
2019年11月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 はじめて「質的研究」を「書く」あなたへ : 研究計画から論文作成まで 太田裕子著 東京図書 002.7/O84

2 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 現代編
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

3 脳がめざめる「教養」 茂木健一郎著 日本実業出版社 002/Mo16
4 脳のなかの自己と他者 : 身体性・社会性の認知脳科学と哲学 (越境する認知科学:1) 嶋田総太郎著 共立出版 007.1/Sh36
5 AIに負けない子どもを育てる 新井紀子著 東洋経済新報社 007.13/A62

6 AIには何ができないか : データジャーナリストが現場で考える
メレディス・ブルサード著/北村
京子訳

作品社 007.13/B76

7 人工知能の創発 : 知能の進化とシミュレーション 伊庭斉志著 オーム社 007.13/I11
8 AI時代の「自律性」 : 未来の礎となる概念を再構築する 河島茂生編著 勁草書房 007.13/Ka97
9 AI倫理 : 人工知能は「責任」をとれるのか (中公新書ラクレ:667) 西垣通, 河島茂生著 中央公論新社 007.13/N81
10 坂本真樹先生が教える人工知能がほぼほぼわかる本 坂本真樹著 オーム社 007.13/Sa32
11 ネット文化資源の読み方・作り方 : 図書館・自治体・研究者必携ガイド 岡田一祐著 文学通信 007.5/O38
12 マインドインタラクション : AI学者が考える「ココロ」のエージェント 山田誠二, 小野哲雄著 近代科学社 007.6/Y19
13 図解大学4年間のデータサイエンスが10時間でざっと学べる 久野遼平, 木脇太一著 KADOKAWA 007.609/H76
14 仕事で役立つ!PDF完全マニュアル 桑名由美著 秀和システム 007.63/Ku97

15 Excel VBA文法はわかるのにプログラムが書けない人が読む本 田中徹著 技術評論社
007.6384/Ta8
4

16 Word & Excel 2019基本技 (今すぐ使えるかんたんmini) 技術評論社編集部, Ayura著 技術評論社
007.6388//['
19]

17 できるゼロからはじめるワード&エクセル2019超入門
井上香緒里, 柳井美紀&できるシ
リーズ編集部著

インプレス
007.6388/D54
/'19

18 Outlook最速時短術 : メールは1秒でさばける! 鈴木眞里子著/日経PC21編
日経BP/日経BPマーケティング
(発売)

007.639/Su96

19 Pythonではじめよう! : たのしいプログラミング
Jason R. Briggs著/磯蘭水, 藤
永奈保子, 鈴木悠共訳/オーム社
開発局企画編集

オーム社 007.64/B73

20 入門Python3 Bill Lubanovic著/長尾高弘訳
オライリー・ジャパン/オーム
社 (発売)

007.64/L96

21 算数でわかるPythonプログラミング 田中一成著 オーム社 007.64/Ta84

22 Pythonチュートリアル 第3版 Guido van Rossum著/鴨澤眞夫訳
オライリー・ジャパン/オーム
社 (発売)

007.64/V35

23 情報 : 東京大学教養学部テキスト 第2版 山口和紀編 東京大学出版会 007/Y24
24 図書・図書館史 : 図書館発展の来し方から見えてくるもの (講座・図書館情報学:12) 三浦太郎編著 ミネルヴァ書房 010.2/Mi67
25 情報革命の世界史と図書館 : 粘土板文書庫から「見えざる図書館」の出現へ 山口広文著 樹村房 010.2/Y24

26 情報資源組織論 第2版 (ベーシック司書講座・図書館の基礎と展望:3)
榎本裕希子, 石井大輔, 名城邦
孝著

学文社 010.8/J66

27 図書館情報学概論
デビッド・ボーデン, リン・ロ
ビンソン著/塩崎亮訳

勁草書房 010/B28
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28 広く深い学びをすべての子どもに (学校図書館利活用シリーズ:1) 押上武文, 小川博規編著 学文社 017.2/O76/1
29 自ら深く考える学びの指導手引き (学校図書館利活用シリーズ:2) 押上武文, 小川博規編著 学文社 017.2/O76/2
30 読書教育の未来 日本読書学会編 ひつじ書房 019.2/N71
31 人生おたすけ処方本 : 副作用あります!? 三宅香帆著 幻冬舎 019.9/Mi76
32 女子学生にすすめる60冊 (大妻ブックレット:1) 大妻ブックレット出版委員会編 日本経済評論社 019.9/O89
33 現代と著作権 堀之内清彦著 論創社 021.2/H89
34 著作権法 第4版 岡村久道著 民事法研究会 021.2/O43

35 ギネス世界記録 2020
クレア・フォルカード編/石原尚
子 [ほか] 編集・翻訳

ポプラ社
031.5/GiS/'2
0

36 タテ社会と現代日本 (講談社現代新書:2548) 中根千枝著/現代新書編集部構成 講談社 081/16/2548
37 韓国行き過ぎた資本主義 : 「無限競争社会」の苦悩 (講談社現代新書:2549) 金敬哲著 講談社 081/16/2549
38 論点別昭和史 : 戦争への道 (講談社現代新書:2550) 井上寿一著 講談社 081/16/2550
39 自分をコントロールする力 : 非認知スキルの心理学 (講談社現代新書:2551) 森口佑介著 講談社 081/16/2551
40 海の地政学 : 覇権をめぐる400年史 (中公新書:2566) 竹田いさみ著 中央公論新社 081/17/2566
41 歴史探究のヨーロッパ : 修道制を駆逐する啓蒙主義 (中公新書:2567) 佐藤彰一著 中央公論新社 081/17/2567
42 中国の行動原理 : 国内潮流が決める国際関係 (中公新書:2568) 益尾知佐子著 中央公論新社 081/17/2568
43 古関裕而 : 流行作曲家と激動の昭和 (中公新書:2569) 刑部芳則著 中央公論新社 081/17/2569

44 詩人の旅 増補新版 (中公文庫:た43-2) 田村隆一著 中央公論新社
081/18/ た
43-2

45 日本史の黒幕 (中公文庫:あ1-7)
会田雄次著/小松左京著/山崎正
和著

中央公論新社 081/18/あ1-7

46 愛しいひとにさよならを言う (中公文庫:[い-129-3]) 石井睦美著 中央公論新社
081/18/い
129-3

47 真珠湾までの経緯 : 海軍軍務局大佐が語る開戦の真相 (中公文庫:い131-1) 石川信吾著 中央公論新社
081/18/い
131-1

48 エージェント (中公文庫:え21-4) 榎本憲男著 中央公論新社
081/18/え21-
4

49 成城だより 3 (中公文庫:お2-20) 大岡昇平著 中央公論新社
081/18/お2-
20

50 捨てきらなくてもいいじゃない? (中公文庫:き30-17) 岸本葉子著 中央公論新社
081/18/き30-
17

51 裏稼業のあとは甘いデザートで (中公文庫:く23-8) 中央公論新社
081/18/く23-
8

52 富士日記を読む (中公文庫:ち8-6) 中央公論新社編 中央公論新社 081/18/ち8-6

53 文豪と食 : 食べ物にまつわる珠玉の作品集 (中公文庫:な52-6) 長山靖生編/森鷗外[ほか著] 中央公論新社
081/18/な52-
6

54 日本の美 (中公文庫:な58-2) 中井正一著 中央公論新社
081/18/な58-
2

55 鷗外先生 : 荷風随筆集 (中公文庫:な73-3) 永井荷風著 中央公論新社
081/18/な73-
3

56 わが愛する土佐くろしお鉄道 (中公文庫:に7-63) 西村京太郎著 中央公論新社
081/18/に7-
63
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57 戸惑う窓 (中公文庫:ほ16-9) 堀江敏幸著 中央公論新社
081/18/ほ16-
9

58 いい感じの石ころを拾いに (中公文庫:[み-53-1]) 宮田珠己著 中央公論新社
081/18/み53-
1

59 私の濹東綺譚 増補新版 (中公文庫:や1-4) 安岡章太郎著 中央公論新社 081/18/や1-4

60 月下美人とホイコーロー (中公文庫:や64-5) 中央公論新社
081/18/や64-
5

61 ヤマトタケル 1 (中公文庫:や72-1) 安彦良和著 中央公論新社
081/18/や72-
1

62 方法序説・情念論 改版 (中公文庫:テ2-2) デカルト著/野田又夫訳 中央公論新社 081/18/テ2-2
63 クラシック名曲の条件 (講談社学術文庫:[2587]) 諸井誠 [著] 講談社 081/2/2587
64 中世の罪と罰 (講談社学術文庫:[2588]) 網野善彦 [ほか著] 講談社 081/2/2588
65 説苑 (講談社学術文庫:[2589]) 劉向 [編]/池田秀三訳注 講談社 081/2/2589
66 今昔物語集 : 全現代語訳 天竺篇 (講談社学術文庫:[2590]) 国東文麿訳 講談社 081/2/2590
67 トマス・アクィナス『神学大全』 (講談社学術文庫:[2591]) 稲垣良典 [著] 講談社 081/2/2591
68 声の力 : 歌・語り・子ども (岩波現代文庫:文芸:312) 河合隼雄 [ほか] 著 岩波書店 081/22/B312
69 惜櫟荘の四季 (岩波現代文庫:文芸:313) 佐伯泰英著 岩波書店 081/22/B313
70 ぼくたちはこうして学者になった : 脳・チンパンジー・人間 (岩波現代文庫:社会:314) 松本元, 松沢哲郎著 岩波書店 081/22/S314
71 ニクソンのアメリカ : アメリカ第一主義の起源 (岩波現代文庫:社会:315) 松尾文夫著 岩波書店 081/22/S315
72 負ける建築 (岩波現代文庫:社会:316) 隈研吾著 岩波書店 081/22/S316

73
20世紀アメリカの夢 : 世紀転換期から一九七〇年代 (岩波新書:新赤版 1772. シリーズア
メリカ合衆国史:3)

中野耕太郎著 岩波書店 081/6-4/1772

74 日本経済30年史 : バブルからアベノミクスまで (岩波新書:新赤版 1799) 山家悠紀夫著 岩波書店 081/6-4/1799
75 民主主義は終わるのか : 瀬戸際に立つ日本 (岩波新書:新赤版 1800) 山口二郎著 岩波書店 081/6-4/1800
76 統合失調症 (岩波新書:新赤版 1801) 村井俊哉著 岩波書店 081/6-4/1801
77 ミシェル・フーコー : 自己から抜け出すための哲学 (岩波新書:新赤版 1802) 慎改康之著 岩波書店 081/6-4/1802
78 日曜俳句入門 (岩波新書:新赤版 1803) 吉竹純著 岩波書店 081/6-4/1803
79 プラトン『ティマイオス』註解 (西洋古典叢書) カルキディウス [著]/土屋睦廣 京都大学学術出版会 089.1/1-2/13
80 哲学と宗教全史 出口治明著 ダイヤモンド社 102/D53

81 植物の生の哲学 : 混合の形而上学
エマヌエーレ・コッチャ著/嶋崎
正樹訳

勁草書房 111/C82

82 「私」は脳ではない : 21世紀のための精神の哲学 (講談社選書メチエ:710)
マルクス・ガブリエル著/姫田多
佳子訳

講談社 114.2/G11

83 折れない心を育てるいのちの授業 小澤竹俊著 KADOKAWA 114.2/O97
84 言語哲学から形而上学へ : 四次元主義哲学の新展開 中山康雄著 勁草書房 116.3/N45
85 西周と「哲学」の誕生 石井雅巳著 堀之内出版 121.6/N81
86 一億三千万人のための「論語」教室 (河出新書:012) 高橋源一郎著 河出書房新社 123.83/Ta33

87 リーダーとして論語のように生きるには : 徳を備えた人になるための実践書『弟子規』 車文宜, 手計仁志 [著]
クロスメディア・パブリッシ
ング/インプレス (発売)

125.6/Sh11

88 カントの生涯 : 哲学の巨大な貯水池 石井郁男著 水曜社 134.2/Ka59
89 原子力時代における哲学 (犀の教室) 國分功一郎著 晶文社 134.96/H51
90 ハイデガーと時間性の哲学 : 根源・派生・媒介 峰尾公也著 溪水社 134.96/H51
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91 質的研究法マッピング : 特徴をつかみ、活用するために (ワードマップ)
サトウタツヤ, 春日秀朗, 神崎
真実編

新曜社 140.7/Sh92

92 ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑 (イラスト授業シリーズ) 小野良平訳 創元社 140/O67
93 心理学・入門 : 心理学はこんなに面白い 改訂版 (有斐閣アルマ:Interest) サトウタツヤ, 渡邊芳之著 有斐閣 140/Sa87

94
天才の秘密 : 驚異的な能力を発揮した人々 (日経BPムック. ナショナルジオグラフィック
別冊)

クラウディア・カルブ [著]/竹
花秀春訳

日経ナショナルジオグラ
フィック社/日経BPマーケティ
ング (発売)

141.18/Ka29

95 モアイの白目 : 目と心の気になる関係 小林洋美著 東京大学出版会 141.21/Ko12
96 音響聴覚心理学 大串健吾著 誠信書房 141.22/O26
97 アニメーションの心理学 (心理学叢書) 横田正夫編 誠信書房 141.27/Y78
98 思考を科学する : 「考える」とはどういうことか? 大須賀節雄著 オーム社 141.5/O79
99 感情心理学ハンドブック 中村真 [ほか] 編 北大路書房 141.6/Ka55
100 新動機づけ研究の最前線 上淵寿, 大芦治編著 北大路書房 141.72/U31
101 認められたい 熊代亨著 ヴィレッジブックス 141.93/Ku35
102 13の性格 : 最強の数字「14」を作って最良の人間関係を手に入れる みやざきみわ著 ワニブックス 141.939/Mi88
103 完璧を求める心理 : 自分や相手がラクになる対処法 櫻井茂男著 金子書房 146.2/Sa47

104 The SAGE handbook of counselling and psychotherapy 4th edition
edited by Colin Feltham,
Terry Hanley, Laura Anne

SAGE 146.8/H29

105 立ち直りへの道 : DV加害者カウンセリングの試み 松林三樹夫著 エイデル研究所 146.8/Ma73

106 マンガでわかる認知行動療法
大野裕著/さのかける, サイドラ
ンチマンガ

池田書店 146.811/O67

107 カウンセラーになる : 心理専門職の世界 (大妻ブックレット:3) 尾久裕紀, 福島哲夫編著 日本経済評論社 146.89/O26
108 あなたの運命 : 占いで、閉塞感を打ち破る。 2020 (アエラムック) 朝日新聞出版 148//'20

109 道徳的な運 : 哲学論集一九七三〜一九八〇 (双書現代倫理学:5)
バーナード・ウィリアムズ著/伊
勢田哲治監訳

勁草書房 150.4/W74

110 北欧に学ぶ好きな人ができたら、どうする?

