
 2019年5月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 【オンデマンド版】宮沢賢治、中国に翔る想い 王　敏 岩波書店

2 気になるハワイ・ネイバー〜ハワイ・マウイ・モロカイ・カウアイ・ラナイ〜(TOKYO NEWS BOOKS) 山下　マヌー
東京ニュース通
信社

3 気になるハワイ(TOKYO NEWS BOOKS) 山下　マヌー
東京ニュース通
信社

4
The Developmental Process of Japanese Elementary School Teachers Associated with Teaching English while
Engaged in Lesson Study

上原　明子 春風社

5 第20巻 日本と中国 (現代日本の形成過程 [全52巻])
丸善出版株式会
社

6 ポストヒューマン : 新しい人文学に向けて

ロージ・ブライ
ドッティ著/大貫
菜穂 [ほか] 共
訳

フィルムアート
社

002/B71

7 国家と教養(新潮新書:793) 藤原正彦著 新潮社 002/F68

8 大人になるためのリベラルアーツ : 思考演習12題 続
石井洋二郎, 藤
垣裕子著

東京大学出版会 002/IsY/2

9 近代人文学はいかに形成されたか : 学知・翻訳・蔵書
甚野尚志, 河野
貴美子, 陣野英
則編

勉誠出版 002/Ki42

10 コンピュータシミュレーション 改訂2版
伊藤俊秀, 草薙
信照共著

オーム社 007.1/I91

11 中学数学からはじめる暗号入門 : 現代の暗号はどのようにして作られたのか(知りたいサイエンス:141) 関根章道著 技術評論社 007.1/Se36

12 AIにできること、できないこと : ビジネス社会を生きていくための4つの力
藤本浩司, 柴原
一友著

日本評論社 007.13/F62

13 サイバー空間を支配する者 : 21世紀の国家、組織、個人の戦略
持永大, 村野正
泰, 土屋大洋著

日本経済新聞出
版社

007.3/Sa17

14 Q&Aで考えるセキュリティ入門 : 「木曜日のフルット」と学ぼう!(漫画キャラで学ぶ大人のビジネス教養シリーズ) 宮田健著

エムディエヌ
コーポレーショ
ン/インプレス
(発売)

007.37/Mi85

15 情報マネジメント(未来へつなぐデジタルシリーズ:38)
神沼靖子 [ほか]
著

共立出版 007.5/J66

16 コンピュータに問い合せる : データベースリテラシ入門(Computer and web sciences library:4) 増永良文著 サイエンス社 007.609/Ma68

17 文科系のためのコンピュータリテラシ : Microsoft Officeによる 第7版(Information & computing:ex.-47)
草薙信照, 植松
康祐共著

サイエンス社 007.638/Ku83
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18 できるYouTuber式Excel現場の教科書 長内孝平著 インプレス 007.6384/O74

19 AIプログラマになれる本(日経BPパソコンベストムック)
藍圭介 [ほか]
著/日経ソフトウ
エア編

日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

007.64/A25

20 Scratchで楽しむレッツ!プログラミング : ジュニア・プログラミング検定公式テキスト
富士通エフ・
オー・エム株式
会社著・制作

FOM出版 007.64/F67

21 できるキッズ子どもと学ぶScratchプログラミング入門
竹林暁, 澤田千
代子, できるシ
リーズ編集部著

インプレス 007.64/Ko21

22 図書館の日本史(ライブラリーぶっくす) 新藤透著 勉誠出版 010.21/Sh62
23 最後の読書 津野海太郎著 新潮社 019.04/Ts83

24
偏差値95、京大首席合格者が教える「京大読書術」 : 仕事にも勉強にも必須な「理解力」と「連想力」が劇的に身に
つく

粂原圭太郎著 KADOKAWA 019.12/Ku37

25 人をつくる読書術(青春新書intelligence:PI-563) 佐藤優著 青春出版社 019.12/Sa86

26 本・子ども・絵本(文春文庫:[な-80-1])
中川李枝子著/山
脇百合子絵

文藝春秋 019.5/N32

27 スポーツするえほん 中川素子著 岩波書店 019.53/N32

28 絵本の泉 : 心を育む絵本の名作40(フォレストブックス) 高原典子著
いのちのことば
社フォレスト
ブックス

019.53/Ta32

29 読書する人だけがたどり着ける場所(SB新書:460) 齋藤孝著
SBクリエイティ
ブ

019/Sa25

30 金属活字と近代(書物學:15) 勉誠出版 020/BeS/15
31 伊丹十三が大好き! : 特集:(ケトル:vol.47) 太田出版 051.3/I88

32 ブリタニカ国際年鑑 2019
ティビーエス・
ブリタニカ年鑑

059/2/2019

33 ジャーナリズム・スタディーズのフィールド 大井眞二著 学文社 070/O33
34 外資の流儀 : 生き残る会社の秘密(講談社現代新書:2521) 中澤一雄著 講談社 081/16/2521

35 良 (い) い加減に生きる : 歌いながら考える深層心理(講談社現代新書:2522)
きたやまおさむ,
前田重治著

講談社 081/16/2522

36 院政 : 天皇と上皇の日本史(講談社現代新書:2523) 本郷恵子著 講談社 081/16/2523
37 日本の地方政府 : 1700自治体の実態と課題(中公新書:2537) 曽我謙悟著 中央公論新社 081/17/2537
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38 アジア近現代史 : 「世界史の誕生」以後の800年(中公新書:2538) 岩崎育夫著 中央公論新社 081/17/2538
39 虫や鳥が見ている世界 : 紫外線写真が明かす生存戦略 : カラー版(中公新書:2539) 浅間茂著 中央公論新社 081/17/2539
40 食の実験場アメリカ : ファーストフード帝国のゆくえ(中公新書:2540) 鈴木透著 中央公論新社 081/17/2540
41 平成金融史 : バブル崩壊からアベノミクスまで(中公新書:2541) 西野智彦著 中央公論新社 081/17/2541
42 漢帝国 : 400年の興亡(中公新書:2542) 渡邉義浩著 中央公論新社 081/17/2542
43 日米地位協定 : 在日米軍と「同盟」の70年(中公新書:2543) 山本章子著 中央公論新社 081/17/2543
44 なぜ人は騙されるのか : 詭弁から詐欺までの心理学(中公新書:2544) 岡本真一郎著 中央公論新社 081/17/2544
45 物語ナイジェリアの歴史 : 「アフリカの巨人」の実像(中公新書:2545) 島田周平著 中央公論新社 081/17/2545
46 中公文庫 中央公論社 081/18/
47 内なる辺境/都市への回路(中公文庫:[あ-18-5]) 安部公房著 中央公論新社 081/18/あ18-5
48 天使が見たもの : 少年小景集(中公文庫:[あ-20-3]) 阿部昭著 中央公論新社 081/18/あ20-3
49 道具屋殺人事件(中公文庫:[あ-79-4]. 神田紅梅亭寄席物帳) 愛川晶著 中央公論新社 081/18/あ79-4
50 ワルキューレ(中公文庫:[え-21-3]. 巡査長真行寺弘道:[3]) 榎本憲男著 中央公論新社 081/18/え21-3
51 戦後と私・神話の克服(中公文庫:[え-3-2]) 江藤淳著 中央公論新社 081/18/え3-2
52 玉藻の前(中公文庫:[お-78-8]) 岡本綺堂著 中央公論新社 081/18/お78-8
53 よこまち余話(中公文庫:[き-37-2]) 木内昇著 中央公論新社 081/18/き37-2

54 恋と掃除と謎解きと(中公文庫:[く-19-11]. ハウスワーク代行・亜美の日記) 鯨統一郎著 中央公論新社 081/18/く19-11

55 虎の道龍の門 上 : 新装版(中公文庫:[こ-40-34], [こ-40-35]) 今野敏著 中央公論新社 081/18/こ40-34

56 虎の道龍の門 下 : 新装版(中公文庫:[こ-40-34], [こ-40-35]) 今野敏著 中央公論新社 081/18/こ40-35

57 富士日記 新版 上(中公文庫:[た-15-10]) 武田百合子著 中央公論新社 081/18/た15-10

58 ZI-KILL : 真夜中の殴殺魔(中公文庫:[な-70-2]) 中村啓著 中央公論新社 081/18/な70-2
59 秀吉の躍進(中公文庫:[に-22-3]. レギオニス) 仁木英之著 中央公論新社 081/18/に22-3
60 木曽街道殺意の旅 改版 : 新装版(中公文庫:[に-7-61]) 西村京太郎著 中央公論新社 081/18/に7-61
61 戦後日記(中公文庫:[み-9-13]) 三島由紀夫著 中央公論新社 081/18/み9-13
62 ネットリンチ : 悪意の凝縮(中公文庫:[む-30-1]) 向井湘吾著 中央公論新社 081/18/む30-1
63 マタギ列伝 上 : 新装版(中公文庫:[や-66-1], [や-66-2]) 矢口高雄著 中央公論新社 081/18/や66-1
64 マタギ列伝 下 : 新装版(中公文庫:[や-66-1], [や-66-2]) 矢口高雄著 中央公論新社 081/18/や66-2

65 ファウスト 改版 悲劇第1部(中公文庫:[ケ-1-4], [ケ-1-5])
ゲーテ著/手塚富
雄訳

中央公論新社 081/18/ケ1-4

66 ファウスト 改版 悲劇第2部(中公文庫:[ケ-1-4], [ケ-1-5])
ゲーテ著/手塚富
雄訳

中央公論新社 081/18/ケ1-5
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67 物質と記憶(講談社学術文庫:[2509])
アンリ・ベルク
ソン [著]/杉山
直樹訳

講談社 081/2/2509

68 トクヴィル : 平等と不平等の理論家(講談社学術文庫:[2551]) 宇野重規 [著] 講談社 081/2/2551
69 楊貴妃 : 大唐帝国の栄華と滅亡(講談社学術文庫:[2552]) 村山吉廣 [著] 講談社 081/2/2552
70 雨の科学(講談社学術文庫:[2553]) 武田喬男 [著] 講談社 081/2/2553
71 元号通覧(講談社学術文庫:2554) 森鴎外 講談社 081/2/2554
72 日本語と西欧語 : 主語の由来を探る(講談社学術文庫:[2565]) 金谷武洋 [著] 講談社 081/2/2565
73 自選短編集パリの君へ(岩波現代文庫:文芸:306) 高橋三千綱著 岩波書店 081/22/B306

74 5分でたのしむ数学50話(岩波現代文庫:学術:405)
エアハルト・
ベーレンツ著/鈴
木直訳

岩波書店 081/22/G405

75 劣っていることは資産である : アドラーの「個人心理学講義」より(講談社まんが学術文庫:0022)
アドラー原作/岸
見一郎監修/近藤
たかしまんが

講談社 081/25/022

76 がん免疫療法とは何か(岩波新書:新赤版 1768) 本庶佑著 岩波書店 081/6-4/1768
77 平成経済衰退の本質(岩波新書:新赤版 1769) 金子勝著 岩波書店 081/6-4/1769
78 植民地から建国へ : 19世紀初頭まで(岩波新書:新赤版 1770. シリーズアメリカ合衆国史:1) 和田光弘著 岩波書店 081/6-4/1770

79 バブル経済事件の深層(岩波新書:新赤版 1774)
奥山俊宏, 村山
治著

岩波書店 081/6-4/1774

80 ゲーム理論入門の入門(岩波新書:新赤版 1775) 鎌田雄一郎著 岩波書店 081/6-4/1775
81 平成時代(岩波新書:新赤版 1777) 吉見俊哉著 岩波書店 081/6-4/1777

82 アメリカ人のみた日本の死刑(岩波新書:新赤版 1778)
デイビッド・T・
ジョンソン
[著]/笹倉香奈訳

岩波書店 081/6-4/1778

83 マキァヴェッリ : 『君主論』をよむ(岩波新書:新赤版 1779) 鹿子生浩輝著 岩波書店 081/6-4/1779

84 デモステネス弁論集 5(西洋古典叢書)
[デモステネス
著]/加来彰俊
[ほか] 訳

京都大学学術出
版会

089.1/1/17-5

85 暴力をめぐる哲学
飯野勝己, 樋口
浩造編著

晃洋書房 104/I27

86 今からはじめる哲学入門(学術選書:087) 戸田剛文編
京都大学学術出
版会

104/To17

87 近思録 上(タチバナ教養文庫) 湯浅幸孫著 たちばな出版 125.4/Sh99/1
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88 哲学の話(学術選書:086) 朴一功著
京都大学学術出
版会

