
2019年8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 京大変人講座 酒井敏 [ほか] 著 三笠書房 002.7/Ky2
2 調べる技術書く技術 : 誰でも本物の教養が身につく知的アウトプットの極意(SB新書:472) 佐藤優著 SBクリエイティブ 002.7/Sa86

3 学問こそが教養である 渡部昇一著/江藤裕之編
育鵬社 : 扶桑社/扶桑
社 (発売) 002/W46

4 最短コースでわかるディープラーニングの数学 赤石雅典著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

007.13/A29

5 速習AIの世界(I/O books) I/O編集部編 工学社 007.13/Ko24
6 画像情報処理の基礎 田中敏幸著 コロナ社 007.13/Ta84
7 詳説人工知能 : アルファ碁を通して学ぶディープラーニングの本質と知識ベースシステム 上野晴樹著 オーム社 007.13/U45

8 Excelでわかるディープラーニング超入門 : RNN・DQN編 涌井良幸, 涌井貞美著 技術評論社 007.13/W35

9 グーグルが消える日 : life after Google
ジョージ・ギルダー著/武
田玲子訳

SBクリエイティブ 007.3/G44

10
この一冊で全部わかるクラウドの基本 第2版(イラスト図解式 : わかりやすさにこだわった)(Informatics &
IDEA)

林雅之著 SBクリエイティブ 007.3/H48

11 Appleさらなる成長と死角 : ジョブズのいないアップルで起こっていること 竹内一正著 ダイヤモンド社 007.35/A59

12 Microsoft Officeを使った情報リテラシー演習テキスト
杉本雅彦, 郭潔蓉, 岩崎
智史共著

ムイスリ出版 007.6/Mi13

13 はじめての情報メディアコミュニケーションリテラシー : 入門テキスト
柴岡信一郎監著/渋井二三
男 [ほか] 共著

技術評論社 007.6/Sh17

14 ICT活用で学ぶアカデミック・スキル : 大学生に求められる論理力
富山大学情報処理部会情
報処理テキストワーキン
ググループ著

富山大学出版会/梧桐書
院 (発売) 007.6/To79

15 データベースの基礎(IT text) 吉川正俊著 オーム社 007.609/Y89

16 Excel 2019 応用(セミナーテキスト) 日経BP社著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

007.6384//2

17 世界一わかりやすいExcelテキスト : ベテラン講師がつくりました 土岐順子著 技術評論社 007.6384/To31

18
論文・レポート作成に使うWord 2019活用法 : スタイル活用テクニックと数式ツールの使い方(先輩が教え
る:series33)

相澤裕介著 カットシステム 007.6388

19 よくわかるMicrosoft Word 2019 応用
富士通エフ・オー・エム
株式会社著作/制作

FOM出版 007.6388//2

20 例題で学ぶExcel VBA入門
加地太一編著; 大堀隆文,
穴沢務著

小樽商科大学出版会/論
創社 (発売) 007.64/Ka23

21
基礎からのプログラミングリテラシー : コンピュータのしくみから技術書の選び方まで厳選キーワードをくらべ
て学ぶ!

増井敏克著 技術評論社 007.64/Ma67
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22 今すぐ使えるかんたんScratch : はじめてのプログラミング(Imasugu Tsukaeru Kantan Series) 松下孝太郎, 山本光著 技術評論社 007.64/Ma88

23 土日で学べるプログラミング入門(日経BPパソコンベストムック)
日経ソフトウエア編/大森
敏行 [ほか] 著

日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

007.64/N73

24 Scratchで学ぶプログラミングとアルゴリズムの基本 改訂第2版
中植正剛, 太田和志, 鴨
谷真知子著

日経BP社/日経BPマーケ
ティング(発売)

007.64/Sc9

25 学生のための情報科学概論テキスト
杉本雅彦編著/庄内慶一
[ほか] 共著

ムイスリ出版 007/Su38

26 図書館年鑑 2019
日本図書館協会図書館年
鑑編集委員会編

日本図書館協会 010.59/NiT/'19

27 読みたい絵本(momo book) momo編集部著
マイルスタッフ/インプ
レス (発売) 019.53/I57

28 著作権法のしくみ : ネット時代の基礎知識!(Daily法学選書)
デイリー法学選書編修委
員会編

三省堂 021.2/D53

29 「モノの単位」大事典 : 知ってるだけで一目置かれる! ホームライフ取材班編 青春出版社 049/H83

30 その情報、本当ですか? : ネット時代のニュースの読み解き方(岩波ジュニア新書:866) 塚田祐之著 岩波書店 070.14/Ts52
31 「巨人」が夢見たもの(中公新書:2550. 大隈重信:上) 伊藤之雄著 中央公論新社 081/17/2550
32 「巨人」が築いたもの(中公新書:2551. 大隈重信:下) 伊藤之雄著 中央公論新社 081/17/2551
33 藩とは何か : 「江戸の泰平」はいかに誕生したか(中公新書:2552) 藤田達生著 中央公論新社 081/17/2552
34 ヒトラーの時代 : ドイツ国民はなぜ独裁者に熱狂したのか(中公新書:2553) 池内紀著 中央公論新社 081/17/2553
35 小林秀雄江藤淳全対話(中公文庫:[こ-14-2]) 小林秀雄, 江藤淳著 中央公論新社 081/18/こ14-2

36 富士日記 新版 下(中公文庫:[た-15-10], [た-15-11], [た-15-12]) 武田百合子著 中央公論新社 081/18/た15-12

37 若き日と文学と 完全版(中公文庫:[つ-3-30]) 辻邦生, 北杜夫著 中央公論新社 081/18/つ3-30

38 名前のない馬たち(中公文庫:[と-26-39]. SRO:8) 富樫倫太郎著 中央公論新社 081/18/と26-39

39 南洋通信 増補新版(中公文庫:[な-56-2]) 中島敦著 中央公論新社 081/18/な56-2
40 勝家の決断(中公文庫:[に-22-4]. レギオニス) 仁木英之著 中央公論新社 081/18/に22-4
41 ワイドビュー南紀殺人事件 改版 : 新装版(中公文庫:[に-7-62]) 西村京太郎著 中央公論新社 081/18/に7-62
42 夏なんてもういらない(中公文庫:[ぬ-2-1]) 額賀澪著 中央公論新社 081/18/ぬ2-1
43 渓流釣り礼讃(中公文庫:[ね-2-10]) 根深誠著 中央公論新社 081/18/ね2-10

44 戦友たちの祭典 (フェスティバル)(中公文庫:[も-12-76]) 森村誠一著 中央公論新社 081/18/も12-76

45 人口論 改版(中公文庫:[マ-5-2]) マルサス著/永井義雄訳 中央公論新社 081/18/マ5-2

46 漢方医学 : 「同病異治」の哲学(講談社学術文庫:[2574]) 渡辺賢治 [著] 講談社 081/2/2574
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47 中世ヨーロッパの結婚と家族(講談社学術文庫:[2575])
ジョゼフ・ギース, フラ
ンシス・ギース [著]/栗
原泉訳

講談社 081/2/2575

48 金魚と日本人(講談社学術文庫:[2576]) 鈴木克美著 講談社 081/2/2576
49 方言の地図帳(講談社学術文庫:[2577]) 佐藤亮一編 講談社 081/2/2577
50 中国戦線従軍記 : 歴史家の体験した戦場(岩波現代文庫:学術:407) 藤原彰著 岩波書店 081/22/G407
51 ボンヘッファー : 反ナチ抵抗者の生涯と思想(岩波現代文庫:学術:408) 宮田光雄著 岩波書店 081/22/G408
52 南北戦争の時代 : 19世紀(岩波新書:新赤版 1771. シリーズアメリカ合衆国史:2) 貴堂嘉之著 岩波書店 081/6-4/1771
53 虐待死 : なぜ起きるのか、どう防ぐか(岩波新書:新赤版 1784) 川﨑二三彦著 岩波書店 081/6-4/1784
54 独ソ戦 : 絶滅戦争の惨禍(岩波新書:新赤版 1785) 大木毅著 岩波書店 081/6-4/1785
55 モンテーニュ : 人生を旅するための7章(岩波新書:新赤版 1786) 宮下志朗著 岩波書店 081/6-4/1786
56 リハビリ : 生きる力を引き出す(岩波新書:新赤版 1787) 長谷川幹著 岩波書店 081/6-4/1787
57 新たな哲学の創発 : 22世紀に向けての超-哲学入門 河村次郎著 萌書房 100/Ka95

58 ことばを紡ぐための哲学 : 東大駒場・現代思想講義 中島隆博, 石井剛編著 白水社 104/N34

59 自分と向き合い成長するアニメと哲学 小川仁志著 かんき出版 104/O24
60 自分を肯定して生きる : プラグマティックな生き方入門 山中司著 海竜社 113.6/Y34
61 ヨーロッパ思想入門(岩波ジュニア新書:441) 岩田靖夫著 岩波書店 130.2/I97

62 理性の病理 : 批判理論の歴史と現在(叢書・ウニベルシタス:1093)
アクセル・ホネット
[著]/出口剛司 [ほか] 訳

法政大学出版局 134.9/H85

63 ウィトゲンシュタイン論理哲学論考(角川選書:1003. シリーズ・世界の思想) 古田徹也著 KADOKAWA 134.97/F94
64 アイデアは捨てるとうまくいく 堀宏史著 宣伝会議 141.5/H88

65
共感する人 : ホモ・エンパシクスへ、あなたを変える六つのステップ(Kakuichi institute holistic study
series)

ローマン・クルツナリッ
ク[著]/田中一明訳/荻野
高拡訳

ぷねうま舎 141.6/Kr9

66 死と愛 : ロゴセラピー入門 新版
ヴィクトール・E・フラン
クル [著]/霜山徳爾訳

みすず書房 146.811/F44

67 あなたの働き方・生き方革命 藤井義彦著
日本生産性本部生産性
労働情報センター 159.4/F57

68 マンガでわかる伝説の新人
紫垣樹郎著/秋内常良シナ
リオ/三輪亮介画

集英社 159.4/Sh27

69 UCLA医学部教授が教える科学的に証明された究極の「なし遂げる力」 : NEUROHACKS
ショーン・ヤング著/児島
修訳

東洋経済新報社 159/Y95

70 住吉大社(学生社日本の神社シリーズ) 住吉大社編 学生社 175.963/Su67
71 熊野信仰の世界 : その歴史と文化(民衆宗教を探る) 豊島修著 慶友社 175.966/To92
72 仏教入門(岩波ジュニア新書:322) 松尾剛次著 岩波書店 180/Ma86
73 「身軽」の哲学(新潮選書) 山折哲雄著 新潮社 184/Y42
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74 お大師さんと高野山〔奥の院〕 日野西眞定著 慶友社 188.55/Ku27
75 親が創価学会(イースト新書:115) 島田裕巳著 イースト・プレス 188.98/So32
76 キリスト教入門(岩波ジュニア新書:792) 山我哲雄著 岩波書店 190/Y22

