
2019年6月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 世界でいちばんやさしい教養の教科書 児玉克順著/fancomi絵 Gakken 002/Ko18

2 いつもそばには本があった。(講談社選書メチエ:700) 國分功一郎, 互盛央著 講談社 002/Ko45

3 学問からの手紙 : 時代に流されない思考(入門!ガクモン : 人気大学教授の熱烈特別講義:学問論) 宮野公樹著 小学館 002/Mi79

4 人文学宣言 山室信一編 ナカニシヤ出版 002/Y32

5 はじめての人工知能 : Excelで体験しながら学ぶAI 増補改訂版 淺井登著 翔泳社 007.13/A83

6 AI社会の歩き方 : 人工知能とどう付き合うか(DOJIN選書:80) 江間有沙著 化学同人 007.13/E51

7 倒立振子の作り方 : ゼロから学ぶ強化学習 : 物理シミュレーション×機械学習 遠藤理平著 カットシステム 007.13/E59

8 iHuman : AI時代の有機体-人間-機械
河本英夫, 稲垣諭編著/宇野
邦一 [ほか執筆]

学芸みらい社 007.13/Ka95

9 情報メディア白書 2019 電通総研編 電通総研 007.3/D61/'19

10 IoT・AIの法律と戦略 第2版
福岡真之介編著/桑田寛史,
料屋恵美著

商事法務 007.3/F82

11 俯瞰図から見える日本型IoTビジネスモデルの壁と突破口 大野治著 日刊工業新聞社 007.35/O67

12 YouTubeの時代 : 動画は世界をどう変えるか
ケヴィン・アロッカ著/小林
啓倫訳

NTT出版 007.353/A41

13 ソーシャルメディア論 : つながりを再設計する 改訂版 藤代裕之編著 青弓社 007.353/F66

14
コンピュータにかわいいを学習させたら何が起きたか : だれも教えてくれなかったビッグデータ分析のノウハ
ウ

遠山功著 ダイヤモンド社 007.609/To79

15 会社では教えてもらえない一瞬で仕事が片づく人のExcelのキホン 一木伸夫著 すばる舎 007.6384/I14

16 ゼロからわかるC#超入門 : はじめてのプログラミング 改訂2版(かんたんIT基礎講座) 斎藤友男著 技術評論社 007.64/Sa25
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書名 著者名 出版者 請求記号

17 図書館巡礼 : 「限りなき知の館」への招待
スチュアート・ケルズ著/小
松佳代子訳

早川書房 010.2/Ke33

18 図書館制度・経営論 第2版(ライブラリー図書館情報学:4) 柳与志夫著 学文社 011/Y53

19 分類法キイノート 第3版 宮沢厚雄著 樹村房 014.4/Mi82

20 気になる著作権Q&A : 学校図書館の活性化を図る 増補改訂版(はじめよう学校図書館:8) 森田盛行著 全国学校図書館協議会 017/Mo66

21 できる人の読書術 堀紘一著 ダイヤモンド社 019.12/H89

22 瞬読 : 1冊3分で読めて、99%忘れない読書術 山中恵美子著 SBクリエイティブ 019.13/Y34

23 生きる力を育む「朝の読書」 : 静寂と集中 岩岡千景著 高文研 019.2/I95

24 子どもも大人も絵本で育つ 湯澤美紀著 柏書房 019.53/Y99

25 現役東大生が選ぶいま読むべき100冊 西岡壱誠著 光文社 019.9/N86

26 ビブリオ漫談 : 「笑い」と「ユーモア」あふれる本の紹介 笹倉剛著 あいり出版 019.9/Sa75

27 読まずにすませる読書術 : 京大・鎌田流「超」理系的技法(SB新書:470) 鎌田浩毅著 SBクリエイティブ 019/Ka31

28 彫摺工系譜 本文(日本書誌学大系:109(1)-(2)) 土井利一, 後藤憲二編 青裳堂書店 020.8/2/109-1

29 著作権判例百選 第6版(別冊ジュリスト:no. 242(55巻1号)) 小泉直樹[ほか]編 有斐閣 021.2/C54

30 著作権法 改訂版(放送大学教材:1639641-1-1811) 作花文雄著 放送大学教育振興会 021.2/Sa42

31 電子出版活用型図書館プロジェクト : 立命館大学文学部湯浅ゼミの総括 湯浅俊彦著 出版メディアパル 023/Y96

32 東洋學文獻類目 2017年度
京都大學人文科學研究所附
屬東洋學文獻センター [編]

人文科學研究協會 027.5/5/'17
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33 藝文類聚訓讀付索引 卷46
遠藤光正 [ほか] 共著/大東
文化大學東洋研究所編

大東文化大學東洋研究
所

032.2/OyJ/D-46

34 藝文類聚訓讀付索引 卷47
遠藤光正 [ほか] 共著/大東
文化大學東洋研究所編

大東文化大學東洋研究
所

032.2/OyJ/D-47

35 女性雑誌とファッションの歴史社会学 : ビジュアル・ファッション誌の成立 坂本佳鶴恵著 新曜社 051.7/Sa32

36 中国年鑑 2019 中国研究所編 新評論 059.22/ChK/'19

37 新博物館園論
小林秀司, 星野卓二, 徳澤
啓一編

同成社 069/Sh62

38 物語オーストリアの歴史 : 中欧「いにしえ」の大国の千年(中公新書:2546) 山之内克子著 中央公論新社 081/17/2546

39 科学技術の現代史 : システム、リスク、イノベーション(中公新書:2547) 佐藤靖著 中央公論新社 081/17/2547

40 老いのゆくえ(中公新書:2548) 黒井千次著 中央公論新社 081/17/2548

41 海外で研究者になる : 就活と仕事事情(中公新書:2549) 増田直紀著 中央公論新社 081/17/2549

42 中公文庫 中央公論社 081/18/

43 から揚げの秘密(中公文庫:[い-129-2]. ひぐまのキッチン) 石井睦美著 中央公論新社 081/18/い129-2

44 老いへの不安 : 歳を取りそこねる人たち(中公文庫:[か-89-1]) 春日武彦著 中央公論新社 081/18/か89-1

45
化学探偵Mr.キュリー 8(中公文庫:[き-40-1], [き-40-2], [き-40-4], [き-40-5], [き-40-6], [き-40-7], [き
-40-9], [き-40-11])

喜多喜久著 中央公論新社 081/18/き40-11

46 北里柴三郎 : 雷 (ドンネル) と呼ばれた男 改版 上 : 新装版(中公文庫:[や-32-5], [や-32-6]) 山崎光夫著 中央公論新社 081/18/や32-5

47 北里柴三郎 : 雷 (ドンネル) と呼ばれた男 改版 下 : 新装版(中公文庫:[や-32-5], [や-32-6]) 山崎光夫著 中央公論新社 081/18/や32-6
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48 日本の民俗学(中公文庫:[や-68-1]) 柳田國男著 中央公論新社 081/18/や68-1

49 藝術のパトロン : 松方幸次郎、原三溪、大原二代、福島コレクション(中公文庫:[や-69-1]) 矢代幸雄著 中央公論新社 081/18/や69-1

50 クーデターの技術(中公文庫:[マ-16-1])
クルツィオ・マラパルテ著/
手塚和彰, 鈴木純訳

中央公論新社 081/18/マ16-1

51 ジャンヌ・ダルク : 超異端の聖女(講談社学術文庫:[2555]) 竹下節子 [著] 講談社 081/2/2555

52 本能寺の変(講談社学術文庫:[2556]) 藤田達生 [著] 講談社 081/2/2556

53 国民主権と天皇制(講談社学術文庫:[2557]) 尾高朝雄[著] 講談社 081/2/2557

54 ビールの教科書(講談社学術文庫:[2558]) 青井博幸 [著] 講談社 081/2/2558

55 四字熟語の教え(講談社学術文庫:[2559]) 村上哲見, 島森哲男編 講談社 081/2/2559

56 赤い月 上(岩波現代文庫:文芸:307-308) なかにし礼著 岩波書店 081/22/B307

57 赤い月 下(岩波現代文庫:文芸:307-308) なかにし礼著 岩波書店 081/22/B308

58 デモクラシーか資本主義か : 危機のなかのヨーロッパ(岩波現代文庫:学術:406)
J. ハーバーマス [著]/三島
憲一編訳

岩波書店 081/22/G406

59 沖縄の歩み(岩波現代文庫:社会:313)
国場幸太郎著/新川明, 鹿野
政直編

岩波書店 081/22/S313

60 二度読んだ本を三度読む(岩波新書:新赤版 1776) 柳広司著 岩波書店 081/6-4/1776

61 変身物語 1(西洋古典叢書)
オウィディウス [著]/高橋
宏幸訳

京都大学学術出版会
089.1/1-2/3-2-
1

62 中国古典名著译注丛书 中华书局 122.08/ChS/C-
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63 家礼文献集成 日本篇8(関西大学東西学術研究所資料集刊:27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6, 27-7, 27-8) 吾妻重二編著 関西大学出版部 124.1/AzJ/1-8

64 老子コンプリート : 全文完全対照版 : 本質を捉える「一文超訳」+現代語訳・書き下し文・原文 [老子著]/野中根太郎訳 誠文堂新光社 124.22/R72

65 創造と狂気の歴史 : プラトンからドゥルーズまで(講談社選書メチエ:696) 松本卓也著 講談社 130.2/Ma81

66 世界の哲学者に学ぶ人生の教室 白取春彦, 冀剣制著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

130.4/Sh86

67 フィヒテ : 「二十二世紀」の共和国 熊谷英人著 岩波書店 134.3/F24

68 ヤスパース暗黙の倫理学 : 「実存倫理」から「理性倫理」へ 中山剛史著 晃洋書房 134.9/J26

69 他人に振り回されない心理学 : ストーリーでわかる! オズとも子著 大和出版 140.4/O99

70 「かわいい」のちから : 実験で探るその心理(DOJIN選書:81) 入戸野宏著 化学同人 140.75/N88

71 ゼロからわかる心理学 : 知れば知るほど面白い!心と行動の科学(ニュートン別冊)(NEWTONムック) ニュートンプレス 140/N99

72 パフォーマンス心理学入門 : 共生と発達のアート
香川秀太, 有元典文, 茂呂
雄二編

新曜社 140/P14

73 アイデアはあさっての方向からやってくる 嶋浩一郎著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

141.5/Sh37

74 情動と犯罪 : 共感・愛着の破綻と回復の可能性(情動学シリーズ:9) 福井裕輝, 岡田尊司編 朝倉書店 141.6/JoS/9

75 人が自分をだます理由 : 自己欺瞞の進化心理学
ケヴィン・シムラー, ロビ
ン・ハンソン著/大槻敦子訳

原書房 141.7/Si5

76 心の傷は遺伝する
マーク・ウォリン著/野中香
方子訳

河出書房新社 141.92/W85

77 心理学でわかる女子の人間関係・感情辞典 朝日新聞出版編著 朝日新聞出版 143.5/A82

78 バウムテストQ&A 阿部惠一郎著 金剛出版 146.3/A13
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79 10代のための疲れた心がラクになる本 : 「敏感すぎる」「傷つきやすい」自分を好きになる方法 長沼睦雄著 誠文堂新光社 146.8/N16

80 ストレスから自分を守る20の習慣 : こころのセルフケア 中村延江, 近本洋介著 金子書房 146.8/N37

81 人のために頑張りすぎて疲れた時に読む本 根本裕幸著 大和書房 146.8/N64

82 自尊心を育てるワークブック : あなたを助けるための簡潔で効果的なプログラム 第2版
グレン・R・シラルディ著/
柳沢圭子訳

金剛出版 146.8/Sc3

83 みんなの発達! : ニューマン博士の成長と発達のガイドブック
フレド・ニューマン, フィ
リス・ゴールドバーグ著/茂
呂雄二 [ほか] 訳

新曜社 146.811/N68

84 「自分を苦しめる嫌なこと」から、うまく逃げる方法 大嶋信頼著 光文社 146.811/O77

85 虐待・トラウマを受けた乳幼児の心理療法 : 発達と愛着の回復をめざして

ジョイ・D.オソフスキー,
フィリップ・T.ステプカ,
ルーシー・S.キング著/小室
愛枝訳

日本評論社 146.82/G99

86 徳は知なり : 幸福に生きるための倫理学
ジュリア・アナス著/相澤康
隆訳

春秋社 151.1/A49

87 Principles : 人生と仕事の原則 レイ・ダリオ著/斎藤聖美訳 日本経済新聞出版社 159.4/D32

88 働くあなたに伝えておきたい100のこと : your path to success after school ジェフ・ケラー著/弓場隆訳
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

159.4/Ke32

89 苦しかったときの話をしようか : ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」 森岡毅著 ダイヤモンド社 159.4/Mo62

90 社会人1年目の教科書 : 「伸びる人」の習慣「伸びない人」の習慣 菅沼勇基 [著]
クロスメディア・パブ
リッシング/インプレス
(発売)

159.4/Su25

91 嫌いになれるまで好きでいたいし、自分のことも好きになりたい(@night) ニャン著 KADOKAWA 159.6/N99

92 私の恋人にならなくていいから、誰のものにもならないで(@night) りおめこ著 KADOKAWA 159.6/R45
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93 「僕のこと好き?」って聞いたら「言わない」って恥ずかしそうに笑う君が好き。 : Everyday Ice cream わたらいももすけ著 KADOKAWA 159.6/W47

94 大丈夫、君は可愛いから。君は絶対、幸せになれるから。 yuzuka著 KADOKAWA 159.6/Y99

95 10代にしておきたい17のこと(だいわ文庫) 本田健著 大和書房 159.7/H84/1

96 30代にしておきたい17のこと(だいわ文庫:[8-8G]) 本田健著 大和書房 159.7/H84/3

97 40代にしておきたい17のこと(だいわ文庫:[8-11G]) 本田健著 大和書房 159.7/H84/4

98 50代にしておきたい17のこと(だいわ文庫:8-13G) 本田健著 大和書房 159.7/H84/5

99 60代にしておきたい17のこと(だいわ文庫:[8-15G]) 本田健著 大和書房 159.7/H84/6

100 Finish! : 必ず最後までやり切る人になる最強の方法
ジョン・エイカフ著/花塚恵
訳

ダイヤモンド社 159/A15

101 齋藤孝が読むカーネギー『人を動かす』(22歳からの社会人になる教室:1) 齋藤孝著 創元社 159/C19

102 私は私のままで生きることにした キム・スヒョン著/吉川南訳 ワニブックス 159/Ki39

103 「ゆっくり力」でいい人生をおくる : モタさんの言葉(WIDE SHINSHO:228) 斎藤茂太著 新講社 159/Sa25

104 100歳の精神科医が見つけたこころの匙加減 高橋幸枝著 飛鳥新社 159/Ta33

105 神社から読み解く信仰の日本史(SBビジュアル新書:0010) 島田裕巳著 SBクリエイティブ 172/Sh36

106 鳥居大図鑑 藤本頼生編著 グラフィック社 175.5/F62

107 伊勢神宮(学生社日本の神社シリーズ) 桜井勝之進著 学生社 175.8/Sa47

108 仏教の聖者 : 史実と願望の記録(京大人文研東方学叢書:8) 船山徹著 臨川書店 182.88/F89
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109 千手観音と二十八部衆の謎 田中公明著 春秋社 186.8/Ta84

