
2019年12月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 人間のトリセツ : 人工知能への手紙 (ちくま新書:1453) 黒川伊保子著 筑摩書房 007.13/Ku74

2 イノベーターズ 1
ウォルター・アイザックソ
ン著/井口耕二訳

講談社 007.2/I68/1

3 イノベーターズ 2
ウォルター・アイザックソ
ン著/井口耕二訳

講談社 007.2/I68/2

4 テンセント : 知られざる中国デジタル革命トップランナーの全貌 呉暁波著/箭子喜美江訳 プレジデント社 007.35/Te35
5 図書館を遊ぶ : エンターテインメント空間を求めて 渡部幹雄著 新評論 016.2/E18
6 読書教育の未来 日本読書学会編 ひつじ書房 019.2/N71(1)

7 子どもの心を動かす読み聞かせの本とは : 解説&ブックガイド400 岡崎一実, 野口武悟共編
日外アソシエーツ/
紀伊國屋書店 (発
売)

019.5/O48

8 子どもの本のもつ力 : 世界と出会える60冊 清水真砂子著 大月書店 019.5/Sh49
9 古い絵本の物語 寺村摩耶子著 青土社 019.53/Se91
10 書店人のはんせい : 本はエンターテインメント 人見廣史著 新評論 019/H77
11 日本近世書物文化史の研究 横田冬彦著 岩波書店 020.21/Y78

12 中国関係論説資料 60(2018年)第1分冊上 論説資料保存会
051.1/1/60-
1-1

13 中国関係論説資料 60(2018年)第1分冊下 論説資料保存会
051.1/1/60-
1-2

14 中国関係論説資料 60(2018年)第1分冊増 論説資料保存会
051.1/1/60-
1-3

15 社長って何だ! (講談社現代新書:2552) 丹羽宇一郎著 講談社 081/16/2552
16 定年消滅時代をどう生きるか (講談社現代新書:2553) 中原圭介著 講談社 081/16/2553
17 腰痛は歩いて治す : からだを動かしたくなる整形外科 (講談社現代新書:2554) 谷川浩隆著 講談社 081/16/2554
18 心にとって時間とは何か (講談社現代新書:2555) 青山拓央著 講談社 081/16/2555

19 江戸の災害 : オランダ商館長が見た (講談社現代新書:2556)
フレデリック・クレインス
著/磯田道史解説

講談社 081/16/2556

20 佐藤栄作 : 戦後日本の政治指導者 (中公新書:2570) 村井良太著 中央公論新社 081/17/2570
21 アジア経済とは何か : 躍進のダイナミズムと日本の活路 (中公新書:2571) 後藤健太著 中央公論新社 081/17/2571
22 日本の品種はすごい : うまい植物をめぐる物語 (中公新書:2572) 竹下大学著 中央公論新社 081/17/2572
23 公家源氏 : 王権を支えた名族 (中公新書:2573) 倉本一宏著 中央公論新社 081/17/2573

24 静かなる良人 改版 (中公文庫:[あ-10-10]) 赤川次郎著 中央公論新社
081/18/あ10-
10

25 芝浜謎噺 (中公文庫:[あ-79-6]. 神田紅梅亭寄席物帳) 愛川晶著 中央公論新社
081/18/あ79-
6

26 さよなら獣 (中公文庫:[あ-90-1]) 朝比奈あすか著 中央公論新社
081/18/あ90-
1

27 この色を閉じ込める (中公文庫:[い-127-2]) 石川智健著 中央公論新社
081/18/い
127-2

28 萩殺人事件 (中公文庫:[う-10-36]) 内田康夫著 中央公論新社
081/18/う10-
36

29 青山二郎の話・小林秀雄の話 (中公文庫:[う-3-17]) 宇野千代著 中央公論新社
081/18/う3-
17
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30 三の隣は五号室 (中公文庫:[な-74-1]) 長嶋有著 中央公論新社
081/18/な74-
1

31 普段着のこころ (中公文庫:[は-65-7]. 四季のうた) 長谷川櫂著 中央公論新社
081/18/は65-
7

32 愛のうた (中公文庫:[ひ-28-3]) 東直子著 中央公論新社
081/18/ひ28-
3

33 文壇放浪 (中公文庫:[み-10-24]) 水上勉著 中央公論新社
081/18/み10-
24

34 異なる色の月 (中公文庫:[み-45-3]. Deamon seekers:3) 宮沢龍生著 中央公論新社
081/18/み45-
3

35 英雄伝説の日本史 (講談社学術文庫:[2592]) 関幸彦 [著] 講談社 081/2/2592
36 民俗学 (講談社学術文庫:[2593]) 宮田登 [著] 講談社 081/2/2593
37 西洋中世の愛と人格 : 「世間」論序説 (講談社学術文庫:[2594]) 阿部謹也[著] 講談社 081/2/2594
38 世阿弥 (講談社学術文庫:[2595]) 北川忠彦[著] 講談社 081/2/2595

39 イミタチオ・クリスティ : キリストにならいて (講談社学術文庫:[2596])
トマス・ア・ケンピス
[著]/呉茂一, 永野藤夫訳

講談社 081/2/2596

40 黒雲の下で卵をあたためる (岩波現代文庫:文芸:314) 小池昌代著 岩波書店 081/22/B314
41 「鎖国」を見直す (岩波現代文庫:学術:412) 荒野泰典著 岩波書店 081/22/G412
42 全盲の弁護士竹下義樹 (岩波現代文庫:社会:317) 小林照幸著 岩波書店 081/22/S317
43 中華の成立 : 唐代まで (岩波新書:新赤版 1804. シリーズ中国の歴史:1) 渡辺信一郎著 岩波書店 081/6-4/1804
44 AIの時代と法 (岩波新書:新赤版 1809) 小塚荘一郎著 岩波書店 081/6-4/1809
45 放送の自由 : その公共性を問う (岩波新書:新赤版 1810) 川端和治著 岩波書店 081/6-4/1810
46 俳句 1 (岩波新書:新赤版 1811-1812. 大岡信『折々のうた』選) 長谷川櫂編 岩波書店 081/6-4/1811
47 「孤独な育児」のない社会へ : 未来を拓く保育 (岩波新書:新赤版 1816) 榊原智子著 岩波書店 081/6-4/1816
48 易経 (新書漢文大系:40) 今井宇三郎著/辛賢編 明治書院 123.1/I43
49 AI時代の「超」発想法 (PHPビジネス新書:407) 野口悠紀雄著 PHP研究所 141.5/N93
50 言語 (認知心理学:3) 大津由紀雄編 東京大学出版会 141.51/N76/3

51 情動はこうしてつくられる : 脳の隠れた働きと構成主義的情動理論
リサ・フェルドマン・バ
レット [著]/高橋洋訳

紀伊國屋書店 141.6/B24

52 The handbook of person-centred psychotherapy & counselling 2nd ed
edited by Mick Cooper
... [et al.]

Palgrave Macmillan 146.8/C87

53 「心配でたまらない」が消える心理学 (朝日文庫:[ね3-1]) 根本橘夫著 朝日新聞出版 146.8/N64

54 The handbook of child and adolescent psychotherapy : psychoanalytic approaches 2nd ed : pbk
edited by Monica Lanyado
and Ann Horne