アンネッテ・ヘアツォーク著/カ
トリーネ・クランテ, ラスム
ス・ブラインホイイラスト/枇谷
玲子訳

晶文社 152.1/H53

111 くわしすぎる教育勅語 高橋陽一著 太郎次郎社エディタス 155/Ta33
112 0秒で動け : 「わかってはいるけど動けない」人のための 伊藤羊一著 SBクリエイティブ 159.4/I91

113 はたらくを、しあわせに。 近藤悦康 [著]
クロスメディア・パブリッシ
ング/インプレス (発売)

159.4/Ko73

114 七転び八起きのキャリアデザイン : 4つのステップで今から始める! 小倉克夫著 東海教育研究所 159.4/O26
115 SD20 : 10年後メシが食える大人になる! : 20歳からのセルフデザイン 木村尚敬, 高濱正伸著 エッセンシャル出版社 159.7/Ki39

116 人生の諸問題五十路越え 小田嶋隆, 岡康道, 清野由美著
日経BP/日経BPマーケティング
(発売)

159.79/J52

117 逃げろ 生きろ 生きのびろ! たかのてるこ文・写真 Terubooks 159/Ta47
118 生きるって、なに? 第2版 たかのてるこ文・写真 Terubooks 159/Ta47

119 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2019-6]
edited by Marc Gaborieau ...
[et al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'19-6

120 図説神道 : 八百万の神々と日本人 (ふくろうの本) 三橋健著 河出書房新社 170/Mi63
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121 千家尊福と出雲信仰 (ちくま新書:1452) 岡本雅享著 筑摩書房 178.192/Se63
122 レンマ学 中沢新一著 講談社 181.4/N46
123 神仏と中世人 : 宗教をめぐるホンネとタテマエ (歴史文化ライブラリー:491) 衣川仁著 吉川弘文館 182.1/Ki47
124 お寺の仏像イラスト図鑑 : 見わけかたがわかる本 さとう有作イラスト メイツ出版 186.8/Sa87
125 一遍上人と熊野本宮 : 神と仏を結ぶ 桐村英一郎著 はる書房 188.692/C48
126 歴史学で卒業論文を書くために 村上紀夫著 創元社 207/Mu43
127 古代エジプトと中華帝国の興廃 (逆説の世界史. 1) (小学館文庫:い1-38) 小学館 209/I98/1
128 サヌカイトに魅せられた旧石器人 : 二上山北麓遺跡群 (シリーズ「遺跡を学ぶ」:136) 佐藤良二著 新泉社 210.025/Sa87
129 カラー判十二単のはなし : 現代の皇室の装い 5版 仙石宗久著 オクターブ 210.098/Se64
130 2時間でおさらいできる日本史 近・現代史篇 (だいわ文庫:[183-1H]-[183-2H]) 石黒拡親著 大和書房 210.1/I73/2
131 一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 : 公立高校教師YouTuberが書いた 山﨑圭一著 SBクリエイティブ 210.1/Y43
132 邪馬台国は福岡県朝倉市にあった!! : 「畿内説」における「失敗の本質」 (勉誠選書) 安本美典著 勉誠出版 210.273/Y65
133 古墳解読 : 古代史の謎に迫る : 邪馬台国のその後、浮かび上がる大王の実像 武光誠著 河出書房新社 210.32/Ta63
134 平安京と王朝びと : 源氏物語の雅び 京都新聞出版センター編 京都新聞出版センター 210.36/Ky6
135 平将門の乱を読み解く (歴史文化ライブラリー:489) 木村茂光著 吉川弘文館 210.37/Ta23
136 幻想の京都モデル (中世学研究:1) 中世学研究会編 高志書院 210.4/C67/1
137 戦国古文書用語辞典 鈴木正人編 東京堂出版 210.47/Su96
138 御用録 上 (大阪市史史料:第88輯) 大阪市史編纂所編 大阪市史料調査会 216.3/89/88

139 シルクロード歴史大百科 : ヴィジュアル版
ジョーディー・トール著/岡本千
晶訳

原書房 220/To69

140 中国の見方がわかる中国史入門 福村国春著 ベレ出版 222.01/F78
141 地図で読み解く日本統治下の台湾 陸傳傑著/河本尚枝訳 創元社 222.406/R42
142 カンボジア近世史 : カンボジア・シャム・ベトナム民族関係史(1775-1860年) キン・ソック著/石澤良昭訳 めこん 223.5/So32

143
近代アフガニスタンの国家形成 : 歴史叙述と第二次アフガン戦争前後の政治動向 (世界歴
史叢書)

登利谷正人著 明石書店 227.1/To69

144 図説魔女狩り (ふくろうの本) 黒川正剛著 河出書房新社 230.5/Ku74
145 一冊でわかるイギリス史 : 世界と日本がわかる国ぐにの歴史 小林照夫監修 河出書房新社 233/Ko12

146 ナチ : 本の略奪
アンデシュ・リデル著/北條文
緒, 小林祐子訳

国書刊行会 234.074/R93

147 トク盛り「名字」丼 : 日本全国歩いた!調べた! 高信幸男著 柏書房 288.1/Ta47
148 明智光秀の生涯 (歴史文化ライブラリー:490) 諏訪勝則著 吉川弘文館 289.1/A33
149 真っ直ぐに、保母 鏡政子著 本の泉社 289.1/Ka16
150 松浦武四郎とアイヌの大地 (Dia collection) ダイアプレス 289.1/Ma89

151 中村裕 : 東京パラリンピックをつくった男 岡邦行著
ゆいぽおと/KTC中央出版 (発
売)

289.1/N37

152 「戦場のピアニスト」を救ったドイツ国防軍将校 : ヴィルム・ホーゼンフェルトの生涯
ヘルマン・フィンケ著/高田ゆみ
子訳

白水社 289.3/H91

153 ユー・アー・ヒア : あなたの住む「地球」の科学
ニコラス・クレイン著/白川貴子
訳

早川書房 290.1/C91

154 世界をおどらせた地図 (ナショナルジオグラフィック)
エドワード・ブルック=ヒッチン
グ著/関谷冬華訳

日経ナショナルジオグラ
フィック社/日経BPマーケティ
ング (発売)

290.38/B76
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155 絶対に住めない世界のゴーストタウン (National geographic)
クリス・マクナブ著/片山美佳子
訳

日経ナショナルジオグラ
フィック社/日経BPマーケティ
ング (発売)

290.87/Ma23

156 ただいま、日本 : 世界一周、放浪の旅へ。37か国を回って見えたこと 乙武洋匡著 扶桑社 290.9/O86
157 鎖国時代海を渡った日本図 小林茂 [ほか] 編 大阪大学出版会 291.038/Sa43

158 世界遺産百舌鳥・古市古墳群をあるく : ビジュアルMAP全案内 久世仁士著/創元社編集部編 創元社
291.6309/Ku9
9

159 アラスカ探検記 : 最後のフロンティアを歩く マーク・アダムス著/森夏樹訳 青土社 295.394/A16
160 日本の環境・人・暮らしがよくわかる本 浦野紘平, 浦野真弥共著 オーム社 302.1/U84

161 中国情報ハンドブック 2019年版
三菱総合研究所国際動向分析セ
ンター編

蒼蒼社
302.22/Mi63/
'19

162 新インド入門 : 生活と統計からのアプローチ 田中洋二郎著 白水社 302.25/Ta84
163 ウェールズを知るための60章 (エリア・スタディーズ:175) 吉賀憲夫編著 明石書店 302.335/Y87

164 良いスウェーデン、悪いスウェーデン : ポスト真実の時代における国家ブランド戦争
ポール・ラパチオリ [著]/鈴木
賢志訳

新評論 302.3893/R17

165 天声人語 2019 1月-6月 朝日新聞論説委員室著 朝日新聞社 304/A82/'19

166 崩壊学 : 人類が直面している脅威の実態
パブロ・セルヴィーニュ, ラ
ファエル・スティーヴンス著/鳥
取絹子訳

草思社 304/Se86

167 憲政の本義、その有終の美 (光文社古典新訳文庫:[KCヨ1-1]) 吉野作造著/山田博雄訳 光文社 310.4 /Y92
168 イギリスの失敗 : 「合意なき離脱」のリスク (PHP新書:1196) 岡部伸著 PHP研究所 312.33/O37

169 紀要 第8号 和歌山人権研究所編集
和歌山人権研究所/阿吽社(発
売)

316.1/W28/8

170
ヘイトスピーチとは何か : 民族差別被害の救済 (別冊法学セミナー:no. 258. 新・総合特
集シリーズ:12)

法学セミナー編集部編/明戸隆浩
[ほか] 著

日本評論社 316.81/N71

171 インディアンとカジノ : アメリカの光と影 (ちくま新書:1449) 野口久美子著 筑摩書房 316.853/N93

172 人事小六法 令和2年版 総務庁人事局人事法令研究会編 学陽書房
317.3/So39/'
20

173 注解消防関係法規集 2020年版 全国加除法令出版
317.79/Ki42/
'20

174 公共サービスの産業化と地方自治 : 「Society5.0」戦略下の自治体・地域経済 岡田知弘著 自治体研究社 318/O38
175 法律文書作成の基本 : legal reasoning and legal writing 第2版 田中豊著 日本評論社 320.7/Ta84
176 立憲主義という企て 井上達夫著 東京大学出版会 323.01/I55
177 人権論入門 : 日本国憲法から考える 奥野恒久著 法律文化社 323.143/O56
178 消費者のための民法入門 村千鶴子著 新世社/サイエンス社(発売) 324.52/Mu38

179 講座現代の契約法 各論1
内田貴, 門口正人編集代表/大村
敦志 [ほか] 編集委員

青林書院 324.52/U14/1

180 マンガでわかる民法入門 : 試験に出る民法の基本がやさしくわかる 第2版 伊藤真監修 ナツメ社 324/I91
181 加害者臨床を学ぶ : 司法・犯罪心理学現場の実践ノート 門本泉著 金剛出版 326.34/Ka14

182 こんなにおもしろい行政書士の仕事 近藤秀将著
中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング(発売)

327.17/Ko73
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183 司法福祉入門 : 非行・犯罪への対応と被害者支援 第2版増補 伊藤冨士江編著
Sophia University Press上智
大学出版/ぎょうせい (発売)

327.8/I89

184 フランス人とは何か : 国籍をめぐる包摂と排除のポリティクス
パトリック・ヴェイユ著/宮島喬
[ほか] 訳

明石書店 329.91/W55

185 日経新聞を「読む技術」「活用する技術」 山本博幸 [著]
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

330/Y31

186 国民経済計算年報 平成29年度 経済企画庁経済研究所編 大蔵省印刷局
331.86/Nai/'
17

187 現代社会における格差・不公平・不平等 (経済社会学会年報:vol. 41) 経済社会学会編 現代書館
331/Ke29/'19
-41

188 クルーグマンマクロ経済学 第2版
ポール・クルーグマン, ロビ
ン・ウェルス著/大山道広 [ほ

東洋経済新報社 331/Kr8

189 ものがたりで学ぶ経済学入門 根井雅弘著
中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

331/N62

190 人工知能と経済 山本勲編著 勁草書房 331/Y31
191 おさえておきたい「平成の経済」 : 「令和」経済のトレンドを読む 中村宏之著 山川出版社 332.107/N37

192 Q&A日本経済のニュースがわかる! 2020年版 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社
332.107/N71/
'20

193 中所得国の罠と中国・ASEAN
トラン・ヴァン・トウ, 苅込俊
二著

勁草書房 332.2/Tr1

194 3つの切り口からつかむ図解中国経済 三尾幸吉郎著 白桃書房 332.22/Mi48

195 中国経済データハンドブック 2019年版 日中経済協会
332.2203/N71
/'19

196 わたしたちを救う経済学 : 破綻したからこそ見える世界の真実 (Ele-king books)
ヤニス・ヴァルファキス著/小島
舞, 村松恭平訳

Pヴァイン/日販アイ・ピー・
エス (発売)

332.3/V43

197 ナチス破壊の経済 : 1923-1945 上
アダム・トゥーズ [著]/山形浩
生, 森本正史訳

みすず書房
332.34/To64/
1

198 ナチス破壊の経済 : 1923-1945 下
アダム・トゥーズ [著]/山形浩
生, 森本正史訳

みすず書房
332.34/To64/
2

199 2050年の経済覇権 : コンドラチェフ・サイクルで読み解く大国の興亡
嶋中雄二, 三菱UFJモルガン・ス
タンレー証券景気循環研究所編

日本経済新聞出版社 333.6/Sh41

200
共に創る未来 (国際協力キャリアガイド : 世界を目指す仕事と学びの進路ガイダン
ス:2019-20)

国際開発ジャーナル社/丸善出
版 (発売)

333.8//'19-
'20

201 日本の東南アジア援助政策 : 日本型ODAの形成 大海渡桂子著 慶應義塾大学出版会 333.823/O38

202 少子化社会対策白書 令和元年版 内閣府編 勝美印刷
334.31/N28/'
19

203 エクソダス : 移民は世界をどう変えつつあるか ポール・コリアー [著]/松本裕 みすず書房 334.4/C84

204
だから、居場所が欲しかった。 : バンコク、コールセンターで働く日本人 (集英社文
庫:[み49-2])

水谷竹秀著 集英社 334.51/Mi97

205 ティム・クック : アップルをさらなる高みへと押し上げた天才
リーアンダー・ケイニー著/堤沙
織訳

SBクリエイティブ 335.13/C87
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206 社長の告白で迫る失敗学 (なぜ倒産:平成倒産史編) 日経トップリーダー編
日経BP/日経BPマーケティング
(発売)

335.21/N73

207 変貌するコーポレート・ガバナンス : 企業行動のグローバル化、中国、ESG 花崎正晴編著 勁草書房 335.4/H28
208 IPOの経済分析 : 過小値付けの謎を解く 金子隆著 東洋経済新報社 335.44/Ka53
209 イノベーション・リニューアル : 中国ベンチャーの革新性 永井竜之介, 村元康著 千倉書房 335/N14

210 学校では教えてくれない起業術 西川友成著
みらいパブリッシング/星雲社
(発売)

335/N83

211
戦略の教科書 : ハーバード・ビジネス・レビュー戦略論文ベスト10 (Harvard business
review : Diamond ハーバード・ビジネス・レビュー)

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

ダイヤモンド社 336.1/D28

212 個人情報保護・管理の基本と書式
長谷川俊明編著/江川淳, 前田智
弥 [執筆]

中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

336.17/H36

213 データ分析チームの作り方 中澤公貴著 秀和システム 336.17/N46
214 野生化するイノベーション : 日本経済「失われた20年」を超える (新潮選書) 清水洋著 新潮社 336.17/Sh49

215 仕事の「ムダ」が必ずなくなる超時短術 越川慎司著
日経BP/日経BPマーケティング
(発売)

336.2/Ko85

216 実践スタンフォード式デザイン思考 : 世界一クリエイティブな問題解決 (できるビジネス) ジャスパー・ウ著 インプレス 336.2/W96
217 10秒で新人を伸ばす質問術 島村公俊著 東洋経済新報社 336.3/Sh39
218 働かない技術 (日経プレミアシリーズ:407) 新井健一著 日本経済新聞出版社 336.4/A62
219 一体感のマネジメント : 人事異動のダイナミズム 林祥平著 白桃書房 336.41/H48

220
就活生・新社会人のためのプレゼンテーション入門 : 自己紹介からはじめるプレゼンテー
ションスキル 改訂版

赤堀勝彦著 保険毎日新聞社 336.49/A28

221 ニワトリをどう洗うか? : 実践・最強のプレゼンテーション理論
ティム・カルキンス著/斉藤裕一
訳

CCCメディアハウス 336.49/C13

222 職場の人間関係は自己肯定感が9割 工藤紀子著 フォレスト出版 336.49/Ku17
223 プレゼン資料作成見るだけノート : ゼロから身について一生使える! 高橋佑磨, 片山なつ監修 宝島社 336.49/Ta33
224 SDGs時代の経営管理と心根 : 多様性の調和による統合の原理に学ぶ 光國光七郎著 早稲田大学出版部 336/Mi64