110 世界の初期文明
ブルース G. トリッガー著/
下垣仁志訳

同成社 209.3/Tr5

111 教養としての世界史の学び方 山下範久編著 東洋経済新報社 209/Y44

112 隼人から見た現代模様 : 歴史のいまとは何か 中村明蔵著 国分進行堂 210.04/N37

113 勘仲記 第6(史料纂集:古記録編 [149], [157], [166], [177], [189], [200])
[藤原兼仲著]/高橋秀樹, 櫻
井彦, 中込律子校訂

八木書店 210.08/3/カ4-6

114 資料が語る災害の記録と記憶(国立歴史民俗博物館研究叢書:6) 樋口雄彦編 朝倉書店 210.08/Ko49/6

115 大嘗祭と古代の祭祀 岡田莊司著 吉川弘文館 210.091/O38

116 文学で読む日本の歴史 近世社会篇 五味文彦著 山川出版社 210.1/GoF/4

117 日本人はなぜ「頼む」のか : 結びあいの日本史(ちくま新書:1418) 白川部達夫著 筑摩書房 210.1/Sh83

118 戦略は日本史から学べ : 壬申の乱から関ケ原の戦いまで「戦い」のシナリオを紐解く 橋場日月[著]
クロスメディア・パブ
リッシング/インプレス
(発売)

210.19/H37

119 再考!縄文と弥生 : 日本先史文化の再構築
国立歴史民俗博物館, 藤尾
慎一郎編

吉川弘文館 210.25/Ko49

120 「縄文」の新常識を知れば日本の謎が解ける(PHP新書:1176) 関裕二著 PHP研究所 210.25/Se44

121 邪馬台国時代の王国群と纒向王宮 石野博信著 新泉社 210.27/I79

122 楽市楽座はあったのか(中世から近世へ) 長澤伸樹著 平凡社 210.47/N22

123 豊臣秀吉文書集 5 名古屋市博物館編 吉川弘文館 210.47/To93/5

124 戦国古文書入門 渡邊大門編 東京堂出版 210.47/W46
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2019年6月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

125 近世日本の貧困と医療(東北アジアの社会と環境) 荒武賢一朗編 古今書院 210.5/A66

126 近世大名家臣団と知行制の研究 藤谷彰著 清文堂出版 210.5/F67

127 幕末維新期の日本と世界 : 外交経験と相互認識 友田昌宏編 吉川弘文館 210.59/To61

128 近現代日本史との対話 幕末・維新-戦前編(集英社新書:0964D, 0968D) 成田龍一著 集英社 210.6/N52/1

129 明治維新の光と影 : この歴史から見えてきた日本の役割 新版 西原春夫著 万葉舎 210.6/N82

130 B面昭和史 : 1926-1945(平凡社ライブラリー:878) 半藤一利著 平凡社 210.7/H29

131 国家はいかに「楠木正成」を作ったのか : 非常時日本の楠公崇拝 谷田博幸著 河出書房新社 210.7/Ku93

132 地図で読みとく江戸・東京の「地形と経済」のしくみ 鈴木浩三著 日本実業出版社 213.6105/Su96

133 1960年代の東京 : 路面電車が走る水の都の記憶 : 新装版 池田信写真 毎日新聞出版 213.6106/I32

134 ニュースがわかる図解東アジアの歴史(SBビジュアル新書:0005)
三城俊一著/かみゆ歴史編集
部編

SBクリエイティブ 220/Mi24

135 読む事典シルクロードの世界
シルクロード検定実行委員
会編

NHK出版 220/Sh89

136 戦争前夜 : 魯迅、蔣介石の愛した日本 譚璐美著 新潮社 222.07/R88

137 多元性の都市イスタンブル : 近世オスマン帝都の都市空間と詩人、庶民、異邦人 宮下遼著 大阪大学出版会 227.4/Mi83

138 海洋貿易とイギリス革命 : 新興貿易商人の宗教と自由 大西晴樹著 法政大学出版局 233.052/O66

139 乳母の文化史 : 一九世紀イギリス社会に関する一考察 中田元子著 人文書院 233.06/N31

140 パリ歴史文化図鑑 : パリの記念建造物の秘密と不思議
ドミニク・レスブロ著/蔵持
不三也訳

原書房 235.3/L56
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2019年6月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

141 子どもたちの見たロシア革命 : 亡命ロシアの子どもたちの文集 大平陽一, 新井美智代編訳 松籟社 238.07/O29

142 ナチスから図書館を守った人たち : 囚われの司書、詩人、学者の闘い
デイヴィッド・E・フィッ
シュマン著/羽田詩津子訳

原書房 238.84/F28

143 中世エジプトの土地制度とナイル灌漑 熊倉和歌子著 東京大学出版会 242.04/Ku33

144 私の修業時代 1 上廣倫理財団編 弘文堂 281/U36/1

145 皇室と茶の湯 依田徹著 淡交社 288.4/Y73

146 藤原彰子(人物叢書:[294]) 服藤早苗著 吉川弘文館 289.1/F68

147 何が私をこうさせたか : 獄中手記(岩波文庫:青N(38)-123-1) 金子文子著 岩波書店 289.1/Ka53

148 小早川隆景・秀秋 : 消え候わんとて、光増すと申す(ミネルヴァ日本評伝選) 光成準治著 ミネルヴァ書房 289.1/Ko12

149 田中久重と技術の継承 : 時計からからくり人形、そして電信機(佛教大学研究叢書:36) 河本信雄著
佛教大学/思文閣出版
(制作発売)

289.1/Ta84

150 教育の原点 : ALS患者が短歌をとおして語りかける人生で一番大切なこと(早稲田教育ブックレット:No.20)
早稲田大学教育総合研究所
監修

学文社 289.1/U25

151 アインシュタイン150の言葉 : 新装版
アインシュタイン [著]/
ジェリー・メイヤー, ジョ
ン・P.ホームズ [編]

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン 289.3/E39

152 イレナの子供たち : 2500人のユダヤ人の子供たちを救った勇気ある女性の物語
ティラー・J・マッツェオ著
/羽田詩津子訳

東京創元社 289.3/Se59

153 地域研究のための空間データ分析入門 : QGISとPostGISを用いて
愛知大学三遠南信地域連携
研究センター編

古今書院 290.1/A23

154 東部・南部アフリカ(ベラン世界地理大系:10) 末松壽, 野澤秀樹編訳 朝倉書店 290.8/BeR/S-10
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書名 著者名 出版者 請求記号

155 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・カウアイ島編 レイア高橋,千田育著 アールズ出版 290.9/R25/2

156 癒しのパワースポット : スピリチュアル・ジャーニー 3(ハワイ・ハワイ島編) レイア高橋,千田育著 アールズ出版 290.9/R25/3

157 癒しのパワースポット : スピリチュアル・ジャーニー 4(ハワイ・マウイ島/モロカイ島ラーナイ島編) レイア高橋, 千田育著 アールズ出版 290.9/R25/4

158 今日も世界のどこかでひとりっぷ(集英社ムック) ひとりっP著 集英社 290.93/F76/[1]

159 読みたくなる「地図」 : 日本の都市はどう変わったか 国土編 平岡昭利編 海青社 291.0173/HiA/3

160 生活文化の地理学 小口千明, 清水克志編 古今書院 291.04/O26

161 大学的東京ガイド : こだわりの歩き方 立教大学観光学部編 昭和堂 291.36/R41

162 地図で楽しむ京都の近代(爽books) 上杉和央, 加藤政洋編著 風媒社 291.62/U47

163 現代世界とヨーロッパ : 見直される政治・経済・文化(関西学院大学産研叢書:42) 藤井和夫編著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

302.3/F57

164 地図で見るアフリカハンドブック
ジェロー・マグラン, アラ
ン・デュブレッソン, オリ
ヴィエ・ニノ著/鳥取絹子訳

原書房 302.4/C49

165 未来を生きるスキル(角川新書:[K-262]) 鈴木謙介 [著] KADOKAWA 304/Su96

166 ニック・ランドと新反動主義 : 現代世界を覆う「ダーク」な思想(星海社新書:153) 木澤佐登志著 星海社/講談社 (発売) 309/Ki98

167 図解はじめて学ぶみんなの政治
アレックス・フリス, ロー
ジー・ホア, ルイ・ストー
ウェル文/ケラン・ストー

晶文社 310/Z6

168 政治学史 福田歓一著 東京大学出版会 311.2/F74

169 ハンナ・アーレント : 屹立する思考の全貌(ちくま新書:1416) 森分大輔著 筑摩書房 311.234/A68

170 つながる政治学 : 12の問いから考える 平井一臣, 土肥勲嗣編 法律文化社 311/H64
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2019年6月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

171 武器としての世論調査 : 社会をとらえ、未来を変える(ちくま新書:1414) 三春充希著 筑摩書房 312.1/Mi17

172
最新GDPRの仕組みと対策がよ〜くわかる本 : 世界基準の個人データ保護法を図解!(How-nual図解入門:ビジネ
ス)

牧野総合法律事務所弁護士
法人, Legal edge共著

秀和システム 316.1/Ma35

173 大学による盗骨 : 研究利用され続ける琉球人・アイヌ遺骨 松島泰勝, 木村朗編著 耕文社 316.81/Ma87

174
自治体行政と地域コミュニティの関係性の変容と再構築 : 「平成大合併」は地域に何をもたらしたか(コミュニ
ティ政策叢書:4)

役重眞喜子著 東信堂 318.12/Y16

175 地域おこし協力隊 : 10年の挑戦 椎川忍 [ほか] 編著 農山漁村文化協会 318.6/C43

176 SDGsとまちづくり : 持続可能な地域と学びづくり
田中治彦, 枝廣淳子, 久保
田崇編著

学文社 318.6/Sc9

177 命に国境はない : 紛争地イラクで考える戦争と平和(岩波ブックレット:No. 1002) 高遠菜穂子著 岩波書店 319.8/Ta55

178 法学学習Q&A
横田明美, 小谷昌子, 堀田
周吾著

有斐閣 320.7/H81

179 もしも世界に法律がなかったら : 「六法」の超基本がわかる物語 木山泰嗣著 日本実業出版社 320/Ki84

180 法学の世界 新版 南野森編 日本評論社 321/Mi37

181 私たちと法 3訂版
平野武, 平野鷹子, 平野潤
著

法律文化社 321/W45

182 近世駆込寺と紛争解決 佐藤孝之著 吉川弘文館 322.15/Sa87

183 憲法 第7版 / 高橋和之補訂 芦部信喜著 岩波書店 323.14/A92

184 人権 第7版(有斐閣アルマ:Specialized. 憲法:1) 渋谷秀樹, 赤坂正浩著 有斐閣 323.14/Sh22/1

185 統治 第7版(有斐閣アルマ:Specialized. 憲法:2) 渋谷秀樹, 赤坂正浩著 有斐閣 323.14/Sh22/2
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書名 著者名 出版者 請求記号

186 行政法の基本 : 重要判例からのアプローチ 第7版 北村和生 [ほか] 著 法律文化社 323.9/G99

187 その実践的理論(国家補償法の研究:1) 阿部泰隆著 信山社 323.96/A13/1

188 民事詐欺の違法性と責任(小樽商科大学研究叢書:6) 岩本尚禧著
小樽商科大学出版会/日
本経済評論社 (発売)

324.14/I94

189 契約の法務 第2版 喜多村勝徳著 勁草書房 324.52/Ki68

190 アメリカ民事法入門 第2版 楪博行著 勁草書房 324.953/Y99

191 ダンゼン得する知りたいことがパッとわかる会社設立のしかたがよくわかる本 鎌田幸子 [ほか] 著 ソーテック社 325.241/D39

192 取締役の善管注意義務 : コーポレートガバナンスの法的構造論(同志社大学法学叢書:4) 森田章著 有斐閣 325.243/Mo66

193 国家が人を殺すとき : 死刑を廃止すべき理由
ヘルムート・オルトナー著/
須藤正美訳

日本評論社 326.41/O71

194 Q&A弁護士のためのSNSの正しい活用術 広島弁護士実務研究会編著 第一法規 327.14/H73

195 人間に光あれ : 差別なき社会をめざして 中山武敏著
花伝社/共栄書房 (発
売)

327.14/N45

196 民事訴訟実務の基礎 第4版 : セット
加藤新太郎編/前田惠三, 村
田渉, 松家元著

弘文堂 327.2/Ka86

197 あの頃、ボクらは少年院にいた : セカンドチャンス!16人のストーリー セカンドチャンス!編 新科学出版社 327.85/Se22

198 外国につながる子どもと無国籍 : 児童養護施設への調査結果と具体的対応例 石井香世子, 小豆澤史絵著 明石書店 329.91/I75

199 経済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 330/I33

200 父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。
ヤニス・バルファキス著/関
美和訳

ダイヤモンド社 330/V43
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書名 著者名 出版者 請求記号

201 時間の経済学 : 自由・正義・歴史の復讐(叢書・知を究める:14) 小林慶一郎著 ミネルヴァ書房 331.04/Ko12

202 はじめよう地域産業連関分析 : Excelで初歩から実践まで 改訂版 基礎編
土居英二, 浅利一郎, 中野
親徳編著

日本評論社 331.19/H16/1

203 経済学入門 第2版(Next教科書シリーズ) 楠谷清, 川又祐編 弘文堂 331/Ku94

204 資本主義と倫理 : 分断社会をこえて
京都大学経済研究所附属先
端政策分析研究センター編/
岩井克人 [ほか] 著

東洋経済新報社 332.06/Ky6

205 データ資本主義 : ビッグデータがもたらす新しい経済
ビクター・マイヤー=ショー
ンベルガー, トーマス・ラ
ンジ著/斎藤栄一郎訳

NTT出版 332.06/Ma98

206 住まいと仕事の地理学 中澤高志著 旬報社 332.106/N46

207 日本経済史 武田晴人著 有斐閣 332.106/Ta59

208 日本経済低成長からの脱却 : 縮み続けた平成を超えて 松元崇著 NTT出版 332.107/Ma81

209 景気回復の持続性と今後の課題(日本経済:2018-2019)
内閣府政策統括官 (経済財
政分析担当) 編

日経印刷/全国官報販売
協同組合 (発売)

332.107/N28/'1
8-'19

210 平成はなぜ失敗したのか : 「失われた30年」の分析 野口悠紀雄著 幻冬舎 332.107/N93

211 島嶼学 : Nissology 嘉数啓著 古今書院 332.9/Ka24

212 グローバル化とローカル化のせめぎ合い : 人間, コミュニティ・伝統文化とポリティカルエコノミー 河村一著 文眞堂 332.9/Ka95

213 移民・外国人と日本社会(人口学ライブラリー:18) 小﨑敏男, 佐藤龍三郎編著 原書房 334.41/Ko82

214 現代フランスにおける移民の子孫たち : 都市・社会統合・アイデンティティの社会学
エマニュエル・サンテリ著/
村上一基訳

明石書店 334.435/Sa67
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書名 著者名 出版者 請求記号