77 護國寺日記 第5(史料纂集:古記録編 170, 179, 184, 194, 202) 坂本正仁校訂 八木書店 210.08/3/ゴ2-5

78 10分で読む日本の歴史(岩波ジュニア新書:832)
NHK「10min.ボックス」制
作班編

岩波書店 210.1/N69

79 古代をいろどる国際人(新・日中文化交流史叢書) 王勇著
大樟樹出版社/浙江出版
集団東京 (発売)

210.1822/Sh64/1
-1

80 孔子の日本伝来と変様(新・日中文化交流史叢書) 邢永鳳, 李月珊著
大樟樹出版社/浙江出版
集団東京 (発売)

210.1822/Sh64/1
-10

81 奈良・平安期のブックロード(新・日中文化交流史叢書) 王勇著
大樟樹出版社/浙江出版
集団東京 (発売)

210.1822/Sh64/1
-2

82 詩の交流史(新・日中文化交流史叢書) 王曉平著
大樟樹出版社/浙江出版
集団東京 (発売)

210.1822/Sh64/1
-3

83 白氏文集諸本の系譜(新・日中文化交流史叢書) 神鷹徳治著
大樟樹出版社/浙江出版
集団東京 (発売)

210.1822/Sh64/1
-4

84 漢詩・漢籍の文化交流史(新・日中文化交流史叢書) 葛継勇著
大樟樹出版社/浙江出版
集団東京 (発売)

210.1822/Sh64/1
-5

85 入唐僧の求法巡礼と唐代交通(新・日中文化交流史叢書) 葛継勇, 河野保博著
大樟樹出版社/浙江出版
集団東京 (発売)

210.1822/Sh64/1
-6

86 日宋漢籍交流史の諸相 : 文選と史記、そして白氏文集(新・日中文化交流史叢書) 陳翀著
大樟樹出版社/浙江出版
集団東京 (発売)

210.1822/Sh64/1
-7

87 大田南畝・島田翰と清朝文人(新・日中文化交流史叢書) 徳田武著
大樟樹出版社/浙江出版
集団東京 (発売)

210.1822/Sh64/1
-8

88 日中文人の明治期交遊録(新・日中文化交流史叢書) 張偉雄著
大樟樹出版社/浙江出版
集団東京 (発売)

210.1822/Sh64/1
-9

89 邪馬台国の定理 : 魏志倭人伝・記紀・考古学で読み解く倭国の成立過程 大場淳一著 梓書院 210.273/O11
90 海辺を行き交うお触れ書き : 浦触の語る徳川情報網(歴史文化ライブラリー:468) 水本邦彦著 吉川弘文館 210.5/Mi95
91 祖父とあゆむヒロシマ : 今は言える、自由に。 愛葉由依著 風媒社 210.75/A22
92 証言集証言 そこに子どもたちの遊んだ町があった 中島本町・材木町・中島新町・大手町 210.75/Sh95
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93 日本人の歴史認識と東京裁判(岩波ブックレット:No. 1007) 吉田裕著 岩波書店 210.75/Y86
94 シャティーラの記憶 : パレスチナ難民キャンプの70年 川上泰徳著 岩波書店 227.99/Ka94

95 わが親愛なるパレスチナ隣人へ : イスラエルのユダヤ人からの手紙
ヨッシー・クライン・ハ
レヴィ著/神藤誉武訳

ミルトス 227.99/Kl4

96 ケルトの魂 : アイルランドから日本へ : 鶴岡真弓対談集 鶴岡真弓著 平凡社 230.3/Ts86

97 アウシュヴィッツの巻物証言資料
ニコラス・チェア, ドミ
ニク・ウィリアムズ
[著]/二階宗人訳

みすず書房 234.074/C34

98 勇気ってなんだろう(岩波ジュニア新書:639) 江川紹子著 岩波書店 280/E29
99 明智光秀と本能寺の変(ちくま新書:1426) 渡邊大門著 筑摩書房 289.1/A33

100 牡蠣の森と生きる : 「森は海の恋人」の30年
畠山重篤著/鵜飼哲夫聞き
手

中央公論新社 289.1/H41

101 尚泰 : 最後の琉球王(日本史リブレット人:080) 川畑恵著 山川出版社 289.1/Sh96
102 読書と教育 : 戦中派ライブラリアン・棚町知彌の軌跡 池田知隆著 現代書館 289.1/Ta85
103 嵐山の周恩来 : 日本忘れまじ!(平和の実践叢書:2) 王敏著 三和書籍 289.2/Sh99
104 天才ニコラ・テスラのことば : 世界を変えた発明家の真実 新戸雅章編著 小鳥遊書房 289.3/Te83
105 もうひとつの屋久島から : 世界遺産の森が伝えたいこと(フレーベル館ノンフィクション:1) 武田剛著 フレーベル館 291.97/Ta59
106 北朝鮮を知るための55章 第2版(エリア・スタディーズ:53) 石坂浩一編著 明石書店 302.21/I84
107 東南アジア : ASEANの国々(池上彰の世界の見方) 池上彰著 小学館 302.23/I33

108 アイルランドを知るための70章 第3版(エリア・スタディーズ:44)
海老島均, 山下理恵子編
著

明石書店 302.339/E15

109 スイスが問う日本の明日 : 近代の中に忘れてきたもの 花田吉隆著 刀水書房 302.345/H27
110 アフリカを見る アフリカから見る(ちくま新書:1428) 白戸圭一著 筑摩書房 302.4/Sh86

111 ニュージーランドToday ニュージーランド学会編 春風社 302.72/N99

112 佐藤優「情報読解」の私塾 青版 : アメリカ、ロシア、欧州、中東の臨界点・篇 佐藤優著 徳間書店 304/Sa86

113 愛国者たちへ(論戦:2018-2019) 櫻井よしこ著 ダイヤモンド社 304/SaY/'18-'19

114 沖縄の怒り : 政治的リテラシーを問う : 与那覇恵子評論集
与那覇恵子著/鈴木比佐雄
編集

コールサック社 310.4/Y82

115 僕にもできた!国会議員
山本太郎著/雨宮処凛取
材・構成

筑摩書房 312.1/Y31

116 現代アメリカ政治とメディア
前嶋和弘, 山脇岳志, 津
山恵子編著

東洋経済新報社 312.53/G34

117 トランプ報道のフェイクとファクト 立岩陽一郎著 かもがわ出版 312.53/Tr8
118 世界地図を読み直す : 協力と均衡の地政学(新潮選書) 北岡伸一著 新潮社 312.9/Ki72
119 アイヌ民族法制と憲法 中村睦男著 北海道大学出版会 316.81/H82
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書名 著者名 出版者 請求記号

120 SDGsの実践 : 持続可能な地域社会の実現に向けて 自治体・地域活性化編
白田範史編/村上周三 [ほ
か] 著

先端教育機構事業構想
大学院大学出版部/宣伝
会議 (発売)

318.6/H19/1

121 ふるさと創生 : 北海道上士幌町のキセキ 黒井克行著 木楽舎 318.613/Ku73

122 日本外交の150年 : 幕末・維新から平成まで 波多野澄雄編著
日本外交協会/東出版
(発売) 319.1/H42

123 人間・国家・戦争 : 国際政治の3つのイメージ
ケネス・ウォルツ著/渡邉
昭夫, 岡垣知子訳

勁草書房 319.8/W37

124 東大白熱ゼミ : 国際政治の授業 小原雅博 [著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン 319/Ko27

125 国際政治の理論(ポリティカル・サイエンス・クラシックス:3)
ケネス・ウォルツ著/河野
勝, 岡垣知子訳

勁草書房 319/W37

126 新・大学生が出会う法律問題 : アルバイトから犯罪・事故まで : 役立つ基礎知識 改訂版 信州大学経法学部編 創成社 320.4/Sh69
127 法学のおもしろさ : 法の起源から人権まで 第3版 山本聡著 北樹出版 321/Y31
128 憲法を学問する 樋口陽一 [ほか] 著 有斐閣 323.01/Ke51
129 基本に学ぶ憲法 植野妙実子著 日本評論社 323.14/U45

130 更生保護入門 第5版
松本勝編著/前川泰彦 [ほ
か] 執筆

成文堂 326.56/Ma81

131 監獄のなかの子どもたち : 児童福祉史としての特別幼年監、感化教育、そして「携帯乳児」 倉持史朗著 六花出版 327.85/Ku53
132 世界最強組織のつくり方 : 感染症と闘うグローバルファンドの挑戦(ちくま新書:1430) 國井修著 筑摩書房 329.36/G52
133 入社前から先取り!日経新聞の読み方・活かし方 : 火曜日からはじめて14日間で完全マスター 大石泉著 すばる舎 330/O33

134 紛争の戦略 : ゲーム理論のエッセンス(ポリティカル・サイエンス・クラシックス:4)
トーマス・シェリング著/
河野勝監訳

勁草書房 331.19/Sc2

135 マンキューマクロ経済学 第4版 1 入門篇
N・グレゴリー・マン
キュー著/足立英之 [ほ
か] 訳

東洋経済新報社 331/Ma44/1

136 経済成長の誕生 : 超長期GDP推計の改善方向(神奈川大学経済貿易研究叢書:第32号) 谷沢弘毅著 白桃書房 332.1/Y67
137 現代日本経済 第4版(有斐閣アルマ:Specialized) 橋本寿朗 [ほか] 著 有斐閣 332.107/G34
138 大学生に知ってほしい日本経済の今とこれから : 社会に出る、その前に 鈴木亮著 エイデル研究所 332.107/Su96
139 習近平の中国経済 : 富強と効率と公正のトリレンマ(ちくま新書:1431) 石原享一著 筑摩書房 332.22/I74
140 ベトナムの経済読本 : 発展の光と陰 菊池正著 一藝社 332.231/Ki24

141 地図とデータで見る移民の世界ハンドブック

カトリーヌ・ヴィトー
ル・ド・ヴァンダン著/太
田佐絵子訳/マドレーヌ・
ブノワ=ギュイヨ地図製作

原書房 334.4/W72

142 移民と国内植民の社会学 : 矢内原忠雄の植民論とアイヌ民族 佐久間孝正著 勁草書房 334.5/Y54
143 商社 : グローバルな価値創造に向けて : 商社ハンドブック 2019 日本貿易会 [編] 日本貿易会 335.4/N71/'19
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書名 著者名 出版者 請求記号

144 成功する起業家は「居場所」を選ぶ 馬田隆明著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

335/U63

145 ビジネス英語パワー音読トレーニング : COMPLETE TRAINING SET 横山カズ [著] DHC 336.07/Y79

146 マンガでやさしくわかる中期経営計画の立て方・使い方 井口嘉則著/柾朱鷺作画
日本能率協会マネジメ
ントセンター 336.1/I24

147 経営戦略の課題と解明
大月博司編著/今野喜文
[ほか] 著

文眞堂 336.1/O89

148 ドラッカーと生産性の話をしよう 林總著 KADOKAWA 336.2/D92
149 ロジカル・シンキング実践ワークブック(図解ポケット) 中野明著 秀和システム 336.2/N39

