
2020年1月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣

ハンス・ロスリング,
オーラ・ロスリング,
アンナ・ロスリング・
ロンランド著/上杉周
作, 関美和訳

日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

002.7/F11

2 SNS変遷史 : 「いいね!」でつながる社会のゆくえ (イースト新書:118) 天野彬著 イースト・プレス 007.353/A43
3 インターネット動画メディア論 : 映像コミュニケーション革命の現状分析 辻泰明著 大学教育出版 007.353/Ts49

4
ビッグデータ分析のシステムと開発がこれ1冊でしっかりわかる教科書 (図解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説
で、知識0でもわかりやすい!)

渡部徹太郎著 技術評論社 007.609/W46

5 例題50+演習問題100でしっかり学ぶWord/Excel/PowerPoint標準テキスト 定平誠著 技術評論社 007.638

6 図書館と読書の原風景を求めて
小川徹, 奥泉和久, 小
黒浩司著

青弓社 010.21/To72

7 文化を育むノルウェーの図書館 : 物語・ことば・知識が踊る空間
マグヌスセン矢部直
美, 吉田右子, 和気尚
美著

新評論 010.2389/B89

8 読書会入門 : 人が本で交わる場所 (幻冬舎新書:571) 山本多津也著 幻冬舎 015.6/Y31
9 読書がさらに楽しくなるブッククラブ : 読書会より面白く、人とつながる学びの深さ 改訂増補版 吉田新一郎著 新評論 015.6/Y86
10 図書館パートナーズのつくり方 : 図書館からのコミュニティづくり 小田垣宏和著 郵研社 015.8/O17

11 読書を支えるスウェーデンの公共図書館 : 文化・情報へのアクセスを保障する空間
小林ソーデルマン淳
子, 吉田右子, 和気尚
美著

新評論 016.2389/D83

12 フィンランド公共図書館 : 躍進の秘密
吉田右子, 小泉公乃,
坂田ヘントネン亜希著

新評論 016.2389/F27

13 デンマークのにぎやかな公共図書館 : 平等・共有・セルフヘルプを実現する場所 吉田右子著 新評論 016.2389/Y86

14 炎の中の図書館 : 110万冊を焼いた大火
スーザン・オーリアン
著/羽田詩津子訳

早川書房 016.2539/R71

15 多様なニーズによりそう学校図書館 : 特別支援学校の合理的配慮を例に (シリーズ学校図書館)
野口武悟, 児島陽子,
入川加代子著

少年写真新聞社 017/Ta98

16 読書と豊かな人間性 (シリーズ学校図書館学:第4巻)
「シリーズ学校図書館
学」編集委員会編

全国学校図書館協議会 017/Z3/4

17 はじめよう!ブックコミュニケーション : 響きあう教室へ 村中李衣, 伊木洋著 金子書房 019.2/Mu51
18 悩んでも10秒 : 考えすぎず、まず動く!突破型編集者の仕事術 松田紀子著 集英社 021.4/Ma75
19 古くてあたらしい仕事 島田潤一郎著 新潮社 023/Sh36
20 劇場としての書店 福嶋聡著 新評論 024/F84

21 New scientist起源図鑑 : ビッグバンからへそのゴマまでほとんどあらゆることの歴史
グレアム・ロートン著
/ジェニファー・ダニ
エル絵/佐藤やえ訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

033/L44

22 中国関係論説資料 60(2018年)第2分冊上 論説資料保存会 051.1/1/60-2-1
23 中国関係論説資料 60(2018年)第2分冊下 論説資料保存会 051.1/1/60-2-2
24 中国関係論説資料 60(2018年)第2分冊増 論説資料保存会 051.1/1/60-2-3
25 「少年」「少女」の誕生 今田絵里香著 ミネルヴァ書房 051.8/I41
26 近代建築利用博物館事典 青木豊, 中島金太郎編 雄山閣 069.021/A53
27 20世紀メディア年表+21世紀 増補 江藤茂博編著 言視舎 070.21/E78
28 特攻隊員の現実 (リアル) (講談社現代新書:2557) 一ノ瀬俊也著 講談社 081/16/2557
29 次のテクノロジーで世界はどう変わるのか (講談社現代新書:2558) 山本康正著 講談社 081/16/2558
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30 総理通訳の外国語勉強法 (講談社現代新書:2559) 中川浩一著 講談社 081/16/2559
31 物語パリの歴史 (講談社現代新書:2560) 高遠弘美著 講談社 081/16/2560
32 戦争とは何か : 国際政治学の挑戦 (中公新書:2574) 多湖淳著 中央公論新社 081/17/2574
33 移民の経済学 : 雇用、経済成長から治安まで、日本は変わるか (中公新書:2575) 友原章典著 中央公論新社 081/17/2575
34 内戦と和平 : 現代戦争をどう終わらせるか (中公新書:2576) 東大作著 中央公論新社 081/17/2576
35 定年後のお金 : 貯めるだけの人、上手に使って楽しめる人 (中公新書:2577) 楠木新著 中央公論新社 081/17/2577

