ぶ韓国語 : 発音・会話・文法の力を基礎から積み上げる(CD book. Basic language
learning)(Beret books)

チョ・ヒチョル著 ベレ出版 829.1/C53

685      現代言語理論の概説
西原哲雄, 高橋潔, 中村
浩一郎共著

鷹書房弓プレス 830.1/G34

686      はじめての英語学 改訂版
長谷川瑞穂編著/大井恭
子 [ほか] 著

研究社 830.1/H36

687      新えいご・エイゴ・英語学
稲木昭子, 堀田知子, 沖
田知子著

松柏社 830.1/Sh57

688      英語教育徹底リフレッシュ : グローバル化と21世紀型の教育 今尾康裕 [ほか] 編 開拓社 830.7/E37

689      英語の素振り 加藤一器著 万来舎 830.7/Ka86

690      英語は「英語で学ぶ」とうまくいく : 英語で考える力をつける14段階式英語学習法 西ジェームス著
日本能率協会マネジメン
トセンター

830.7/N82

691      使える英語を身につけるための4つの法則 : 教材大国ニッポンの迷信を打ち破る! 渡邊考著 IBCパブリッシング 830.7/W46

692      Jアプローチ : 「4技能時代」を先取りする凄い英語学習法 : 上達の鍵はスピーキングだった! 米原幸大, 晴山陽一著 IBCパブリッシング 830.7/Y82

693      英検1級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2019年度版 [旺文社] 830.79//'19

694      英検準2級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2019年度版 [旺文社] 830.79//'19

695      英検準1級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2019年度版 [旺文社] 830.79//'19

696      実践IELTS技能別問題集スピーキング 河野太一著 旺文社 830.79//['17]

697      実践IELTS技能別問題集ライティング 河野太一著 旺文社 830.79//['17]
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698      TOEIC L&Rテスト本番模試1回分 : 新形式問題対応 改訂版 [入江泉著] 旺文社 830.79//['18]

699      TOEIC L&Rテスト英文法ゼロからスコアが稼げるドリル 高橋恭子著/TEX加藤監修 アルク 830.79//['18]

700      TOEIC L&Rテスト本番そのままプラチナボキャブラリー : 新形式問題対応
ジャパンタイムズ&ロゴ
ポート編

ジャパンタイムズ 830.79//['18]

701      TOEIC L&R TEST サラリーマン特急新形式リーディング 八島晶著 朝日新聞出版 830.79//['18]

702      IELTSブリティッシュ・カウンシル公認本番形式問題3回分
ブリティッシュ・カウン
シル著/旺文社編

旺文社 830.79//['18]

703      TOEIC L&Rテスト文法問題でる1000問 TEX加藤著 アスク出版 830.79//['18]

704      TOEIC L&Rテスト860点奪取の方法(目標スコア奪取シリーズ:4) 藤枝暁生著 旺文社 830.79//['19]

705      TOEIC L&Rテスト730点奪取の方法(目標スコア奪取シリーズ:3) 古澤弘美著 旺文社 830.79//['19]

706      TOEIC L&Rテスト600点奪取の方法 八島晶著 旺文社 830.79//['19]

707      TOEIC L&Rテスト470点奪取の方法(目標スコア奪取シリーズ:1) 浜崎潤之輔著 旺文社 830.79//['19]

708      TOEIC L&Rテスト至高の模試600問 : 新形式問題対応
ヒロ前田, テッド寺倉,
ロス・タロック共著

アルク 830.79//['19]

709      TOEIC L&R test必ず☆でる熟語スピードマスター : はじめてでも600点突破! 成重寿著 Jリサーチ出版 830.79//['19]

710      TOEICテスト新形式精選模試リーディング [1]
加藤優, 野村知也, Paul
McConnell著

ジャパンタイムズ 830.79//['19]

711      TOEFL TEST必ず☆でる単スピードマスター : 超必須の英単語1200 : TOEFL iBT TEST・TOEFL ITP TEST両対応 林功, 秋本陽二著 Jリサーチ出版 830.79//['19]

712      英語で論理的に賛成・反対が言えるトレーニング : 200パターンで1000の英文を使いこなす(Beret books) 森秀夫著 ベレ出版 830/Mo48

713      世界のトップ経営者に聞く!(CNNリスニング・ライブラリー)
『CNN English
Express』編集部編

朝日出版社 831.1/C79

714      オドロキモモノキ英語発音 : 子音がキマればうまくいく 藤澤慶已著 ジャパンタイムズ 831.1/F66
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715      英語はつおんワークブック(CD book)(Beret books) マクラフリン愛菜著 ベレ出版 831.1/Ma21

716      和英日本文化表現辞典 研究社辞書編集部編 研究社 833.2/Ke45

717      新和英大辞典・プラス
渡邉敏郎, Stephen Boyd
ほか編

研究社 833.2/Sh69

718      リーダーズ・プラス 縮刷版 松田徳一郎監修 研究社 833.3/Ma75

719      リーダーズ英和中辞典 第2版 : 革装 野村恵造監修 研究社 833.3/N95

720      イメージでつかむ似ている英語使い分けBOOK
清水建二, すずきひろし
共著

ベレ出版 834.5/Sh49

721      日本人が勘違いしているカタカナ英語120(中公新書ラクレ:647)
キャサリン・A・クラフ
ト著/里中哲彦編訳

中央公論新社 834/C91

722      由来とつながりがわかる英単語語源マップ 臼井俊雄著 ベレ出版 834/U95

723      英語の名詞をきわめる : 可算名詞と不可算名詞の使い分け 小林悦雄著 春風社 835.2/Ko12

724      イメージで比べてわかる前置詞使い分けBOOK
すずきひろし, ミツイ直
子著

ベレ出版 835.64/Su96

725      英語感覚が理屈でわかる読むための英文法 久保聖一著 ベレ出版 835/Ku13

726      総合英語Evergreen (エバーグリーン) : keep the Forest Evergreen
墺タカユキ編著/川崎芳
人 [ほか] 著

いいずな書店 835/O82

727      英語のしくみ 新版 関山健治著 白水社 835/Se44

728      学校では教えてくれない!英文法の新常識(NHK出版新書:576) 鈴木希明著 NHK出版 835/Su96

729      英語の命令文 : 神話と現実 高橋英光著 くろしお出版 835/Ta33

730      発信型英語スーパーレベルライティング : 日本人学習者の弱点を克服する技術とトレーニング(Beret books) 植田一三著 ベレ出版 836/U32

731      英語で意見を言ってみる : 50トピックでトレーニング(Beret books) 森秀夫著 ベレ出版 837.8/Mo48
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732      おもてなしの英語表現集 曽根田憲三 [ほか] 著
フォーインスクリーンプ
レイ事業部 (発売)

837.8/O63

733      
本気で学ぶドイツ語 : 発音・会話・文法の力を基礎から積み上げる(CD book. Basic language
learning)(Beret books)

滝田佳奈子著 ベレ出版 840/Ta73

734      
本気で学ぶフランス語 : 発音・会話・文法の力を基礎から積み上げる(CD book. Basic language
learning)(Beret books)

石川佳奈恵著 ベレ出版 850/I76

735      フランス文法総まとめ 東郷雄二著 白水社 855/To23

736      フランス文法総まとめ問題集 東郷雄二著 白水社 855/To23

737      
本気で学ぶイタリア語 : 発音・会話・文法の力を基礎から積み上げる(Beret books)(Basic language
learning series)

本多孝昭著 ベレ出版 870/H84

738      
本気で学ぶ中・上級イタリア語 : イタリア語の総合力をアップさせる中・上級者のための本格的な学習書(CD
book. High language learning)(Beret books)