150 引っぱらないリーダーが強いチームをつくる : 部下の心をつかむ15のルール
中村伸一, 三浦花子, 中
山マコト共著

現代書林 336.3/H62

151 組織行動 : 組織の中の人間行動を探る(有斐閣ストゥディア) 鈴木竜太, 服部泰宏著 有斐閣 336.3/Su96

152 マクロ組織論(経営組織論シリーズ:1) 高木俊雄, 四本雅人編 学文社 336.3/Ta33/1

153 ミクロ組織論(経営組織論シリーズ:2) 竹内倫和, 福原康司編 学文社 336.3/Ta33/2

154 伝え方大全 : AI時代に必要なのはIQよりも説得力
カーマイン・ガロ著/井口
耕二訳

日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売) 336.49/G17

155 スタンフォード式最高のリーダーシップ
スティーヴン・マーフィ
重松著

サンマーク出版 336.49/Mu78

156 秘書検定2級・3級 : 頻出ポイント&実戦問題 : これで合格! [2018] 横山都著 高橋書店 336.59//['18]
157 秘書検定クイックマスター3級 : keyフレーズとイラストで覚える 改訂新版 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 336.59//['18]
158 秘書検定2級・3級頻出ポイント&実戦問題 : これで合格! 改訂新版 横山都著 高橋書店 336.59//['19]

159 スッキリとける日商簿記3級過去+予想問題集 2019年度版(スッキリとけるシリーズ) TAC出版開発グループ編著 TAC株式会社出版事業部 336.91//'19

160 ズバリ合格!日商簿記3級過去問完全解説集 2019-20年版 日建学院編著 建築資料研究社 336.91//'19-'20

161 マンガでやさしくわかる簿記入門 前田信弘著/薄荷通作画
日本能率協会マネジメ
ントセンター 336.91/Ma26

162 「未踏の時代」のリーダー論 : 挑戦する経営者たち 日本能率協会編 日本経済新聞出版社 336/N71
163 MBAエッセンシャルズ 第3版 内田学編著 東洋経済新報社 336/U14

164 史上最強のFP3級テキスト 19-20年版 オフィス海著 ナツメ社
338.079//'19-

'20
165 ビットコインスタートBook : 仕組みから始め方・所得の計算まで 江嵜宗利著 大蔵財務協会 338/E71
166 常識を疑え!! : キャッシュレス革命への挑戦 高木純著 学研プラス 338/N77
167 財政から読みとく日本社会 : 君たちの未来のために(岩波ジュニア新書:848) 井手英策著 岩波書店 342.1/I19
168 1歩前からはじめる「統計」の読み方・考え方 第2版 神林博史著 ミネルヴァ書房 350.1/Ka48
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169 メディア用語基本事典 第2版
渡辺武達, 金山勉, 野原
仁編

世界思想社 361.453/Me14

170 アクティブラーニングで学ぶコミュニケーション
八代京子編著/樋口容視
子, 日下啓, 勝又恵理子
著

研究社 361.454/Y61

171 自己紹介2.0 : たった1分で仕事も人生も変える 横石崇著 KADOKAWA 361.454/Y76
172 「盛り」の誕生 : 女の子とテクノロジーが生んだ日本の美意識 久保友香著 太田出版 361.5/Ku14
173 さまよえる大都市・大阪 : 「都心回帰」とコミュニティ(コミュニティ政策叢書:5) 鯵坂学 [ほか] 編著 東信堂 361.78/Sa57

174 ビット・バイ・ビット : デジタル社会調査入門
マシュー・J. サルガニッ
ク著/瀧川裕貴 [ほか] 訳

有斐閣 361.9/Sa53

175 社会保険のてびき 2019年度版 社会保険研究所 364.3/Sh12/'19

176 精神障害のある人の就労定着支援 : 当事者の希望からうまれた技法
天野聖子著/多摩棕櫚亭協
会編著

中央法規出版 366.28/A43

177 コミックでわかる「職場」のアスペルガー症候群 河出書房新社 366.28/Mi81
178 ハラスメント : 職場を破壊するもの 君嶋護男著 労働法令 366.3/Ki33

179 ブラック職場があなたを殺す
ジェフリー・フェファー
著/村井章子訳

日本経済新聞出版社 366.34/P49

180 要説キャリアとワークルール 中川直毅編著 三恵社 366/N32
181 露出する女子、覗き見る女子 : SNSとアプリに現れる新階層(ちくま新書:1429) 三浦展, 天笠邦一著 筑摩書房 367.21/Mi67

182 家族の心理 : 家族への理解を深めるために 第2版(ライブラリ実践のための心理学:3) 平木典子 [ほか] 共著 サイエンス社 367.3/Ka99

183 夫婦ってなんだ? トミヤマユキコ著 筑摩書房 367.3/To59
184 親から始まるひきこもり回復 : 心理学が導く奇跡を起こす5つのプロセス 桝田智彦著 ハート出版 367.68/Ma66
185 久保寺保久(シリーズ福祉に生きる:71) 高野聡子著 大空社出版 369.028/3/71

186 クエスチョン・バンク社会福祉士国家試験問題解説 2020 : [第28-31回] 医療情報科学研究所編 メディックメディア 369.079//'20

187 Question bank介護福祉士国家試験問題解説 2020 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 369.079//'20

188 社会福祉士国家試験過去問解説集 2020
日本社会福祉士養成校協
会編

中央法規出版 369.079//'20

189 精神保健福祉士国家試験過去問解説集 2020
日本社会福祉士養成校協
会, 日本精神保健福祉士
養成校協会編

中央法規出版 369.079//'20

190 社会福祉士・精神保健福祉士受験ワークブック 2020共通科目編
社会福祉士・精神保健福
祉士受験ワークブック編
集委員会編集

中央法規出版 369.079//'20
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191 社会福祉士受験ワークブック 2020 専門科目編
社会・介護福祉士受験
ワークブック編集委員会
編集

中央法規出版 369.079//'20

192 Review book for certified social worker 2020 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 369.079//'20

193 社会福祉小六法 : 資料付 ワイド版 2019 ミネルヴァ書房編集部編 ミネルヴァ書房 369.12/MiS/'19

194 福祉の職場のマナーガイドブック 立石貴子著 全国社会福祉協議会 369.13/Ta94
195 相談援助職の「伝わる記録」 : 現場で使える実践事例74 八木亜紀子著 中央法規出版 369.16/Y15
196 ひとりで暮らす、ひとりを支える : フィンランド高齢者ケアのエスノグラフィー 高橋絵里香著 青土社 369.26/Ta33

197 障害者総合支援六法 令和元年版 中央法規出版 369.27/C66/'19

198 障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて(備えて安心) 渡部伸監修 自由国民社 369.27/W46

199 手話でGO!GO!合理的配慮 : 障害者差別解消法でやるべきことを考える
『手話でGO!GO!合理的配
慮』編集チーム編集

全日本ろうあ連盟 369.276/Z3

200 イザというとき、命を守るために! : 危機管理・防災のあり方 青木信之著 近代消防社 369.3/A53

201 "今"からできる!日常防災
永田宏和, ボーイスカウ
ト日本連盟監修

池田書店 369.3/N23

202 人口減少・高齢化社会における防災対策のあり方を提言する(市町村のための防災・危機管理:Part3) 高木照男著
ブイツーソリューショ
ン/星雲社 (発売)

369.3/Ta29

203 保育士をめざす人の子ども家庭福祉 新版 波田埜英治, 辰己隆編 みらい 369.4/H42

204 施策に向けた総合的アプローチ(子どもの貧困/不利/困難を考える:3) 埋橋孝文 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 369.4/KoH/3

205 待機児童対策 : 保育の充実と女性活躍の両立のために 八田達夫編著 日本評論社 369.42/H43
206 ボランティア解体新書 : 戸惑いの社会から新しい公共への道 江田英里香編著 木立の文庫 369.7/E21

207 ボランティア・市民活動実践論
ボランティアセンター支
援機構おおさか編

ミネルヴァ書房 369.7/O42

208 ボランティア・難民・NGO : 共生社会を目指して 内海成治著 ナカニシヤ出版 369.7/U96

209 医療福祉総合ガイドブック 2019年度版
日本医療ソーシャルワー
ク研究会編集

医学書院 369.9/NiI/'19

210 学校とは「自己」を実現する「舞台」 : 子どもを主人公とした学校づくりを 後藤竹夫著
合同フォレスト/合同出
版 (発売) 370.4/G72

211 いま、ここで輝く。 : 超進学校を飛び出したカリスマ教師「イモニイ」と奇跡の教室 おおたとしまさ著 エッセンシャル出版社 370.4/I48

212 Creative schools : 創造性が育つ世界最先端の教育
ケン・ロビンソン,
ルー・アロニカ著/岩木貴
子訳

東洋館出版社 370.4/R54
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213 アンケート調査年鑑 2019年版 竹内宏編 並木書房 370.59/5/'19

214 言葉とアートをつなぐ教育思想 渡辺哲男 [ほか] 編著 晃洋書房 371.04/Ko94

215 ライフサイクルの哲学 西平直著 東京大学出版会 371.1/N82
216 勉強法が変わる本 : 心理学からのアドバイス(岩波ジュニア新書:350) 市川伸一著 岩波書店 371.4/I14

217 Learn better : 頭の使い方が変わり、学びが深まる6つのステップ
アーリック・ボーザー著/
月谷真紀訳

英治出版 371.41/B66

218 不登校・ひきこもりのための行動活性化 : 子どもと若者の“心のエネルギー"がみるみる溜まる認知行動療法 神村栄一著 金剛出版 371.42/Ka37

219
今、子どもの不登校で悩んでいるあなたへ : 学校復帰率100% : 1,000人以上を復学に導いた不登校カウンセラー
からのメッセージ

上野剛著 風詠社/星雲社 (発売) 371.42/U45

220 学校を変えるいじめの科学 和久田学著 日本評論社 371.42/W35

221 スクールソーシャルワーカー実務テキスト 新版
金澤ますみ編/奥村賢一編
/郭理恵編/野尻紀恵編

学事出版 371.43/Ka48

222 子ども問題の本棚から : 子ども理解の名著25冊を読み解く 深谷昌志著 黎明書房 371.45/F72
223 思春期を生きる : 高校生、迷っていい、悩んでいい、不安でいい 小野善郎著 福村出版 371.47/O67