225 Foundations of global financial markets and institutions 5th ed : hardcover
Frank J. Fabozzi and Frank J.
Jones/with Francesco A.
Fabozzi and Steven V. Mann

MIT Press 338.1/F11

226 クラウドファンディングストーリーズ : 共感で世界を動かした10のケーススタディ 出川光著 青幻舎 338.14/D53

227 ウォール街のランダム・ウォーカー : 株式投資の不滅の真理
バートン・マルキール著/井手正
介訳

日本経済新聞出版社 338.155/Ma39

228 天王寺屋五兵衛の事績 (神戸学院大学法学研究叢書:25) 山本修作著 晃洋書房 338.2163/Y31

229 フィンテックの経済学 : 先端金融技術の理論と実践
嘉治佐保子, 中妻照雄, 福原正
大編

慶應義塾大学出版会 338/F27

230 失われた居場所を求めて : 都市と農村のはざまから現代社会を透視 祖田修著 三和書籍 360.4/So16
231 図解眠れなくなるほど面白い社会心理学 亀田達也監修 日本文芸社 361.4/Ka33

232 事実はなぜ人の意見を変えられないのか : 説得力と影響力の科学
ターリ・シャーロット著/上原直
子訳

白揚社 361.4/Sh13

233 日本人の七不思議 烏賀陽正弘著 論創社 361.42/U55
234 誰でもできる!アサーティブ・トレーニングガイドブック : みんなが笑顔になるために 海原純子著 金剛出版 361.454/U74
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235 社会は存在しない : セカイ系文化論 限界小説研究会編 南雲堂 361.5/G34
236 地域をまわって考えたこと 小熊英二著 東京書籍 361.7/O26
237 「差別はいけない」とみんないうけれど。 綿野恵太著 平凡社 361.8/W46
238 ネット暴発する部落差別 : 部落差別解消推進法の理念を具体化せよ 北口末広著 解放出版社 361.86/B91
239 社会学用語図鑑 : 人物と用語でたどる社会学の全体像 田中正人編著/香月孝史著 プレジデント社 361/Ta84
240 人口減少社会のデザイン 広井良典著 東洋経済新報社 364.1/H71

241 マンガでわかるはじめての社労士試験 '20年版
大槻哲也監修/コンデックス情報
研究所編著

成美堂出版
364.3/Ko72/'
20

242 人生100年時代の医療・介護サバイバル : 親と自分のお金・介護・認知症の不安が消える 中澤まゆみ著 築地書館 364.48/N46
243 年金不安の正体 (ちくま新書:1448) 海老原嗣生著 筑摩書房 364.6/E14
244 これならわかる「スッキリ図解」障害年金 松山純子著 翔泳社 364.6/Ma91
245 働き方改革関連法 : 法律・政令・省令・告示・公示 (重要法令シリーズ:001) 信山社 366.14/Sh69
246 AI時代の労働の哲学 (講談社選書メチエ:711) 稲葉振一郎著 講談社 366.2/I51
247 よくわかる在宅就業障害者支援制度の活用と事例 : 「みなし雇用」のすすめ 出縄貴史, 吉田岳史共著 日本法令 366.28/I19
248 吃音と就職 : 先輩から学ぶ上手に働くコツ 飯村大智著 学苑社 366.28/I27
249 Q&Aハラスメントをめぐる諸問題 : セクハラ・パワハラ・マタハラ・アカハラ・モラハラ 山梨県弁護士会編集 ぎょうせい 366.3/Y35
250 働くわたし 本の雑誌編集部編 本の雑誌社 366.38/H85

251 Q&A同一労働同一賃金のポイント : 判例・ガイドラインに基づく実務対応
別城信太郎編著/山浦美卯 [ほ
か] 著

新日本法規出版 366.4/B32

252 最低賃金 : 生活保障の基盤 (岩波ブックレット:No.1012)
日本弁護士連合会貧困問題対策
本部編

岩波書店 366.44/N71

253 日本のグローバル化は"日本語"からはじめなさい トンクス・バジル著 プレジデント社 366.89/To63
254 ダイエット幻想 : やせること、愛されること (ちくまプリマー新書:336) 磯野真穂著 筑摩書房 367.1/I85
255 母と娘はなぜ対立するのか : 女性をとりまく家族と社会 阿古真理著 筑摩書房 367.21/A38

256 女性差別撤廃条約40周年 : 世界と日本の到達・課題 (女性白書:2019) 日本婦人団体連合会編 ほるぷ出版
367.21/N71/'
19

257
ひきこもってみえてきたわたしの輪郭 : 心が自由になるヒント : 4人の若者による苦悩と
葛藤の報告

京都ARU編集部編著 クリエイツかもがわ 367.68/Ku61

258 エッセンシャル金融ジェロントロジー : 高齢者の暮らし・健康・資産を考える 駒村康平編 慶應義塾大学出版会 367.7/Ko58
259 思春期指導実践マニュアル [日本助産師会出版] 367.99/N71

260
児童青年の発達と「性」の問題への理解と支援 : 自分らしく生きるために包括的支援モデ
ルによる性教育の実践

和歌山大学教育学部附属特別支
援学校性教育ワーキンググルー
プ編著

福村出版 367.99/W28

261 自殺対策白書 令和元年版 内閣府編集 佐伯印刷
368.3/N28/'1
9

262 毒父の家 : 僕を虐待した父は幼女殺害犯だった
ニック・キャストゥリー著/タカ
大丸訳

冬樹舎/サンクチュアリ出版
(発売)

368.6/C25

263 早引き介護用語ハンドブック : オールカラー 第4版 菅山信子監修 ナツメ社 369.033/Su29
264 スピード攻略!社会福祉士集中レッスン '20年版 コンデックス情報研究所編著 成美堂出版 369.079//'20

265 見て覚える!介護福祉士国試ナビ 2020
いとう総研資格取得支援セン
ター編集

中央法規出版 369.079//'20

9
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266 自立支援とは何だろう? : 福祉・教育・司法・看護をまたぐ地域生活指導の現場から考える
日本生活指導学会編著/照本祥敬
編集代表

高文研 369.16/N71

267
スーパービジョンのはじめかた : これからバイザーになる人に必要なスキル (シリーズは
じめてみよう:2)

大谷京子, 山口みほ編著 ミネルヴァ書房 369.16/O84

268 生活保護手帳 2019年度版 社会福祉調査会編 共済通信社
369.2/Se17/'
19

269
マンガでわかる介護職のためのアンガーマネジメント : イライラ、ムカムカ、ブチッ!を
スッキリ解消。怒りに振り回されないための30の技術

安藤俊介著 誠文堂新光社 369.26/A47

270 VIPSですすめるパーソン・センタード・ケア : あなたの現場に生かす実践編
ドーン・ブルッカー著/村田康子
[ほか] 訳

クリエイツかもがわ/かもがわ
出版 (発売)

369.26/B75

271
マンガでわかる生活支援コーディネーターのための「地域を元気にする」協議体のつくり
方・すすめ方 (生活支援シリーズ:2)

池田昌弘編著
全国コミュニティライフサ
ポートセンター

369.26/I32

272 マンガ介護する人・される人のきもちがわかる本
北川なつマンガ・著/柳本文貴監
修

朝日新聞出版 369.26/Ki63

273
高齢者ケアにおけるスーパービジョン実践 : スーパーバイジー・スーパーバイザーの育成
のために

野村豊子, 汲田千賀子, 照井孫
久編著

ワールドプランニング 369.26/Ko79

274 認知症と民法 (公私で支える高齢者の地域生活:第1巻)
小賀野晶一, 成本迅, 藤田卓仙
編

勁草書房
369.26/Ko84/
1

275 認知症と医療 (公私で支える高齢者の地域生活:第2巻)
成本迅, 藤田卓仙, 小賀野晶一
編

勁草書房
369.26/Ko84/
2

276 認知症と情報 (公私で支える高齢者の地域生活:第3巻)
藤田卓仙, 小賀野晶一, 成本迅
編

勁草書房
369.26/Ko84/
3

277 タイプ別対応でよくわかる認知症ケア : 介護現場ですぐに役立つ! : カラー図解 熊谷頼佳著 ナツメ社 369.26/Ku33

278
尿失禁予防のアクティビティ : 運動器の機能向上に : 楽しく続ける (ビジュアル版介護予
防マニュアル:6)

中田晴美, 金憲経著/東京都高齢
者研究・福祉振興財団監修

ひかりのくに 369.26/N31

279 介護予防と介護期・終末期リハビリテーション 大田仁史著 荘道社 369.26/O81

280
車椅子の人も片麻痺の人もいっしょにできる楽しいレク30&支援のヒント10 (お年寄りが笑
顔で楽しむゲーム&遊び:5)

斎藤道雄著 黎明書房 369.26/O86/5

281
ケアマネ&介護リーダーのための「多職種連携」がうまくいくルールとマナー : 全図解 :
地域包括ケア時代に欠かせない技能。どう教える?鍛える? (New health care management)

田中元著 ぱる出版 369.26/Ta84

282 「うんこ」が無理なく出る介護 : その介護は人を大切にしていますか? 浅野洋藏著 法研 369.261/A87
283 よくある場面から学ぶ認知症ケア (ステップアップ介護) 山出貴宏著 中央法規出版 369.263/Y19

284
どうして、もっと怒らないの? : 生きづらい「いま」を生き延びる術は障害者運動が教えて
くれる : 荒井裕樹対談集

荒井裕樹編著 現代書館 369.27/A62

285 緊急防災ハンドブック : 地震・水害・火災から守る
日本能率協会マネジメントセン
ター編/柏原昇店イラスト

日本能率協会マネジメントセ
ンター

369.3/N71

286 ロヒンギャ難民100万人の衝撃 中坪央暁著 めこん 369.38/N43
287 子ども・若者が創るアウトリーチ : 支援を前提としない新しい子ども家庭福祉 荒井和樹著 アイエス・エヌ 369.4/A62
288 大阪ミナミの子どもたち : 歓楽街で暮らす親と子を支える夜間教室の日々 金光敏著 彩流社 369.41/Ki38

289 保育所運営ハンドブック 令和元年版 中央法規出版
369.42/ChH/H
-'19

290 静かだったら、学校と同じじゃん : 学童クラブの窓から 石田かづ子, 増山均編著 新日本出版社 369.42/I72
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291 子どもと家庭を支える保育 : ソーシャルワークの視点から
大阪地域福祉サービス研究所監
修/小口将典編著/得津愼子編著/
土田美世子編著

ミネルヴァ書房 369.42/Ko21

292 悲眼院 : 福祉の真髄に迫る 樅野志郎編著 吉備人出版 369.43/Mo24
293 社会福祉Q&A100選 : より良い暮らしへのいざない 皇學館大学社会福祉学部編 晃洋書房 369/Ko24
294 かっこいい福祉 村木厚子, 今中博之著 左右社 369/Mu45
295 よくある場面から学ぶ介護技術 (ステップアップ介護) 長藤成眞著 中央法規出版 369/N13
296 よくある場面から学ぶコミュニケーション技術 (ステップアップ介護) 大谷佳子著 中央法規出版 369/O95
297 よくある場面から学ぶマナーと接遇 (ステップアップ介護) 榊原宏昌著 中央法規出版 369/Sa31
298 教職用語辞典 改訂版 橋本美保編集代表 一藝社 370.33/H38

299 学びに向かう力 : 学習活動を支える情意的基盤を (教育フォーラム:64)
梶田叡一責任編集/日本人間教育
学会編

金子書房 370.5/Ka23

300 西洋教育思想史 眞壁宏幹編 慶應義塾大学出版会 371.23/Ma33

301 ボルノー教育学研究 増補版 上巻 広岡義之著 風間書房
371.234/B63/
1

302 教育格差のかくれた背景 : 親のパーソナルネットワークと学歴志向 荒牧草平著 勁草書房 371.3/A64
303 学校を長期欠席する子どもたち : 不登校・ネグレクトから学校教育と児童福祉の連携を考 保坂亨著 明石書店 371.3/H91

304 学校に居場所カフェをつくろう! : 生きづらさを抱える高校生への寄り添い型支援
居場所カフェ立ち上げプロジェ
クト編著

明石書店 371.3/I11

305 「いじめ」をなくす! : 「BE A HERO」プロジェクトの挑戦 IWA JAPAN著 東洋館出版社 371.42/A24
306 少年の「問題」/「問題」の少年 : 逸脱する少年が幸せになるということ 松嶋秀明著 新曜社 371.42/Ma87
307 登校しぶり・不登校の子に親ができること (健康ライブラリー : イラスト版) 講談社 371.42/Sh52
308 不登校になって伸びた7つの能力 : 小・中・高に通わずに大学へ行った私が伝えたい 吉田晃子, 星山海琳著 廣済堂出版 371.42/Y86
309 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社編 ポプラ社 371.42/Z3
310 教師のためのスクールソーシャルワーカー入門 : 連携・協働のために 竹鼻ゆかり, 馬場幸子編著 大修館書店 371.43/Ta61

311
愛着障害・愛着の問題を抱えるこどもをどう理解し、どう支援するか? : アセスメントと具
体的支援のポイント51

米澤好史著 福村出版 371.43/Y84

312 思春期の心とからだ図鑑 林啓恵, 蒔田和子訳 三省堂 371.47/H48
313 コミュニティ・スクール : 「地域とともにある学校づくり」の実現のために 増補改訂版 佐藤晴雄著 エイデル研究所 371.5/Sa85
314 女学校の誕生 : 女子教育史散策 明治前期編 神辺靖光著 梓出版社 372.1/Ka48
315 日本教育史 : 教育の「今」を歴史から考える 山本正身著 慶應義塾大学出版会 372.1/Y31

316
学校を開いたら、町が人が風向きが変わった! : 日本初の官民一体学校「武雄花まる学園」
の5年間の軌跡 : コミュニティ・スクールは町おこしの切り札になる! : ノンフィクション

前原匡樹著 エッセンシャル出版社 372.192/Ma27

317 図説国子監 孔喆著/岩谷季久子訳 科学出版社東京 372.22/Ko93

318
諸外国の教育動向 2018年度版 (教育調査:第138-139, 141, 144-145, 147-149, 151, 153-
154, 156集)

文部科学省生涯学習政策局調査
企画課 [編]

明石書店 372/Mo31/'18

319 教育のワールドクラス : 21世紀の学校システムをつくる

アンドレアス・シュライヒャー
著/経済協力開発機構(OECD)編/
ベネッセコーポレーション企
画・制作/小村俊平 [ほか] 訳

明石書店 373.1/Sc4

320 グローバル化時代の教育改革 : 教育の質保証とガバナンス
東京大学教育学部教育ガバナン
ス研究会編

東京大学出版会 373.1/To46

11
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321 教育委員会の活性化 : 元文部科学事務次官小野元之の直言 小野元之著 悠光堂 373.2/O67
322 教員採用試験教職教養らくらくマスター 2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'21
323 教員採用試験一般教養らくらくマスター 2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'21

324
高等学校新学習指導要領パスライン [2021年度版] (教員採用試験Pass Line突破シリー
ズ:6)

時事通信出版局編
時事通信出版局/時事通信社
(発売)