36 無気力の心理学 : やりがいの条件 改版 (中公新書:599)
波多野誼余夫, 稲垣佳
世子著

中央公論新社 081/17/599

37 養生訓 改版 (中公文庫:か4-3)
貝原益軒著/松田道雄
訳

中央公論新社 081/18/か4-3

38 おいしい給食 (中公文庫:か90-1) 紙吹みつ葉著 中央公論新社 081/18/か90-1
39 膠着 : スナマチ株式会社奮闘記 (中公文庫:こ40-36) 今野敏著 中央公論新社 081/18/こ40-36
40 雪虫 改版 (中公文庫:と25-45) 堂場瞬一著 中央公論新社 081/18/と25-45
41 炎冠 : 警視庁捜査一課七係・吉崎詩織 (中公文庫:と36-1) 戸南浩平著 中央公論新社 081/18/と36-1
42 呉漢 上 (中公文庫:み36-11) 宮城谷昌光著 中央公論新社 081/18/み36-11
43 呉漢 下 (中公文庫:み36-12) 宮城谷昌光著 中央公論新社 081/18/み36-12
44 太陽と鉄・私の遍歴時代 (中公文庫:み9-14) 三島由紀夫著 中央公論新社 081/18/み9-14

45 極北 (中公文庫:む4-12)
マーセル・セロー著/
村上春樹訳

中央公論新社 081/18/む4-12

46 愛する我が祖国よ (中公文庫:も12-77) 森村誠一著 中央公論新社 081/18/も12-77
47 利根川・隅田川 (中公文庫:や1-5) 安岡章太郎著 中央公論新社 081/18/や1-5
48 ヤマトタケル 2 (中公文庫:や72-2) 安彦良和著 中央公論新社 081/18/や72-2
49 殺戮の罠 (中公文庫:わ24-5) 渡辺裕之著 中央公論新社 081/18/わ24-5

50 死ぬ瞬間 : 死とその過程について 改版 (中公文庫:キ5-6)
エリザベス・キューブ
ラー・ロス著/鈴木晶
訳

中央公論新社 081/18/キ5-6

51 地中海世界 : ギリシア・ローマの歴史 (講談社学術文庫:[2597]) 弓削達 [著] 講談社 081/2/2597
52 日本憲法史 (講談社学術文庫:[2599]) 大石眞 [著] 講談社 081/2/2599
53 形を読む : 生物の形態をめぐって (講談社学術文庫:[2600]) 養老孟司 [著] 講談社 081/2/2600
54 「英国紳士」の生態学 : ことばから暮らしまで (講談社学術文庫:[2601]) 新井潤美 [著] 講談社 081/2/2601

55 夢十夜 (岩波現代文庫:文芸:315)
近藤ようこ漫画/夏目
漱石原作

岩波書店 081/22/B315

56 村に火をつけ、白痴になれ : 伊藤野枝伝 (岩波現代文庫:文芸:316) 栗原康著 岩波書店 081/22/B316
57 僕が批評家になったわけ (岩波現代文庫:文芸:317) 加藤典洋著 岩波書店 081/22/B317
58 哲学の起源 (岩波現代文庫:学術:413) 柄谷行人著 岩波書店 081/22/G413
59 『キング』の時代 : 国民大衆雑誌の公共性 (岩波現代文庫:学術:414) 佐藤卓己著 岩波書店 081/22/G414
60 江南の発展 : 南宋まで (岩波新書:新赤版 1805. シリーズ中国の歴史:2) 丸橋充拓著 岩波書店 081/6-4/1805
61 俳句 2 (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 081/6-4/1812
62 リベラル・デモクラシーの現在 : 「ネオリベラル」と「イリベラル」のはざまで (岩波新書:新赤版 1817) 樋口陽一著 岩波書店 081/6-4/1817

63 レバノンから来た能楽師の妻 (岩波新書:新赤版 1818)
梅若マドレーヌ [著]/
竹内要江訳

岩波書店 081/6-4/1818

64 水墨画入門 (岩波新書:新赤版 1819) 島尾新著 岩波書店 081/6-4/1819
65 『広辞苑』をよむ (岩波新書:新赤版 1820) 今野真二著 岩波書店 081/6-4/1820
66 日本思想史 (岩波新書:新赤版 1821) 末木文美士著 岩波書店 081/6-4/1821
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67 新実存主義 (岩波新書:新赤版 1822)
マルクス・ガブリエル
著/廣瀬覚訳

岩波書店 081/6-4/1822

68 アクティブ・ラーニングとは何か (岩波新書:新赤版 1823) 渡部淳著 岩波書店 081/6-4/1823

69 ギリシア案内記 : ラコニア・メッセニア 2 (西洋古典叢書)
パウサニアス [著]/周
藤芳幸訳

京都大学学術出版会 089.1/ 1/42-2

70 知恵から愛知へ (ちくま新書:1460. 世界哲学史:1:古代1) 筑摩書房 102/Se22/1
71 侘び寂びの哲学 : 日本人の哲学を求めて 平井嵩著 国書刊行会 121.04/H64

72 ストア派 (文庫クセジュ:1033)
ジャン=バティスト・
グリナ著/川本愛訳

白水社 131.5/G74

73 明日の学校,ほか (デューイ著作集:7. 教育:2)
ジョン・デューイ著/
上野正道訳者代表/佐
藤学解題

東京大学出版会 133.9/D67/7

74 カンギレム : 生を問う哲学者の全貌 (文庫クセジュ:960)
ドミニック・ルクール
著/沢崎壮宏, 竹中利
彦, 三宅岳史訳

白水社 135.5/C15

75 生涯発達の理論と支援 (シリーズ支援のための発達心理学) 白井利明編著 金子書房 143/Sh88

76 The handbook of psychotherapy : hbk
edited by Petrūska
Clarkson and Michael
Pokorny

Routledge 146.8/C76

77 ポジティブ心理学コーチングの実践
スージー・グリーン,
ステファン・パーマー
編

金剛出版 146.8/G82

78 The handbook of body psychotherapy & somatic psychology : hard cover

edited by Gustl
Marlock ... [et
al.]/foreword by
Bessel A. van der
Kolk

North Atlantic Books 146.8/H29

79 クライアント満足を10倍にするカウンセリングとコーチングの合わせ技 倉成央, 谷口祥子著 秀和システム 146.8/Ku53

80 認知行動療法事典
日本認知・行動療法学
会編

丸善出版 146.811/N71

81 ウソつきの構造 : 法と道徳のあいだ (角川新書:[K-286]) 中島義道[著] KADOKAWA 158/N34
82 最速で10倍の結果を出す他力思考 小林正弥著 プレジデント社 159.4/Ko12
83 すぐやる力 : 自然に動き出す自分に変わる! (PHPビジネス新書:410) 塚本亮著 PHP研究所 159.4/Ts54

