
2019年7月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 メモの魔力(NewsPicks book) 前田裕二著 幻冬舎 002.7/Ma26

2 私たちはいま、どこにいるのか?(NHK出版新書:581. おとなの教養:2) 池上彰著 NHK出版 002/I33

3 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 人物編
デイヴィッド・S・キダー, ノア・D・
オッペンハイム著/小林朋則訳

文響社 002/Ki12

4 われわれはどんな「世界」を生きているのか : 来るべき人文学のために 山室信一 [ほか] 編 ナカニシヤ出版 002/W38

5 VR原論 : 人とテクノロジーの新しいリアル 服部桂著 翔泳社 007.1/H44

6 トコトンやさしいVRの本(B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ)
東京大学バーチャルリアリティ教育研
究センター編

日刊工業新聞社 007.1/To46

7 未来のためのあたたかい思考法 : the human way of thinking for the future 小川和也著 木楽舎 007.3/O24

8 Creative selection : Apple創造を生む力 ケン・コシエンダ著/二木夢子訳 サンマーク出版 007.35/A59

9 GAFA×BATH : 米中メガテックの競争戦略 田中道昭著 日本経済新聞出版社 007.35/Ta84

10 Excel完全ガイド : 基本操作+疑問・困った解決+便利ワザ 改訂2版(一冊に凝縮) 門脇香奈子著 SBクリエイティブ 007.6384//

11 マンガで学ぶエクセル関数
木村幸子著・監修/秋内常良シナリオ/
サノマリナマンガ/トレンド・プロマ
ンガ制作

マイナビ出版 007.6384/Ki39

12 ビジネスExcel快速化メソッド : 今日からはたった5秒で仕事が終わる! 村松茂, 秀和システム編集部著 秀和システム 007.6384/Mu48

13 できるWord&Excel&PowerPoint2019 : Office2019/Office365両対応 井上香緒里, できるシリーズ編集部著 インプレス 007.6388//'19

14 Word & Excelで困ったときに開く本 2019(Paso ASAHI ORIGINAL) 朝日新聞出版 007.6388//'19

15 世界一わかりやすいWordテキスト : ベテラン講師がつくりました : Word 2019/2016/2013対応版 佐藤薫著 技術評論社 007.6388/Sa85

16 できるExcelマクロ&VBA : 作業の効率化&時短に役立つ本 小舘由典&できるシリーズ編集部著 インプレス 007.64/Ko92

17 これからはじめる人のプログラミング言語の選び方 掌田津耶乃著 秀和システム 007.64/Sh95

18 図書館情報技術論 田中均著 青弓社 013.8/Ta84

19 災害アーカイブ : 資料の救出から地域への還元まで 白井哲哉著 東京堂出版 014.61/Sh82
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20 情報サービス論及び演習 第2版(ライブラリー図書館情報学:6) 中西裕, 松本直樹, 伊藤民雄著 学文社 015.2/J66

21 「学校図書館ガイドライン」活用ハンドブック 解説編 堀川照代編著 悠光堂 017/H89

22 初めての読書指導 : アイディア25+5 改訂版 小学校編(はじめよう学校図書館:5) 福田孝子著 全国学校図書館協議会 017/HaG/5

23 超速読力(ちくま新書:1412) 齋藤孝著 筑摩書房 019.13/Sa25

24 My little abc book : 絵本を楽しむ26文字の旅 石原敏子著 関西大学出版部 019.53/I74

25 本が好き 安野光雅著 山川出版社 019.9/A49

26 人間力を高める読書法(小学館文庫プレジデントセレクト:Pた3-1) 武田鉄矢著 小学館 019.9/Ta59

27 世界の本好きたちが教えてくれた人生を変えた本と本屋さん ジェーン・マウント著/清水玲奈訳 エクスナレッジ 020.4/Mo96

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

29 特殊文庫をひらく : 古典籍がつなぐ過去と未来(書物學:16) 勉誠出版 020/BeS/16

30 江戸期の広域出版流通(新典社研究叢書:309) 大和博幸著 新典社 024.1/O93

31 読破できない難解な本がわかる本 : 図解で読みとく世界の名著60 富増章成著 ダイヤモンド社 028/To49

32 理系の素朴な大疑問(KAWADE夢文庫:K1113) 博学こだわり倶楽部編 河出書房新社 049.1/H19

33 好奇心が未来をつくる : ソニーCSL研究員が妄想する人類のこれから
ソニーコンピュータサイエンス研究所
編

祥伝社 061/So42

34 大学総合研究センターの今 : 教育改革に挑む早稲田 姉川恭子, 石井雄隆, 山田晃久編著 早稲田大学出版部 061/W41

35 日本の根本問題(西尾幹二全集:第19巻) 西尾幹二著 国書刊行会 081.6/NiK/19

36 教養としての将棋 : おとなのための「盤外講座」(講談社現代新書:2515) 梅原猛, 羽生善治, 尾本恵市著 講談社 081/16/2515

37 未来の地図帳 : 人口減少日本で各地に起きること(講談社現代新書:2524) 河合雅司著 講談社 081/16/2524

38 刑事弁護人(講談社現代新書:2525) 亀石倫子, 新田匡央著 講談社 081/16/2525
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39 ブルボン朝(講談社現代新書:2526. フランス王朝史:3) 佐藤賢一著 講談社 081/16/2526

40 地獄めぐり(講談社現代新書:2527) 加須屋誠著 講談社 081/16/2527

41 日本社会のしくみ : 雇用・教育・福祉の歴史社会学(講談社現代新書:2528) 小熊英二著 講談社 081/16/2528

42 「カッコいい」とは何か(講談社現代新書:2529) 平野啓一郎著 講談社 081/16/2529

43 民事裁判入門 : 裁判官は何を見ているのか(講談社現代新書:2530) 瀬木比呂志著 講談社 081/16/2530

44 戦争の記憶 : コロンビア大学特別講義 : 学生との対話(講談社現代新書:2531) キャロル・グラック著 講談社 081/16/2531

45 仏教入門(講談社現代新書:2532) 南直哉著 講談社 081/16/2532

46 アイヌの世界観 : 「ことば」から読む自然と宇宙(講談社学術文庫:[2560]) 山田孝子 [著] 講談社 081/2/2560

47 箴言集(講談社学術文庫:[2561]) ラ・ロシュフコー [著]/武藤剛史訳 講談社 081/2/2561

48 神主と村の民俗誌(講談社学術文庫:[2571]) 神崎宣武 [著] 講談社 081/2/2571

49 満鉄全史 : 「国策会社」の全貌(講談社学術文庫:[2572]) 加藤聖文 [著] 講談社 081/2/2572

50 戦国時代(講談社学術文庫:[2573]) 永原慶二 [著] 講談社 081/2/2573

51 アニメーション、折りにふれて(岩波現代文庫:文芸:309) 高畑勲著 岩波書店 081/22/B309

52 日本のマクロ経済政策 : 未熟な民主政治の帰結(岩波新書:新赤版 1780) 熊倉正修著 岩波書店 081/6-4/1780

53 労働法入門 新版(岩波新書:新赤版 1781) 水町勇一郎著 岩波書店 081/6-4/1781

54 朝鮮に渡った「日本人妻」 : フォト・ドキュメンタリー : 60年の記憶(岩波新書:新赤版 1782) 林典子著 岩波書店 081/6-4/1782

55 生きるための図書館 : 一人ひとりのために(岩波新書:新赤版 1783) 竹内悊著 岩波書店 081/6-4/1783

56 ひとりで、考える : 哲学する習慣を(岩波ジュニア新書:895) 小島俊明著 岩波書店 104/Ko39

57 運命論を哲学する(現代哲学ラボ・シリーズ:第1巻) 入不二基義, 森岡正博著 明石書店 113.2/I64
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58 物語として読む全訳論語 : 決定版 山田史生著 トランスビュー 123.83/Ko84

59 思想家たちの100の名言(文庫クセジュ:1027)
ロランス・ドヴィレール著/久保田剛
史訳

白水社 130/D66

60 ギリシア哲学30講人類の原初の思索から : 「存在の故郷」を求めて 下 日下部吉信著 明石書店 131/Ku82/2

61 バークリの「原理」を読む : 「物質否定論」の論理と批判 冨田恭彦著 勁草書房 133.3/B38

62 学校と社会,ほか(デューイ著作集:6. 教育||キョウイク:1)
ジョン・デューイ著/上野正道訳者代
表/藤井千春解題

東京大学出版会 133.9/D67/6

63 存在と時間 6(光文社古典新訳文庫:[KBハ1-1]-[KBハ1-6]) ハイデガー著/中山元訳 光文社 134.96/HeM/S-6

64 行動分析学事典 日本行動分析学会編 丸善出版 140.18/N71

65 ことばの前のことば : うたうコミュニケーション(やまだようこ著作集:第1巻) やまだようこ著 新曜社 140.8/Y19/1

66 世代をむすぶ : 生成と継承(やまだようこ著作集:第10巻) 新曜社 140.8/Y19/10

67 ことばのはじまり : 意味と表象(やまだようこ著作集:第2巻) やまだようこ編 新曜社 140.8/Y19/2

68 ものがたりの発生 : 私のめばえ(やまだようこ著作集:第3巻) やまだようこ編 新曜社 140.8/Y19/3

69 喪失の語り : 生成のライフストーリー(やまだようこ著作集:第8巻) やまだようこ著 新曜社 140.8/Y19/8

70 心理学の7つの大罪 : 真の科学であるために私たちがすべきこと
クリス・チェインバーズ [著]/大塚紳
一郎訳

みすず書房 140/C32

71 知能・性格心理学(シリーズ心理学と仕事:9) 浮谷秀一編集 北大路書房 141.1/U59

72 天才とは何か
ディーン・キース・サイモントン著/
小巻靖子訳

大和書房 141.18/Si6

73 ヒューマンエラーの心理学(ちくま新書:1423) 一川誠著 筑摩書房 141.27/I14

74 笑いとユーモアのこころ 井上宏著 春陽堂書店 141.6/I55

75 尊敬関連感情の心理学 武藤世良著 ナカニシヤ出版 141.6/Mu93

76 動機づけと情動(現代心理学シリーズ:4) 今田純雄, 北口勝也共編 培風館 141.72/I41
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77 世界が動いた「決断」の物語(新・人類進化史)
スティーブン・ジョンソン著/大田直
子訳

朝日新聞出版 141.8/J64

78 ハーバードの個性学入門 : 平均思考は捨てなさい(ハヤカワ文庫:8331. ハヤカワ文庫NF:NF537) トッド・ローズ著/小坂恵理訳 早川書房 141.9/R72

79 簡易型認知行動療法実践マニュアル : 保健、医療、福祉、教育にいかす 大野裕, 田中克俊著・監修
ストレスマネジメント
ネットワーク/きずな出
版 (発売)

146.8/O67

80 内観療法入門 : 日本的自己探求の世界(創元アーカイブス) 三木善彦著 創元社 146.816/Mi24

81 心理的アセスメント(公認心理師の基礎と実践:第14巻) 津川律子, 遠藤裕乃編 遠見書房 146.89/Ts38

82 まんがでわかる頭に来てもアホとは戦うな!
田村耕太郎著/秋内常良シナリオ/松枝
尚嗣作画

朝日新聞出版 159.4/Ta82

83 選ばれる女におなりなさい : デヴィ夫人の婚活論 ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ著 講談社 159.6/D67

84 「おいしい人生」を生きるための授業 出口治明著 PHP研究所 159.7/D53

85 齋藤孝が読むカーネギー『道は開ける』(22歳からの社会人になる教室:2) 齋藤孝著 創元社 159/C19/2

86 20代でしなければならない50のこと 中谷彰宏著 ダイヤモンド社 159/N43

87 若い読者のための宗教史(Yale University Press little histories)
リチャード・ホロウェイ著/上杉隼人,
片桐恵里訳

すばる舎 162/H83

88 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2019-4]
edited by Marc Gaborieau ... [et
al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'19-4

89 「カルト」はすぐ隣に : オウムに引き寄せられた若者たち(岩波ジュニア新書:896) 江川紹子著 岩波書店 169.1/E29

90 江戸時代の神社(日本史リブレット:86) 高埜利彦著 山川出版社 175/Ta47

91 ブッダの聖地 : スマナサーラ長老と歩くインド八大仏蹟 改訂版 アルボムッレ・スマナサーラ著 サンガ 182.8/Sh12

92 日本の仏さまとお寺 : イラスト丸わかりガイド
日本の仏とお寺研究会著/カワグチニ
ラコ絵/ロータスさわこ文

KADOKAWA 186.8/N71

93 法隆寺史 上: 古代・中世 法隆寺編 思文閣出版 188.215/H89/1

94 フェノロサらとともに日本仏教を守った櫻井敬徳 : 廃仏毀釈の嵐の中(知多の哲学者シリーズ:5) 久田健吉著 ほっとブックス新栄 188.42/Sa47

95 大阿闍梨酒井雄哉の遺言 : 師弟珍問答 : 無頼漢だった男の心を押し広げた師の言葉 玄秀盛著 佼成出版社 188.44/Sa29

5



2019年7月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

96 日本仏教と修験道 宮家準著 春秋社 188.59/Mi76

97 修験道という生き方(新潮選書) 宮城泰年, 田中利典, 内山節著 新潮社 188.59/Sh99

98 南無阿弥陀仏と南無妙法蓮華経(新潮新書:807) 平岡聡著 新潮社 188.62/H84

99 キリスト教と日本人 : 宣教史から信仰の本質を問う(ちくま新書:1424) 石川明人著 筑摩書房 192.1/I76

100 「山の教会」・「海の教会」の誕生 : 長崎カトリック信徒の移住とコミュニティ形成 叶堂隆三著 九州大学出版会 198.2219/Ka43

101 18歳からの歴史学入門 福岡大学人文学部歴史学科編 彩流社 204/F82

102 歴史情報学の教科書 : 歴史のデータが世界をひらく 後藤真, 橋本雄太編 文学通信 207/G72

103 真実が揺らぐ時 : ベルリンの壁崩壊から9.11まで
トニー・ジャット著/ジェニファー・
ホーマンズ編/河野真太郎 [ほか] 訳

慶應義塾大学出版会 209.75/J89

104 世界史を作ったライバルたち 上
アレクシス・ブレゼ, ヴァンサン・ト
レモレ・ド・ヴィレール編/神田順子
[ほか] 訳

原書房 209/B72/1

105 世界史を作ったライバルたち 下
アレクシス・ブレゼ, ヴァンサン・ト
レモレ・ド・ヴィレール編/神田順子
[ほか] 訳

原書房 209/B72/2

106 事典日本の年号 小倉慈司著 吉川弘文館 210.023/O26

107 古墳時代のシンボル・仁徳陵古墳(シリーズ「遺跡を学ぶ」:055) 一瀬和夫著 新泉社 210.025/I16

108 くずし字辞典を引いて古文書を読もう 油井宏子著 東京堂出版 210.029/A14

109 大日本史料 第6編之50 東京帝國大學文科大學史料編纂掛編纂 東京帝國大學 210.08/16/6-50

110 源敬様御代御記録 第4(史料纂集:古記録編:180, 185, 195, 201)
徳川林政史研究所編/深井雅海, 川島
孝一校訂

八木書店古書出版部/八
木書店 (発売)