本多孝昭著 ベレ出版 870/H84

739      詩学(光文社古典新訳文庫:[KBア2-3])
アリストテレス著/三浦
洋訳

光文社 901.1/A76

740      世界文学を読みほどく : スタンダールからピンチョンまで 増補新版(新潮選書) 池澤夏樹著 新潮社 902.3/I35

741      小説を深く読む : ぼくの読書遍歴 三田誠広著 海竜社 902.3/Mi58

742      新編バベルの図書館 1: アメリカ編
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/B65/1

743      新編バベルの図書館 2: イギリス編1
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/B65/2

744      新編バベルの図書館 3: イギリス編2
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/B65/3

745      新編バベルの図書館 4: フランス編
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/B65/4

746      新編バベルの図書館 5: ドイツ・イタリア・スペイン・ロシア編
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/B65/5

747      もう一度読みたい少女小説の世界 : 「若草物語」から「赤毛のアン」まで(双葉社スーパームック) 双葉社 909.3/F97

748      日本のヤバい女の子 はらだ有彩著 柏書房 910.2/H32
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749      平家物語/能・狂言/説経節/義経千本桜(作家と楽しむ古典)
古川日出男著/岡田利規
著/伊藤比呂美著/いしい
しんじ著

河出書房新社 910.2/Sa42

750      散文精神について 広津和郎著 本の泉社 910.26/H75

751      小説の生誕地・その源流をたどる : 日本海辺の文学研究序説 森英一著 能登印刷出版部 910.26/Mo47

752      遠藤周作による象徴と隠喩と否定の道 : 対比文学の方法 兼子盾夫著 キリスト新聞社 910.268/E59

753      宮部みゆき全一冊 宮部みゆき著 新潮社 910.268/Mi71

754      夏目漱石を読む 安宗伸郎著 溪水社 910.268/N58

755      司馬遼太郎と明治 : 西郷、大久保の時代(週刊朝日ムック) 朝日新聞出版 910.268/Sh17

756      「異」なる関西
日本近代文学会関西支部
編集委員会編

田畑書店 910.29/N71

757      日本文学検定公式問題集 古典・近現代3級 日本文学検定委員会編 新典社 910.7//['10]

758      日本文学概論ノート 古典編 原豊二著 武蔵野書院 910/H32/1

759      季語をさかのぼる 小林祥次郎著 勉誠出版 911.307/Ko12

760      聖地サンティアゴへの道 : 詩集 富田和夫著 土曜美術社出版販売 911.56/To58

761      吉野弘詩集(岩波文庫:緑(31)-220-1) 小池昌代編 岩波書店 911.56/Y92

762      作詞のことば : 作詞家どうし、話してみたら 岩里祐穂著 blueprint 911.66/I96

763      風土記 : 古代の日本をひらく(別冊太陽. 日本のこころ:268) 平凡社 913.2/F52

764      八重葎/別本八重葎(中世王朝物語全集:13) 神野藤昭夫校訂・訳注 笠間書院 913.41/6/13

765      延慶本平家物語全注釈 第6末(巻12) 延慶本注釈の会編 汲古書院 913.434/EnC/E-12
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766      空飛ぶ広報室(幻冬舎文庫:あ-34-5) 有川浩 [著] 幻冬舎 913.6/A71

767      火のないところに煙は 芦沢央著 新潮社 913.6/A92

768      レフトハンド・ブラザーフッド 知念実希人著 文藝春秋 913.6/C46

769      ひとつむぎの手 知念実希人著 新潮社 913.6/C46

770      割れた誇り(文春文庫:[と-24-15]. ラストライン:2) 堂場瞬一著 文藝春秋 913.6/D81/2

771      ある男 平野啓一郎著 文藝春秋 913.6/H66

772      江戸を造った男(朝日文庫:[い90-1]) 伊東潤著 朝日新聞出版 913.6/I91

773      さざなみのよる 木皿泉著 河出書房新社 913.6/Ki97

774      昨日がなければ明日もない 宮部みゆき著 文藝春秋 913.6/MiM2/S-5

775      古民家再生物語 : 古材を生かす、未来を建てる 森久美子著 中央公論新社 913.6/Mo53

776      大江健三郎全小説 15 大江健三郎著 講談社 913.6/O18/15

777      大江健三郎全小説 8 大江健三郎著 講談社 913.6/O18/8

778      ひと 小野寺史宜著 祥伝社 913.6/O67

779      黄金の王 白銀の王(角川文庫:17230) 沢村凛 [著]
角川書店/角川グループ
パブリッシング (発売)

913.6/Sa95

780      そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ著 文藝春秋 913.6/Se77

781      叫びと祈り(創元推理文庫:Mし7-1) 梓崎優 [著] 東京創元社 913.6/Sh93

782      すぐ死ぬんだから 内館牧子著 講談社 913.6/U14
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783      永遠の知的生活 : 余生を豊かに生きるヒント 一条真也, 渡部昇一著
有楽出版社/実業之日本
社 (発売)

914.6/I13

784      問い続ける力(ちくま新書:1399) 石川善樹著 筑摩書房 914.6/I76

785      思想的地震(ちくま学芸文庫:[カ-43-1]. 柄谷行人講演集成:1995-2015) 柄谷行人著 筑摩書房
914.6/Ka63/'95-
'15

786      あたかも壊れた世界 : 批評的、リアリズム的 小泉義之著 青土社 914.6/Ko38

787      私が食べた本 村田沙耶香著 朝日新聞出版 914.6/Mu59

788      明日は、いずこの空の下 上橋菜穂子著 講談社 914.6/U36

789      マリアナ先生の多文化共生レッスン : ブラジルで生まれ、日本で育った少女の物語 右田マリアナ春美著 明石書店 916/Mi16

790      眠れぬ夜のために : 1967-2018五百余の言葉(新潮新書:790) 五木寛之著 新潮社 917/I91

791      「新編」日本女性文学全集 8 渡邊澄子編集 菁柿堂/星雲社 (発売) 918.6/ShN/8

792      後藤明生コレクション 1
後藤明生著/いとうせい
こう [ほか] 編集委員

国書刊行会 918.68/G72/1

793      後藤明生コレクション 2
後藤明生著/いとうせい
こう [ほか] 編集委員

国書刊行会 918.68/G72/2

794      後藤明生コレクション 3
後藤明生著/いとうせい
こう [ほか] 編集委員

国書刊行会 918.68/G72/3

795      後藤明生コレクション 4
後藤明生著/いとうせい
こう [ほか] 編集委員

国書刊行会 918.68/G72/4

796      後藤明生コレクション 5
後藤明生著/いとうせい
こう [ほか] 編集委員

国書刊行会 918.68/G72/5

797      定本漱石全集 第26巻 : 別冊中 夏目金之助著 岩波書店 918.68/NaS/26

798      拾遺篇-大正期短歌 上(鉄幹晶子全集:別巻3) 与謝野寛, 与謝野晶子著 勉誠出版 918.68/YoH/B-別3

799      経國と文章 : 漢魏六朝文学論 牧角悦子著 汲古書院 920.24/Ma38
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800      元年春之祭(Hayakawa pocket mystery books:1935) 陸秋槎著/稲村文吾訳 早川書房 923.7/R42