84 うまくいっている人の考え方 完全版 (ディスカヴァー携書:100)
ジェリー・ミンチント
ン著/弓場隆訳

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

159/Mi39

85 LOVE理論 : The ultimate manual on how to get the woman of your dreams : 新装版 水野敬也著 文響社 159/Mi96

86 スピリチュアリティと教育 (地球人選書. 講座スピリチュアル学:第5巻)
鎌田東二企画・編/西
平直 [ほか] 執筆

ビイング・ネット・プ
レス

160.8/Ko98/5

87 聖なるもの (文庫クセジュ:1018)
ジャン=ジャック・
ヴュナンビュルジェ著
/川那部和恵訳

白水社 161.1/W96

88 Research in the social scientific study of religion : a research annual v. 30 : hardback
editors, Monty L.
Lynn, David O.
Moberg

JAI Press
161.3059/R1/1-
30

89 日本の神話 (ちくま学芸文庫:[ツ9-1]) 筑紫申真著 筑摩書房 164.1/Ts69
90 ブレない心をつくる「般若心経」の悟り : 迷い、悩みを一掃する262文字の驚異の力 (詩想社新書:31) 島田裕巳著 詩想社 183.2/H29
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91 維摩経の世界 : 大乗なる仏教の根源へ (講談社選書メチエ:714) 白石凌海著 講談社 183.6/Sh82
92 鎌倉浄土教の先駆者法然 (歴史文化ライブラリー:494) 中井真孝著 吉川弘文館 188.6/H84

93 なぜ歴史を学ぶのか
リン・ハント著/長谷
川貴彦訳

岩波書店 201/H98

94 江戸の土器 : 付・江戸遺跡発掘調査報告書一覧 (考古調査ハンドブック:19) 小川望編集 ニューサイエンス社 210.02/KoC/19
95 日本史総合年表 第3版 加藤友康 [ほか] 編 吉川弘文館 210.033/3/16

96 經覺私要鈔 第11 (史料纂集:[古記録編] [17], [28], [42], [54], 72, 133, 150, 163, 167, 197, 206)
[経覚著]/高橋隆三,
小泉宜右校訂

続群書類従完成会
210.08/3/キ2-
11

97 身を飾る縄文人 : 副葬品から見た縄文社会 (先史文化研究の新展開:2) 栗島義明編 雄山閣 210.25/Ku67

98 魏都・洛陽から倭都・邪馬台国へ : 『親魏倭王』印の旅
石野博信編/石野博信
[ほか] 著

雄山閣 210.27/I79

99 「王」と呼ばれた皇族 : 古代・中世皇統の末流 赤坂恒明著 吉川弘文堂 210.3/A32
100 大地の古代史 : 土地の生命力を信じた人びと (歴史文化ライブラリー:493) 三谷芳幸著 吉川弘文館 210.3/Mi58

101 敦成親王誕生 (現代語訳小右記:4)
[藤原実資著]/倉本一
宏編

吉川弘文館 210.37/FuS/G-4

102 紫式部との交流 (現代語訳小右記:5)
[藤原実資著]/倉本一
宏編

吉川弘文館 210.37/FuS/G-5

103 三条天皇の信任 (現代語訳小右記:6)
[藤原実資著]/倉本一
宏編

吉川弘文館 210.37/FuS/G-6

104 後一条天皇即位 (現代語訳小右記:7)
[藤原実資著]/倉本一
宏編

吉川弘文館 210.37/FuS/G-7

105 摂政頼通 (現代語訳小右記:8)
[藤原実資著]/倉本一
宏編

吉川弘文館 210.37/FuS/G-8

106 この世をば (現代語訳小右記:9)
[藤原実資著]/倉本一
宏編

吉川弘文館 210.37/FuS/G-9

107 室町の覇者足利義満 : 朝廷と幕府はいかに統一されたか (ちくま新書:1471) 桃崎有一郎著 筑摩書房 210.46/A92
108 本能寺前夜 : 明智光秀の苦悩と真実 (SB新書:493) 山名美和子著 SBクリエイティブ 210.48/A33
109 豊臣家臣団の系図 (角川新書:[K-290]) 菊地浩之 [著] KADOKAWA 210.48/Ki24

110 時慶記 第6巻
[西洞院時慶著]/時慶
記研究会編

本願寺出版社/臨川書店
(発売)

210.48/NiT/J-6

111 近世史講義 : 女性の力を問いなおす (ちくま新書:1469) 高埜利彦編 筑摩書房 210.5/Ta47
112 昭和・平成現代史年表 : 1923年-2019年 増補完全版 神田文人, 小林英夫編 小学館 210.7/Ka51
113 ニューズウィークが見た「平成」 : 1989-2019 (Media House mook. ニューズウィーク日本版SPECIAL ISSUE) CCCメディアハウス 210.77/C27
114 キーワードで見る!平成カルチャー30年史 : 平成の記憶 : 完全保存版 (サンエイムック) 三栄書房 210.77/Sa62
115 平成本 (なるほど知図帳) 昭文社 210.77/Sh95
116 渡部昇一歴史への遺言 : 未来を拓く日本人へ 渡部昇一著 ビジネス社 210/W46