373.7//'21

325 一般教養の要点理解 [2021年度版] (教員採用試験Twin Books完成シリーズ:3) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事通信社
(発売)

373.7//'21

326 教職教養の要点理解 [2021年度版] (教員採用試験Twin Books完成シリーズ:1) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事通信社
(発売)

373.7//'21

327 教育法規スコープ ['21年度] (Handy必携シリーズ:2) 時事通信出版局編集
時事通信出版局/時事通信社
(発売)

373.7//'21

328 教育用語の基礎知識 ['21年度] (Handy必携シリーズ:1) 時事通信出版局編
時事通信出版局/時事通信社
(発売)

373.7//'21

329
#教職教養 : #分野別#項目別 2020年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリーズ:1. 全
国まるごと過去問題集)

協同教育研究会編集 協同出版 373.7//1-'20

330
#養護教諭 : #分野別#項目別 2020年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリーズ:13. 全
国まるごと過去問題集)

協同教育研究会編集 協同出版
373.7//13-
'20

331
#一般教養 : #分野別#項目別 2020年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリーズ:2. 全
国まるごと過去問題集)

協同教育研究会編集 協同出版 373.7//2-'20

332
#小学校教諭 : #分野別#項目別 2020年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリーズ:3.
全国まるごと過去問題集)

協同教育研究会編集 協同出版 373.7//3-'20

333 小学校新指導要録改訂のポイント : 新3観点による資質・能力の評価がわかる!
石井英真, 西岡加名恵, 田中耕
治編著

日本標準 374.12/Sh95

334 めっしほうこう : 学校の働き方改革を通して未来の教育をひらく 藤川伸治著 明石書店 374.37/F58

335 給食&食育イラスト素材集 : 4700点以上 (食育・給食だよりDVD-ROMシリーズ)
藤井美代子制作/月刊「学校給
食」編集部編集

全国学校給食協会 374.94/F57

336 食に関する指導の手引 第2次改訂版 文部科学省[編] 健学社 374.97/Mo31

337
働き方で学校を変える : やりがいをつくる職場づくり (学校教育・実践ライブラリ : ス
クールリーダーのための12のメソッド:vol.4)

ぎょうせい編 ぎょうせい 374/G99/4

338 学校内弁護士 : 学校現場のための教育紛争対策ガイドブック 第2版 神内聡著 日本加除出版 374/J52
339 アクティブ・ラーニングの条件 : しなやかな学力、したたかな学力 堀裕嗣著 小学館 375.1/H88
340 「対話的学び」をつくる : 聴き合い学び合う授業 石井順治著 ぎょうせい 375.1/I75
341 授業という営み : 子どもとともに「主体的に学ぶ場」を創る 鹿毛雅治著 教育出版 375.1/Ka18
342 週休2日でも強い部活にできる!部活動顧問の仕事のルール 倉岡正英著 明治図書出版 375.183/Ku54

343 小学校におけるプログラミング教育の理論と実践
東京学芸大学プログラミング教
育研究会編/加藤直樹 [ほか執

学文社 375.199/To46

344 小学校社会科カリキュラムの新構想 : 地理を基盤とした小学校社会科カリキュラムの提案 佐藤浩樹著 学文社 375.3/Sa85

345 前近代の日本と世界の歴史を考えあう (考える歴史の授業:上) 加藤公明, 楳澤和夫, 若杉温編 地歴社
375.32/Ka54/
1

346 近現代の日本と世界の歴史を考えあう (考える歴史の授業:下) 加藤公明, 楳澤和夫, 若杉温編 地歴社
375.32/Ka54/
2

347 スマホとPCで見るはじめてのGIS : 「地理総合」でGISをどう使うか 時枝稜, 木村圭司著 古今書院 375.334/To31

12
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348
小学校道徳科の指導&評価 : 豊かな心を育む一枚ポートフォリオ評価OPPA : 一枚のシート
が授業を変える!

堀哲夫, 中國昭彦編著/甲府市立
千塚小学校著

東洋館出版社 375.352/H89

349 考え、議論する道徳をつくる新発問パターン大全集 (『道徳教育』plus) 『道徳教育』編集部編 明治図書出版 375.352/Me25
350 小学校低学年体育の授業 (新みんなが輝く体育:1) 学校体育研究同志会編 創文企画 375.492/G16
351 小学校これだけは知っておきたい新「体育授業」の基本 白旗和也著 東洋館出版社 375.492/Sh81

352
音楽鑑賞指導入門 : 新時代への音楽鑑賞指導のあり方と指導法 : 特別活動・総合的な学習
への展開もふまえて

山﨑正彦著 スタイルノート 375.76/Y48

353 メタ言語能力を育てる文法授業 : 英語科と国語科の連携
秋田喜代美, 斎藤兆史, 藤江康
彦編

ひつじ書房 375.8/Me81

354 教育と授業 : 宇佐美寛・野口芳宏往復討論 宇佐美寛, 野口芳宏著 さくら社 375.8/U92

355
国語の授業で「言葉による見方・考え方」をどう鍛えるのか : 「主体的・対話的で深い学
び」の実現をめざして (国語授業の改革:19)

「読み」の授業研究会編 学文社 375.8/Y81

356 あまんきみこと教科書作品を語らう
あまんきみこ, 長崎伸仁, 中洌
正堯著

東洋館出版社 375.82/A43

357 子どもの学力がグングン伸びる古典音読 隂山英男著 致知出版社 375.82/Ka18

358
プレゼンテーションを位置付けた国語授業 : 「フレームワーク」の思考法を活かす! (中学
校国語サポートBOOKS)

永野恵美著 明治図書出版 375.83/N16

359 新時代の大学入試国語記述式問題への対応 : 10の問題例とその解説 幸田国広編著 教育出版 375.84/Ko17

360
物語・小説「読み」の授業のための教材研究 : 「言葉による見方・考え方」を鍛える教材
の探究

阿部昇著 明治図書出版 375.85/A13

361 教科書新教材15「フレームリーディング」でつくる国語の授業
青木伸生編著/広島県府中市立国
府小学校著

東洋館出版社 375.852/A53

362 深い学びに導く国語科「物語教材」のノート指導 (小学校国語科授業アシスト)
堀江祐爾, 三木惠子, 塩江理栄
子編著

明治図書出版 375.852/F71

363
小学校国語科言葉による見方・考え方を働かせる「読むこと」の授業づくり : 思考力・想
像力・基礎力をはぐくみ「深い学び」を実現する

全国小学校国語研究所編 明治図書出版 375.852/Z3

364 リテラシーを育てる英語教育の創造 (講座現代学校教育の高度化:30)
卯城祐司, アレン玉井光江, バ
トラー後藤裕子著

学文社 375.893/R48

365 わかる・できる!英語授業のひと工夫明日から使える26事例 (こうぶんエデュ) 粕谷恭子執筆 光文書院
375.8932/Ka7
9

366
1日5分で英語の授業を劇的に変える方法 : すぐできる!北相木メソッド : 担任の先生だか
らこそ使いたい

松倉邦幸著 健康ジャーナル社
375.8932/Ma7
9

367 ワクワクする小学校英語授業の作り方 酒井志延編著 大修館書店
375.8932/Sa2
9

368 「背景」から考える気になる子の保育サポートブック (しんせい保育の本)
清瀬市子どもの発達支援・交流
センターとことこ監修/木村一優
医療監修

新星出版社 376.1/H15

369 保育者の資質・能力を育む保育所・施設・幼稚園実習指導 槇英子 [ほか] 編著 福村出版 376.1/H81
370 日々わくわく : 子ども若草幼稚園 篠木眞撮影 現代書館 376.1/Sh67
371 試験対策のプロが書いた!保育士合格テキスト&問題集 2020年版下巻 ライセンス学院著 ナツメ社 376.14//'20

372
保育の現場ですぐに役立つ保育記録の書き方 : ケースで身に付く保育記録まるわかり! (保
育士のためのスキルアップノート)

橋本圭介, 當間英里子著 秀和システム 376.14/H38

13
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373 災害時の食のお役立ちBOOK : もしものとき、子どもと保育者・園を守る メイト 376.14/Ku47
374 保育を変えるチーム力の高め方 : 職員の意識改革とコミュニケーションの活性化 倉石哲也著 中央法規出版 376.14/Ku52
375 輝く保育者のコミュニケーションスキル34 松原美里著 黎明書房 376.14/Ma73

376 保育原理 : 保育原理/乳児保育 (最新保育士養成講座:第1巻) 全国社会福祉協議会
376.14/Sa22/
1

377 子ども家庭支援 : 家庭支援と子育て支援 (最新保育士養成講座:第10巻)
『最新保育士養成講座』総括編
纂委員会編

全国社会福祉協議会
376.14/Sa22/
10

378 教育原理 (最新保育士養成講座 /「最新保育士養成講座」総括編纂委員会編:第2巻) 全国社会福祉協議会
376.14/Sa22/
2

379 子ども家庭福祉 初版 (最新保育士養成講座:第3巻) 全国社会福祉協議会
376.14/Sa22/
3

380 社会福祉 (最新保育士養成講座:第4巻) 全国社会福祉協議会
376.14/Sa22/
4

381 社会的養護と障害児保育 (最新保育士養成講座:第5巻) 全国社会福祉協議会
376.14/Sa22/
5

382
子どもの健康と安全 (最新保育士養成講座 /「最新保育士養成講座」総括編纂委員会編:第7
巻)

全国社会福祉協議会
376.14/Sa22/
7

383 子どもの食と栄養 (最新保育士養成講座:第8巻) 全国社会福祉協議会
376.14/Sa22/
8

384 保育専門職と保育実践 : 保育実習/保育内容の理解と実践 (最新保育士養成講座:第9巻) 全国社会福祉協議会
376.14/Sa22/
9

385
U-CAN (ユーキャン) の悩まず書ける!連絡帳の文例集 : 実際によくあるケースにこたえて
います (U-CANの保育スマイルBOOKS)

横山洋子著/ユーキャン学び出版
スマイル保育研究会編

ユーキャン学び出版/自由国民
社 (発売)

376.14/Y79

386 保育園編 改訂版 (教育技術. 新幼児と保育MOOK/3・4・5歳児の指導計画) 天野珠路監修 小学館
376.15/Sa67/
1

387 さあ、子どもたちの「未来」を話しませんか : 2017年告示新指針・要領からのメッセージ
汐見稔幸著/おおえだけいこイラ
スト

小学館 376.15/Sh74

388 多文化社会に生きる子どもの教育 : 外国人の子ども、海外で学ぶ子どもの現状と課題 佐藤郡衛著 明石書店 376.9/Sa85
389 大学経営の構造と作用 小藤康夫著 専修大学出版局 377.1/Ko23
390 大学の組織と運営 (大学SD講座:1) 中井俊樹編著 玉川大学出版部 377.1/N34
391 大学改革の迷走 (ちくま新書:1451) 佐藤郁哉著 筑摩書房 377.1/Sa85
392 リベラルアーツという波動 : 答えのない世界に立ち向かう国際基督教大学の挑戦 伊東辰彦, 森島泰則共編著 学研プラス 377.15/Ko51

393
ケーススタディでよくわかる学生とのコミュニケーション : 今日からできる!研究指導実践
マニュアル

西澤幹雄著 化学同人 377.15/N87

394 未来を変える大学選び (AERA MOOK. 国公立大学by AERA:2020) 朝日新聞出版 377.21//'20
395 新制大学の時代 : 日本的高等教育像の模索 天野郁夫著 名古屋大学出版会 377.21/A43
396 韓国における大学倒産時代の到来と私立大学の生存戦略 尹敬勲著 ジアース教育新社 377.221/Y98
397 オーストラリア先住民族の主体形成と大学開放 前田耕司著 明石書店 377.271/Ma26
398 科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック 第2版 児島将康著 羊土社 377.7/Ko39
399 研究資金獲得法の最前線 : 科研費採択とイノベーション資金活用のフロント 塩満典子著 学文社 377.7/Sh74

400 自分を知る・社会を知る・未来を考える : 大学生のためのキャリアデザイン
川﨑友嗣編著/安川直志, 安川志
津香, 堀田三和著

ミネルヴァ書房 377.95/Ka97
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401 視覚障害教育の源流をたどる : 京都盲啞院モノがたり 岸博実著 明石書店 378.1/Ki57

402
適切行動支援PBSスタディパック : 知的障害のある人の行動障害を減らす支援スキルを学ぶ
ために

英国行動障害支援協会原著/ゲラ
弘美編訳

ジアース教育新社 378.6/E38

403 自閉スペクトラム症児者の心の理解 別府哲著 全国障害者問題研究会出版部 378.8/B37
404 子どもが発達障害といわれたら : 幼児期から大人になるまでのQ&A70 猿渡知子, 楯雅博編 中央法規出版 378.8/E59

405 発達性協調運動障害 [DCD] : 不器用さのある子どもの理解と支援
澤江幸則, 増田貴人, 七木田敦
編著

金子書房 378.8/H43

406 子どもの「ねがい」と授業づくり (自閉症児・発達障害児の教育目標・教育評価:1)
三木裕和, 越野和之, 障害児教
育の教育目標・教育評価研究会

クリエイツかもがわ 378.8/J48/1

407 「行動障害」の共感的理解と教育 (自閉症児・発達障害児の教育目標・教育評価:2)
三木裕和, 越野和之, 障害児教
育の教育目標・教育評価研究会

クリエイツかもがわ 378.8/J48/2

408 発達障害僕にはイラつく理由(ワケ)がある! (こころライブラリー)
かなしろにゃんこ。著/前川あさ
美監修・解説

講談社 378.8/Ka46

409
幼児期の発達障害に気づいて・育てる完全ガイド : 「対象」幼児期4歳-就学前まで 新版
(健康ライブラリー:スペシャル)

黒澤礼子著 講談社 378.8/Ku76

410 ICT活用新しいはじめの一歩 (特別支援教育ONEテーマブック) 郡司竜平著 学事出版 378/G94

411 文化に出会い、友だちに出会う : 障害の重い子どもたちと創る授業・教育・学校
羽田千恵子著/羽田千恵子先生実
践集編集委員会, 白石恵理子,
白石正久編

クリエイツかもがわ 378/H11

412 中学校学級担任のためのよくわかるインクルーシブ教育 : 課題解決Q&A
半澤嘉博編著/池本喜代正 [ほ
か] 著

開隆堂出版/開隆館出版販売
(発売)

378/H29

413 障害の重い子どもの評価と支援 : コミュニケーション支援の実践から 坂口しおり著 ジダイ社 378/Sa28

414 「特別支援学級」と「通級による指導」ハンドブック 新版
全国特別支援学級・通級指導教
室設置学校長協会編

東洋館出版社 378/Z3

415 ハーバード流子育ての公式 : 子どもが勝手に学び出す!
ロナルド・F・ファーガソン,
ターシャ・ロバートソン著/森田
由美訳

東洋経済新報社 379.9/F21

416 92歳の現役保育士が伝えたい親子で幸せになる子育て 大川繁子著 実務教育出版 379.9/O46
417 家族の人類学 : マレーシア先住民の親族研究から助け合いの人類史へ 信田敏宏著 臨川書店 382.239/N91
418 アフリカで学ぶ文化人類学 : 民族誌がひらく世界 松本尚之 [ほか] 編 昭和堂 382.4/A18
419 菓子と果物 (日本の食文化:6) 関沢まゆみ編 吉川弘文館 383.81/Y89/6