215 マネジメントの理論と系譜
松尾洋治, 山﨑敦俊, 岡田
行正著

同文舘出版 335.1/Ma43

216 日本経営哲学史 : 特殊性と普遍性の統合(ちくま新書:1413) 林廣茂著 筑摩書房 335.12/H48

217 アンガーマネジメント : 経営者の教科書 川嵜昌子著 総合科学出版 335.13/Ka97

218 SDGs経営 : “社会課題解決"が企業を成長させる 松木喬著/日刊工業新聞社編 日刊工業新聞社 335.15/Ma79

219 和魂外資 : 外資系の投資と企業史および特殊会社の発達史1859-2018
サイモン・J・バイスウェイ
著

刀水書房 335.21/B99

220 京都からみた、日本の老舗、世界の老舗(龍谷大学社会科学研究所叢書:第126巻) 松岡憲司編著 新評論 335.3/Ma86

221 会社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3版 池上彰著 海竜社 335.4/I33

222 グローバル企業法講義 高田寛著 文眞堂 335.5/Ta28

223 しょぼい起業で生きていく えらいてんちょう著 イースト・プレス 335/E67

224 ゼロからの起業術 : 初年度から1000万円売り上げる 福山敦士著 大和書房 335/F85

225 はじめの一歩を踏み出そう : 成功する人たちの起業術 : コミック版
マイケル・E.ガーバー翻案/
五島慎太郎シナリオ/小牧成
マンガ

世界文化社 335/G36

226 いいね!ワールドと個店経営の時代(本郷孔洋の経営ノート. 2019) 東峰書房 335/H84

227 好きを仕事に!はじめての起業相談室 : 何から始めていいかわからないあなたに キャリア35著 ビーケイシー 335/Ky1

228 一日も早く起業したい人が「やっておくべきこと・知っておくべきこと」 中野裕哲著 明日香出版社 335/N39

229 入門起業の科学 田所雅之著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング(発売)

335/Ta16

230 小さな会社が大きく伸びる55の最強ビジネスモデル 藤村しゅん著 スタンダーズ 336.1/F63
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231 経営戦略としての異文化適応力 : ホフステードの6次元モデル実践的活用法 宮森千嘉子, 宮林隆吉著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

336.1/Mi77

232 「数字で考える」は武器になる 中尾隆一郎著 かんき出版 336.1/N42

233 SDGsビジネス戦略 : 企業と社会が共発展を遂げるための指南書
ピーター D.ピーダーセン,
竹林征雄編著

日刊工業新聞社 336.1/P34

234
アマゾンのすごい問題解決 : amazon's greatest solutions : insights from Jeff Bezos on strategies and
success in business

佐藤将之著 宝島社 336.2/A43

235 残業ゼロのノート術 石川和男著 きずな出版 336.2/I76

236 実践パワーファシリテーション : 会議の生産性を高める 楠本和矢著 すばる舎 336.2/Ku92

237 直感と論理をつなぐ思考法 : Vision driven 佐宗邦威著 ダイヤモンド社 336.2/Sa81

238
チームワークの教科書 : ハーバード・ビジネス・レビューチームワーク論文ベスト10(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

ダイヤモンド社 336.3/D28

239 組織行動論(ベーシック+) 開本浩矢編著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.3/H64

240 誰にも負けない努力 : 仕事を伸ばすリーダーシップ
稲盛和夫述/稲盛ライブラ
リー編

PHP研究所 336.3/I53

241 「組織の壁」の壊し方 : 「働き方だけ改革」では会社は変わらない 石原正博著 日本経済新聞出版社 336.3/I74

242 グーグルに学ぶ最強のチーム力 : 成果を上げ続ける5つの法則 桑原晃弥著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

336.3/Ku95

243 管理なしで組織を育てる 武井浩三著 大和書房 336.3/Ta62

244 部下に9割任せる! 吉田幸弘著 フォレスト出版 336.3/Y86

245 異文化理解の問題地図 : 「で、どこから変える?」グローバル化できない職場のマネジメント 千葉祐大著 技術評論社 336.4/C42

246 最新働き方改革法と労働法のしくみ : 図解で早わかり 木島康雄監修 三修社 336.4/Ki19
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247 ダイバーシティ・トレーニング・ブック : 多様性研修のてびき 森田ゆり著
部落解放・人権研究所/
解放出版社 (発売) 336.4/Mo67

248 日本でいちばん女性がいきいきする会社
坂本光司, 藤井正隆, 坂本
洋介著

潮出版社 336.4/N71

249 日本の人事を科学する : 因果推論に基づくデータ活用 大湾秀雄著 日本経済新聞出版社 336.4/O93

250 最新ビジネスマナーと今さら聞けない仕事の超基本 : ビジュアル版 宮本ゆみ子著 朝日新聞出版 336.49/Mi77

251 プレゼンの語彙力 : おもしろいほど聞いてもらえる「言い回し」大全
下地寛也著/たかだべあイラ
スト

KADOKAWA 336.49/Sh52

252 大学4年間の会計学見るだけノート 小宮一慶監修 宝島社 336.9/Ko65

253 はじめての会計学 第6版 日本大学会計学研究室編 森山書店 336.9/N71

254 思考をアウトプットする1秒図鑑 知的生活追跡班編 青春出版社 336/C49

255 ドラッカーのイノベーションがよくわかる本(図解ポケット) 中野明著 秀和システム 336/D92

256 ノルマは逆効果 : なぜ、あの組織のメンバーは自ら動けるのか 藤田勝利著 太田出版 336/F67

257 弁護士・社労士・中小企業診断士が教える労働総量削減のための制度&業務改善戦略 : 働き方改革関連法対応! グループフェニックス著 同友館 336/G95

258 まんがでわかる発想法 : ひらめきを生む技術
川喜田二郎原作/山田しぶ作
画

中央公論新社 336/Ka94

259 最高の成果を生み出すビジネススキル・プリンシプル 中尾隆一郎著 フォレスト出版 336/N42

260 小さな会社の売上を倍増させる最速PDCA日報 中司祉岐著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

336/N46

261 徹底的にかみくだいたドラッカーの「マネジメント」「トップマネジメント」 二瓶正之著 主婦の友社 336/N71
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262 ROEを超える企業価値創造
柳良平, 広木隆, 井出真吾
著

日本経済新聞出版社 336/R61

263 リスクマネジメントのプロセスと実務 増補版 トーマツ著 第一法規 336/To49

264 本質思考トレーニング 米澤創一著 日本経済新聞出版社 336/Y84

265 お金のIQお金のEQ : 世界の幸せな小金持ちが知っている「お金の法則」(サンマーク文庫:ほ・1・4) 本田健著 サンマーク出版 338.18/H84

266 世界経済、最後の審判 : 破綻にどう備えるか 木内登英著 毎日新聞出版 338.9/Ki81

267 データが語る日本財政の未来(インターナショナル新書:033) 明石順平著
集英社インターナショ
ナル/集英社 (発売)

342.1/A32

268 日本の財政と社会保障 : 給付と負担の将来ビジョン 持田信樹著 東洋経済新報社 342.1/Mo12

269 日本の税制と財政 林宏昭著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

345.1/H48

270 基礎から学べる租税法 第2版 谷口勢津夫 [ほか] 著 弘文堂 345.12/Ki59

271 消費税という巨大権益 : 朝日新聞、トヨタ、経団連、財務省など増税で潤う奴らの正体 大村大次郎著 ビジネス社 345.71/O64

272 統計と日本社会 : データサイエンス時代の展開 国友直人, 山本拓編 東京大学出版会 350.1/Ku46

273 白書の白書 : 「政府白書」全33冊をこの一冊に凝縮 2019年版 木本書店・編集部編 木本書店 351/13/2019

274 人口の動向 : 日本と世界 : 人口統計資料集 2019 厚生省人口問題研究所編 厚生統計協会 358/Ko83/'19

275 自己概念のゆらぎ : 対人関係におけるその分化と変動(新潟大学人文学部研究叢書:16) 福島治著 知泉書館 361.4/F84

276 コミュニティ心理学 : 実践研究のための方法論(ワードマップ)
日本コミュニティ心理学会
研究委員会編

新曜社 361.4/N71
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277 コミュニケーション 大澤真幸著 弘文堂 361.45/O74

278 対話をデザインする : 伝わるとはどういうことか(ちくま新書:1417) 細川英雄著 筑摩書房 361.454/H94

279 ネットカフェの社会学 : 日本の個別性をアジアから開く 平田知久著 慶應義塾大学出版会 361.5/H68

280 人びとのかたち : 比較文化論十二講 改訂2版 三苫民雄著 ふくろう出版 361.5/Mi62

281 彼女たちのジェンダー意識とフェミニズム(腐女子の心理学:2) 山岡重行著 福村出版 361.5/YaS/2

282 アラフォー・クライシス : 「不遇の世代」に迫る危機
NHK「クローズアップ現代
+」取材班著

新潮社 361.64/N69

283 格差社会論 新版
佐藤康仁, 熊沢由美編著/前
田修也 [ほか] 著

同文舘出版 361.8/Sa87

284 基礎から学ぶ社会保障 新版
芝田英昭, 鶴田禎人, 村田
隆史編

自治体研究社 364/Ki59

285 団地と移民 : 課題最先端「空間」の闘い 安田浩一著 KADOKAWA 365.35/Y62

286 統計でみる都道府県のすがた 2019 総務省統計局編 日本統計協会 365.5/So39/'19

287 非正社員改革 : 同一労働同一賃金によって格差はなくならない 大内伸哉著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

366.021/O91

288 新!働く理由 : 111の名言に学ぶシゴト論。 戸田智弘著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

366.04/To17

289 労働法 第3版(有斐閣ストゥディア)
小畑史子, 緒方桂子, 竹内
(奥野)寿著

有斐閣 366.14/R59

290 発達障害の人の「就労支援」がわかる本(健康ライブラリー:スペシャル) 梅永雄二監修 講談社 366.28/U73

291 Life career : 人生100年時代の私らしい働き方 渡部昌平編著 金子書房 366.29/W6

292 セクハラ・サバイバル : わたしは一人じゃなかった 佐藤かおり著 三一書房 366.3/Sa85
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293 女性労働の日本史 : 古代から現代まで 総合女性史学会 [ほか] 編 勉誠出版 366.38/J76

294 過労死 : その仕事、命より大切ですか 牧内昇平著 ポプラ社 366.99/Ma37

295 さよなら!ハラスメント : 自分と社会を変える11の知恵
小島慶子編著/桐野夏生 [ほ
か] 著

晶文社 367.21/Ko39

296 男たち/女たちの恋愛 : 近代日本の「自己」とジェンダー 田中亜以子著 勁草書房 367.21/Ta84

297 子育てが終わらない : 「30歳成人」時代の家族論 新装版 小島貴子, 斎藤環著 青土社 367.3/Ko39

298 ドメスティック・バイオレンス : 愛が暴力に変わるとき(小学館文庫) 森田ゆり著 小学館 367.3/Mo67

299 外国人移住者と「地方的世界」 : 東アジアにみる国際結婚の構造と機能(地域研究ライブラリ:5) 藤井勝, 平井晶子編 昭和堂 367.4/F57

300 結婚白書 明治安田生活福祉研究所編 きんざい 367.4/Me25

301 「宿命」を生きる若者たち : 格差と幸福をつなぐもの(岩波ブックレット:No. 1001) 土井隆義著 岩波書店 367.6/D83

302 体罰と戦争 : 人類のふたつの不名誉な伝統 森田ゆり著 かもがわ出版 367.6/Mo67

303 母親の孤独から回復する : 虐待のグループワーク実践に学ぶ(講談社選書メチエ:662) 村上靖彦著 講談社 367.6/Mu43

304 不倫と結婚
エスター・ペレル著/高月園
子訳

晶文社 367.9/P41

305 人間にとって貧困とは何か(放送大学教材:1710141-1-1911) 西澤晃彦著 放送大学教育振興会 368.2/N87

306 つながりからみた自殺予防 太刀川弘和著 人文書院 368.3/Ta14

307 ストーカーとの七〇〇日戦争 内澤旬子著 文藝春秋 368.6/U25

308 親密な関係間の性暴力の判断に関する心理学的研究 北風菜穂子著 風間書房 368.64/Ki65
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309 ダークウェブ・アンダーグラウンド : 社会秩序を逸脱するネット暗部の住人たち 木澤佐登志著 イースト・プレス 368.66/Ki98

310 社会の理解(最新介護福祉士養成講座:2)
介護福祉士養成講座編集委
員会編集

中央法規出版 369.08/Ka21

311 あおいとりの贈り物 赤間源太郎著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング/幻冬舎 (発
売)

369.14/Sa15

312 対人援助のためのコミュニケーション学 : 実践を通じた学際的アプローチ(文京学院大学総合研究所叢書:4)
伊藤英夫, 工藤秀機, 石田
行知編

文京学院大学総合研究
所/冨山房インターナ
ショナル (発売)

369.16/Ta22

313 人間の理解(最新介護福祉士養成講座:1)
介護福祉士養成講座編集委
員会編集

中央法規出版 369.17/Ka21/1

314 介護総合演習・介護実習(最新介護福祉士養成講座:10)
介護福祉士養成講座編集委
員会編集

中央法規出版 369.17/Ka21/10

315 こころとからだのしくみ(最新介護福祉士養成講座:11)
介護福祉士養成講座編集委
員会編集

中央法規出版 369.17/Ka21/11

316 発達と老化の理解(最新介護福祉士養成講座:12)
介護福祉士養成講座編集委
員会編集

中央法規出版 369.17/Ka21/12

317 認知症の理解(最新介護福祉士養成講座:13)
介護福祉士養成講座編集委
員会編集

中央法規出版 369.17/Ka21/13

318 障害の理解(最新介護福祉士養成講座:14)
介護福祉士養成講座編集委
員会編集

中央法規出版 369.17/Ka21/14

319 医療的ケア(最新介護福祉士養成講座:15)
介護福祉士養成講座編集委
員会編集

中央法規出版 369.17/Ka21/15

320 介護の基本 1(最新介護福祉士養成講座:3-4)
介護福祉士養成講座編集委
員会編集

中央法規出版 369.17/Ka21/3

321 介護の基本 2(最新介護福祉士養成講座:3-4)
介護福祉士養成講座編集委
員会編集

中央法規出版 369.17/Ka21/4

322 コミュニケーション技術(最新介護福祉士養成講座:5)
介護福祉士養成講座編集委
員会編集

中央法規出版 369.17/Ka21/5

323 生活支援技術 1(最新介護福祉士養成講座:6-8)
介護福祉士養成講座編集委
員会編集

中央法規出版 369.17/Ka21/6
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324 生活支援技術 2(最新介護福祉士養成講座:6-8)
介護福祉士養成講座編集委
員会編集

中央法規出版 369.17/Ka21/7

325 生活支援技術 3(最新介護福祉士養成講座:6-8)
介護福祉士養成講座編集委
員会編集

中央法規出版 369.17/Ka21/8

326 介護過程(最新介護福祉士養成講座:9)
介護福祉士養成講座編集委
員会編集

中央法規出版 369.17/Ka21/9

327 へろへろ : 雑誌『ヨレヨレ』と「宅老所よりあい」の人々(ちくま文庫:[か77-1]) 鹿子裕文著 筑摩書房 369.263/Ka58

328 特養ホーム諏訪の苑の新しい介護 小松丈祐著
円窓社/雲母書房 (発
売)

369.263/Su87

329 逐条解説障害者総合支援法 第2版 障害者福祉研究会編集 中央法規出版 369.27/Sh95

330 ぷかぷかな物語 : 障がいのある人と一緒に、今日もせっせと街を耕して 高崎明著 現代書館 369.28/Ta52

331 4コマですぐわかる新みんなの防災ハンドブック 草野かおる [著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

369.3/Ku84

332 南海トラフ地震 : その防災と減災を考える(東京安全研究所・都市の安全と環境シリーズ:5) 秋山充良, 石橋寛樹著 早稲田大学出版部 369.31/A38

333 必ずくる震災で日本を終わらせないために。 福和伸夫著
時事通信出版局/時事通
信社 (発売)