117 中国学術の東アジア伝播と古代日本 (アジア遊学:242)
榎本淳一, 吉永匡史,
河内春人編

勉誠出版 220.04/C62

118 シリアの悲嘆 : キリスト教徒虐殺事件一八六〇年 若林啓史著 知泉書館 227.5/W17

119 ヨーロッパとゲルマン部族国家 (文庫クセジュ:1028)

マガリ・クメール, ブ
リューノ・デュメジル
著/大月康弘, 小澤雄
太郎訳

白水社 230.3/C89
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120 古代末期 : ローマ世界の変容 (文庫クセジュ:981)
ベルトラン・ランソン
著/大清水裕, 瀧本み
わ訳

白水社 232.8/L21

121 ローマ帝国 : 帝政前期の政治・社会 (文庫クセジュ:974)
パトリック・ル・ル著
/北野徹訳

白水社 232.8/L56

122 フランス中世史年表 : 四八一～一五一五年 (文庫クセジュ:913)
テレーズ・シャルマソ
ン著/福本直之訳

白水社 235.04/C35

123 コラボ=対独協力者の粛清 (文庫クセジュ:1032)
マルク・ベルジェール
著/宇京頼三訳

白水社 235.07/B38

124 マヤ文明の興亡
J.エリック・S.トンプ
ソン著/青山和夫訳

新評論 256.03/Th6

125 失敗図鑑 : すごい人ほどダメだった! 大野正人著 文響社 280/O67
126 戦国名将の本質 : 明智光秀謀反の真相に見るリーダーの条件 小和田哲男著 毎日新聞出版 281.04/O93
127 お札に描かれる偉人たち : 渋沢栄一・津田梅子・北里柴三郎 楠木誠一郎著 講談社 281/Sh21
128 戦国大名毛利家の英才教育 : 元就・隆元・輝元と妻たち (歴史文化ライブラリー:492) 五條小枝子著 吉川弘文館 288.3/Mo51
129 明智光秀と琵琶湖 大沼芳幸著 海青社 289.1/A33
130 信長を操り、見限った男 光秀 : 史上もっともミステリアスな武将の正体 乃至政彦著 河出書房新社 289.1/A33
131 信長家臣明智光秀 (平凡社新書:923) 金子拓著 平凡社 289.1/A33
132 明智光秀伝 : 本能寺の変に至る派閥力学 藤田達生著 小学館 289.1/A33
133 明治の国際人・石井筆子 : デンマーク女性ヨハンネ・ミュンターとの交流 長島要一著 新評論 289.1/I75
134 源実朝 : 虚実を越えて (アジア遊学:241) 渡部泰明編 勉誠出版 289.1/Mi38
135 父渋沢栄一 新版 渋沢秀雄著 実業之日本社 289.1/Sh21
136 渋沢栄一 : 日本の資本主義を作った男 (TJ mook) 宝島社 289.1/Sh21
137 漫画でざっくりわかる渋沢栄一 : 時代背景がわかる簡単コラム付き 英賀千尋漫画 ビジネス教育出版社 289.1/Sh21

138 車イスの私がアメリカで医療ソーシャルワーカーになった理由(わけ) 上原寛奈著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング/幻冬舎 (発

289.1/U36

139 李登輝の偉業と西田哲学 : 台湾の父を思う 柏久著 産経新聞出版 289.2/R48

140 ウォルト・ディズニー : 創造と冒険の生涯 完全復刻版
ボブ・トマス著/玉置
悦子, 能登路雅子訳

講談社 289.3/D78

141 マネジメントの父ドラッカーと世界の文豪シェイクスピア (Sannno books) 御手洗昭治著 産業能率大学出版部 289.3/D92
142 地質学者ナウマン伝 : フォッサマグナに挑んだお雇い外国人 (朝日選書:990) 矢島道子著 朝日新聞出版 289.3/N59

143 ニコラ・テスラ秘密の告白
ニコラ・テスラ著/宮
本寿代訳

成甲書房 289.3/Te83

144 ドライブイン探訪 橋本倫史著 筑摩書房 291.09/H38
145 懐かしの昭和ドライブイン 越野弘之著 グラフィック社 291.09/Ko86
146 木漏れ日のラトヴィア 黒沢歩著 新評論 293.883/Ku76
147 魅惑のデンマーク : もっと知りたいあなたへ 岡田眞樹著 新評論 293.895/O38

148 行動政策学ハンドブック : 応用行動科学による公共政策のデザイン
エルダー・シャフィー
ル編著/白岩祐子, 荒
川歩監訳

福村出版 301/Sh11

149 バルト海のほとりの人びと : 心の交流をもとめて : 新装版 小野寺百合子著 新評論 302.389/O67
150 フィンランド人が語るリアルライフ : 光もあれば影もある ツルネンマルテイ著訳 新評論 302.3892/Ts85

151 生者の国 : デンマークに学ぶ全員参加の社会
スティーヴン・ボーリ
シュ [著]/福井信子監
訳

新評論 302.3895/B65
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152 専門知は、もういらないのか : 無知礼賛と民主主義
トム・ニコルズ[著]/
高里ひろ訳