130/P16

89 パイドン : 魂について(光文社古典新訳文庫:[KBフ2-6])
プラトン著/納富
信留訳

光文社 131.3/P71

90 啓蒙とはなにか : 忘却された「光」の哲学
ジョン・ロバー
トソン著/野原慎
司, 林直樹訳

白水社 133/R52

91 文化の進歩と道徳性 : カント哲学の「隠されたアンチノミー」 大森一三著 法政大学出版局 134.2/Ka59

92 ドゥルーズの21世紀
檜垣立哉, 小泉
義之, 合田正人
編

河出書房新社 135.5/D55

93 哲学者とその貧者たち(革命のアルケオロジー:8)
ジャック・ラン
シエール著/松葉
祥一 [ほか] 訳

航思社 135.5/R14

94 コレージュ・ド・フランス講義草稿 : 1959-1961

M.メルロ=ポン
ティ[著]/ステ
ファニー・メナ
セ編/松葉祥一,
廣瀬浩司, 加國
尚志共訳

みすず書房 135.55/Me66

95 APA論文作成マニュアル 第2版

アメリカ心理学
会(APA)著/前田
樹海, 江藤裕之,
田中建彦訳

医学書院 140.7/A44

96 人はあなたの顔をどう見ているか(ちくまプリマー新書:016) 石井政之著 筑摩書房 141.2/IsM/H(1)

97 バイオハッキング : テクノロジーで知覚を拡張する
カーラ・プラ
トーニ著/田沢恭
子訳

白揚社 141.2/P71

98 ユング心理学と子ども(ユング心理学研究:第11巻)
日本ユング心理
学会編

創元社 145.9/NiY/11
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99 喪失の悲しみを越えて : 新しい旅立ちへのサイコセラピイ : 新装版
フランシス・マ
クナブ著/福原眞
知子訳者代表

川島書店 146.8/Ma23

100 すべての罪悪感は無用です : 自分のために生きられないあなたに 斎藤学著 扶桑社 146.8/Sa25
101 恋と運命の占い : 運命の恋と結婚 2019(AERA MOOK. AERA占いMOOK:2019) 朝日新聞出版 148//'19

102 映画で考える生命環境倫理学
吉川孝, 横地徳
広, 池田喬編著

勁草書房 150.4/E37

103 不道徳的倫理学講義 : 人生にとって運とは何か(ちくま新書:1409) 古田徹也著 筑摩書房 150.4/F94
104 国体はどのように語られてきたか : 歴史学としての「国体」論 小林敏男著 勉誠出版 155/Ko12
105 20代で身につけたい働き方の基本 : 「君がいてよかった」と言われる仕事のルール 小杉樹彦著 新評論 159.4/Ko89

106 スタンフォードが教える本当の「働き方改革」
リア・ワイス著/
片山奈緒美訳

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

159.4/W55

107 僕たちは14歳までに何を学んだか(SB新書:464) 藤原和博著
SBクリエイティ
ブ

159/F56

108 東洋的瞑想の心理学(創元アーカイブス)
C.G.ユング著/湯
浅泰雄, 黒木幹
夫訳

創元社 161.04/J95

109 教養としての宗教学 : 通過儀礼を中心に 島田裕巳著 日本評論社 161/Sh36
110 風土記と古代の神々 : もうひとつの日本神話 瀧音能之著 平凡社 164.1/F52

111 物語北欧神話 上
ニール・ゲイマ
ン著/金原瑞人,
野沢佳織訳

原書房 164.389/G15/1

112 物語北欧神話 下
ニール・ゲイマ
ン著/金原瑞人,
野沢佳織訳

原書房 164.389/G15/2

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

Brill
167.033/EnI-
3/'19-3

114 大神神社(学生社日本の神社シリーズ)
中山和敬著/大神
神社編

学生社 175.965/N45

115 大乗仏教 : ブッダの教えはどこへ向かうのか(NHK出版新書:572) 佐々木閑著 NHK出版 181.02/Sa75
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116 新仏教とは何であったか : 近代仏教改革のゆくえ 中西直樹著 法藏館 182.1/N38
117 ほとけの姿(ちくま学芸文庫:[ニ13-1]) 西村公朝著 筑摩書房 186.8/N84

118 栄西禅師集
[栄西著]/藤田琢
司編

禅文化研究所 188.8/E39

119 吉利支丹抄物 : 隠れキリシタンの布教用ノート : 影印・翻刻・現代語訳 大塚英二編 勉誠出版 198.24/O88

120 若い読者のための考古学史(Yale University Press little histories)
ブライアン・
フェイガン著/広
瀬恭子訳

すばる舎 202.5/F11

121 さかのぼり現代史 : テーマ別だから理解が深まる(だからわかるシリーズ)

長谷川敦著/かみ
ゆ歴史編集部編/
朝日新聞出版編
著

朝日新聞出版 209.75/H36

122 図解でわかる14歳から知る影響と連鎖の全世界史
インフォビジュ
アル研究所, 大
角修著

太田出版 209/I54

123 400字で読むあらすじ世界史(宝島社新書:523) 祝田秀全監修 宝島社 209/I97
124 元号って何だ? : 今日から話せる247回の改元舞台裏(小学館新書:[339]) 藤井青銅著 小学館 210.023/F57
125 考古学講義(ちくま新書:1406) 北條芳隆著 筑摩書房 210.025/H81

126 ここが変わる!日本の考古学 : 先史・古代史研究の最前線
藤尾慎一郎, 松
木武彦編

吉川弘文館 210.025/Ko49

127 島津家文書 6(大日本古文書. 家わけ:第16)
東京帝國大学文
學部史料編纂所
編

東京帝國大学文
學部史料編纂所

210.08/14-2/16-
6

128 大日本史料 第7編之34
東京帝國大學文
科大學史料編纂
掛編纂

東京帝國大學 210.08/16/7-34

129 日本の「世界化」と世界の「中国化」 : 日本人の中国観二千年を鳥瞰する 小倉和夫著 藤原書店 210.1822/O26
130 事典古代の祭祀と年中行事 岡田莊司編 吉川弘文館 210.3/O38
131 皇位継承の中世史 : 血統をめぐる政治と内乱(歴史文化ライブラリー:483) 佐伯智広著 吉川弘文館 210.4/Sa14

132 市中取締類集 30(大日本近世史料)
東京大學史料編
纂所編

東京大學史料編
纂所/東京大學出
版會

210.5/5/6-30

133 大江戸武士の作法 小和田哲男監修 G.B. 210.5/O93

134
政治、施政、条約改正交渉、政変、帝国憲法制定、国際紛争、事件、戦争などが時系列でわかる!(明治150年その歩み
を知る、つなぐ:中編)(西郷どん、大久保卿、薩摩藩年表帖:下巻)

ユニプラン編集
部編集

ユニプラン 210.59/Y98/2

135 近現代日本史との対話 戦中・戦後-現在編(集英社新書:0964D, 0968D) 成田龍一著 集英社 210.6/N52/2
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136
政治、施政、政変、国際紛争、事件、日露戦争、条約改正などが時系列でわかる!(明治150年その歩みを知る、つなぐ:
後編)

ユニプラン編集
部編集

ユニプラン 210.6/Y98

137 従軍慰安婦だったあなたへ 井上俊夫著 かもがわ出版 210.75/I55
138 八十六歳の戦争論 : 詩集 井上俊夫著 かもがわ出版 210.75/I55
139 八十歳の戦争論 井上　俊夫 かもがわ出版 210.75/I55
140 シベリア抑留者への鎮魂歌(レクイエム) 富田武著 人文書院 210.75/To58

141 #平成生まれは知らない昭和の常識(イースト新書Q:Q053) 服部淳 [著]
イースト・プレ
ス

210.76/H44

142 東京は燃えたか : オリンピック1940-1964-2020(朝日文庫:[し49-3]) 塩田潮著 朝日新聞出版 210.76/O71
143 地図でみるアイヌの歴史 : 縄文から現代までの1万年史 平山裕人著 明石書店 211/H69
144 重ね地図で愉しむ大阪「高低差」の秘密 : カラー版(宝島社新書:522) 梅林秀行監修 宝島社 216.3/U64

145 金・女真の歴史とユーラシア東方(アジア遊学:233)
古松崇志 [ほか]
編

勉誠出版 222.056/Ki44

146 あなたとともに知る台湾 : 近現代の歴史と社会(歴史総合パートナーズ:6) 胎中千鶴著 清水書院 222.406/Ta22

147 ベトナムの泥沼から : 新装版

デービッド・ハ
ルバースタム
[著]/泉鴻之, 林
雄一郎訳/藤本博
解説

みすず書房 223.107/H21

148 ルネサンス・バロックのブックガイド : 印刷革命から魔術・錬金術までの知のコスモス
ヒロ・ヒライ監
修

工作舎 230.5/H64

149 ローマ人への20の質問(文春新書:082) 塩野七生著 文藝春秋 232/Sh75

150
古代エジプトのきほん : ファラオの王国, ピラミッドのミステリー(Newtonライト : 理系脳をきたえる!)(NEWTONムッ
ク)

ニュートンプレ
ス

242.03/N99

151 中国近代の巨人とその著作 : 曾国藩、蔣介石、毛沢東(京大人文研漢籍セミナー:8)

村上衛, 森川裕
貫, 石川禎浩著/
京都大学人文科
学研究所附属東
アジア人文情報
学研究センター
編

研文出版 282.2/C62

152 平成皇室の30年 : 完全保存版(週刊朝日MOOK)
週刊朝日編集部
編

朝日新聞出版 288.4/A82

153 天皇はいかに受け継がれたか : 天皇の身体と皇位継承
歴史学研究会編/
加藤陽子編集責
任

績文堂出版 288.4/R25
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154 日本の皇室(中公クラシックス:J69) 津田左右吉著 中央公論新社 288.4/Ts34
155 天皇陛下のプロポーズ 織田和雄著 小学館 288.41/J67

156 天皇メッセージ
矢部宏治著/須田
慎太郎写真

小学館 288.41/J67

157 天皇皇后両陛下 : ともに歩まれた60年
宮内庁侍従職監
修

クレヴィス 288.41/Ku41

158 国民とともに歩まれた平成の30年 : 御即位30年御成婚60年 毎日新聞出版編
毎日新聞社/毎日
新聞出版 (発売)

288.41/Ma31

159 新天皇若き日の肖像(新潮文庫:11068, ね-2-1) 根岸豊明著 新潮社 288.44/Ko91
160 美智子さまという奇跡(幻冬舎新書:539) 矢部万紀子著 幻冬舎 288.44/Y11
161 近鉄中興の祖佐伯勇の生涯 神崎宣武著 創元社 289.1/Sa14

162 小さな学校 : カルティニによるオランダ語書簡集研究(地域研究叢書:37) 富永泰代著
京都大学学術出
版会

289.2/Ka68

163 スカルノ : インドネシアの民族形成と国家建設(世界史リブレット人:92) 鈴木恒之著 山川出版社 289.2/Su54

164 インディアンの「文明化」 : ショーニー族の物語(刀水歴史全書:98. 歴史・民族・文明)

トーマス・W・ア
ルフォード著/中
田佳昭, 村田信
行共訳

刀水書房 289.3/A41

165 キッシンジャー : 1923-1968 : 理想主義者 1
ニーアル・
ファーガソン著/
村井章子訳

日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

289.3/F21/1

166 キッシンジャー : 1923-1968 : 理想主義者 2
ニーアル・
ファーガソン著/
村井章子訳

日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

289.3/F21/2

167 旅の賢人たちがつくった世界遺産最強ナビ
丸山ゴンザレス&
世界トラベラー
情報研究会編

辰巳出版 290.9/Ma59

168 癒しのパワースポット : スピリチュアル・ジャーニー ハワイ・オアフ島編
レイア高橋,千田
育著

アールズ出版 290.9/R25

169 明日も世界のどこかでひとりっぷ 秘境・絶景編(明日も世界のどこかでひとりっぷ. 2)(集英社ムック) ひとりっP著 集英社 290.93/F76/2
170 昨日も世界のどこかでひとりっぷ 弾丸無茶旅編(昨日も世界のどこかでひとりっぷ. 3)(集英社ムック) ひとりっP著 集英社 290.93/F76/3

171
大人の男海外ひとり旅 : 気軽に始める! : つくり続けて37年地球の歩き方編集者がすすめる最強の楽しみ方(地球の歩
き方Books)

伊藤伸平著
ダイヤモンド・
ビッグ社/ダイヤ
モンド社 (発売)

290.93/I91
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172 クルーズはじめました! : おトクに楽しむ豪華客船の旅 くぼこまき著
JTBパブリッシン
グ

290.93/Ku13

173 旅の賢人たちがつくった海外旅行最強ナビ : 最新版
丸山ゴンザレス&
世界トラベラー
情報研究会編

辰巳出版 290.93/Ma59

174 旅の賢人たちがつくった女子ひとり海外旅行最強ナビ
山田静withひと
り旅活性化委員
会編

辰巳出版 290.93/Y19

175 京都の歴史を足元からさぐる 洛東の巻 : 新装版 森浩一著 学生社 291.62/Mo53/1
176 京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻 : 新装版 森浩一著 学生社 291.62/Mo53/2