369.31/F84

334 スヌーパー君がいた40日 : 避難所の小学校で起こった小さな奇跡 丹由美子著 山と溪谷社 369.31/H55

335 保育者のための子ども虐待対応の基本 : 事例から学ぶ「気づき」のポイントと保育現場の役割
保育と虐待対応事例研究会
編著

ひとなる書房 369.4/H81

336 虐待・親にもケアを : 生きる力をとりもどすmy treeプログラム 森田ゆり編著 築地書館 369.4/Mo67

337 子どもの貧困と教師 : 東京市万年小学校をめぐる苦悩と葛藤 別役厚子著 六花出版 369.4/Sa32

338 「民間学童」のつくり方・運営の仕方 : 子どもも親も喜ぶ施設を安定経営できる! 遠藤奈央子著 日本実業出版社 369.42/E59

339 タイ・ビルマ国境の難民診療所 : 女医シンシア・マウンの物語 宋芳綺著/松田薫編訳 新泉社 369.91/Ma95
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340 子どものために「ともに」歩む学校,「ともに」歩む教師を考える
林孝, 米沢崇, 諏訪英広編
著

あいり出版 370.4/Ko21

341 まんがで知る未来への学び : これからの社会をつくる学習者たち 前田康裕著 さくら社 370.4/Ma26

342 教育的関係の解釈学 丸山恭司, 山名淳編 東信堂 371.04/Ma59

343 平等の教育社会学 : 現代教育の診断と処方箋
耳塚寛明, 中西祐子, 上田
智子編著

勁草書房 371.3/B99

344 児童期の学力の発達に関する縦断的研究 宮本友弘著 風間書房 371.41/Mi77

345 スクールカウンセリングの「困った」を解決するヒント48 : 公認心理師必携 菅野恵, 藤井靖編著 大修館書店 371.43/Ka57

346 教育相談の理論と実際 : よりよい教育実践をめざして 改訂版 河村茂雄編著 図書文化社 371.43/Ka95

347 児童心理学の進歩 2019年版(VOL.58) 日本児童研究所編集 金子書房 371.45/JiS/'19

348 小学2年生の適応と規定要因に関する縦断研究 柴田玲子著 風間書房 371.45/Sh18

349 思春期・青年期の心理臨床 新訂(放送大学教材:1529293-1-1911) 大山泰宏著 放送大学教育振興会 371.47/O95

350 戦後日本の道徳教育の成立 : 修身科の廃止から「道徳」の特設まで 佟占新著 六花出版 371.6/To63

351 遊びと学びのメディア史 : 錦絵・幻燈・活動写真 青山貴子著 東京大学出版会 372.106/A58

352 イギリスにおけるインクルーシブ教育政策の歴史的展開 水野和代著 風間書房 372.33/Mi96

353 発展途上国の困難な状況にある子どもの教育 : 難民・障害・貧困をめぐるフィールド研究 澤村信英編著 明石書店 372/Sa95

354 世界基準の教師の育て方 : 新任教師を成功させる育成プログラム
アネット・ブロー, ハ
リー・ウォン著/稲垣みどり
訳

東洋館出版社 373.7/B72

355 教育相談(新しい教職教育講座:教職教育編; 12) 春日井敏之, 渡邉照美編著 ミネルヴァ書房 373.7/Ky5/12
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356 クラスが和む教室環境づくりほっこりアイデア帳 ひまわりの会著 明治図書出版 374.12/H59

357
授業で育てる学級経営 : 「深い学び」に誘う教室づくり : 温かい学級はよりよい授業をつくる過程ではぐくま
れる

宍戸寛昌, 柳沼孝一, 高橋
正英, 上野良著

明治図書出版 374.12/J92

358 新任教師の学級づくり35のヒケツ(わかば先生サポートBOOKS) 河原田友之監修
時事通信出版局/時事通
信社 (発売)

374.12/Ka96

359 「白熱する教室」を創る8つの視点 菊池省三, 菊池道場著 中村堂 374.12/Ki24

360 学級立て直しガイド : 荒れはじめに必ず効く!(学級経営サポートBOOKS) 高本英樹著 明治図書出版 374.12/Ta44

361 スクールリーダーの雑談術 : 職員室の風通しがよくなるインフォーマル・コミュニケーション 瀧澤真著 明治図書出版 374.3/Ta73

362 データから考える教師の働き方入門 辻和洋, 町支大祐編著 毎日新聞出版 374.3/Ts42

363 教師の働き方を変える時短 : 5つの原則+40のアイディア 江澤隆輔著 東洋館出版社 374.35/E96

364 できる教師のTODO仕事術 : たった1冊のメモからできる働き方改革 栗田正行著 東洋館出版社 374.35/Ku67

365 スクールロイヤーにできること
ストップいじめ!ナビスクー
ルロイヤーチーム編/真下麻
里子 [ほか執筆]

日本評論社 374/Su84

366 自ら問い続ける子どもを育てる授業 : 「問いたくなる」状況づくりと学び合い
福岡教育大学附属小倉小学
校著

教育出版 375.1/F82

367 深い学びを紡ぎだす : 教科と子どもの視点から
グループ・ディダクティカ
編

勁草書房 375.1/G95

368 教育の方法と技術 : 主体的・対話的で深い学びをつくるインストラクショナルデザイン 稲垣忠編著 北大路書房 375.1/I52

369 新任教師の授業づくり35のヒケツ(わかば先生サポートBOOKS) 河原田友之監修
時事通信出版局/時事通
信社 (発売)

375.1/Ka96

370 小学生のための会話練習ワーク : ロールプレイでコミュニケーションの達人を育てる 森篤嗣, 牛頭哲宏著 ココ出版 375.1/Mo45
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371 教科の「深い学び」を実現するパフォーマンス評価 : 「見方・考え方」をどう育てるか 西岡加名恵, 石井英真編著 日本標準 375.1/N86

372 わかる!小学校の先生のための統計教育入門 坂谷内勝著 ミネルヴァ書房 375.1/Sa39

373 子どもが発言したくなる!対話の技術 田中博史著 学陽書房 375.1/Ta84

374 部活動指導の心得 : 現場教師による現場サイズのブカツ論 杉本直樹著 明治図書出版 375.183/Su38

375 小学校プログラミング教育の研修ガイドブック
小林祐紀, 兼宗進, 中川一
史編著・監修

翔泳社 375.199/Sh95

376 パフォーマンス課題を位置づけた中学校社会の単元&授業モデル(中学校社会サポートBOOKS) 中野英水著 明治図書出版 375.3/N39

377 アクティブ・ラーニング実践集日本史 及川俊浩, 杉山比呂之編 山川出版社 375.324/O32

378 新たな道徳教育の創造 : ともに考え深めよう! 大沢裕, 中島朋紀編著 一藝社 375.35/O74

379 道徳科授業スタンダード : 「資質・能力」を育む授業と評価「実践の手引き」 小学校 田沼茂紀編著 東洋館出版社 375.35/Ta89/1

380 考え、議論する道徳に変える話し合い&道徳ノートの鉄則45 : 加藤宣行の道徳授業 加藤宣行著 明治図書 375.352/Ka86

381 新教科「てつがく」の挑戦 : "考え議論する"道徳教育への提言
お茶の水女子大学附属小学
校, お茶の水児童教育研究
会編

東洋館出版社 375.352/O15

382 教科書教材でつくる道徳科授業のユニバーサルデザイン 坂本哲彦編著 東洋館出版社 375.352/Sa32

383 イラスト図解ですっきりわかる理科 鳴川哲也 [ほか] 著 東洋館出版社 375.422/I63

384 理科教育における化学工業教材の意義と変遷 郡司賀透著 風間書房 375.424/G94

385 小学校体育12ヶ月の学びのデザイン : 「学びのこよみ」の活用と展開 岡野昇, 佐藤学編著 大修館書店 375.492/O45

386 唱歌で学ぶ日本音楽(音楽指導ブック)
日本音楽の教育と研究をつ
なぐ会編著

音楽之友社 375.76/N71
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387 みんなが音楽を好きになる!やすしげ先生の楽しい合唱メソード(音楽指導ブック) 田中安茂著 音楽之友社 375.763/Ta84

388 国語教師のための語彙指導入門 鈴木一史著 明治図書出版 375.8/Su96

389 資質・能力を育成する14事例(高校国語新学習指導要領をふまえた授業づくり:実践編) 大滝一登編著 明治書院 375.84/O83

390 わらぐつの中の神様(文芸研の授業シリーズ:4) 斎藤千佳子著 新読書社 375.852/B89/4

391 中学生の書く行為に着目した国語科における読者反応の支援 勝田光著 風間書房 375.853/Ka88

392 基本が分かる外国語活動・外国語科の授業 : 実践!新学習指導要領
外国語活動・外国語科実践
研究会編著

東洋館出版社 375.893/G14

393 小学校英語の文字指導 : リタラシー指導の理論と実践 アレン玉井光江著 東京書籍 375.8932/A68

394 中学英語生徒が5分で話し出す!スピーキング活動ベスト45 瀧沢広人著 学陽書房 375.8933/Ta73

395 子どもがこっちを向く必殺技50 : 現場直伝聞いてほしい話の前の瞬間技(ひかりのくに保育ポケット新書:8) ひかりのくに編集部編 ひかりのくに 376.1/H57

396 それって、保育の常識ですか? : ほんとうに大切なこと35 柴田愛子著 鈴木出版 376.1/Sh18

397 大人から見た子ども
モーリス・メルロ=ポンティ
[著]/滝浦静雄, 木田元, 鯨
岡峻訳

みすず書房 376.11/Me66

398 育ちの理解と指導計画 : 0・1・2歳児の担任になったら読む本 改訂版(教育技術. 新幼児と保育MOOK) 今井和子監修 小学館 376.15/I43

399 これなら書ける!0歳児の指導計画 : 2018年度施行指針・要領対応!&たっぷり充実の個人案・文例! 改訂版
川原佐公監修・編著/田中三
千穂執筆協力

ひかりのくに 376.15/Ka92/0

400 これなら書ける!1歳児の指導計画 : 2018年度施行指針・要領対応!&たっぷり充実の個人案・文例! 改訂版
川原佐公監修・編著/田中三
千穂執筆協力

ひかりのくに 376.15/Ka92/1

401 これなら書ける!2歳児の指導計画 : 2018年度施行指針・要領対応!&たっぷり充実の個人案・文例! 改訂版
川原佐公監修・編著/田中三
千穂執筆協力

ひかりのくに 376.15/Ka92/2
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402
これなら弾ける!保育のうたピアノ伴奏160 : 保育園幼稚園の先生が選んだ人気曲・定番曲がいっぱい!(ナツメ
社保育シリーズ)

本間玖美子, 三森桂子監修 ナツメ社 376.156/H85

403 0歳児のあそび(年齢別保育資料) 伊瀬玲奈, 金元あゆみ編著 ひかりのくに 376.156/N64/0

404 1歳児のあそび(年齢別保育資料) 伊瀬玲奈編著 ひかりのくに 376.156/N64/1

405 2歳児のあそび(年齢別保育資料) 伊瀬玲奈編著 ひかりのくに 376.156/N64/2

406 3歳児のあそび(年齢別保育資料) 田澤里喜編著 ひかりのくに 376.156/N64/3

407 4歳児のあそび(年齢別保育資料) 田澤里喜編著 ひかりのくに 376.156/N64/4

408 5歳児のあそび(年齢別保育資料) 田澤里喜編著 ひかりのくに 376.156/N64/5

409 夢わかば 二本松はじめ作/田村太絵 音楽センター 376.156/N71

410 置き去りにされた高校生たち : 加速する高校改革の中での「教育困難校」 朝比奈なを著 学事出版 376.41/A82

411 獣医学部 : 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) 斉藤智著 ぺりかん社 376.8

412 コンプライアンス : ハラスメント事例研究 安達巧編著 ふくろう出版 377.13/A16

413 知へのステップ : 大学生からのスタディ・スキルズ 第5版 学習技術研究会編著 くろしお出版 377.15/G16

414 生きづらさへの処方箋
小山真紀, 相原征代, 舩越
高樹編

ナカニシヤ出版 377.9/I36

415 大学4年間で絶対やっておくべきこと : なんとなく卒業しないための50のルール 改訂版 森川友義著 KADOKAWA 377.9/Mo51

416 女子学生のキャリアデザイン : 自分らしさとワークライフバランス 新訂版
野村康則編著/竹内雄司, 段
野聡子著

水曜社 377.95/N95

417 東大キャリア教室で1年生に伝えている大切なこと : 変化を生きる13の流儀
標葉靖子, 岡本佳子, 中村
優希編

東京大学出版会 377.95/To17
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418 高等教育と金融市場(高等教育研究:第22集) 日本高等教育学会編 玉川大学出版部 377/23/22

419 手で見るいのち : ある不思議な授業の力 柳楽未来著 岩波書店 378.1/N26

420 「知的障害のある子どもと共に学ぶ」を考える : 北欧の実践をふまえて
国立特別支援教育総合研究
所編著

ジアース教育新社 378.6/Ko49

421
これだけは知っておきたい発達が気になる児童生徒の理解と指導・支援 : 多様性のある子どもたちのあしたの
ために

阿部利彦, 岩澤一美著 金子書房 378.8/A13

422 気になる子が活きるクラスづくり : 発達特性を踏まえた保育のコツ 福岡寿著 中央法規出版 378.8/F82

423 発達障害のバリアを超えて : 新たなとらえ方への挑戦
漆葉成彦, 近藤真理子, 藤
本文朗編著

クリエイツかもがわ 378.8/H43

424 小学校教師のための気になる子の保護者対応(学研のヒューマンケアブックス) 七木田敦, 真鍋健著
学研教育みらい/学研プ
ラス (発売)

378.8/N48

425 ちょっとふしぎ 自閉スペクトラム症ASDのおともだち(あの子の発達障害がわかる本:1) ミネルヴァ書房 378.8/U25/1

426 ちょっとふしぎ 学習障害LDのおともだち(あの子の発達障害がわかる本:2) ミネルヴァ書房 378.8/U25/2

427 ちょっとふしぎ 注意欠如・多動症ADHDのおともだち(あの子の発達障害がわかる本:3) ミネルヴァ書房 378.8/U25/3

428
「気になる子」と育ち合うインクルーシブな保育 : 多様性を認め合い、みんなが伸びるクラスづくり : 事例で
わかる!