みすず書房 302.53/N71

153 文藝春秋オピニオン2020年の論点100 (文春mook) [文藝春秋編] 文藝春秋 304/B89/'20

154 21 lessons (トゥエンティワン・レッスンズ) : 21世紀の人類のための21の思考
ユヴァル・ノア・ハラ
リ著/柴田裕之訳

河出書房新社 304/H32

155 国家と道徳 : 令和新時代の日本へ 廣池幹堂著 文藝春秋 304/H71
156 これからの日本の論点 [2020] (日経大予測:2015-2020) 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 304/NiK/'20

157 「未来像」の未来 : 未来の予測と創造の社会学
ジョン・アーリ著/吉
原直樹, 高橋雅也, 大
塚彩美訳

作品社 304/U86

158 Briefe : Nachträge und Gesamtregister : Leinen (Gesamtausgabe:Abt. 2. Briefe:Bd. 11)

Max
Weber/herausgegeben
von Rita Aldenhoff-H
übinger und Edith
Hanke

J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck)

308/W1/1-2-11

159 サン=シモンとサン=シモン主義 (文庫クセジュ:1030)
ピエール・ミュッソ著
/杉本隆司訳

白水社 309.2/Sa22

160 台湾総統選挙 小笠原欣幸著 晃洋書房 314.8922/O22
161 癒されぬアメリカ : 先住民社会を生きる (集英社新書:ノンフィクション:1002N) 鎌田遵著 集英社 316.853/Ka31
162 韓国併合110年後の真実 : 条約による併合という欺瞞 (岩波ブックレット:No. 1014) 和田春樹著 岩波書店 319.1021/W12
163 反日種族主義 : 日韓危機の根源 李栄薫編著 文藝春秋 319.2101/I97

164 ナガサキ : 核戦争後の人生
スーザン・サザード
[著]/宇治川康江訳

みすず書房 319.8/So85

165 「いいね!」戦争 : 兵器化するソーシャルメディア
P.W.シンガー, エマー
ソン・T.ブルッキング
著/小林由香利訳

NHK出版 319/Si8

166 聖徳太子『十七条憲法』を読む : 日本の理想 岡野守也著 大法輪閣 322.133/J98
167 イスラーム法の子ども観 : ジェンダーの視点でみる子育てと家族 小野仁美著 慶應義塾大学出版会 322.28/O67

168 ローマ物権法講義
ゲオルク・クリンゲン
ベルク著/瀧澤栄治訳

大学教育出版 322.32/Kl6

169 ローマ債権法講義
ゲオルク・クリンゲン
ベルク著/瀧澤栄治訳

大学教育出版 322.32/Kl6

170 ローマ法案内 : 現代の法律家のために 新版 木庭顕著 勁草書房 322.32/Ko11
171 古代ローマ法における特示命令の研究 佐々木健著 日本評論社 322.32/Sa75

172 憲法判例百選 第7版 1 (別冊ジュリスト:No. 245-246)
長谷部恭男, 石川健
治, 宍戸常寿編

有斐閣 323.14/Ke51/1

173 憲法判例百選 第7版 2 (別冊ジュリスト:No. 245-246)
長谷部恭男, 石川健
治, 宍戸常寿編

有斐閣 323.14/Ke51/2

174 皇室法入門 (ちくま新書:1470) 園部逸夫著 筑摩書房 323.15/So44

175 総則・物権 第8版 (別冊ジュリスト:no. 237. 民法判例百選:1)
潮見佳男, 道垣内弘人
編

有斐閣 324.098/Mi47/1

176 債権 第8版 (別冊ジュリスト:no. 238. 民法判例百選:2) 窪田充見, 森田宏樹編 有斐閣 324.098/Mi47/2
177 親族・相続 第2版 (別冊ジュリスト:no. 239. 民法判例百選:3) 水野紀子, 大村敦志編 有斐閣 324.098/Mi47/3
178 家族法 : 民法を学ぶ 第4版 窪田充見著 有斐閣 324.6/Ku14
179 日本の家族と戸籍 : なぜ「夫婦と未婚の子」単位なのか 下夷美幸著 東京大学出版会 324.87/Sh51
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180 物権的妨害排除請求権の史的展開と到達点 : ローマ法からドイツ民法へ 川角由和著 日本評論社 324.934/Ka97

181 民法総則 (ライブラリ民法コア・ゼミナール:1. コア・ゼミナール民法:1) 平野裕之著
新世社/サイエンス社
(発売)

324/H66/1

182 物権法・担保物権法 (ライブラリ民法コア・ゼミナール:2. コア・ゼミナール民法:2) 平野裕之著
新世社/サイエンス社
(発売)