177 旅の賢人たちがつくったアジア旅行最強ナビ
丸山ゴンザレス&
世界トラベラー
情報研究会編

辰巳出版 292.093/Ma59

178 やさしいハワイ マウイ島の本 : MAGIC ISLAND TRIP 青木たまな著 小学館 297.6/A53

179 地図で見るインドハンドブック

イザベル・サン=
メザール著/ユー
グ・ピオレ地図
製作/太田佐絵子
訳

原書房 302.25/Sa22

180 池上彰のいつものニュースがすごくよくわかる本 : 子どもに聞かれてきちんと答えられる 池上彰著 KADOKAWA 304/I33

181 物語のひねり方 : 読者を飽きさせないプロット創作入門
ジェーン・K・ク
リーランド著/吉
田俊太郎訳

フィルムアート
社

307/C77

182 サンデル教授、中国哲学に出会う

マイケル・サン
デル, ポール・
ダンブロージョ
編著/鬼澤忍訳

早川書房 311.1/Sa62

183 #リパブリック : インターネットは民主主義になにをもたらすのか
キャス・サンス
ティーン著/伊達
尚美訳

勁草書房 311.7/Su74

184 政治のことよくわからないまま社会人になった人へ : ひとめでわかる図解入り 第4版 池上彰著 海竜社 312.1/I33
185 自公政権とは何か : 「連立」にみる強さの正体(ちくま新書:1408) 中北浩爾著 筑摩書房 312.1/N34
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186 現代世界の陛下たち : デモクラシーと王室・皇室
水島治郎, 君塚
直隆編著

ミネルヴァ書房 313.6/Mi96

187 天皇と日本人 : ハーバード大学講義でみる「平成」と改元(朝日新書:704)
ケネス・ルオフ
著/木村剛久訳

朝日新聞出版 313.61/Te37

188 政治の衰退 : フランス革命から民主主義の未来へ 上
フランシス・フ
クヤマ著/会田弘
継訳

講談社 313/F85/1

189 政治の衰退 : フランス革命から民主主義の未来へ 下
フランシス・フ
クヤマ著/会田弘
継訳

講談社 313/F85/2

190 公文書管理と民主主義 : なぜ、公文書は残されなければならないのか(岩波ブックレット:No. 1000) 瀬畑源著 岩波書店 317.6/Se12
191 官僚制と公文書 : 改竄、捏造、忖度の背景(ちくま新書:1407) 新藤宗幸著 筑摩書房 317/Sh62
192 維新支持の分析 : ポピュリズムか,有権者の合理性か 善教将大著 有斐閣 318.263/O73
193 子どものまちのつくり方 : 明石市の挑戦 泉房穂著 明石書店 318.264/I99
194 都市行政の最先端 : 法学と政治学からの展望(都市経営研究叢書:2) 久末弥生編 日本評論社 318.7/H76

195 中国都市ランキング : 環境・社会・経済 : 中国都市総合発展指標 2017

中国国家発展改
革委員会発展計
画司, 雲河都市
研究院編/周牧
之, 徐林編著/周
牧之訳

NTT出版 318.922/C64/'17

196 南シナ海問題総論(中央大学学術図書:97) 齋藤道彦著 中央大学出版部 319.2202/Sa25

197 図解超早わかり18歳成人と法律 南部義典著
シーアンドアー
ル研究所

324.11/N48

198 事例で学ぶ家族法 第5版 田山輝明著 法学書院 324.6/Ta98

199 離婚後の共同親権とは何か : 子どもの視点から考える
梶村太市, 長谷
川京子, 吉田容
子編著

日本評論社 324.64/R41

200 ソーシャルワーカーのための成年後見入門 : 制度の仕組みが基礎からわかる 野﨑和義著 ミネルヴァ書房 324.65/N98

201 フランスの同性婚と親子関係 : ジェンダー平等と結婚・家族の変容

イレーヌ・テ
リー著/石田久仁
子, 井上たか子
訳

明石書店 324.935/Th1
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202 会社法 第2版 田中亘著 東京大学出版会 325.2/Ta84

203 現代商法入門 第10版(有斐閣アルマ:Basic) 近藤光男編 有斐閣 325/Ko73
204 刑事訴訟法 第2版(Next教科書シリーズ) 関正晴編 弘文堂 327.6/Se33

205 英国のEU離脱とEUの未来
須網隆夫, 21世
紀政策研究所編

日本評論社 329.37/Y84

206 国際財産法 奥田安弘著 明石書店 329.84/O54

207 図説経済の論点 新版
柴田努, 新井大
輔, 森原康仁編

旬報社 330.4/Z8

208 資本主義がわかる経済学(シリーズ大学生の学びをつくる)
阿部太郎 [ほか]
著

大月書店 331/Sh31

209 14歳からの資本主義 : 君たちが大人になるころの未来を変えるために 丸山俊一著 大和書房 332.06/Ma59

210 日本経済論15講(ライブラリ経済学15講:Applied編:7) 脇田成著
新世社/サイエン
ス社 (発売)

332.107/W33

211 新しい国際協力論 改訂版 山田満編 明石書店 333.8/Y19

212 これからの日本の人口と社会(東大塾) 白波瀬佐和子編 東京大学出版会 334.31/Sh81

213 地図でみる日本の外国人 改訂版 石川義孝編 ナカニシヤ出版 334.41/I76

214 日本帝国の膨張・崩壊と満蒙開拓団 細谷亨著 有志舎 334.4225/H95
215 文化と営利 : 比較経営文化論 安部悦生著 有斐閣 335.1/A13
216 大学4年間の経営学が10時間でざっと学べる(角川文庫:21407) 高橋伸夫 [著] KADOKAWA 335.1/Ta33
217 小林一三 : 日本が生んだ偉大なる経営イノベーター 鹿島茂著 中央公論新社 335.13/Ko12

218 スモールビジネスの経営力創成とアントレプレナーシップ
東洋大学経営力
創成研究セン
ター編

学文社 335.35/To83

219 サステナブル経営と資本市場
北川哲雄 [ほか]
著

日本経済新聞出
版社

335.4/Sa82

220 起業する前に読む本 : 志ある仕事のための実践知 橋本忠夫著 芙蓉書房出版 335/H38

221 起業と経営の基本知識がわかる本 : 弁護士による実践書 第2版
東京弁護士会親
和全期会著

自由国民社 335/To46

12



 2019年5月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

222 意思決定の教科書 : ハーバード・ビジネス・レビュー意思決定論文ベスト10(Harvard Business Review)

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

ダイヤモンド社 336.1/H11

223 プラットフォームビジネスの最強法則 : すべての産業は統合化される 川原秀仁著 光文社 336.1/Ka92

224 優れた発想はなぜゴミ箱に捨てられるのか? : 限界を突破するTOCイノベーションプロセス 岸良裕司著 ダイヤモンド社 336.1/Ki58

225 ビジネス経済学 : 勝ち続ける戦略をいかに策定するか 大林厚臣著 ダイヤモンド社 336.1/O12

226 数字で話せ : 文系人間がAI時代を生き抜くための「伝える技術」 斎藤広達著 PHP研究所 336.1/Sa25

227 戦略的イノベーション・マネジメント 田中克昌著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング
(発売)

336.1/Ta84

228 Excelで学ぶ実践ビジネスデータ分析 : ビジネス統計スペシャリスト・エクセル分析スペシャリスト対応 豊田裕貴著
オデッセイコ
ミュニケーショ
ンズ

336.1/To83

229 イノベーション&マーケティングの経済学
金間大介, 山内
勇, 吉岡 (小林)
徹著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング
(発売)

336.17/Ka45

230 データでもっと儲ける方法 : 経営とマーケティングのためのアナリティクスデザイン 西内啓著 翔泳社 336.17/N86
231 図解でわかる!ロジカルシンキング 渡辺まどか著 秀和システム 336.2/W46

232 “がんばる経営者"が会社をつぶす : 最強の組織をつくる経営術 長友威一郎著
合同フォレスト/
合同出版(発売)

336.3/N24

233 最高の組織 : 全員の才能を極大化する 大賀康史著 自由国民社 336.3/O24
234 人事が直面する職場トラブル : パワハラ管理職 指導できない管理職 : ハラスメント個別対応実例集 樋口ユミ編著 第一法規 336.4/H56

235 「ブラック企業」とゼッタイ言わせない松井式超!働き方改革 松井一恵著 ロングセラーズ 336.4/Ma77

236
人事・労務ビジネスフォーム全書 : 現場で起こりうるあらゆるシーンに対応した : 採用から日常業務、休職・退職、
労使協定書まで 3訂版

社会保険労務士
「高志会」グ
ループ著

日本法令 336.4/Sh12

13



 2019年5月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

237 懲戒処分の実務必携Q&A : トラブルを防ぐ有効・適正な処分指針
三上安雄 [ほか]
著

民事法研究会 336.42/C53

238 「最高の人材」が入社する採用の絶対ルール : 脱志望動機&コミュ力重視 : 求職者目線で考える「採用の新常識」
釘崎清秀, 伊達
洋駆著

ナツメ社 336.42/Ku22

239 シニア社員の活かし方・処遇の仕方 : 高年齢者雇用の企業対策とその留意点
齋藤清一, 田中
恒行著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング
(発売)

336.42/Sa25

240 働き方改革を実現する「会社ルールブック」 榎本あつし著 アニモ出版 336.44/E63
241 イラスト&図解社会人1年目の仕事とマナーの教科書 古谷治子著 かんき出版 336.47/F95
242 心をつかむ!新しいビジネスマナーの基本 北條久美子著 高橋書店 336.47/H81

243 社会人これだけマナー 近藤珠實監修
イースト・プレ
ス

336.47/Ko73

244 プレゼン・コンシェルジュが教える社会人1年目の「アピり方」 : さりげないからこそ効果抜群 天野暢子著
CCCメディアハウ
ス

336.47/Ta33

245 社会人のための基本のビジネスマナー : これ1冊でOK! : オールカラー 浅井真紀子監修 ナツメ社 336.49/A83

246 ものの言い方文章の書き方を知らずに大人になった人へ 清水克彦著 PHP研究所 336.49/Sh49
247 ヒット商品の〓プレゼン資料を大公開! : 資料から読み解く成功の極意 戸田覚著 インプレス 336.49/To17
248 職場のクセモノと付き合う技術 横山　信治 秀和システム 336.49/Y79

249 そのまま使える!ビジネス文書 : 社内文書・社外文書・ビジネスメール・手書き文書 杉田あけみ著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング(発
売)

336.55/Su46

250 数字で読みとく会社の未来 : ポイントだけ! : 「真の実力」が秒速でわかる! 池田陽介著 ビジネス社 336.83/I32

251 企業評価論入門 奈良沙織著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング
(発売)

336.83/N51

252 現代会計の基礎と応用 郡司健著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング(発
売)

336.9/G94

253 会計が動かす世界の歴史 : なぜ「文字」より先に「簿記」が生まれたのか ルートポート著 KADOKAWA 336.9/R68

254 会計学の考え方 友岡賛著 泉文堂 336.9/To62
255 一番わかりやすい!税効果会計の教科書 : 基本から実践まで 大山誠著 ソシム 336.92/O95
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 2019年5月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

256 架空循環取引 : 法務・会計・税務の実務対応 新版
霞晴久, 中西和
幸, 米澤勝著

清文社 336.97/Ka28

257 国際税務をマスターしたい!と思ったとき最初に読む本 ver3.0
あいわ税理士法
人編

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング
(発売)

336.98/A25

258 図解国際税務「超」入門 第2版 加藤友彦編著 税務経理協会 336.98/Ka86
259 ベンチャーの経営変革の障害 : 「優れた起業家」が「百年企業の経営者」となるためには… 樋口晴彦著 白桃書房 336/H56

260 組織を創るマネジメント・コントロール 伊藤克容著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング
(発売)

336/I91

261 ビジネスマンに経営学が必要な理由 : 成長の壁を突き破る3つの力 陰山孔貴著

クロスメディ
ア・パブリッシ
ング/インプレス
(発売)

336/Ka18

262 暗号通貨の経済学 : 21世紀の貨幣論(講談社選書メチエ:692) 小島寛之著 講談社 338/Ko39

263 キャッシュレス社会と通貨の未来
キャッシュレス
の未来を考える
会編

民事法研究会 338/Ky1

264 60分でわかる!キャッシュレス決済最前線
キャッシュレス
研究会著

技術評論社 338/Ky1

265 財政とは何か 改訂版 内山昭編著 税務経理協会 342.1/U25

266 EQ2.0 : 「心の知能指数」を高める66のテクニック

トラヴィス・ブ
ラッドベリー,
ジーン・グリー
ブス著/関美和訳

サンガ 361.4/B71

267 大阪的 : 「おもろいおばはん」は、こうしてつくられた(幻冬舎新書:521,  い-30-2) 井上章一著 幻冬舎 361.42/I57

268 女性リーダー育成のために : グローバル時代のリーダーシップ論

お茶の水女子大
学グローバル
リーダーシップ
研究所編

勁草書房 361.43/O15

269 デジタル記号論 : 「視覚に従属する触覚」がひきよせるリアリティ 松本健太郎著 新曜社 361.45/Ma81
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書名 著者名 出版者 請求記号