801      中国奇想小説集 : 古今異界万華鏡 井波律子編訳 平凡社 923/I53

802      82年生まれ、キム・ジヨン
チョ・ナムジュ著/斎藤
真理子訳

筑摩書房 929.13/C53

803      シャーロック・ホームズ入門百科(河出文庫:[こ6-2]) 小林司, 東山あかね著 河出書房新社 930.268/Ko12

804      言語学から文学作品を見る : ヘミングウェイの文体に迫る(開拓社叢書:33) 倉林秀男著 開拓社 930.278/H52

805      C.S.ルイスの読み方 : 物語で真実を伝える
A.E.マクグラス著/佐柳
文男訳

教文館 930.278/L59

806      カササギ殺人事件 上(創元推理文庫:[Mホ15-1]-[Mホ15-2])
アンソニー・ホロヴィッ
ツ著/山田蘭訳

東京創元社 933.7/H89/1

807      カササギ殺人事件 下(創元推理文庫:[Mホ15-1]-[Mホ15-2])
アンソニー・ホロヴィッ
ツ著/山田蘭訳

東京創元社 933.7/H89/2

808      クマのプーさん全集 : おはなしと詩
A.A.ミルン作/E.H.シェ
パード絵/石井桃子, 小
田島雄志, 小田島若子訳

岩波書店 933.7/Mi28

809      芥川龍之介選英米怪異・幻想譚
芥川龍之介 [選]/澤西祐
典, 柴田元幸編訳

岩波書店 933.78/A39

810      ディケンズ寄稿集
チャールズ・ディケンズ
著/田辺洋子訳

溪水社 934.6/D72

811      アメリカ死にかけ物語
リン・ディン著, 小澤身
和子訳

河出書房新社 934.7/D76

812      きげんのいいリス
トーン・テレヘン著/長
山さき訳

新潮社 949.33/Te32

813      『ニルスのふしぎな旅』と日本人 : スウェーデンの地理読本は何を伝えてきたのか 村山朝子著 新評論 949.83/L13

814      フランス近代小説の力線 沖田吉穗著 水声社 950.26/O52

815      象徴主義と「風景」 : ボードレールからプルーストまで
坂巻康司 [ほか] 編/廣
田大地 [ほか執筆]

水声社 950.26/Sh95

816      シュルレアリストのパリ・ガイド
松本完治編訳/松本完治,
アンリ・ベアール, エマ
ニュエル・ルビオ著

エディション・イレーヌ 950.27/Ma81
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817      ドルジェル伯の舞踏会(光文社古典新訳文庫:[KAラ1-2]) ラディゲ著/渋谷豊訳 光文社 953.7/R11

818      もどってきた鏡(フィクションの楽しみ)
アラン・ロブ=グリエ著/
芳川泰久訳

水声社 953.7/R51

819      ソヴィエト旅行記(光文社古典新訳文庫:[KAシ7-2]) ジッド著/國分俊宏訳 光文社 955/G42

820      帰れない山(新潮クレスト・ブックス)
パオロ・コニェッティ著
/関口英子訳

新潮社 973/C83

821      ピノキオの冒険 : 新装版
カルロ・コッローディ原
作/ロベルト・インノ
チェンティ絵/金原瑞人

西村書店東京出版編集部 973/C84

822      プラハの墓地(海外文学セレクション)
ウンベルト・エーコ著/
橋本勝雄訳

東京創元社 973/E19

823      ヌメロ・ゼロ(河出文庫:[エ3-1])
ウンベルト・エーコ著/
中山エツコ訳

河出書房新社 973/E19

824      大尉の娘(光文社古典新訳文庫:[KAフ11-2])
プーシキン著/坂庭淳史
訳

光文社 983.6/P97

825      楽しく実践できる音楽づくり授業ガイド : 小学校音楽映像指導資料 低学年
文部科学省国立教育政策
研究所教育課程研究セン
ター制作

学事出版 DV375.7/Ko49/1

826      楽しく実践できる音楽づくり授業ガイド : 小学校音楽映像指導資料 中学年
文部科学省国立教育政策
研究所教育課程研究セン
ター制作

学事出版 DV375.7/Ko49/2

827      楽しく実践できる音楽づくり授業ガイド : 小学校音楽映像指導資料 高学年
文部科学省国立教育政策
研究所教育課程研究セン
ター制作

学事出版 DV375.7/Ko49/3

828      解剖のススメ : 解剖・観察・飼育大事典より
内山裕之, 佐名川洋之監
修

星の環会 DV460.75/U25

829      あっぷっぷ(こどものとも年少版:506号) 中村征夫さく 福音館書店 E//19

830      くもにアイロン(こどものとも:758号)
おおぎやなぎちか文/山
村浩二絵

福音館書店 E//19

831      なにがみえるかな?(かがくのとも:通巻602号)
きうちかつ作/中乃波木
写真

福音館書店 E//19

832      おうちへかえろ(とことこえほん) 三浦太郎さく・え 童心社 E/19

833      バスがきました(とことこえほん) 三浦太郎 [さく・え] 童心社 E/19
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834      おいもさんがね…(おいしいともだち) とよたかずひこさく・え 童心社 E/19

835      なっとうさんがね・・(おいしいともだち) とよたかずひこさく・え 童心社 E/19

836      たまごさんがね・・(おいしいともだち) 童心社 E/19

837      おにぎりくんがね・・(おいしいともだち) 童心社 E/19

838      いちごさんがね …(おいしいともだち) とよたかずひこさく・え 童心社 E/19

839      ばななくんがね‥(おいしいともだち) とよたかずひこさく・え 童心社 E/19

840      りんごくんがね‥(おいしいともだち) とよたかずひこさく・え 童心社 E/19

841      とうふさんがね・・(おいしいともだち) とよたかずひこさく・え 童心社 E/19

842      とまとさんがね‥(おいしいともだち) とよたかずひこさく・え 童心社 E/19

843      とうもろこしくんがね‥(おいしいともだち) 童心社 E/19

844      すいかくんがね‥(おいしいともだち) とよたかずひこさく・え 童心社 E/19

845      げんきにおでかけ 五味太郎さく 童心社 E/20

846      いそいでおでかけ 五味太郎さく 童心社 E/20

847      ゆっくりおでかけ 五味太郎さく 童心社 E/20

848      おんぶおんぶのももんちゃん(ももんちゃんあそぼう) とよたかずひこさく・え 童心社 E/22

849      のはらのひなまつり(えほん・こどもの四季) 神沢利子作/岩村和朗絵 金の星社 E/25

850      やっぱりたまごねえちゃん(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27
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851      おばけのたまごにいちゃん(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27

852      あひるのたまごねえちゃん(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27

853      だちょうのたまごにいちゃん(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27

854      たまおくんはたまごにいちゃん(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27

855      がんばる!たまごにいちゃん(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27

856      へんしん!たまごにいちゃん(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27

857      たまごにいちゃんといっしょ(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27

858      こんにちは たまごにいちゃん(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27

859      たまごにいちゃんぐみ(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27

860      からすのたまごにいちゃん(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27

861      きんのたまごにいちゃん(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27

862      ぺんぎんのたまごにいちゃん(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27

863      わたしとあそんで(世界傑作絵本シリーズ. アメリカの絵本)
マリー・ホール・エッツ
ぶん/え/よだじゅんいち
やく

福音館書店 E/27

864      たまごにいちゃん(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27

865      きょうりゅうのたまごにいちゃん(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27

866      たまごねえちゃん(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27

867      たまごにいちゃんとたまごねえちゃん(ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 E/27
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868      調べよう!文字のはじまりと本の歴史(本のことがわかる本:1) 稲葉茂勝文 ミネルヴァ書房 K020/I51/1