224 中学校国語科国際バカロレアの授業づくり : 「探究」と「概念」で学びが変わる!(国語教育選書) 中村純子, 関康平編著 明治図書出版 371.5/N37

225 道徳教育の批判と創造 : 社会転換期を拓く
教育科学研究会「道徳と
教育」部会編

エイデル研究所 371.6/Ky4

226 学校教育学の理論と展開 田沼茂紀著 北樹出版 371/Ta89

227 緒方洪庵と適塾 新版(大阪大学社学共創叢書:2)
大阪大学適塾記念セン
ター編集

大阪大学出版会 372.105/O23

228 「学力日本一!」秋田県東成瀬村のすごい学習法 主婦の友社編 主婦の友社 372.124/H55

229 スウェーデンの小学校社会科の教科書を読む : 日本の大学生は何を感じたのか

ヨーラン・スバネリッド
[著]/鈴木賢志, 明治大学
国際日本学部鈴木ゼミ編
訳

新評論 372.3893/Sv

230 教育の制度と経営15講 樋口修資著 明星大学出版部 373.1/H56

231 ハンディ教育六法 2019年版
志村欣一, 中谷彪, 浪本
勝年編

北樹出版/学文社 (発
売) 373.2/HaK/'19

232 小学校・幼稚園教育実習の手引き 新版
安田女子大学教育学部児
童教育学科編著

溪水社 373.7/Y62

233 ピア・サポートを生かした学級づくりプログラム : 中学校・高校 山口権治著 明治図書出版 374.1/Y24

234 教師をめざす学びのハンドブック : 教職入門から教職実践演習まで
木村裕, 篠原岳司, 杉浦
由香里, 原未来, 福井雅
英著

かもがわ出版 374.3/Ky5

235 中学校教師として生きる : 仕事・心構えとその魅力 中瀬浩一, 大橋忠司著 樹村房 374.3/N42
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236 先生のための問題解決 : ビジネス思考法で教育現場の難問を突破する 中津浩喬著 東洋館出版社 374.3/N43
237 出会えてよかった先生になる7つの方法 : 若い先生に贈る教員生活のヒント 森島徹著 教育芸術社 374.35/Mo64
238 教師のためのスタートブック 小学校版 田中洋一編著 第一法規 374.35/Ta84/1
239 教師のためのスタートブック 中学校・高等学校版 田中洋一編著 第一法規 374.35/Ta84/2
240 季節ごとに伝えたいクラスがまとまる魔法の小話(子どもが変わる3分間ストーリー. 2) フォーラム・A企画 374.43/Mi91/2

241 学校法人会計の実務ガイド 第7版 あずさ監査法人編
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

374.5/A99

242 学校法人会計入門 第8版 増田正志編 税務経理協会 374.5/Ma66

243 わかる使える学校法人会計テキスト 杉野泰雄著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

374.5/Su42

244 学校栄養士の労働 : 性格変化と実態 久保田のぞみ著 筑波書房 374.94/Ku14
245 47のエピソードで学ぶ学校のリスクマネジメント : 日常的なトラブルへの実践的対応 櫻井靖久著 学事出版 374/Sa47

246 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 特別活動編 文部科学省[著] 東京書籍 375.1/Mo31/'18

247 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 公民編 文部科学省[著] 東京書籍 375.1/Mo31/'18

248 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 理数編 文部科学省[著] 東京書籍 375.1/Mo31/'18

249 アクティブ・ラーニングによる新全国学テ・正答力アップの法則 : 2019年度からの新方式はこうなる! 田中博之著 学芸みらい社 375.1/Ta84

250 教えるから学ぶへ : 協同的学びとの出会い
丹松美代志, 丹松美恵子
著

晃洋書房 375.13/Ta88

251 ホワイト部活動のすすめ : 部活動改革で学校を変える 佐藤博志 [ほか] 著 教育開発研究所 375.18/H96
252 小学校担任が安心して取り組めるプログラミング教育 鷲見辰美著 学事出版 375.199/Su65

253
3ステップで行動問題を解決するハンドブック : 小・中学校で役立つ応用行動分析学(学研のヒューマンケアブッ
クス)

大久保賢一著
学研教育みらい/学研プ
ラス (発売)

375.2/O54

254 ここから始める「憲法学習」の授業 : 児童生徒の深く豊かな学びのために 長瀬拓也 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 375.31/Ko44

255 小学校社会指導スキル大全 : 授業力アップのための必須スキルを70本収録! 澤井陽介, 小倉勝登編著 明治図書出版 375.312/Sa94

256 みんなで創ろう!主体的・対話的で深い学びのある道徳科の授業(教育技術mook) 柴田八重子著 小学館 375.35/Sh18

257 楽しく豊かな道徳科の授業をつくる 2
牧﨑幸夫, 広岡義之, 杉
中康平編

ミネルヴァ書房 375.35/TaY/2

258 小学校道徳指導スキル大全 : 授業力アップのための必須スキルを70本収録! 永田繁雄編著 明治図書出版 375.352/N23

259
「特別の教科道徳」の授業と評価実践ガイド : 道徳ノートの記述から見取る通知票文例集 : 中学校(中学校道徳
サポートBOOKS)

服部敬一編著 明治図書出版 375.353/H44

260 中学校3年の道徳授業35時間のすべて : 板書&指導案でよくわかる! 柴原弘志編著 明治図書出版 375.353/Sh16
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261 中学校1年の道徳授業35時間のすべて : 板書&指導案でよくわかる! 柴原弘志編著 明治図書出版 375.353/Sh16/1

262 中学校2年の道徳授業35時間のすべて : 板書&指導案でよくわかる! 柴原弘志編著 明治図書出版 375.353/Sh16/2

263 主体的・対話的で深い学びを実現する中学校「道徳科」授業 鈴木明雄編集 教育開発研究所 375.353/Su96
264 数学の学び方・教え方(岩波新書:青版 822, G7) 遠山啓著 岩波書店 375.41/To79
265 算数アクティビティ200 : 「あそび+学び」で、楽しく深く学べる 樋口万太郎著 フォーラム・A企画 375.412/H56
266 発想の源を問う 加固希支男著 東洋館出版社 375.412/Ka27

267 小学校算数指導スキル大全 : 授業力アップのための必須スキルを50本収録!
『授業力&学級経営力』編
集部編

明治図書出版 375.412/Me25

268 算数科教育研究 新版 算数科教育学研究会編 東洋館出版社 375.412/Sa66

269 おもしろ理科授業の極意 : 未知への探究で好奇心をかき立てる感動の理科授業 左巻健男著 東京書籍 375.42/Sa57

270
文系教師のための理科授業ワークシート : 全単元・全時間を収録! : ワークの記入例に沿って指示を与えれば即
授業が成立! 3年生の全授業

福井広和, 國眼厚志, 高
田昌慶著

明治図書出版 375.422/B89/3

271
文系教師のための理科授業ワークシート : 全単元・全時間を収録! : ワークの記入例に沿って指示を与えれば即
授業が成立! 4年生の全授業

福井広和, 國眼厚志, 高
田昌慶著

明治図書出版 375.422/B89/4

272
文系教師のための理科授業ワークシート : 全単元・全時間を収録! : ワークの記入例に沿って指示を与えれば即
授業が成立! 5年生の全授業

福井広和, 國眼厚志, 高
田昌慶著

明治図書出版 375.422/B89/5

273
文系教師のための理科授業ワークシート : 全単元・全時間を収録! : ワークの記入例に沿って指示を与えれば即
授業が成立! 6年生の全授業

福井広和, 國眼厚志, 高
田昌慶著

明治図書出版 375.422/B89/6

274 小学校理科指導スキル大全 : 授業力アップのための必須スキルを60本収録! 鳴川哲也編著 明治図書出版 375.422/N53
275 マンガワークシートで学ぶ多様な性と生 : ジェンダー・LGBTQ・家族・自分について考える 渡辺大輔著 子どもの未来社 375.49/W46
276 小学校体育指導スキル大全 : 授業力アップのための必須スキルを71本収録! 木下光正編著 明治図書出版 375.492/Ki46
277 『学び合い』で上達する体育の授業 西川純編著 東洋館出版社 375.492/N83
278 小学校図工指導スキル大全 : 授業力アップのための必須スキルを60本収録! 岡田京子編著 明治図書出版 375.72/O38
279 教えない授業 : 美術館発、「正解のない問い」に挑む力の育て方 鈴木有紀著 英治出版 375.72/Su96

280 小学校音楽指導スキル大全 : 授業力アップのための必須スキルを80本収録! 酒井美恵子, 阪井恵編著 明治図書出版 375.762/Sa29

281 小学校国語「見方・考え方」が働く授業デザイン : 展開7原則と指導モデル40+α 小林康宏著 東洋館出版社 375.82/Ko12

282 小学校国語指導スキル大全 : 授業力アップのための必須スキルを80本収録! 中村和弘, 清水良編著 明治図書出版 375.82/N37

283 新しい時代の英語科教育法 : 小中高を一貫した理論と実践
木村松雄編著/アレン玉井
光江 [ほか] 著

学文社 375.893/Ki39

284 小学校外国語活動・外国語授業づくりガイドブック : 日々の授業から校内研修・研究授業までフルサポート! 菅正隆著 明治図書出版 375.8932/Ka56

285
ペア・グループで盛り上がる!英語が大好きになる!小学校英語ゲーム&アクティビティ80(小学校英語サポート
BOOKS)

加藤拓由著 明治図書出版 375.8932/Ka86
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286 小学校英語指導スキル大全 : 授業力アップのための必須スキルを60本収録! 坂井邦晃編著 明治図書出版 375.8932/Sa29

287 小学校英語内容論入門
樋口忠彦, 泉惠美子, 加
賀田哲也編著

研究社 375.8932/Sh95

288 授業が必ず盛り上がる!小学校英語ゲームベスト50 瀧沢広人著 学陽書房 375.8932/Ta73

289 ドイツの道徳教科書 : 5、6年実践哲学科の価値教育(世界の教科書シリーズ:46)
ローラント・ヴォルフガ
ング・ヘンケ編集代表/栗
原麗羅, 小林亜未訳

明石書店
375.932/SeK/A-

46

290 人権教育への招待 : ダイバーシティの未来をひらく 神村早織, 森実編著 解放出版社 375/J52

291 外国人児童生徒受入れの手引 改訂版
文部科学省総合教育政策
局男女共同参画共生社会
学習・安全課 [編]

明石書店 375/Mo31

292 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編 文部科学省 [編] 日本文教出版 375/Mo31/'17(1)

293 カリキュラムマネジメントのための教育評価方法論 : CIPPモデル 野澤有希
上越教育大学出版会/永
田印刷 (発売) 375/N98

294 評価が変わる、授業を変える : 資質・能力を育てるカリキュラム・マネジメントとアセスメントとしての評価 高木展郎著 三省堂 375/Ta29

295 マンガで分かる!保育って「いいね!」
大豆生田啓友監修/天野
JACK画

ひかりのくに 376.1/O61

296 私たちは子どもに何ができるのか : 非認知能力を育み、格差に挑む
ポール・タフ著/高山真由
美訳

英治出版 376.11/To75

297 かわいい!イラスト素材集 : 保育の現場で役立つ! : CD-ROM付き(Gakken保育books)
学研教育みらい/学研プ
ラス (発売) 376.14/Ko78