270 アイルランドの農民家族史 清水由文著 ナカニシヤ出版 361.63/Sh49

271 環境心理学 : 人間と環境の調和のために 第2版(ライブラリ実践のための心理学:5) 羽生和紀著 サイエンス社 361.7/H29

272 多元的都市化と中国の発展
李強編著/蒋芳婧
訳

日本経済評論社 361.78/L67

273 差別論 : 偏見理論批判 新版(明石ライブラリー:166) 佐藤裕著 明石書店 361.8/Sa87

274 OECD幸福度白書 : より良い暮らし指標 : 生活向上と社会進歩の国際比較 4
OECD編著/徳永優
子 [ほか] 訳

明石書店 361.9/OrE/4

275 大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる 出口剛司著 KADOKAWA 361/D53

276 100語ではじめる社会学(文庫クセジュ:1025)

セルジュ・ポー
ガム編著/阿部又
一郎, 渡邊拓也,
原山哲訳

白水社 361/P28

277 転機にたつフィンランド福祉国家 : 高齢者福祉の変化と地方財政調整制度の改革 横山純一著 同文舘出版 364.02/Y79

278 移住者たちのリアルな声でつくった海外暮らし最強ナビ アジア編
室橋裕和, 海外
移住情報研究会
編

辰巳出版 365.0223/Mu72

279 労働法 第2版(Next教科書シリーズ) 新谷眞人編 弘文堂 366.14/A67

280 どうする?働き方改革法 : 労働時間・休日管理&同一労働同一賃金
水町勇一郎著
[ほか]

日本法令 366.14/D88

281 図解でわかる労働基準法いちばん最初に読む本
HRプラス社会保
険労務士法人著

アニモ出版 366.15/E37

282 飼い殺しさせないための支援 : 障害者が自立していく現場のリアル 高原浩著 河出書房新社 366.28/Ta32

283 キャリアデザイン講座 : 理論と実践で自己決定力を伸ばす 第3版 大宮登監修
日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

366.29/O62

284 ハラスメントの境界線 : セクハラ・パワハラに戸惑う男たち(中公新書ラクレ:656) 白河桃子著 中央公論新社 366.3/Sh83

285 図表でみる男女格差 : 今なお蔓延る不平等に終止符を!(OECDジェンダー白書:2)
OECD編著/濱田久
美子訳

明石書店 367.1/O71/2

286 家庭内暴力 : 加害者も救う法とプログラム 金ジャンディ著 大阪大学出版会 367.3/Ki44

287 デートDV予防学 : シングル単位思考法でわかる 伊田広行著 かもがわ出版 367.68/I18
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書名 著者名 出版者 請求記号

288 オトナの保健室 : セックスと格闘する女たち
朝日新聞「女子
組」取材班著

集英社 367.9/A82

289 社会学 : 社会理論と社会システム社会調査の基礎 改訂第10版(社会福祉学習双書 2019:第12巻)
『社会福祉学習
双書』編集委員
会編

全国社会福祉協
議会

369.08/ZeS/'19-
12

290 みんなが欲しかった!社会福祉士の教科書 2020年版専門科目編
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

369.17//'20

291 外国人にもわかりやすいイラストだから2時間で学べる日本の介護

穴吹カレッジ
サービス編著/西
原和代, 阿部美
知子監修

ウイネット/星雲
社 (発売)

369.26/A46

292
はじめて学ぶ生活支援 : 地域を支える人材を育てる生活支援の基本テキスト : 生活支援サービス従事者 介護ボラン
ティア向け 第2版

長寿社会文化協
会監修

日本医療企画 369.26/C53

293 ムリなくできる親の介護 : 使える制度は使う、頼れる人に頼る、便利なツールは試す! 工藤広伸著 日本実業出版社 369.26/Ku17

294 施設とは何か : ライフストーリーから読み解く障害とケア 麦倉泰子著 生活書院 369.27/Mu19

295 なんとなくは、生きられない。

野澤和弘編著/
「障害者のリア
ルに迫る」東大
ゼミ著

ぶどう社 369.27/N98

296 子どもが守られる社会に 後藤啓二著 エピック 369.4/G72

297 児童の福祉を支える社会的養護1
吉田眞理編著/坂
本正路, 高橋一
弘, 村田紋子著

萌文書林 369.43/Y86/1

298 児童の福祉を支える「演習」社会的養護2
吉田眞理編著/高
橋一弘, 村田紋
子著

萌文書林 369.43/Y86/2

299
教師の働き方とメンタル・マネジメント(リーダーズ・ライブラリ : 次代の学びを創る学校教育実践情報シリー
ズ:vol. 10)

株式会社ぎょう
せい編集・発行

ぎょうせい 370.4/G99/10

300
子供の危機管理 : いじめ・不登校・虐待・暴力にどう向き合うか(リーダーズ・ライブラリ : 次代の学びを創る学校
教育実践情報シリーズ:vol. 9)

株式会社ぎょう
せい編集・発行

ぎょうせい 370.4/G99/9
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書名 著者名 出版者 請求記号

301 クリエイティブ・ラーニング : 創造社会の学びと教育(リアリティ・プラス)
井庭崇編著/鈴木
寛 [ほか] 著

慶應義塾大学出
版会

370.4/Ku61

302 特別支援教育(よくわかる!教職エクササイズ:5)
石橋裕子, 林幸
範編著

ミネルヴァ書房 370.4/Y79/5

303 学校保健(よくわかる!教職エクササイズ:8) 柳園順子編著 ミネルヴァ書房 370.4/Y79/8

304 図表でみる教育 : OECD教育インディケータ 2018年版
OECD教育研究革
新センター編集

ぎょうせい 370.59/OrE/'18

305 発達と学習(未来の教育を創る教職教養指針:3) 鹿毛雅治編著 学文社 370.8/Y48/3

306 いま、教育と教育学を問い直す : 教育哲学は何を究明し、何を展望するか
森田尚人, 松浦
良充編著

東信堂 371.1/Mo66

307 どう使うどう活かすいじめ防止対策推進法 第2版

第二東京弁護士
会子どもの権利
に関する委員会
編

現代人文社/大学
図書 (発売)

371.42/D25

308 シュタイナー教育思想の再構築 : その学問としての妥当性を問う 衛藤吉則著 ナカニシヤ出版 371.5/St3

309 しょうせつ教育原論202X 相馬伸一著 晃洋書房 371/So36
310 才能教育の国際比較 山内乾史編著 東信堂 373.1/Y38

311 必携教職六法 2020年度版
河野和清, 高見
茂, 結城忠編集
委員

協同出版 373.22/H57/'20

312 生徒指導・進路指導(新しい教職教育講座:教職教育編:11)
春日井敏之, 山
岡雅博編著

ミネルヴァ書房 373.7/Ky5/11

313 道徳教育(新しい教職教育講座:教職教育編:7)
荒木寿友, 藤井
基貴編著

ミネルヴァ書房 373.7/Ky5/7

314 米国公立学校教員評価制度に関する研究 : 教員評価制度の変遷と運用実態を中心に 藤村祐子著 風間書房 373.78/F63
315 新教職概論 改訂新版 赤星晋作編著 学文社 374.3/A29
316 教職入門 : 教師への道 新版改訂2版 藤本典裕編著 図書文化社 374.3/F62

317 キャリアアップに活かす!養護教諭のスキルラダー

中村富美子編著/
荒木田美香子,
内山有子, 齋藤
朱美, 高橋佐和
子, 中村千景著

ふくろう出版 374.3/N37
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書名 著者名 出版者 請求記号

318 もっとわかる学校法人会計の仕組みと決算書の見方 梶間栄一著 ぎょうせい 374.5/Ka22

319 新しい時代の教育方法 改訂版(有斐閣アルマ:Interest)
田中耕治 [ほか]
著

有斐閣 375.1/A94

320 高校授業「学び」のつくり方 : 大学入学共通テストが求める「探究学力」の育成 : AI時代の人材を育てる! 稲井達也著 東洋館出版社 375.1/I52

321 リフレクション入門 : The book of reflection

学び続ける教育
者のための協会
(REFLECT) 編著/
坂田哲人 [ほか]
著

学文社 375.1/Ma43

322 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 総則編 [文部科学省編] 東洋館出版社 375.1/Mo31/'18

323 授業を変えるコトバとワザ : 小学校教師のコミュニケーション実践(新時代教育のツボ選書:3) 森篤嗣著 くろしお出版 375.1/Mo45
324 授業づくりの考え方 : 小学校の模擬授業とリフレクションで学ぶ 渡辺貴裕著 くろしお出版 375.1/W46
325 「教えない授業」の始め方 山本崇雄著 アルク 375.1/Y31

326 これで大丈夫! 小学校プログラミングの授業 : 3+αの授業パターンを意識する「授業実践39」
小林祐紀 [ほか]
編著

翔泳社 375.199/Ko79

327 小学校プログラミング教育の考え方・進め方 蔵満逸司著 黎明書房 375.199/Ku53
328 昔と今とはこんなに違う社会科の教科書 歴史・地理編 加藤好一監修 水王舎 375.3/Ka86
329 アナザーストーリーの社会科授業 : 異なる立場から多角的に考える力を育てる 粕谷昌良著 学事出版 375.312/Ka79
330 単元を貫く学習課題でつくる!中学校地理の授業展開&ワークシート(中学校社会サポートBOOKS) 川端裕介著 明治図書出版 375.333/Ka91

331 絶対外さない!鉄板の道徳授業30選(とっておきの道徳授業 : これからを生きる子どもたちへ. 16) 日本標準
375.352/SaK/T-
16

332 絵本を使った道徳授業の進め方 : 指導項目を踏まえたすぐに役立つ19実践 多賀一郎編著 黎明書房 375.352/Ta17

333 教具を使った算数・数学の学習
和田常雄,榊忠男
編

明治図書出版 375.41/W12

334 小学校教師のための算数と数学15講 : これだけは知っておきたい
溝口達也, 岩崎
秀樹編著

ミネルヴァ書房 375.412/Mi93

335 算数科教育の基礎・基本 改訂新版
算数科授業研究
の会著/熊倉啓之
[ほか執筆]

明治図書出版 375.412/Sa66

336
見てふれて、納得!中学校数学おもしろ教材&授業アイデア : コピーして使える学習具シートつき(中学校数学サポート
BOOKS)

渋谷久著 明治図書出版 375.413/Sh23

337 中学校数学科の授業における相互作用プロセス : 援助要請を視点として 山路茜著 風間書房 375.413/Y26

338 パソコンで知る高校数学IA・IIB・III : 教員と生徒のためのICT活用テキスト 長野宏著
東京図書出版/リ
フレ出版 (発売)

375.414/N16
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339 これが大切小学校理科 1&2年(生活科)(授業づくりシリーズ) 佐久間徹編集 本の泉社
375.422/Ko79/1
・2

340 これが大切小学校理科 3年(授業づくりシリーズ) 佐久間徹編集 本の泉社 375.422/Ko79/3

341 これが大切小学校理科 4年(授業づくりシリーズ) 佐久間徹編集 本の泉社 375.422/Ko79/4

342 これが大切小学校理科 5年(授業づくりシリーズ) 佐久間徹編集 本の泉社 375.422/Ko79/5

343 これが大切小学校理科 6年(授業づくりシリーズ) 佐久間徹編集 本の泉社 375.422/Ko79/6

344 子どもが喜ぶ!体育授業レシピ : 運動の面白さにドキドキ・ワクワクする授業づくり
松田恵示, 鈴木
聡, 眞砂野裕編

教育出版 375.492/Ko21

345 用具指導から作品展示までまるごとわかる!図画工作指導のアイデア50(図工科授業サポートbooks) 中村隆介著 明治図書出版 375.72/N37
346 学びの質を高める!ICTで変える国語授業 : 基礎スキル&活用ガイドブック 野中潤編著 明治図書出版 375.8/N95
347 基本を大切にした国語科授業づくり 赤木雅宣著 大学教育出版 375.82/A29

348 新編新しい国語 : 教師用指導書 4下 : セット

新しい国語編集
委員会, 東京書
籍株式会社編集
部編/東京書籍株
式会社著

東京書籍 375.82/AtK/4-2

349
考える力を高める国語科の授業づくり : 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて : 学芸大発(hito*yume book.
授業改革実践講座:2)

中村和弘編著/大
塚健太郎編著/前
田元[ほか著]

文溪堂 375.82/N37

350 協働して学びに向かう力を育てる中学校国語科教育実践集 宮﨑潤一著 溪水社 375.83/Mi88

351 小学校国語物語文の言語活動アイデア事典 : みんなわくわく
二瓶弘行編著/国
語“夢"塾著

明治図書出版 375.852/N71

352 中学校・高等学校文学創作の学習指導 : 実践史をふまえて(ことばの授業づくりハンドブック) 武藤清吾編 溪水社 375.86/Mu93

353 小・中学校で英語を教えるための必携テキスト : コア・カリキュラム対応
鈴木渉 [ほか]
著

東京書籍 375.893/Sh95

354 めざせ!情熱英語教師 : 生徒の心に火をつけよう 上西幸治著 溪水社 375.893/U44

355 小学校教室英語ハンドブック
向後秀明 [ほか]
著

光村図書出版 375.8932/Sh95

356 教育課程を学ぶ
山田恵吾 [ほか]
著

ミネルヴァ書房 375/Ky4
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357 0〜6歳よくわかる子どもの発達と保育の本 : おたより・連絡帳文例126付き 磯村陸子監修 池田書店 376.1/I85