Routledge 146.82/L28

55 あっ!命の授業 ゴルゴ松本著 廣済堂出版 159/G68
56 時間革命 : 1秒もムダに生きるな 堀江貴文著 朝日新聞出版 159/H87

57 メンタルが強い人がやめた13の習慣 (講談社+α新書:818-1A)
エイミー・モーリン [著]/
長澤あかね訳

講談社 159/Mo57

58 一秒で捨てろ! : 人生がときめく「逆転の整理術」 (PHPビジネス新書:409) 成毛眞著 PHP研究所 159/N53
59 立て直す力 (中公新書ラクレ:666) 上田紀行著 中央公論新社 159/U32

60 古代寺院 : 新たに見えてきた生活と文化 (シリーズ古代史をひらく)
吉村武彦, 吉川真司, 川尻
秋生編

岩波書店 185.91/Ko17

61 女のキリスト教史 : 「もう一つのフェミニズム」の系譜 (ちくま新書:1459) 竹下節子著 筑摩書房 190/Ta65
62 大人のための「世界史」ゼミ 鈴木董著 山川出版社 209/Su96
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63 いろはで学ぶ!くずし字・古文書入門 (潮新書:029) 小林正博著 潮出版社 210.029/Ko12

64 大日本史料 第2編之32
東京帝國大學文科大學史料
編纂掛編纂

東京帝國大學
210.08/16/2-
32

65 樂只堂年録 第8 (史料纂集:古記録編 [162], [168], [174], [176], [182], [193], [199], [205])
[柳澤吉保著]/宮川葉子校
訂

八木書店
210.08/3/ラ
1-8

66 江戸・戦国のくずし字古文書入門 (扶桑社新書:307) 菅野俊輔著 扶桑社 210.47/Ka57
67 織田家臣団の系図 (角川新書:[K-281]) 菊地浩之[著] KADOKAWA 210.48/O17
68 織田信長政権の権力構造 (戎光祥研究叢書:16) 久野雅司著 戎光祥出版 210.48/O17
69 欧米人の見た開国期日本 : 異文化としての庶民生活 (角川ソフィア文庫:I304-1) 石川榮吉[著] KADOKAWA 210.6/I76
70 中国古代史 : 司馬遷「史記」の世界 (角川文庫:21826) 渡辺精一 [著] KADOKAWA 222.01/Sh17
71 天皇陛下「生前退位」への想い (新潮文庫:11036, ほ-19-4) 保阪正康著 新潮社 288.41/Te37
72 阿倍仲麻呂 (人物叢書:[通巻298]) 森公章著 吉川弘文館 289.1/A13

73 経覚 (人物叢書:[通巻299])
酒井紀美著/日本歴史学会
編

吉川弘文館 289.1/Ky4

74 日本を出て、日本を知る 坂本龍太朗著
アメージング出版/
星雲社 (発売)

289.1/Sa32

75 国際交流に託した渋沢栄一の望み : 「民」による平和と共存の模索 (渋沢栄一と「フィランソロピー」:5) 飯森明子編著 ミネルヴァ書房 289.1/Sh21
76 青年将校ジョージ・ワシントン (アメリカ人の物語:1) 西川秀和著 悠書館 289.3/W43/1
77 革命の剣ジョージ・ワシントン 上 (アメリカ人の物語:2-3) 西川秀和著 悠書館 289.3/W43/2
78 革命の剣ジョージ・ワシントン 下 (アメリカ人の物語:2-3) 西川秀和著 悠書館 289.3/W43/3
79 建国の父ジョージ・ワシントン 上 (アメリカ人の物語:4) 西川秀和著 悠書館 289.3/W43/4
80 14 Days on the Amazon P 72 p. 17 :pbk. Eschler, Carl Lulu.com 291.296/C18
81 ラトヴィアの蒼い風 : 清楚な魅力のあふれる国 黒沢歩著 新評論 293.883/Ku76
82 スウェーデンの世界遺産紀行 : 自然と歴史のひとり旅 宇野幹雄著 新評論 293.893/U77
83 2030年の世界地図帳 : あたらしい経済とSDGs、未来への展望 落合陽一著 SBクリエイティブ 304/O15

84 日本への警告 : 米中朝鮮半島の激変から人とお金の動きを見抜く (講談社+α新書:815-1C)
ジム・ロジャーズ [著]/小
里博栄取材・訳

講談社 304/R62

85 <危機>の正体 佐藤優著/富岡幸一郎著 講談社 304/Sa86

86 独裁者はこんな本を書いていた 上
ダニエル・カルダー著/黒
木章人訳

原書房 313.8/Ka29/1

87 独裁者はこんな本を書いていた 下
ダニエル・カルダー著/黒
木章人訳

原書房 313.8/Ka29/2

88
Religion and the international system (SAGE library of international relations. International relations and
religion:v. 1)

Sage Reference 316.2/H38/1

89 Religion and war (SAGE library of international relations. International relations and religion:v. 2) Sage Reference 316.2/H38/2
90 Religion and peace (SAGE library of international relations. International relations and religion:v. 3) Sage Reference 316.2/H38/3

91
Religion, IR and methodology (SAGE library of international relations. International relations and
religion:v. 4)

Sage Reference 316.2/H38/4

92 人種差別の世界史 : 白人性とは何か? (刀水歴史全書:82) 藤川隆男著 刀水書房 316.8/F58

93 The SAGE handbook of the history, philosophy and sociology of international relations : hbk.
edited by Andreas Gofas,
Inanna Hamati-Ataya,
Nick Onuf

SAGE 319/G56

94 探偵・推理小説と法文化 駒城鎮一著 世界思想社 321.04/Ko39
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95 18歳からはじめる民法 第4版 (From 18)
潮見佳男, 中田邦博, 松岡
久和編

法律文化社 324/J92

96 国運の分岐点 : 中小企業改革で再び輝くか、中国の属国になるか (講談社+α新書:672-3C)
デービッド・アトキンソン
[著]

講談社 332.107/A94

97 タイの経済と社会 : OECD多角的国家分析
OECD開発センター編著/門
田清訳

明石書店 332.237/O71

98 インド経済史 : 古代から現代まで
ティルタンカル・ロイ著/
水島司訳

名古屋大学出版会 332.25/R79

99 入門国際経済学 大川良文著
中央経済社/中央経
済グループパブリッ
シング (発売)

333.6/O46

100 人口半減社会と戦う : 小樽からの挑戦
小樽市人口減少問題研究会
著

白水社 334.3117/O84

101 Q&A SDGs経営 笹谷秀光著 日本経済新聞出版社 335.15/Sa79

102 The Palgrave handbook of learning and teaching international business and management hbk.

edited by Maria
Alejandra Gonzalez-
Perez, Karen Lynden, Vas
Taras

Palgrave Macmillan 336.47/Ma51

103 図解でわかる会社の数字 : 株価を動かす財務データの見方 (ちくま新書:1458) 花岡幸子著 筑摩書房 336.83/H28
104 伸びる会社、沈む会社の見分け方 (PHPビジネス新書:408) 小宮一慶著 PHP研究所 336/Ko65
105 銀行ゼロ時代 (朝日新書:733) 高橋克英著 朝日新聞出版 338.21/Ta33
106 データでみる県勢 2020年版 矢野恒太記念会編 国勢社 351/YaT/'20