298 保育・教育施設における事故予防の実践 : 事故データベースを活かした環境改善 西田佳史, 山中龍宏編著 中央法規出版 376.14/N81

299 保育者のためのコミュニケーション・トレーニングBOOK
汐見稔幸編著/新保庄三編
著

ぎょうせい 376.14/Sh74

300 わらべうたと子どもの育ち 木村はるみ著 エイデル研究所 376.156/Ki39

301 0歳から楽しめるふわふわタオルあそび(Gakken保育books) 松家まきこ著
[学研教育みらい]/[学
研プラス (発売)]

376.156/Ma78

302 0・1・2歳児のあそびと造形 : すぐできる!すぐあそべる!実践56(Gakken保育books) 森田浩章著
[学研教育みらい]/[学
研プラス(発売)]

376.156/Mo66/1

303 3・4・5歳児のあそびと造形 : おもしろいから自主性が育つ!実践41・活動のヒント18(Gakken保育books) 森田浩章著
[学研教育みらい]/[学
研プラス(発売)]

376.156/Mo66/2

304
夏のあそびコレクション : 0~5歳児 : 夢中がギュッ! : 水 プール どろんこ 感覚 雨の日(ひかりのくに保育
ブックス)

小倉和人監修・執筆/中重
直俊執筆

ひかりのくに 376.156/O26
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305 戦後夜間中学校の歴史 : 学齢超過者の教育を受ける権利をめぐって 大多和雅絵著 六花出版 376.31/O84
306 木村塾の奇跡 : 人生が劇的に変わる! 木村吉宏著 PHP研究所 376.8/Ki39
307 大学経営を支える理事・職員の心得 : 頼りにされるための55ケ条 井原徹著 学校経理研究会 377.13/I25

308 本を読まない大学生と教室で本を読む : 文学部、英文科での挑戦(比較文化研究ブックレット:No.17)
深谷素子著/鶴見大学比較
文化研究所企画・編集

神奈川新聞社 377.15/F72

309 就職力で選ぶ大学 2020(AERA MOOK) 朝日新聞出版 377.21//'20
310 大学教育の国際化への対応 池田佳子著 関西大学出版部 377.21/I32
311 同志社大学 (Doshisha University) by AERA : 「良心」とは、(AERA MOOK) 朝日新聞出版 377.28/D88
312 Study in AUSTRALIA vol. 4 アルク 377.6//4
313 その子、発達障害ではありません : IN-Childの奇跡 韓昌完著 さくら舎 378.8/H28

314 ADHDと自閉症スペクトラムの自分がみつけた未来 : 親子でふり返った誕生から就職まで 堀内拓人, 堀内祐子著 ぶどう社 378.8/H89

315 特別支援学校における重度・重複障害児の教育 第4版 姉崎弘著 大学教育出版 378/A49

316 教員になりたい学生のためのテキスト特別支援教育
相澤雅文 [ほか] 編集・
執筆

クリエイツかもがわ 378/Ky4

317 障害のある子どもへのサポートナビ : 特別支援教育の理解と方法 松浦俊弥, 角田哲哉著 北樹出版 378/Ma89

318 入門自閉症・情緒障害特別支援学級 : 小学校 : 今日からできる!自立活動の授業づくり 佐藤愼二著 東洋館出版社 378/Sa87
319 「自己肯定感」育成入門 : 子どもの「やってみたい」をぐいぐい引き出す! 平岩国泰著 夜間飛行 379.9/H64
320 脳科学×心理学うちの子のやる気スイッチを押す方法、教えてください! かんき出版 379.9/Su96
321 アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」(集英社新書:0972D) 中川裕著 集英社 382.11/N32

322 父からの伝言 鈴木紀美代著
藤田印刷エクセレント
ブックス 382.11/Su96

323 鐘の本 : ヨーロッパの音と祈りの民俗誌
パウル・ザルトーリ
[著]/吉田孝夫訳

八坂書房 382.34/Sa69

324
アイランドスケープ・ヒストリーズ : 島景観が架橋する歴史生態学と歴史人類学(慶應義塾大学東アジア研究所
叢書)

山口徹編 風響社 382/Y24

325 外国人にも話したくなるビジネスエリートが知っておきたい教養としての日本食 永山久夫監修 KADOKAWA 383.81/N25
326 酒と調味料、保存食(日本の食文化:5) 石垣悟編 吉川弘文館 383.81/Y89/5

327 コーヒーの歴史(「食」の図書館)
ジョナサン・モリス著/龍
和子訳

原書房 383.889/Mo78

328 民具学の基礎 岩井宏實著 慶友社 383.93/I93
329 民具・民俗・歴史 : 常民の知恵と才覚 岩井宏實著 慶友社 383.93/I93
330 「講」研究の可能性 2 長谷部八朗編著 慶友社 384.1/H35/2
331 「講」研究の可能性 3 長谷部八朗編著 慶友社 384.1/H35/3
332 「講」研究の可能性 [1] 長谷部八朗編著 慶友社 384.1/H35/[1]
333 秋田マタギ聞書 第3刷 武藤鉄城著 慶友社 384.35/Mu93
334 マタギ : 消えゆく山人の記録 : 新装版 太田雄治著 慶友社 384.35/O84
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335 昭和の子ども図誌 : 戦後の遊びと生活 櫻井尚著 東洋出版 384.5/Sa47
336 子どもに伝えたい年中行事・記念日 新訂版 萌文書林編集部編 萌文書林 386.1/H81
337 鬼とはなにか : まつろわぬ民か、縄文の神か 戸矢学著 河出書房新社 387/To79

338 子供はみんな天才人類学者 : 文化人類学事始め(神奈川大学入門テキストシリーズ) 小馬徹著/神奈川大学編 御茶の水書房 389/Ko75

339 アメリカにおける国家安全保障と大学 宮田由紀夫著 関西学院大学出版会 392.53/Mi85

340 マンガ最高の戦略教科書孫子
守屋淳著/星野卓也シナリ
オ/anco作画

日本経済新聞出版社 399.23/Mo72

341 法則の事典 : 科学の美しく重要なルール(Newtonライト : 理系脳をきたえる!)(NEWTONムック) ニュートンプレス 400/N99
342 世界でいちばん素敵な科学の教室 的川泰宣監修 三才ブックス 404/Ma72

343 「図解」始まりの科学
矢沢サイエンスオフィス
編著

学研プラス 404/Y67

344 添削形式で学ぶ科学英語論文 : 執筆の鉄則51 斎藤恭一著 講談社 407/Sa25
345 結局、ウナギは食べていいのか問題(岩波科学ライブラリー:286) 海部健三著 岩波書店 408/14/286
346 ε‐δ・∀と∃に泣く(数学の盲点とその解明) 石谷茂著 現代数学社 410.4/I81
347 MaxとMinに泣く 新版(数学の盲点とその解明) 石谷茂著 現代数学社 410.4/I81
348 DimとRankに泣く 新版(数学の盲点とその解明) 石谷茂著 現代数学社 410.4/I81
349 金利でだまされないために 2019(数学基礎プラスα:金利編) 高木悟著 早稲田大学出版部 410//'19
350 利益の最大化は損失を最小にするか? 2019(数学基礎プラスβ:最適化編) 高木悟著 早稲田大学出版部 410//'19
351 創作数学演義 続 一松信著 現代数学社 410/H77/2

352
数学の世界 : ベイズ統計,フーリエ解析,ブロックチェーン,本当に役に立つ数学の話 現代編(ニュートン別
冊)(NEWTONムック)

ニュートンプレス 410/N99/1

353
数学のせかい : 素数も無理数も虚数も, これ1冊でよくわかる 数の神秘編(Newtonライト : 理系脳をきたえ
る!)(NEWTONムック)

ニュートンプレス 410/N99/1

354 大学数学ことはじめ : 新入生のために
東京大学数学部会編/松尾
厚著

東京大学出版会 410/To46

355 線型代数学序説 : ベクトルから固有値問題へ 銀林浩著 現代数学社 411.3/G46
356 代数的構造(ちくま学芸文庫:[ト13-1]) 遠山啓著 筑摩書房 411/To79
357 数の不思議 : 初等整数論への招待 遠山啓著 SBクリエイティブ 412.1/To79
358 宇宙と宇宙をつなぐ数学 : IUT理論の衝撃 加藤文元著 KADOKAWA 412/Ka86
359 基礎からスッキリわかる微分積分 : アクティブ・ラーニング実践例つき 皆本晃弥著 近代科学社 413.3/Mi38
360 難しい数式はまったくわかりませんが、微分積分を教えてください! たくみ著 SBクリエイティブ 413.3/Ta74

361 10[2.3]は、いくつ?(技術屋さんが書いた数学のなぜ?シリーズ:1) にんじんのかがやき著
東京図書出版/リフレ出
版 (発売) 413.59/N76

362 世界一美しい数式「e[iπ]=-1」を証明する : 文系編集者がわかるまで書き直した 佐藤敏明著
日本能率協会マネジメ
ントセンター 413/Sa87

363 確率(ニュートン式超図解最強に面白い!!) 木村直之編集 ニュートンプレス 417.1/Ki39
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364 小学生まあちゃんと学ぶ統計 伊藤伸介著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

417/I91

365 図解大学4年間の統計学が10時間でざっと学べる 倉田博史著 Kadokawa 417/Ku56

366 ビジュアル物理全史 : ビッグバンから量子的復活まで
クリフォード・ピック
オーバー著/吉田三知世訳

岩波書店 420.2/P59

367 戦後物理をたどる : 半導体黄金時代から光科学・量子情報社会へ 上村洸著 東京大学出版会 420.21/Ka37
368 はじめて学ぶ物理学 : 学問としての高校物理 上 吉田弘幸著 日本評論社 420/Y86/1
369 はじめて学ぶ物理学 : 学問としての高校物理 下 吉田弘幸著 日本評論社 420/Y86/2
370 トコトンやさしい磁力の本(B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ) 山﨑耕造著 日刊工業新聞社 427.8/Y48
371 人類が生まれるための12の偶然(岩波ジュニア新書:626) 眞淳平著 岩波書店 440/Sh63
372 火山噴火(日本災害史 : 写真・絵画集成:1) 岩切信編 日本図書センター 450.981/I93/1
373 地震・津波(日本災害史 : 写真・絵画集成:2) 岩切信編 日本図書センター 450.981/I93/2
374 気象(日本災害史 : 写真・絵画集成:3) 岩切信編 日本図書センター 450.981/I93/3
375 日本の地震地図 決定新版 岡田義光著 東京書籍 453.21/O38

376 7つの人類化石の物語 : 古人類界のスターが生まれるまで
リディア・パイン著/藤原
多伽夫訳

白揚社 469.2/P99

377 The student's guide to cognitive neuroscience 3rd ed : hbk Jamie Ward Psychology Press 491.371/W38
378 赤ちゃんからはじまる便秘問題 : すっきりうんちしてますか? 中野美和子著 言叢社 493.934/N39

379 「欠陥だらけの子ども」と言われて : 出生前診断と愛情の選択
サンドラ・シュルツ著/山
本知佳子訳

岩波書店 495.6/Sc8

380 目でみる耳鼻咽喉科疾患(Visual Series) 池田勝久編集 文光堂 496.5/I32

381
目の病気ビジュアルBOOK : 写真×イラストで病態がみえる!検査・治療・ケアがわかる!(眼科ケア:2017年春季増
刊(通巻237号))