210.08/3/ゲ1-4

111 境界の日本史 : 地域性の違いはどう生まれたか(朝日選書:983) 森先一貴, 近江俊秀著 朝日新聞出版 210.2/Mo63

112 ヤマト王権誕生の礎となったムラ : 唐古・鍵遺跡(シリーズ「遺跡を学ぶ」:135) 藤田三郎著 新泉社 210.27/F67

113 農耕文化の形成と近畿弥生社会 禰冝田佳男著 同成社 210.27/N62

114 物部氏と石上神宮の古代史 : ヤマト王権・天皇・神祇祭祀・仏教(Izumi books:21) 平林章仁著 和泉書院 210.3/Mo35
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115 前方後円墳 : 巨大古墳はなぜ造られたか(シリーズ古代史をひらく) 吉村武彦, 吉川真司, 川尻秋生編 岩波書店 210.32/Z3

116 植民地帝国日本における知と権力 松田利彦編 思文閣出版 210.6/Ma75

117 生きづらい明治社会 : 不安と競争の時代(岩波ジュニア新書:883) 松沢裕作著 岩波書店 210.6/Ma93

118 年表昭和・平成史 : 1926-2019 新版(岩波ブックレット:No. 1005) 中村政則, 森武麿編 岩波書店 210.7/N37

119 昭和史講義 戦前文化人篇(ちくま新書:1341, 1421) 筒井清忠編 筑摩書房 210.7/Ts93/2

120 特攻隊の「故郷」 : 霞ヶ浦・筑波山・北浦・鹿島灘(歴史文化ライブラリー:485) 伊藤純郎著 吉川弘文館 210.75/I91

121 沖縄戦を知る事典 : 非体験世代が語り継ぐ 吉浜忍, 林博史, 吉川由紀編 吉川弘文館 210.75/O52

122 街場の平成論(犀の教室) 内田樹編/小田嶋隆 [ほか] 著 晶文社 210.77/U14

123 蝦夷の古代史(読みなおす日本史) 工藤雅樹著 吉川弘文館 212.03/Ku17

124 江戸の不動産(文春新書:1210) 安藤優一郎著 文藝春秋 213.6105/A47

125 戦国・織豊期大坂の都市史的研究 大澤研一著 思文閣出版 216.3/O74

126 香港の過去・現在・未来 : 東アジアのフロンティア(アジア遊学:234) 倉田徹編 勉誠出版 222.39/Ku56

127 マラッカ海峡物語 : ペナン島に見る多民族共生の歴史(集英社新書:0971D) 重松伸司著 集英社 223.9/Sh28

128
なにわ大坂をつくった100人 : その素顔を探し求めて : 歴史は生きている : 最新フィールドノート 18
世紀〜19世紀(幕末)篇

関西・大阪21世紀協会編著 澪標 281.63/Ka59/3

129 天皇史年表 井筒清次編著 河出書房新社 288.41/I99

130 大正天皇実録 補訂版 第4 宮内省図書寮編修 ゆまに書房 288.41/Tai/K-4

131 終戦のエンペラー : 陛下をお救いなさいまし(集英社文庫:[お45-3]) 岡本嗣郎著 集英社 289.1/Ka93

132 前田利家・利長 : 創られた「加賀百万石」伝説(中世から近世へ) 大西泰正著 平凡社 289.1/Ma26

133 松永久秀と下剋上 : 室町の身分秩序を覆す(中世から近世へ) 天野忠幸著 平凡社 289.1/Ma83
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134 明治を食いつくした男大倉喜八郎 岡田和裕著
産経新聞出版/日本工業
新聞社 (発売)

289.1/O57

135 橘諸兄(人物叢書:[通巻295]) 中村順昭著 吉川弘文館 289.1/Ta13

136 激しく考え、やさしく語る : 私の履歴書(日経プレミアシリーズ:399) 山折哲雄著 日本経済新聞出版社 289.1/Y42

137 脱走王と呼ばれた男 : 第二次世界大戦中21回脱走した捕虜の半生 デイヴィッド・M・ガス著/花田知恵訳 原書房 289.3/C91

138 ラッフルズ : 海の東南アジア世界と「近代」(世界史リブレット人:68) 坪井祐司著 山川出版社 289.3/R12

139 ウイリアム・ウイリス伝 : 薩摩に英国医学をもたらした男 山崎震一著 書籍工房早山 289.3/W74

140 風土学はなぜ何のために オギュスタン・ベルク著/木岡伸夫訳 関西大学出版部 290.1/B38

141 古代地名の研究事始め : 山城・丹後の伝承・文学地名を中心に 糸井通浩著 清文堂出版 291.0189/I91

142 図説京阪神の地理 : 地図から学ぶ 山口覚 [ほか] 著 ミネルヴァ書房 291.6/Z8

143 天空の聖域ラルンガル : 東チベット宗教都市への旅 (フィールドワーク) 川田進著 集広舎 292.235/Ka98

144 大連・旅順歴史ガイドマップ 木之内誠 [ほか] 著 大修館書店 292.257/D26

145 ラオスの基礎知識(アジアの基礎知識:5) 山田紀彦著 めこん 292.36/Y19

146 国境の北と日本人 : ポストコロニアルな旅へ 藤巻光浩著 緑風出版 292.92/F61

147 社会科学と因果分析 : ウェーバーの方法論から知の現在へ 佐藤俊樹著 岩波書店 301.6/W51

148 グローカル時代の社会学 : 社会学の視点で読み解く現代社会の様相 : global+local 今泉礼右編著 みらい 302.1/I43

149 ドラッカーの未来社会論(図解ポケット) 中野明著 秀和システム 304/D92

150 生!池上彰×山里亮太深読みニュース道場 池上彰, 山里亮太, MBS報道局著 KADOKAWA 304/N47

151 大前研一世界の潮流2019～20 大前研一著 プレジデント社 304/O61

152 佐藤優「情報読解」の私塾 赤版 : 日本、北朝鮮、韓国、中国の転換点・篇 佐藤優著 徳間書店 304/Sa86
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153
Exzerpte und Notizen : Februar 1864 bis Oktober 1868, November 1869, März, April, Juni 1870,
Dezember 1872 Text(Karl Marx, Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA):4. Abt.. Exzerpte,
Notizen, Marginalien:Bd. 18)

Karl Marx, Friedrich
Engels/bearbeitet von Teinosuke
Otani, Kohei Saito und Timm Graß
mann

De Gruyter Akademie
Forschung

308/MaK/M-4-18-1

154
Exzerpte und Notizen : Februar 1864 bis Oktober 1868, November 1869, März, April, Juni 1870,
Dezember 1872 Apparat(Karl Marx, Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA):4. Abt.. Exzerpte,
Notizen, Marginalien:Bd. 18)

Karl Marx, Friedrich
Engels/bearbeitet von Teinosuke
Otani, Kohei Saito und Timm Graß
mann

De Gruyter Akademie
Forschung

308/MaK/M-4-18-2

155 2時間でわかる政治経済のルール(講談社+α新書:781-2C) 倉山満 [著] 講談社 312.1/Ku57

156 人権教育及び人権啓発施策 令和元年版(人権教育・啓発白書:平成17年版-平成30年版) 法務省, 文部科学省編 国立印刷局 316.1/Hom/'19

157 アイヌ近現代史読本 増補改訂版 小笠原信之著 緑風出版 316.81/O22

158 大阪都構想の対案 : 大都市圏共同体の構想と総合区の活用 西脇邦雄著 晃洋書房 318.263/N87

159 くまモン知事 : 東大教授から熊本県知事に転身した蒲島郁夫の決断力 伊藤典昭, 鈴木哲夫著 ブックマン社 318.294/Ka11

160 竹島問題と国際法(知っておくべき竹島の真実:3) 中野徹也著
第四期島根県竹島問題
研究会/ハーベスト出版
(発売)

319.1021/N39

161 日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか(講談社+α文庫:[G319-1]) 矢部宏治[著] 講談社 319.1053/Y11

162 「米中冷戦」で日本は漁夫の利を得る ケント・ギルバート, 石平著 宝島社 319.5302/G44

163 この子を残して(平和文庫) 永井隆著
日本ブックエース/日本
図書センター(発売)

319.8/H51/1-1

164 夏の花(平和文庫) 原民喜著
日本ブックエース/日本
図書センター(発売)

319.8/H51/1-2
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165 屍の街(平和文庫) 大田洋子著
日本ブックエース/日本
図書センター(発売)

319.8/H51/1-3

166 原爆詩集(平和文庫) 峠三吉著
日本ブックエース/日本
図書センター(発売)

319.8/H51/1-4

167 長崎の鐘(平和文庫) 永井隆著
日本ブックエース/日本
図書センター(発売)

319.8/H51/1-5

168 花の命は短かくて : 原爆乙女の手記(平和文庫) 小島順編
日本ブックエース/日本
図書センター(発売)

319.8/H51/2-1

169 ヒロシマ : 絶後の記録(平和文庫) 小倉豊文著
日本ブックエース/日本
図書センター(発売)

319.8/H51/2-2

170 ヒロシマ日記(平和文庫) 蜂谷道彦著
日本ブックエース/日本
図書センター(発売)

319.8/H51/2-3

171 星は見ている : 全滅した広島一中一年生父母の手記集(平和文庫) 秋田正之編
日本ブックエース/日本
図書センター(発売)

319.8/H51/2-4

172 長崎原爆記 : 被爆医師の証言(平和文庫) 秋月辰一郎著
日本ブックエース/日本
図書センター(発売)

319.8/H51/2-5

173 核廃絶へのメッセージ : 被爆地の一角から(平和文庫) 土山秀夫著
日本ブックエース/日本
図書センター (発売)

319.8/H51/3-1

174 千羽鶴 : 原爆の子の像の記録(平和文庫) 豊田清史著
日本ブックエース/日本
図書センター (発売)

319.8/H51/3-2

175 雅子斃れず : 長崎原子爆弾記(平和文庫) 石田雅子著
日本ブックエース/日本
図書センター (発売)

319.8/H51/3-3

176 もういやだ : 原爆の生きている証人たち(平和文庫) 長崎原爆青年乙女の会編
日本ブックエース/日本
図書センター (発売)

319.8/H51/3-4
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177 ロザリオの鎖(平和文庫) 永井隆著
日本ブックエース/日本
図書センター (発売)

319.8/H51/3-5

178 六法全書 平成31年版 1 我妻栄, 宮沢俊義編 有斐閣 320.91/R69/'19-1

179 六法全書 平成31年版 2 我妻栄, 宮沢俊義編 有斐閣 320.91/R69/'19-2

180 君たちの日本国憲法 池上彰著
ホーム社/集英社 (発
売)

323.14/I33

181 マンガ 僕たちの日本国憲法
池上彰監修/門脇正則原作/潜木ひろ作
画

ホーム社/集英社 (発
売)

323.14/I33

182 日本国憲法 : 大阪おばちゃん語訳(文春文庫:[た-102-1]) 谷口真由美著 文藝春秋 323.14/Ta87

183 意思決定支援実践ハンドブック : 「意思決定支援のためのツール」活用と「本人情報シート」作成 日本社会福祉士会編 民事法研究会 324.65/N71

184 東住吉冤罪事件 : 虚偽自白の心理学 村山満明著 岩波書店 327.62/Mu62

185 目からウロコが落ちる奇跡の経済教室 基礎知識編 中野剛志著 ベストセラーズ 330/N39/1

186 第13巻および第14巻への補遺(ケインズ全集:第29巻. 一般理論とその後) ドナルド・モグリッジ編/柿原和夫訳 東洋経済新報社 331.74/KeJ/T-29

187 偉人たちの経済政策(角川新書:[K-257]) 竹中平蔵[著] KADOKAWA 332.1/Ta64

188 少子化する世界(日経プレミアシリーズ:401) 村上芽著 日本経済新聞出版社 334.3/Mu43

189 図解うまくいっている会社の「儲け」の仕組み(青春新書intelligence:PI-566) タンクフル著 青春出版社 335.04/Ta88

190 世界をつくり変える男イーロン・マスク : Elon Musk 竹内一正著 ダイヤモンド社 335.13/Mu85

191 伝えることから始めよう 高田明著 東洋経済新報社 335.13/Ta55

192 新規開業白書 2019年版 国民金融公庫総合研究所編
中小企業リサーチセン
ター

335.5/NiS/'19

193
オープンイノベーション21の秘密 : 豊洲の港から奮闘記 : さあ、ともに世界を変えていこう!(Parade
Books)

残間光太郎著
パレード/星雲社 (発
売)

336.17/Z1

194 まんがでわかるドラッカーのリーダーシップ論(宝島社新書:525) nevまんが 宝島社 336.3/D92
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195 P&Gで学んだ経営戦略としての「儲かる人事」 松井義治著 CCCメディアハウス 336.4/Ma77

196 モノの言い方1年生のキミへ : 大人の言葉遣いが身につく! 金森たかこ著 すばる舎 336.47/Ka45

197 仕事が楽しくなる働き方の7マナー 北條久美子著 講談社 336.49/H81

198 マンガでわかる外国人との働き方
ロッシェル・カップ, 千代田まどか共
著/えんぴつ作画/スポマ編集

秀和システム 336.49/Ko78

199 まんがでわかる!頭のいい説明「すぐできる」コツ 鶴野充茂著/藤沢涼生作画 三笠書房 336.49/Ts85

200 会計全書 令和元年度 会計法規編 中央経済社編 中央経済社 336.9/C66/'19-1

201 会計全書 令和元年度 会社税務法規編 中央経済社編 中央経済社 336.9/C66/'19-2

202 会計全書 令和元年度 個人税務法規編 中央経済社編 中央経済社 336.9/C66/'19-3

203 ゼロからスタート!高井薫の簿記1冊目の教科書
高井薫著/LEC東京リーガルマインド監
修

KADOKAWA 336.91//

204 商業簿記 改訂版(マンガでやさしくわかる日商簿記2級) 前田信弘著/絶牙作画
日本能率協会マネジメ
ントセンター

336.91/Ma26

205 マンガでやさしくわかる日商簿記3級 改訂2版 前田信弘著/絶牙作画
日本能率協会マネジメ
ントセンター

336.91/Ma26

206 人間学×マーケティング : 未来につづく会社になるための論語と算盤 神田昌典, 池田篤史著 致知出版社 336/Ka51

207 ハーバード・スタンフォード流「自分で考える力」が身につくへんな問題 狩野みき著 SBクリエイティブ 336/Ka58

208 実践バイブル ザ・働き方改革 : 12ステップで組織が変わる 加藤英司著 産業能率大学出版部 336/Ka86

209 世界のエリートが学んでいるMBA必読書50冊を1冊にまとめてみた 永井孝尚著 KADOKAWA 336/N14

210 図解仕事のミスが絶対なくなる頭の使い方 宇都出雅巳 [著]
クロスメディア・パブ
リッシング/インプレス
(発売)