324/H66/2

183 民法演習サブノート210問
沖野眞已, 窪田充見,
佐久間毅編著

弘文堂 324/Mi47

184 民法がわかった 改訂第5版
田中嗣久, 田中義雄,
大島一悟著

法学書院 324/Mi47

185 親族 1: §§725-791 (有斐閣コンメンタール. 新注釈民法:17) 二宮周平編集 有斐閣 324/N76/17

186 パンデクテンシステムで学ぶ民法入門 第2版 西原慎治著
久留米大学西原慎治研
究室

324/N82

187 オリエンテーション民法
松久三四彦, 遠山純
弘, 林誠司著

有斐閣 324/O71

188 総則 第4版 (民法の基礎:1) 佐久間毅著 有斐閣 324/Sa45/1
189 物権 第2版 (民法の基礎:2) 佐久間毅著 有斐閣 324/Sa45/2
190 総則 1: §§1-89 (有斐閣コンメンタール. 新注釈民法:1) 山野目章夫編 有斐閣 324/Sh61/1
191 債権 7 (有斐閣コンメンタール. 新注釈民法:14-15) 山本豊編 有斐閣 324/Sh61/14
192 債権 8 (有斐閣コンメンタール. 新注釈民法:14-15) 山本豊編 有斐閣 324/Sh61/15
193 相続 1: §§882-959 (有斐閣コンメンタール. 新注釈民法:19) 潮見佳男編集 有斐閣 324/Sh61/19
194 物権 3: §§295-372 (有斐閣コンメンタール. 新注釈民法:6-7) 道垣内弘人編集 有斐閣 324/Sh61/6
195 物権 4: §§373-398の22 (有斐閣コンメンタール. 新注釈民法:6-7) 道垣内弘人編集 有斐閣 324/Sh61/7
196 民法(全) 第2版 潮見佳男著 有斐閣 324/Sh74
197 民法改正がわかった 補訂版 田中嗣久, 大島一悟著 法学書院 324/Ta84
198 新警察民法 改訂版 山川一陽著 立花書房 324/Y27
199 民法の基礎から学ぶ民法改正 山本敬三著 岩波書店 324/Y31
200 商法判例百選 (別冊ジュリスト:no. 243(55巻2号)) 神作裕之, 藤田友敬編 有斐閣 325.098/Ka59
201 児童虐待の司法判断 林弘正著 成文堂 326.23/H48
202 現代民事手続法の課題 : 春日偉知郎先生古稀祝賀 加藤新太郎 [ほか] 編 信山社 327.2/Ka79
203 その証言、本当ですか? : 刑事司法手続きの心理学 ダン・サイモン著 勁草書房 327.953/Si6
204 池上彰のお金の学校 : 知らないと損する 新版 (朝日新書:734) 池上彰著 朝日新聞出版 330/I33

205 行動経済学の逆襲 上 (ハヤカワ文庫:NF547,548)
リチャード・セイラー
著/遠藤真美訳

早川書房 331/Th1/1

206 行動経済学の逆襲 下 (ハヤカワ文庫:NF547,548)
リチャード・セイラー
著/遠藤真美訳

早川書房 331/Th1/2

207 ベトナム/市場経済化と日本企業 増補新版 関満博, 池部亮編 新評論 332.231/Se33
208 日本はすでに侵略されている (新潮新書:839) 平野秀樹著 新潮社 334.6/H66
209 現場のドラッカー (角川新書:[K-287]) 國貞克則[著] KADOKAWA 335.1/D92
210 世界標準の経営理論 入山章栄著 ダイヤモンド社 335.1/I64
211 イーロン・マスクの言葉 (時代を変えた起業家シリーズ) 桑原晃弥著 きずな出版 335.13/Mu85

212 漫画版論語と算盤
渋沢栄一原作/近藤た
かし漫画

講談社 335.13/Sh21

213 60分でわかる!SDGs超入門
バウンド著/功能聡子,
佐藤寛監修

技術評論社 335.15/B28
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214 マンガでわかるSDGs
SDGsビジネス総合研究
所経営戦略会議監修/
河村万理作画

PHPエディターズ・グ
ループ

335.15/Sc9

215 イノベーションの歴史 : 日本の革新的企業家群像 橘川武郎著 有斐閣 335.21/Ki22
216 起業を考えたら必ず読む本 (Asuka business & language books) 井上達也著 明日香出版社 335/I57
217 起業アイデア3.0 村田茂雄著 秀和システム 335/Mu59
218 起業のための儲けの教科書 酒井威津善著 ソシム 335/Sa29
219 僕たちは、地味な起業で食っていく。 : 今の会社にいても、辞めても一生食いっぱぐれない最強の生存戦略 田中祐一著 SBクリエイティブ 335/Ta84
220 思考法図鑑 : ひらめきを生む問題解決・アイデア発想のアプローチ60 アンド著 翔泳社 336.2/A47

221 なぜ組織は個を活かせないのか 馬塲杉夫著

中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.4/B12

222 「デザイン」の力で人を動かす!プレゼン資料作成「超」授業 : プレゼン上手に明日からなれる 宮城信一著 SBクリエイティブ 336.49/Mi73

223 マンガでわかる財務3表超入門
國貞克則著/大舞キリ
コ作画

毎日新聞出版 336.9/Ku45

224 紙幣の日本史 加来耕三著 KADOKAWA 337.4/Ka28
225 図解・最新難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください! 山崎元, 大橋弘祐著 文響社 338.18/Y48
226 バカでも稼げる「米国株」高配当投資 バフェット太郎著 ぱる出版 338.183/B14
227 40代で資産1億円!寝ながら稼げるグ～タラ投資術 : 初心者でもできる、はじめての「米国株」投資 たぱぞう著 きずな出版 338.183/Ta89
228 銀行のしくみ : イラスト図解 最新2版 戸谷圭子著 日本実業出版社 338/To78
229 ポジティブなこころの科学 : 人と社会のよりよい関わりをめざして (セレクション社会心理学:31) 堀毛一也著 サイエンス社 361.4/H89
230 人間関係で「キレそう!」になったら読む本 (Wide shinsho:258) 斎藤茂太著 新講社 361.4/Sa25