本庄恵, 丸林彩子編集 メディカ出版 496/Me14/237

382 子どもの歯と口のケガ 宮新美智世著 言叢社 497.7/Mi83

383 山間過疎地域における地域保健活動 : 東白川村と共にあゆむ保健師たち 宮田延子著 みらい
498.02153/Mi84(

1)
384 OK食品NG食品どちらを食べますか? 渡辺雄二編 WAVE出版 498.519/W46
385 職場の発達障害 自閉スペクトラム症編(健康ライブラリー:スペシャル) 太田晴久監修 講談社 498.8/O81
386 頑張りすぎるあなたのための会社を休む練習 志村和久著 イースト・プレス 498.8/Sh56

387 再生可能エネルギー : 鹿児島での取り組み
鹿児島大学重点領域研究
「エネルギー」グループ
編

南方新社 501.6/Ka19

388 世界の都市 : 5大陸30都市の年輪型都市形成史 平本一雄著 彰国社 518.8/H65

389 海洋プラごみ問題解決への道 : 日本型モデルの提案
重化学工業通信社・石油
化学新報編集部編

重化学工業通信社 519.4/J92
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390 プラスチック・フリー生活 : 今すぐできる小さな革命
シャンタル・プラモンド
ン, ジェイ・シンハ著/服
部雄一郎訳

NHK出版 519.79/P71

391 ヴォーリズ建築の100年 : 恵みの居場所をつくる
William Merrell Vories
[作]/山形政昭監修

創元社 520.87/V91

392 写真が語る「百番」と飛田新地 橋爪紳也, 上諸尚美著 洋泉社 521.8/H38

393 世界の美しい学校
パイインターナショナル
編著

パイインターナショナ
ル 526.37/P15

394 カリスマ失墜 : ゴーン帝国の20年 日経ビジネス編
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売) 537.067/G39

395 マツダ : 心を燃やす逆転の経営 山中浩之著
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売) 537.067/Y34

396 空飛ぶクルマ : 電動航空機がもたらすMaaS革命 根津禎著
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

538/N69

397 シャープ再建 : 鴻海流スピード経営と日本型リーダーシップ 中田行彦著
啓文社書房/啓文社 (発
売) 540.67/Sh12

398 サーバーのしくみ : server(図解まるわかり) 西村泰洋著 翔泳社 547.48/N84
399 超ロボット化社会 : ロボットだらけの未来を賢く生きる(B&Tブックス) 新山龍馬著 日刊工業新聞社 548.3/N72
400 文系でもわかる電子回路 : "中学校の知識"ですいすい読める 山下明著 翔泳社 549.3/Y44

401 なぜプラスチックが海の問題なのか(海洋白書:2019)
笹川平和財団海洋政策研
究所編

成山堂書店
558.059/Sa75/'1

9
402 鉄と火と水の技 : 時代の波と鍛冶職人(考古民俗叢書) 香月節子著 慶友社 566.2/Ka87
403 地域産業集積の優位性 : ネットワークのメカニズムとダイナミズム 田中英式著 白桃書房 586.0921/Ta84
404 ファッション大辞典 新版 吉村誠一著 繊研新聞社 589.2/Y91

405 さかな割烹 : 魚介が主役の日本料理
原田実, 武澤剛志, 山本
晴彦著

柴田書店 596.21/Sa34

406 フランス料理の基本講座 : 学ぼう!プロの実戦テクニック 荻野伸也著 柴田書店 596.23/O25
407 調理科学×肉の事典(食材事典シリーズ. MEAT) 朝日新聞出版編著 朝日新聞出版 596.33/A82
408 グローバル資本主義と農業・農政の未来像 : 多様なあり方を切り拓く 小池恒男編著 昭和堂 611.04/Ko31

409 農学と戦争 : 知られざる満洲報国農場
足達太郎, 小塩海平, 藤
原辰史著

岩波書店 611.2422/To46

410 フードシステム入門 : 基礎からの食料経済学
薬師寺哲郎, 中川隆編著/
清水純一 [ほか] 共著

建帛社 611.3/Y16

411 植物はおいしい : 身近な植物の知られざる秘密(ちくま新書:1425) 田中修著 筑摩書房 611.4/Ta84
412 途上国における農業経営の変革(研究双書:no. 640) 清水達也編 アジア経済研究所 611.7/Sh49
413 景観から風土と文化を読み解く(情報とフィールド科学:6) 柳澤雅之著 京都大学学術出版会 611.9/Y53
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414 アグリカルチャー4.0の時代農村DX(デジタル・トランスフォーメーション)革命
三輪泰史著/井熊均著/木
通秀樹著

日刊工業新聞社 614.8/A19

415 戦時下の日本犬 川西玲子著 蒼天社出版 645.6/Ka96
416 チーズの事典 : 絵画・建築・映画・文学で味わう チーズ王国監修 誠文堂新光社 648.18/C49

417 森林生態学
石井弘明編集代表/徳地直
子 [ほか] 編

朝倉書店 653.17/I75

418 実務で役立つ世界各国の英文契約ガイドブック
アンダーソン・毛利・友
常法律事務所編

商事法務 670.93/A46

419 新社会人の英語 : 若手社員がビジネスで最低限必要な英会話表現・英文Eメールテンプレート
海渡寛記, ローレン・
キーズ著

クロスメディア・ラン
ゲージ/インプレス (発
売)

670.93/Ka21

420 英文契約書を読むための基礎知識と頻出表現 : はじめの一冊 臼井俊雄著 ベレ出版 670.93/U95
421 営業の基本 : この1冊ですべてわかる 横山信弘著 日本実業出版社 673.3/Y79

422 amazon「帝国」との共存
ナタリー・バーグ, ミ
ヤ・ナイツ著

フォレスト出版 673.36/A43

423 スターバックス流最高の育て方 毛利英昭著 総合法令出版 673.98/Mo48

424 ベーシック不動産実務ガイド : 入門から最新理論までをナビゲート 第3版
東京都不動産鑑定士協会
編

中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

673.99/To46

425 川上から始めよ : 成功は一行のコピーで決まる(ちくま新書:1427) 川上徹也著 筑摩書房 674.35/Ka94
426 東大教授が教えるヤバいマーケティング 阿部誠著 KADOKAWA 675/A13

427 マーケティング・コミュニケーション : プリンシプル・ベースの考え方
C. フィル, S. ターンブ
ル著/森一彦, 五十嵐正毅
訳

白桃書房 675/F26

428 クルーズ、ハマりました! : おトクに楽しむ豪華客船の旅 くぼこまき著 JTBパブリッシング 683.5/Ku13
429 観光の事典 白坂蕃 [ほか] 編集 朝倉書店 689.036/Ka56
430 昭和の品格クラシックホテルの秘密 山口由美著 新潮社 689.81/Y24

431 法隆寺 : 美術史研究のあゆみ 大橋一章, 片岡直樹編著 里文出版 702.17/H89

432 20世紀ロシア文化全史 : 政治と芸術の十字路で
ソロモン・ヴォルコフ著/
今村朗訳

河出書房新社 702.38/V88

433 イメージ学の現在 : ヴァールブルクから神経系イメージ学へ
坂本泰宏, 田中純, 竹峰
義和編

東京大学出版会 704/W37

434 空襲で消えた「戦国」の城と財宝 : ビジュアル完全ガイド(別冊太陽:スペシャル) 吉岡孝監修 平凡社 709.1/Y92
435 絵を見る技術 : 名画の構造を読み解く 秋田麻早子著 朝日出版社 720.79/A37
436 レオナルド・ダ・ヴィンチを旅する : 没後500年(別冊太陽. 日本のこころ:273) 池上英洋監修 平凡社 723.37/L55
437 世界の一流が必ず身につけている西洋美術の見方 : カラー版 宮下規久朗著 宝島社 723/Mi83

438 Case closed Shonen Sunday edition 68
story and art by Gosho
Aoyama

Viz Media 726.1/A58/68
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439 漫画と訳文
岡本一平, 名取春仙, 仲
田勝之助著/春原史寛解説

国書刊行会 726.1/Ma43

440 勝っちゃんのパソコン画集 釜谷勝代著 文芸社 726.5/Ka31

441 竹久夢二という生き方 : 人生と恋愛100の言葉 竹久夢二著/石川桂子編 春陽堂書店 726.501/Ta61

442 18歳のアトム
手塚治虫原作/黒田征太郎
絵・原案/稲葉茂勝文

今人舎 726.6/Te95

443 篆書 : 新装版(書道講座:第5巻) 西川寧編 二玄社 728.07/N83/5
444 篆刻 : 新装版(書道講座:第6巻) 西川寧編 二玄社 728.07/N83/6
445 常用漢字書きかた字典 宮澤正明編 二玄社 728.4/Mi89
446 なつかしの昭和の子どもたち 佐藤有写真・文 国書刊行会 748/Sa87

447 視覚文化とデザイン : メディア、リソース、アーカイヴズ
井口壽乃編/井口壽乃 [ほ
か] 執筆

水声社 757.02/I24

448 世界でいちばん素敵な色の教室 橋本実千代監修 三才ブックス 757.3/H38
449 イラストでわかる!クラシックの楽しみ方(SBビジュアル新書:0009) 中川右介著 SBクリエイティブ 760/N32

450 キャラで楽しく学ぼう!音楽記号図鑑
高倉弘光監修/とくながあ
きこイラスト

シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

761.2/Ta38

451 ものがたり西洋音楽史(岩波ジュニア新書:892) 近藤譲著 岩波書店 762.3/Ko73
452 星野源ふたりきりで話そう(アエラムック) 星野源 [ほか] [述] 朝日新聞出版 764.7/H92
453 日本の伝統楽器 : 知られざるルーツとその魅力(シリーズニッポン再発見:11) 若林忠宏著 ミネルヴァ書房 768.1/W17
454 シェイクスピアの演技術 三輪えり花著 玉川大学出版部 771.7/Sh12
455 成城映画散歩 : あの名画も、この傑作も、みな東宝映画誕生の地・成城で撮られた 高田雅彦著 白桃書房 778.21/Ta28

456 ゴッドハンドが語るスポーツと医療 溝口伸一著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング/幻冬舎 (発
売)

780.19/Mi93

457 スポーツの歴史と文化 新版
新井博編著/井上洋一 [ほ
か執筆]

道和書院 780.2/A62

458 スポーツの文化史 : 古代オリンピックから21世紀まで(叢書・ウニベルシタス:1092)
ヴォルフガング・ベーリ
ンガー [著]/高木葉子訳

法政大学出版局 780.2/B32

459 観るまえに読む大修館スポーツルール 2019 大修館書店編集部編 大修館書店 780.36/Ta24/'19

460 筋トレ動き方・効かせ方パーフェクト事典 : 全身の各筋肉を思い通りに鍛え分ける : オールカラー 荒川裕志著 ナツメ社 780.7/A63

461 スポーツトレーニングの常識を超えろ!
日本トレーニング指導者
協会編著

大修館書店 780.7/N71

462 体育・スポーツ教本 改訂新版
日本大学工学部体育学研
究室編

アイ・ケイコーポレー
ション 780.7/N71
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463 スターティングストレングス : Basic Barbell Training
Mark Rippetoe著/八百健
吾監訳