420 紅茶の帝国 : 世界を征服したアジアの葉
マークマン・エリス, リチャー
ド・コールトン, マシュー・
メージャー著/越朋彦訳

研究社 383.889/Ko15

421 ヴィクトリアン・レディーのための秘密のガイド テレサ・オニール著/松尾恭子訳 東京創元社 384.6/O65
422 日本の民俗宗教 (ちくま新書:1450) 松尾恒一著 筑摩書房 387/Ma86
423 由緒ある田の神石像の数々 : 鹿児島県有形民俗文化財20体を含め、合計110体を紹介 八木幸夫写真・文 南方新社 387/Y16
424 この世のキワ : 「自然」の内と外 (アジア遊学:239) 山中由里子, 山田仁史編 勉誠出版 388/Y34
425 マツタケ : 不確定な時代を生きる術 アナ・チン [著]/赤嶺淳訳 みすず書房 389/Ts12
426 藪内清著作集 『藪内清著作集』編集委員会編 臨川書店 402/YaK/

427 科学の技法 : 東京大学「初年次ゼミナール理科」 テキスト
東京大学教養教育高度化機構初
年次教育部門, 増田建, 坂口菊

東京大学出版会 407/Ka16
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428 Active English for science : 英語で科学する : レポート, 論文, プレゼンテーション
東京大学教養学部ALESSプログラ
ム編

東京大学出版会 407/To75

429
式をつくり、解いて、「使える」ようになる (ブルーバックス:B-2118. 道具としての微分
方程式:偏微分編)

斎藤恭一著 講談社 408/11/2118

430 驚異の量子コンピュータ : 宇宙最強マシンへの挑戦 (岩波科学ライブラリー:289) 藤井啓祐著 岩波書店 408/14/289
431 基礎編 第2版 (大学生のための基礎シリーズ:1. 数学入門:1) 上村豊, 坪井堅二著 東京化学同人 410/Ka37/1
432 特集=方程式を解く : 高校生に語る (数学文化:第32号) 日本評論社 410/N71/32
433 数え上げ幾何学講義 : シューベルト・カルキュラス入門 池田岳著 東京大学出版会 411.8/Sc8
434 群と環 (大学数学の入門:1. 代数学:1) 桂利行著 東京大学出版会 411/Ka88/1
435 環上の加群 (大学数学の入門:2. 代数学:2) 桂利行著 東京大学出版会 411/Ka88/2
436 体とガロア理論 (大学数学の入門:3. 代数学:3) 桂利行著 東京大学出版会 411/Ka88/3

437
スバラシク実力がつくと評判の微分積分キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!
単位なんて楽に取れる! 改訂6

馬場敬之著 マセマ出版社 413.3/B12

438 ベクトル解析 (共立講座 数学探検:12) 加須栄篤著 共立出版 414.7/Ka79
439 美しい幾何学 谷克彦著 技術評論社 414/Ta88
440 常微分方程式 (大学数学の入門:10) 坂井秀隆著 東京大学出版会 414/TsT/10
441 線形代数の世界 : 抽象数学の入り口 (大学数学の入門:7) 斎藤毅著 東京大学出版会 414/TsT/7
442 集合と位相 (大学数学の入門:8) 斎藤毅著 東京大学出版会 414/TsT/8
443 数値解析入門 (大学数学の入門:9) 齊藤宣一著 東京大学出版会 414/TsT/9
444 「現在」という謎 : 時間の空間化批判 森田邦久編著 勁草書房 421.2/Mo66

445
初めから学べると評判の大学基礎物理熱力学キャンパス・ゼミ : 高校物理から大学物理へ!
スムーズに実力UP!

馬場敬之著 マセマ出版社 426.5/B12

446 アンドロメダ銀河のうずまき : 銀河の形にみる宇宙の進化 谷口義明著 丸善出版 443.6/Ta87

447 ユニバース2.0 : 実験室で宇宙を創造する
ジーヤ・メラリ著/青木薫訳/坂
井伸之解説

文藝春秋 443.9/Me61

448 地図帳の深読み 今尾恵介著 帝国書院 448.9/I46
449 基礎地球科学 第3版 西村祐二郎 [ほか] 著 朝倉書店 450/Ki59

450 繰り返す天変地異 : 天体衝突と火山噴火に揺さぶられる地球の歴史
マイケル・R.ランピーノ著/小坂
恵理訳

化学同人 450/R13

451
天気予報 : 天気予報を見るのが楽しくなる (Newtonライト : 理系脳をきたえる!) (Newton
ムック)

ニュートンプレス 451/N99

452 古生物食堂 (生物ミステリー) 土屋健著/黒丸絵 技術評論社 457.8/Ts32

453 恐竜の世界史 : 負け犬が覇者となり、絶滅するまで
スティーブ・ブルサッテ [著]/
黒川耕大訳

みすず書房 457.87/B78

454 自然を楽しむ : 見る・描く・伝える 盛口満著 東京大学出版会 460.4/Mo48

455 アリストテレス生物学の創造 上
アルマン・マリー・ルロワ[著]/
森夏樹訳

みすず書房 460/A76/1

456 アリストテレス生物学の創造 下
アルマン・マリー・ルロワ[著]/
森夏樹訳

みすず書房 460/A76/2

457 生物学キーワード事典 : 生きものの「なぜ」を考える 垂水雄二著 八坂書房 460/Ta91
458 もうすぐいなくなります : 絶滅の生物学 池田清彦著 新潮社 467.5/I32
459 美しすぎる海洋生物の世界 (エイムック:4428) [石垣幸二] [監修・執筆] 枻出版社 468.8/I73
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460 農地・草地の歴史と未来 (人と生態系のダイナミクス:1) 宮下直, 西廣淳著 朝倉書店 468/H77/1(1)
461 まちの植物のせかい : そんなふうに生きていたのね 鈴木純文・写真 雷鳥社 470.7/Su96
462 Flora : 図鑑植物の世界 金成希, 湊麻里, 渡邊真里翻訳 東京書籍 471/F34
463 きのこの教科書 : 観察と種同定の入門 佐久間大輔著 山と渓谷社 474.85/Sa45
464 街の水路は大自然 : 1.8kmの川で出会った野生動物たち 野上宏著 築地書館 482.155/U96
465 クモの奇妙な世界 : その姿・行動・能力のすべて 馬場友希著 家の光協会 485.73/B12
466 遺伝子から解き明かす魚の不思議な世界 : 水面下で起きた4億年の進化物語 神田真司編著 一色出版/悠書館 (発売) 487.51/Ka51

467 Language in our brain : the origins of a uniquely human capacity
Angela D. Friederici/foreword
by Noam Chomsky

MIT Press 491.371/F47

468 遺伝子 : シリーズ人体 : 健康長寿、容姿、才能まで秘密を解明! NHKスペシャル「人体」取材班著 講談社 491.69/N69
469 医用画像ディープラーニング入門 (医療AIとディープラーニングシリーズ:No.1) 藤田広志監修・編 オーム社 492.8/F67

470
脳神経ナースがかならず悩む「やってはいけない?」87のケア (Brain nursing:2019年夏季
増刊)

武田保江監修 メディカ出版
492.9264/Me1
4/473

471 病気がみえる 医療情報科学研究所編 Medic Media 492/IrJ/B-8

472 ナラティブとエビデンスの間 : 括弧付きの、立ち現れる、条件次第の、文脈依存的な医療
ジェイムズ P. メザ, ダニエル
S. パッサーマン著/岩田健太郎

メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル

492/Me99

473 心理的支援法としてのナラティヴ・アプローチ (N:ナラティヴとケア:第4号) 森岡正芳編 遠見書房 492/To57/4
474 超高齢社会のリアル : 健康長寿の本質を探る 鈴木隆雄著 大修館書店 493.185/Su96
475 性別違和・性別不合へ : 性同一性障害から何が変わったか 針間克己著 緑風出版 493.7/H33

476 愛着障害としてのアディクション
フィリップ・J・フローレス著/
小林桜児, 板橋登子, 西村康平

日本評論社 493.743/F34

477 摂食障害の語り : 「回復」の臨床社会学 中村英代著 新曜社 493.745/N37
478 現場で役立つ!早引き認知症ケアハンドブック (介護スキルアップ手帳) 榊原宏昌著 ナツメ社 493.758/Sa31
479 自閉症のうた 東田直樹著 KADOKAWA 493.9375/H55
480 子どもの食と栄養 : 保育現場で活かせる食の基本 太田百合子, 堤ちはる編著 羊土社 493.983/O84

481 介護現場が提案する新しい褥瘡ケア : つくらないケア・なおすコツ
三好春樹, 小川意房, 下村恵美
子著

雲母書房 494.8/Ka21

482 在宅ケアに活かせる褥瘡予防のためのポジショニング : やさしい動きと姿勢のつくり方 田中マキ子, 下元佳子編集 中山書店 494.8/Ta84

483 わかりやすい女性内分泌 : イラストで読む性周期のしくみ 改訂第2版
順天堂大学生殖内分泌グループ
編著

診断と治療社 495.13/J96

484 産科危機的出血への対応 関博之, 山本晃士, 松永茂剛編 メジカルビュー社 495.5/Sa65

485 助産師業務要覧 新版 第3版2019年版 1.基礎編 福井トシ子編 日本看護協会出版会
495.9/F76/'1
9-1

486 助産師業務要覧 新版 第3版2019年版 2.実践編 福井トシ子編 日本看護協会出版会
495.9/F76/'1
9-2

487 助産師業務要覧 新版 第3版2019年版 3.アドバンス編 福井トシ子編 日本看護協会出版会
495.9/F76/'1
9-3

488 助産師国家試験予想問題 2020 助産師資格試験研究会編
助産師資格試験研究会/クオリ
ティケア (発売)

495.9/J76/'2
0

489 助産業務ガイドライン 2019
日本助産師会助産業務ガイドラ
イン改定特別委員会編

日本助産師会出版
495.9/N71/'1
9
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490 年報医事法学 34(2019) 日本医事法学会編 日本評論社
498.12/N71/'
19-34

491 長生きの方法○と× (ちくま新書:1447) 米山公啓著 筑摩書房 498.38/Y84

492
思わずもっと解きたくなる脳のための毎日テスト : 文字並び替え 言葉分け 言葉探し 穴あ
きしりとり 穴あき歌

デイサービスたまや著 自由国民社 498.39/D53

493 休む技術 (だいわ文庫:260-4A) 西多昌規著 大和書房 498.39/N81

494 食育白書 令和元年版 内閣府編 時事画報社
498.5/Nai/'1
9

495 図解早分かり!今こそ知りたい「賞味期限」の新常識 井出留美監修 宝島社 498.54/I19
496 アスリートのための栄養と食事 : パフォーマンスが変わる! 山田聡子監修 池田書店 498.59/Y19

497
産後ケアを日本の文化に : 第1回日本産前産後ケア・子育て支援学会の記録 : 産前産後ケ
ア事業の展開をめざして

林謙治, 松峯寿美監修 ロギカ書房 498.7/H48

498 子どもの健康と安全 大西文子編集/執筆 中山書店 498.7/O66

499
医薬品製剤開発のための次世代微粒子コーティング技術 普及版 (CMCテクニカルライブラ
リー:701. ファインケミカルシリーズ)

市川秀喜監修 シーエムシー出版 499.6/I14

500 エネルギー400年史 : 薪から石炭、石油、原子力、再生可能エネルギーまで リチャード・ローズ著/秋山勝訳 草思社 501.6/R31
501 AI救国論 (新潮新書:828) 大澤昇平著 新潮社 507.7/O74

502 消えゆく砂浜を守る : 海岸防災をめぐる波との闘い
コーネリア・ディーン著/林裕美
子, 宮下純, 堀内宜子訳

地人書館 517.8/D51

503 地形で読みとく都市デザイン 岡本哲志著 学芸出版社 518.8/O42
504 人と自然の環境学 日本生命財団編 東京大学出版会 519.04/N71
505 中国水環境問題の協働解決論 : ガバナンスのダイナミズムへの視座 大塚健司著 晃洋書房 519.4/O88
506 地球環境陸・海の生態系と人の将来 小松正之 [ほか] 著 雄山閣 519.8/C44
507 SDGs先進都市フライブルク : 市民主体の持続可能なまちづくり 中口毅博, 熊崎実佳著 学芸出版社 519/N32

508
プラスチックの現実と未来へのアイデア : みんなで考えたい : 未来のために、今から出来
るアイデアの数々

高田秀重監修 東京書籍 519/Ta28

509 グレタたったひとりのストライキ
マレーナ・エルンマン [ほか]
著/羽根由, 寺尾まち子訳

海と月社 519/Th9

510 奈良の寺々 : 古建築の見かた (読みなおす日本史) 太田博太郎著 吉川弘文館 521.818/O81
511 図説パリ名建築でめぐる旅 増補新装版 (ふくろうの本) 中島智章著 河出書房新社 523.353/N42
512 まちの居場所 : ささえる/まもる/そだてる/つなぐ 日本建築学会編 鹿島出版会 526.36/N71
513 カフェの空間学 : 世界のデザイン手法 加藤匡毅, Puddle著 学芸出版社 526.67/Ka86
514 自動運転の技術開発 : その歴史と実用化への方向性 古川修著 グランプリ出版 537/F93
515 NASAを築いた人と技術 : 巨大システム開発の技術文化 増補新装版 佐藤靖著 東京大学出版会 538.9/Sa87

516
最新電力・ガス業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情
報満載 第5版 (How-nual図解入門. 業界研究)

本橋恵一著 秀和システム 540.921/Mo83

517 北欧の照明 : デザイン&ライトスケープ 小泉隆文・写真 学芸出版社 545.6/Ko38

518 今日、僕の家にロボットが来た。 : 未来に安心をもたらすロボット幸学との出会い
上出寛子, 新井健生, 福田敏男
編著

北大路書房 548.3/Ky1

519 鉱物資源問題と日本 : 枯渇・環境汚染・利害対立 志賀美英著 九州大学出版会 560.9/Sh27

520 コスメティクスの化学 (化学の要点シリーズ:32)
岡本暉公彦, 前山薫編著/日本化
学会編

共立出版 576.7/O42
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521 シャンパンの歴史 (「食」の図書館)
ベッキー・スー・エプスタイン
著/芝瑞紀訳

原書房 588.55/E66

522 なぜサラリーマンは年収1000万円でもお金持ちになれないのか? 加藤皓太著 秀和システム 591/Ka86
523 道の駅の経済学 : 地域社会の振興と経済活性化 松尾隆策, 山口三十四著 勁草書房 601.1/Ma86
524 おいしい資本主義 近藤康太郎著 河出書房新社 610.4/Ko73
525 ルネサンス庭園の精神史 : 権力と知と美のメディア空間 桑木野幸司著 白水社 629.23/Ku96
526 オーガニック植木屋の剪定術 : 鳥・虫・草木と楽しむ ひきちガーデンサービス著 築地書館 629.7/H57
527 愛犬家の動物行動学者が教えてくれた秘密の話 マーク・ベコフ著/森由美訳 エクスナレッジ 645.6/B32
528 ウシの動物学 第2版 (アニマルサイエンス:2) 遠藤秀紀著 東京大学出版会 645/A49/2
529 イヌの動物学 (アニマルサイエンス:3) 猪熊壽著 東京大学出版会 645/A49/3
530 ブタの動物学 第2版 (アニマルサイエンス:4) 田中智夫著 東京大学出版会 645/A49/4
531 ニワトリの動物学 第2版 (アニマルサイエンス:5) 岡本新著 東京大学出版会 645/A49/5
532 まるごとわかるタマゴ読本 渡邊乾二著 農山漁村文化協会 648.3/W46
533 森と人間と林業 : 生産林を再定義する 村尾行一著 築地書館 652.1/Mu55