336/U96

211 「通貨」の正体(集英社新書:0965A) 浜矩子著 集英社 337.2/H25

212 キャッシュレス覇権戦争(NHK出版新書:574) 岩田昭男著 NHK出版 338/I97

213 金融・経済のしくみがおもしろいようにわかる15の連想ゲーム 角川総一著 ビジネス教育出版社 338/Ka14
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214 いま知っておきたい「みらいのお金」の話 松田学著 アスコム 338/Ma74

215 実務税法六法 : 法令 令和元年版1 新日本法規出版 345.12/Sh64/'19-1

216 実務税法六法 : 法令 令和元年版2 新日本法規出版 345.12/Sh64/'19-2

217 実務税法六法 : 法令 令和元年版3 新日本法規出版 345.12/Sh64/'19-3

218
これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール : 複雑な税金が、これ一冊でわかる! 改訂新版5
版

梅田泰宏著 フォレスト出版 345.21/U64

219 社会心理学 補訂版(New liberal arts selection) 池田謙一 [ほか] 著 有斐閣 361.4/Sh12

220 対人関係の心理学 : 親密な関係の形成・発展・維持・崩壊 和田実, 増田匡裕, 柏尾眞津子著 北大路書房 361.4/Ta22

221 謝罪力 竹中功著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

361.4/Ta64

222
人間関係がよくなる誰からも信頼される聴く技術 : スッキリわかる! : 職場や家庭で役立つ事例が満
載!

宮城まり子監修 ナツメ社 361.454/Mi73

223 マンガでわかる!誰とでも15分以上会話がとぎれない!話し方 2
野口敏著/酒井だんごむしシナリオ
/maki作画

すばる舎 361.454/NoS/2

224 気の利く大人のひと言目 齋藤孝著 東洋経済新報社 361.454/Sa25

225 昭和の郊外 関西編 橋爪紳也編 柏書房 361.785/H38

226 被差別部落の伝承と生活 : 信州の部落・古老聞き書き(ちくま文庫:[し52-1]) 柴田道子著 筑摩書房 361.86/Sh18

227 看護職をめざす人の社会保障と社会福祉 守本とも子編 みらい 364/Mo55

228
人事の成り立ち : 名著17冊の著者との往復書簡で読み解く : 「誰もが階段を上れる社会」の希望と葛
藤

海老原嗣生, 荻野進介著 白桃書房 366.021/E14

229 55歳からのリアル仕事ガイド : 年金をもらいながら働く、新しい生き方 朝日新聞出版編著 朝日新聞出版 366.2/A82

230 ろう理容師たちのライフストーリー 吉岡佳子著 ひつじ書房 366.28/Y92

231 仕事と家庭は両立できない? : 「女性が輝く社会」のウソとホント
アン=マリー・スローター著/篠田真貴
子解説/関美和訳

NTT出版 366.38/Sl
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232 「働く」ことについての本当に大切なこと 古野庸一著 白桃書房 366/F93

233 性別役割分業は暴力である 福岡女性学研究会編 現代書館 367.1/F82

234 デートDV・ストーカー対策のネクストステージ : 被害者支援/加害者対応のコツとポイント 伊田広行著 解放出版社 367.1/I18

235 女性史・ジェンダー史(新編日本のフェミニズム:10)
天野正子 [ほか] 編集委員/斎藤美奈
子編集協力/加納実紀代解説

岩波書店 367.21/J76

236 私がオバさんになったよ ジェーン・スー [ほか] 著 幻冬舎 367.21/W47

237 「主婦」と日本の近代 村上淳子著 同成社 367.3/Mu43

238 夫婦幻想 : 子あり、子なし、子の成長後(ちくま新書:1419) 奥田祥子著 筑摩書房 367.3/O54

239 団塊世代の地域デビュー : その提言と「まちかど福祉」の実践 川村匡由著 みらい 367.7/Ka95

240 子供たちは森に消えた(ハヤカワ文庫:NF344) ロバート・カレン著/広瀬順弘訳 早川書房 368.61/C95

241 介護福祉士国家試験模擬問題集 2020
大阪府社会福祉協議会大阪社会福祉研
修センター編

中央法規出版 369.079//'20

242 介護福祉士国家試験書いて覚える!合格ドリル 2020
介護福祉士国家試験合格ドリル編集委
員会編集

中央法規出版 369.079//'20

243 介護福祉士国家試験受験ワークブック 2020 上
介護福祉士国家試験受験ワークブック
編集委員会編集

中央法規出版 369.079//'20

244 介護福祉士国家試験受験ワークブック 2020 下
介護福祉士国家試験受験ワークブック
編集委員会編集

中央法規出版 369.079//'20

245 介護福祉士重要過去問完全マスター問題集 : 合格サポート 2020年版
秋草学園福祉教育専門学校, 介護福祉
士テキスト作成委員会著

ナツメ社 369.079//'20

246 介護福祉士国家試験過去問解説集 2020, 第29回-第31回全問完全解説
介護福祉士国家試験受験対策研究会編
集

中央法規出版 369.079//'20

247 いちばんわかりやすい!介護福祉士合格テキスト '20年版
寺島彰監修/コンデックス情報研究所
編著

成美堂出版 369.079//'20
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248 詳解介護福祉士過去5年問題集 '20年版
亀山幸吉監修/コンデックス情報研究
所編著

成美堂出版 369.079//'20

249 介護福祉士国家試験わかる!受かる!合格テキスト 2020
介護福祉士国家試験受験対策研究会編
集

中央法規出版 369.079//'20

250 みんなが欲しかった!介護福祉士の過去問題集 2020年版 TAC介護福祉士受験対策研究会編著 TAC株式会社出版事業部 369.079//'20

251 介護福祉士過去7年本試験問題集 [2020年版](Shinsei License Manual) 廣池利邦監修 新星出版社 369.079//'20

252 介護福祉士絶対合格テキスト : 1日45分×60日 [2020年版] 目白大学介護福祉教育研究会編著 大和書房 369.079//'20

253 保育福祉小六法 2019年版 小六法編集委員会編集 みらい 369.12/Sh95/'19

254 ソーシャルワーカーのための研究ガイドブック : 実践と研究を結びつけるプロセスと方法 日本ソーシャルワーク学会監修 中央法規出版 369.16/N71

255 ケアマネジメント論 : わかりやすい基礎理論と幅広い事例から学ぶ 白澤政和編著 ミネルヴァ書房 369.16/Sh85

256 尊厳ある介護 : 「根拠あるケア」が認知症介護を変える 里村佳子著 岩波書店 369.26/Sa87

257 多機関協働の時代 : 高齢者の医療・介護ニーズ、分野横断的ニーズへの支援 副田あけみ著
関東学院大学出版会/丸
善出版 (発売)

369.26/So21

258 こうしたらうまくいった!認知症の人のためのレク&ケア(レクリエブックス) 世界文化社 369.263/Se22

259 障害者心理学への誘い : 支え合い、ともに生きるために 柏倉秀克著 みらい 369.27/Ka77

260 アジアの障害者のアクセシビリティ法制 : バリアフリー化の現状と課題(アジ研選書:no. 51) 小林昌之編 アジア経済研究所 369.27/Ko12

261 精神障害者支援の思想と戦略 : QOLからHOLへ 田中英樹著 金剛出版 369.28/Ta84

262 知的障害児・者の社会的ケアへ : 「脱親」のためのソーシャルワーク 植戸貴子著 関西学院大学出版会 369.28/U49

263 東日本大震災と「復興」の生活記録 吉原直樹, 似田貝香門, 松本行真編著 六花出版 369.31/H55
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264 子どもの貧困 : 貧困の連鎖と学習支援 宮武正明著 みらい 369.4/Mi85

265
特集障害児虐待の予防と対策-現状と課題-(子どもの虐待とネグレクト : 日本子ども虐待防止学会学術
雑誌:第20巻第3号)

日本子ども虐待防止学
会/岩崎学術出版社(発
売)

369.4/N71

266 知的障害のある子を育てた母の障害観 : ICFによる質的分析から 下尾直子著 生活書院 369.49/Sh54

267 ボランティア論 : 「広がり」から「深まり」へ 柴田謙治, 原田正樹, 名賀亨編 みらい 369.7/B65

268 家族みんなが「笑顔」になった"心が温まる"介護の話 : 介護コンシェルジュが書いた 福島真治著 秀和システム 369/F84

269
特集「感動ポルノ」-障害者は健常者に感動を与える存在か(福祉労働 : 障害者・保育・教育の総合
誌:161(2018〜2019Winter))

現代書館 369/G34/161

270
特集早期発見・早期療育の現在-発達障害への広がりの中で(福祉労働 : 障害者・保育・教育の総合
誌:162(2019Spring))

現代書館 369/G34/162

271 私教育再生 : すべての大人にできること(放送大学叢書:046) 安彦忠彦著 左右社 370.4/A13

272 AI時代を生きる子どもたちの資質・能力 : 新学習指導要領に対応 赤堀侃司著 ジャムハウス 370.4/A29

273 よい授業とは何か 川田龍哉著 学文社 370.4/Ka92

274 子どもってワケわからん! 岡崎勝著 批評社 370.4/O48

275 「学校」をつくり直す(河出新書:005) 苫野一徳著 河出書房新社 370.4/To49

276 教育アンケート調査年鑑 2019年版 教育アンケート調査年鑑編集委員会編 創育社 370.59/5/'19

277 現代の教育改革(Minervaはじめて学ぶ教職:別巻) 徳永保編著 ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/別

278 内発的動機づけと自律的動機づけ : 教育心理学の神話を問い直す 速水敏彦著 金子書房 371.4/H47

279
教育・学校心理学 : 子どもの学びを支え、学校の課題に向き合う(公認心理師の基本を学ぶテキス
ト:18)

水野治久, 串崎真志編著 ミネルヴァ書房 371.4/Mi96

280 弁護士秘伝!教師もできるいじめ予防授業 真下麻里子著 教育開発研究所 371.42/Ma64

281 誰でもできる!中1ギャップ解消法 : 週1回10分で続けられるslimple (slim & simple) プログラム 曽山和彦著 教育開発研究所 371.42/So94

282 教育相談の理論と方法 : コアカリキュラム対応 会沢信彦編著 北樹出版 371.43/A26
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283 学校で役立つ教育相談
谷口篤, 丸山真名美編著/小林由美子
[ほか著]

八千代出版 371.43/Ta87

284 母語をなくさない日本語教育は可能か : 定住二世児の二言語能力 真嶋潤子編著 大阪大学出版会 371.5/Ma32

285 多文化・多様性理解ハンドブック : 学校と子ども、保護者をめぐる 松永典子編著 金木犀舎 371.5/Ma83

286 世界一素敵な学校 : サドベリー・バレー物語 改訂新版
ダニエル・グリーンバーグ著/大沼安
史訳

緑風出版 371.5/Sa13

287 外国人児童生徒のための支援ガイドブック : 子どもたちのライフコースによりそって
齋藤ひろみ編著/今澤悌, 内田紀子,
花島健司著

凡人社 371.5/Sa25

288 SDGs時代の教育 : すべての人に質の高い学びの機会を 北村友人, 佐藤真久, 佐藤学編著 学文社 371.5/Sc9

289 多文化社会で多様性を考えるワークブック
有田佳代子, 志賀玲子, 渋谷実希編著
/新井久容, 新城直樹, 山本冴里著

研究社 371.5/Ta12

290 主体的・対話的な「学び」の理論と実践 : 「自律」と「自立」を目指す教育 小川哲哉著 青簡舎 371.6/O24

291 教育格差 : 階層・地域・学歴(ちくま新書:1422) 松岡亮二著 筑摩書房 372.1/Ma86

292 学校ハラスメント : 暴力・セクハラ・部活動--なぜ教育は「行き過ぎる」か(朝日新書:709) 内田良著 朝日新聞出版 372.107/U14

293
こんなに違う!アジアの算数・数学教育 : 日本・ベトナム・インドネシア・ミャンマー・ネパールの教
科書を比較する

田中義隆著 明石書店 372.2/Ta84

294 東アジア地域における小学校英語教育 : 日・中・韓の国際比較(早稲田教育ブックレット:No.21) 早稲田大学教育総合研究所監修 学文社 372.2/W41

295 ドイツの歴史教育 新装復刊 川喜田敦子著 白水社 372.34/Ka94

296
能力・貧困から必要・幸福追求へ : 若者と社会の未来をひらく教育無償化(日本標準ブックレッ
ト:No.21)

渡部昭男著 日本標準 373.1/W46

297 現代イギリス教育改革と学校評価の研究 : 新自由主義国家における行政統制の分析 久保木匡介著
花伝社/共栄書房 (発
売)

373.2/Ku13

298 大学進学のための"返さなくてよい"奨学金ガイド 給付型奨学金研究会編 産学社 373.4/Ky8

299 一般教養試験 [2020年度版](教員採用どこでも!) 教員採用試験対策研究会編著 一ツ橋書店 373.7//'20

300 教職教養試験 [2020年度版](教員採用どこでも!) 教員採用試験対策研究会編著 一ツ橋書店 373.7//'20

301 養護教諭試験 [2020年度版](教員採用どこでも!) 次世代教育研究会編著 一ツ橋書店 373.7//'20
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302 教員養成を担う : 「先生の先生になる」ための学びとキャリア 丸山恭司, 尾川満宏, 森下真実編 溪水社 373.7/Ky4

303 教育実習のよりよい授業づくり : 単元指導計画&学習指導案で学ぶ 明星大学教職センター編 学事出版 373.7/Me26

304 学校現場の理解が深まる教育実習(現場と結ぶ教職シリーズ:16) 小川哲哉編著 あいり出版 373.7/O24

305
小学校子どもがかがやくポジティブ言葉かけ辞典 : 言いがちなNG表現をいろんなOK表現に変換(教職研
修総合特集)