医学映像教育センター 780.7/R46

464 平尾誠二を忘れない(友情:2) 山中伸弥編 講談社 783.48/HiS/Y-2

465 水泳指導教本 3訂版 日本水泳連盟編 大修館書店 785.2/N71
466 そそうの哲学 : 数寄茶湯の原点 朴珉廷著 思文閣出版 791/P16
467 eスポーツ地方創生 : 日本における発展のかたち 筧誠一郎著 白夜書房 798.5/Ka24

468 多元化するゲーム文化と社会
松井広志 [ほか] 編/東園
子 [ほか] 著

ニューゲームズオー
ダー 798.5/Ta18

469 小学1年生からのプログラミング教室 : スクラッチ3.0でゲームを作ろう! 岡田哲郎著 ソシム 798.507/O38

470
The psychology of the language learner revisited : hbk(Second language acquisition research :
theoretical and methodological issues)

Zoltán Dörnyei and
Stephen Ryan

Routledge 807/D87

471
Shadowing as a practice in second language acquisition : connecting inputs and outputs :
hbk(Routledge research in language education)

Shuhei Kadota Routledge 807/Ka14

472 外国にルーツをもつ子どものバイリンガル読書力 櫻井千穂著 大阪大学出版会 807/Sa47

473 Cognitive bases of second language fluency : hbk(Cognitive sciences and second language acquisition) Norman Segalowitz Routledge 807/Se16

474 語彙 第54号 2017年 第3分冊(日本語学論説資料:第3分冊, 第4分冊) 論説資料保存会 810.5/3/54-3

475 語彙 第54号 2017年 第3分冊(増刊)(日本語学論説資料:第3分冊, 第4分冊) 論説資料保存会 810.5/3/54-3-2

476 どうすれば協働学習がうまくいくか : 失敗から学ぶピア・リーディング授業の科学
石黒圭編著/胡方方 [ほ
か] 著

ココ出版 810.7/I73

477 先生のための“する"という動詞のQ&A103 中村幸弘著 右文書院 815.5/N37
478 先生のための"ある"という動詞のQ&A104 中村幸弘著 右文書院 815.5/N37

479 場面と主体性・主観性(ひつじ研究叢書:言語編:第148巻)
澤田治美, 仁田義雄, 山
梨正明編

ひつじ書房 815/B16

480 朝日新聞の用語の手引 改訂新版 朝日新聞社用語幹事編 朝日新聞出版 816.07/A82

481 日本語のレトリック : 文章表現の技法(岩波ジュニア新書:418) 瀬戸賢一著 岩波書店 816.2/Se93
482 武器としての言葉の力 : 文豪たちが教えてくれる最強の表現力・生きる作法 柏耕一著 三笠書房 816.8/Ka77
483 伝わる文章を書く技術 : 「型」にはめれば、必ず書ける! 向後千春著 技術評論社 816/Ko26
484 事典にない大阪弁 : 絶滅危惧種の大阪ことば 増補改訂版 旭堂南陵著 浪速社 818.63/Ky4
485 映画で学ぶ英語の世界 : スーパーヒーロー・マザーグース・ギリシャ神話 酒井志延 [ほか] 著 くろしお出版 830.4/E37
486 日本の英語教育の今、そして、これから 長谷川信子編 開拓社 830.7/H36

487 教室の音声学読本 : 英語のイントネーションの理解に向けて
伊達民和著/Bill
Rockenbach英文校閲・朗
読

大阪教育図書 831.4/D44

488 語源でふやそう英単語(岩波ジュニア新書:661) 小池直己著 岩波書店 834/Ko31
489 英文法キャラ図鑑 : 核心のイメージがわかる! 関正生著 新星出版社 835/Se33
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490 英作文なんかこわくない : 日本語の発想でマスターする英文ライティング 4 猪野真理枝, 佐野洋著 東京外国語大学出版会 836/I56/4

491 英語リーディングの奥義 薬袋善郎著 研究社 837.5/Mi36
492 英語リーディングの極意 : 10の原則で読み解く(一歩進める英語学習・研究ブックス) 中西恵人著 開拓社 837.5/N38

493 英語朗読でたのしむ日本文学
青谷優子, ジュリエッ
ト・W・カーペンター著

アルク 837.7/A56

494 物語の力 : 物語の内容分析と表現分析
高田明典, 竹野真帆, 津
久井めぐみ著

大学教育出版 901.3/Mo35

495 ファンタジーを読む : 『指輪物語』、『ハリー・ポッター』、そしてネオ・ファンタジーへ 井辻朱美著 青土社 902.3/I91
496 ファンタジーと英国文化 : 児童文学王国の名作をたどる 安藤聡著 彩流社 909.3/A47
497 中野京子特別授業シンデレラ : 図書館版(NHK100分de名著. 読書の学校) 中野京子著 NHK出版 909.3/N39

498 ケアを描く : 育児と介護の現代小説
佐々木亜紀子, 光石亜由
美, 米村みゆき編

七月社 910.265/Ke11

499 夏目漱石『心』論 徳永光展著 風間書房 910.268/N58

500 国文学年次別論文集 平成25(2013)年 近代4 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'13-6-4

501 万葉集の発明 : 国民国家と文化装置としての古典 : 新装版 品田悦一著 新曜社 911.12/Sh57
502 万葉集入門(岩波ジュニア新書:414) 鈴木日出男著 岩波書店 911.12/Su96
503 短歌は最強アイテム : 高校生活の悩みに効きます(岩波ジュニア新書:863) 千葉聡著 岩波書店 911.16/C42
504 まど・みちお詩と童謡の表現世界 張晟喜著 風間書房 911.52/Ma25
505 まど・みちおという詩人の正体 大橋政人著 未來社 911.52/Ma25
506 分かれ道ノストラダムス 深緑野分著 双葉社 913.6/F72
507 ラッコの家 古川真人著 文藝春秋 913.6/F93
508 この川のむこうに君がいる 濱野京子作 理論社 913.6/H25
509 希望の糸 東野圭吾著 講談社 913.6/H55
510 美しい顔 北条裕子著 講談社 913.6/H81
511 勝っちゃんの創作童話集 釜谷勝代著 文芸社 913.6/Ka31
512 星の旅人 : 伊能忠敬と伝説の怪魚 小前亮著 小峰書店 913.6/Ko56
513 生きてさえいれば(文芸社文庫:[こ5-2]) 小坂流加著 文芸社 913.6/Ko82
514 大江健三郎全小説 12 大江健三郎著 講談社 913.6/O18/12
515 虹色天気雨(小学館文庫) 大島真寿美著 小学館 913.6/O77/1
516 ビターシュガー(小学館文庫:[お27-3]. 虹色天気雨:2) 大島真寿美著 小学館 913.6/O77/2
517 五つ数えれば三日月が 李琴峰著 文藝春秋 913.6/R41
518 カム・ギャザー・ラウンド・ピープル 高山羽根子著 集英社 913.6/Ta56
519 孤独の意味も、女であることの味わいも 三浦瑠麗著 新潮社 914.6/Mi67
520 いま、絶望している君たちへ : パラアスリートで起業家。2枚の名刺で働く 初瀬勇輔著 日本経済新聞出版社 916/H42
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521 虐待被害者の味方です : 虐待が原因で難病になり、甦った足跡 : 心に受けた傷を跳ね返す 小田博子著 高文研 916/O17
522 基礎からわかる漢詩の読み方・楽しみ方 : 読解のルールと味わうコツ45(コツがわかる本) 鷲野正明監修 メイツ出版 921/W43

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

原書房 929.881/P27/1

524 イギリスのお菓子とごちそう : アガサ・クリスティーの食卓 北野佐久子著 二見書房 930.278/C58

525 サイド・トラック : 走るのニガテなぼくのランニング日記
ダイアナ・ハーモン・ア
シャー作/武富博子訳

評論社 933.7/A92

526 あなたと原爆 : オーウェル評論集(光文社古典新訳文庫:[KAオ5-1])
ジョージ・オーウェル著/
秋元孝文訳

光文社 934.7/O71

527 カルメン/タマンゴ(光文社古典新訳文庫:[KAメ2-1]) メリメ著/工藤庸子訳 光文社 953.6/Me65

528 黒人小屋通り
ジョゼフ・ゾベル著/松井
裕史訳

作品社 953.7/Z5

529 池上彰の経済教室 第1巻 経済とはそもそも何か

ユーキャン発売 , 販売元
/テレビ東京 制作/愛知学
院大学 , ダイナマイトレ
ボリューションカンパ
ニー , 大河プロダクショ
ン協力

ユーキャン DV336/I33/1-1

530 池上彰の経済教室 第2巻 廃墟から立ち上がった日本

ユーキャン発売 , 販売元
/テレビ東京 制作/愛知学
院大学 , ダイナマイトレ
ボリューションカンパ
ニー , 大河プロダクショ
ン協力

ユーキャン DV336/I33/1-2

531 池上彰の経済教室 第3巻 東西冷戦の中の日本

ユーキャン発売 , 販売元
/テレビ東京 制作/愛知学
院大学 , ダイナマイトレ
ボリューションカンパ
ニー , 大河プロダクショ
ン協力

ユーキャン DV336/I33/1-3

532 池上彰の経済教室 第4巻 日本の高度経済成長公害問題をのりこえれば・・・

ユーキャン発売 , 販売元
/テレビ東京 制作/愛知学
院大学 , ダイナマイトレ
ボリューションカンパ
ニー , 大河プロダクショ
ン協力

ユーキャン DV336/I33/1-4
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533 池上彰の経済教室 第5巻 バブルが生まれ はじけた

ユーキャン発売 , 販売元
/テレビ東京 制作/愛知学
院大学 , ダイナマイトレ
ボリューションカンパ
ニー , 大河プロダクショ
ン協力

ユーキャン DV336/I33/1-5

534 池上彰の経済教室 第6巻 社会主義経済の失敗と教訓

ユーキャン発売 , 販売元
/テレビ東京 制作/愛知学
院大学 , ダイナマイトレ
ボリューションカンパ
ニー , 大河プロダクショ
ン協力

ユーキャン DV336/I33/1-6

535 池上彰の経済教室 第7巻 中国の失敗と発展

ユーキャン発売 , 販売元
/テレビ東京 制作/愛知学
院大学 , ダイナマイトレ
ボリューションカンパ
ニー , 大河プロダクショ
ン協力

ユーキャン DV336/I33/1-7

536 池上彰の経済教室 第8巻 石油を巡る地政学

ユーキャン発売 , 販売元
/テレビ東京 制作/愛知学
院大学 , ダイナマイトレ
ボリューションカンパ
ニー , 大河プロダクショ
ン協力

ユーキャン DV336/I33/1-8

537 池上彰の経済教室 第10巻 リーマン・ショックが起きた理由

ユーキャン発売 , 販売元
/テレビ東京 制作/愛知学
院大学 , ダイナマイトレ
ボリューションカンパ
ニー , 大河プロダクショ
ン協力

ユーキャン DV336/I33/2-10

538 池上彰の経済教室 第11巻 EUとユーロ

ユーキャン発売 , 販売元
/テレビ東京 制作/愛知学
院大学 , ダイナマイトレ
ボリューションカンパ
ニー , 大河プロダクショ
ン協力

ユーキャン DV336/I33/2-11
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539 池上彰の経済教室 第12巻 金融政策が分かる ! アメリカの金融政策が分かる !