107 ソーシャルアクション!あなたが社会を変えよう! : はじめの一歩を踏み出すための入門書 木下大生, 鴻巣麻里香編著 ミネルヴァ書房 360.4/Ki46

108 精神科医が教える聴く技術 (ちくま新書:1456) 高橋和巳著 筑摩書房 361.454/Ta33

109 ネットと差別扇動 : フェイク/ヘイト/部落差別
谷口真由美 [ほか] 著/部
落解放・人権研究所編

解放出版社 361.86/N66

110 いま、部落問題を語る : 新たな出会いを求めて 山本栄子, 山本崇記編 生活書院 361.86/Y31
111 「労働」から学ぶジェンダー論 : Society5.0でのライフスタイルを考える (Minerva text library:69) 乙部由子著 ミネルヴァ書房 366.38/O86

112 Women女性たちの世界史大図鑑

[ジョージー・キャロル,
ジェイコブ・F・フィール
ド, アビゲイル・ミッチェ
ルほか著]/戸田早紀, 中島
由華, 熊谷玲美訳

河出書房新社 367.2/W85

113 あたいと他の愛 もちぎ著 文藝春秋 367.97/Mo12
114 The Sage encyclopedia of world poverty 2nd ed v. 1 (A Sage reference publication) Mehmet Odekon, editor SAGE Publications 368.2/O17/1
115 The Sage encyclopedia of world poverty 2nd ed v. 2 (A Sage reference publication) Mehmet Odekon, editor SAGE Publications 368.2/O17/2
116 The Sage encyclopedia of world poverty 2nd ed v. 3 (A Sage reference publication) Mehmet Odekon, editor SAGE Publications 368.2/O17/3
117 The Sage encyclopedia of world poverty 2nd ed v. 4 (A Sage reference publication) Mehmet Odekon, editor SAGE Publications 368.2/O17/4
118 The Sage encyclopedia of world poverty 2nd ed v. 5 (A Sage reference publication) Mehmet Odekon, editor SAGE Publications 368.2/O17/5

119 「特集」科学技術と社会福祉 : ICTの活用と福祉支援 : その現状と課題 (世界の社会福祉年鑑:2019)
宇佐見耕一 [ほか] 編集代
表

旬報社
369.059/Se22
/'19

120 福祉小六法 2020 大阪ボランティア協会編集
大阪ボランティア協
会

369.12/OsB/'
20

4



2019年12月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

121 ソーシャルワークの理論と実践の基盤 : 東京社会福祉士会認定社会福祉士制度認証研修・生涯研修制度独自研修対応
『ソーシャルワークの理論
と実践の基盤』編集委員会
編集

へるす出版 369.16/So63

122 事例で学ぶ福祉専門職のための意思決定支援ガイドブック
名川勝, 水島俊彦, 菊本圭
一編著

中央法規出版 369.17/J53

123 看取り犬・文福の奇跡 : 心が温かくなる15の掌編 若山三千彦著 東邦出版 369.263/Sa48

124 ロヒンギャ問題とは何か : 難民になれない難民 日下部尚徳, 石川和雅編著 明石書店 369.38/Ku82

125 Social work : an empowering profession 9th ed : [pbk.] (The Merrill social work and human services series)
Brenda DuBois, Karla
Krogsrud Miley

Pearson 369/D93

126 Direct social work practice : theory and skills 10th ed : student ed (Empowerment series)
Dean H. Hepworth ... [et
al.]

Cengage Learning 369/H52

127 まちの居場所、施設ではなく。 : どうつくられ、運営、継承されるか (文化とまちづくり叢書) 田中康裕著 水曜社 369/Ta84
128 ジェンダーと教育 (リーディングス日本の教育と社会:16) 木村涼子編著 日本図書センター 371.3/KiR/J
129 保護者のためのいじめ解決の教科書 (集英社新書:0990E) 阿部泰尚著 集英社 371.42/A13
130 2020年からの新しい学力 (SB新書:487) 石川一郎著 SBクリエイティブ 372.107/I76

131 小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:4) 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

132 中学校新学習指導要領パスライン [2021年度阪] (教員採用試験Pass Line突破シリーズ:5) 時事通信出版社編集
時事通信出版局/時
事通信社 (発売)

373.7//'21

133 特別支援学校新学習指導要領パスライン [2021年度] (教員採用試験Pass Line突破シリーズ:7)
時事通信出版局/時
事通信社 (発売)

373.7//'21

134 教員採用試験一般教養ポイントチェック15日間 2021 (教育ジャーナル選書)
学研教育みらい/学
研プラス (発売)

373.7//'21

135 教員採用試験教職教養ポイントチェック15日間 2021 (教育ジャーナル選書)
学研教育みらい/学
研プラス (発売)

373.7//'21

136 試験に出る重要教育答申 ['21年度] (教員採用試験Hyper実戦シリーズ: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

137 小学校全科の要点理解 [2021年度版] (教員採用試験Twin Books完成シリーズ:5) 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

138 養護教諭の完全攻略 ['21年度] (専門教養Build Upシリーズ:5) 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

139 小学校全科 2021年度 (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験参考書:6) 東京アカデミー編著
ティーエーネット
ワーク/七賢出版
(発売)

373.7//'21

140 教職教養 [2021年度] 1 教育原理・教育史 (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験参考書:1-2)
ティーエーネット
ワーク/七賢出版
(発売)

373.7//'21

141 一般教養 [2021年度] 1 人文科学 (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験参考書:3-5) 東京アカデミー編
ティーエーネット
ワーク/七賢出版
(発売)

373.7//'21

142 教職教養 [2021年度] 2 教育心理・教育法規 (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験参考書:1-2)
ティーエーネット
ワーク/七賢出版
(発売)

373.7//'21

143 一般教養 [2021年度] 2 社会科学 (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験参考書:3-5) 東京アカデミー編
ティーエーネット
ワーク/七賢出版
(発売)

373.7//'21
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144 一般教養 [2021年度] 3 自然科学 (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験参考書:3-5) 東京アカデミー編
ティーエーネット
ワーク/七賢出版
(発売)

373.7//'21

145 教員採用試験教育用語集 [2021年度] (オープンセサミシリーズ) 東京アカデミー編著
ティーエーネット
ワーク/七賢出版
(発売)

373.7//'21

146 教員採用試験一般教養36日間 2021 (教育ジャーナル選書) 津金邦明監修
学研教育みらい/学
研プラス (発売)

373.7//'21

147 教員採用試験教職教養36日間 2021 (教育ジャーナル選書) 津金邦明監修
学研教育みらい/学
研プラス (発売)

373.7//'21

148 教員採用試験小学校全科らくらくマスター 2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'21