会沢信彦編集 教育開発研究所 374.12/A26

306 アドラー心理学で変わる学級経営 : 勇気づけのクラスづくり(学級経営サポートBOOKS) 赤坂真二著 明治図書出版 374.12/A32

307 子どもが考え、議論したくなる学級づくり 加藤宣行著 東洋館出版社 374.12/Ka86

308 学級づくりこれだけ! 楠木宏著 東洋館出版社 374.12/Ku91

309 小1担任のための学級経営大事典 : 1年間まるっとおまかせ! 『授業力&学級経営力』編集部編 明治図書出版 374.12/Me25/1

310 小2担任のための学級経営大事典 : 1年間まるっとおまかせ! 『授業力&学級経営力』編集部編 明治図書出版 374.12/Me25/2

311 小3担任のための学級経営大事典 : 1年間まるっとおまかせ! 『授業力&学級経営力』編集部編 明治図書出版 374.12/Me25/3

312 小4担任のための学級経営大事典 : 1年間まるっとおまかせ! 『授業力&学級経営力』編集部編 明治図書出版 374.12/Me25/4

313 小5担任のための学級経営大事典 : 1年間まるっとおまかせ! 『授業力&学級経営力』編集部編 明治図書出版 374.12/Me25/5

314 小6担任のための学級経営大事典 : 1年間まるっとおまかせ! 『授業力&学級経営力』編集部編 明治図書出版 374.12/Me25/6

315 特別支援教育のノウハウを生かした学級づくり : 叱る前に読む本 宮内主斗編著 星の環会 374.12/Mi86

316
子どものやる気を引き出すできる教師の言葉かけマジック : アドラー心理学に基づく言葉かけのプリン
シプル(教職研修総合特集)

諸富祥彦編集 教育開発研究所 374.12/Mo77

317 小学校学級担任のダンドリ仕事術 : 時間と心にゆとりを生む(教育ジャーナル選書) 村上仁志著
学研教育みらい/学研プ
ラス (発売)

374.12/Mu43

318 女性教師の「働き方」 : #仕事もプライベートもあきらめない! 松井恵子著 明治図書出版 374.3/Ma77

319 新卒時代を乗り切る!教師1年目の教科書 : a textbook of new teachers 野中信行著 学陽書房 374.3/N95

320 現代の教師論(アクティベート教育学:02) 佐久間亜紀, 佐伯胖編著 ミネルヴァ書房 374.3/Sa45

18



2019年7月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

321 北欧スウェーデン発科学する心を育てるアウトドア活動事例集 : 五感を通して創造性を伸ばす C.ブレイジ著/西浦和樹編訳 北大路書房 374.8/B71

322 どうして?どうする?教科書に載っていない養護教諭の仕事 スキルラダー研究会著 ふくろう出版 374.9/Su54

323 学校トラブル法的対応Q&A : 学校における法律問題と適切な対応策(現代産業選書) 飛翔法律事務所編 経済産業調査会 374/H76

324 教師のわざを科学する 姫野完治, 生田孝至編著 一莖書房 375.1/H59

325 あの子どもたちが変わった驚きの授業 : 授業崩壊を立て直すファシリテーション 木原雅子著 ミネルヴァ書房 375.1/Ki17

326 真正の深い学びへの誘い : 「対話指導」と「振り返り指導」から始める授業づくり 小林和雄著 晃洋書房 375.1/Ko12

327 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 保健体育編・体育編 文部科学省 [著] 東山書房 375.1/Mo31/'18

328 リフレクティブ・プラクティス入門 玉井健, 渡辺敦子, 浅岡千利世著 ひつじ書房 375.1/R38

329 教師の学び方 澤井陽介著 東洋館出版社 375.1/Sa94

330 子どもが一気に集中する!授業スイッチ101 山中伸之著 学陽書房 375.1/Y34

331 宿題をハックする : 学校外でも学びを促進する10の方法
スター・サックシュタイン, コニー・
ハミルトン [著]/高瀬裕人, 吉田新一
郎訳

新評論 375.16/Sa12

332 学校教育ではぐくむ資質・能力を評価する 関口貴裕, 岸学, 杉森伸吉編著 図書文化社 375.17/G16

333 日本の部活 : 文化と心理・行動を読み解く 尾見康博著 ちとせプレス 375.18/O62

334 Appleのデジタル教育 : スティーブ・ジョブズが子供に学ばせたかった
ジョン・カウチ, ジェイソン・タウン
著/花塚恵訳

かんき出版 375.199/C89

335 ICT活用指導力アップ!教育の情報化 : 教員になるための情報教育入門
梅田恭子, 齋藤ひとみ編著/高橋岳之
[ほか] 著

実教出版 375.199/U64

336 生徒指導・進路指導論 矢野正著 ふくろう出版 375.2/Y58

337 教育相談ワークブック : 子どもを育む人になるために 改訂版 桜井美加, 齋藤ユリ, 森平直子著 北樹出版 375.23/Ky4

338 教育相談基礎の基礎 新訂版 嶋崎政男著 学事出版 375.23/Sh45

339 進路指導四十年逆転の山口の生徒に勇気を与える面談力 山口和士著 悠光堂 375.25/Y24
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340 アクティブ・ラーニング実践集世界史 及川俊浩, 杉山比呂之編 山川出版社 375.324/O32

341 ヨーロッパの学校における食教育・家庭科教育 表真美著 ナカニシヤ出版 375.5/O63

342 小学校図工春夏秋冬の題材50選(図工科授業サポートbooks) 平田耕介編著 明治図書出版 375.72/H68

343 全員参加で楽しい「考える音読」の授業&音読カード 文学 桂聖編著/「考える音読」の会著 東洋館出版社 375.852/Ka88

344 クラス全員が熱心に取り組む!漢字指導法 : 学習活動アイデア&指導技術 土居正博著 明治図書出版 375.87/D83

345 日本人に相応しい英語教育 : 文科行政に振り回されず生徒に責任を持とう 成田一著 松柏社 375.893/N52

346 小学校教員を目指す人のための外国語〈英語〉教育の基礎 高橋和子, 佐藤玲子, 伊藤摂子著 明星大学出版部 375.8932/Sh95

347 主体的・対話的で深い学びを実現する!小学校外国語『学び合い』活動ブック 西川純, 橋本和幸, 伊藤大輔編著 明治図書出版 375.8932/Sh99

348 人間性の涵養 : 新学習指導要領の究極的な目標は(教育フォーラム:63)
梶田叡一責任編集/日本人間教育学会
編

金子書房 375/Ka23

349 成功事例に学ぶカリキュラム・マネジメントの進め方 高橋正尚, 小藤俊樹著 教育開発研究所 375/Ta33

350 「深い学び」を実現するカリキュラム・マネジメント(hito*yume book) 田村学著 文溪堂 375/Ta82

351 こどもと暮らす : 「自ら動きだす力」を育む保育 藤田裕子著 ひとなる書房 376.1/F67

352 子どもが笑う!クラスが笑う!保育のお笑いネタ50 新装版 原坂一郎著 黎明書房 376.1/H32

353 先輩に学ぶ乳児保育の困りごと解決BOOK 0歳児クラス編 波多野名奈著 中央法規出版 376.1/H42/0

354 先輩に学ぶ乳児保育の困りごと解決BOOK 1歳児クラス編 波多野名奈著 中央法規出版 376.1/H42/1

355 先輩に学ぶ乳児保育の困りごと解決BOOK 2歳児クラス編 波多野名奈著 中央法規出版 376.1/H42/2

356 幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿を育む保育実践32 増田修治著 黎明書房 376.1/Ma66

357
新しい指針・要領からみる0歳児から主体性を育む保育のQ&A : 基本がわかる!キャリアアップに役立つ!
: 1分動画で保育のコツを見える化!

西川正晃, 大橋美智子編著 みらい 376.1/N83

358 保育原理 西川ひろ子編/山田修三編/中原大介編 溪水社 376.1/N83
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359 子どもが育つ遊びと学び : 保幼小の連携・接続の指導計画から実践まで 高櫻綾子編 朝倉書店 376.1/Ta57

360 保育の心理学(シリーズ知のゆりかご : イメージを学びの翼に) 青木紀久代編 みらい 376.11/A53

361 保育の心理学 : 実践につなげる、子どもの発達理解
井戸ゆかり編著/園田巌, 紺野道子
[執筆]

萌文書林 376.11/I19

362 発達と育ちの心理学
佐藤公治編著/増山由香里, 長橋聡,
青木美和子著

萌文書林 376.11/Sa85

363 らくらく突破保育士過去問ここだけ丸暗記 第3版 保育士資格取得支援研究会著 技術評論社 376.14//

364
幼稚園・幼保連携型認定こども園教員採用試験問題200選 ['20年度版](保育士・幼稚園採用試験シリー
ズ)

幼稚園採用試験研究会編 大阪教育図書 376.14//'20

365 保育士幼稚園教諭採用試験問題集 2020年度版 保育士試験研究会編 実務教育出版 376.14//'20

366 先輩保育者が教えてくれる!連絡帳の書き方のきほん 浅井拓久也著 翔泳社 376.14/A83

367 園医がやさしくレクチャー!園児のケガ・体調不良時の対処ガイド 稲見誠編 文光堂 376.14/I53

368 保育おたより文例集 : 健康・食育・安全の文例・イラストがいっぱい! 川上一恵監修 少年写真新聞社 376.14/Ka94

369 犯罪から園を守る・子どもを守る : 今すぐできる園の防犯ガイドブック(ひろばブックス) 清永奈穂著 メイト 376.14/Ki88

370 そのまま使える!保育の多目的イラスト&掲示ポスター(ナツメ社保育シリーズ) ナツメ社 376.14/N58

371 保育者をめざす人のためのことばの表現話す・聞く・書く 篠原京子, 増田泉著 建帛社 376.14/Sh67

372 教育・保育カリキュラム論(シリーズ知のゆりかご : イメージを学びの翼に) 田中亨胤, 三宅茂夫編 みらい 376.15/Ta84

373 遊びや生活のなかで"10の姿"を育む保育 : 事例で見る「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」 幼少年教育研究所編著 チャイルド本社 376.15/Y94

374 ワークで学ぶ保育内容「人間関係」 菊地篤子著 みらい 376.153/Ki24

375 おりがみでおはなしづくり 川並知子著・おりがみ制作 聖徳大学出版会 376.156/Ka96

376 保育が広がる表現あそび指導法 松家まきこ著 成美堂出版 376.156/Ma78

377 幼児の音楽教育法 : 美しい歌声をめざして 改訂4版 吉富功修, 三村真弓編著 ふくろう出版 376.157/Y92
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378 奇跡の学校 : 広尾学園の挑戦 田邉裕著 学事出版 376.48/H71

379 栄養学部 : 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) 佐藤成美著 ぺりかん社 376.8

380 大学生と社会人のキャリアを切り拓く大学院・通信制大学 2020(AERA MOOK) 朝日新聞出版 376.8//'20

381 英語に強くなる小学校選び 2020(AERA MOOK. AERA English:特別号) 朝日新聞出版 376.8//'20

382 教育激変 : 2020年、大学入試と学習指導要領大改革のゆくえ(中公新書ラクレ:653) 池上彰, 佐藤優著 中央公論新社 376.87/I33

383 勉強大全 : ひとりひとりにフィットする1からの勉強法 伊沢拓司著 KADOKAWA 376.87/I98

384 大学入試における「主体性」の評価 : その理念と現実(高等教育ライブラリ:15)
東北大学高度教養教育・学生支援機構
編

東北大学出版会 376.87/To25

385 チャレンジ!多文化体験ワークブック : 国際理解と多文化共生のために 村田晶子 [ほか] 編 ナカニシヤ出版 376.9/C34

386 朝鮮学校の教育史 : 脱植民地化への闘争と創造 呉永鎬著 明石書店 376.9/O95

387 大学の組織とガバナンス(高等教育研究論集:第1巻) 羽田貴史著 東信堂 377.1/H42

388 大学教育における高次の統合的な能力の評価 : 量的vs.質的、直接vs.間接の二項対立を超えて 斎藤有吾著 東信堂 377.1/Sa25

389 グローバルに問われる日本の大学教育成果 加藤真紀, 喜始照宣著 東信堂 377.15/Ka86

390 教養教育再考 : これからの教養について語る五つの講義 東谷護編著/佐藤良明 [ほか著] ナカニシヤ出版 377.15/To79

391 地域連携活動の実践 : 大学から発信する地方創生 山田浩久編著 海青社 377.212/Y19

392 最後の秘境東京藝大 : 天才たちのカオスな日常(新潮文庫:11060, に-33-1) 二宮敦人著 新潮社 377.28/To46

393 大学生の健康ナビ : キャンパスライフの健康管理 2019 岐阜県大学保健管理研究会企画
岐阜新聞社/岐阜新聞情
報センター出版室 (発
売)

377.9/GiD/'19

394 はじめての課題解決型プロジェクト : 大学生のためのキャリアデザイン 松田剛典, 佐伯勇, 木村亮介編著 ミネルヴァ書房 377.9/H16

395 コミュ障のための面接戦略(星海社新書:146) 曽和利光著 星海社/講談社 (発売) 377.95/So93

396 手話言語白書 : 多様な言語の共生社会をめざして 全日本ろうあ連盟編集 明石書店 378.28/Z3
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397 標準「病弱児の教育」テキスト
日本育療学会編著/山本昌邦, 島治伸,
滝川国芳編集

ジーアス教育新社 378.4/N71

398 知的障害の若者に大学教育を : 米・欧・豪・韓9か国20大学の海外視察から ゆたかカレッジ編著/長谷川正人編著 クリエイツかもがわ 378.6/Y99

399 TEACCHプログラムに基づく自閉症児・者のための自立課題アイデア集 : 身近な材料を活かす95例 林大輔著 中央法規出版 378.8/H48

400 場面緘黙の子どものアセスメントと支援 : 心理師・教師・保護者のためのガイドブック
エイミー・コトルバ著/青柳宏亮, 宮
本奈緒子, 小暮詩織訳

遠見書房 378.8/Ko94

401 合理的配慮ハンドブック : 障害のある学生を支援する教職員のために 日本学生支援機構編著 ジアース教育新社 378.8/N71

402 発達障害の子の気持ちの聞き方・伝え方(6歳児から使えるワークブック:2)
アスペ・エルデの会編/水間宗幸 [ほ
か] 著

合同出版 378/A93/2

403 障害児保育ワークブック : インクルーシブ保育・教育をめざして : 実践的な特別支援を学びたい方へ 星山麻木編著 萌文書林 378/H92

404 教師と学生が知っておくべき特別支援教育 北島善夫, 武田明典編著 北樹出版 378/Ki65

405 キーワードブック特別支援教育 : インクルーシブ教育時代の基礎知識 新版 玉村公二彦 [ほか] 編著 クリエイツかもがわ 378/Ki83

406 タブレットPCを学習サポートに使うためのQ&A(特別支援教育サポートBOOKS) 河野俊寛著 明治図書出版 378/Ko78

407 実践に生かす障害児保育・特別支援教育
前田泰弘編著/立元真, 中井靖, 小笠
原明子 [著]