869      見てみよう!知っているようで知らない「本」 初版(本のことがわかる本:2) 稲葉茂勝文 ミネルヴァ書房 K020/I51/2

870      もっと知りたい!本が読者にとどくまで(本のことがわかる本:3) 稲葉茂勝文 ミネルヴァ書房 K020/I51/3

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

872      なぞがいっぱいウイルスの世界(もっと知りたい!微生物大図鑑:1) ミネルヴァ書房 K465/KiN/1(1)

873      ヒントがいっぱい細菌の利用価値(もっと知りたい!微生物大図鑑:2) ミネルヴァ書房 K465/KiN/2(1)

874      ふしぎがいっぱい真菌と寄生虫(もっと知りたい!微生物大図鑑:3) ミネルヴァ書房 K465/KiN/3(1)

875      ようこそ!葉っぱ科学館(植物たちの声を聞くたえこ先生のわ!観察記) 多田多恵子写真・文 少年写真新聞社 K471.1/Ta16

876      草食動物はどんなウンコ?(みてビックリ!動物のウンコ図鑑:; 1)
中居惠子文/角愼作, 岡
村奈穂美, カモシタハヤ
トイラスト

ミネルヴァ書房 K481/N34/1

877      肉食動物はどんなウンコ?(みてビックリ!動物のウンコ図鑑:; 2)
中居惠子文/角愼作, 岡
村奈穂美, カモシタハヤ
トイラスト

ミネルヴァ書房 K481/N34/2

878      雑食動物はどんなウンコ?(みてビックリ!動物のウンコ図鑑:; 3)
中居惠子文/角愼作, 岡
村奈穂美, カモシタハヤ
トイラスト

ミネルヴァ書房 K481/N34/3

879      アレルギーってなに?(きちんと知ろう!アレルギー:1) 坂上博著 ミネルヴァ書房 K493/Sa28/1

880      食物アレルギーとアナフィラキシー(きちんと知ろう!アレルギー:2) 坂上博著 ミネルヴァ書房 K493/Sa28/2

881      ぜんそく・アトピー・花粉症(きちんと知ろう!アレルギー:3) ミネルヴァ書房 K493/Sa28/3

882      どんぐりちゃん
アン・ドヒョン文/イ・
ヘリ絵/ゲ・イル訳

星の環会 K726.6/A47

883      おはなしのろうそく 1 東京子ども図書館編 東京子ども図書館 K908.3/1/32

884      あの会社のスゴい働き方(日経ビジネス人文庫:886, [に5-5]) 日経産業新聞編 日本経済新聞出版社 NBB/に5/5
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885      大清律刑律 : 伝統中国の法的思考 2(東洋文庫:893, 894)
[沈之奇撰]/谷井俊仁,
谷井陽子訳解

平凡社 ト322.22/Sh69/2

886      Last chance : pbk(Oxford bookworms library:Thriller & adventure:starter)
Phillip Burrows and
Mark Foster

Oxford University
Press

多読/英語

887      Star reporter(Oxford bookworms library:Human interest:starter)
John
Escott/illustrated by
John Erasmus

Oxford University
Press

多読/英語

888      Oranges in the snow : pbk(Oxford bookworms library:Crime & mystery:starter)
Phillip Burrows and
Mark Foster

Oxford University
Press

多読/英語

889      The mystery of Manor Hall : pbk(Oxford bookworms library:Crime & mystery:starter)
Jane
Cammack/illustrated by
Jérôme Mireault

Oxford University
Press

多読/英語

890      The white stones(Oxford bookworms library:Thriller & adventure:starter)
Lester
Vaughan/illustrated by
David Cuzik

Oxford University
Press

多読/英語

891      Vampire killer(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:starter)
Paul
Shipton/illustrated by
Andy Parker

Oxford University
Press

多読/英語

892      A Connecticut Yankee in King Arthur's court(Oxford bookworms library:Classics:starter)
Mark Twain/retold by
Alan Hines/illustrated
by Thomas Sperling

Oxford University
Press

多読/英語

893      The big game(Oxford bookworms library:Original fiction:Human interest:starter)
Paul
Shipton/illustrated by
Gavin Reece

Oxford University
Press

多読/英語

894      The girl with green eyes : Reader(Oxford bookworms library:Crime & mystery:starter)
John
Escott/illustrated by
Dylan Gibson

Oxford University
Press

多読/英語

895      Girl on a motorcycle : pbk(Oxford bookworms library:Crime & mystery:starter)
John
Escott/illustrated by
Kevin Hopgood

Oxford University
Press

多読/英語

896      New York café : [pbk](Oxford bookworms library:Fantasy & horror:starter)
Michael
Dean/illustrated by
Peter Richardson

Oxford University
Press

多読/英語

897      Sally's phone : pbk(Oxford bookworms library:Human interest:starter)
Christine
Lindop/illustrated by
Gavin Reece

Oxford University
Press

多読/英語

898      Mystery in London : pbk(Oxford bookworms library:Crime & mystery:starter)
Helen
Brooke/illustrated by
Ron Tiner

Oxford University
Press

多読/英語

899      Survive!(Oxford bookworms library:Human interest:starter)
Helen
Brooke/illustrated by
Andy Parker

Oxford University
Press

多読/英語

900      Escape : pbk(Oxford bookworms library:Thriller & adventure:starter)
Phillip Burrows and
Mark Foster

Oxford University
Press

多読/英語

901      Robin Hood(Oxford bookworms library:Human interest:starter)
John
Escott/illustrated by
Bob Harvey

Oxford University
Press

多読/英語
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902      Taxi of terror : pbk(Oxford bookworms library:Thriller & Adventure:starter)
Phillip Burrows and
Mark Foster

Oxford University
Press

多読/英語

903      Drive into danger : pbk(Oxford bookworms library:Thriller & adventure:starter)
Rosemary
Border/illustrated by
Simon Gurr

Oxford University
Press

多読/英語

904      The fifteenth character : pbk(Oxford bookworms library:Thriller & Adventure:starter)
Rosemary
Border/illustrated by
David Hine

Oxford University
Press

多読/英語

905      The bridge and other love stories : pbk(Oxford bookworms library. Human interest:stage 1)
Christine
Lindop/illustrated by
Jérôme Mireault

Oxford University
Press

多読/英語

906      Hachiko : Japan's most faithful dog(Oxford bookworms library:True stories:stage 1) Nicole Irving
Oxford University
Press

多読/英語

907      A ghost in love and other plays : pbk(Oxford bookworms library. Playscripts:stage 1) Michael Dean
Oxford University
Press

多読/英語

908      Mutiny on the Bounty(Oxford bookworms library:True stories:stage 1) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

909      Les misérables : pbk(Oxford bookworms library:Human interest:stage 1)
retold by Jennifer
Bassett/illustrated by
Giorgio Bacchin

Oxford University
Press

多読/英語

910      Sherlock Holmes and the sport of kings : pbk(Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 1)
Sir Arthur Conan
Doyle/retold by
Jennifer

Oxford University
Press

多読/英語

911      Under the moon : pbk(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 1) Rowena Akinyemi
Oxford University
Press

多読/英語

912      Shirley Homes and the cyber thief : pbk(Oxford bookworms library. Crime and mystery:stage 1)
Jennifer
Bassett/illustrated by
Nelson Evergreen

Oxford University
Press

多読/英語

913      Nobody listens : [book](Oxford bookworms library:Human interest:stage 1)
Rowena
Wakefield/illustrated
by Pascal Campion

Oxford University
Press

多読/英語

914      Christmas in Prague : [book](Oxford bookworms library:Human interest:stage 1) Joyce Hannam
Oxford University
Press

多読/英語

915      Remember Miranda : pbk(Oxford bookworms library:Human interest:stage 1) Rowena Akinyemi
Oxford University
Press

多読/英語

916      Little Lord Fauntleroy : pbk(Oxford bookworms library:Human interest:stage 1)
Frances Hodgson
Burnett/retold by
Jennifer