149 これだけ覚える教員採用試験小学校全科 '21年度
LEC東京リーガルマインド
著

成美堂出版 373.7//'21

150 養護教諭の活動の実際 第3版 静岡県養護教諭研究会編著 東山書房 374.9/Sh94

151 Q&Aでわかる子どものネット依存とゲーム障害 樋口進著 少年写真新聞社 374.93/H56
152 授業ファシリテート入門 : 対話を生み出す : 話し合いで深い学びを実現 片山紀子, 若松俊介著 ジダイ社 375.1/Ka84

153 ことばの教育を問いなおす : 国語・英語の現在と未来 (ちくま新書:1455)
鳥飼玖美子, 苅谷夏子, 苅
谷剛彦著

筑摩書房 375.8/Ko94

154 臨床国語教育を学ぶ人のために 難波博孝編 世界思想社 375.8/N48

155 小学校英語の文字指導 : リタラシー指導の理論と実践 アレン玉井光江著 東京書籍
375.8932/A68
(1)

156 小学校英語の文字指導 : リタラシー指導の理論と実践 アレン玉井光江著 東京書籍
375.8932/A68
(2)

157 小学校英語の文字指導 : リタラシー指導の理論と実践 アレン玉井光江著 東京書籍
375.8932/A68
(3)

158 新・実習指導概説 : 保育・教育・施設実習 (健康福祉シリーズ:4) 前橋明, 石井浩子編著 ふくろう出版 376.1/Ma27
159 「ようちえん」はじめました! : お母さんたちがつくった「花の森こども園」の物語 葭田あきこ著 新評論 376.128/Y86
160 試験対策のプロが書いた!保育士合格テキスト&問題集 2020年版上巻 ライセンス学院著 ナツメ社 376.14//'20
161 保育現場における困りごと相談ハンドブック : 保育士・保育教諭のお悩み解決のために 木元有香著 新日本法規出版 376.14/Ki37

162 よくわかる!子どもの造形入門50話 : 保育者を目指す人と親のための 石川博章著
樹林舎/人間社 (発
売)

376.156/I76

163 早稲田アカデミーby AERA : 「本気でやる子」が育つ理由 (アエラムック企業研究) 朝日新聞出版 376.8/W41

164 大学の問題問題の大学 竹内洋, 佐藤優著
時事通信出版局/時
事通信社 (発売)

377.04/Ta67

165 2040年大学よ甦れ : カギは自律的改革と創造的連携にある
田中弘允, 佐藤博明, 田原
博人著

東信堂 377.1/N79

166 大学の危機と学問の自由
寄川条路編/石塚正英 [ほ
か] 著

法律文化社 377.1/Y84

167 2040年大学教育の展望 : 21世紀型学習成果をベースに 山田礼子著 東信堂 377/Y19

168 軽度知的障害生徒における自己理解の支援に関する実証的研究 伊藤佐奈美著
現代図書/星雲社
(発売)

378.6/I91

169 発達障害 : 思春期からのライフスキル (岩波ジュニア新書:908) 平岩幹男著 岩波書店 378.8/H64

170 苦手が「できる」にかわる!発達が気になる子への生活動作の教え方
鴨下賢一編著/立石加奈子,
中島そのみ著

中央法規出版 378.8/Ka41
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171 「本当の豊かさ」はブッシュマンが知っている
ジェイムス・スーズマン著
/佐々木知子訳

NHK出版 382.486/Su92

172 天丼 かつ丼 牛丼 うな丼 親子丼 : 日本五大どんぶりの誕生 (ちくま学芸文庫:[イ54-3]) 飯野亮一著 筑摩書房 383.81/I27

173 人種と歴史/人種と文化

クロード・レヴィ=スト
ロース [著]/ミシェル・イ
ザール序文/渡辺公三, 三
保元, 福田素子訳

みすず書房 389.04/L57

174 社会人類学年報 VOL.45(2019)
東京都立大学社会人類学会
編

弘文堂
389.059/ShJ/
'19

175 「失敗の本質」と戦略思想 : 孫子・クラウゼヴィッツで読み解く日本軍の敗因 (ちくま新書:1457) 西田陽一, 杉之尾宜生著 筑摩書房 391.3/N86
176 理系力が身につく週末実験 : 身近な不思議を読み解く科学 (サイエンス・アイ新書:SIS-438) 尾嶋好美著 SBクリエイティブ 407/O35
177 おしゃべりな糖 : 第三の生命暗号、糖鎖のはなし (岩波科学ライブラリー:290) 笠井献一著 岩波書店 408/14/290

178 教科書では学べない数学的思考 : 「ウーン!」と「アハ!」から学ぶ

ジョン・メイソン, リオ
ン・バートン, ケイ・ステ
イスィー [著]/吉田新一郎
訳

新評論 410/Ky4

179 線形代数 新装版 (理工系の数学入門コース) 戸田盛和, 浅野功義著 岩波書店 411.3/To17
180 微分積分 新装版 (理工系の数学入門コース) 和達三樹著 岩波書店 413.3/W12
181 複素関数 新装版 (理工系の数学入門コース) 表実著 岩波書店 413.52/O63
182 フーリエ解析 新装版 (理工系の数学入門コース) 大石進一著 岩波書店 413.59/O33
183 常微分方程式 新装版 (理工系の数学入門コース) 矢嶋信男著 岩波書店 413.62/Y16
184 ベクトル解析 (理工系の数学入門コース新装版) 戸田盛和著 岩波書店 414.7/To17

185 Excelによる統計解析入門 市川博 [ほか] 著
日本教育訓練セン
ター

417/E93

186 多変量解析の実践 : 初心者がらくらく読める 2版 上 菅民郎著 現代数学社 417/Ka59/1
187 多変量解析の実践 : 初心者がらくらく読める 2版 下 菅民郎著 現代数学社 417/Ka59/2
188 確率・統計 新装版 (理工系の数学入門コース) 薩摩順吉著 岩波書店 417/Sa88
189 数値計算 新装版 (理工系の数学入門コース) 川上一郎著 岩波書店 418.1/Ka94
190 やりなおし高校物理 (ちくま新書:1454) 永野裕之著 筑摩書房 421.5/N16
191 ゲノム革命がはじまる : DNA全解析とクリスパーの衝撃 (集英社新書:0997G) 小林雅一著 集英社 467.25/Ko12
192 動物と人間 : 関係史の生物学 三浦慎悟著 東京大学出版会 480.2/Mi67
193 健康心理学事典 日本健康心理学会編 丸善出版 490.14/N71
194 ニューロテクノロジー : 最新脳科学が未来のビジネスを生み出す 茨木拓也著 技術評論社 491.371/I11

195 まだ変えられる!くすりがきかない未来 : 知っておきたい薬剤耐性(AMR)のはなし 石金正裕, うえたに夫婦著 南山堂 491.7/I76

196 ホメオパシーとヴィクトリア朝イギリスの医学 : 科学と非科学の境界 黒﨑周一著 刀水書房 492.3/Ku76
197 医療におけるナラティブとエビデンス : 対立から調和へ 改訂版 斎藤清二著 遠見書房 492/Sa25
198 双極性障害の診かたと治しかた : 科学的根拠に基づく入門書 寺尾岳著 星和書店 493.764/Te59