358 保育原理(MINERVAはじめて学ぶ保育:1) 戸江茂博編著 ミネルヴァ書房 376.1/Mi43/1

359 施設実習(MINERVAはじめて学ぶ保育:11) 立花直樹編著 ミネルヴァ書房 376.1/Mi43/11

360 保育原理(新・基本保育シリーズ:1)
天野珠路, 北野
幸子編

中央法規出版 376.1/Sh64/1

361 子どもの理解と援助(新・基本保育シリーズ:10)
清水益治, 森俊
之編集

中央法規出版 376.1/Sh64/10

362 子どもの食と栄養(新・基本保育シリーズ:12)
堤ちはる, 藤澤
由美子編

中央法規出版 376.1/Sh64/12

363 教育・保育カリキュラム論(新・基本保育シリーズ:13)
千葉武夫, 那須
信樹編

中央法規出版 376.1/Sh64/13

364 保育内容総論(新・基本保育シリーズ:14)
石川昭義, 松川
恵子編

中央法規出版 376.1/Sh64/14

365 教育原理(新・基本保育シリーズ:2)
矢藤誠慈郎, 北
野幸子編集

中央法規出版 376.1/Sh64/2

366 保育実習(新・基本保育シリーズ:20)
近喰晴子, 寅屋
壽廣, 松田純子
編

中央法規出版 376.1/Sh64/20

367 子ども家庭福祉(新・基本保育シリーズ:3)
新保幸男, 小林
理編

中央法規出版 376.1/Sh64/3

368 社会福祉(新・基本保育シリーズ:4)
松原康雄, 圷洋
一, 金子充編

中央法規出版 376.1/Sh64/4

369 子ども家庭支援論(新・基本保育シリーズ:5)
松原康雄, 村田
典子, 南野奈津
子編集

中央法規出版 376.1/Sh64/5

370 保育者論(新・基本保育シリーズ:7)
矢藤誠慈郎, 天
野珠路編

中央法規出版 376.1/Sh64/7

371 スイスイわかる保育士採用教養試験 令和元年度版
保育士採用試験
情報研究会編著

一ツ橋書店 376.14//'19

372 保育士資格・採用試験問題200選 ['20年度版](保育士・幼稚園採用試験シリーズ)
保育問題検討委
員会編

大阪教育図書 376.14//'20

373 幼稚園幼保連携型認定こども園要録の書き方 : 領域ごと個人別の文例たっぷり!(ひかりのくに保育ブックス)
無藤隆, 大方美
香編著

ひかりのくに 376.14/Mu93
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374 保育所幼保連携型認定こども園要録の書き方 : 領域ごと個人別の文例たっぷり!(ひかりのくに保育ブックス)
無藤隆, 大方美
香編著

ひかりのくに 376.14/Mu93

375 保育所児童保育要録書き方&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

376 幼保連携型認定こども園園児指導要録書き方&文例集 : 平成30年度実施 : 書ける!伝わる! 大方美香編著 チャイルド本社 376.14/O23/'18

377 子どもと共に学びあう演習・保育内容総論 第2版
井上孝之, 山﨑
敦子編/明柴聰史
[ほか執筆]

みらい 376.15/I55

378 保育の計画と評価を学ぶ : 保育の基盤の理解と実習への活用
加藤敏子, 岡田
耕一編著/菊地一
晴 [ほか] 著

萌文書林 376.15/Ka86

379 保育カリキュラム論 : 計画と評価

豊田和子, 新井
美保子編著/加藤
由美 [ほか] 共
著

建帛社 376.15/To83

380 人間関係の指導法 改訂第2版(保育・幼児教育シリーズ)
若月芳浩, 岩田
恵子編著

玉川大学出版部 376.153/W27

381 環境の指導法 改訂第2版(保育・幼児教育シリーズ) 若月芳浩編著 玉川大学出版部 376.154/W27

382 めざせ!保育士・幼稚園教諭 : 音楽力向上でキャリアアップ
久保田慶一, 渡
辺行野著

スタイルノート 376.156/Ku14

383 保育内容造形表現の指導 第4版
村内哲二編著/川
上哲夫 [ほか]
共著

建帛社 376.156/Mu59

384 表現の指導法 改訂第2版(保育・幼児教育シリーズ) 田澤里喜編著 玉川大学出版部 376.156/Ta99

385 健康の指導法 改訂第2版(保育・幼児教育シリーズ)
宮﨑豊, 田澤里
喜編著

玉川大学出版部 376.157/Mi88

386 言葉の指導法 改訂第2版(保育・幼児教育シリーズ)
大豆生田啓友,
佐藤浩代編著

玉川大学出版部 376.158/O61

387 アクティブラーニング批判的入門(大学における学習支援への挑戦:4)
中園篤典, 谷川
裕稔編

ナカニシヤ出版 377.15/D16/4

388 よくわかる学びの技法 第3版(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 田中共子編 ミネルヴァ書房 377.15/Ta84

22



 2019年5月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

389 大学生の内定獲得 : 就活支援・家族・きょうだい・地元をめぐって
梅崎修, 田澤実
編著

法政大学出版局 377.95/U74

390 新しい手話 : わたしたちの手話 2019

全日本ろうあ連
盟, 日本手話研
究所「日本手話
確定普及研究
部」編纂/全日本
ろうあ連盟出版
局編集

全日本ろうあ連
盟出版局

378.28/Z3/'19

391
特別支援教育の新しいステージ : 5つのIで始まる知的障害児教育の実践・研究 : 新学習指導要領から読む新たな授業
つくり

橋本創一 [ほか]
編著

福村出版 378.6/To35

392 保育者のための発達障がい相談室 橋場隆著 小学館 378.8/H37
393 発達障害の教育学 : 「安心と自尊心」にもとづく学習障害理解と教育指導 窪島務著 文理閣 378.8/Ku13
394 学習障害のある子どもを支援する 宮本信也編 日本評論社 378.8/Mi77
395 最新図解ADHDの子どもたちをサポートする本 : 理解を深め、支援する(発達障害を考える : 心をつなぐ) 榊原洋一著 ナツメ社 378.8/Sa31

396 特別と支援と教育 郷右近歩著 ナカニシヤ出版 378/G59

397 特別の支援を必要とする子どもへの教育 平澤紀子編著 ジダイ社 378/H67
398 ほめると子どもはダメになる(新潮新書:647) 榎本博明著 新潮社 379.9/E63
399 柳田國男 : ささやかなる昔(Standard books) 柳田國男著 平凡社 380.1/Y53

400 ふるまいの創造 : ナミビア・ヘレロ人における植民地経験と美の諸相 香室結美著 九州大学出版会 383.1/Ka42

401 頭部・首・肩・ウエスト(アクセサリーの歴史事典:上)
K.M.レスター,
B.V.オーク著/古
賀敬子訳

八坂書房 383.3/L56/1

402 昆虫は美味い!(新潮新書:798) 内山昭一著 新潮社 383.8/U25

403 フードスタディーズ・ガイドブック 安井大輔編 ナカニシヤ出版 383.8/Y64

404 日本食と出汁 : ご馳走の文化史(生活文化史選書) 松本仲子著 雄山閣 383.81/Ma81

405 酔っぱらいの歴史
マーク・フォー
サイズ著/篠儀直
子訳

青土社 383.885/F39

406 死体は誰のものか : 比較文化史の視点から(ちくま新書:1410) 上田信著 筑摩書房 385.6/U32

407 外国人に正しく伝えたい日本の礼儀作法(光文社新書:984) 小笠原敬承斎著 光文社 385.9/O22

408 相互行為の人類学 : 「心」と「文化」が出会う場所 高田明著 新曜社 389/Ta28
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409 未来の戦死に向き合うためのノート 井上義和著 創元社 391.1/I55
410 モサド : 暗躍と抗争の70年史(ハヤカワ文庫 NF:533) 小谷賢著 早川書房 391.6/I85
411 近代科学者たちの科学と信仰(科学技術とキリスト教:3) 古谷圭一著 さんこう社 404/F95
412 図説シンギュラリティの科学と哲学 : AIと技術的特異点の未来予測! : 技術進化の特異点に迫る55の視点! 野田ユウキ著 秀和システム 404/N92

413 トランスヒューマニズム : 人間強化の欲望から不死の夢まで
マーク・オコネ
ル著/松浦俊輔訳

作品社 404/O15

414 図解でわかる!理工系のためのよい文章の書き方 : 論文・レポートを自力で書けるようになる方法
福地健太郎, 園
山隆輔著

翔泳社 407/F74

415 富士山噴火と南海トラフ : 海が揺さぶる陸のマグマ(ブルーバックス:B-2094) 鎌田浩毅著 講談社 408/11/2094

416 深海--極限の世界 : 生命と地球の謎に迫る(ブルーバックス:B-2095)
藤倉克則, 木村
純一編著

講談社 408/11/2095

417 2つの粒子で世界がわかる : 量子力学から見た物質と力(ブルーバックス:B-2096) 森弘之著 講談社 408/11/2096

418 論理学超入門(岩波科学ライブラリー:284)

グレアム・プ
リースト [著]/
菅沼聡, 廣瀬覚
訳

岩波書店 408/14/284

419 科学立国の危機 : 失速する日本の研究力 豊田長康著 東洋経済新報社 409.1/To83

420 ぼくと数学の旅に出よう : 真理を追い求めた1万年の物語

ミカエル・ロ
ネー著/山本知
子, 川口明百美
訳

NHK出版 410.2/L36

421 身近なアレを数学で説明してみる : 「なんでだろう?」が「そうなんだ!」に変わる(サイエンス・アイ新書:SIS-424) 佐々木淳著
SBクリエイティ
ブ

410.4/Sa75

422 身近な数学 : 数学で世界への見方が変わる!(I/O books) ほけきよ著 工学社 410/H82
423 数学大百科事典 : 仕事で使う公式・定理・ルール127 蔵本貴文著 翔泳社 410/Ku53

424 東大の先生!文系の私に超わかりやすく数学を教えてください!
西成活裕著/郷和
貴聞き手

かんき出版 410/N85

425 日常会話で使いたい数学用語事典 上原博明著 彩図社 410/U36

426 図で考えれば解ける!本当は面白い「微分・積分」
岡部恒治, 長谷
川愛美著

青春出版社 413.3/O37

427 Excelで学ぶ統計解析本格入門 : 仕事で使える統計学を確実にマスター! 日花弘子著
SBクリエイティ
ブ

417/H54

428 経営系学生のための基礎統計学 改訂版
塩出省吾, 今野
勤著

共立出版 417/Sh72
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429 無(ゼロ)のかがく : 「ゼロ」の誕生から時空の「無」まで(Newtonライト : 理系脳をきたえる!)(NEWTONムック)
ニュートンプレ
ス

421/N99

430 超入門生命起源の謎 : YouもMeも宇宙人? : 1時間でわかる。最新アストロバイオロジー! いけのり著 地湧社 440.4/I34
431 宇宙はどこまでわかっているのか(幻冬舎新書:537) 小谷太郎著 幻冬舎 440/Ko92

432 星空ガイド 2019
藤井旭企画・構
成

誠文堂新光社 443.8/FuA/'19

433 古代の星空を読み解く : キトラ古墳天文図とアジアの星図 中村士著 東京大学出版会 443.8/Ki77

434 はじめての自然地理学 第2版 吉田英嗣著 古今書院 450.9/Y86

435 図説日本の活断層 : 空撮写真で見る主要活断層帯36
岡田篤正, 八木
浩司著

朝倉書店 454.4/O38

436 ヤルツァンポの眼 : ヤルツァンポ大峡谷生物多様性観測マニュアル(環ヒマラヤ生態観察叢書:1)

チベット戸外協
会編著/安西辰彦
訳/中村千也訳/
駱鴻監訳

グローバル科学
文化出版

462.229/Ka54/1

437 自然の魂 : カイラス山・マーナサロワール湖生物多様性観測マニュアル(環ヒマラヤ生態観察叢書:2)
羅浩編著/西尾颯
記訳/駱鴻監訳

グローバル科学
文化出版

462.229/Ka54/2

438 生命の記憶 : パソン・ツォ/ルラン生物多様性観測マニュアル(環ヒマラヤ生態観察叢書:3)
羅浩編著/島田陽
介訳/駱鴻監訳

グローバル科学
文化出版

462.229/Ka54/3

439 海洋生物学マニュアル
村山司  [ほか]
編著

東海大学出版部 468.8/Ka21

440 なぜわれわれは外来生物を受け入れる必要があるのか
クリス・D. トマ
ス著/上原ゆうこ
訳

原書房 468/Th5

441 人類との遭遇 : はじめて知るヒト誕生のドラマ
イ・サンヒ, ユ
ン・シンヨン
[著]/松井信彦訳

早川書房 469.2/L51

442 日本人はどこから来たのか?(文春文庫:[か-77-1]) 海部陽介著 文藝春秋 469.91/Ka21
443 野の花づくし(季節の植物図鑑. 春・夏編) 平凡社 472.1/Ki17