Oxford University
Press

多読/英語

917      The butler did it and other plays : pbk(Oxford bookworms library. Playscripts:stage 1)
Bill Bowler/retold by
Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

918      Pocahontas : [book](Oxford bookworms library:True stories:stage 1)
retold by Tim
Vicary/illustrated by
Thomas Sperling

Oxford University
Press

多読/英語
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919      The meaning of gifts : stories from Turkey : pbk(Oxford bookworms library. World stories:stage 1)
retold by Jennifer
Bassett/illustrated by
Gay Galsworthy

Oxford University
Press

多読/英語

920      Sherlock Holmes : two plays : pbk(Oxford bookworms library. Playscripts:stage 1)
Sir Arthur Conan
Doyle/retold by John
Escott

Oxford University
Press

多読/英語

921      The withered arm : pbk(Oxford bookworms library:Classics:stage 1)
Thomas Hardy/retold by
Jennifer
Bassett/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

922      The Omega files : short stories : pbk(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 1)
Jennifer
Bassett/illustrated by
Paul Dickinson

Oxford University
Press

多読/英語

923      47 ronin : a samurai story from Japan : [pbk.](Oxford bookworms library:True stories:stage 1)
Jennifer
Bassett/illustrated by
Dragon76

Oxford University
Press

多読/英語

924      The phantom of the opera : pbk(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 1) Jennifer Bassett
Oxford University
Press

多読/英語

925      The President's murderer : [book](Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 1) Jennifer Bassett
Oxford University
Press

多読/英語

926      Sherlock Holmes and the Duke's son : [book](Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 1)
Sir Arthur Conan
Doyle/retold by
Jennifer

Oxford University
Press

多読/英語

927      White death : [book](Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 1) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

928      The wizard of Oz : pbk(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 1)
L. Frank Baum/retold
by Rosemary
Border/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

929      The adventures of Tom Sawyer : pbk(Oxford bookworms library:Classics:stage 1)
Mark Twain/retold by
Nick
Bullard/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

930      The elephant man : [book](Oxford bookworms library:True stories:stage 1) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

931      A little princess : [book](Oxford bookworms library:Human interest:stage 1)
Frances Hodgson
Burnett/retold by
Jennifer

Oxford University
Press

多読/英語

932      Love or money? : [book](Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 1) Rowena Akinyemi
Oxford University
Press

多読/英語

933      The monkey's paw : [book](Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 1)
W.W. Jacobs/retold by
Diane Mowat

Oxford University
Press

多読/英語

934      Red dog Simplified ed : pbk(Oxford bookworms library:True stories:stage 2)
Louis de Berniè
res/retold by Jennifer
Bassett/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

935      Hamlet : pbk(Oxford bookworms library. Playscripts:stage 2)
William
Shakespeare/retold by
Alistair McCallum

Oxford University
Press

多読/英語
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936      Twelve years a slave : [pbk.](Oxford bookworms library:True stories:stage 2)
Solomon Northup/retold
by Clare
West/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

937      The murders in the Rue Morgue : [book](Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 2)
Edgar Allan Poe/retold
by Jennifer
Bassett/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

938      Romeo and Juliet Simplified ed : pbk(Oxford bookworms library. Playscripts:stage 2)
William
Shakespeare/retold by
Alistair

Oxford University
Press

多読/英語

939      Changing their skies : stories from Africa : pbk(Oxford bookworms library:World stories:stage 2)
retold by Jennifer
Bassett

Oxford University
Press

多読/英語

940      One thousand dollars and other plays : pbk(Oxford bookworms library. Playscripts:stage 2)
O. Henry/retold by
John Escott

Oxford University
Press

多読/英語

941      Five children and it : [book](Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 2)
Edith Nesbit/retold by
Diane Mowat

Oxford University
Press

多読/英語

942      Sherlock Holmes : more short stories : pbk(Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 2)
Sir Arthur Conan
Doyle/retold by Clare
West/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

943      The importance of being earnest : pbk(Oxford bookworms library. Playscripts:stage 2)
Oscar Wilde/retold by
Susan Kingsley

Oxford University
Press

多読/英語

944      
Stories from the heart : stories from around the world : pbk(Oxford bookworms library:World
stories:stage 2)

retold by Jennifer
Bassett

Oxford University
Press

多読/英語

945      Voodoo island : pbk(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 2) Michael Duckworth
Oxford University
Press

多読/英語

946      Death in the freezer : [book](Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 2) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

947      The mystery of Allegra : pbk(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 2) Peter Foreman
Oxford University
Press

多読/英語

948      
Troll and other stories : Ghosts international : Reader(Oxford bookworms library:Fantasy &
horror:stage 2)

Sarah
Walker/illustrated by
Paul Fisher-Johnson

Oxford University
Press

多読/英語

949      A stranger at Green Knowe(Oxford bookworms library:Human interest:stage 2)
Lucy M. Boston/retold
by Diane
Mowat/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

950      The summer intern : pbk(Oxford bookworms library. human interest:stage 2)
Helen
Salter/illustrated by
Nathalie Dion

Oxford University
Press

多読/英語

951      Much ado about nothing : pbk(Oxford bookworms library. Playscripts:stage 2)
William
Shakespeare/retold by
Alistair

Oxford University
Press

多読/英語

952      The adventures of Huckleberry Finn : pbk(Oxford bookworms library:Classics:stage 2)
Mark Twain/retold by
Diane
Mowat/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語
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953      New Yorkers : short stories : simplified ed(Oxford bookworms library:Human interest:stage 2)
O. Henry/retold by
Diane Mowat

Oxford University
Press

多読/英語

954      The piano : [book](Oxford bookworms library:Human interest:stage 2) Rosemary Border
Oxford University
Press

多読/英語

955      
The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe : pbk(Oxford bookworms
library:Classics:stage 2)

Daniel Defoe/retold by
Diane
Mowat/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

956      Sherlock Holmes short stories : simplified ed(Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 2)
Sir Arthur Conan
Doyle/retold by Clare
West

Oxford University
Press

多読/英語

957      Anne of Green Gables : pbk(Oxford bookworms library:Human interest:stage 2)
L.M. Montgomery/retold
by Clare
West/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

958      The Canterville ghost : pbk(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 2)
Oscar Wilde/retold by
John
Escott/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

959      The death of Karen Silkwood : [book](Oxford bookworms library:True stories:stage 2) Joyce Hannam
Oxford University
Press

多読/英語

960      Dracula : pbk(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 2)
Bram Stoker/retold by
Diane Mowat

Oxford University
Press

多読/英語

961      Henry VIII and his six wives : [book](Oxford bookworms library:True stories:stage 2) Janet Hardy-Gould
Oxford University
Press

多読/英語

962      The card(Oxford bookworms library:Human interest:stage 3)
Arnold Bennett/retold
by Nick
Bullard/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

963      
Kidnapped : the adventures of David Balfour in the year 1751 : pbk(Oxford bookworms
library:Thriller & adventure:stage 3)

Robert Louis
Stevenson/retold by
Clare West/illustrated

Oxford University
Press

多読/英語

964      
A cup of kindness : stories from the Scotland : [pbk.](Oxford bookworms library. World
stories:stage 3)

retold by Jennifer
Bassett/illustrated by
Dave Hill

Oxford University
Press

多読/英語

965      The last Sherlock Holmes story(Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 3)
Michael Dibdin/retold
by Rosalie Kerr