199 更年期のケア : 女性の健康と看護
アン・M. ヴォダ著/前原澄
子監訳/吉沢豊予子編訳

中央法規出版 495.13/V85

200 発明と技術の百科図鑑 DK社編著/柴田譲治訳 原書房 502/D87

201 コトラーのソーシャル・マーケティング : 地球環境を守るために
フィリップ・コトラー [ほ
か] 著

ミネルヴァ書房 519/Ko94

202 木造建築遺産保存論 : 日本とヨーロッパの比較から
マルティネス アレハンド
ロ著

中央公論美術出版 521.8/Ma53
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203 IoT最強国家ニッポン : 日本企業が4つの主要技術を支配する時代 (講談社+α新書:811-1C) 南川明 [著] 講談社 549.09/Mi37
204 味の素「残業ゼロ」改革 石塚由紀夫著 日本経済新聞出版社 588.067/I84
205 本物の節約残念な節約 (KAWADE夢文庫:K1122) 小沢美奈子著 河出書房新社 591/O97

206 食べものが劣化する日本 : 命をつむぐ種子と安心な食を次世代へ 安田節子著
食べもの通信社/合
同出版 (発売)

615.21/Y62

207 アリババ : 世界最強のスマートビジネス ミン・ゾン著/土方奈美訳 文藝春秋 673.36/A71
208 物流がわかる 第2版 (日経文庫:1412:E54) 角井亮一著 日本経済新聞出版社 675.4/Ka28

209 敦煌装飾図案
関友惠著/敦煌研究院, 樊
錦詩主編/岡田陽一訳

科学出版社東京
702.2217/Ka5
9

210 バンクシー : 壊れかけた世界に愛を 吉荒夕記著 美術出版社 723.33/B18
211 ファン・ゴッホ : 日本の夢に懸けた画家 (角川文庫:21825) 圀府寺司 [著] KADOKAWA 723.359/G57

212 ピカソの私生活 : 創作の秘密
オリヴィエ・W・ピカソ著/
岡村多佳夫訳

西村書店 723.36/P59

213 赤塚不二夫のだめマンガ (ちくま文庫:[あ-34-4]) 赤塚不二夫著/杉田淳子選 筑摩書房 726.1/A33
214 ナウシカ考 : 風の谷の黙示録 赤坂憲雄著 岩波書店 726.1/Mi88
215 「コミックス」のメディア史 : モノとしての戦後マンガとその行方 山森宙史著 青弓社 726.101/Y31
216 日本人形玩具大辞典 日本人形玩具学会編 東京堂出版 759.033/N71
217 ヒンドゥー教徒の集団歌謡 : 神と人との連鎖構造 田中多佳子著 世界思想社 765/Ta84

218 保育士のすぐラクピアノこどもとうたいたい人気ソング : とってもやさしいピアノ
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメン
ト

767.7/Sh64

219 講談 (知っておきたい日本の古典芸能) 瀧口雅仁編著 丸善出版 779.12/Ta71
220 落語 (知っておきたい日本の古典芸能) 瀧口雅仁編著 丸善出版 779.13/Ta71
221 浪曲・怪談 (知っておきたい日本の古典芸能) 瀧口雅仁編著 丸善出版 779.15/Ta71
222 スポーツにおける逸脱とは何か : スポーツ倫理と日常倫理のジレンマ 大峰光博著 晃洋書房 780.1/O62
223 ストライカーを科学する : サッカーは南米に学べ! (岩波ジュニア新書:904) 松原良香著 岩波書店 783.47/Ma73
224 ラグビー知的観戦のすすめ (角川新書:[K-284]) 廣瀬俊朗 [著] KADOKAWA 783.48/H72
225 奇跡のチーム : ラグビー日本代表、南アフリカに勝つ (文春文庫:[い98-2]) 生島淳著 文藝春秋 783.48/J72

226 会話分析の方法 : 行為と連鎖の組織
エマニュエル・A・シェグ
ロフ [著]/西阪仰訳

世界思想社 801.03/Sc2

227
Pragmatic aspects of scalar modifiers : the semantics-pragmatics interface : pbk (Oxford studies in
theoretical linguistics:69)

Osamu Sawada
Oxford University
Press 801.2/Sa93

228
Semantics, pragmatics and meaning revisited : the case of conditionals (Perspectives on pragmatics,
philosophy & psychology:v. 17)

Magdalena Sztencel Springer 801.2/Sz

229
Person, case, and agreement : the morphosyntax of inverse agreement and global case splits (Rethinking
comparative syntax)

András Bárány
Oxford University
Press 801.5/B21

230 Exploring linguistic science : language use, complexity, and interaction : hardback
Allison Burkette,
William A. Kretzschmar,
Jr

Cambridge
University Press

801/B92

231 Autonomy in language learning and teaching : new research agendas (Palgrave pivot)
Alice Chik, Naoko Aoki,
Richard Smith, editors

Palgrave Macmillan 807/A96

232 Innovations in flipping the language classroom : theories and practices
Jeffrey Mehring, Adrian
Leis

Springer 807/Me21

233 日本語本質論 : 翻訳テクスト分析が映し出す姿 泉子・K・メイナード著 明治書院 810.4/Ma98
234 日本語をみがく小辞典 (角川文庫:21824) 森田良行 [著] KADOKAWA 810.4/Mo67
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235 日本語教育のためのはじめての統計分析 島田めぐみ, 野口裕之著 ひつじ書房 810.7/Sh36

236 The Cambridge handbook of Japanese linguistics : hardback (Cambridge handbooks in language and linguistics) edited by Yoko Hasegawa
Cambridge
University Press

810/H36

237 岩波国語辞典 第8版 西尾実 [ほか] 編 岩波書店 813.1/I95
238 事態の捉え方と述語のかたち : 英語から見た日本語 (開拓社言語・文化選書:83) 黒滝真理子著 開拓社 815.1/Ku77
239 古文解釈のための国文法入門 改訂増補 (ちくま学芸文庫:[マ47-1]) 松尾聰著 筑摩書房 815/Ma86
240 中国人のこころ : 「ことば」からみる思考と感覚 (集英社新書:0958B) 小野秀樹著 集英社 820.4/O67

241
Integrating information and communication technologies in English for specific purposes (English language
education:v. 10)

Rosa Muñoz-Luna, Lidia
Taillefer, editors

Springer 830.7/Mu35

242 英検2級・準1級・1級各級250問 : 空所補充問題・和訳問題・語彙力を高めるためのクイズ形式の記述問題
大浜博紀, ケイン・トム共
著

朝日出版社 830.79/O27

243 英語の正しい発音の仕方 改訂版 基礎編 岩村圭南著 研究社 831.1/I94

244 天声人語 : 英文対照 v. 198 2019秋
朝日新聞論説委員室編/英
文朝日訳

原書房 837.5/13/198

245 3語でできるオリンピック&パラリンピック英会話
カン・アンドリュー・ハシ
モト著

DHC 837.8/H38

246 本当に必要な英会話フレーズだけを1冊にまとめました 山内勇樹著 フローラル出版 837.8/Y46
247 海外短編のテクニック (集英社新書:0258F) 阿刀田高著 集英社 901.3/A94