444 動物園から未来を変える : ニューヨーク・ブロンクス動物園の展示デザイン
川端裕人, 本田
公夫著

亜紀書房 480.76/H84

445 動物園巡礼 木下直之著 東京大学出版会 480.76/Ki46
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446 人と動物の関係を考える : 仕切られた動物観を超えて
打越綾子編/笠井
憲雪 [ほか著]

ナカニシヤ出版 480.9/U17

447 身近な昆虫識別図鑑 : フィールドガイド : 見わけるポイントがよくわかる 増補改訂新版 海野和男著 誠文堂新光社 486.038/U76
448 ツバメのくらし写真百科 大田眞也著 弦書房 488.99/O84

449 鯨類の骨学
植草康浩, 一島
啓人, 伊藤春香,
植田啓一著

緑書房 489.6/G32

450 ゴリラの森、言葉の海
山極寿一著/小川
洋子著

新潮社 489.9/Y23

451 死ぬ権利はあるか : 安楽死、尊厳死、自殺幇助の是非と命の価値 有馬斉著 春風社 490.154/A72
452 死にゆく人の心に寄りそう : 医療と宗教の間のケア(光文社新書:985) 玉置妙憂著 光文社 490.16/Ta78
453 解剖学講義 改訂第6版 加藤好光著 三恵社 491.1/Ka86

454 APAに学ぶ看護系論文執筆のルール
前田樹海, 江藤
裕之著

医学書院 492.907/Ma26(1)

455 文献レビューのきほん : 看護研究・看護実践の質を高める 大木秀一著 医歯薬出版 492.907/O52

456 災害看護学・国際看護学 第4版(系統看護学講座:統合分野. 看護の統合と実践:3)
浦田喜久子編/浦
田喜久子 [ほか]
執筆

医学書院
492.908/Ke28/['
19]

457 トラウマへの認知処理療法 : 治療者のための包括手引き

P・A・リーシッ
ク, C・M・マン
ソン, K・M・
チャード著

創元社 493.743/To66

458 子どもがダイエットに一生悩まなくなる食事法 牧野直子著 KADOKAWA 493.983/Ma35
459 医事法学入門 姫嶋瑞穂著 成文堂 498.12/H59
460 養生の智慧と気の思想 : 貝原益軒に至る未病の文化を読む(講談社選書メチエ:688) 謝心範著 講談社 498.3/Ka21

461 メンタルヘルスの道案内 : 現代を生きる30章
徳田完二, 竹内
健児, 吉沅洪編

北大路書房 498.39/Me54

462 部下がいる全ての人のための働き方改革を資産形成につなげる方法 : 令和の働き方 朝長健太著
みらいパブリッ
シング/星雲社
(発売)

498.8/To62

463 災害時のメンタルヘルス
大塚耕太郎 [ほ
か] 編

医学書院 498.89/Sa17
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464 「エネルギー計画2050」構想 : 脱原子力・脱炭素社会にむけて

壽福眞美, 法政
大学サステイナ
ビリティ研究セ
ンター編/槌屋治
紀, 明日香壽川,
吉田文和著

法政大学出版局 501.6/J91

465 やさしい改善・提案活動のアイデアの出し方 : 世の中で成功・出世するために(コミュニティ・ブックス) 中本繁実著
日本地域社会研
究所

507/N36

466 水と社会 : 水リテラシーを学ぶ8つの扉
林大樹, 西山昭
彦, 大瀧友里奈
編

東京大学出版会 517/Mi97

467 「脱使い捨て」でいこう! : 世界で、日本で、始まっている社会のしくみづくり 瀬口亮子編著 彩流社 519.13/Se16
468 ふたり : 皇后美智子と石牟礼道子(講談社文庫) 高山文彦著 講談社 519.2194/Ko26

469 海の生物多様性を守るために(海とヒトの関係学:2)
秋道智彌, 角南
篤編著

西日本出版社 519.4/A35

470 よくわかる環境科学 : 地球と身のまわりの環境を考える 鈴木孝弘著 オーム社 519/Su96

471 住まいのデザインノート 石井秀樹著 エクスナレッジ 527.1/I75

472 建物できるまで図鑑 : 木造住宅 : 世界で一番楽しい
瀬川康秀, 大野
隆司著

エクスナレッジ 527/Se16

473 日産vs.ゴーン : 支配と暗闘の20年(文春新書:1205) 井上久男著 文藝春秋 537.067/I55
474 日本懐かしクルマ大全(タツミムック) 阿部至晃著 辰巳出版 537.92/A13
475 無人航空機入門 : ドローンと安全な空社会 滝本隆著 共立出版 538.6/Ta73
476 ホンダジェット : 開発リーダーが語る30年の全軌跡(新潮文庫:11054, ま-54-1) 前間孝則著 新潮社 538.68/H84

477 入門情報社会とコミュニケーション技術 改訂新版
金武完, 圓岡偉
男著

明石書店 547/Ki41

478 図解海上衝突予防法 10訂版 藤本昌志著 成山堂書店 557.83/F62
479 たたら製鉄の歴史(歴史文化ライブラリー:484) 角田徳幸著 吉川弘文館 564.021/Ka28

480 化粧品業界のブランド戦略 : 日本と韓国における化粧品会社の戦略比較 赤松裕二著
大阪公立大学共
同出版会

576.7/A31

481 食と暮らしを豊かにするデザイン 赤松陽子著
ビー・エヌ・エ
ヌ新社

588.0921/A31

482 エナジードリンク・栄養ドリンクのすべて : どれ飲む?いつ飲む?
松永政司, 深野
真季子著

育鵬社 : 扶桑社 588.4/Ma83

483 「発酵」のことが一冊でまるごとわかる 齋藤勝裕著 ベレ出版 588.51/Sa25
484 感性&ファッション産業の実際 : ファッション産業人材育成機構、ビームス、山田松香木店、共立美容外科 長沢伸也編 海文堂出版 589.2/N22
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485 図説英国執事 : 貴族をささえる執事の素顔 新装版(ふくろうの本) 村上リコ著 河出書房新社 591.0233/Mu43

486 タイ行ったらこれ食べよう! : Thailand(地元っ子、旅のリピーターに聞きました。)
白石路以, 美濃
羽佐智子著

誠文堂新光社 596.22/Sh82

487 究める焼肉の技術 : カッティング/タレ・味づくり/焼きの技術/コースの組み立て
旭屋出版編集部
編

旭屋出版 596.33/A82

488 もつ焼き串焼き : 基本の技術とバリエーション 柴田書店編 柴田書店 596.33/Sh18

489 人気パティスリーのデコレーション&デザイン技法 : 洋菓子の個性とインパクトを高める!
オフィスSNOW編
著

旭屋出版 596.65/O19

490 地方創生でリッチになろう! : 成功する8つの心得 小島慶藏著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング(発
売)

601.1/Ko39

491 地域産業のイノベーションシステム : 集積と連携が生む都市の経済
山崎朗編著/戸田
順一郎 [ほか]
著

学芸出版社 601.1/Y43

492 図解誰でもできる石積み入門 真田純子著
農山漁村文化協
会

614.6/Sa61

493
農家が教える鳥獣害対策あの手この手 : イノシシ・シカ・サル・カラス・ネズミ・モグラ・ハクビシン・アライグ
マ・ヌートリア

農文協編
農山漁村文化協
会

615.86/N97

494 それでも命を買いますか? : ペットビジネスの闇を支えるのは誰だ(ワニブックス「Plus」新書:160) 杉本彩著
ワニ・プラス/ワ
ニブックス (発
売)

645.6/Su38

495 犬と人はなぜ惹かれあうか 辻谷秋人著 三賢社 645.6/Ts49

496 炭やき教本

杉浦銀治, 広若
剛, 高橋泰子監
修/恩方一村逸品
研究所編

創森社 658.2/O65

497 日本人が魚を食べ続けるために(海とヒトの関係学:1)
秋道智彌, 角南
篤編著

西日本出版社 662.1/A35

498 アマエビの生物学と日本海 : 繁殖戦略、その神秘のメカニズム 貞方勉著 北國新聞社 664.76/Sa13
499 日本人とくじら : 歴史と文化 増補版(生活文化史選書) 小松正之著 雄山閣 664.9/Ko61

500 きちんとした文書とメール完全速習ガイド 永山嘉昭著
日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

670.91/N25
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501 三井越後屋のビジネス・モデル : 日本的取引慣行の競争力 武居奈緒子著

幻冬舎メディア
コンサルティン
グ/幻冬舎 (発
売)

672.1/Mi64

502 営業の問題地図 : 「で、どこから変える?」いつまで経っても成長しない営業マンと営業チーム 藤本篤志著 技術評論社 673.3/F62

503
営業の教科書 : ハーバード・ビジネス・レビュー営業論文ベスト11(Harvard business review : Diamond ハーバー
ド・ビジネス・レビュー)

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

ダイヤモンド社 673.3/H11

504 「展示会営業」術 : 飛び込みなしで「新規顧客」がドンドン押し寄せる 最新版 清永健一著 ごま書房新社 673.3/Ki88

505 営業マンの自己心理改革 : 商談が楽しくなる!モノが売れる! : 営業の考え方がガラッと変わる20の法則 大岩俊之著
アルファポリス/
星雲社(発売)

673.3/O35

506 アパレル・サバイバル 齊藤孝浩著
日本経済新聞出
版社

673.36/Sa25

507 日本を変えた流通企業がやってきたこと : 年表で読む! 岩崎遙著 ぱる出版 673.7/I96
508 百貨店とは 飛田健彦著 国書刊行会 673.83/H54
509 百貨店ものがたり : 先達の教えにみる商いの心 飛田健彦著 国書刊行会 673.83/H54

510 百貨店の進化 伊藤元重著
日本経済新聞出
版社

673.83/I91

511 老舗百貨店の接客法 : 松坂屋の史料が語る店員の“心得" 末田智樹著 風媒社 673.838/Ma92
512 コーヒーショップをつくる : 人気コーヒーショップの開業物語とバリスタ19人の抽出ノウハウ 渡部和泉著 旭屋出版 673.98/W46

513 ザ・トヨタウェイ : サービス業のリーン改革 上

ジェフリー・K・
ライカー, カー
リン・ロス著/稲
垣公夫, 成沢俊
子訳

日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

673/L62/1
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514 ザ・トヨタウェイ : サービス業のリーン改革 下

ジェフリー・K・
ライカー, カー
リン・ロス著/稲
垣公夫, 成沢俊
子訳

日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

673/L62/2

515 「お客様に真剣」ですか? 高橋滋著 かんき出版 673/Ta33

516 日本のデザイン書道家 : 筆文字デザインの最前線
久木田ヒロノブ
編

マール社 674.3/Ku28

517
コンセプトストア&ポップアップショップス : グラフィックス・インテリア : グラフィックとスペースを活かした統
合型ブランドシステム

ヴィクショナ
リー著・編/[和
田侑子訳]

グラフィック社 674.3/V69

518 ずっと読みたい0才から100才の広告コピー
Writes
Publishing編

ライツ社 674.35/W94

519 すぐ書ける!「稼ぐPOP」のつくり方 : POPのお悩み解決します(DO BOOKS) 森本純子著 同文舘出版 674.53/Mo55
520 コトPOPの効果検証 山口茂著 商業界 674.53/Y24

521 最新ネット広告の基本と仕組みがすべてわかる本 : 広告配信を支えるIT技術入門(図解入門ビジネス : How‐nual) 佐藤和明著 秀和システム 674.6/Sa85

522 マーケティング・リサーチ入門(有斐閣アルマ:Specialized)
星野崇宏, 上田
雅夫著

有斐閣 675.2/H92

523 マーケティングリサーチの手順と使い方 : 基本がわかる/実践できる : 図解&事例 定性調査編 石井栄造著
日本能率協会マ
ネジメントセン
ター

675.2/I75

524
販促・PR・プロモーション ネット戦略のやさしい教科書。 : 小さな予算で最大限に知名度と成果を上げる6つの宣伝
術

敷田憲司共著/池
田益己共著/田美
智子共著/鈴木利
典共著/藤村能光
共著/戎井一憲共
著/染谷昌利共著

エムディエヌ
コーポレーショ
ン/インプレス
(発売)

675/H29

525 選ばれ続ける会社とは : サステナビリティ時代の企業ブランディング 細田悦弘著
産業編集セン
ター

675/H93

526 小宮一慶の実践!マーケティング 小宮一慶著
日本経済新聞出
版社

675/Ko65

527 「数字指向」のマーケティング : データに踊らされないための数字の読み方・使い方(MarkeZine BOOKS) 丸井達郎著 翔泳社 675/Ma54
528 コスパ最強Web集客 : あなたのホームページ、儲かってますか? 茂木邦基著 技術評論社 675/Mo82
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529 未来のビジネス基礎用語 2019-2020
日経トレンディ
編

日経BP社/日経BP
マーケティング
(発売)