萌文書林 378/Ma26

408
特別支援教育の授業の理論と実践 : 合理的配慮からユニバーサルデザインの授業づくりへ 通常学校編
(シリーズ・新時代の学びを創る:12)

冨永光昭 [ほか] 編著 あいり出版 378/To35/1

409 よくわかるインクルーシブ教育(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 湯浅恭正, 新井英靖, 吉田茂孝編著 ミネルヴァ書房 378/Y79

410 子どもが幸せになることば 田中茂樹著 ダイヤモンド社 379.9/Ta84

411 しつけと体罰 : 子どもの内なる力を育てる道すじ 森田ゆり著 童話館出版 379.91/Mo67

412 装いの心理と行動 : 被服心理学へのいざない
小林茂雄, 藤田雅夫編著/内田直子,
孫珠煕, 内藤章江著

アイ・ケイコーポレー
ション

383.1/Ko12

413 食と文化の世界地図(名古屋外大新書:01) 佐原秋生, 大岩昌子著
名古屋外国語大学出版
会

383.8/Sa97

414 食で読み解くヨーロッパ : 地理研究の現場から 加賀美雅弘著 朝倉書店 383.83/Ka16

415 酒を食べる : エチオピア・デラシャを事例として 砂野唯著 昭和堂 383.8451/Su73
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416 ヨーロッパワイン文化史 : 銘醸地フランスの歴史を中心に 野村啓介著 東北大学出版会 383.885/N95

417 マタギ : 森と狩人の記録 田口洋美著 慶友社 384.35/Ta19

418 人口減少と自衛隊(扶桑社新書:300) ロバート・D・エルドリッヂ著 育鵬社/扶桑社 (発売) 392.1076/E45

419 「孫子」がよくわかる本(図解ポケット) 廣川州伸著 秀和システム 399.23/So48

420 科学と宗教(サイエンス・パレット:008) Thomas Dixon著/中村圭志訳 丸善出版 402.3/D79

421 世界を変えた科学者たち ジョン・ファーンドン著/長田享一訳 悠光堂 402.8/F15

422 科学する心 池澤夏樹著
集英社インターナショ
ナル/集英社 (発売)

404/I35

423 地球をめぐる不都合な物質 : 拡散する化学物質がもたらすもの(ブルーバックス:B-2097) 日本環境化学会編著 講談社 408/11/2097

424 高校数学でわかる複素関数 : 微分からコーシー積分、留数定理まで(ブルーバックス:B-2098) 竹内淳著 講談社 408/11/2098

425 王家の遺伝子 : DNAが解き明かした世界史の謎(ブルーバックス:B-2099) 石浦章一著 講談社 408/11/2099

426
物体の運動(ブルーバックス:B-2100. プリンシピア自然哲学の数学的原理:中野猿人訳・注||プリンシピ
ア シゼン テツガク ノ スウガクテキ ゲンリ:第1編)

アイザック・ニュートン著/中野猿人
訳・註

講談社 408/11/2100

427
抵抗を及ぼす媒質内での物体の運動(ブルーバックス:B-2101. プリンシピア自然哲学の数学的原理:第2
編)

アイザック・ニュートン著/中野猿人
訳・註

講談社 408/11/2101

428 トポロジー入門 : 奇妙な図形のからくり(ブルーバックス:B-2104) 都筑卓司著 講談社 408/11/2104

429 麺の科学 : 粉が生み出す豊かな食感・香り・うまみ(ブルーバックス:B-2105) 山田昌治著 講談社 408/11/2105

430 いかにして問題をとくか 第11版 G. ポリア著/柿内賢信訳 丸善 410.7/P77

431 数/式の計算/方程式/不等式 : 新装版(数学読本:1) 松坂和夫著 岩波書店 410.8/Ma92/1

432 簡単な関数/平面図形と式/指数関数・対数関数/三角関数 : 新装版(数学読本:2) 松坂和夫著 岩波書店 410.8/Ma92/2

433 平面上のベクトル/複素数と複素平面/空間図形/2次曲線/数列 : 新装版(数学読本:3) 松坂和夫著 岩波書店 410.8/Ma92/3
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434 数列の極限・無限級数/順列・組合せ/確率/関数の極限と微分法 : 新装版(数学読本:4) 松坂和夫著 岩波書店 410.8/Ma92/4

435 微分法の応用/積分法/積分法の応用/行列と行列式 : 新装版(数学読本:5) 松坂和夫著 岩波書店 410.8/Ma92/5

436 線形写像・1次変換/数論/集合論/εとδ : 新装版(数学読本:6) 松坂和夫著 岩波書店 410.8/Ma92/6

437 キュリー夫人の理科教室
Isabelle Chavannes[著]/岡田勲, 渡
辺正共訳

丸善 420.75/Ky8

438
時間のすべて : 時間の正体が3時間でザッとわかる!(Newtonライト : 理系脳をきたえる!)(NEWTONムッ
ク)

ニュートンプレス 421.2/J51

439 看護系で役立つ化学の基本 有本淳一, 西沢いづみ著 化学同人 430/A73

440 理系なら知っておきたい化学の基本ノート カラー改訂版 物理化学編 岡島光洋著/中経出版編集 Kadokawa 430/O39/1

441 理系なら知っておきたい化学の基本ノート カラー改訂版 有機化学編 岡島光洋著/中経出版編集 Kadokawa 430/O39/2

442 イラストでサクサク覚える東大生の元素ノート
東京大学サイエンスコミュニケーショ
ンサークルCAST著

すばる舎 431.11/To46

443 太陽・惑星系と地球(現代地球科学入門シリーズ:1) 佐々木晶 [ほか] 著 共立出版 445/Ta25

444 暦と時間の歴史(サイエンス・パレット:009)
Leofranc Holford-Strevens著/正宗聡
訳

丸善出版 449/H83

445 世界でいちばん素敵な海の教室 藤岡換太郎監修 三才ブックス 452/F65

446 キャンベル生物学
Lisa A. Urry [ほか著]/池内昌彦 [ほ
か訳]

丸善出版 460/Ky1

447 恋ちゃんはじめての看取り : おおばあちゃんの死と向きあう(いのちつぐ「みとりびと」:1) 國森康弘写真・文 農山漁村文化協会 490.14/Ku45/1

448 月になったナミばあちゃん : 「旅立ち」はふるさとでわが家で(いのちつぐ「みとりびと」:2) 國森康弘写真・文 農山漁村文化協会 490.14/Ku45/2

449 長寿時代の医療・ケア : エンドオブライフの論理と倫理(ちくま新書:1333-6. シリーズケアを考える) 会田薫子著 筑摩書房 490.15/A25

450 「死のアウェアネス理論」と看護 : 死の認識と終末期ケア
Barney G. Glaser, Anselm L.
Strauss [著]/木下康仁訳

医学書院 490.15/G48
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451 安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと(岩波ブックレット:No. 1006) 安藤泰至著 岩波書店 490.154 /A47

452 「いのち」の現場でとまどう : 臨床医学概論講義 徳永進著/高草木光一編 岩波書店 490.4/To41

453 神経・生理心理学(シリーズ心理学と仕事:2) 片山順一編 北大路書房 491.371/Ka84

454 ピネルバイオサイコロジー : 脳-心と行動の神経科学 John P.J. Pinel著/佐藤敬 [ほか] 訳 西村書店 491.371/P66

455 やさしく学ぶ看護理論 : ケースを通して 改訂4版 黒田裕子編著 日総研出版 492.901/Ku72

456 コミュニケーション : 効果的な看護を展開する鍵 新装版
アーネスティン・ウィーデンバック,
キャロライン・E・フォールズ著/池田
明子訳

日本看護協会出版会 492.9014/W72

457 黒田裕子の看護研究step by step 第5版 黒田裕子著 医学書院 492.907/Ku72

458 はじめての看護研究 : この1冊でできる! 前田樹海著 ナツメ社 492.907/Ma26

459 はじめての看護研究 計画書の書き方編(はじめてのシリーズ) 及川慶浩著 メディカ出版 492.907/O32/2

460 臨床看護の本質 : 患者援助の技術 改訳第2版
アーネスティン・ウィーデンバック著
/外口玉子,池田明子訳

現代社 492.907/W72

461 自立に向けての生活援助技術 初版(基礎看護技術 : Evidence:1) 大津廣子, 三好さち子, 望月章子編集 みらい 492.911/Ki59/1

462 診断・治療に伴う援助技術 初版(基礎看護技術 : Evidence:2) 大津廣子, 三好さち子, 望月章子編集 みらい 492.911/Ki59/2

463 アセスメントに強くなる看護診断 : 事例でわかる中範囲理論でわかる監査の視点でわかる 黒田裕子編著 医歯薬出版 492.913/Ku72

464 黒田裕子のしっかり身につく看護過程 改訂第2版 黒田裕子著 照林社 492.914/Ku72

465 周術期看護学習ワークブック : "自分"だけのオリジナルファイルを作ろう 大滝周編著 メヂカルフレンド社 492.9163/O83

466 眼科(病気がみえる:v. 12) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492/IrJ/B-12

467 慢性疾患を生きる : ケアとクォリティ・ライフの接点
Anselm L.Strauss[ほか著]/南裕子,
木下康仁, 野嶋佐由美訳

医学書院 493.1/St8

468 慢性疾患の病みの軌跡 : コービンとストラウスによる看護モデル
ピエール ウグ編集/黒江ゆり子 [ほ
か] 訳

医学書院 493.1/W83
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469 ケアをすることの意味 : 病む人とともに在ることの心理学と医療人類学
アーサー・クラインマン, 江口重幸,
皆藤章著/皆藤章編・監訳

誠信書房 493.7/Ke11

470 オープンダイアローグがひらく精神医療 斎藤環著 日本評論社 493.72/Sa25

471 最新栄養医学でわかった!ボケない人の最強の食事術(青春新書intelligence:PI-545) 今野裕之著 青春出版社 493.758/Ko75

472 絲的ココロエ : 「気の持ちよう」では治せない 絲山秋子著 日本評論社 493.764/I91

473 いじめ : 10歳からの「法の人」への旅立ち(思春期のこころと身体Q&A:2) 村瀬学著 ミネルヴァ書房 493.93/Sh91/2

474 アスペルガー医師とナチス : 発達障害の一つの起源 エディス・シェファー著/山田美明訳 光文社 493.9375/A93

475 子どもの食と栄養 : 保育の現場で役立つ 小野友紀, 島本和恵編著
アイ・ケイコーポレー
ション

493.983/O67

476 ろう者のがん闘病体験談
川淵一江 [ほか] 著/星湖舎編集部監
修

星湖舎 494.5/R72

477 母性論 : 母性の主観的体験
ルヴァ・ルービン著/新道幸恵, 後藤
桂子訳

医学書院 495.5/R81

478 胎児のはなし 増﨑英明, 最相葉月著 ミシマ社 495.6/Ma69

479 6歳むし歯12歳むし歯から子どもたちをまもれ将来の夢のために 江口康久万著 扶桑社 497.7/E33

480 口腔習癖: 見逃してはいけない小児期のサイン 河井聡 著 医歯薬出版 497.7/Ka93

481 食育とむし歯予防の本 : ママになった歯科医師・歯科衛生士・管理栄養士が伝えたい! 神山ゆみ子 [ほか] 著 医歯薬出版 497.7/Sh96

482
子どもの歯口食の問題をめぐる育児支援ガイド : 小児科・小児歯科・心理・栄養のプロがまとめた :
保護者の素朴な質問で困った時に役立つ手引き

小児科と小児歯科の保健検討委員会,
日本小児医事出版社編集

日本小児医事出版社 497.7/Sh96

483
子どもの歯と口の保健ガイド : 小児科・小児歯科・心理・栄養のプロがまとめた : チャイルドヘルス
プロフェッショナルが協働でまとめた8つの歯の常識 第2版

小児科と小児歯科の保健検討委員会,
日本小児医事出版社編

日本小児医事出版社 497.7/Sh96
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484 小児の口腔科学 第5版 朝田芳信 [ほか] 編集・執筆 学建書院 497.7/Sh96

485 健康行動学 : その理論、研究、実践の最新動向
Karen Glanz, Barbara K. Rimer, K.
Viswanath編/木原雅子, 加治正行, 木
原正博訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

498.07/Ke45

486 新しい健康教育 : 理論と事例から学ぶ健康増進への道 日本健康教育士養成機構編著 保健同人社 498.07/N71

487 健康教育マニュアル 岡山明編著 日本家族計画協会 498.07/O47

488 睡眠の常識はウソだらけ(Forest 2545 shinsyo:132) 堀大輔著 フォレスト出版 498.36/H87

489 ビーガンという生き方 マーク・ホーソーン著/井上太一訳 緑風出版 498.5/H45

490 知っておきたい!栄養の基本がわかる本 : 栄養検定公式テキスト 栄養検定協会著
栄養検定協会/出版文化
社 (発売)

498.55/E39

491 栄養学 第4版(よくわかる専門基礎講座) 津田とみ著 金原出版 498.55/Ts34

492 筋肉の栄養学 : 強いからだを作る食事術(朝日新書:713) 川端理香著 朝日新聞出版 498.583/Ka91

493 産業医が診る働き方改革 産業医科大学編 西日本新聞社 498.8/Sa63

494 食生活の基礎と事例から学ぶ食事支援・指導(行動変容につなげる保健指導スキルアップBook) 鈴木志保子編集 中央法規出版 498.81/Su96

495 知ってはいけない薬のカラクリ(小学館新書:344) 谷本哲也著 小学館 499.09/Ta88

496 米国の合理と日本の合理 : 建設業における比較制度分析 泉秀明著 白桃書房 510.95/I99

497 水運史から世界の水へ 徳仁親王著 NHK出版 517.04/Te37

498 SDGsが地方を救う : なぜ「水・食・電気」が地域を活性化させるのか 米谷仁, 生田尚之著 プレジデント社 518.15/Ko63

499
日本のものづくりを支えたファナックとインテルの戦略 : 「工作機械産業」50年の革新史(光文社新
書:993)