248 世界物語大事典
ローラ・ミラー総合編集/
越前敏弥訳

三省堂 902/Mi27

249 宮沢賢治デクノボーの叡知 (新潮選書) 今福龍太著 新潮社 910.268/Mi89

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

251 教育詩集 : 子どもの毎日の笑顔のために 高木いさお著 子ども出版 911.56/Ta36
252 子ども歌を学ぶ人のために 小野恭靖著 世界思想社 911.58/O67
253 源氏物語宇治の言の葉 井野葉子著 森話社 913.36/I57
254 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 上 (KAエスマ文庫) 暁佳奈著 京都アニメーション 913.6/A33/1
255 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 下 (KAエスマ文庫) 暁佳奈著 京都アニメーション 913.6/A33/2
256 浜村渚の計算ノート (講談社文庫:[あ-118-1]) 青柳碧人 [著] 講談社 913.6/A57/1
257 ムゲンのi (アイ) 上 知念実希人著 双葉社 913.6/C46/1
258 ムゲンのi (アイ) 下 知念実希人著 双葉社 913.6/C46/2
259 流しのしたの骨 (新潮文庫:え-10-5) 江國香織著 新潮社 913.6/E44
260 飛べないカラス 木内一裕著 講談社 913.6/Ki81
261 落日 湊かなえ [著] 角川春樹事務所 913.6/Mi39
262 前世への冒険 : ルネサンスの天才彫刻家を追って (知恵の森文庫:[bも5-1]) 森下典子[著] 光文社 913.6/Mo65
263 りかさん (新潮文庫:な-37-4) 梨木香歩著 新潮社 913.6/N55
264 シャガクに訊け! 大石大著 光文社 913.6/O33
265 紙のピアノ 新堂冬樹著 双葉社 913.6/Sh62
266 賀茂川コミュニケーション塾 : ビブリオバトルから人工知能まで (教養みらい選書:005) 谷口忠大著 世界思想社 913.6/Ta87
267 ぼくは勉強ができない 46刷改版 (新潮文庫:5648, や-34-6) 山田詠美著 新潮社 913.6/Y19
268 大きな字で書くこと 加藤典洋著 岩波書店 914.6/Ka86

269 書簡 下 (定本漱石全集:第22-24巻) 岩波書店
918.68/NaS/2
4
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270 鉄幹晶子全集 別巻7
[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7

271 六朝文化と日本 : 謝霊運という視座から (アジア遊学:240) 蒋義喬編著 勉誠出版 921.4/Sh13

272 大学教授のように小説を読む方法 増補新版
トーマス・C・フォスター
著/矢倉尚子訳

白水社 930.4/F41

273 運命のコイン 上巻 (新潮文庫:11195-11196, ア-5-48, ア-5-49)
ジェフリー・アーチャー
[著]/戸田裕之訳

新潮社 933.7/A68/1

274 運命のコイン 下巻 (新潮文庫:11195-11196, ア-5-48, ア-5-49)
ジェフリー・アーチャー
[著]/戸田裕之訳

新潮社 933.7/A68/2

275 私たちがたがいをなにも知らなかった時 (ドイツ現代戯曲選:13)
ペーター・ハントケ著/鈴
木仁子訳

論創社 942.7/H29

276 アランフエスの麗しき日々 : 夏のダイアローグ
ペーター・ハントケ著/阿
部卓也訳

論創社 942.7/H29

277 ドン・フアン (本人が語る)
ペーター・ハントケ著/阿
部卓也, 宗宮朋子訳

三修社 943.7/H29

278 こどもの物語 (『新しいドイツの文学』シリーズ:13)
ペーター・ハントケ原著/
阿部卓也訳

同学社 943.7/H29

279 ラ・ボエーム (光文社古典新訳文庫:[KAミ2-1])
アンリ・ミュルジェール著
/辻村永樹訳

光文社 953.6/Mu67

280 家なき子 上巻 (新潮文庫:11169-11170, マ-33-1, マ-33-2)
エクトール・マロ [著]/村
松潔訳

新潮社 953/Ma39/1

281 家なき子 下巻 (新潮文庫:11169-11170, マ-33-1, マ-33-2)
エクトール・マロ [著]/村
松潔訳

新潮社 953/Ma39/2

282 プリーモ・レーヴィ全詩集 : 予期せぬ時に
プリーモ・レーヴィ [著]/
竹山博英訳

岩波書店 971/L57

283 賭博者 (光文社古典新訳文庫:[KAト1-21])
ドストエフスキー著/亀山
郁夫訳

光文社 983.6/D88

284 逃亡派 (ExLibris)
オルガ・トカルチュク著/
小椋彩訳

白水社 989.83/To28

285 昼の家、夜の家 (ExLibris)
オルガ・トカルチュク著/
小椋彩訳

白水社 989.83/To28

286 実践ビジネス英語 2019-12 (NHK CD. NHKラジオ)
杉田敏講師/NHKエデュケー
ショナル制作協力

NHKサービスセン
ター/NHK出版 (発
売)

CD670.93/N69
/'19-12

287 でてきたでてきたはっぱのあかちゃん (かがくのとも:610号) 高柳芳恵ぶん/松江利恵え 福音館書店 E//20
288 てのひらいっぱいあったらいいな (こどものとも年少版:514号) 神泉薫文/網中いづる絵 福音館書店 E//20
289 まわるおすしやさん (こどものとも:766号) 藤重ヒカル作 福音館書店 E//20
290 ぺんぺんいちざ (こどものとも年少版:515号) 石津ちひろ文/いぬんこ絵 福音館書店 E//20
291 イナヅマごうがやってきた (こどものとも:767号) 小林豊文・絵 福音館書店 E//20
292 でんしゃをはこぶ (かがくのとも:611号) 鈴木周作さく 福音館書店 E//20
293 わたしのちいさないもうと みうらとも文・絵 岩波書店 E/20

294 スモンスモン
ソーニャ・ダノウスキ文・
絵/新本史斉訳

岩波書店 E/31

295 ことばと心 (玉川百科こども博物誌)
岡ノ谷一夫編/のだよしこ
絵

玉川大学出版部 K031/O11

296 民主主義は誰のもの? (あしたのための本)
プランテルグループ文/マ
ルタ・ピナ絵/宇野和美訳

あかね書房 K311/P97

10
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297 独裁政治とは? (あしたのための本)
プランテルグループ文/ミ
ケル・カサル絵/宇野和美
訳