酒井幸子, 守巧著 チャイルド本社 378/Sa29

429 子どもの発達の道すじ(発達の扉:上) かもがわ出版 378/Sh82/1

430 障害児の保育・教育・子育て(発達の扉:下) かもがわ出版 378/Sh82/2

431 若者支援の日英比較 : 社会関係資本の観点から 井上慧真著 晃洋書房 379.3/I55

432 超効率勉強法 : 最短の時間で最大の成果を手に入れる メンタリストDaiGo著 学研プラス 379.7/D17

433 甘やかされた子どもたちの真実 : 家庭教育の常識をくつがえす
アルフィー・コーン著/飯牟
禮光里 [ほか] 訳

丸善プラネット/丸善出
版 (発売)

379.9/Ko27
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434 モンテッソーリ教育×ハーバード式子どもの才能の伸ばし方 伊藤美佳著 かんき出版 379.9/Mo38

435 セルフドリブン・チャイルド : 脳科学が教える「子どもにまかせる」育て方
ウィリアム・スティクス
ラッド, ネッド・ジョンソ
ン著/依田卓巳訳

NTT出版 379.9/St6

436 発酵食の歴史
マリー=クレール・フレデ
リック著/吉田春美訳

原書房 383.8/F46

437 日本人のひるめし(読みなおす日本史) 酒井伸雄著 吉川弘文館 383.81/Sa29

438 ブルキナファソを喰う! : アフリカ人類学者の西アフリカ「食」のガイド・ブック(叢書・地球のナラティブ) 清水貴夫著 あいり出版 383.8441/Sh49

439 住 (すまい) の民俗事典
森隆男編/山崎祐子, 松田香
代子編集委員

柊風舎 383.9/Mo66

440 犬からみた人類史
大石高典, 近藤祉秋, 池田
光穂編

勉誠出版 389.04/I59

441 米軍基地問題の基層と表層 高作正博著 関西大学出版部 395.39/Ta52

442 ビジネスに使える!孫子の兵法見るだけノート 長尾一洋監修 宝島社 399.23/N18

443 35の名著でたどる科学史 : 科学者はいかに世界を綴ったか 小山慶太著 丸善出版 402/Ko97

444 皮膚はすごい : 生き物たちの驚くべき進化(岩波科学ライブラリー:285) 傳田光洋著 岩波書店 408/14/285

445 運命を変えた大数学者のドアノック : プリンストンの奇跡 加藤五郎著 岩波書店 410.28/Ka86

446 逆数学 : 定理から公理を「証明」する
ジョン・スティルウェル著/
川辺治之訳

森北出版 410.9/St6

447 絵ときでわかる基礎化学 第2版 岸川卓史 [ほか] 共著 オーム社 430/E78
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448 わかりやすい大学の無機化学 日本セラミックス協会編 培風館 435/N71

449 ブラックホール宇宙物理の基礎(シリーズ「宇宙物理学の基礎」:6巻)
小嶌康史, 小出眞路, 高橋
労太著

日本評論社 440.12/B91

450 ビッグ・クエスチョン : 「人類の難問」に答えよう
スティーヴン・ホーキング
著/青木薫訳

NHK出版 440.4/H45

451 キャラクターでよくわかる宇宙の歴史と宇宙観測 秋本祐希著 技術評論社 443.9/A35

452 近世城下絵図の景観分析・GIS分析 平井松午編 古今書院 448.9/H64

453 地球・環境・資源 : 地球と人類の共生をめざして 第2版 高木秀雄 [ほか] 著 共立出版 450/C44

454 新しい地球惑星科学 西山忠男, 吉田茂生共編著 培風館 450/N87

455 雪のことば辞典 稲雄次著 柊風舎 451.66/I54

456 草地と日本人 : 縄文人からつづく草地利用と生態系 増補版
須賀丈, 岡本透, 丑丸敦史
著

築地書館 454.65/So13

457 生命科学概論 : 環境・エネルギーから医療まで 第2版
早稲田大学先進理工学部生
命医科学科編

朝倉書店 460/W41

458 日本人になった祖先たち : DNAが解明する多元的構造 新版(NHKブックス:1255) 篠田謙一著 NHK出版 469.91/Sh66

459 ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ [正]
下間文恵, 徳永明子, かわ
むらふゆみ絵

高橋書店 480/Z1

460 コミュニケーションをめぐる生物学 斎藤徹著
アドスリー/丸善出版
(発売)

481.78/Sa25

461 フクロウの家
トニー・エンジェル著/伊達
淳訳

白水社 488.75/A49

462 イルカ概論 : 日本近海産小型鯨類の生態と保全 粕谷俊雄著 東京大学出版会 489.6/Ka79

463 新しいチンパンジー学 : わたしたちはいま「隣人」をどこまで知っているのか?
クレイグ・スタンフォード
著/的場知之訳

青土社 489.97/St2
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464 大切な人が病気になったとき、何ができるか考えてみました 井上由季子著 筑摩書房 490.145/I55

465 京都の医学史 復刻 資料篇 京都府医師会編 思文閣出版 490.2162/Ky6/1

466 京都の医学史 復刻 本文篇 京都府医師会編 思文閣出版 490.2162/Ky6/2

467 ママは身長100cm(ハフポストブックス) 伊是名夏子[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

491.16/I98

468 生物学 カレッジ版第2版
高畑雅一, 増田隆一, 北田
一博 [著]

医学書院 492.9/Se17

469 医療知識 : 押さえておきたい疾患と薬(だいじをギュッと!ケアマネ実践力シリーズ) 苛原実, 利根川恵子著 中央法規出版 493.185/I63

470 最後の「愛してる」: 山下弘子、5年間の愛の軌跡 前田朋己著 幻冬舎 493.475/Y44

471 動機づけ面接 上
ウイリアム・R.ミラー, ス
テファン・ロルニック著/原
井宏明 [ほか] 訳

星和書店 493.743/Mi27/1

472 動機づけ面接 下
ウイリアム・R.ミラー, ス
テファン・ロルニック著/原
井宏明 [ほか] 訳

星和書店 493.743/Mi27/2

473 お母さんは、だいじょうぶ : 認知症と母と私の20年
楠章子文/ながおかえつこま
んが

毎日新聞出版 493.75/Ku93

474 マンガでわかる私って、ADHD脳!? : 仕事&生活の「困った!」がなくなる
司馬理英子著/しおざき忍漫
画

大和出版 493.76/Sh17

475 双極性障害 : 双極症I型・II型への対処と治療 第2版(ちくま新書:1415) 加藤忠史著 筑摩書房 493.764/Ka86

476 発達障害のある女の子・女性の支援 : 「自分らしく生きる」ための「からだ・こころ・関係性」のサポート 川上ちひろ, 木谷秀勝編著 金子書房 493.937/Ka94

477 10代脳の鍛え方 : 悪いリスクから守り、伸びるチャレンジの場をつくる
ジェス・P・シャットキン著
/尼丁千津子訳

晶文社 493.937/Sh13
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478 自閉症の心と脳を探る : 心の理論と相互主観性の発達 山本晃編著 星和書店 493.9375/Y31

479 涙の向こうに花は咲く : 小児がん余命宣告から18年--今を生きる 吉野やよい著 世界文化社 493.94/Y92

480 がん専任栄養士が患者さんの声を聞いてつくった73の食事レシピ(看護ワンテーマBOOK) 川口美喜子, 青山広美著 医学書院 494.5/Ka92

481 わが子よ : 出生前診断、生殖医療、生みの親・育ての親 共同通信社社会部編 現代書館 495.6/Ky2

482 子どもの知能と身体を発達させる噛む力 : 頭のよい子はきちんと噛める 増田純一著 WAVE出版 497.7/Ma66

483 子どものための歯と口の健康づくり 安井利一監修 医歯薬出版 497.7/Y64

484 人は口から死んでいく : 人生100年時代を健康に生きるコツ! 安藤正之著 自由国民社 497.9/A47

485 認知症専門医が教える!脳の老化を止めたければ歯を守りなさい! 長谷川嘉哉著 かんき出版 497.9/H36

486 あなたの老いは舌から始まる : 今日からできる口の中のケアのすべて(Nなるほど!の本) 菊谷武著 NHK出版 497.9/Ki29

487 歯のしくみ口のしくみ 阿部伸一著 クインテッセンス出版 497/A13

488 ヴィータ : 遺棄された者たちの生
ジョアオ・ビール [著]/ト
ルベン・エスケロゥ写真/桑
島薫, 水野友美子訳

みすず書房 498.0262/B41

489 「自己肯定感」が低いあなたが、すぐ変わる方法 大嶋信頼著 PHP研究所 498.39/O77

490 食育の場をどうデザインするか : 「深い学び」が動き出す! : 食育こそアクティブラーニング!20の実践と理論 平本福子著 女子栄養大学出版部 498.5/H65

491 図解食べても食べても太らない法 菊池真由子著 三笠書房 498.583/Ki24

492 スポーツする人のためのリカバリーごはん : 疲れを残さず、強いカラダを作る! みないきぬこレシピ 女子栄養大学出版部 498.59/Mi36

493 ハンセン病家族の絆 : 隔離の壁に引き裂かれても 福西征子著 昭和堂 498.6/F79
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494 中国が席巻する世界エネルギー市場リスクとチャンス : 協働化で見出せるか、日本の活路
井熊均, 王婷, 瀧口信一郎
著

日刊工業新聞社 501.6/C62

495 ミスマッチ : 見えないユーザーを排除しない「インクルーシブ」なデザインへ
キャット・ホームズ著/大野
千鶴訳

ビー・エヌ・エヌ新社 501.83/H83

496 メイド・イン・トーキョー : 墨田区モノづくり中小企業の未来 関満博著 新評論 509.21361/Se33

497 「トヨタ生産方式」に学ぶ現場改善と損益管理 墫守人著
東京図書出版/リフレ出
版 (発売)

509.61/H28

498 ODAダムが沈めた村と森 : コトパンジャン・ダム反対25年の記録
コトパンジャン・ダム被害
者住民を支援する会編

緑風出版 517.7/Ko94

499 水道民営化で水はどうなるのか(岩波ブックレット:No. 1004) 橋本淳司著 岩波書店 518.1/H38

500 プラスチック汚染とは何か(岩波ブックレット:No. 1003) 枝廣淳子著 岩波書店 518.52/E21

501 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の解説 : 逐条解説・三段対照表
環境省自然環境局野生生物
課監修

中央法規出版 519.81/Ka56

502 Process and idea 増補改訂版(安藤忠雄の建築) 安藤忠雄著 TOTO出版 520.87/A47/0

503 超図解で全部わかるインテリアデザイン入門 増補改訂版 Aiprah著 エクスナレッジ 529/A25

504 住宅インテリアのための実践カラーテクニック 滝沢真美著
トーソー株式会社トー
ソー出版

529/Ta73

505 さわるようにしくみがわかるコンピュータのひみつ 原田康徳著 技術評論社 548.2/H32

506 部下を「自分で考えて動く人材」に育てるリーダーの5つの仕事 横山由樹著 同友館 588.35/Y79

507 ひとりぶんのスパイスカレー 印度カリー子著 山と溪谷社 596.22/I54

508 あっぱれ!おにぎり : にぎればごちそう102 つむぎや著 金園社 596.3/Ts74

509 おいしさと泡 : はじける泡, はしゃぐ泡, 重なる泡, 沈黙の隙間 畑江敬子著 光生館 596/H41
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510 子育てのイライラがスーっと消える魔法の絵本
加藤史子著/おおたきょうこ
絵

学研プラス 599/Ka86

511 5歳までにやっておきたい本当にかしこい脳の育て方 茂木健一郎著 日本実業出版社 599/Mo16

512 都市農業はみんなで支える時代へ : 東京・大阪の農業振興と都市農地新法への期待 石原肇著 古今書院 611.1/I74

513 パスタ入門 改訂版(食品知識ミニブックスシリーズ) 小矢島聡, 塚本守著 日本食糧新聞社 619.39/Ko96

514
珍奇植物 : ビザールプランツと生きる : 塊根植物・サボテン・食虫植物など400種灼熱の砂漠から熱帯雨林の
植物たち

藤原連太郎監修
/Shabomaniac!監修

日本文芸社 627.78/F68

515 カクタスハンドブック 山本規詔著 双葉社 627.78/Y31

516 しかけにときめく「京都名庭園」 : 京都の庭園デザイナーが案内 烏賀陽百合著 誠文堂新光社 629.21/U55

517 犬が伝えたかったこと(Sanctuary books) 三浦健太編著 サンクチュアリ出版 645.6/Mi67

518 猫だもの : ぼくとノラと絵描きのものがたり
いせひでこ絵と文/かさいし
んぺい文

平凡社 645.7/I69

519 森林と権力の比較史 松沢裕作編 勉誠出版 651.2/Ma93

520 森林と野生動物(森林科学シリーズ:11)
小池伸介, 山浦悠一, 滝久
智編

共立出版 653.17/Sh69

521 日本の水産資源管理 : 漁業衰退の真因と復活への道を探る 片野歩, 阪口功著 慶應義塾大学出版会 662.1/Ka82

522 英文ビジネス契約フォーム大辞典 山本孝夫著 日本経済新聞出版社 670.93/Y31

523 格差拡大と日本の流通 仲上哲著 文理閣 672.1/N32

524 マンガ営業力100本ノック
北澤孝太郎著/西尾竜一シナ
リオ/藤山浩伸作画

日本経済新聞出版社 673.3/Ki75

525 おもてなしの神(新潮文庫:11124, の-13-4. サービスの達人たち) 野地秩嘉著 新潮社 673.3/N93/3
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526 断られない!営業の心得(Asuka business & language books) 戸谷有里子著 明日香出版社 673.3/To73

527 小売業のグローバル・イノベーション : 競争的相互作用と創造的適応 白貞壬著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

673.7/B32

528 百貨店の生成過程 オンデマンド版 藤岡里圭著 有斐閣 673.83/F65

529 スーパーマーケットのブランド論 寺本高著 千倉書房 673.86/Te53

530 デザイン・メイキング167(デザイナーのラフスケッチ実例集:vol. 2) MdN書籍編集部編
エムディエヌコーポ
レーション/インプレス
(発売)

674.3/E55/2

531 集客力をアップ!展示会・イベント・ポップアップショップのグラフィックと空間のデザイン
パイインターナショナル編
著

パイインターナショナ
ル

674.3/P15

532 人生100年時代の経済 : 急成長する高齢者市場を読み解く
ジョセフ・F・カフリン著/
依田光江訳

NTT出版 675/C89

533 マーケティング論の基礎
現代マーケティング研究会
編

同文舘出版 675/G34

534 グローバル・ロジスティクス・ネットワーク : 国境を越えて世界を流れる貨物
アジア物流研究会著/柴崎隆
一編

成山堂 681.6/A27

535
最新物流業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 第4版(How-nual図解
入門. 業界研究)

船井総研ロジ著 秀和システム 681.6/F89

536 誰かに教えたくなる道路のはなし(SBビジュアル新書:0006) 浅井建爾著 SBクリエイティブ 685.21/A83

537 こんなに違うJALとANA : 歴史、社風、サービス…比べてなるほど!(交通新聞社新書:124) 杉浦一機著 交通新聞社 687.3/N71

538 事例に学ぶ(観光学全集:第8巻. 観光計画論:2)
野倉淳編著/溝尾良隆 [ほ
か] 編集委員

原書房 688.08/KaZ/8

539 由布院モデル : 地域特性を活かしたイノベーションによる観光戦略 大澤健, 米田誠司著 学芸出版社 689.2195/O74

540 観光と地域振興 : その実践的応用 大久保あかね著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

689.4/O54

541 ディズニーがもっと楽しくなる魔法のトリビア みっこ著 KKベストセラーズ 689.5/Mi24
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542 ディズニーランド研究 : 世俗化された天国への巡礼 宮平望著 新教出版社 689.5/Mi73

543 新・観光学入門
中村忠司, 王静編著/稲本恵
子 [ほか執筆]