231 フィクションが現実となるとき : 日常生活にひそむメディアの影響と心理
カレン・E.ディル‐
シャックルフォード著
/川端美樹訳

誠信書房 361.453/D74

232 会話は、とぎれていい : 愛される48のヒント 加藤綾子著 文響社 361.454/Ka86
233 趣味の社会学 : 文化・階層・ジェンダー 片岡栄美著 青弓社 361.5/Ka83
234 ネット右派の歴史社会学 : アンダーグラウンド平成史1990-2000年代 伊藤昌亮著 青弓社 361.65/I91
235 庄内稲作の歴史社会学 : 手記と語りの記録 細谷昂著 御茶の水書房 361.76/H95

236 ふれる社会学
ケイン樹里安, 上原健
太郎編著

北樹出版 361/Ke25

237 生活者の平成30年史 : データでよむ価値観の変化
博報堂生活総合研究所
著

日本経済新聞出版社 365.5/H19

238 スタンフォード式人生デザイン講座 (ハヤカワ文庫:8425. ハヤカワ文庫NF:NF546)
ビル・バーネット, デ
イヴ・エヴァンス著/
千葉敏生訳

早川書房 366.29/B93

239 韓国徴用工裁判とは何か (岩波ブックレット:No. 1017) 竹内康人著 岩波書店 366.8/Ta67
240 マッちゃん84歳人生店じまいはムズカシイ (岩波ブックレット:No. 1013) 沼野正子著 岩波書店 367.7/N99
241 性という[饗宴] 対話篇 伏見憲明著 ポット出版 367.9/F96
242 LGBTをめぐる法と社会 谷口洋幸編著 日本加除出版 367.97/Ta87
243 ヨコハマメリー : かつて白化粧の老娼婦がいた 中村高寛著 河出書房新社 368.4/N37
244 教養としてのヤクザ (小学館新書:[356]) 溝口敦, 鈴木智彦著 小学館 368.51/Mi93
245 山口組の平成史 (ちくま新書:1472) 山之内幸夫著 筑摩書房 368.51/Y24
246 ケーキの切れない非行少年たち (新潮新書:820) 宮口幸治著 新潮社 368.71/Mi73
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247 福祉は生きもの : ソーシャルワーカーの実践 長島喜一著 文芸社 369.17/N22
248 ふくしのしごとがわかる本 : 福祉の仕事と就職活動ガイド 2020年版 東京都社会福祉協議会 369.17/To46/'2
249 日本の理学療法士が見たスウェーデン : 福祉先進国の臨床現場をレポート 山口真人著 新評論 369.263/Y24
250 身障者・お笑い芸人という生き方 ホーキング青山著 枻出版社 369.27/H82

251 いのちを選ばないで : やまゆり園事件が問う優生思想と人権
藤井克徳編/池上洋通
編/石川満編/井上英夫
編

大月書店 369.27/I55

252 詳論相談支援 : その基本構造と形成過程・精神障害を中心に 萩原浩史著 生活書院 369.28/H14

253 発達障害の人の会話力がぐんぐん伸びるアイスブレイク&ワークショップ (こころライブラリー)
冠地情著/かなしろ
にゃんこ。漫画

講談社 369.28/Ka49

254 スウェーデンの知的障害者 : その生活と対応策 河本佳子著 新評論 369.28/Ko67
255 前へ! : 東日本大震災と戦った無名戦士たちの記録 (新潮文庫:9916, あ-45-4) 麻生幾著 新潮社 369.31/H55

256
現代イギリスの児童虐待防止とソーシャルワーク : 新労働党政権下の子ども社会投資・児童社会サービス改
革・虐待死亡事件を検証する

田邉泰美著 明石書店 369.4/Ta83

257 子ども家庭福祉 (新保育ライブラリ) 植木信一編著 北大路書房 369.4/U39

258
Studyguide for Generalist Social Work Practice: An Empowering Approach by Miley, Karla Krogsrud,
ISBN 9780205037070 P 208 p. 16

Cram101 Textbook
Reviews Cram101 369/Ka67

259 君ひとの子の師であれば 復刻版 国分一太郎著 新評論 370.4/Ko45

260 ピースフルな子どもたち : 戦争・暴力・いじめを越えて (ホリスティック教育ライブラリー:4)
日本ホリスティック教
育協会編

せせらぎ出版 370.4/N71

261 大学生のためのクリティカルシンキング : 学びの基礎から教える実践へ

レスリー‐ジェーン・
イールズ‐レイノルズ
[ほか] 著/楠見孝, 田
中優子訳

北大路書房 370.7/D16

262 育児の心得 (学術著作集ライブラリー. 三田谷啓著作集:第1巻) 三田谷啓著
学術出版会/日本図書セ
ンター (発売)

370.8/Sa62/1

263 学童保健 (学術著作集ライブラリー. 三田谷啓著作集:第2巻) 三田谷啓著
学術出版会/日本図書セ
ンター (発売)

370.8/Sa62/2

264 学童の教養/我子の愛育法 (学術著作集ライブラリー. 三田谷啓著作集:第3巻) 三田谷啓著
学術出版会/日本図書セ
ンター (発売)

370.8/Sa62/3

265 子供の心の導き方/母の感激 (学術著作集ライブラリー. 三田谷啓著作集:第4巻) 三田谷啓著
学術出版会/日本図書セ
ンター (発売)

370.8/Sa62/4

266 乳幼児保護 (学術著作集ライブラリー. 三田谷啓著作集:第5巻) 三田谷啓著
学術出版会/日本図書セ
ンター (発売)

370.8/Sa62/5

267 山路越えて/「治療教育」論文/解説・略年譜・著作目録 (学術著作集ライブラリー. 三田谷啓著作集:第6巻) 三田谷啓著
学術出版会/日本図書セ
ンター (発売)