柴田友厚著 光文社 532.021/F14

500 福島原発事故の謎を解く 小川進, 桐島瞬著 緑風出版 543.5/O24
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501 バーチャルリアリティ学 日本バーチャルリアリティ学会編
日本バーチャルリアリ
ティ学会

548/N71

502 ロケット・ササキ : ジョブズが憧れた伝説のエンジニア・佐々木正(新潮文庫:11102, お-106-1) 大西康之著 新潮社 549.09/Sa75

503 夢こそ力 : 挑戦する不屈の金型屋 早瀬實著 日刊工業新聞社 566.13/H47

504 バルセロナのパン屋にできたリーン現場改革
ファン・アントニオ・テナ, エミ・カ
ストロ著/成沢俊子訳

日刊工業新聞社 588.32/Te35

505 日本人の9割がやっているもっと残念な習慣(青春新書PLAY BOOKS:P-1134) ホームライフ取材班編 青春出版社 590/H83/2

506 幸せの排泄コミュニケーション : 赤ちゃんはできる! : 「おむつに頼りすぎない育児」という選択 和田智代著 言叢社 599.9/W12

507 飢えと食の日本史(読みなおす日本史) 菊池勇夫著 吉川弘文館 611.39/Ki24

508 スマート農業 : 自動走行、ロボット技術、ICT・AIの利活用からデータ連携まで 神成淳司監修 エヌ・ティー・エス 614/Sh63

509 菜の花と人間の文化史 : アブラナ科植物の栽培・利用と食文化(アジア遊学:235) 武田和哉, 渡辺正夫編 勉誠出版 617.9/Ta59

510 バラ大図鑑 : イギリス王立園芸協会が選んだバラ2000
チャールズ クエスト=リトソン, ブリ
ジット クエスト=リトソン著/[金成希
ほか訳]

主婦と生活社 627.77/Q5

511 動物の感染症 第4版 明石博臣 [ほか] 編集 近代出版 649.5/D81

512 ペット基礎中医学 楊達 [ほか] 著 誠文堂新光社 649/P47

513 気くばりメールはじめました! : すぐに書けてきちんと伝わる(できる for Woman) 西出ひろ子著 インプレス 670.91/N81

514 英文ビジネスeメールの教科書 : 書き方の基本から応用表現まで 柴田真一, 神藤理恵著 NHK出版 670.93/Sh18

515 営業の顧客創造 : 営業改革論再考 中村真介著 文理閣 673.3/N37

516 儲かる売り場の全技術 : お金をかけずに5倍売れる 前田輝久著 かんき出版 673.38/Ma26

517 人が集まる!売れる!売り場づくり40の法則 内藤加奈子著 大和書房 673.38/N29

518 パチンコ利権 : 瀕死の業界に未来はあるのか? 宇佐美典也著 ワニブックス 673.94/U92

519 誰でもすぐに戦力になれる未来食堂で働きませんか : ゆるいつながりで最強のチームをつくる 小林せかい著 祥伝社 673.97/Mi49
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520 接客バカ : 人生をかけて飲食店で働くアルバイトたちの胸熱ストーリー9 谷野剛一著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング/幻冬舎 (発
売)

673.97/Y58

521 カウボーイになった男 : ハングリータイガーの50年、そして明日へ 井上修一著 エフビー 673.973/H29

522 喫茶店と日本人 : 喫茶店の変遷と、その魅力。そこからわかる喫茶店・カフェを続ける経営の要点 赤土亮二著 旭屋出版 673.98/A28

523 図解いちばんやさしく丁寧に書いた不動産の本 大澤茂雄著 成美堂出版 673.99/O74

524 はじめるデザイン : 知識、センス、経験なしでもプロの考え方&テクニックが身に付く 浅野桜著 技術評論社 674.3/A87

525 介護に学ぶシニアのおもてなしマーケティング(Do books) 砂亮介著 同文舘出版 675/Su74

526 貿易用語辞典 改訂第3版 石田貞夫, 中村那詮編 白桃書房 678.033/I72

527 新しい貿易実務の解説 石川雅啓著 文眞堂 678.4/I76

528 電鉄は聖地をめざす : 都市と鉄道の日本近代史(講談社選書メチエ:701) 鈴木勇一郎著 講談社 686.21/Su96

529 ギリシア・ローマ神話と西洋美術 : 名作は物語から生まれた 高木昌史著 三弥井書店 702.3/Ta29

530 レオナルド・ダ・ヴィンチ : 生涯と芸術のすべて 池上英洋著 筑摩書房 702.37/L55

531 レオナルド・ダ・ヴィンチ 上
ウォルター・アイザックソン著/土方
奈美訳

文藝春秋 702.37/L55/1

532 レオナルド・ダ・ヴィンチ 下
ウォルター・アイザックソン著/土方
奈美訳

文藝春秋 702.37/L55/2

533 芸術がわからなくても美術館がすごく楽しくなる本 : 知識がなくてもできる教養の磨き方 藤田令伊著 秀和システム 706.9/F67

534 聖書と西洋美術 : 神話・伝承から生まれた名作 高木昌史著 三弥井書店 707.9/Ta29

535 ミズノ先生の仏像のみかた 水野敬三郎著 講談社 718/Mi96

536 四百字のデッサン(河出文庫:[の2-1]) 野見山暁治著 河出書房新社 720.4/N94

537 もっと知りたい文人画 : 大雅・蕪村と文人画の巨匠たち(アート・ビギナーズ・コレクション) 黒田泰三著 東京美術 721.7/Ku72

538 猫と藤田嗣治
藤田嗣治 [画]/浦島茂世文/荒堀みの
りネコ研究者

エクスナレッジ 723.1/F67
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539 フェルメール作品集 フェルメール [画]/小林頼子著 東京美術 723.359/V62

540 漫画超進化論(河出文庫:[い42-1]) 石ノ森章太郎著 河出書房新社 726.101/I79

541 手塚治虫と戦時下メディア理論 : 文化工作・記録映画・機械芸術(星海社新書:144) 大塚英志著 星海社/講談社 (発売) 726.101/Te95

542 鏡の中のいわさきちひろ : 絵描きとして、妻として、母として 歌代幸子著 中央公論新社 726.601/I96

543 ビアトリクス・ポターが愛した庭とその人生 : ピーターラビットの絵本の風景 マルタ・マクドウェル著/宮木陽子訳
西村書店東京出版編集
部

726.601/P85

544 楷書 : 新装版(書道講座:第1巻) 西川寧編 二玄社 728.07/N83/1

545 行書 : 新装版(書道講座:第2巻) 西川寧編 二玄社 728.07/N83/2

546 草書 : 新装版(書道講座:第3巻) 西川寧編 二玄社 728.07/N83/3

547 かな : 新装版(書道講座:第4巻) 西川寧編 二玄社 728.07/N83/4

548 隷書 : 新装版(書道講座:第7巻) 西川寧編 二玄社 728.07/N83/7

549 図解テキスト書道の基本 新装改訂2版 小倉不折著 秀作社出版 728/O26

550 デザインに哲学は必要か 古賀徹編/古賀徹 [ほか] 著 武蔵野美術大学出版局 757.04/Ko25

551 ウィリアム・モリス : 原風景でたどるデザインの軌跡
ウィリアム・モリス [画]/織作峰子
フォト・エッセイ/藤田治彦 [ほか]
執筆

求龍堂 757/Mo78

552 音楽用語の基礎知識 : これから学ぶ人のための最重要キーワード100 久保田慶一編著/上野大輔 [ほか] 著
アルテスパブリッシン
グ

760/Ku14

553 モーツァルトの人生 : 天才の自筆楽譜と手紙 ジル・カンタグレル著/博多かおる訳
西村書店東京出版編集
部

762.346/Mo98

554 ドナルド・キーンのオペラへようこそ! : われらが人生の歓び ドナルド・キーン著 文藝春秋 766.1/Ke18

555 ロックで独立する方法(新潮文庫:11096, い-42-2) 忌野清志郎著 新潮社 767.8/I46

556 バレエ整体ハンドブック : これで先生のアドバイスどおりに踊れる! 島田智史著 東洋出版 769.9/Sh36
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557 描かれた能楽 : 芸能と絵画が織りなす文化史 小林健二著 吉川弘文館 773.2/Ko12

558 梅原猛の授業能を観る(朝日文庫:[う10-10]) 梅原猛著 朝日新聞出版 773/U66

559 アメリカ人の見たゴジラ、日本人の見たゴジラ 池田淑子編著 大阪大学出版会 778.21/I32

560 志乃ちゃんは自分の名前が言えない : オフィシャルブック しのかよパートナーズ編 太田出版 778.21/O77

561 アニメーション美術 : 背景の基礎から応用まで 小林七郎著 復刊ドットコム 778.77/Ko12

562 アニメーション文化55のキーワード(世界文化シリーズ:別巻3) 須川亜紀子, 米村みゆき編著 ミネルヴァ書房 778.77/Su27

563 俺か、俺以外か。 : ローランドという生き方 ROLAND著 KADOKAWA 779.9/R64

564 健康スポーツ50講 中央大学保健体育研究所編 中央大学出版部 780.1/C66

565 スポーツボランティア読本 : 「支えるスポーツ」の魅力とは? 二宮雅也著 悠光堂 780.13/N76

566 Good to go : 最新科学が解き明かす、リカバリーの真実
クリスティー・アシュワンデン著/児
島修訳

青土社 780.19/A89

567 エビデンスと実践事例から学ぶ運動指導(行動変容につなげる保健指導スキルアップBook) 宮地元彦編集 中央法規出版 780.19/Ka43

568 スポーツと運動の筋膜
Robert Schleip, Amanda Baker編著/
垣花渉 [ほか] 訳

ラウンドフラット 780.19/Sc4

569 子どもの本気と実力を引き出すコーチング 立木幸敏, 前川直也著 内外出版社 780.7/Ta94

570 子どもとスポーツのイイ関係 : 「苦手・嫌い」が「得意・好き」に変わるコーチングの極意 山田ゆかり著 大月書店 780.7/Y19

571 金栗四三の生涯走れるランニング術 本條強著 日本経済新聞出版社 782.3/Ka44

572 I am Zlatan : ズラタン・イブラヒモビッチ自伝
ズラタン・イブラヒモビッチ, ダビ
ド・ラーゲルクランツ著/沖山ナオミ
訳

東邦出版 783.47/I11

573 ニュージーランドラグビーが教えてくれた「人間力」の高め方 竹内克著
ベースボール・マガジ
ン社

783.48/Ta67

574 なぜ大谷翔平はメジャーを沸かせるのか(NHK出版新書:579)
ロバート・ホワイティング著/阿部耕
三訳

NHK出版 783.7/O84
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575 ストロング本能 : 人生を後悔しない「自分だけのものさし」 青木真也著 KADOKAWA 789.021/A53

576 和の香りを楽しむ「お香」入門 山田松香木店監修 東京美術 792/Y19

577 石倉流必ず勝てる12の心得(NHK囲碁シリーズ) 石倉昇著 日本放送出版協会 795/I76

578 eスポーツ五大陸白書 : 22ヵ国の現状を五要素から徹底解剖 2019 青山啓編 メディアクリエイト 798.5/A58

579 プロのeスポーツプレーヤーになる! 河出書房新社編集部編 河出書房新社 798.5/Ka92

580 ゲーマーズブレイン セリア・ホデント著/Bスプラウト訳 ボーンデジタル 798.507/H81

581 12歳からはじめるゼロからのSwift Playgroundsゲームプログラミング教室 柴田文彦著 ラトルズ 798.507/Sh18

582 語りの言語学的/文学的分析 : 内の視点と外の視点(中京大学文化科学研究所叢書:20) 郡伸哉, 都築雅子編 ひつじ書房 801.04/Ko79

583 チョムスキーと言語脳科学(インターナショナル新書:037) 酒井邦嘉著
集英社インターナショ
ナル/集英社 (発売)

801.5/C53

584 日英語の構文研究から探る理論言語学の可能性 畠山雄二編/藤田耕司 [ほか執筆] 開拓社 801.5/H41

585 手話の歴史 : 特集 3(手話・言語・コミュニケーション:No. 5-7) 日本手話研究所編 文理閣 801.9/N71/3

586 日本点字表記法 2018年版 日本点字委員会編 日本点字委員会 801.91/N71/'18

587 初めての点訳 第3版 全国視覚障害者情報提供施設協会編集
全国視覚障害者情報提
供施設協会

801.91/Z3

588 点訳のてびき 第4版 全国視覚障害者情報提供施設協会編集
全国視覚障害者情報提
供施設協会

801.91/Z3

589 一般言語学 : 新装版
ロマーン・ヤーコブソン[著]/田村
すゞ子 [ほか] 訳

みすず書房 801/J16

590 誰でも言語学 牧秀樹著 開拓社 801/Ma34

591 第二言語習得における束縛原理 : その利用可能性 白畑知彦著 くろしお出版 807/Sh81

592 第二言語習得キーターム事典
Bill VanPatten, Alessandro G.
Benati著/川崎貴子 [ほか] 訳

開拓社 807/V34

593 5日で学べて一生使える!プレゼンの教科書(ちくまプリマー新書:325) 小川仁志著 筑摩書房 809.2/O24
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594 山田孝雄 : 熱血あるものゝ黙視しうべき秋ならむや 神島達郎著 右文書院 810.1/Y19