晃洋書房 689/N37

544 科学でアートを見てみたら
ロイク・マンジャン著/木村
高子訳

原書房 704/Ma43

545 文化国家と「文化的生存配慮」 : ドイツにおける文化政策の理論的基盤とミュージアムの役割 秋野有紀著 美学出版 709.34/A36

546 世界遺産ガイド コーカサス諸国編(世界遺産シリーズ)
世界遺産総合研究センター
編集

シンクタンクせとうち
総合研究機構

709/SeI

547 世界遺産ガイド カリブ海地域編(世界遺産シリーズ)
世界遺産総合研究センター
編集

シンクタンクせとうち
総合研究機構

709/SeI

548 大観邸 : 画業と暮らしと交流 : 史跡・名勝 横山大観記念館 [編] 求龍堂 721.9/Y79

549 アメリカに日本のマンガを輸出する : ポップカルチャーのグローバル・マーケティング 松井剛著 有斐閣 726.101/Ma77

550 「ストーリー漫画の父」テプフェール : 笑いと物語を運ぶメディアの原点 森田直子著 萌書房 726.101/To65

551 あるかしら書店 ヨシタケシンスケ著 ポプラ社 726.6/Y92

552 ビリービンとロシア絵本の黄金時代 改訂版(ToBi selection) 田中友子著 東京美術 726.601/B43

553 ストーリーを語りだす世界のデザイン・マップス
ゲシュタルテン編/涌井希美
翻訳

グラフィック社 727.087/G38

554 ビートルズが伝えたかったこと : 歌詞の背景&誤訳の深層 里中哲彦, 遠山修司著 秀和システム 764.7/B31

555 私たちは洋楽とどう向き合ってきたのか : 日本ポピュラー音楽の洋楽受容史 南田勝也編著
花伝社/共栄書房 (発
売)

764.7/Mi37

556 全ロック史 西崎憲著 人文書院 764.7/N87

557 天才の背中 : 三島由紀夫を泣かせ、白洲次郎と食べ歩き、十八代目中村勘三郎と親友だった男の話。 梅津貴昶著 光文社 769.1/U74
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558 マンガでわかる文楽
マンガでわかる文楽編集部
編/上島カンナマンガ

誠文堂新光社 777.1/Ma43

559 黒沢清、映画のアレゴリー 阿部嘉昭著 幻戯書房 778.21/Ku76

560 PIXAR (ピクサー) : 世界一のアニメーション企業の今まで語られなかったお金の話
ローレンス・レビー著/井口
耕二訳

文響社 778.77/P69

561 基礎から学ぶスポーツの心理学 佐々木万丈著 勁草書房 780.14/Sa75

562 スポーツ・健康医科学 改訂版(放送大学大学院教材:8910766-1-1911. 生活健康科学プログラム) 河合祥雄編著 放送大学教育振興会 780.19/Ka93

563 アスリートとスポーツ愛好家のためのレシピ : 公認スポーツ栄養士による珠玉レシピ
日本スポーツ栄養協会協力/
鈴木志保子監修

食品産業新聞社 780.19/N71

564 トップアスリートに伝授した勝利を呼び込む身体感覚の磨きかた 小山田良治, 小田伸午著 創元社 780.19/O95

565 オリンピック・レガシーが生んだカーリングの町・軽井沢 : 「SC軽井沢クラブ」の挑戦 間野義之著 徳間書店 780.6/Su75

566 JOAオリンピック小事典 2020増補改訂版
日本オリンピック・アカデ
ミー編著

メディアパル 780.69/N71

567 新しい筋トレと栄養の教科書 岡田隆著 池田書店 780.7/O38

568 体力トレーニング論 高松薫著 大修館書店 780.7/Ta42

569 アスリートの権利は如何に保護されるべきか : 選手会・選手委員会の未来像(日本スポーツ法学会年報:第25号) エイデル研究所 780.8/N71/25

570 スポーツ経営学入門 : 理論とケース 増補版 大野貴司著 三恵社 780.9/O67

571 サッカーテクニカルレポート 小野剛著 カンゼン 783.47/O67

572 バドミントンの理論と実技 : 初歩から基本技術の指導まで 岸一弘著 大学教育出版 783.59/Ki57
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573 「野球医学」の教科書 : その指導法で本当にいいですか?肩肘腰の野球障害から子どもを守る 新版 馬見塚尚孝著
ベースボール・マガジ
ン社

783.7/Ma42

574 三浦雄一郎 : 挑戦は人間だけに許されたもの(のこす言葉 : kokoro booklet)
三浦雄一郎著/千葉弓子編・
構成

平凡社 784.3/Mi67

575 ゲーム学の新時代 : 遊戯の原理AIの野生拡張するリアリティ
中沢新一, 中川大地編著/遠
藤雅伸  [ほか] 著

NTT出版 798.5/N46

576 こどもの音声(音響サイエンスシリーズ:21)
麦谷綾子編著/保前文高 [ほ
か] 共著

コロナ社 801.04/Mu19

577 選択の言語学 : ことばのオートフォーカス(開拓社言語・文化選書:79) 篠原俊吾著 開拓社 801.04/Sh67

578 様々な分析手法からとらえた音声の生成と知覚
浅野恵子, 中野重雄, 佐藤
努著

東海大学出版部 801.1/Sa57

579 翻訳 : 訳すことのストラテジー
マシュー・レイノルズ著/秋
草俊一郎訳

白水社 801.7/R29

580 チョムスキーの言語理論 : その出発点から最新理論まで
ニール・スミス&ニコラス・
アロット著/今井邦彦 [ほ
か] 訳

新曜社 801/C53

581 外国語学習とコミュニケーションの心理 : 研究と教育の視点 八島智子著 関西大学出版部 801/Y61

582 クレオール(母語)とモーリシャス語(母国語) : モーリシャスとデヴ・ヴィラソーミの文学 小池理恵著 開拓社 802.492/V81

583 万葉仮名と平仮名 : その連続・不連続 内田賢徳, 乾善彦編 三省堂 811.5/U14

584 平成新語 : 出どこはどこ? : 平成を象徴する言葉の「起源」! 中村三郎著 柏書房 814.7/N37

585 においと香りの表現辞典 神宮英夫, 熊王康宏編 東京堂出版 814/J52

586 「伝える力」と「地頭力」がいっきに高まる東大作文 西岡壱誠著 東洋経済新報社 816/N86

587 鹿児島県甑島方言からみる文法の諸相
窪薗晴夫, 木部暢子, 高木
千恵編

くろしお出版 818.97/Ka19
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588 2年めの伝える中国語 : 自分のこと日本のこと 及川淳子著 白水社 820.7/O32

589 漢文の読み方(放送大学教材:1740105-1-1911) 宮本徹, 松江崇編著 放送大学教育振興会 820/Mi77

590 韓国語の初歩 3訂版 厳基珠 [ほか] 著 白水社 829.1/Ka56

591 ロールプレイで学ぶ韓国語 : 初級から中級へ
睦宗均, 須賀井義教, 小島
大輝著

白水社 829.1/R69

592 英語学論説資料 第51号 (2017年分) 第3分冊 論説資料保存会 830.4/42/51-3

593 英語学論説資料 第51号 (2017年分) 第4分冊 論説資料保存会 830.4/42/51-4

594 大学英語教育の質的転換 : 「学ぶ」場から「使う」場へ
佐藤響子, Carl McGary, 加
藤千博編

春風社 830.7/D16

595 英語4技能の勉強法をはじめからていねいに : 大学受験(東進ブックス. TOSHIN COMICS)
安河内哲也責任監修/岡本圭
一郎漫画

ナガセ 830.7/E37

596 図書館多読のすすめかた(JLA図書館実践シリーズ:40)
西澤一, 米澤久美子, 粟野
真紀子編著

日本図書館協会 830.7/To72

597 英語で考える力。 : 40のサンプル・シンキングで鍛える!
長尾和夫, トーマス・マー
ティン著

三修社 830/N18

598 コミュニケーションのための英語音声学研究 山根繁著 関西大学出版部 831.1/Y36

599 Native Speakerにちょっと気になる日本人の英語(ちょっとまじめに英語を学ぶシリーズ:2)
山根キャサリン著/山根建二
訳

ひつじ書房 834/Y36

600 英語の歴史から考える英文法の「なぜ」 朝尾幸次郎著 大修館書店 835/A88

601 大学・高専・短大生のための英文法再入門 桑本裕二 [ほか] 著 開拓社 835/D16

602 ロマンスという言語 : フランス語は、スペイン語は、イタリア語は、いかに生まれたか 小林標著
大阪公立大学共同出版
会

879/Ko12

603 100年かけてやる仕事 : 中世ラテン語の辞書を編む 小倉孝保著 プレジデント社 892/O26

39



2019年6月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

604 ワンダーブック : 図解奇想小説創作全書
ジェフ・ヴァンダミア著/朝
賀雅子訳

フィルムアート社 901.307/V28

605 「ジェンダー」で読む物語 : 赤ずきんから桜庭一樹まで(奈良女子大学文学部「まほろば」叢書) 高岡尚子編著 かもがわ出版 908.3/Ta49

606 ものの見方が変わる座右の寓話 戸田智弘 [著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

908.7/To17

607 すごい言い訳! : 二股疑惑をかけられた龍之介、税を誤魔化そうとした漱石 中川越著 新潮社 910.26/N32

608 ユーモアの極意 : 文豪たちの人生点描 中村明著 岩波書店 910.26/N37

609 小説は、わかってくればおもしろい : 文学研究の基本15講 小平麻衣子著 慶應義塾大学出版会 910.26/O17

610
「舞姫」の主人公をバンカラとアフリカ人がボコボコにする最高の小説の世界が明治に存在したので20万字くら
いかけて紹介する本

山下泰平著 柏書房 910.261/Y44

611 なぜオフィスでラブなのか(POSSE叢書:004) 西口想著 堀之内出版 910.265/N81

612 江戸川乱歩新世紀 : 越境する探偵小説 石川巧 [ほか] 編 ひつじ書房 910.268/E24

613 谷崎潤一郎文学の着物を見る : 耽美・華麗・悪魔主義 : 新装版(らんぷの本) 大野らふ, 中村圭子編著 河出書房新社 910.268/Ta88

614 国文学年次別論文集 平成25(2013)年 近代2 学術文献刊行会編 朋文出版
910.4/9/'13-6-
2

615 宮沢賢治「文語詩稿一百篇」評釈(近代文学研究叢刊:67) 信時哲郎著 和泉書院 911.52/Mi89

616 卯月の雪のレター・レター(創元推理文庫:[Mあ14-3]) 相沢沙呼著 東京創元社 913.6/A26

617 くらやみガールズトーク 朱野帰子著 KADOKAWA 913.6/A33

618 町田くんの世界 : 映画ノベライズ(集英社オレンジ文庫:こ3-2)
安藤ゆき原作/片岡翔, 石井
裕也脚本/後白河安寿著

集英社 913.6/A47

619 むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳碧人著 双葉社 913.6/A57
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620 ダイエット物語 : ……ただし猫 新井素子著 中央公論新社 913.6/A62

621 死にがいを求めて生きているの 朝井リョウ著 中央公論新社 913.6/A83

622 平場の月 朝倉かすみ著 光文社 913.6/A85

623 さよならを言えないまま、1000回想う春がくる(集英社オレンジ文庫:ふ2-1) 分玉雨音著 集英社 913.6/B89

624 緑と赤(小学館文庫:[ふ2-2]) 深沢潮著 小学館 913.6/F73

625 むかし僕が死んだ家(講談社文庫:[ひ-17-16]) 東野圭吾著/黒川博行解説 講談社 913.6/H55

626 仕掛け絵本の少女(小学館文庫:ほ12-1) 堀川アサコ著 小学館 913.6/H89

627 マスカレード・ホテル(集英社文庫:ひ15-10) 東野圭吾著 集英社 913.6/HiK3/M-1

628 マスカレード・イブ(集英社文庫:[ひ-15-11]) 東野圭吾著 集英社 913.6/HiK3/M-2

629 むらさきのスカートの女 今村夏子著 朝日新聞出版 913.6/I44

630 重力ピエロ(新潮文庫:い-69-3) 伊坂幸太郎著 新潮社 913.6/I68

631 魔王(講談社文庫:[い-111-2]) 伊坂幸太郎 [著] 講談社 913.6/I68

632 うちの子が結婚しないので(新潮文庫:11103, か-72-3) 垣谷美雨著 新潮社 913.6/Ka26

633 あとは泣くだけ(集英社文庫:[か54-4]) 加藤千恵著 集英社 913.6/Ka86

634 チュベローズで待ってる Age22 加藤シゲアキ著 扶桑社 913.6/Ka86/1

635 チュベローズで待ってる Age32 加藤シゲアキ著 扶桑社 913.6/Ka86/2
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636 神様の隣で、君が笑った。 小春りん著 スターツ出版 913.6/Ko27

637 万引き家族(宝島社文庫:[Cこ-9-3]) 是枝裕和著 宝島社 913.6/Ko79

638 夜空の呪いに色はない(新潮文庫:10865, こ-60-5) 河野裕著 新潮社 913.6/KoY2/K-5

639 きみの世界に、青が鳴る(新潮文庫:こ-60-6) 河野裕著 新潮社 913.6/KoY2/K-6

640 トリニティ 窪美澄著 新潮社 913.6/Ku13

641 向日葵の咲かない夏(新潮文庫:8484, み-40-1) 道尾秀介著 新潮社 913.6/Mi13

642 往復書簡 湊かなえ著 幻冬舎 913.6/Mi39

643 カラフル(文春文庫:[も-20-1]) 森絵都著 文藝春秋 913.6/Mo47

644 義弟(おとうと)(集英社文庫:な39-4) 永井するみ著 集英社 913.6/N14

645 大江健三郎全小説 10 大江健三郎著 講談社 913.6/O18/10

646 女子的生活(新潮文庫:11098, さ-77-2) 坂木司著 新潮社 913.6/Sa31

647 落花 澤田瞳子著 中央公論新社 913.6/Sa93

648 麦本三歩の好きなもの 住野よる著 幻冬舎 913.6/Su63

649 盲目的な恋と友情(新潮文庫:10669, つ-29-5) 辻村深月著 新潮社 913.6/Ts44

650 さよなら妖精(創元推理文庫:[Mよ1-3]) 米澤穂信著 東京創元社 913.6/Y84

651 君の××を消してあげるよ 悠木シュン著 双葉社 913.6/Y97
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652 マジカルグランマ 柚木麻子著 朝日新聞出版 913.6/Y99

653 しあわせしりとり 益田ミリ著 ミシマ社 914.6/Ma66

654 みらいめがね : それでは息がつまるので
荻上チキ著/ヨシタケシンス
ケ著

暮しの手帖社 914.6/O25

655 おやつが好き 坂木司著 文藝春秋 914.6/Sa31

656 さくら日和(集英社文庫) さくらももこ著 集英社 914.6/Sa46

657 ももこの話(集英社文庫) さくらももこ著 集英社 914.6/Sa46

658 まる子だった(集英社文庫) さくらももこ著 集英社 914.6/Sa46

659 あのころ(集英社文庫) さくらももこ著 集英社 914.6/Sa46

660 ひとりずもう(集英社文庫:さ24-18) さくらももこ著 集英社 914.6/Sa46

661 おんぶにだっこ(集英社文庫:さ24-19) さくらももこ著 集英社 914.6/Sa46

662 考える力 : 新しい自分を創る 外山滋比古著 海竜社 914.6/To79

663 自分のままで暮らす 吉沢久子著 あさ出版 914.6/Y94

664 随想ほか・迢空詩編(精選折口信夫:5) 折口信夫著/岡野弘彦編 慶應義塾大学出版会 918.68/O71/5

665 理論と批評 : 古典中国の文学思潮(京大人文研東方学叢書:7) 永田知之著 臨川書店 920.2/N23

666 西遊記 : 妖怪たちのカーニヴァル(世界を読み解く一冊の本) 武田雅哉著 慶應義塾大学出版会 923.5/G69

667 三国志への道標 井上泰山著 関西大学出版部 923.5/R12
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668 あの頃、君を追いかけた
九把刀著/阿井幸作, 泉京鹿
訳