Oxford University
Press

多読/英語

966      
The long white cloud : stories from New Zealand : pbk(Oxford bookworms library:World stories:stage
3)

retold by Christine
Lindop/illustrated by
Chris King

Oxford University
Press

多読/英語

967      The kiss : love stories from North America : pbk(Oxford bookworms library:Human interest:stage 3)
retold by Jennifer
Bassett/illustrated by
Alan Marks

Oxford University
Press

多読/英語

968      The mysterious death of Charles Bravo(Oxford bookworms library:True stories:stage 3) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

969      The three strangers and other stories(Oxford bookworms library:Classics:stage 3)
Thomas Hardy/retold by
Clare West/illustrated
by Adam Stower

Oxford University
Press

多読/英語
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970      
Playing with fire : stories from the Pacific Rim : pbk(Oxford bookworms library:World
stories:stage 3)

retold by Jennifer
Bassett

Oxford University
Press

多読/英語

971      On the edge(Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 3)
Gillian Cross/retold
by Clare
West/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

972      A pair of ghostly hands and other stories(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:Stage 3)
retold by Diane
Mowat/illustrated by
Adam Stower

Oxford University
Press

多読/英語

973      The picture of Dorian Gray(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 3)
Oscar Wilde/retold by
Jill Nevile

Oxford University
Press

多読/英語

974      The prisoner of Zenda(Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 3)
Anthony Hope/retold by
Diane
Mowat/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

975      The secret garden(Oxford bookworms library:Human interest:stage 3)
Frances Hodgson
Burnett/retold by
Clare West/illustrated

Oxford University
Press

多読/英語

976      Skyjack! : [book](Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 3) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

977      Tales of mystery and imagination(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 3)
Edgar Allan Poe/retold
by Margaret Naudi

Oxford University
Press

多読/英語

978      The call of the wild(Oxford bookworms library:Classics:stage 3)
Jack London/retold by
Nick
Bullard/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

979      Chemical secret : [book](Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 3) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

980      A Christmas carol : [book](Oxford bookworms library:Classics:stage 3)
Charles Dickens/retold
by Clare
West/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

981      Frankenstein : pbk(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 3)
Mary Shelley/retold by
Patrick Nobes

Oxford University
Press

多読/英語

982      Love story : [book](Oxford bookworms library:Human interest:stage 3)
Erich Segal/retold by
Rosemary Border

Oxford University
Press

多読/英語

983      Leaving no footprint : stories from Asia : pbk(Oxford bookworms library. World stories:stage 3) retold by Clare West
Oxford University
Press

多読/英語

984      The eagle of the Ninth(Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 4)
Rosemary
Sutcliff/retold by
John Escott

Oxford University
Press

多読/英語

985      
Land of my childhood : stories from South Asia : pbk(Oxford bookworms library. World stories:stage
4)

retold by Clare
West/illustrated by
Arya Praharaj

Oxford University
Press

多読/英語

986      Brothers in arms(Oxford bookworms library:Original fiction:Fantasy & horror:stage 4)
Julie
Reeves/illustrated by
Jake Gumbleton

Oxford University
Press

多読/英語
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987      
Eat, pray, love : one woman's search for everything : pbk(Oxford bookworms library:True
stories:stage 4)

Elizabeth
Gilbert/retold by
Rachel

Oxford University
Press

多読/英語

988      The price of peace : stories from Africa : pbk(Oxford bookworms library. World stories:stage 4)
retold by Christine
Lindop

Oxford University
Press

多読/英語

989      
A time of waiting : stories from around the world : Reader(Oxford bookworms library:World
stories:stage 4)

retold by Clare West
Oxford University
Press

多読/英語

990      Black beauty(Oxford bookworms library:Human interest:stage 4)
Anna Sewell/retold by
John
Escott/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

991      The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 4)
Robert Louis
Stevenson/retold by
Rosemary Border

Oxford University
Press

多読/英語

992      Gulliver's travels(Oxford bookworms library:Classics:stage 4)
Jonathan Swift/retold
by Clare
West/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

993      The hound of the Baskervilles(Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 4)
Sir Arthur Conan
Doyle/retold by
Patrick Nobes

Oxford University
Press

多読/英語

994      Little women : [book](Oxford bookworms library:Human interest:stage 4)
Louisa May
Alcott/retold by John
Escott/illustrated by

Oxford University
Press

多読/英語

995      Silas Marner : the weaver of Raveloe : [book](Oxford bookworms library:Classics:stage 4)
George Eliot/retold by
Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

996      A tale of two cities(Oxford bookworms library:Classics:stage 4)
Charles Dickens/retold
by Ralph Mowat

Oxford University
Press

多読/英語

997      The thirty-nine steps : [book](Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 4)
John Buchan/retold by
Nick Bullard

Oxford University
Press

多読/英語

998      Three men in a boat(Oxford bookworms library:Human interest:stage 4)
Jerome K.
Jerome/retold by Diane
Mowat

Oxford University
Press

多読/英語

999      Treasure island(Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 4)
Robert Louis
Stevenson/retold by
John

Oxford University
Press

多読/英語

1,000   This rough magic : pbk(Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 5)
Mary Stewart/retold by
Diane Mowat

Oxford University
Press

多読/英語

1,001   Deadlock(Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 5)
Sara Paretsky/retold
by Rowena Akinyemi

Oxford University
Press

多読/英語

1,002   Jeeves and friends : short stories(Oxford bookworms library:Human interest:stage 5)
P.G. Wodehouse/retold
by Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

1,003   Little Dorrit : pbk(Oxford bookworms library:Classics:stage 5)
Charles Dickens/retold
by Rowena
Akinyemi/illustrated

Oxford University
Press

多読/英語
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1,004   Do androids dream of electric sheep?(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 5)
Philip K. Dick/retold
by Andy Hopkins and
Joc Potter

Oxford University
Press

多読/英語

1,005   The dead of Jericho(Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 5)
Colin Dexter/retold by
Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

1,006   The riddle of the sands(Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 5)
Erskine
Childers/retold by
Peter Hawkins

Oxford University
Press

多読/英語

1,007   The accidental tourist(Oxford bookworms library:Human interest:stage 5)
Anne Tyler/retold by
Jennifer Bassett

Oxford University
Press

多読/英語

1,008   The garden party and other stories(Oxford bookworms library:Human interest:stage 5)
Katherine
Mansfield/retold by
Rosalie Kerr

Oxford University
Press

多読/英語

1,009   Wuthering heights(Oxford bookworms library:Classics:stage 5)
Emily Brontë/retold by
Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

1,010   The fly and other horror stories(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:Stage 6) retold by John Escott
Oxford University
Press

多読/英語

1,011   American crime stories(Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 6) retold by John Escott
Oxford University
Press

多読/英語

1,012   The Joy Luck Club(Oxford bookworms library:Human interest:stage 6)
Amy Tan/retold by
Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

1,013   Dead man's money(Oxford bookworms library:Crime & mystery:starter)
John
Escott/illustrated by
Dave Hill

Oxford University
Press

多読/英語

1,014   Police TV : pbk(Oxford bookworms library:Crime & mystery:starter)
Tim Vicary/illustrated
by Dylan Teague

Oxford University
Press

多読/英語

1,015   Sister love and other crime stories(Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 1)
John
Escott/illustrated by
Gavin Reece

Oxford University
Press

多読/英語

1,016   Barchester towers(Oxford bookworms library:Classics:stage 6)
Anthony
Trollope/retold by
Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

1,017   Return to earth : simplified ed(Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 2)
John
Christopher/retold by
Susan Binder

Oxford University
Press

多読/英語

1,018   The age of innocence(Oxford bookworms library:Classics:stage 5)
Edith Wharton/retold
by Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