675/N73

530 マーケティング戦略論 第2版
西田安慶, 城田
吉孝編著

学文社 675/N81

531 実践顧客起点マーケティング : たった一人の分析から事業は成長する(MarkeZine BOOKS) 西口一希著 翔泳社 675/N81

532 ビジネスも人生もグロースさせるコミュニティマーケティング 小島英揮著 日本実業出版社 675/O35

533 爆発的ヒットは「想い」から生まれる : SNSから始める新しい時代のマーケティング 境治著 大和書房 675/Sa29
534 ランチェスター戦略がマンガで3時間でマスターできる本 : 会社経営 営業戦略 チーム運営 田岡佳子著 明日香出版社 675/Ta89
535 弱者でも勝てるモノの売り方 : お金をかけずに売上を上げるマーケティング入門 : ストーリーで丸わかり 上杉惠理子著 ぱる出版 675/U47
536 航空のゆくえ : 自由化の先にあるもの(ちくま新書:1411) 柴田伊冊著 筑摩書房 687.2/Sh18
537 空港&飛行場の不思議と謎(じっぴコンパクト新書:362) 風来堂編 実業之日本社 687.91/F92

538 フィールドから読み解く観光文化学 : 「体験」を「研究」にする16章
西川克之, 岡本
亮輔, 奈良雅史
編著

ミネルヴァ書房 689.04/F27

539 おもてなしデザイン・パターン : インバウンド時代を生き抜くための「創造的おもてなし」の心得28
井庭崇, 中川敬
文著

翔泳社 689.3/I11

540 地域観光と国際化
朝水宗彦編/江村
あずさ [ほか]
著

くんぷる 689/A86

541 地域×アニメ : コンテンツツーリズムからの展開
地域コンテンツ
研究会編

成山堂書店 689/C43

542 現代観光学 : ツーリズムから「いま」がみえる(ワードマップ)

遠藤英樹, 橋本
和也, 神田孝治
編著/寺岡伸悟
[ほか] 著

新曜社 689/G34

543 テレビ社会ニッポン : 自作自演と視聴者 太田省一著 せりか書房 699.21/O84

544 なぜフィクションか? : ごっこ遊びからバーチャルリアリティまで
ジャン=マリー・
シェフェール著/
久保昭博訳

慶應義塾大学出
版会

701.1/Sc1
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545 美術は魂に語りかける

アラン・ド・ボ
トン, ジョン・
アームストロン
グ著/ダコスタ吉
村花子訳

河出書房新社 701.4/D52

546 ウンベルト・エーコの世界文明講義
ウンベルト・
エーコ著/石田聖
子 [ほか] 訳

河出書房新社 704/E19

547 失われたモノを求めて 池田剛介著 夕書房 704/I32

548 思わぬ出会いに心ときめくパリの小さな美術館(とんぼの本)
原田マハ [ほか]
著/芸術新潮編集
部編

新潮社 706.9/O63

549 絵とはなにか
ジュリアン・ベ
ル著/長谷川宏訳

中央公論新社 720.1/B33

550 若冲 vs 応挙(くらべてわかる:1) 安村敏信著 敬文舎 721.4/I91
551 若冲伝 佐藤康宏著 河出書房新社 721.4/I91
552 江戸・幕末・明治おもちゃ絵・遊び絵の世界 河出書房新社 721.8/E24
553 もっと知りたいクリムト : 生涯と作品 改訂版(アート・ビギナーズ・コレクション) 千足伸行著 東京美術 723.346/Kl6

554 フェルメールと天才科学者 : 17世紀オランダの「光と視覚」の革命
ローラ・J・スナ
イダー著/黒木章
人訳

原書房 723.359/V62

555 語りたくなるフェルメール : 教養としての名画鑑賞 西岡文彦著 KADOKAWA 723.359/V62

556 怖いへんないきものの絵
中野京子, 早川
いくを著

幻冬舎 723/N39

557 もう逃れられない(中野京子と読み解く. 運命の絵:[2]) 中野京子著 文藝春秋 723/N39/2
558 数学デッサン教室 : 描いて楽しむ数学のかたち 瑞慶山香佳著 技術評論社 725/Z6

559 ザ・マンガホニャララ : 21世紀の漫画論 ブルボン小林著 クラーケン 726.101/B94

560 日本の漫画本300年 : 「鳥羽絵」本からコミック本まで
清水勲, 猪俣紀
子著

ミネルヴァ書房 726.101/Sh49

561 いわさきちひろ画集 : 新装版
いわさきちひろ
著/ちひろ美術館
編集

毎日新聞出版 726.5/I96
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562 カンボジア里の民 : 足立君江写真集(現研books:no. 6) 足立君江著
現代写真研究所
出版局

748/A16

563 はじめての金継ぎ : 初心者必携
坂田太郎, 中島
靖高監修

世界文化社 751/Sa38

564 イメージを色で表現できる配色デザイン事典 : design/color/image
mashroom design
著

ナツメ社 757.3/Ma64

565 パーフェクト配色ブック : イメージ・国・季節・行事からすぐにみつかる 武川カオリ著
パイインターナ
ショナル

757.3/Mu25

566 図説英国インテリアの歴史 : 魅惑のヴィクトリアン・ハウス :新装版(ふくろうの本) 小野まり著 河出書房新社 757.8/O67
567 新しい音楽鑑賞 : 知識から体験へ 久保田慶一著 水曜社 760.79/Ku14

568 ハーモニー探究の歴史 : 思想としての和声理論

西田紘子, 安川
智子編著/大愛崇
晴, 関本菜穂子,
日比美和子著

音楽之友社 761.5/N81

569 ロシア・アヴァンギャルドの宇宙論的音楽論 : 言語・美術・音楽をつらぬく四次元思想 高橋健一郎著 水声社 762.38/Ta33
570 楽器の歴史 : カラー図解 佐伯茂樹著 河出書房新社 763.02/Sa14

571 50の名器とアイテムで知る図説楽器の歴史
フィリップ・
ウィルキンソン
著/大江聡子訳

原書房 763.02/W73

572 エレクトリック・ギター革命史(Guitar magazine)

ブラッド・トリ
ンスキー, アラ
ン・ディ・ペル
ナ著/石川千晶訳

リットーミュー
ジック

763.55/To47

573 「雅楽」の誕生 : 田辺尚雄が見た大東亜の響き 鈴木聖子著 春秋社 768.2/Ta83
574 フラメンコ、この愛しきこころ : フラメンコの精髄 : 新装版(アルス選書) 橋本ルシア著 水曜社 769.36/H38
575 歌舞伎を知れば日本がわかる(新典社選書:90) 田口章子著 新典社 774/Ta19

576 映画観客とは何者か : メディアと社会主体の近現代史 藤木秀朗著
名古屋大学出版
会

778.21/F59

577 一切なりゆき : 樹木希林のことば(文春新書:1194) 樹木希林著 文藝春秋 778.21/Ki22
578 平成最後のアニメ論(ポプラ新書:167. 教養としての10年代アニメ:[3]) 町口哲生著 ポプラ社 778.77/Ma16

579 アニメーション用語事典
日本動画協会人
材育成委員会監
修・著作

立東舎/リットー
ミュージック
(発売)

778.77/N71
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580 アニメ制作者たちの方法 : 21世紀のアニメ表現論入門(Next creator book) 高瀬康司編
フィルムアート
社

778.77/Ta53

581 ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景 福嶋亮大著
PLANETS/第二次
惑星開発委員会

778.8/F84

582 オリンピック101の謎(新潮文庫:11039, ふ-56-1) 吹浦忠正著 新潮社 780.69/F73

583 一九六四年東京オリンピックは何を生んだのか
石坂友司, 松林
秀樹編著

青弓社 780.69/I84

584 Jリーグ再建計画(日経プレミアシリーズ:237)
大東和美, 村井
満編/秋元大輔構
成

日本経済新聞出
版社

783.47/O29

585
FIFA World Cup and beyond : sport, culture, media and governance(Sport in the global society. Contemporary
perspectives)

edited by
Kausik
Bandyopadhyay,
Souvik Naha and
Shakya Mitra

Routledge 783.47/Sp6

586 茶の湯と仏教 : 僧侶の事跡から辿る 筒井紘一著 淡交社 791.2/Ts93

587 新合格水準日本語教育能力検定試験問題集 新訂版
アークアカデ
ミー編

アークアカデ
ミー近畿/凡人社
(発売)

810.7//['15]

588 日本語教育よくわかる文法 藤原雅憲著 アルク 810.7/F68
589 日本語教育よくわかる教授法 : 「コース・デザイン」から「外国語教授法の史的変遷」まで 小林ミナ著 アルク 810.7/Ko12

590 日本語教育よくわかる音声
松崎寛, 河野俊
之著

アルク 810.7/Ma92

591 日本語教育学の歩き方 : 初学者のための研究ガイド 改訂版
本田弘之 [ほか]
著

大阪大学出版会 810.7/N71

592 日本語教育能力検定試験に合格するための記述式問題40 改訂版
石黒圭, 辻和子,
星野恵子著

アルク 810.7/N71

593 日本語教育能力検定試験合格するための問題集 増補版
アルク日本語編
集チーム, 青山
美佳企画・編集

アルク 810.79/ArN(1)

594 通史・個別史・日本語の古典(山口仲美著作集:4. 日本語の歴史・古典:4) 山口仲美著 風間書房 810.8/Y24/4
595 白川静さんに学ぶこれが日本語 小山鉄郎著 論創社 812/Ko97
596 ヤバいほど日本語知らないんだけど 前田安正著 朝日新聞出版 814/Ma26
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597 思考を鍛えるレポート・論文作成法 第3版 井下千以子著
慶應義塾大学出
版会

816.5/I56

598 失敗から学ぶ大学生のレポート作成法
近藤裕子著/由井
恭子著/春日美穂
著

ひつじ書房 816.5/Sh79

599 大学と社会をつなぐライティング教育
村岡貴子, 鎌田
美千子, 仁科喜
久子編著

くろしお出版 816/D16

600 全図解日本のしくみ(Furigana Japan)
安部直文著/マイ
ケル・ブレーズ
訳

IBCパブリッシン
グ

817.7/A13

601 大学1年生のための中国語 第2版
慶應義塾大学商
学部中国語部会
編著

慶應義塾大学出
版会

820.7/Ke26

602 魅惑の漢字
陳楠著/水野衛子
訳

樹立社 821.2/C46

603 中国語は英語と比べて学ぼう! 会話編 船田秀佳著
IBCパブリッシン
グ

825/F89/3

604 ちょこっと中国語翻訳 : ネイティヴらしく表現するコツ 李軼倫著 白水社 827.8/R39

605 あいうえお順あっという間に読めちゃうハングル
房賢嬉, 用松美
穂著

新星出版社 829.115/B18

606 英語学論説資料 第51号 (2017年分) 第1分冊 論説資料保存会 830.4/42/51-1

607 英語学論説資料 第51号 (2017年分) 第2分冊 論説資料保存会 830.4/42/51-2

608 英語の処方箋 : 「日本人英語」を変える100のコツ(ちくま新書:1405)
ジェームス・M・
バーダマン著/安
藤文人訳

筑摩書房 830.4/V42

609 文脈で覚えるIELTS英単語
ジョン・グラン
ト著

DHC 830.79/G77

610 TOEICテスト新形式精選模試リスニング 2
加藤優, 野村知
也, 小林美和,
Bradley Towle著

ジャパンタイム
ズ

830.79/TOT/2

611 Challenges of Global Enterprises
Kayoko Shiomi
[ほか]編著

金星堂 830/C31
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612 ディズニーアニメと多様化する社会
國友万裕 [ほか]
著

英宝社 830/D78

613 Insights 2019
深山晶子 [ほか]
編著

金星堂 830/I57/'19

614 会話からディベートまでスピーキング基本演習(Clover Series)

藤岡克則著/山内
信幸著/Neil
Heffernan著/金
崎茂樹著/橋尾晋
平著

金星堂 830/Ka21

615 中学3年分の英語が3週間で身につく音読(CD BOOK)(Asuka business & language books) 長沢寿夫著 明日香出版社 830/N22
616 日本語ネイティブが苦手な英語の音とリズムの作り方がいちばんよくわかる発音の教科書 靜哲人著 テイエス企画 831.1/Sh94
617 これ1冊で英語のリスニング・スピーキングが上達!! 第2版 戸高裕一著 学文社 831.1/To17
618 聞く英語(実戦力徹底トレーニング) 内田富男著 アルク 831.1/U14

619 図解英語基本語義辞典 政村秀實著
アドスリー/丸善
出版 (発売)

833.3/Ma62

620 英語を英語で理解する英英英単語 上級編
ジャパンタイム
ズ, ロゴポート
編

ジャパンタイム
ズ

834/J24

621 英語を英語で理解する英英英単語 超上級編
ジャパンタイム
ズ, ロゴポート
編

ジャパンタイム
ズ

834/J24

622 接続詞と句読法(「英文法大事典」シリーズ:8)