534 カスハラ : モンスター化する「お客様」たち
NHK「クローズアップ現代+」取
材班編著

文藝春秋 673.3/N69

535 戦前期日本における百貨店 加藤諭著 清文堂出版 673.83/Ka86
536 スーパーマーケット近未来戦略 : 百年に一度の大変革期を生き残る 水元仁志著 商業界 673.86/Mi95
537 大人気14店の売り方・メニュー・技術 (旭屋出版MOOK) 旭屋出版 673.972/A82

538 何が、いま重要か/どう、人気をつくるか : 魚介系ラーメンの調理技術 (旭屋出版MOOK) 旭屋出版
673.972/A82/
2

539 広告白書 2019 日経広告研究所編
日経広告研究所/日本経済新聞
社 (発売)

674.21//'19

540 デザイン力の基本 : 簡単だけど、すごく良くなる77のルール ウジトモコ著 日本実業出版社 674.3/U57
541 アマゾンで学んだ!伝え方はストーリーが9割 小西みさを著 宝島社 674/A43
542 「ついやってしまう」体験のつくりかた : 人を動かす「直感・驚き・物語」のしくみ 玉樹真一郎著 ダイヤモンド社 675.3/Ta78
543 持続的なビジネス成長の実践ノウハウ (ブランディング7つの原則:実践編) インターブランドジャパン編著 日本経済新聞出版社 675/B91

544 僕らはSNSでモノを買う : SNSマーケティングの「新法則」 飯高悠太 [著]
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

675/I27

545
日本の消費者は何を考えているのか? : 二極化時代のマーケティング : 3年に一度の生活者
1万人アンケートからわかる日本人の価値観

野村総合研究所 [ほか] 著 東洋経済新報社 675/N71

546 Instagramでビジネスを変える最強の思考法 坂本翔著 技術評論社 675/Sa32

547 SNS時代に自分の価値を最大化する方法
頼藤太希著/夢の設計社企画・編
集

河出書房新社 675/Y84

548 アート引越センター顧客満足度連続No.1のヒミツ 山本健児, 金澤寿美, 長坂悦敬 産業能率大学出版部 685.9/A94
549 新世代の観光立国 : 令和世代への課題と展望 JAPAN NOW観光情報協会編著 交通新聞社 689.21/J24

550
病縁の映像地域研究 : タイ北部のHIV陽性者をめぐる共振のドキュメンタリー (地域研究叢
書:38)

直井里予著 京都大学学術出版会 699.64/N49

551 誰も知らないレオナルド・ダ・ヴィンチ (NHK出版新書:598) 斎藤泰弘著 NHK出版 702.37/L55

552 バウハウスの実験住宅 (新装版バウハウス叢書:3)
アドルフ・マイヤー編/貞包博幸
訳

中央公論美術出版 708/B28/3

19



2019年11月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

553 バウハウス工房の新製品 (新装版バウハウス叢書:7)
ヴァルター・グロピウス[編]著/
宮島久雄訳

中央公論美術出版 708/B28/7

554 文化財返還問題を考える : 負の遺産を清算するために (岩波ブックレット:No.1011) 五十嵐彰著 岩波書店 709.21/I23

555 岡本太郎と20世紀 横山千江子著/Yokoyama Chieko
中央公論事業出版 (制作・発
売)

723.1/O42

556 神話・伝説とおとぎ話 (ヨーロッパの図像. Icon of Europe) 海野弘解説・監修 パイインターナショナル 723.3/U76
557 手塚マンガでエコロジー入門 手塚治虫著 子どもの未来社 726.101/Te95
558 うさまるといっしょ sakumaru著 宝島社 726.5/Sa45
559 北海道の大自然と野生動物の生態をモチーフに絵本創作法を語る : 手島圭三郎仕事の流儀 手島圭三郎, 川嶋康男 [著] 絵本塾出版 726.601/Te31
560 エモくて映える写真を撮る方法 Lovegraph著 KADOKAWA 743/L94
561 空は、 HABU著 パイインターナショナル 748/H11
562 尾鷲の漁村須賀利 世古俊太郎著 東方出版 748/Se45
563 図説英国ティーカップの歴史 : 紅茶でよみとくイギリス史 増補新装版 (ふくろうの本) Cha Tea紅茶教室著 河出書房新社 751.3/C36

564 指揮者の使命 : 音楽はいかに解釈されるのか
ラルフ・ヴァイケルト著/井形ち
づる訳

水曜社 761.9/W55

565 真実なる女性クララ・シューマン 原田光子 [著] みすず書房 762.34/Sc8
566 ヴァナキュラー・モダニズムとしての映像文化 長谷正人著 東京大学出版会 778.04/H36
567 この映画を視ているのは誰か? 佐々木敦著 作品社 778.04/Sa75
568 暁のアーカイヴ : 戦後日本映画の歴史的経験 中村秀之著 東京大学出版会 778.21/N37
569 寅さんの「日本」を歩く : 一番詳しい聖地探訪大事典 岡村直樹著 天夢人/山と溪谷社 (発売) 778.21/O43
570 小津安二郎サイレント映画の美学 滝浪佑紀著 慶應義塾大学出版会 778.21/O99
571 ブルース・リー伝 マシュー・ポリー著/棚橋志行訳 亜紀書房 778.2223/L51
572 ぼくらがアニメを見る理由 : 2010年代アニメ時評 藤津亮太著 フィルムアート社 778.77/F67
573 アニメ美術から学ぶ《絵の心》 小林七郎著 玄光社 778.77/Ko12
574 アニメーション作画法 : デッサン・空間パースの基本と実技 新版 湖川友謙著 復刊ドットコム 778.77/Ko25
575 研究読本ルパンファミリーの謎と真実 モンキー・パンチ研究会編 総合科学出版 778.77/Mo33
576 漫画映画漂流記 : おしどりアニメーター奥山玲子と小田部羊一 小田部羊一著/藤田健次聞き手 講談社 778.77/O57
577 アニメーションのエフェクト作画テクニック 小澤和則著 玄光社 778.77/O97
578 色彩&配色テクニック : アニメーションの色彩設計から学ぶ 柴田亜紀子著 玄光社 778.77/Sh18
579 指導者のためのスポーツ運動学 朝岡正雄編 大修館書店 780.1/A88
580 スポーツマンシップ論 (Sports perspective series:5) 相原正道 [ほか] 著 晃洋書房 780.1/Sp6/5
581 スポーツパフォーマンスと視覚 : 競技力と眼の関係を理解する 日本スポーツ視覚研究会編 ナップ 780.19/N71

582 健康・スポーツ科学の基礎知識 第3版
スポーツサイエンスフォーラム
編/二杉茂 [ほか] 著

道和書院 780.19/Su75

583 基礎から学ぶ!スポーツテーピング 令和版 高橋仁編著 ベースボール・マガジン社 780.19/Ta33

584 オリンピックマネジメント : 世界最大のスポーツイベントを読み解く
ジャン・ルー・シャプレ, 原田
宗彦著

大修館書店 780.69/C33

585 東京2020オリンピック・パラリンピック完全ガイド : 総力取材 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 780.69/N71

586 グッドコーチになるためのココロエ
平野裕一, 土屋裕睦, 荒井弘和
共編

培風館 780.7/G91

587 勝つための最強体幹力メソッド 加瀬剛著 創藝社 780.7/Ka74
588 基礎から学ぶ!メンタルトレーニング 令和版 高妻容一著 ベースボール・マガジン社 780.7/Ko99
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589 スポーツビジネスイノベーション : 東京大学大学院特別講義 間野義之編著
日経BP/日経BPマーケティング
(発売)

780.9/Ma46

590 スポーツと君たち : 10代のためのスポーツ教養 佐藤善人編著 大修館書店 780/Sa87
591 誰も教えてくれなかったマラソンフォームの基本 : 遅く走り始めた人ほど大切な60のコツ みやすのんき著 カンゼン 782.3/Mi83
592 ノーサイドに乾杯! : ラグビーのチカラを信じて 松瀬学著 論創社 783.48/Ma87
593 読むラグビー 大友信彦著 実業之日本社 783.48/O86
594 日本のラグビーを支えた人びと (スポーツ歴史の検証) 笹川スポーツ財団企画・制作 新紀元社 783.48/Sa75
595 テニスの戦い方 : 7本目までに決着をつける攻撃 (マルチアングル戦術図解) 丸山淳一著 ベースボール・マガジン社 783.5/Ma59
596 イチロー・インタビューズ激闘の軌跡 : 2000-2019 石田雄太著 文藝春秋 783.7/I17

597
プロ野球ビジネスのダイバーシティ戦略 : 改革は辺境から。地域化と多様化と独立リーグ
と

小林至著
PHPエディターズ・グループ
/PHP研究所 (発売)

783.7/Ko12

598 叱られ、愛され、大相撲! : 「国技」と「興行」の一〇〇年史 (講談社選書メチエ:709) 胎中千鶴著 講談社 788.1/Ta22
599 利休の懐石 (角川選書:625) 筒井紘一著 KADOKAWA 791.8/Ts93
600 eスポーツの法律問題Q&A : プレイヤー契約から大会運営・ビジネスまで eスポーツ問題研究会編 民事法研究会 798.5/E75
601 ダンスの時代 若杉実著 リットーミュージック 799/W26
602 私の英語放浪人生 成瀬由紀雄著 アートデイズ 801.7/N54

603
Developing intercultural perspectives on language use : exploring pragmatics and
culture in foreign language learning : pbk (Languages for intercultural
communication and education:33)

Troy McConachy Multilingual Matters 807/Ma99

604 ロジカルな話し方超入門 : お前の言うことはわけがわからん!と言わせない 別所栄吾 [著]
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

809.2/B39

605 読む・書く・話すを極める大人の言語スキル大全 齋藤孝著 KADOKAWA 809/Sa25
606 平安時代における変体漢文の研究 田中草大著 勉誠出版 810.23/Ta84

607 まるごと : 日本のことばと文化 入門 A1 りかい
国際交流基金編著/来嶋洋美, 柴
原智代, 八田直美執筆

三修社 810.7/Ko51/2

608 まるごと : 日本のことばと文化 初級1 A2 かつどう
国際交流基金編著/来嶋洋美, 柴
原智代, 八田直美執筆

三修社 810.7/Ko51/3

609 まるごと : 日本のことばと文化 初級1 A2 りかい
国際交流基金編著/来嶋洋美, 柴
原智代, 八田直美執筆

三修社 810.7/Ko51/4

610 まるごと : 日本のことばと文化 初級2 A2 かつどう
国際交流基金編著/来嶋洋美, 柴
原智代, 八田直美執筆

三修社 810.7/Ko51/5

611 まるごと : 日本のことばと文化 初級2 A2 りかい
国際交流基金編著/来嶋洋美, 柴
原智代, 八田直美執筆

三修社 810.7/Ko51/6

612 まるごと : 日本のことばと文化 初中級 A2/B1
国際交流基金編著/来嶋洋美, 柴
原智代, 八田直美執筆

三修社 810.7/Ko51/7

613 まるごと : 日本のことばと文化 中級1 B1
国際交流基金編著/来嶋洋美, 柴
原智代, 八田直美執筆

三修社 810.7/Ko51/8

614 まるごと : 日本のことばと文化 中級2 B1
国際交流基金編著/来嶋洋美, 柴
原智代, 八田直美執筆

三修社 810.7/Ko51/9

615 大辞林 第4版 松村明編 三省堂 813.1/Ma82
616 三省堂国語辞典 : 阪神タイガース仕様 第7版 見坊豪紀[ほか]編 三省堂 813.1/Sa66
617 語彙論と文法論と (ひつじ研究叢書:言語編第156巻) 村木新次郎著 ひつじ書房 814/Mu45
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618 パッ!と伝わる社会人の文章ルール 出口汪監修 新星出版社 816/D53
619 魔法の文章講座 ナカムラクニオ文・イラスト パイインターナショナル 816/N37
620 英語教育用語辞典 第3版 白畑知彦 [ほか] 著 大修館書店 830.7/E37
621 同時通訳者が教える脳に定着する"超効率"英語学習法 小根山麗子著 プレジデント社 830.7/O65
622 日本人のための英語学習法 : シンプルで効果的な70のコツ (ちくま新書:1446) 里中哲彦著 筑摩書房 830.7/Sa87

623
車内アナウンスに革命を起こした「英語車掌」の英語勉強法 : 「英語ダメダメ」発「英語
ペラペラ」行き

関大地著/[ジョン・レイナー]
[英語監修]

ベレ出版 830.7/Se25

624 キクタン英検準1級ワークブック 一杉武史編著 アルク 830.79/H77

625 TOEIC L&R TEST初心者特急 パート1・2 神崎正哉, Daniel Warriner著 朝日新聞出版
830.79/Ka59/
1・2

626 TOEIC L&R TEST入門特急とれる600点 TEX加藤, Ross Tulloch著 朝日新聞出版 830.79/Te93

627 英単語の語源図鑑 : 見るだけで語彙が増える 続
清水建二, すずきひろし著/本間
昭文イラスト

かんき出版 834/Sh49/2

628 名詞と名詞句 (「英文法大事典」シリーズ:3)
寺田寛訳/中川直志訳/柳朋宏訳/
茨木正志郎訳

開拓社 835/HuR/3

629 First moves : an introduction to academic writing in English
Paul Rossiter, Department of
English, the University of
Tokyo, Komaba

University of Tokyo Press 836.5/R73

630 ロック&ポップスの英語歌詞を読む 小島智著 ベレ出版 837.5/Ko39
631 "Secrets" of England Colin Joyce NHK Pub. 837.7/J85
632 英会話の"難敵"メンタルブロックをぶっこわせ! : あなたも英会話の達人になれる! 陽子セニサック著 Jリサーチ出版 837.8/Se61
633 私は小説である 佐々木敦著 幻戯書房 901.3/Sa75
634 小説を読むための、そして小説を書くための小説集 桒原丈和著 ひつじ書房 901.307/Ku95
635 現代日本の場面設定辞典 ライブ編著 カンゼン 901.307/R12
636 答えより問いを探して (17歳の特別教室) 高橋源一郎著 講談社 904/Ta33
637 英国ファンタジーの風景 (大妻ブックレット:2) 安藤聡著 日本経済評論社 909.3/A47

638 人生の童話 : 心に刻む10のものがたり
上田信道著/浅生ハルミンイラス
トと文

春陽堂書店 909.3/U32

639 縦・横・斜めから書きかえる文学史 (古典文学の常識を疑う:2) 松田浩 [ほか] 編 勉誠出版 910.2/KoB/2

640 古代中世文学論考 第39集 古代中世文学論考刊行会編 新典社
910.23/Shi/K
-39

641 あまんきみこハンドブック あまんきみこ研究会編著 三省堂 910.268/A43
642 角野栄子エブリデイマジック (コロナ・ブックス:218) 角野栄子著 平凡社 910.268/Ka14