595 日日是日本語 : 日本語学者の日本語日記 今野真二著 岩波書店 810.4/Ko75

596 語彙トレ 齋藤孝著 KADOKAWA 810.4/Sa25

597 中国語母語話者のための漢字語彙研究 : 母語知識を活かした教育をめざして 小室リー郁子著 くろしお出版 810.7/Ko69

598 おひさま : はじめのいっぽ : 子どものための日本語
山本絵美, 上野淳子, 米良好恵著/く
ろしお出版編

くろしお出版 810.7/O29

599 日本語教育はどこへ向かうのか : 移民時代の政策を動かすために
牲川波都季編著/有田佳代子, 庵功雄,
寺沢拓敬著

くろしお出版 810.7/Se16

600 中学生のにほんご : 外国につながりのある生徒のための日本語 Step1 学校生活編 志村ゆかり編著/志賀玲子[ほか]著
スリーエーネットワー
ク

810.7/Sh56/1

601 日本語教師のためのアクティブ・ラーニング 横溝紳一郎, 山田智久著 くろしお出版 810.7/Y77

602 すっきりわかる!超訳「カタカナ語」事典 愛蔵版 造事務所編著 PHP研究所 814.7/Z5

603 教養のある大人になるための一生ものの語彙力 神永曉著 ナツメ社 814/Ka37

604 ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方 石井一成著 ナツメ社 816.5/I75

605 大学におけるライティング支援 : どのように「書く力」を伸ばすか
関西大学ライティングラボ, 津田塾大
学ライティングセンター編

東信堂 816/Ka59

606 英語学論説資料 第51号 (2017年分) 第5分冊 論説資料保存会 830.4/42/51-5

607 英語学論説資料 第51号 (2017年分) 第6分冊 論説資料保存会 830.4/42/51-6

608 名詞句と音声・音韻の習得(第二言語習得研究モノグラフシリーズ:1)
白畑知彦, 須田孝司編/ニール・スネ
イプ [ほか] 著

くろしお出版 830.7/D25/1

609 語彙・形態素習得への新展開(第二言語習得研究モノグラフシリーズ:2)
白畑知彦, 須田孝司編/稲垣俊史 [ほ
か] 著

くろしお出版 830.7/D25/2

610 思い出の朗読会 : アナログ教育の復権!あることば訓練の舞台裏 近江誠著 朝日出版社 830.7/O62

611 1語1秒英単語英検準2級 : 瞬発力で一発合格
トフルゼミナール, 日本アイアール株
式会社編著

テイエス企画 830.79/To19
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612 CNNニュース・リスニング : CD&電子書籍版付き 2019[春夏] 「CNN English Express」編集部編 朝日出版社 831.1/AsS/'19-1

613 英語音声学 : 日本語との比較による 改訂版 松井千枝著 朝日出版社 831.1/Ma77

614 ウソと欺瞞のレトリック : ポスト・トゥルース時代の語用論 山本英一著 関西大学出版部 832/Y31

615 日本語が英語と出会うとき : 日本語と英和・和英辞書の百五十年 今野真二著 研究社 833.3/Ko75

616 「節分」を英語で説明できますか?(「日本」を伝える英語帳:続) 講談社エディトリアル 834/Mo32/2

617 英語tough構文の研究 千葉修司著 開拓社 835.1/C42

618 英文法パーフェクト講義 : NHKラジオ英会話 上(音声DL BOOK) 大西泰斗, ポール・マクベイ著 NHK出版 835/O66/1

619 英文法パーフェクト講義 : NHKラジオ英会話 下(音声DL BOOK) 大西泰斗, ポール・マクベイ著 NHK出版 835/O66/2

620 考える英文法(ちくま学芸文庫:[ヨ19-1]) 吉川美夫著 筑摩書房 835/Y89

621 はじめての英語文体論 : 英語の流儀を学ぶ 堀正広著 大修館書店 836/H89

622 日本語脳から英語脳へ : アメリカ人に伝わる英文を書く! 岩城陽子著
丸善プラネット/丸善出
版 (発売)

836/I93

623 英語教師が知っておきたい日本語のしくみ : 英文法・英作文指導に活かす 高嶋幸太著 大修館書店 837.4/Ta54

624 21世紀×アメリカ小説×翻訳演習 藤井光著 研究社 837.5/F57

625 名訳を生み出す翻訳トレーニング 山本史郎著 秀和システム 837.5/Y31

626 売れる作家の全技術 : 小説講座 : デビューだけで満足してはいけない(角川文庫:21447) 大沢在昌 [著] KADOKAWA 901.307/O74

627 書くための勇気 : 「見方」が変わる文章術 川崎昌平著 晶文社 901.4/Ka97

628 夜に抗して闘う者たち : ジョン・レノン、ロベルト・ボラーニョ、桐山襲 原仁司著 翰林書房 904/H32

629 神曲 : 地獄篇(第1歌〜第17歌)(須賀敦子の本棚:1)
ダンテ・アリギエーリ著/須賀敦子,
藤谷道夫訳

河出書房新社 908/Su21/1

630 大司教に死来る(須賀敦子の本棚:2) ウィラ・キャザー著/須賀敦子訳 河出書房新社 908/Su21/2
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631 小さな徳(須賀敦子の本棚:3)
ナタリア・ギンズブルグ著/白崎容子
訳

河出書房新社 908/Su21/3

632 嘘と魔法 上(須賀敦子の本棚:4-5) エルサ・モランテ著/北代美和子訳 河出書房新社 908/Su21/4

633 嘘と魔法 下(須賀敦子の本棚:4-5) エルサ・モランテ著/北代美和子訳 河出書房新社 908/Su21/5

634 クリオ : 歴史と異教的魂の対話(須賀敦子の本棚:6) シャルル・ペギー著/宮林寛訳 河出書房新社 908/Su21/6

635 私のカトリック少女時代(須賀敦子の本棚:7) メアリ・マッカーシー著/若島正訳 河出書房新社 908/Su21/7

636 地球は破壊されはしない(須賀敦子の本棚:9)
ダヴィデ・マリア・トゥロルド著/須
賀敦子訳

河出書房新社 908/Su21/9

637 平安朝文学文献考(今井源衛著作集:14) 今井源衛著/工藤重矩編集 笠間書院 910.23/ImG/K-14

638 漱石を聴く : コミュニケーションの視点から 小川栄一著 大空社出版 910.268/N58

639 漱石がいた熊本 村田由美著 風間書房 910.268/N58

640 国文学年次別論文集 平成25(2013)年 近代3 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'13-6-3

641 全国作家記念館ガイド 作家記念館研究会編 山川出版社 910.6/Sa42

642 樋口一葉(コレクション日本歌人選:066) 島内裕子著 笠間書院 911.102/H56

643 続古今和歌集(和歌文学大系:38) 藤川功和 [ほか] 著 明治書院 911.108/Sh96

644 「令和」の心がわかる万葉集のことば 上野誠著 幻冬舎 911.12/U45

645 詩のこころを読む 改版(岩波ジュニア新書:9) 茨木のり子著 岩波書店 911.5/I11

646 孤闘の詩人・石垣りんへの旅 万里小路譲著 コールサック社 911.52/I73

647 普通の人々(Switch library) 谷川俊太郎著
スイッチ・パブリッシ
ング

911.56/Ta88

648 物語絵巻集(中世王朝物語全集:22) 伊東祐子校訂・訳注 笠間書院 913.41/6/22

649 江戸の子どもの絵本 : 三〇〇年前の読書世界にタイムトラベル! 叢の会編 文学通信 913.57/So47

36



2019年7月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

650 木曜日にはココアを 青山美智子著 宝島社 913.6/A58

651 運命の開戦・帝都初空襲(徳間文庫. 紺碧の艦隊:1) 荒巻義雄著 徳間書店 913.6/A64/1

652 神様の御用人 [1](メディアワークス文庫:0247, 0271, 0313, 0358, 0400, 0462, 0540, 0642) 浅葉なつ [著] KADOKAWA 913.6/A81/1

653 死者の盟約(新潮文庫:11094, あ-90-2. 警視庁特捜7) 麻見和史著 新潮社 913.6/A86/2

654 今だけのあの子(創元推理文庫:Mあ17-1) 芦沢央著 東京創元社 913.6/A92

655 許されようとは思いません(新潮文庫:11082, あ-97-1) 芦沢央著 新潮社 913.6/A92

656 オーブランの少女(創元推理文庫:[Mふ7-1]) 深緑野分著 東京創元社 913.6/F72

657 百の夜は跳ねて 古市憲寿著 新潮社 913.6/F93

658 美しき愚かものたちのタブロー 原田マハ著 文藝春秋 913.6/H32

659 マルセイユ・ルーレット 本城雅人著 双葉社 913.6/H85

660 未来のミライ(角川文庫:20991, [ほ17-3]) 細田守 [著] KADOKAWA 913.6/H93

661 吹けよ風呼べよ嵐 伊東潤著 祥伝社 913.6/I91

662 北天蒼星 : 上杉三郎景虎血戦録(角川文庫:18293) 伊東潤 [著] KADOKAWA 913.6/I91

663 『スタア誕生』 金井美恵子著 文藝春秋 913.6/Ka44

664 世界から猫が消えたなら(小学館文庫:[か13-1]) 川村元気著 小学館 913.6/Ka95

665 昭和探偵 1(講談社文庫:か134-10) 風野真知雄 [著] 講談社 913.6/Ka99/1

666 スーツケースの半分は(祥伝社文庫:[こ14-5]) 近藤史恵著 祥伝社 913.6/Ko73

667 ふがいない僕は空を見た(新潮文庫:9503, く-44-1) 窪美澄著 新潮社 913.6/Ku13

668 晴天の迷いクジラ(新潮文庫:9988, く-44-2) 窪美澄著 新潮社 913.6/Ku13
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669 スパイラル(講談社文庫:ま54-17. ハゲタカ:4.5) 真山仁 [著] 講談社 913.6/Ma98/4.5

670 贖罪(双葉文庫:み-21-03) 湊かなえ著 双葉社 913.6/Mi39

671 事件 上巻(新潮文庫:10000-10001, み-22-25-26. ソロモンの偽証:第1部) 宮部みゆき著 新潮社 913.6/Mi71/1

672 事件 下巻(新潮文庫:10000-10001, み-22-25-26. ソロモンの偽証:第1部) 宮部みゆき著 新潮社 913.6/Mi71/2

673 決意 上巻(新潮文庫:10052-10053, み-22-27-28. ソロモンの偽証:第2部) 宮部みゆき著 新潮社 913.6/Mi71/3

674 決意 下巻(新潮文庫:10052-10053, み-22-27-28. ソロモンの偽証:第2部) 宮部みゆき著 新潮社 913.6/Mi71/4

675 法廷 上巻(新潮文庫:10075-10076, み-22-29-30. ソロモンの偽証:第3部) 宮部みゆき著 新潮社 913.6/Mi71/5

676 法廷 下巻(新潮文庫:10075-10076, み-22-29-30. ソロモンの偽証:第3部) 宮部みゆき著 新潮社 913.6/Mi71/6

677 神の子どもたちはみな踊る(新潮文庫:む-5-20, 6832) 村上春樹著 新潮社 913.6/Mu43

678 さよならドビュッシー(宝島社文庫:[Cな-6-1]) 中山七里著 宝島社 913.6/N45/1

679 死亡フラグが立ちました!(宝島社文庫:Cな-5-1) 七尾与史著 宝島社 913.6/N48

680 獣に道は選べない(新潮文庫:11101, ぬ-3-2) 額賀澪著 新潮社 913.6/N99

681 大江健三郎全小説 11 大江健三郎著 講談社 913.6/O18/11

682 杉原千畝(小学館文庫:[お25-21]) 大石直紀著 小学館 913.6/O33

683 木洩れ日に泳ぐ魚(文春文庫:お42-3) 恩田陸著 文芸春秋 913.6/O65

684 それ自体が奇跡 小野寺史宜著 講談社 913.6/O67

685 リカバリー(新潮文庫:お-100-1, 10808) 小野寺史宜著 新潮社 913.6/O67

686 記憶屋 [1](角川ホラー文庫:19428, 19771, 19832) 織守きょうや [著] KADOKAWA 913.6/O71/1

687 ふたつめの庭(新潮文庫:10369, お-93-1) 大崎梢著 新潮社 913.6/O73
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688 渦 : 妹背山婦女庭訓魂結び 大島真寿美著 文藝春秋 913.6/O77

689 あなたの本当の人生は(文春文庫:[お-73-1]) 大島真寿美著 文藝春秋 913.6/O77

690 独り舞 李琴峰著 講談社 913.6/R41

691 へぼ侍 坂上泉著 文藝春秋 913.6/Sa28

692 君は月夜に光り輝く(メディアワークス文庫:[さ4-1]) 佐野徹夜 [著] KADOKAWA 913.6/Sa66

693 ぼぎわんが、来る(角川ホラー文庫:20793, Hさ4-1) 澤村伊智 [著] KADOKAWA 913.6/Sa95

694 ナイフ(新潮文庫:し-43-3) 重松清著 新潮社 913.6/Sh28

695 わすれないよ波の音 下鳥潤子著 講談社 913.6/Sh54

696 贖罪の十字架(新潮文庫:11000, し-74-26. ヴァチカン図書館の裏蔵書) 篠原美季著 新潮社 913.6/Sh67/3

697 君の膵臓をたべたい(双葉文庫:す-12-01) 住野よる著 双葉社 913.6/Su63

698 ジェノサイド 上(角川文庫:18306-18307) 高野和明 [著] KADOKAWA 913.6/Ta47/1

699 ジェノサイド 下(角川文庫:18306-18307) 高野和明 [著] KADOKAWA 913.6/Ta47/2

700 オブジェクタム 高山羽根子著 朝日新聞出版 913.6/Ta56

701 うどんキツネつきの(創元SF文庫:[SFた2-1]) 高山羽根子著 東京創元社 913.6/Ta56

702 秋の牢獄(角川ホラー文庫:Hつ1-3) 恒川光太郎 [著]
角川書店/角川グループ
パブリッシング (発売)

913.6/Ts77

703 『こころ』異聞 : 書かれなかった遺言 若松英輔著 岩波書店 913.6/W21

704 手のひらの京(新潮文庫:11093, わ-13-3) 綿矢りさ著 新潮社 913.6/W47

705 泥の銃弾 上巻(新潮文庫:10041, 10922, よ-40-51, よ-40-52) 吉上亮著 新潮社 913.6/Y87/1

706 泥の銃弾 下巻(新潮文庫:10041, 10922, よ-40-51, よ-40-52) 吉上亮著 新潮社 913.6/Y87/2
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707 かげろう日記(双葉文庫:よ-10-08) 吉村達也著 双葉社 913.6/Y91

708 路地裏で考える : 世界の饒舌さに抵抗する拠点(ちくま新書:1420) 平川克美著 筑摩書房 914.6/H64

709 人生後半戦のための新たな哲学(中公新書ラクレ:651. 孤独のすすめ:続) 五木寛之著 中央公論新社 914.6/I91/2

710 この話、続けてもいいですか。(ちくま文庫:[に-9-2]) 西加奈子著 筑摩書房 914.6/N83

711 とこしえのお嬢さん(記憶のなかの人) 野見山暁治著 平凡社 914.6/N94

712 思わず考えちゃう ヨシタケシンスケ著 新潮社 914.6/Y92

713 泥酔懺悔(ちくま文庫:[あ-55-1])
朝倉かすみ, 中島たい子, 瀧波ユカ
リ, 平松洋子, 室井滋, 中野翠, 西加
奈子, 山崎ナオコーラ, 三浦しをん,