ユーキャン発売 , 販売元
/テレビ東京 制作/愛知学
院大学 , ダイナマイトレ
ボリューションカンパ
ニー , 大河プロダクショ
ン協力

ユーキャン DV336/I33/2-12

540 池上彰の経済教室 第13巻 宗教と経済

ユーキャン発売 , 販売元
/テレビ東京 制作/愛知学
院大学 , ダイナマイトレ
ボリューションカンパ
ニー , 大河プロダクショ
ン協力

ユーキャン DV336/I33/2-13

541 池上彰の経済教室 第14巻 成功企業の戦略を考える

ユーキャン発売 , 販売元
/テレビ東京 制作/愛知学
院大学 , ダイナマイトレ
ボリューションカンパ
ニー , 大河プロダクショ
ン協力

ユーキャン DV336/I33/2-14

542 池上彰の経済教室 第15巻 なぜ紛争は起こるのか ? 戦後日本の発展と課題

ユーキャン発売 , 販売元
/テレビ東京 制作/愛知学
院大学 , ダイナマイトレ
ボリューションカンパ
ニー , 大河プロダクショ
ン協力

ユーキャン DV336/I33/2-15

543 池上彰の経済教室 第16巻 経済の現場を見に行く ! 経済学を学ぶということ

ユーキャン発売 , 販売元
/テレビ東京 制作/愛知学
院大学 , ダイナマイトレ
ボリューションカンパ
ニー , 大河プロダクショ
ン協力

ユーキャン DV336/I33/2-16

544 池上彰の経済教室 第9巻 お金が商品になった

ユーキャン発売 , 販売元
/テレビ東京 制作/愛知学
院大学 , ダイナマイトレ
ボリューションカンパ
ニー , 大河プロダクショ
ン協力

ユーキャン DV336/I33/2-9
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545 釜石の奇跡に学ぶ : 命を守る!避難の3原則 : 防災教育シリーズ 第1巻:教員・教諭編(日経VIDEO)
日本経済新聞出版社制
作・著作

日本経済新聞社 DV369.3/N71/1

546 釜石の奇跡に学ぶ : 命を守る!避難の3原則 : 防災教育シリーズ 第2巻:小学生編(日経VIDEO)
日本経済新聞出版社制
作・著作

日本経済新聞社 DV369.3/N71/2

547 スクール・コンプライアンス 第1巻(日経VIDEO)
日本経済新聞出版社制
作・著作

日本経済新聞出版社 DV374.3/N71/1

548 上手なセルフケアのヒント(日経VIDEO. 教員のためのメンタルヘルス:1)
日本経済新聞出版社制
作・著作

日本経済新聞出版社 DV374.3/N71/1

549 スクール・コンプライアンス 第2巻(日経VIDEO)
日本経済新聞出版社制
作・著作

日本経済新聞出版社 DV374.3/N71/2

550 保護者対応の基本(日経VIDEO. 教員のための保護者対応力向上シリーズ:第1巻)
日本経済新聞出版社制
作・著作

日本経済新聞出版社 DV374.6/N71/1

551 保育園・幼稚園編(日経VIDEO. 教員のための保護者対応力向上シリーズ:第2巻)
日本経済新聞出版社制
作・著作

日本経済新聞出版社 DV374.6/N71/2

552 小学校編(日経VIDEO. 教員のための保護者対応力向上シリーズ:第3巻)
日本経済新聞出版社制
作・著作

日本経済新聞出版社 DV374.6/N71/3

553 うみのメリーゴーランド(こどものとも年少版:510号) はらだそのこさく 福音館書店 E//19

554 ばあちゃんがいる(こどものとも:762号)
伊藤比呂美文/MAYA MAXX
絵

福音館書店 E//19

555 よるのいけ(かがくのとも:606号) 松岡達英さく 福音館書店 E//19

556 もう一度、ぼくをだきしめて 早田なおみ文/田中伸介絵 文芸社 E/19

557 かべのむこうになにがある?
ブリッタ・テッケント
ラップ作/風木一人訳

BL出版 E/26

558 池上彰特別授業君たちはどう生きるか : 図書館版(NHK100分de名著. 読書の学校) 池上彰著 NHK出版 K159/Y92
559 齋藤孝特別授業銀の匙 図書館版(NHK100分de名著. 読書の学校) 齋藤孝著 NHK出版 K910/N34

560 夏のおはなし(あまんきみこセレクション:2)
あまんきみこ著/村上康成
[ほか] 画/後路好章, 宮
川健郎編

三省堂 K913/A43/2

561 秋のおはなし(あまんきみこセレクション:3)
あまんきみこ著/黒井健
[ほか] 画/後路好章, 宮
川健郎編

三省堂 K913/A43/3

562 マンザナの風にのせて(文研じゅべにーる)
ロイス・セパバーン作/若
林千鶴訳/ひだかのり子絵

文研出版 K933/Se78

563 支配されるか、支配するか : マックス・ウェーバーの「経済と社会」より(講談社まんが学術文庫:0024)
マックス・ウェーバー原
作/Teamバンミカスまんが

講談社 M081/25/024

564 マンガで入門世界一ゆるい哲学 : 「人生の答えがわかる」かもしれない23賢人の教え
マイケル・F.パットン,
ケヴィン・キャノン著/大
田黒奉之訳

ダイヤモンド社 M130/P27
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565 となりの席は外国人 あらた真琴著 ぶんか社 M334.4/A66/[1]

566 モット!となりの席は外国人 あらた真琴著 ぶんか社 M334.4/A66/[2]

567 イエス!となりの席は外国人 あらた真琴著 ぶんか社 M334.4/A66/[3]

568 外国人だらけの小学校はツッコミの毎日でした。 あらた真琴著 ぶんか社 M334.4/A66/[4]

569 若ゲのいたり : ゲームクリエイターの青春 田中圭一著 KADOKAWA M589.77/Ta84

570 Case closed Shonen Sunday edition 1
story and art by Gosho
Aoyama

Viz Media M726.1/A58/1

571 Case closed Shonen Sunday edition 62
story and art by Gosho
Aoyama

Viz Media M726.1/A58/62

572 Case closed Shonen Sunday edition 63
story and art by Gosho
Aoyama

Viz Media M726.1/A58/63

573 Case closed Shonen Sunday edition 65
story and art by Gosho
Aoyama

Viz Media M726.1/A58/65

574 Case closed Shonen Sunday edition 66
story and art by Gosho
Aoyama

Viz Media M726.1/A58/66

575 Case closed Shonen Sunday edition 67
story and art by Gosho
Aoyama

Viz Media M726.1/A58/67

576 Case closed Shonen Sunday edition 69
story and art by Gosho
Aoyama

Viz Media M726.1/A58/69

577 Case closed Shonen Sunday edition 70
story and art by Gosho
Aoyama

Viz Media M726.1/A58/70

578 Case closed Shonen Sunday edition 71
story and art by Gosho
Aoyama

Viz Media M726.1/A58/71

579 Case closed Shonen Sunday edition

story and art by Gosho
Aoyama/English
adaptation, Naoko
Amemiya/translator, Joe
Yamazaki/touch-up &
lettering, Walden Wong

Viz M837.7/A58/64

580 神の書 : イスラーム神秘主義と自分探しの旅(東洋文庫:896)
アッタール [著]/佐々木
あや乃訳注

平凡社 ト929.931/A95

581 消防官になるには(なるにはBooks:88) 益田美樹著 ぺりかん社 就職/資格

582 医療秘書技能検定実問題集3級 : 第57回-第61回 2019年度版 2
医療秘書教育全国協議会
試験委員会編

つちや書店 就職/資格/'19-2

583 フランチャイズ 2020年度版(最新データで読む産業と会社研究シリーズ:12, 10) 今野篤監修 産学社 就職/資格/'20
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584 CAB・GAB完全突破法! : 必勝・就職試験! : Web-CAB・GAB Compact・IMAGES対応 2021年度版 SPIノートの会編著 洋泉社 就職/資格/'21
585 女子就活のキホン : 知りたいコトぜんぶ! 2021年度版 女子就活ネット編 実務教育出版 就職/資格/'21

586 面接・グループディスカッション対策 2021年度版(日経就職シリーズ. ロジカル・プレゼンテーション就活)
高田貴久著/日経HR編集部
編

日経HR 就職/資格/'21

587 業界&職種研究ガイド : 自分に合った仕事は何だろう? [2021年度版](内定獲得のメソッド) マイナビ編集部編著 マイナビ 就職/資格/'21

588 SPI : 要点マスター! [2021年度版] マイナビ編集部編
毎日コミュニケーショ
ンズ 就職/資格/'21

589 最新最強のCAB・GAB超速解法 '21年版 立志舎就職部著 成美堂出版 就職/資格/'21
590 内定者が本当にやった究極の自己分析 '21年版 阪東恭一著 成美堂出版 就職/資格/'21
591 就職試験これだけ覚えるSPI高得点のコツ '21年版 阪東恭一著 成美堂出版 就職/資格/'21
592 これだけ覚える一般常識 : 就職試験 '21年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'21

593 要点マスター!一般常識 [2021] マイナビ出版編集部編 マイナビ出版 就職/資格/'21

594 面接&エントリーシート : 要点マスター! ['21] 才木弓加著
毎日コミュニケーショ
ンズ 就職/資格/'21

595 最新最強の一般常識 '21年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'21
596 最新最強の一般常識一問一答 '21年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'21
597 最新最強の一般常識クリア問題集 : SPI2対応 '21年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'21
598 最新最強のSPIクリア問題集 : これ一冊でSPI完全突破! '21年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'21
599 これが本当のSCOAだ! : 直前でもOK! 2021年度版 SPIノートの会編著 洋泉社 就職/資格/'21

600 これが本当のSPI3だ! : テストセンター対応 2021年度版
SPIノートの会, 津田秀樹
編著

洋泉社 就職/資格/'21

601 ダントツSPIホントに出る問題集 [2021年版]
リクルートメント・リ
サーチ&アナライシス編著

ナツメ社 就職/資格/'21

602 Microsoft Office Specialist Microsoft PowerPoint 2016対策テキスト&問題集(よくわかるマスター)
富士通エフ・オー・エム
株式会社著作/制作

FOM出版 就職/資格/['19]
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