1,019   The murder of Mary Jones : pbk(Oxford bookworms library. Playscripts:stage 1) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

1,020   Five short plays : pbk(Oxford bookworms library. Playscripts:stage 1) Martyn Ford
Oxford University
Press

多読/英語
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1,021   
William Shakespeare's a midsummer night's dream : [pbk.](Oxford bookworms library:Classics:stage
3)

retold by R.J.
Corrall/illustrated by
Fausto Bianchi

Oxford University
Press

多読/英語

1,022   学芸員になるには(なるにはBOOKS:110) 横山佐紀著 ぺりかん社 就職/資格

1,023   公務員試験速攻の時事 : 平成31年度試験完全対応 [本編] 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'19

1,024   公務員試験直前予想問題 : 国家一般職・専門職、地方上級 31年度(公務員試験受験ジャーナル特別企画:4) 実務教育出版 就職/資格/'19

1,025   世界遺産検定公式過去問題集 2019年度版1・2級
世界遺産アカデミー監修
/世界遺産検定事務局著

世界遺産アカデミー/世
界遺産検定事務局/マイ
ナビ出版(発売)

就職/資格/'19

1,026   決算書はここだけ読もう : 会社の財布の覗き方 2019年版
ジャスネットコミュニ
ケーションズ編/[矢島雅
己著]

弘文堂 就職/資格/'19

1,027   働きながら・短期集中で・学び方いろいろ(日本語教師になるための学校ガイド. 2019)(イカロスMOOK) イカロス出版 就職/資格/'19

1,028   栢木先生のITパスポート試験教室 : イメージ&クレバー方式でよくわかる 平成31/01年 栢木厚著 技術評論社 就職/資格/'19

1,029   通関士スピードテキスト 2019年度版
TAC株式会社 (通関士講
座) 編著

TAC出版事業部 就職/資格/'19

1,030   通関士完全攻略ガイド 2019年版(通関士教科書. 通関士試験学習書) ヒューマンアカデミー著 翔泳社 就職/資格/'19

1,031   通関士試験合格ハンドブック : 受験指導第一人者による定番書 2019年版 片山立志編著
日本能率協会マネジメン
トセンター

就職/資格/'19

1,032   みんなが欲しかった!社労士の問題集 2019年度版
TAC株式会社(社会保険労
務士講座) 編著

TAC株式会社出版事業部 就職/資格/'19

1,033   頻出度順漢字検定準2級合格!問題集 [2019年版]
漢字学習教育推進研究会
編

新星出版社 就職/資格/'19

1,034   頻出度順漢字検定2級合格!問題集 [2019年版]
漢字学習教育推進研究会
編

新星出版社 就職/資格/'19

1,035   頻出度順漢字検定準1級合格!問題集 [2019年版]
漢字学習教育推進研究会
編

新星出版社 就職/資格/'19

1,036   ユーキャンの旅行業務取扱管理者速習レッスン国内総合 2019年版
ユーキャン旅行業務取扱
管理者試験研究会編

ユーキャン学び出版/自
由国民社(発売)

就職/資格/'19

1,037   日経キーワード : 550 words 2019-2020 日経HR編集部編著 日経HR
就職/資格/'19-
'20
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1,038   公務員試験速攻の英語 : あらゆる教養試験に対応! 2020年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

1,039   公務員試験時事コレ1冊! : 時事コレ! 2020年度採用版
TAC株式会社(公務員講
座) 編著

TAC株式会社出版事業部 就職/資格/'20

1,040   公務員試験速攻の自然科学 : 苦手な人ほど効果テキメン! 2020年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

1,041   商社 2020年度版(最新データで読む産業と会社研究シリーズ:3, 5) 産学社 就職/資格/'20

1,042   面接・官庁訪問の秘伝 : 公務員試験地方上級・国家II種・国税専門官他 2020年度採用版
山下純一 [著]/TAC株式
会社(公務員講座)編著

TAC株式会社出版事業部 就職/資格/'20

1,043   地方上級・国家一般職「大卒」市役所上・中級 : 論文試験頻出テーマのまとめ方 2020年度版 吉岡友治著 実務教育出版 就職/資格/'20

1,044   国家一般職「大卒」専門試験過去問500 2020年度版(公務員試験合格の500シリーズ:4) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

1,045   国家一般職「大卒」教養試験過去問500 2020年度版(公務員試験合格の500シリーズ:3) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

1,046   地方上級教養試験過去問500 2020年度版(公務員試験合格の500シリーズ:6, 3, 5) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

1,047   
公務員試験論文・面接で問われる行政課題・政策論のポイント : 「デキる人材」「即戦力」であることをア
ピールできる!! 2020年度版

高瀬淳一編著 実務教育出版 就職/資格/'20

1,048   朝日キーワード就職 2020 朝日新聞社編 朝日新聞社 就職/資格/'20

1,049   公務員試験受かる勉強法落ちる勉強法 : これが「最速受験術」だ! 2020年度版
「合格への道」研究会編
著

洋泉社 就職/資格/'20

1,050   現職採点官が教える!合格面接術 : 公務員試験 2020年度版 春日文生著 実務教育出版 就職/資格/'20

1,051   最新最強の地方公務員問題 上級 : '20年版 東京工学院専門学校監修 成美堂出版 就職/資格/'20

1,052   大卒全国市役所職員採用試験実戦テスト [2020年度版]
公務員試験情報研究会編
著

一ツ橋書店 就職/資格/'20

1,053   エントリーシート・履歴書 2020(絶対内定) 杉村太郎, 坂本章紀著 ダイヤモンド社 就職/資格/'20

1,054   現職採点官が教える!合格論文術 : 公務員試験 2020年度版 春日文生著 実務教育出版 就職/資格/'20
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1,055   現職人事が書いた「自己PR・志望動機・提出書類」の本 2020年度版(公務員試験) 大賀英徳著 実務教育出版 就職/資格/'20

1,056   エントリーシート対策 2020年度版(日経就職シリーズ. ロジカル・プレゼンテーション就活)
高田貴久著/日経HR編集
部編

日経HR 就職/資格/'20

1,057   鉄道業界就職ガイドブック 2020(イカロスMOOK) イカロス出版 就職/資格/'20

1,058   航空業界就職ガイドブック 2020(イカロスMOOK) イカロス出版 就職/資格/'20

1,059   市役所上・中級教養・専門試験過去問500 2020年度版(公務員試験合格の500シリーズ:8, 9) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

1,060   地方上級・専門試験過去問500 2020年度版(公務員試験合格の500シリーズ:7, 4, 6) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

1,061   女性の職業のすべて 2020年版 女性の職業研究会編 啓明書房 就職/資格/'20

1,062   大卒程度公務員面接対策ハンドブック : 公務員面接の徹底準備と必ず聞かれる64のQ&A 2020年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

1,063   現職人事が書いた面接試験・官庁訪問の本 2020年度版(公務員試験) 大賀英徳著 実務教育出版 就職/資格/'20

1,064   マスコミ就職読本 2020年度版 2 新聞・出版篇 月刊『創』編集部編 創出版 就職/資格/'20

1,065   国家総合職教養試験過去問500 2020年度版(公務員試験合格の500シリーズ:1) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

1,066   国家総合職専門試験過去問500 2020年度版(公務員試験合格の500シリーズ:2) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'20