筑摩書房 914.68/D53

714 もしすべてのことに意味があるなら : がんがわたしに教えてくれたこと 鈴木美穂著 ダイヤモンド社 916/Su96

715 あのとき子どもだった : 東京大空襲21人の記録
東京大空襲・戦災資料センター編/亀
谷敏子 [ほか著]

績文堂出版 916/To46

716 「新編」日本女性文学全集 9 渡邊澄子編集 菁柿堂/星雲社 (発売) 918.6/ShN/9

717 書簡 上(定本漱石全集:第22巻) 岩波書店 918.68/NaS/22

718 三国志演義事典 渡邉義浩, 仙石知子著 大修館書店 923.5/R12

719 マハーバーラタ入門 : インド神話の世界 沖田瑞穂著 勉誠出版 929.881/O52

720 インド神話物語マハーバーラタ 下
デーヴァダッタ・パトナーヤク文・画
/村上彩訳

原書房 929.881/P27/2

721 ルイス・キャロルの自然誌と超自然誌 : アリスは何と出会ったか 西村光雄, 西村杏子著
櫂歌書房/星雲社 (発
売)

930.268/C22

722 ストーリー・オブ・マイ・キャリア : 「赤毛のアン」が生まれるまで L.M.モンゴメリ著/水谷利美訳 柏書房 930.278/Mo38

723 ロビン・フッドの愉快な冒険(光文社古典新訳文庫:[KAハ9-1]) ハワード・パイル著/三辺律子訳 光文社 933.6/P99

724 夏への扉(ハヤカワ文庫:SF1742)
ロバート・A・ハインライン著/福島正
実訳

早川書房 933.7/H51

725 アルジャーノンに花束を 愛蔵版 ダニエル・キイス著/小尾芙佐訳 早川書房 933.7/Ke67
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726 超短編小説70(文春文庫. Sudden fiction:[1])
R・シャパード, J・トーマス編/村上
春樹, 小川高義訳

文藝春秋 933.78/Sh12/1

727 マイノリティが見た神々の国・日本 : 障害者、LGBT、HIV患者、そしてガイジンの目から ケニー・フリース著/古畑正孝訳 伏流社 936/F47

728 視る民、読む民、裁く民 : ロマン主義時代におけるもうひとつのフォルク 須藤秀平著 松籟社 940.26/Kl4

729 審判(新潮文庫:赤-71-C,カー1-3) カフカ著/原田義人訳 新潮社 943.7/Ka15

730 銀行家たちのロマン主義 : 一九世紀フランスの文芸とホモ・エコノミクス 柏木治著 関西大学出版部 950.26/Ka77

731 モロイ サミュエル・ベケット著/宇野邦一訳 河出書房新社 953.7/B31

732 ペスト 改版(新潮文庫:カ-2-3) カミュ [著]/宮崎嶺雄訳 新潮社 953.7/C14

733 イワン・イリイチの死/クロイツェル・ソナタ(光文社古典新訳文庫:[KAト3-1]) トルストイ著/望月哲男訳 光文社 983.6/To47

734 「顔の世紀」の果てに : ドストエフスキー『白痴』を読み直す(いま読む!名著) 番場俊著 現代書館 983/D88

735 ハートでつかめ!英語の極意 : NHKラジオ 2019年3月号
NHKサービスセンター
/NHK出版 (発売)

CD830/N69/'19-3

736
コミュニケーションの基本(看護実践能力向上シリーズ. 患者のこころによりそう看護コミュニケーショ
ン)

西出久美, 鬼塚薫指導
ビデオ・パック・ニッ
ポン

DV492.9/Ka55

737
ケアに生かすコミュニケーション(看護実践能力向上シリーズ. 患者のこころによりそう看護コミュニ
ケーション)

西出久美, 鬼塚薫指導
ビデオ・パック・ニッ
ポン

DV492.9/Ka55

738
効果的なコミュニケーションスキル 1(看護実践能力向上シリーズ. 患者のこころによりそう看護コミュ
ニケーション)

西出久美, 鬼塚薫指導
ビデオ・パック・ニッ
ポン

DV492.9/Ka55/1

739
効果的なコミュニケーションスキル 2(看護実践能力向上シリーズ. 患者のこころによりそう看護コミュ
ニケーション)

西出久美, 鬼塚薫指導
ビデオ・パック・ニッ
ポン

DV492.9/Ka55/2

740
老年期の看護と心理的理解(DVD Psychology series. 看護応用心理学 : 看護場面を心理学から読み解
く:5)

サン・エデュケーショ
ナル

DV492.9014/Sa61/5
(1)

741 うえきやさんにおまかせを!(かがくのとも:605号) 村井健也ぶん/植垣歩子え 福音館書店 E//19

742 かばくんとたね(こどものとも年少版:509号) 菊池日出夫 福音館書店 E//19

743 きっさすなどーひー(こどものとも:761号) 尾崎玄一郎, 尾崎由紀奈作 福音館書店 E//19

744 もいもい : ボードブック
市原淳作/開一夫, 東京大学あかちゃ
んラボ監修

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

E/12
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745 アンパンマンとスマホであそぼう！ /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/16

746 おいしいな! きむらゆういち作/せべまさゆき絵 小学館 E/16

747 ぴょーん(はじめてのぼうけん:1) まつおかたつひで作・絵 ポプラ社 E/16

748 あかちゃんごおしゃべりえほん(頭のいい子を育てるプチ) かしわらあきおさく・え 主婦の友社 E/17

749 あかちゃんごおしゃべりずかん(頭のいい子を育てるプチ) かしわらあきお作・絵 主婦の友社 E/17

750 いないいないばあっ!おうたでげんき! ポプラ社 E/17

751 おかあさんといっしょおうたでげんき! ポプラ社 E/17

752 ぴょんたのたいそう(つまみひきしかけえほん)
ルース・ティルデンさく/たかさきよ
しみレタリング/かがわけいこやく

大日本絵画 E/18

753 パンのずかん(コドモエのえほん) 大森裕子作 白泉社 E/18

754 がたんごとんがたんごとん(福音館あかちゃんの絵本) 安西水丸さく 福音館書店 E/18

755 ぼうしとったら : しかけえほん(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

756 ぜったいにさわっちゃダメ?(sanctuary books) ビル・コッターさく サンクチュアリ出版 E/18

757 ちいさなちいさなほうせきのもり さかいさちえ [作・絵] 教育画劇 E/19

758 うるしー ロロン作/開一夫監修
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

E/19

759 おしくら・まんじゅう かがくいひろしさく ブロンズ新社 E/19

760 パンダのあかちゃんおっとっと
まつもとさとみ作/うしろよしあき文/
わたなべさとこ絵

KADOKAWA E/20

761 ぺんぎんたいそう(0.1.2.えほん) 斎藤槙さく 福音館書店 E/20

762 おせわだいすきメルちゃん : マグネットえほん パイロットインキ株式会社監修 幻冬舎 E/20

763 リサのいもうと
アン・グットマンぶん/ゲオルグ・ハ
レンスレーベンえ/石津ちひろやく

ブロンズ新社 E/20
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764 わたしはだあれ?
まつもとさとみ文/わたなべさとこ絵/
うしろよしあき構成

KADOKAWA E/20

765 ものぐさトミー(岩波の子どもの本:29) ペーン・デュボア文・絵/松岡享子訳 岩波書店 E/21

766 おばけなんてないさ(せなけいこのえ・ほ・ん:5) せなけいこ絵/槙みのり作詞 ポプラ社 E/21

767 ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ(コドモエのえほん) 工藤ノリコ著 白泉社 E/21

768 くだもの(福音館の幼児絵本) 平山和子さく 福音館書店 E/22

769 チックタック〜約束の時計台〜 にしのあきひろ著 幻冬舎 E/22

770 ヒキガエルがいく
パクジォンチェ作/申明浩, 広松由希
子訳

岩波書店 E/23

771 たからもののあなた(えほんのぼうけん:83) まつおりかこ作・絵 岩崎書店 E/24

772 2歳のえほん百科 : これ、なあに? 改訂版(えほん百科シリーズ) 講談社 E/26

773 スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ作/千葉茂樹訳 あすなろ書房 E/30

774 忍者の迷路 : 戦国時代を大冒険! 香川元太郎, 香川志織作・絵 PHP研究所 E/32

775 親子で学ぶお金と経済の図鑑(まなびのずかん)
子どものための「お金と経済」プロ
ジェクト著

技術評論社 K330/Ko21

776 季節のごちそうハチごはん 横塚眞己人写真と文 ほるぷ出版 K383/Y78

777 日本の昔ばなし20話(名作よんでよんで)(3さい〜6さい親子で楽しむおはなし絵本)
学研教育出版/学研マー
ケティング(発売)

K388/G16

778 しゅんかん図鑑 : そうだったのか! 伊知地国夫写真 小学館 K404/I13

779 もぐらはすごい アヤ井アキコ著 アリス館 K489/A98

780 にゃんこ相撲 下町編(沖昌之の写真絵本:1) 沖昌之写真/あんどうなつ文 大空出版 K645/O51/1

781 努力の天才バッター(素顔の勇者たち. イチロー:[1]) 高原寿夫著 旺文社 K783/I17/1

782
超超超超超超超超超超超超超超超超超超むずかしすぎるまちがいさがし : こどももおとなも必ずハマ
る!

むずかしすぎるまちがいさがし制作委
員会著

ワニブックス K798/Mu99
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783 だいち(詩の絵本 : 教科書にでてくる詩人たち) 谷川俊太郎詩/山口マオ絵 岩崎書店 K911/Ta88

784 生きる(日本傑作絵本シリーズ) 谷川俊太郎詩/岡本よしろう絵 福音館書店 K911/Ta88

785 ほんやのねこ(MOEのえほん) ヒグチユウコ絵と文 白泉社 K913.6/H56

786 春のおはなし(あまんきみこセレクション:1)
あまんきみこ著/西巻茅子 [ほか] 画/
後路好章, 宮川健郎編

三省堂 K913/A43/1

787 冬のおはなし(あまんきみこセレクション:4)
あまんきみこ著/渡辺洋二 [ほか] 画/
後路好章, 宮川健郎編

三省堂 K913/A43/4

788 ある日ある時(あまんきみこセレクション:5)
あまんきみこ著/牧野千穂画/後路好
章, 宮川健郎編

三省堂 K913/A43/5

789 カイとティムよるのぼうけん 石井睦美作/ささめやゆき絵 アリス館 K913/I75

790 ハチ公物語 : 待ちつづけた犬(講談社青い鳥文庫:265-4) 岩貞るみこ作/真斗絵/田丸瑞穂写真 講談社 K913/I96

791 ぼくとニケ 片川優子著 講談社 K913/Ka82

792 きな子 : 見習い警察犬の物語(小学館ジュニアシネマ文庫) 水稀しま著/浜田秀哉, 俵喜都脚本 小学館 K913/Mi95

793 かみさまにあいたい(ポプラ物語館:76) 当原珠樹作/酒井以絵 ポプラ社 K913/To23

794 しずくの首飾り(岩波少年文庫:248) ジョーン・エイキン作/猪熊葉子訳 岩波書店 K933/A25

795 こちらマガーク探偵団 新装版(マガーク少年探偵団:1)
E.W.ヒルディック作/蕗沢忠枝訳/山口
太一画

あかね書房 K933/H58/1

796 子ぶたのトリュフ
ヘレン・ピータース文/エリー・ス
ノードン絵/もりうちすみこ訳

さ・え・ら書房 K933/P45

797 ザ・ヘイト・ユー・ギヴ : あなたがくれた憎しみ(海外文学コレクション:6) アンジー・トーマス作/服部理佳訳 岩崎書店 K933/Th5

798 やかまし村の子どもたち(リンドグレーン・コレクション)
アストリッド・リンドグレーン作/イ
ングリッド・ヴァン・ニイマン絵/石
井登志子訳

岩波書店 K949/L63

799 星の王子さま(ポプラポケット文庫:417-1) サン=テグジュペリ作/谷川かおる訳 ポプラ社 K953/Sa22

800 琉球船と首里・那覇を描いた絵画史料研究
琉球船と首里・那覇を描いた絵画史料
研究会編

思文閣出版 L219.9/R98
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801 我思う、ゆえに我あり : デカルトの「方法序説」より(講談社まんが学術文庫:0023) デカルト原作/名波優太まんが 講談社 M081/25/023

802 ふしぎの国のバード 6(Beam comix) 佐々大河著 KADOKAWA M291.09/SaT/F-6

803 漫画働くということ(ビジネスモーニング:1) 黒井千次原作/池田邦彦漫画 講談社 M366/Ku73

804 志乃ちゃんは自分の名前が言えない 押見修造著 太田出版 M378.5/O77

805 ダーウィンの覗き穴
メノ・スヒルトハウゼン原作/日高ト
モキチ著

早川書房 M481.35/Sc3

806 三国志 17(潮漫画文庫) [羅貫中原作]/横山光輝著 潮出版社 M923.5/RaK/Y-17

807 日本漫画史 : 鳥獣戯画から岡本一平まで(岩波文庫:青(33)-582-1) 細木原青起著 岩波書店 イ726.101/H94

808 教員採用試験面接突破101事例 2020(教育ジャーナル選書) 大木光夫, 師走会著 学習研究社 就職/資格

809
新・ウエディングプランナーという仕事 : 離婚を抑制する"社会装置"の担い手が日本の豊かな未来をつ
くる : 婚礼事業はソーシャルビジネス

堂上昌幸著
オータパブリケイショ
ンズ

就職/資格

810 法学検定試験問題集 ベーシック<基礎>コース 2019年 法学検定試験委員会編 商事法務研究会 就職/資格/'19

811
ブライダルのお仕事 : my work style book : 就活&ワークスタイルサポートブック 2020(Geibun
mooks:No.1025)

ウエディングジョブ/芸
文社 (発売)

就職/資格/'20

812 色彩検定3級本試験対策 : 文部科学省後援 [2020年版] 熊谷佳子著
学研教育出版/学研マー
ケティング (発売)

就職/資格/'20

813 必ず合格!色彩検定3級公式テキスト解説&問題集 : 文部科学省後援 2020年度版 前田明美監修/ウイリング編著
エムディエヌコーポ
レーション/インプレス
(発売)

就職/資格/'20

814 公務員の仕事入門ブック 2年度試験対応(公務員試験受験ジャーナル特別企画:2) 実務教育出版 就職/資格/'20

815 Teikoku's discovery atlas of Japan
[author, Editorial Department of
Teikoku-Shoin]

Teikoku-Shoin 旅行/地図

816 知的障害教育の場とグレーゾーンの子どもたち〜インクルーシブ社会への教育学〜 堤　英俊 東京大学出版会
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