あかね書房 K313/P97

298 社会格差はどこから? (あしたのための本)
プランテルグループ文/
ジュアン・ネグレスコロー
ル絵/宇野和美訳

あかね書房 K361/P97

299 女と男のちがいって? (あしたのための本)
プランテルグループ文/ル
シ・グティエレス絵/宇野
和美訳

あかね書房 K367/P97

300 未来の授業 : 私たちのSDGs探究BOOK
佐藤真久監修/ETIC.編集協
力

宣伝会議 K375/Sa86

301 うちの弟、どうしたらいい?
エリナー・クライマー作/
小宮由訳

岩波書店 K933/C79

302 モモ (岩波少年文庫:127)
ミヒャエル・エンデ作/大
島かおり訳

岩波書店 K943/E59

303 魔法の学校 : エンデのメルヒェン集 (岩波少年文庫:236)
ミヒャエル・エンデ作 :
池内紀, 佐々木田鶴子, 田
村都志夫, 矢川澄子訳

岩波書店 K943/E59

304 魔法のカクテル (岩波少年文庫:249)
ミヒャエル・エンデ作/川
西芙沙訳

岩波書店 K943/E59

305 死役所 10 (Bunch comics) あずみきし著 新潮社
M114.2/A99/1
0

306 死役所 11 (Bunch comics) あずみきし著 新潮社
M114.2/A99/1
1

307 死役所 12 (Bunch comics) あずみきし著 新潮社
M114.2/A99/1
2

308 死役所 13 (Bunch comics) あずみきし著 新潮社
M114.2/A99/1
3

309 死役所 14 (Bunch comics) あずみきし著 新潮社
M114.2/A99/1
4

310 死役所 9 (Bunch comics) あずみきし著 新潮社 M114.2/A99/9

311 ベルサイユのばら : 完全版 1 池田理代子著 集英社
M235.06/I32/
1

312 ベルサイユのばら : 完全版 2 池田理代子著 集英社
M235.06/I32/
2

313 ベルサイユのばら : 完全版 3 池田理代子著 集英社
M235.06/I32/
3

314 ベルサイユのばら : 完全版 4 池田理代子著 集英社
M235.06/I32/
4

315 ベルサイユのばら : 完全版 5 池田理代子著 集英社
M235.06/I32/
5

316 ベルサイユのばら : 完全版 6 池田理代子著 集英社
M235.06/I32/
6

317 ベルサイユのばら : 完全版 7 池田理代子著 集英社
M235.06/I32/
7
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318 ベルサイユのばら : 完全版 8 池田理代子著 集英社
M235.06/I32/
8

319 ベルサイユのばら : 完全版 9 : 外伝 池田理代子著 集英社
M235.06/I32/
9

320 闇金ウシジマくん 1 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/1

321 闇金ウシジマくん 10 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/10

322 闇金ウシジマくん 11 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/11

323 闇金ウシジマくん 12 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/12

324 闇金ウシジマくん 13 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/13

325 闇金ウシジマくん 14 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/14

326 闇金ウシジマくん 15 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/15

327 闇金ウシジマくん 16 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/16

328 闇金ウシジマくん 17 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/17

329 闇金ウシジマくん 18 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/18

330 闇金ウシジマくん 19 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/19

331 闇金ウシジマくん 2 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/2

332 闇金ウシジマくん 20 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/20

333 闇金ウシジマくん 21 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/21

334 闇金ウシジマくん 22 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/22

335 闇金ウシジマくん 23 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/23

336 闇金ウシジマくん 24 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/24

337 闇金ウシジマくん 25 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/25

338 闇金ウシジマくん 26 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/26
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339 闇金ウシジマくん 27 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/27

340 闇金ウシジマくん 28 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/28

341 闇金ウシジマくん 29 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/29

342 闇金ウシジマくん 3 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/3

343 闇金ウシジマくん 30 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/30

344 闇金ウシジマくん 31 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/31

345 闇金ウシジマくん 32 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/32

346 闇金ウシジマくん 33 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/33

347 闇金ウシジマくん 35 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/35

348 闇金ウシジマくん 36 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/36

349 闇金ウシジマくん 37 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/37

350 闇金ウシジマくん 38 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/38

351 闇金ウシジマくん 39 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/39

352 闇金ウシジマくん 4 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/4

353 闇金ウシジマくん 40 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/40

354 闇金ウシジマくん 41 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/41

355 闇金ウシジマくん 42 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/42

356 闇金ウシジマくん 43 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/43

357 闇金ウシジマくん 44 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/44

358 闇金ウシジマくん 5 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/5

359 闇金ウシジマくん 6 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/6
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360 闇金ウシジマくん 7 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/7

361 闇金ウシジマくん 8 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/8

362 闇金ウシジマくん 9 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館
M338.77/Ma43
/9

363 ベトナム戦記他 (水木しげる漫画大全集:046. ゲゲゲの鬼太郎:18)
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/
18

364 ゲゲゲの鬼太郎 4 (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/
4

365 ゲゲゲの鬼太郎 5 (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/
5

366 ゲゲゲの鬼太郎 6 (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/
6

367 鬼太郎の世界お化け旅行 : 全他 8 (水木しげる漫画大全集:036. ゲゲゲの鬼太郎:8)
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/
8

368 リボンの騎士 1 (手塚治虫文庫全集:BT-013-014. 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/
1

369 ブラック・ジャック 1 (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/
1

370 火の鳥 1 (手塚治虫文庫全集:BT-155-165. 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/
1

371 ブラック・ジャック 10 (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/
10

372 火の鳥 10 (手塚治虫文庫全集:BT-155-165. 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/
10

373 ブラック・ジャック 11 (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/
11

374 ブラック・ジャック 12 (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/
12

375 リボンの騎士 2 (手塚治虫文庫全集:BT-013-014. 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

376 火の鳥 2 (手塚治虫文庫全集:BT-155-165. 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

377 火の鳥 3 (手塚治虫文庫全集:BT-155-165. 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

378 火の鳥 4 (手塚治虫文庫全集:BT-155-165. 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
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379 ブラック・ジャック 5 (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/
5

380 火の鳥 5 (手塚治虫文庫全集:BT-155-165. 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/
5

381 ブラック・ジャック 6 (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/
6

382 火の鳥 6 (手塚治虫文庫全集:BT-155-165. 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/
6

383 ブラック・ジャック 7 (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/
7

384 火の鳥 7 (手塚治虫文庫全集:BT-155-165. 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/
7

385 ブラック・ジャック 8 (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/
8

386 火の鳥 8 (手塚治虫文庫全集:BT-155-165. 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/
8

387 ブラック・ジャック 9 (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/
9

388 火の鳥 9 (手塚治虫文庫全集:BT-155-165. 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/
9

389 Dr.スランプ 2 (集英社文庫 コミック版) 鳥山明著 集英社
M726.1/To69/
2

390 Dr.スランプ 3 (集英社文庫 コミック版) 鳥山明著 集英社
M726.1/To69/
3

391 Dr.スランプ 4 (集英社文庫 コミック版) 鳥山明著 集英社
M726.1/To69/
4

392 Dr.スランプ 5 (集英社文庫 コミック版) 鳥山明著 集英社
M726.1/To69/
5

393 風の谷のナウシカ (文春ジブリ文庫:[G-2-1]. シネマ・コミック:1) 宮崎駿原作・脚本・監督 文藝春秋 M778.77/Mi88
394 天空の城ラピュタ (文春ジブリ文庫:[G-2-2]. シネマ・コミック:2) 宮崎駿原作・脚本・監督 文藝春秋 M778.77/Mi88
395 もののけ姫 (文春ジブリ文庫:[G-2-10]. シネマ・コミック:10) 宮崎駿原作・脚本・監督 文藝春秋 M778.77/Mi88
396 千と千尋の神隠し (文春ジブリ文庫:G-2-12. シネマ・コミック:12) 宮崎駿原作・脚本・監督 文藝春秋 M778.77/Mi88
397 崖の上のポニョ (文春ジブリ文庫:[G-2-15]. シネマ・コミック:15) 宮崎駿原作・脚本・監督 文藝春秋 M778.77/Mi88