1,067   面接の質問 2020(絶対内定) 杉村太郎, 坂本章紀著 ダイヤモンド社 就職/資格/'20

1,068   面接 2020(絶対内定) 杉村太郎, 坂本章紀著 ダイヤモンド社 就職/資格/'20

1,069   自己分析とキャリアデザインの描き方 2020(絶対内定) 杉村太郎著 ダイヤモンド社 就職/資格/'20

1,070   就活必修!1週間でできる自己分析 : エントリーシート・面接で失敗しない方法 2020 坪田まり子著 さくら舎 就職/資格/'20

1,071   畑中敦子の〈判断推理・数的推理〉頻出24テーマ速習BooK : 大卒程度公務員試験 2020 畑中敦子著 エクシア出版 就職/資格/'20
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1,072   マスコミ就職読本 2020年度版 1 入門篇 月刊『創』編集部編 創出版 就職/資格/'20

1,073   マスコミ就職読本 2020年度版 3 放送篇 月刊『創』編集部編 創出版 就職/資格/'20

1,074   就活必修!速習の面接・インターン 2020 坪田まり子[著] さくら舎 就職/資格/'20

1,075   面接・グループディスカッション対策 2020年度版(日経就職シリーズ. ロジカル・プレゼンテーション就活)
高田貴久著/日経HR編集
部編

日経HR 就職/資格/'20

1,076   5日で攻略!Webテスト '20年版 笹森貴之著 成美堂出版 就職/資格/'20

1,077   一般常識&最新時事一問一答頻出1500問 [2021年度版] 角倉裕之著 高橋書店 就職/資格/'21

1,078   出るとこだけ!一問一答一般常識&最新時事 ['21年度版] 小林公夫著 高橋書店 就職/資格/'21

1,079   内定者はこう書いた!エントリーシート・履歴書・志望動機・自己PR : 完全版 ['21年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'21

1,080   最新!SPI3完全版 ['21年度版] 柳本新二著 高橋書店 就職/資格/'21

1,081   大手・人気企業突破SPI3問題集 : 完全版 [2021年度版] SPI3対策研究所著 高橋書店 就職/資格/'21

1,082   文系学生のためのSPI3完全攻略問題集 ['21年度版] 尾藤健著 高橋書店 就職/資格/'21

1,083   内定者はこう話した!面接・自己PR・志望動機 : 完全版 ['21年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'21

1,084   超速マスター!一般常識&時事問題 [2021年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'21

1,085   内定者はこう選んだ!業界選び・仕事選び・自己分析・自己PR : 完全版 ['21年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'21

1,086   内定を決める!面接の極意 : 自己PR・志望動機・マナー・グループディスカッション ['21年度版] 酒井正敬著 高橋書店 就職/資格/'21

1,087   公務員用一般常識 [2021年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'21

1,088   就職用一般常識 ['21年版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'21
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1,089   就職試験によく出る適性・適職問題 [2021年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'21

1,090   一問一答!一般常識問題集 [2021年度版] 木村正男著 高橋書店 就職/資格/'21

1,091   イッキに内定!SPIスピード解法一問一答 ['21年度版] 尾藤健著 高橋書店 就職/資格/'21

1,092   適性検査最短攻略[一問一答] : イッキに内定! '21 國頭直子著 高橋書店 就職/資格/'21

1,093   一問一答面接攻略完全版 ['21年度版] 櫻井照士著 高橋書店 就職/資格/'21

1,094   これだけ押さえる!SPIでるとこだけ問題集 ['21年度版] 内定塾監修 高橋書店 就職/資格/'21

1,095   教養試験実戦問題集 : 合格公務員! [2021年度版] 高橋書店編集部編 高橋書店 就職/資格/'21

1,096   イッキに攻略!SPI3&テストセンター [2021年度版] 尾藤健著 高橋書店 就職/資格/'21

1,097   イッキに内定!面接&エントリーシート一問一答 [2021年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'21

1,098   イッキに内定!一般常識&時事一問一答 ['21年度] 角倉裕之著 高橋書店 就職/資格/'21

1,099   本気で内定!SPI&テストセンター1200題 2021年度版 ノマド・ワークス著 新星出版社 就職/資格/'21

1,100   ロジカル面接術 : Marketing of yourself いま企業は論理的な人を求めている! 2021年度版 津田久資,下川美奈著 ワック 就職/資格/'21

1,101   一問一答一般常識&最新時事 : ワザあり時短クリア [2021年度版] 羽根大介監修 永岡書店 就職/資格/'21

1,102   就職試験受かる小論文・作文模範文例 : 内定を勝ち取る自己アピールのヒント満載!! 2021年卒版 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'21

1,103   わかる!!わかる!!わかる!!小論文&作文 [就活'21年卒版] 阪東恭一著 新星出版社 就職/資格/'21

1,104   小論文&作文 : 内定プラス 2021年卒版 喜治賢次著 新星出版社 就職/資格/'21

1,105   得点を伸ばす!教養試験直前チェック ['21] 上野法律セミナー著 高橋書店 就職/資格/'21
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1,106   SPI問題集決定版 [2021年度版] 柳本新二著 永岡書店 就職/資格/'21

1,107   ゼロからわかるSPI : ワザあり全力解説! [2021年度版] 山口卓監修 永岡書店 就職/資格/'21

1,108   速攻!!ワザあり一般常識&時事 [2021年度版] 就職試験リサーチ編 永岡書店 就職/資格/'21

1,109   速攻!!ワザあり面接&エントリーシート [2021年度版] 就活研究所面接班編 永岡書店 就職/資格/'21

1,110   くわしく学ぶ世界遺産300 : 世界遺産検定2級公式テキスト 第3版
世界遺産アカデミー監修
/世界遺産検定事務局著

世界遺産アカデミー/世
界遺産検定事務局/マイ
ナビ出版(発売)

就職/資格/['19]

1,111   はじめて学ぶ世界遺産50 : 世界遺産検定4級公式テキスト 第2版
世界遺産アカデミー監修
/世界遺産検定事務局著

世界遺産アカデミー/世
界遺産検定事務局/マイ
ナビ出版(発売)

就職/資格/['19]

1,112   大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ判断推理 改訂第2版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['19]

1,113   大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ数的推理 改訂第2版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['19]

1,114   大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ文章理解・資料解釈 改訂第2版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['19]

1,115   一般知識出るとこチェック日本史・世界史 : 公務員採用試験国家一般職〈大卒程度〉、地方上級対応 第3版
小川文夫 [執筆]/麻生塾
編著

TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['19]

1,116   一般知識出るとこチェック地理 : 公務員採用試験国家一般職〈大卒程度〉、地方上級対応 第4版
小川文夫 [執筆]/麻生塾
編著

TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['19]

1,117   
一般知識出るとこチェック思想・文学・芸術 : 公務員採用試験国家一般職〈大卒程度〉、地方上級対応 第3
版

小川文夫 [執筆]/麻生塾
編著

TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['19]

1,118   
一般知識出るとこチェック数学・物理・化学 : 公務員採用試験国家一般職〈大卒程度〉、地方上級対応 第3
版

上村一則, 江藤弘明 [執
筆]/麻生塾編著

TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['19]

1,119   一般知識出るとこチェック政治・経済 : 公務員採用試験国家一般職〈大卒程度〉、地方上級対応 第4版
小川文夫 [執筆]/麻生塾
編著

TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['19]

1,120   一般知識出るとこチェック生物・地学 : 公務員採用試験国家一般職〈大卒程度〉、地方上級対応 第4版
上村一則, 江藤弘明 [執
筆]/麻生塾編著

TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['19]

1,121   ネットマーケティング検定公式テキスト 第3版 インターネットマーケティング基礎編
藤井裕之著/サーティ
ファイWeb利用・技術認
定委員会監修

インプレス 就職/資格/['19]

1,122   資料アクティブ家庭科 三訂版 2019 実教出版編修部著 実教出版 教/54/'19
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