643 村上春樹論 (黒古一夫近現代作家論集:第3巻) 黒古一夫著 アーツアンドクラフツ
910.268/Ku75
/3

644 宮沢賢治はなぜ教科書に掲載され続けるのか 構大樹著 大修館書店 910.268/Mi89
645 はじまりの漱石 : 『文学論』と初期創作の生成 服部徹也著 新曜社 910.268/N58
646 大江健三郎とその時代 : 「戦後」に選ばれた小説家 山本昭宏著 人文書院 910.268/O18

647 国文学年次別論文集 平成26(2014)年 上代1 学術文献刊行会編 朋文出版
910.4/9/'14-
2-1

648 「国書」の起源 : 近代日本の古典編成 品田悦一, 齋藤希史著 新曜社 910.7/Sh57
649 晩華和歌集/賀茂翁家集 (和歌文学大系:69) 大山和哉 [ほか] 著 明治書院 911.108/B18
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650 齋藤孝のざっくり!万葉集 : 歴史から味わい方まで「すごいよ!ポイント」でよくわかる 齋藤孝著 祥伝社 911.12/Sa25
651 藤原兼輔 山下道代著 青簡舎 911.132/F68

652 後拾遺和歌集攷 武田早苗著 青簡舎
911.1354/Ta5
9

653 金子みすゞ女性たちのシンパシー 詩と詩論研究会編 勉誠出版 911.58/Ka53
654 もう少し浄瑠璃を読もう 橋本治著 新潮社 912.4/H38
655 源氏物語と漢詩の世界 : 『白氏文集』を中心に 日向一雅編 青簡舎 913.36/H61
656 源氏物語と仏教 : 仏典・故事・儀礼 日向一雅編 青簡舎 913.36/H61
657 世界の中の『源氏物語』 : その普遍性と現代性 京都大学大学院・文学研究科編 臨川書店 913.36/Ky6
658 源氏物語注釈史の世界 日向一雅編 青簡舎 913.364/H61
659 兵部卿物語全釈 秋本吉徳, 藤井由紀子編著 武蔵野書院 913.41/H99
660 マツリカ・マトリョシカ 相沢沙呼著 KADOKAWA 913.6/A26
661 希望が死んだ夜に (文春文庫:[あ-78-1]) 天祢涼著 文藝春秋 913.6/A43
662 ひとり日和 (河出文庫) 青山七恵著 河出書房新社 913.6/A58
663 木曜日にはココアを (宝島社文庫:[Cあ-23-1]) 青山美智子著 宝島社 913.6/A58
664 どうしても生きてる 朝井リョウ著 幻冬舎 913.6/A83
665 緋色の囁き (講談社文庫) 綾辻行人[著] 講談社 913.6/A98/1
666 暗闇の囁き (講談社文庫) 綾辻行人 [著] 講談社 913.6/A98/2
667 黄昏の囁き (講談社文庫) 綾辻行人 [著] 講談社 913.6/A98/3
668 時給三〇〇円の死神 (双葉文庫:ふ-28-01) 藤まる著 双葉社 913.6/F61
669 戦場のコックたち (創元推理文庫:[Mふ7-2]) 深緑野分著 東京創元社 913.6/F72
670 黒笑小説 (集英社文庫) 東野圭吾著 集英社 913.6/H55
671 パラドックス13 (講談社文庫:[ひ-17-32]) 東野圭吾 [著] 講談社 913.6/H55
672 リピート (文春文庫:[い-66-2]) 乾くるみ著 文藝春秋 913.6/I59
673 クジラアタマの王様 伊坂幸太郎著 NHK出版 913.6/I68
674 残り全部バケーション (集英社文庫:[い64-3]) 伊坂幸太郎著 集英社 913.6/I68
675 終末のフール (集英社文庫:[い64-1]) 伊坂幸太郎著 集英社 913.6/I68
676 ぼくはきっとやさしい 町屋良平著 河出書房新社 913.6/Ma19
677 愛が嫌い 町屋良平著 文藝春秋 913.6/Ma19
678 人間 又吉直樹著 毎日新聞出版 913.6/Ma71
679 花の鎖 (文春文庫:[み-44-1]) 湊かなえ著 文芸春秋 913.6/Mi39
680 サファイア 湊かなえ [著] 角川春樹事務所 913.6/Mi39
681 猫町くんと猫と黒猫 樒屋京介著 小学館 913.6/Mi66
682 過ぎ去りし王国の城 (角川文庫:20974, [み28-9]) 宮部みゆき [著] KADOKAWA 913.6/Mi71
683 四つ話のクローバー 水野敬也著 文響社 913.6/Mi96
684 クジラは歌をうたう (集英社文庫:も35-1) 持地佑季子著 集英社 913.6/Mo12
685 ボクたちはみんな大人になれなかった (新潮文庫:11068, も-45-1) 燃え殻著 新潮社 913.6/Mo14
686 パン屋再襲撃 : 新装版 (文春文庫:[む-5-11]) 村上春樹著 文藝春秋 913.6/Mu43
687 レキシントンの幽霊 (文春文庫:[む-5-3]) 村上春樹著 文藝春秋 913.6/Mu43
688 スプートニクの恋人 (講談社文庫:[む-6-20]) 村上春樹[著] 講談社 913.6/Mu43
689 銀の匙 中勘助作/安野光雅絵 朝日出版社 913.6/N34
690 連続殺人鬼カエル男 (宝島社文庫) 中山七里著 宝島社 913.6/N45/1
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691 おやすみラフマニノフ (宝島社文庫:[Cな-6-3]) 中山七里著 宝島社 913.6/N45/2
692 連続殺人鬼カエル男ふたたび (宝島社文庫:[Cな-6-8]) 中山七里著 宝島社 913.6/N45/2
693 i (ポプラ文庫:に2-1) 西加奈子[著] ポプラ社 913.6/N83
694 Q&A (幻冬舎文庫:お-7-8) 恩田陸[著] 幻冬舎 913.6/O65
695 箱庭図書館 (集英社文庫:[お46-9]) 乙一著 集英社 913.6/O87
696 ZOO 1 (集英社文庫) 乙一著 集英社 913.6/O87/1
697 切れない糸 (創元推理文庫) 坂木司著 東京創元社 913.6/Sa31
698 死体埋め部の悔恨と青春 (ポルタ文庫:[し-2-1]) 斜線堂有紀著 新紀元社 913.6/Sh13
699 不純文学 : 1ページで綴られる先輩と私の不思議な物語 (宝島社文庫:Cし-11-1) 斜線堂有紀著 宝島社 913.6/Sh13
700 冬のオリオン (講談社文庫. 三軒茶屋星座館:1) 柴崎竜人 [著] 講談社 913.6/Sh19/1
701 夏のキグナス (講談社文庫. 三軒茶屋星座館:2) 柴崎竜人 [著] 講談社 913.6/Sh19/2
702 春のカリスト (講談社文庫. 三軒茶屋星座館:3) 柴崎竜人 [著] 講談社 913.6/Sh19/3
703 秋のアンドロメダ (三軒茶屋星座館. 4) (講談社文庫:し109-4) 講談社 913.6/Sh19/4
704 僕のなかの壊れていない部分 (文春文庫:[し-48-4]) 白石一文著 文藝春秋 913.6/Sh82
705 革命前夜 (文春文庫:[す-23-1]) 須賀しのぶ著 文藝春秋 913.6/Su26
706 線は、僕を描く 砥上裕將著 講談社 913.6/To21

707 太陽黒点 (角川文庫:16457. 山田風太郎ベストコレクション) 山田風太郎 [著]
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売)

913.6/Y19

708 ひなた弁当 (小学館文庫:[や2-14]) 山本甲士著 小学館 913.6/Y31
709 満願 (新潮文庫:10755, よ-33-4) 米澤穂信著 新潮社 913.6/Y84
710 岸辺の旅 (文春文庫:[ゆ-7-2]) 湯本香樹実著 文藝春秋 913.6/Y97
711 今日は天気がいいので上司を撲殺しようと思います (集英社オレンジ文庫:[ゆ3-1]) 夕鷺かのう著 集英社 913.6/Y99

712 名作集 1 (創元推理文庫. 日本探偵小説全集:11-12) 海野十三ほか著 東京創元社
913.68/Me26/
1

713 名作集 2 (創元推理文庫. 日本探偵小説全集:11-12) 海野十三ほか著 東京創元社
913.68/Me26/
2

714 5分後に意外な結末ベスト・セレクション (講談社文庫:も56-1) 桃戸ハル編・著 講談社 913.68/Mo28
715 ドナルド・キーンの東京下町日記 ドナルド・キーン著 東京新聞 914.6/Ke18
716 鴻上尚史のほがらか人生相談 : 息苦しい「世間」を楽に生きる処方箋 鴻上尚史著 朝日新聞出版 914.6/Ko41

717 開高健のパリ
開高健著/モーリス・ユトリロ絵
/山下郁夫写真

集英社 915.6/U96

718 鉄幹晶子全集 別巻6
[与謝野鉄幹, 与謝野晶子著]/逸
見久美編集代表

勉誠出版
918.68/YoH/B
-別6

719 本朝文粹抄 [1] 後藤昭雄著 勉誠出版 919.3/F68/1
720 本朝文粹抄 2 後藤昭雄著 勉誠出版 919.3/F68/2
721 金永郎詩集 (新・世界現代詩文庫:17) 金永郎著/韓成禮編訳 土曜美術社出版販売 929.11/Ki41
722 菜食主義者 (新しい韓国の文学:01) ハン・ガン著/きむふな訳 クオン 929.13/H29
723 回復する人間 (ExLibris) ハン・ガン著/斎藤真理子訳 白水社 929.13/H29
724 すべての、白いものたちの ハン・ガン著/斎藤真理子訳 河出書房新社 929.13/H29
725 ギリシャ語の時間 (韓国文学のオクリモノ) ハン・ガン著/斎藤真理子訳 晶文社 929.13/H29
726 少年が来る (新しい韓国の文学:15) ハン・ガン著/井手俊作訳 クオン 929.13/H29
727 そっと静かに (新しい韓国の文学:18) ハン・ガン著/古川綾子訳 クオン 929.14/H29
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728 銀河の果ての落とし穴
エトガル・ケレット著/広岡杏子
訳

河出書房新社 929.733/Ke56

729 ガラン版千一夜物語 3 西尾哲夫訳 岩波書店
929.763/A61/
3

730 祖国と詩 (うた) : W・B・イェイツ : 1865-1939 杉山寿美子著 国書刊行会 931.7/Y69

731 ヴィレット 上 (白水Uブックス:225-226. 海外小説 : 永遠の本棚)
シャーロット・ブロンテ著/青山
誠子訳

白水社 933.6/B75/1

732 ヴィレット 下 (白水Uブックス:225-226. 海外小説 : 永遠の本棚)
シャーロット・ブロンテ著/青山
誠子訳

白水社 933.6/B75/2

733 ミドルマーチ 2 (光文社古典新訳文庫:[KAエ1-1], [KAエ1-3])
ジョージ・エリオット著/廣野由
美子訳

光文社 933.6/E46/2

734 華氏451度 新訳版 (ハヤカワ文庫:7353. ハヤカワ文庫SF:SF1955)
レイ・ブラッドベリ著/伊藤典夫
訳

早川書房 933.7/B71

735 誕生日の子どもたち (文春文庫:[カ-13-1])
トルーマン・カポーティ著/村上
春樹訳

文藝春秋 933.7/C16

736 闇の奥 (光文社古典新訳文庫:[KAコ3-1]) コンラッド著/黒原敏行訳 光文社 933.7/C86

737 メイズ・ランナー (角川文庫:19133, [タ2-1])
ジェイムズ・ダシュナー [著]/
田内志文訳

KADOKAWA 933.7/D43/1

738 Sarah Bishop Scott O'Dell Houghton Mifflin 933.7/O17

739 サードドア : 精神的資産のふやし方
アレックス・バナヤン著/大田黒
奉之訳

東洋経済新報社 936/B17

740 トランスジェンダーの私がボクサーになるまで
トーマス・ページ・マクビー著/
小林玲子訳

毎日新聞出版 936/Ma99

741 若きウェルテルの悩み 改版 (新潮文庫:ケ-1-1) ゲーテ [著]/高橋義孝訳 新潮社 943.6/G56
742 イメージで読み解くフランス文学 : 近代小説とジェンダー (水声文庫) 村田京子著 水声社 950.26/Mu59
743 ノートル=ダム・ド・パリ : ユゴー : 大聖堂物語 (NHK「100分de名著」ブックス) 鹿島茂著 NHK出版 953.6/H98
744 十二単のはなし : 現代の皇室の装い 十二単、束帯の着装編 仙石宗久監修・解説 有職文化研究所 DV210/Se64/1
745 マグロリレー (かがくのとも:609号) キッチンミノルさく 福音館書店 E//19
746 あおいトラ (こどものとも:765号) 長沢明作 福音館書店 E//19
747 パンくうこう (こどものとも年少版:513号) 古川タクさく 福音館書店 E//19
748 おまえうまそうだな (絵本の時間:23) 宮西達也作絵 ポプラ社 E/27

749 自由自在歴史人物・できごと新事典
下向井龍彦監修/歴史教育研究会
編著

受験研究社 K280/J55

750 自分と仲良く (学校では教えてくれない大切なこと:2. 友だち関係) 藤美沖マンガ・イラスト [旺文社] K361/F61

751 わたしの妹 ([いっしょにね!!シリーズ]:1)
高田美穂文/いっしょにね!!文
/yoridono絵

クリエイツかもがわ K369/I85/1

752 ゆうくん ([いっしょにね!!シリーズ]:2)
高田美穂文/いっしょにね!!文
/yoridono絵

クリエイツかもがわ K369/I85/2

753
いっしょにね!! : 障がいのある子もない子も大人たちも輝くために ([いっしょにね!!シ
リーズ]:3)

田中智子編著/高田美穂編著/
いっしょにね!!編著

クリエイツかもがわ K369/I85/3

754 はじめての子ども手話 : ゼロからどんどんひとりで学べる! 谷千春監修 主婦の友社 K378/Ta87
755 ふしぎだね!?自閉症のおともだち 新版 (発達と障害を考える本:1) 諏訪利明, 安倍陽子編 ミネルヴァ書房 K378/U25/1
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756
ふしぎだね!?アスペルガー症候群「高機能自閉症」のおともだち 新版 (発達と障害を考え
る本:2)

安倍陽子, 諏訪利明編 ミネルヴァ書房 K378/U25/2

757 ふしぎだね!?LD(学習障害)のおともだち 新版 (発達と障害を考える本:3) 神奈川LD協会編 ミネルヴァ書房 K378/U25/3
758 ふしぎだね!?ADHD(注意欠陥多動性障害)のおともだち 新版 (発達と障害を考える本:4) 高山恵子編 ミネルヴァ書房 K378/U25/4
759 ふしぎだね!?ダウン症のおともだち 新版 (発達と障害を考える本:5) 玉井邦夫監修 ミネルヴァ書房 K378/U25/5