Rodney
Huddleston,
Geoffrey K.
Pullum著/畠山雄
二編集/岸本秀樹
[ほか] 訳

開拓社 835/HuR/8

623 Grammar workouts!
安丸雅子, 渡邉
晶子著

金星堂 835/Y65

624 中学英文法ができれば、英語は話せる : CD付き 吉田豪著 ナツメ社 835/Y86

625 Writing key : English grammer and usage for better writing
Yasuyuki Kitao,
Anthony Allan

金星堂 836/Ki72

626 英語ライティングルールブック : 正しく伝えるための文法・語法・句読法 第3版
デイヴィッド・
セイン著

DHC 836/Th1
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627 天声人語 : 英文対照 v. 196 2019春
朝日新聞論説委
員室編/英文朝日
訳

原書房 837.5/13/196

628 読む英語(実戦力徹底トレーニング) 中野達也著 アルク 837.5/N39
629 話す英語(実戦力徹底トレーニング) 愛場吉子著 アルク 837.8/A22

630 起きてから寝るまでイヌ英語表現
春日聡子解説・
執筆

アルク 837.8/Ka79

631 残念な英語 : 間違うのは日本人だけじゃない(光文社新書:979)
デイビッド・セ
イン著

光文社 837.8/Th1

632 起きてから寝るまでネコ英語表現 吉田研作監修 アルク 837.8/Y86

633 ともに学ぶドイツ語 改訂版
林久博, 鶴田涼
子著

白水社 840/H48

634 どんどん話そうドイツ語
Frank Riesner,
田中雅敏著

郁文堂 840/R38

635 シュパースミットドイチュ
矢羽々崇,
Matthias Wittig
著

第三書房 840/Y16

636 マヤ文字を書いてみよう読んでみよう : 新装版 八杉佳穂著 白水社 895.21/Y63

637 ストーリー : ロバート・マッキーが教える物語の基本と原則
ロバート・マッ
キー [著]/越前
敏弥訳

フィルムアート
社

901.27/Ma99

638 脚本家という仕事 : ヒットドラマはこうして作られる(Tokyo news books) ペリー荻野著
東京ニュース通
信社/徳間書店
(発売)

901.27/P42

639 古代中世文学論考 言日(田島先生) 年2回刊? 継続受入 新典社 910.23/Shi/K-

640 この百年の小説 : 人生と文学と(講談社文芸文庫:[なJ3]) 中村真一郎 [著] 講談社 910.26/N37

641 海の香りが漂う歴史時代小説700冊 青海俊夫著
牧歌舎東京本部/
星雲社 (発売)

910.26/O62

642 アメリカは日本文化をどう読んでいるか : 村上春樹、吉本ばなな、宮崎駿、押井守 芳賀理彦著 春風社 910.264/H12
643 私の太宰治論 浅田高明著 文理閣 910.268/D49
644 小林秀雄の悲哀(講談社選書メチエ:694) 橋爪大三郎著 講談社 910.268/Ko12

645 向田邦子文学論(新典社選書:89)
向田邦子研究会
編

新典社 910.268/Mu27
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646 漱石『道草』の詩学 田中邦夫著 翰林書房 910.268/N58

647 国文学年次別論文集 平成25(2013)年 近代1
学術文献刊行会
編

朋文出版 910.4/9/'13-6-1

648 降りつむ : 皇后陛下美智子さまの英訳とご朗読
宮内庁侍従職監
修/毎日新聞出版
編

毎日新聞出版 911.08/Ma31

649 俳句でつかう季語の植物図鑑

『俳句でつかう
季語の植物図
鑑』編集委員会
編

山川出版社 911.307/H15

650 声が世界を抱きしめます : 谷川俊太郎 詩・音楽・合唱を語る 中地雅之編著
東京学芸大学出
版会

911.52/Ta88

651 つかこうへいの世界 : 消された「知」
日本近代演劇史
研究会編

社会評論社 912.6/N71

652 源氏物語と平安朝漢文学 長瀬由美著 勉誠出版 913.36/N22
653 海の翼 : エルトゥールル号の奇蹟(PHP文芸文庫:[あ9-1]) 秋月逹郎著 PHP研究所 913.6/A38
654 ノッキンオン・ロックドドア(徳間文庫:あ66-1) 青崎有吾著 徳間書店 913.6/A56

655 世にも奇妙な君物語(講談社文庫:[あ135-2]) 朝井リョウ[著] 講談社 913.6/A83

656 フランス座 ビートたけし著 文藝春秋 913.6/B48

657 変身(講談社文庫:[ひ-17-9]) 東野圭吾[著] 講談社 913.6/H55

658 彼女は頭が悪いから 姫野カオルコ著 文藝春秋 913.6/H59

659 幻想寝台車(講談社文庫:ほ39-13) 堀川アサコ [著] 講談社 913.6/H89/7

660 トイレで読む、トイレのためのトイレ小説 雹月あさみ著 KADOKAWA 913.6/H99
661 百花 川村元気著 文藝春秋 913.6/Ka95
662 大江健三郎全小説 9 大江健三郎著 講談社 913.6/O18/9
663 天国はまだ遠く(新潮文庫:8061, せ-12-1) 瀬尾まいこ著 新潮社 913.6/Se77
664 おしまいのデート(集英社文庫:[せ6-1]) 瀬尾まいこ著 集英社 913.6/Se77

665 僕らのごはんは明日で待ってる(幻冬舎文庫:[せ-6-1]) 瀬尾まいこ [著] 幻冬舎 913.6/Se77

666 僕の明日を照らして(ちくま文庫:[せ-11-2]) 瀬尾まいこ著 筑摩書房 913.6/Se77
667 図書館の神様(ちくま文庫:[せ-11-1]) 瀬尾まいこ著 筑摩書房 913.6/Se77
668 優しい音楽(双葉文庫:せ-08-01) 瀬尾まいこ著 双葉社 913.6/Se77
669 卵の緒(新潮文庫:せ-12-2) 瀬尾まいこ著 新潮社 913.6/Se77
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670 戸村飯店青春100連発(文春文庫:[せ-8-2]) 瀬尾まいこ著 文藝春秋 913.6/Se77

671 温室デイズ(角川文庫:15754) 瀬尾まいこ [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッ
シング (発売)

913.6/Se77

672 強運の持ち主(文春文庫:[せ-8-1]) 瀬尾まいこ著 文藝春秋 913.6/Se77
673 春、戻る 瀬尾まいこ著 集英社 913.6/Se77
674 君が夏を走らせる 瀬尾まいこ著 新潮社 913.6/Se77

675 日本人よ!(伊丹十三選集:1)
[伊丹十三著]/松
家仁之, 中村好
文, 池内万平編

岩波書店 914.6/I88

676 好きと嫌い(伊丹十三選集:2) 岩波書店 914.6/I88
677 日々是十三(伊丹十三選集:3) 岩波書店 914.6/I88
678 親を愛せない子、子を愛せない親たちへ : わたしの親子論 窪島誠一郎著 彩流社 914.6/Ku13
679 日本人の甘え(新潮新書:686) 曽野綾子著 新潮社 914.6/So44
680 濃霧の中の方向感覚 鷲田清一著 晶文社 914.6/W42
681 吉本隆明全集 1 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/1
682 吉本隆明全集 10 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/10
683 吉本隆明全集 11 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/11
684 吉本隆明全集 12 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/12
685 吉本隆明全集 13 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/13
686 吉本隆明全集 14 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/14
687 吉本隆明全集 15 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/15
688 吉本隆明全集 16 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/16
689 吉本隆明全集 17 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/17
690 吉本隆明全集 18 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/18
691 吉本隆明全集 19 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/19
692 吉本隆明全集 2 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/2
693 吉本隆明全集 3 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/3
694 吉本隆明全集 4 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/4
695 吉本隆明全集 5 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/5
696 吉本隆明全集 6 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/6
697 吉本隆明全集 7 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/7
698 吉本隆明全集 8 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/8
699 吉本隆明全集 9 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/9
700 東海道ふたり旅 : 道の文化史 池内紀著 春秋社 915.6/I35
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701 鉄幹晶子全集 別巻4
[与謝野鉄幹, 与
謝野晶子著]/逸
見久美編集代表

勉誠出版
918.68/YoH/B-別
4

702 杜甫研究年報 第2号 日本杜甫学会編
日本杜甫学会/勉
誠出版(発売)

921.43/To24/2

703 ディケンズとギッシング : 底流をなすものと似て非なるもの 松岡光治編 大阪教育図書 930.268/Ma86

704 クマのプーさん原作と原画の世界 : A.A.ミルンのお話とE.H.シェパードの絵

アンマリー・ビ
ルクロウ, エ
マ・ロウズ著/富
原まさ江訳

玄光社 933.7/Mi28

705 独仏文学論 : ドイツ・フランス・スイス論紀行 山村正英著
創栄出版/星雲社
(発売)

940.4/Y32

706 千霊一霊物語(光文社古典新訳文庫:[KAテ6-1])
アレクサンド
ル・デュマ著/前
山悠訳

光文社 953.6/D96

707 シェリ(光文社古典新訳文庫:[KAコ5-2])
コレット著/河野
万里子訳

光文社 953.7/C84

708 日本件名図書目録 2018 1 人名・地名・団体名
日外アソシエー
ツ株式会社編

日外アソシエー
ツ/紀伊國屋書店
(発売)

B025.1/7/'18-1

709 日本件名図書目録 2018 2 一般件名(あ-しょ)
日外アソシエー
ツ株式会社編

日外アソシエー
ツ/紀伊國屋書店
(発売)

B025.1/7/'18-2-
1

710 日本件名図書目録 2018 2 一般件名(しら-わ)
日外アソシエー
ツ株式会社編

日外アソシエー
ツ/紀伊國屋書店
(発売)

B025.1/7/'18-2-
2

711 ヘリコプターはっしん!(かがくのとも:603号) 小輪瀬護安さく 福音館書店 E//19

712 かさのえんそく(こどものとも年少版:507号) うえのようさく 福音館書店 E//19

713 シカのはいしゃさん(こどものとも:759号) 宮島千夏さく 福音館書店 E//19
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714 ちいさなあなたへ

アリスン・マ
ギーぶん/ピー
ター・レイノル
ズえ/なかがわち
ひろやく

主婦の友社 E/20

715 子犬工場 : いのちが商品にされる場所 大岳美帆著 WAVE出版 K645.62/O82
716 宮本輝(はじめての文学) 宮本輝著 文藝春秋 K908/H16

717 よしもとばなな(はじめての文学)
よしもとばなな
著

文藝春秋 K908/H16

718 山田詠美(はじめての文学) 山田詠美著 文藝春秋 K908/H16
719 重松清(はじめての文学) 重松清著 文藝春秋 K908/H16
720 村上龍(はじめての文学) 村上龍著 文藝春秋 K908/H16
721 宮部みゆき(はじめての文学) 宮部みゆき著 文藝春秋 K908/H16
722 村上春樹(はじめての文学) 村上春樹著 文藝春秋 K908/H16
723 小川洋子(はじめての文学) 小川洋子著 文藝春秋 K908/H16
724 桐野夏生(はじめての文学) 桐野夏生著 文藝春秋 K908/H16
725 浅田次郎(はじめての文学) 浅田次郎著 文藝春秋 K908/H16
726 林真理子(はじめての文学) 林真理子著 文藝春秋 K908/H16
727 川上弘美(はじめての文学) 川上弘美著 文藝春秋 K908/H16

728 齋藤孝の仏教入門(日経ビジネス人文庫:885, [さ16-4]) 齋藤孝著
日本経済新聞出
版社

NBB/さ16/4

729 ホンダジェット誕生物語 : 経験ゼロから世界一へ(日経ビジネス人文庫:882, [す10-1]) 杉本貴司著
日本経済新聞出
版社

NBB/す10/1

730 関西で長く愛されている優良企業180選 : 継承と革新のひけつ
日刊工業新聞特
別取材班編

日刊工業新聞社 就職/資格

731 CSR企業総覧 2019 雇用・人材活用編(東洋経済臨時増刊) 東洋経済新報社 就職/資格/'19

732 CSR企業総覧 2019 ESG編(東洋経済臨時増刊) 東洋経済新報社 就職/資格/'19

733 面接完全攻略ブック 2020年度(公務員試験受験ジャーナル特別企画:5) 実務教育出版 就職/資格/'20

734 これが本当のSPI3テストセンターだ! 2021年度版
SPIノートの会編
著

洋泉社 就職/資格/'21

735 時事&一般常識の完璧対策 2021年度版(日経就職シリーズ)
日経就職ナビ編
集部編著

日経HR 就職/資格/'21

41



 2019年5月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

736 ことばで社会をつなぐ仕事 : 日本語教育者のキャリア・ガイド
義永美央子編著/
嶋津百代編著/櫻
井千穂編著

凡人社 就職/資格/['19]

737
働き方改革検定働き方マスター試験 ワークスタイルコーディネーター認定試験公式テキスト : 働き方改革と労働法務
新版

坂東利国著/全日
本情報学習振興
協会編

全日本情報学習
振興協会/マイナ
ビ出版(発売)

就職/資格/['19]

738 高校社会と情報 新訂版
岡本敏雄 [ほか]
著

実教出版 教/007/'16
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