398 となりのトトロ 1 (アニメージュコミックススペシャル. フィルムコミック) 宮崎駿原作・脚本・監督 徳間書店
M778.77/Mi88
/1

399 キャプテン翼 1 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-1

400 キャプテン翼 10 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-10

401 キャプテン翼 11 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-11
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402 キャプテン翼 12 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-12

403 キャプテン翼 13 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-13

404 キャプテン翼 14 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-14

405 キャプテン翼 15 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-15

406 キャプテン翼 16 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-16

407 キャプテン翼 17 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-17

408 キャプテン翼 18 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-18

409 キャプテン翼 19 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-19

410 キャプテン翼 2 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-2

411 キャプテン翼 20 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-20

412 キャプテン翼 21 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-21

413 キャプテン翼 3 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-3

414 キャプテン翼 4 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-4

415 キャプテン翼 5 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-5

416 キャプテン翼 6 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-6

417 キャプテン翼 7 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-7

418 キャプテン翼 8 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-8

419 キャプテン翼 9 (集英社文庫 コミック版) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/1-9

420 キャプテン翼road to 2002 10 (ヤングジャンプ・コミックス) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/3-10

421 キャプテン翼road to 2002 2 (ヤングジャンプ・コミックス) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/3-2

422 キャプテン翼road to 2002 3 (ヤングジャンプ・コミックス) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/3-3
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423 キャプテン翼road to 2002 6 (ヤングジャンプ・コミックス) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/3-6

424 キャプテン翼road to 2002 8 (ヤングジャンプ・コミックス) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/3-8

425 キャプテン翼road to 2002 9 (ヤングジャンプ・コミックス) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33
/3-9

426 ダイヤのA 33 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
33

427 ダイヤのA 34 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
34

428 ダイヤのA 35 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
35

429 ダイヤのA 36 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
36

430 ダイヤのA 37 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
37

431 ダイヤのA 38 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
38

432 ダイヤのA 39 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
39

433 ダイヤのA 40 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
40

434 ダイヤのA 41 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
41

435 ダイヤのA 42 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
42

436 ダイヤのA 43 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
43

437 ダイヤのA 44 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
44

438 ダイヤのA 45 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
45

439 ダイヤのA 46 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
46

440 ダイヤのA 47 (講談社コミックス:3728巻. Shonen magazine comics) 寺嶋裕二著 講談社
M783.7/Te47/
47

441 やりたいことを全部やる!メモ術 (日経ビジネス人文庫:958, [う9-2]) 臼井由妃著 日本経済新聞出版社 NBB/う9/2

442 ドーナツを穴だけ残して食べる方法 (日経ビジネス人文庫:955, [お17-1])
大阪大学ショセキカプロ
ジェクト編

日本経済新聞出版社 NBB/お17/1

443 ムハンマドのことば : ハディース (岩波文庫:青(33)-824-1) 小杉泰編訳 岩波書店 イ167.3/Ko89
444 明智光秀 (岩波文庫:緑(31)-223-1) 小泉三申著 岩波書店 イ289.1/A33
445 月の満ち欠け (岩波文庫的:55-825-1) 佐藤正午作 岩波書店 イ913.6/Sa87
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446 とんがりモミの木の郷 : 他五篇 (岩波文庫:赤(32)-344-1)
セアラ・オーン・ジュエッ
ト作/河島弘美訳

岩波書店 イ933.6/J45

447 スワン家のほうへ 1 (岩波文庫:赤N(37)-511-1,2. 失われた時を求めて:1-2) プルースト作/吉川一義訳 岩波書店
イ
953.7/P94/1

448 スワン家のほうへ 2 (岩波文庫:赤N(37)-511-1,2. 失われた時を求めて:1-2) プルースト作/吉川一義訳 岩波書店
イ
953.7/P94/2

449 花咲く乙女たちのかげに 1 (岩波文庫:赤N(37)-511-3,4. 失われた時を求めて:3-4) プルースト作/吉川一義訳 岩波書店
イ
953.7/P94/3

450 花咲く乙女たちのかげに 2 (岩波文庫:赤N(37)-511-3,4. 失われた時を求めて:3-4) プルースト作/吉川一義訳 岩波書店
イ
953.7/P94/4

451 クレットマン日記 : 若きフランス士官の見た明治初年の日本 (東洋文庫:898)
ルイ・クレットマン [著]/
松崎碩子訳

平凡社 ト291.09/Kr3

452 明史選挙志 : 明代の学校・科挙・任官制度 2 (東洋文庫:839,899) 井上進, 酒井恵子訳注 平凡社
ト
322.22/MiS/2

453 講談師・浪曲師になるには (なるにはBOOKS:154)
小泉博明著/稲田和浩著/宝
井琴鶴編集協力

ぺりかん社 就職/資格

454 これだけまんが宅建士 2020年度版宅建業法編 (日建学院「宅建士一発合格!」シリーズ)
日建学院監修/小沢カオル
漫画

建築資料研究社
就職/資格
/'20

455 これだけまんが宅建士 2020年度版法令・税その他編 (日建学院「宅建士一発合格!」シリーズ)
日建学院監修/小沢カオル
漫画

建築資料研究社
就職/資格
/'20

456 これだけまんが宅建士 2020年度版権利関係編 (日建学院「宅建士一発合格!」シリーズ)
日建学院監修/小沢カオル
漫画

建築資料研究社
就職/資格
/'20

457 国立大学法人等職員採用試験攻略ブック [令和]2年度 (受験ジャーナル別冊) 実務教育出版
就職/資格
/'20

458 警察官になる本 : 47都道府県警察警察官への道を完全収録 2020-2022 (イカロスMOOK) イカロス出版
就職/資格
/'20-'22

459 畑中敦子の〈判断推理・数的推理〉頻出24テーマ速習BooK : 大卒程度公務員試験対策 2021 畑中敦子著 エクシア出版
就職/資格
/'21

460 絶対決める!公務員の基礎能力試験(教養試験)完全対策問題集 [2021年度版] 受験研究会編 新星出版社
就職/資格
/'21

461 公務員の適性試験完全対策問題集 : 絶対決める! [2021年度版] L&L総合研究所編著 新星出版社
就職/資格
/'21

462 実戦添削例から学ぶ公務員試験論文・作文 : 絶対決める! [2021年度版] 石井秀明著 新星出版社
就職/資格
/'21

463 地方上級・国家一般職「大卒程度」公務員試験総合問題集 : 絶対決める! [2021年度版] L&L総合研究所編著 新星出版社
就職/資格
/'21

464 公務員試験すばやく解ける数的推理・判断推理・資料解釈 : クイック解法の法則30 [2021年度版] 家坂圭一 [ほか] 共著 新星出版社
就職/資格
/'21

465 「大卒程度」警察官採用試験問題集 : 公務員試験 2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版
就職/資格
/'21

466 警察官「大卒程度」採用試験総合問題集 : 絶対決める! [2021年度版] 受験研究会編 新星出版社
就職/資格
/'21
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