760 ゆびもじえほん
全国手話通訳問題研究会作/見杉
宗則絵

クリエイツかもがわ K378/Z3

761 あしながおじさん (福音館古典童話シリーズ:2) J.ウェブスター作/坪井郁美訳 福音館書店 K933/W52

762 長くつ下のピッピ 新版 (岩波少年文庫:014)
アストリッド・リンドグレーン
作/大塚勇三訳

岩波書店 K949/L63

763 死役所 1 (Bunch comics) あずみきし著 新潮社 M114.2/A99/1
764 死役所 2 (Bunch comics) あずみきし著 新潮社 M114.2/A99/2
765 死役所 3 (Bunch comics) あずみきし著 新潮社 M114.2/A99/3
766 死役所 4 (Bunch comics) あずみきし著 新潮社 M114.2/A99/4
767 死役所 5 (Bunch comics) あずみきし著 新潮社 M114.2/A99/5
768 死役所 6 (Bunch comics) あずみきし著 新潮社 M114.2/A99/6
769 死役所 7 (Bunch comics) あずみきし著 新潮社 M114.2/A99/7
770 死役所 8 (Bunch comics) あずみきし著 新潮社 M114.2/A99/8
771 元祖天才バカボン 1 (講談社コミックスボンボン) 赤塚不二夫著 講談社 M726.1/A33/1
772 おそ松くん 1 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房 M726.1/A33/1

773 おそ松くん 10 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房
M726.1/A33/1
0

774 おそ松くん 11 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房
M726.1/A33/1
1

775 おそ松くん 12 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房
M726.1/A33/1
2

776 おそ松くん 13 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房
M726.1/A33/1
3

777 おそ松くん 14 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房
M726.1/A33/1
4

778 おそ松くん 15 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房
M726.1/A33/1
5

779 おそ松くん 16 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房
M726.1/A33/1
6

780 おそ松くん 17 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房
M726.1/A33/1
7

781 おそ松くん 18 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房
M726.1/A33/1
8

782 おそ松くん 19 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房
M726.1/A33/1
9

783 元祖天才バカボン 2 (講談社コミックスボンボン) 赤塚不二夫著 講談社 M726.1/A33/2
784 おそ松くん 2 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房 M726.1/A33/2
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785 おそ松くん 20 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房
M726.1/A33/2
0

786 おそ松くん 21 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房
M726.1/A33/2
1

787 おそ松くん 22 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房
M726.1/A33/2
2

788 元祖天才バカボン 3 (講談社コミックスボンボン) 赤塚不二夫著 講談社 M726.1/A33/3
789 おそ松くん 3 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房 M726.1/A33/3
790 元祖天才バカボン 4 (講談社コミックスボンボン) 赤塚不二夫著 講談社 M726.1/A33/4
791 おそ松くん 4 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房 M726.1/A33/4
792 おそ松くん 5 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房 M726.1/A33/5
793 おそ松くん 6 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房 M726.1/A33/6
794 おそ松くん 7 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房 M726.1/A33/7
795 おそ松くん 8 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房 M726.1/A33/8
796 おそ松くん 9 (竹書房文庫) 赤塚不二夫著 竹書房 M726.1/A33/9

797 ゲゲゲの鬼太郎 1 (水木しげる漫画大全集:029-034, 041-042)
水木しげる著/[水木しげる漫画
大全集編集委員会編]

講談社
M726.1/Mi95/
1

798 スポーツ狂時代他 (水木しげる漫画大全集:038. ゲゲゲの鬼太郎:10)
水木しげる著/[水木しげる漫画
大全集編集委員会編集]

講談社 : 講談社コミッククリ
エイト

M726.1/Mi95/
10

799 大ボラ鬼太郎他 11 (水木しげる漫画大全集:039. ゲゲゲの鬼太郎:11)
水木しげる著/[水木しげる漫画
大全集編集委員会編集]

講談社 : 講談社コミッククリ
エイト

M726.1/Mi95/
11

800 雪姫ちゃんとゲゲゲの鬼太郎他 12 (水木しげる漫画大全集:040. ゲゲゲの鬼太郎:12)
水木しげる著/[水木しげる漫画
大全集編集委員会編集]

講談社 : 講談社コミッククリ
エイト

M726.1/Mi95/
12

801 ゲゲゲの鬼太郎 13 (水木しげる漫画大全集:029-034, 041-042)
水木しげる著/[水木しげる漫画
大全集編集委員会編]

講談社
M726.1/Mi95/
13

802 ゲゲゲの鬼太郎 14 (水木しげる漫画大全集:029-034, 041-042)
水木しげる著/[水木しげる漫画
大全集編集委員会編]

講談社
M726.1/Mi95/
14

803 鬼太郎地獄編他 15 (水木しげる漫画大全集:043. ゲゲゲの鬼太郎:15)
水木しげる著/[水木しげる漫画
大全集編集委員会編集]

講談社 : 講談社コミッククリ
エイト

M726.1/Mi95/
15

804 鬼太郎国盗り物語 上 (水木しげる漫画大全集:044-045. ゲゲゲの鬼太郎:16-17)
水木しげる著/[水木しげる漫画
大全集編集委員会編集]

講談社 : 講談社コミッククリ
エイト

M726.1/Mi95/
16

805 鬼太郎国盗り物語 下 (水木しげる漫画大全集:044-045. ゲゲゲの鬼太郎:16-17)
水木しげる著/[水木しげる漫画
大全集編集委員会編集]

講談社 : 講談社コミッククリ
エイト

M726.1/Mi95/
17

806 ゲゲゲの鬼太郎 2 (水木しげる漫画大全集:029-034, 041-042)
水木しげる著/[水木しげる漫画
大全集編集委員会編]

講談社
M726.1/Mi95/
2

807 ゲゲゲの鬼太郎 3 (水木しげる漫画大全集:029-034, 041-042)
水木しげる著/[水木しげる漫画
大全集編集委員会編]

講談社
M726.1/Mi95/
3

808 死神大戦記他 (水木しげる漫画大全集:035. ゲゲゲの鬼太郎:7)
水木しげる著/[水木しげる漫画
大全集編集委員会編集]

講談社 : 講談社コミッククリ
エイト

M726.1/Mi95/
7

809 ゲゲゲの鬼太郎挑戦シリーズ他 9 (水木しげる漫画大全集:037. ゲゲゲの鬼太郎:9)
水木しげる著/[水木しげる漫画
大全集編集委員会編集]

講談社 : 講談社コミッククリ
エイト

M726.1/Mi95/
9
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810
ブラック・ジャック 2 (手塚治虫文庫全集:BT-058-069. Tezuka Osamu the complete
works)

手塚治虫著
講談社 : 講談社コミッククリ
エイト

M726.1/Te95/
2

811
ブラック・ジャック 3 (手塚治虫文庫全集:BT-058-069. Tezuka Osamu the complete
works)

手塚治虫著
講談社 : 講談社コミッククリ
エイト

M726.1/Te95/
3

812
ブラック・ジャック 4 (手塚治虫文庫全集:BT-058-069. Tezuka Osamu the complete
works)

手塚治虫著
講談社 : 講談社コミッククリ
エイト

M726.1/Te95/
4

813 Dr.スランプ 1 (集英社文庫 コミック版) 鳥山明著 集英社
M726.1/To69/
1

814 Dr.スランプ 6 (集英社文庫 コミック版) 鳥山明著 集英社
M726.1/To69/
6

815 Dr.スランプ 7 (集英社文庫 コミック版) 鳥山明著 集英社
M726.1/To69/
7

816 Dr.スランプ 8 (集英社文庫 コミック版) 鳥山明著 集英社
M726.1/To69/
8

817 Dr.スランプ 9 (集英社文庫 コミック版) 鳥山明著 集英社
M726.1/To69/
9

818 ダイヤのA 1 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
1

819 ダイヤのA 10 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
10

820 ダイヤのA 11 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
11

821 ダイヤのA 12 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
12

822 ダイヤのA 13 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
13

823 ダイヤのA 14 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
14

824 ダイヤのA 15 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
15

825 ダイヤのA 16 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
16

826 ダイヤのA 17 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
17

827 ダイヤのA 18 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
18

828 ダイヤのA 19 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
19

829 ダイヤのA 2 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
2

830 ダイヤのA 20 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
20

28



2019年11月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

831 ダイヤのA 21 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
21

832 ダイヤのA 22 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
22

833 ダイヤのA 23 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
23

834 ダイヤのA 24 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
24

835 ダイヤのA 25 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
25

836 ダイヤのA 26 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
26

837 ダイヤのA 27 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
27

838 ダイヤのA 28 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
28

839 ダイヤのA 29 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
29

840 ダイヤのA 3 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
3

841 ダイヤのA 30 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
30

842 ダイヤのA 31 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
31

843 ダイヤのA 32 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
32

844 ダイヤのA 4 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
4

845 ダイヤのA 5 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
5

846 ダイヤのA 6 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
6

847 ダイヤのA 7 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
7

848 ダイヤのA 8 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
8

849 ダイヤのA 9 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
9

850 タイガーマスク 1 (講談社漫画文庫) 梶原一騎作/辻なおき画 コミックス/講談社(発売)
M788.2/Ts45/
1

851 タイガーマスク 2 (講談社漫画文庫) 梶原一騎作/辻なおき画 コミックス/講談社(発売)
M788.2/Ts45/
2
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852 タイガーマスク 3 (講談社漫画文庫) 梶原一騎作/辻なおき画 コミックス/講談社(発売)
M788.2/Ts45/
3

853 タイガーマスク 4 (講談社漫画文庫) 梶原一騎作/辻なおき画 コミックス/講談社(発売)
M788.2/Ts45/
4

854 タイガーマスク 5 (講談社漫画文庫) 梶原一騎作/辻なおき画 コミックス/講談社(発売)
M788.2/Ts45/
5

855 タイガーマスク 6 (講談社漫画文庫) 梶原一騎作/辻なおき画 コミックス/講談社(発売)
M788.2/Ts45/
6

856 タイガーマスク 7 (講談社漫画文庫) 梶原一騎作/辻なおき画 コミックス/講談社(発売)
M788.2/Ts45/
7

857 Case closed Shonen Sunday ed v. 72

[story and art by] Gosho
Aoyama/[translation,
Tetsuichiro Miyaki]/[editor,
Shaenon K. Garrity]

Viz Media
M837.5/A58/7
2

858 スヌーピー1979〜1980 (完全版ピーナッツ全集:15)
チャールズ・M.シュルツ著/谷川
俊太郎訳

河出書房新社
M837.5/Sc8/1
5

859 スヌーピー1981〜1982 (完全版ピーナッツ全集:16)
チャールズ・M.シュルツ著/谷川
俊太郎訳

河出書房新社
M837.5/Sc8/1
6

860
スヌーピー1983〜1984/ チャールズ・M.シュルツ著/谷川俊太郎訳 (完全版ピーナッツ全
集:17)

河出書房新社
M837.5/Sc8/1
7

861 スヌーピー1987〜1988 (完全版ピーナッツ全集:19)
チャールズ・M.シュルツ著/谷川
俊太郎訳

河出書房新社
M837.5/Sc8/1
9

862 北斎 : 十八世紀の日本美術 (東洋文庫:897)
エドモン・ド・ゴンクール著/隠
岐由紀子訳

平凡社 ト721.8/Ka88

863 メンタルヘルス・マネジメント検定試験1種マスターコース過去問題集 2019年度版 榎本正己著
中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

就職/資格
/'19

864 メンタルヘルス・マネジメント検定試験2種ラインケアコース過去問題集 2019年度版 梅澤志乃著
中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

就職/資格
/'19

865 メンタルヘルス・マネジメント検定試験3種セルフケアコース過去問題集 2019年度版 春日未歩子著
中央経済社/中央経済グループ
パブリッシング (発売)

就職/資格
/'19

866 直前対策英検準1級3回過去問集 : 文部科学省後援 2019-2020年対応 ([旺文社英検書]) 旺文社
就職/資格
/'19-'20

867 直前対策英検準2級3回過去問集 : 文部科学省後援 2019-2020年対応 ([旺文社英検書]) 旺文社
就職/資格
/'19-'20

868 直前対策英検2級3回過去問集 : 文部科学省後援 2019-2020年対応 ([旺文社英検書]) 旺文社
就職/資格
/'19-'20

869 ニュースがわかる基礎用語 2019-2020年版 清水書院編集部編 清水書院
就職/資格
/'19-'20

870 日経業界地図 : 主要企業の実力と次の動きを読む 2020年版 日本経済新聞社編 日本経済新聞社
就職/資格
/'20

871 勝つ!社労士受験小林勇の音声講義で合格ライン基本テキスト 2020年版
小林勇監修/山川靖樹の社労士予
備校著

労働調査会
就職/資格
/'20

30



2019年11月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

872 企業経営理論 (中小企業診断士最速合格のためのスピード問題集. 2020年度版1) TAC株式会社出版事業部
就職/資格
/'20

873 財務・会計 (中小企業診断士最速合格のためのスピード問題集. 2020年度版2) TAC株式会社出版事業部
就職/資格
/'20

874 企業経営理論 (中小企業診断士最速合格のためのスピードテキスト. 2020年度版1) TAC株式会社出版事業部
就職/資格
/'20

875 財務・会計 (中小企業診断士最速合格のためのスピードテキスト. 2020年度版2) TAC株式会社出版事業部
就職/資格
/'20

876 経済学・経済政策 (中小企業診断士第1次試験受験講座テキスト. 2020年対策1) 大原出版
就職/資格
/'20

877 財務・会計 (中小企業診断士第1次試験受験講座テキスト. 2020年対策2) 大原出版
就職/資格
/'20

878 消防官になる本 : 消防官への道を完全収録 2020-2021 (イカロスMOOK) 木下慎次執筆/木下慎次写真 イカロス出版
就職/資格
/'20-'21

879 公務員試験[○秘]裏ワザ大全 : 国家総合職・一般職/地方上級・中級用 2021年度版 津田秀樹著 洋泉社
就職/資格
/'21

880 島村隆太のSPI3の点数が面白いほどとれる本 2021年度版 島村隆太著 KADOKAWA
就職/資格
/'21

881 警察官になるための早わかりブック 2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版
就職/資格
/'21

882 消防官になるための早わかりブック 2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版
就職/資格
/'21

883 最短合格!英検準1級リスニング問題完全制覇 (英検最短合格シリーズ)
佐野健吾, 花野幸子, 田中亜由
美著

ジャパンタイムズ出版
就職/資格
/['19]

884 出る順で最短合格!英検準1級語彙問題完全制覇 改訂版 (英検最短合格シリーズ) ジャパンタイムズ出版
就職/資格
/['19]

885 出る順で最短合格!英検1級語彙問題完全制覇 改訂版 (英検最短合格シリーズ) ジャパンタイムズ出版
就職/資格
/['19]

886 公務員試験によく出る漢字 改訂7版 ([公務員採用試験シリーズ]) 公務員試験情報研究会編著 一ツ橋書店
就職/資格
/['19]

887 寺本康之の民法1 The BEST PLUS総則・物権 : 公務員試験 第2版 寺本康之著 エクシア出版
就職/資格
/['19]

888 寺本康之の民法2 The BEST PLUS債権・家族 : 公務員試験 第2版 寺本康之著 エクシア出版
就職/資格
/['19]

889
畑中敦子×津田秀樹の「数的推理」勝者の解き方敗者の落とし穴 : 公務員試験 [2019]最速
攻略版

畑中敦子, 津田秀樹著 洋泉社
就職/資格
/['19]

890
畑中敦子×津田秀樹の「判断推理」勝者の解き方敗者の落とし穴 : 公務員試験 [2019]最速
攻略版

畑中敦子, 津田秀樹著 洋泉社
就職/資格
/['19]
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