講談社 923.7/Ku22

669 李白 上(新釈漢文大系:詩人編:4) 和田英信著 明治書院 928/Sh69/4

670 杜甫 上(新釈漢文大系:詩人編:6) 川合康三著 明治書院 928/Sh69/6

671
ジョウゼフ・コンラッドの風景 : サン=テグジュペリ、オルハン・パムク、ドストエフスキー、カズオ・イシグ
ロ、小泉八雲、夏目漱石、宮崎駿、村上春樹

松村敏彦著 大阪教育図書 930.278/C86

672 英文学と映画(研究叢書:69) 中央大学人文科学研究所編 中央大学出版部 930.4/C66

673 トールキンのアーサー王最後の物語 : 注釈版
J・R・R・トールキン著/ク
リストファー・トールキン
編/小林朋則訳

原書房 931.7/To47

674 不思議の国のアリス/鏡の国のアリス : 新訳
ルイス・キャロル著/高山宏
訳/建石修志美術

青土社 933.6/C22

675 ここから世界が始まる : トルーマン・カポーティ初期短篇集
トルーマン・カポーティ著/
小川高義訳

新潮社 933.7/C16

676 シークレット・エージェント(光文社古典新訳文庫:[KAコ3-2]) コンラッド著/高橋和久訳 光文社 933.7/C86

677 迷路の外には何がある? : 『チーズはどこへ消えた?』その後の物語
スペンサー・ジョンソン著/
門田美鈴訳

扶桑社 933.7/J64

678 パパ、ママ、あいしてる : エレナが残したメッセージ
ブルック・デザリック,
キース・デザリック著/青山
陽子訳

早川書房 936/D64

679 ペーター・カーメンツィント(光文社古典新訳文庫:[KAヘ3-3]) ヘッセ著/猪股和夫訳 光文社 943.7/H53

680 「児童文学ファンタジー」の星図 : アンデルセンと宮沢賢治 大澤千恵子著 東京学芸大学出版会 949.7028/A46

681 目覚めたまま見る夢 : 20世紀フランス文学序説 塚本昌則著 岩波書店 950.27/Ts54

682 伝統行事や記念日を知る本2000冊(子どもの本) 日外アソシエーツ編集
日外アソシエーツ/紀伊
國屋書店 (発売)

B386.031/N71
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683 大大阪 復刻版 大阪都市協會 [編]
大阪市都市工学情報セ
ンター/思文閣 (発売)

CR216.3/O73

684 くびかざり(こどものとも年少版:508号) 殿内真帆さく 福音館書店 E//19

685 てんにんにょうぼう(こどものとも:通巻760号) 長谷川摂子再話/中井智子絵 福音館書店 E//19

686 むしたちのおとのせかい(かがくのとも:604号)
高梨琢磨, 土原和子文/福井
利佐え

福音館書店 E//19

687 じゃあじゃあびりびり 改訂2版(まついのりこあかちゃんのほん) まついのりこ作・絵 偕成社 E/14

688 お?かお! 第2版(あかちゃんがよろこぶしかけえほん) ひらぎみつえ作 ほるぷ出版 E/16

689 どうぶついろいろかくれんぼ(これなあに?かたぬきえほん:1) いしかわこうじ作・絵 ポプラ社 E/16

690 あかまるどれかな? : おやこであそぼ(0歳からのあかちゃんえほん) しみずだいすけ作 ポプラ社 E/16

691 だーれだだれだ!(きむらゆういちのパッチン絵本)
きむらゆういち作/せべまさ
ゆき絵

小学館 E/16

692 もうなかないよ、クリズラ
ゼバスティアン・ロート作/
平野卿子訳

富山房 E/16

693 あっちゃんあがつく : たべものあいうえお
みねようげんあん/さいとう
しのぶさく

リーブル E/16

694 いないいないばああそび : おでかけ版(ボードブックあかちゃんのあそびえほん : 0・1・2才のほん) きむらゆういちさく 偕成社 E/17

695 やさいさん(Petit pooka) tupera tuperaさく
学研教育出版/学研マー
ケティング (発売)

E/18

696 くだものさん(Petit pooka) tupera tuperaさく
学研教育出版/学研マー
ケティング(発売)

E/18

697 にこにこ(Sassyのあかちゃんえほん)
Sassy監修/La ZOO文・絵・
デザイン

KADOKAWA E/18

698 もぐもぐ(Sassyのあかちゃんえほん)
Sassy, DADWAY監修/La ZOO
文・絵・デザイン

KADOKAWA E/18
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699 がおー!(Sassyのあかちゃんえほん)
Sassy, DADWAY監修/La ZOO
文・絵・デザイン

KADOKAWA E/18

700 しましまぐるぐる(いっしょにあそぼ) 柏原晃夫作・絵
学研教育出版/学研マー
ケティング (発売)

E/18

701 おつきさまこんばんは(福音館あかちゃんの絵本. くつくつあるけのほん:4) 林明子さく 福音館書店 E/18

702 おしっこおしっこどこでする?
レスリー・パトリセリえ・
ぶん/おおはまちひろやく

パイインターナショナ
ル

E/18

703 おめん(なりきりえほん:4)
わだことみ作/ささきようこ
絵

ポプラ社 E/19

704 もいもい 市原淳作/開一夫監修
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

E/19

705 だるまさんが(かがくいひろしのファーストブック:1) かがくいひろしさく ブロンズ新社 E/19(1)

706 だるまさんの(かがくいひろしのファーストブック:2) かがくいひろしさく ブロンズ新社 E/19(1)

707 だるまさんと(かがくいひろしのファーストブック:3) かがくいひろしさく ブロンズ新社 E/19(1)

708 くろくんとちいさいしろくん(絵本・こどものひろば) なかやみわさく・え 童心社 E/20

709 はじめてのずかん555 : 英語つき 増補改訂版(BCキッズおなまえいえるかな?) 講談社ビーシー編 講談社 E/20

710 まめまめくん
デヴィッド・カリ文/セバス
チャン・ムーラン絵/ふしみ
みさを訳

あすなろ書房 E/20

711 いってらしゃーいいってきまーす(こどものとも絵本) 神沢利子ぶん/林明子え 福音館書店 E/20

712 くろくんとふしぎなともだち(絵本・こどものひろば) なかやみわさく・え 童心社 E/20

713 ノラネコぐんだんアイスのくに(コドモエのえほん) 工藤ノリコ著 白泉社 E/21
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714 ノラネコぐんだん おばけのやま(コドモエのえほん) 工藤ノリコ著 白泉社 E/21

715 ノラネコぐんだんパンこうじょう(コドモエのえほん) 工藤ノリコ著 白泉社 E/21

716 はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう! くぼまちこ著 アリス館 E/21

717 おべんとうバス 真珠まりこ作・絵 ひさかたチャイルド E/22

718 黒ねこのおきゃくさま(世界傑作童話シリーズ)
ルース・エインズワース作/
荒このみ訳/山内ふじ江絵

福音館書店 E/22

719 はらぺこあおむし 改訂
エリック=カールさく/もり
ひさしやく

偕成社 E/22

720 アンパンマンピアノえほん : ピアノであそぼう
やなせたかし原作/トムス・
エンタテインメント作画

フレーベル館 E/22

721 サンドイッチサンドイッチ(福音館の幼児絵本) 小西英子さく 福音館書店 E/22

722 おべんとうばこのうた さいとうしのぶ構成・絵 ひさかたチャイルド E/22

723 100かいだてのいえ いわいとしお [作] 偕成社 E/22

724 おいていかないで(福音館の幼児絵本) 筒井頼子さく/林明子え 福音館書店 E/22

725 はっぱのおうち(福音館の幼児絵本) 征矢 清 さく/林 明子 絵 福音館書店 E/22

726 おでかけのまえに(福音館の幼児絵本) 筒井頼子さく/林明子え 福音館書店 E/22

727 だいすきぎゅっぎゅっ

フィリス・ゲイシャイトー,
ミム・グリーンぶん/デイ
ヴィッド・ウォーカーえ/福
本友美子やく

岩崎書店 E/23
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728 The iron giant : a story in five nights 1st ed pbk.
by Ted
Hughes/illustrations by
Dirk Zimmer

Harper & Row E/24

729 すてきなピアノえほんDX : 0～5才 : 人気曲etc.全33曲(たまひよ楽器あそび絵本)
ベネッセコーポレー
ション

E/24

730 おとうさんおかえり
マーガレット・ワイズ・ブ
ラウン文/スティーヴン・サ
ヴェッジ絵/さくまゆみこ訳

ブロンズ新社 E/24

731 どうぞのいす 香山美子作/柿本幸造絵 ひさかたチャイルド E/25

732 ぞうくんのさんぽ(てんじつきさわるえほんシリーズ)
なかのひろたかさく・え/な
かのまさたかレタリング

福音館書店 E/25

733 うみキリン(新しいえほん) あきやまただし作・絵 金の星社 E/25

734 おかあさんだいすきだよ みやにしたつや作絵 金の星社 E/25

735 きょうもうれしい えがしらみちこ作・絵 理論社 E/25

736 おこる
中川ひろたか作/長谷川義史
絵

金の星社 E/25

737 てんごくのおとうちゃん(講談社の創作絵本) 長谷川義史作 講談社 E/25

738 どんぐりのき(わたしのえほん) 亀岡亜希子[作] PHP研究所 E/26

739 みずとはなんじゃ? かこさとし作/鈴木まもる絵 小峰書店 E/26

740 ぜったいあけちゃダメッ!
アンディ・リー作/林木林訳
/ヒース・マッケンジー絵

永岡書店 E/26

741 はははのはなし(かがくのとも絵本) 加古里子ぶん・え 福音館書店 E/26
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742 Bill Peet : an autobiography Houghton Mifflin E/27

743 おしりたんてい トロルさく・え ポプラ社 E/27

744 おしりたんてい ププッゆきやまのしろいかいぶつ!? トロルさく・え ポプラ社 E/27

745 ププッきえたおべんとうのなぞ!(おしりたんてい) トロルさく・え ポプラ社 E/27

746 ププッおおどろぼうあらわる!(おしりたんてい) トロルさく・え ポプラ社 E/27

747 ププッレインボーダイヤをさがせ!(おしりたんてい) トロルさく・え ポプラ社 E/27

748 ププッちいさなしょちょうのだいピンチ!?(おしりたんてい) トロルさく・え ポプラ社 E/27

749 ププッおしりたんていがふたりいる!?(おしりたんてい) トロルさく・え ポプラ社 E/27

750 だってだってのおばあさん : 新装版 佐野洋子作・絵 フレーベル館 E/27

751 ぞうくんのさんぽ(こどものとも絵本)
なかのひろたかさく・え/な
かのまさたかレタリング

福音館書店 E/27

752 へろへろおじさん(こどものとも絵本) 佐々木マキさく 福音館書店 E/27

753 おおかみと七ひきのこやぎ(講談社のおはなし絵本箱) 那須田淳文/柿本幸造絵 講談社 E/27

754 わすれもの 豊福まきこ作 BL出版 E/27

755 ぼくのいちにちどんなおと?(日本傑作絵本シリーズ) 山下洋輔文 : むろまいこ絵 福音館書店 E/27

756 それしかないわけないでしょう ヨシタケシンスケ著 白泉社 E/28

757 チェロの木 いせひでこ [作] 偕成社 E/29
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758 ロバのシルベスターとまほうの小石 新版(児童図書館・絵本の部屋)
ウィリアム・スタイグさく/
せたていじやく

評論社 E/29

759 ハリネズミと金貨 : ロシアのお話(世界のお話傑作選)
V.オルロフ原作/田中潔文
/V.オリシヴァング絵

偕成社 E/29

760 半日村(創作絵本:36) 斎藤隆介作/滝平二郎絵 岩崎書店 E/29

761 うごいちゃだめ!
エリカ・シルヴァマンぶん
/S.D.シンドラーえ/せなあ
いこやく

アスラン書房 E/29

762 おじいさんならできる(世界傑作絵本シリーズ. カナダの絵本)
フィービ・ギルマン作・絵/
芦田ルリ訳

福音館書店 E/30

763 もったいないばあさん(講談社の創作絵本) 真珠まりこ作・絵 講談社 E/31

764 百年の家(講談社の翻訳絵本)
ロベルト・インノチェン
ティ絵/J.パトリック・ルイ
ス作/長田弘訳

講談社 E/31

765 ロボット未来の部屋(玉川百科こども博物誌) 大森隆司編/園山隆輔絵 玉川大学出版部 K031/O11

766 気持ちの本
森田ゆり作/たくさんの子ど
もたち絵

童話館出版 K141.6/Mo67

767 学校と勉強がたのしくなる本 : LDの子のためのガイドブック
ローダ・カミングス, ゲー
リー・フィッシャー著/上田
勢子訳

大月書店 K378/C95

768 カミカミおもしろだ液学 : だ液は健康を守る"まほうの水" 岡崎好秀著 少年写真新聞社 K491/O48

769 おじいちゃんは8001 (はちまるマルイチ)(お口のタイムトラベル:[1]) みしまたかし作/風間雄吉絵 口腔保健協会 K497/Mi53/1

770 おばあちゃんは8020 (はちまるニイマル)(お口のタイムトラベル:2) みしまたかし作/風間雄吉絵 口腔保健協会 K497/Mi53/2

771 栄養素キャラクター図鑑 : たべることがめちゃくちゃ楽しくなる!
田中明, 蒲池桂子監修/いと
うみつるイラスト

日本図書センター K498/E39
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772 Danny, the champion of the world(Borzoi books)
[by] Roald
Dahl/illustrated by Jill
Bennett

Alfred A. Knopf K933.7/D13

773 もうひとつのワンダー
R.J.パラシオ作/中井はるの
訳

ほるぷ出版 K933/PaR/W-2

774 Menander Rhetor : [Dionysius of Halicarnassus] : Ars Rhetorica(The Loeb classical library:539)

Menander Rhetor,
Dionysius of
Halicarnassus/edited and
translated by William H.

Harvard University
Press LC991/Me39

775 Oratory pt. 1(The Loeb classical library:540-542. Fragmentary Republican Latin:3-5)
edited and translated by
Gesine Manuwald

Harvard University
Press LC992/Ma48/1

776 Oratory pt. 2(The Loeb classical library:540-542. Fragmentary Republican Latin:3-5)
edited and translated by
Gesine Manuwald

Harvard University
Press LC992/Ma48/2

777 Oratory pt. 3(The Loeb classical library:540-542. Fragmentary Republican Latin:3-5)
edited and translated by
Gesine Manuwald

Harvard University
Press LC992/Ma48/3

778 マリコ、うまくいくよ 益田ミリ著 新潮社 M367.1/Ma66

779 はじめアルゴリズム 1(モーニングKC) 三原和人著 講談社 M410/Mi17/1

780 はじめアルゴリズム 2(モーニングKC) 三原和人著 講談社 M410/Mi17/2

781 はじめアルゴリズム 3(モーニングKC) 三原和人著 講談社 M410/Mi17/3

782 はじめアルゴリズム 4(モーニングKC) 三原和人著 講談社 M410/Mi17/4

783 はじめアルゴリズム 5(モーニングKC) 三原和人著 講談社 M410/Mi17/5

784 透明なゆりかご : 産婦人科医院看護師見習い日記 1(講談社コミックスキス:957, 969, 985, 1001, 1011) 沖田×華著 講談社 M495/O52/1

785 透明なゆりかご : 産婦人科医院看護師見習い日記 2(講談社コミックスキス:957, 969, 985, 1001, 1011) 沖田×華著 講談社 M495/O52/2
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786 透明なゆりかご : 産婦人科医院看護師見習い日記 3(講談社コミックスキス:957, 969, 985, 1001, 1011) 沖田×華著 講談社 M495/O52/3

787 透明なゆりかご : 産婦人科医院看護師見習い日記 4(講談社コミックスキス:957, 969, 985, 1001, 1011) 沖田×華著 講談社 M495/O52/4

788 透明なゆりかご : 産婦人科医院看護師見習い日記 5(講談社コミックスキス:957, 969, 985, 1001, 1011) 沖田×華著 講談社 M495/O52/5

789 透明なゆりかご : 産婦人科医院看護師見習い日記 6(講談社コミックスキス:957, 969, 985, 1001, 1011) 沖田×華著 講談社 M495/O52/6

790 透明なゆりかご : 産婦人科医院看護師見習い日記 7(講談社コミックスキス:957, 969, 985, 1001, 1011) 沖田×華著 講談社 M495/O52/7

791 マンガはじめて読む古事記と日本書紀 井上さやか監修 ナツメ社 M913.2/Ko39

792 泰山 : 中国人の信仰(東洋文庫:895)
E・シャヴァンヌ [著]/菊地
章太訳注

平凡社 ト163.1/C36

793 証券・保険業界で働く(なるにはBooks:補巻23) 生島典子著 ぺりかん社 就職/資格

794 学習スタートブック 2年度試験対応(公務員試験受験ジャーナル特別企画:1) 実務教育出版 就職/資格/'20

795 高卒程度公務員直前必勝ゼミ 2020年度(受験ジャーナル別冊) 実務教育出版 就職/資格/'20

796 ASEAN企業地図 第2版 桂木麻也著 翔泳社
就職/資格
/['19]

797 最新化粧品業界大研究 化粧品業界研究会編 産学社
就職/資格
/['19]

798 就活テクニック大全 : 最小の努力で「トップ内定」し「仕事力」も高める 坂本直文著 東洋経済新報社
就職/資格
/['19]

799 せいかつ 上 養老孟司ほか著 教育出版 教/312/'14

800 せいかつ 下 養老孟司ほか著 教育出版 教/312/'14

801 せいかつ 上 わくわく 寺尾慎一ほか著 新興出版社啓林館 教/312/'14
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802 せいかつ 下 いきいき 寺尾慎一ほか著 新興出版社啓林館 教/312/'14

803 せいかつたんけんブック(せいかつ) 寺尾慎一 [ほか] 著 新興出版社啓林館 教/312/'14

804 自分を見つめる(中学生の道徳ノート:1) 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/353/'18

805 自分を考える(中学生の道徳ノート:2) 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/353/'18

806 自分をのばす(中学生の道徳ノート:3) 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/353/'18

807 中学道徳 : あすを生きる 1 吉澤良保 [ほか] 著 日本文教出版 教/353/'18

808 中学道徳 : あすを生きる 1 道徳ノート 吉澤良保 [ほか] 著 日本文教出版 教/353/'18

809 中学道徳 : あすを生きる 2 吉澤良保 [ほか] 著 日本文教出版 教/353/'18

810 中学道徳 : あすを生きる 2 道徳ノート 吉澤良保 [ほか] 著 日本文教出版 教/353/'18

811 中学道徳 : あすを生きる 3 吉澤良保 [ほか] 著 日本文教出版 教/353/'18

812 中学道徳 : あすを生きる 3 道徳ノート 吉澤良保 [ほか] 著 日本文教出版 教/353/'18

813 新しい道徳 1 渡邉満 [ほか] 著 東京書籍 教/353/'18

814 新しい道徳 2 渡邉満 [ほか] 著 東京書籍 教/353/'18

815 新しい道徳 3 渡邉満 [ほか] 著 東京書籍 教/353/'18

816 自分を見つめる(中学生の道徳:1) 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/353/'18

817 自分を考える(中学生の道徳:2) 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/353/'18
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818 自分をのばす(中学生の道徳:3) 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/353/'18

819 中学道徳 : きみがいちばんひかるとき 1 杉中康平 [ほか] 著 光村図書 教/353/'18

820 中学道徳 : きみがいちばんひかるとき 2 杉中康平 [ほか] 著 光村図書 教/353/'18

821 中学道徳 : きみがいちばんひかるとき 3 杉中康平 [ほか] 著 光村図書 教/353/'18

822 中学生の道徳 : 明日への扉 1年 永田繁雄[ほか]著 学研教育みらい 教/353/'18

823 中学生の道徳 : 明日への扉 2年 永田繁雄[ほか]著 学研教育みらい 教/353/'18

824 中学生の道徳 : 明日への扉 3年 永田繁雄[ほか]著 学研教育みらい 教/353/'18

825 わくわくさんすう 1
清水静海, 船越俊介[ほか]
著

啓林館 教/412/'14

826 わくわくさんすう 2上
清水静海, 船越俊介[ほか]
著

啓林館 教/412/'14

827 わくわくさんすう 2下
清水静海, 船越俊介[ほか]
著

啓林館 教/412/'14

828 わくわくさんすう 3上
清水静海, 船越俊介[ほか]
著

啓林館 教/412/'14

829 わくわくさんすう 3下
清水静海, 船越俊介[ほか]
著

啓林館 教/412/'14

830 わくわくさんすう 4上
清水静海, 船越俊介[ほか]
著

啓林館 教/412/'14

831 わくわくさんすう 4下
清水静海, 船越俊介[ほか]
著

啓林館 教/412/'14

832 わくわくさんすう 5
清水静海, 船越俊介[ほか]
著

啓林館 教/412/'14

833 わくわくさんすう 6
清水静海, 船越俊介[ほか]
著

啓林館 教/412/'14
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834 中学数学 1 重松敬一 [ほか] 著 日本文教出版 教/413/'15

835 中学数学 2 重松敬一 [ほか] 著 日本文教出版 教/413/'15

836 中学数学 3 重松敬一 [ほか] 著 日本文教出版 教/413/'15

837 未来へひろがる数学 1 岡本和夫 [ほか] 著 新興出版社啓林館 教/413/'15

838 未来へひろがる数学 2 岡本和夫 [ほか] 著 新興出版社啓林館 教/413/'15

839 未来へひろがる数学 3 岡本和夫 [ほか] 著 新興出版社啓林館 教/413/'15

840 中学校数学 改訂版 1 岡部恒治 [ほか] 著 数研出版 教/413/'15

841 中学校数学 改訂版 2 岡部恒治 [ほか] 著 数研出版 教/413/'15

842 中学校数学 改訂版 3 岡部恒治 [ほか] 著 数研出版 教/413/'15

843 新編新しい数学 1 藤井斉亮 [ほか] 著 東京書籍 教/413/'15

844 新編新しい数学 2 藤井斉亮 [ほか] 著 東京書籍 教/413/'15

845 新編新しい数学 3 藤井斉亮 [ほか] 著 東京書籍 教/413/'15

846 中学校数学 1 一松信 [ほか] 著 学校図書 教/413/'15

847 中学校数学 2 一松信 [ほか] 著 学校図書 教/413/'15

848 中学校数学 3 一松信 [ほか] 著 学校図書 教/413/'15

849 Math naviブック : 未来へひろがる数学 1 岡本和夫 [ほか] 著 新興出版社啓林館 教/413/'15
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850 Math naviブック : 未来へひろがる数学 2 岡本和夫 [ほか] 著 新興出版社啓林館 教/413/'15

851 Math naviブック : 未来へひろがる数学 3 岡本和夫 [ほか] 著 新興出版社啓林館 教/413/'15

852 数学III 大島利雄 [ほか] 著 数研出版 教/414/'12

853 数学活用 : 楽しい数学の世界 岡本和夫 [ほか] 著 実教出版 教/414/'12

854 数学活用 根上生也編 新興出版社啓林館 教/414/'12

855 新編数学A 改訂版 大矢雅則 [ほか] 著 数研出版 教/414/'15

856 数学I 改訂版 大島利雄 [ほか] 著 数研出版 教/414/'16

857 新編数学I 改訂版 大矢雅則 [ほか] 著 数研出版 教/414/'16

858 高等学校数学I 改訂版 岡部恒治 [ほか] 著 数研出版 教/414/'16

859 数学I : Advanced 俣野博 [ほか] 著 東京書籍 教/414/'16

860 数学A 改訂版 坪井俊 [ほか] 著 数研出版 教/414/'16

861 高等学校数学A 改訂版 岡部恒治 [ほか] 著 数研出版 教/414/'16

862 数学A : Standard 俣野博 [ほか] 著 東京書籍 教/414/'16

863 数学A : Advanced 俣野博 [ほか] 著 東京書籍 教/414/'16

864 高等学校数学II 改訂版 岡部恒治 [ほか] 著 数研出版 教/414/'16

865 最新数学II 改訂版 山本慎 [ほか] 著 数研出版 教/414/'16
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866 新編数学B 改訂版 大矢雅則 [ほか] 著 数研出版 教/414/'16

867 新高校の数学I 改訂版 秋山仁 [ほか] 著 数研出版 教/414/'16

868 数学II 改訂版 藤田岳彦編 新興出版社啓林館 教/414/'17

869 数学II 改訂版 川中宣明 [ほか] 著 数研出版 教/414/'17

870 新編数学II 改訂版 大矢雅則 [ほか] 著 数研出版 教/414/'17

871 詳説数学B 改訂版 : 平成30年度用 高橋陽一郎編 新興出版社啓林館 教/414/'17

872 高等学校数学B 改訂版 岡部恒治 [ほか] 著 数研出版 教/414/'17

873 数学B 改訂版 坪井俊 [ほか] 著 数研出版 教/414/'17

874 数学B 改訂版 藤田岳彦編 新興出版社啓林館 教/414/'17

875 新編数学III 改訂版 井原俊輔 [ほか] 著 数研出版 教/414/'17

876 数学III : Advanced 俣野博, 河野俊丈 [ほか]著 東京書籍 教/414/'18

877 高等学校数学III 改訂版 岡部恒治 [ほか] 著 数研出版 教/414/'18

878 数学III 改訂版 大島利雄 [ほか] 著 数研出版 教/414/'18

879 みらいをひらく小学理科 3 養老孟司ほか著 教育出版 教/422/'14

880 みらいをひらく小学理科 4 養老孟司ほか著 教育出版 教/422/'14

881 みらいをひらく小学理科 5 養老孟司ほか著 教育出版 教/422/'14
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882 みらいをひらく小学理科 6 養老孟司ほか著 教育出版 教/422/'14

883 たのしい理科 新版 3年 有馬朗人 [ほか] 著 大日本図書 教/422/'14

884 たのしい理科 新版 4年 有馬朗人 [ほか] 著 大日本図書 教/422/'14

885 たのしい理科 新版 5年 有馬朗人 [ほか] 著 大日本図書 教/422/'14

886 たのしい理科 新版 6年 有馬朗人 [ほか] 著 大日本図書 教/422/'14

887 わくわく理科 6 石浦章一 [ほか] 著 新興出版社啓林館 教/422/'14

888 たのしいほけん 新版 3・4年 大津一義 [ほか] 著 大日本図書 教/492/'14

889 たのしいほけん 新版 5・6年 大津一義 [ほか] 著 大日本図書 教/492/'14

890 小学ほけん 新版 3・4年 渡邊正樹 [ほか] 著 光文書院 教/492/'14

891 小学ほけん 新版 5・6年 渡邊正樹 [ほか] 著 光文書院 教/492/'14

892 みんなとまなぶしょうがっこうしょしゃ 1ねん 渡部清 [ほか] 著 学校図書 教/732/'14

893 みんなとまなぶしょうがっこうしょしゃ 2年 渡部清 [ほか] 著 学校図書 教/732/'14

894 みんなとまなぶしょうがっこうしょしゃ 3年 渡部清 [ほか] 著 学校図書 教/732/'14

895 みんなとまなぶしょうがっこうしょしゃ 4年 渡部清 [ほか] 著 学校図書 教/732/'14

896 みんなとまなぶしょうがっこうしょしゃ 5年 渡部清 [ほか] 著 学校図書 教/732/'14

897 みんなとまなぶしょうがっこうしょしゃ 6年 渡部清 [ほか] 著 学校図書 教/732/'14
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898 しょうがくしょしゃ 1 加藤祐司 [ほか] 著 教育出版 教/732/'14

899 しょうがくしょしゃ 2 加藤祐司 [ほか] 著 教育出版 教/732/'14

900 しょうがくしょしゃ 3 加藤祐司 [ほか] 著 教育出版 教/732/'14

901 しょうがくしょしゃ 4 加藤祐司 [ほか] 著 教育出版 教/732/'14

902 しょうがくしょしゃ 5 加藤祐司 [ほか] 著 教育出版 教/732/'14

903 しょうがくしょしゃ 6 加藤祐司 [ほか] 著 教育出版 教/732/'14

904 しょしゃ 1ねん 宮澤正明 [ほか] 著 光村図書出版 教/732/'14

905 しょしゃ 2年 宮澤正明 [ほか] 著 光村図書出版 教/732/'14

906 しょしゃ 3年 宮澤正明 [ほか] 著 光村図書出版 教/732/'14

907 しょしゃ 4年 宮澤正明 [ほか] 著 光村図書出版 教/732/'14

908 しょしゃ 5年 宮澤正明 [ほか] 著 光村図書出版 教/732/'14

909 しょしゃ 6年 宮澤正明 [ほか] 著 光村図書出版 教/732/'14

910 しょうがくしょしゃ 1ねん 池田利広 [ほか] 著 日本文教出版 教/732/'14

911 しょうがくしょしゃ 2年 池田利広 [ほか] 著 日本文教出版 教/732/'14

912 しょうがくしょしゃ 3年 池田利広 [ほか] 著 日本文教出版 教/732/'14

913 しょうがくしょしゃ 4年 池田利広 [ほか] 著 日本文教出版 教/732/'14
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914 しょうがくしょしゃ 5年 池田利広 [ほか] 著 日本文教出版 教/732/'14

915 しょうがくしょしゃ 6年 池田利広 [ほか] 著 日本文教出版 教/732/'14

916 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 1ねん上 浜本純逸 [ほか] 著 学校図書 教/82/'14

917 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 1ねん下 浜本純逸 [ほか] 著 学校図書 教/82/'14

918 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 2年上 浜本純逸 [ほか] 著 学校図書 教/82/'14

919 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 2年下 浜本純逸 [ほか] 著 学校図書 教/82/'14

920 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 3年上 浜本純逸 [ほか] 著 学校図書 教/82/'14

921 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 3年下 浜本純逸 [ほか] 著 学校図書 教/82/'14

922 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 4年上 浜本純逸 [ほか] 著 学校図書 教/82/'14

923 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 4年下 浜本純逸 [ほか] 著 学校図書 教/82/'14

924 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 5年上 浜本純逸 [ほか] 著 学校図書 教/82/'14

925 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 5年下 浜本純逸 [ほか] 著 学校図書 教/82/'14

926 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 6年上 浜本純逸 [ほか] 著 学校図書 教/82/'14

927 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 6年下 浜本純逸 [ほか] 著 学校図書 教/82/'14

928 地球の歩き方 改訂 B13 アメリカの国立公園 '19-'20
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッグ
社/ダイヤモンド社 (発
売)

旅行/地図

929 旅に出たくなる地図 19版 世界 帝国書院編集部著 帝国書院 旅行/地図/'19
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