370.8/Sa62/6

268 物語の臨界 : 「物語ること」の教育学 矢野智司, 鳶野克己編 世織書房 371.04/Y58

269 子どもの貧困と地域の連携・協働 : 「学校とのつながり」から考える支援
吉住隆弘, 川口洋誉,
鈴木晶子編著

明石書店 371.3/Ko21

270 意味が躍動する生とは何か : 遊ぶ子どもの人間学 矢野智司著 世織書房 371.45/Y58
271 ブーバー対話論とホリスティック教育 : 他者・呼びかけ・応答 (教育思想双書:8) 吉田敦彦著 勁草書房 371.5/B81
272 変容する世界と日本のオルタナティブ教育 : 生を優先する多様性の方へ 永田佳之編 世織書房 371.5/N23
273 ホリスティック臨床教育学 : 教育・心理療法・スピリチュアリティ 中川吉晴著 せせらぎ出版 371.5/N32
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274 「いじめ」を超える実践を求めて : ホリスティックなアプローチの可能性 (ホリスティック教育叢書:1)
成田喜一郎, 西田千寿
子編

せせらぎ出版 371.5/N52

275 対話がつむぐホリスティックな教育 : 変容をもたらす多様な実践 (創成社新書:58)
日本ホリスティック教
育協会編/河野桃子,
福若眞人編著

創成社 371.5/N71

276 ホリスティックな気づきと学び : 45人のつむぐ物語 (ホリスティック教育ライブラリー:2)
日本ホリスティック教
育協会編

せせらぎ出版 371.5/N71

277 ホリスティック教育ガイドブック (ホリスティック教育ライブラリー:3)
日本ホリスティック教
育協会, 中川吉晴, 金
田卓也編

せせらぎ出版 371.5/NiH/H-3

278 持続可能な教育社会をつくる : 環境・開発・スピリチュアリティ (ホリスティック教育ライブラリー:6)
日本ホリスティック教
育協会編

せせらぎ出版 371.5/NiH/H-6

279
学校に森をつくろう! : 子どもと地域と地球をつなぐホリスティック教育 (ホリスティック教育ライブラ
リー:7)

日本ホリスティック教
育協会, 今井重孝, 佐
川通編

せせらぎ出版 371.5/NiH/H-7

280 持続可能な教育と文化 : 深化する環太平洋のESD (ホリスティック教育ライブラリー:8)
日本ホリスティック教
育協会編

せせらぎ出版 371.5/NiH/H-8

281 ホリスティック・ケア : 新たなつながりの中の看護・福祉・教育 (ホリスティック教育ライブラリー:9)
日本ホリスティック教
育協会, 吉田敦彦, 守
屋治代, 平野慶次編

せせらぎ出版 371.5/NiH/H-9

282 つながりのちから : ホリスティックことはじめ (ホリスティック教育ライブラリー:別冊)

日本ホリスティック教
育協会, 金香百合, 西
田千寿子, 友村さおり
編

せせらぎ出版 371.5/NiH/H-別

283 いのちに根ざす日本のシュタイナー教育 (ホリスティック教育ライブラリー:1)
日本ホリスティック教
育協会編

せせらぎ出版 371.5/St3

284 贈与と交換の教育学 : 漱石、賢治と純粋贈与のレッスン 矢野智司著 東京大学出版会 371/Y58
285 デンマークの教育を支える「声の文化」 : オラリティに根ざした教育理念 児玉珠美著 新評論 372.3895/G89
286 日本と世界の学力格差 : 国内・国際学力調査の統計分析から (シリーズ・学力格差:1:統計編) 川口俊明編著 明石書店 372/Sh88/1
287 学力を支える家族と子育て戦略 : 就学前後における大都市圏での追跡調査 (シリーズ・学力格差:2:家庭編) 伊佐夏実編著 明石書店 372/Sh88/2

288 新自由主義的な教育改革と学校文化 : 大阪の改革に関する批判的教育研究
濱元伸彦, 原田琢也編
著

明石書店 373.2/H24

289 教育小六法 2020年版 兼子仁 [ほか] 編 学陽書房 373.2/KyS/'20
290 教職教養ランナー [2021年度版] (教員採用試験. システムノート) 東京教友会編著 一ツ橋書店 373.7//'21
291 小学校全科ランナー [2021年度版] (教員採用試験. システムノート) 東京教友会編著 一ツ橋書店 373.7//'21
292 教育社会学 (新しい教職教育講座. 教職教育編:3) 原清治, 山内乾史編著 ミネルヴァ書房 373.7/Ky5/3
293 「しんどい学校」の教員文化 : 社会的マイノリティの子どもと向き合う教員の仕事・アイデンティティ・キャ 中村瑛仁著 大阪大学出版会 374.3/N37
294 わたしたちのホンネで語ろう教員の働き方改革 (こころの科学増刊:2019) 岡崎勝, 赤田圭亮編 日本評論社 374.37/O48

295
“先生の先生"が集中討議!子どもも教師も元気になる「これからの教室」のつくりかた : 教育技術・学級経
営・ICT教育新しい時代のグランドデザイン

堀田龍也 [ほか] 著 学芸みらい社 375.04/Se73

296 最高の授業 : スパイダー討論が教室を変える
アレキシス・ウィギン
ズ [著]/吉田新一郎訳

新評論 375.1/W72

297 エンカウンターに学ぶグループ学習10のスキル (教育エクレ) 大友秀人, 水上和夫著 図書文化社 375.13/O86
298 国語教育混迷する改革 (ちくま新書:1468) 紅野謙介著 筑摩書房 375.84/Ko78
299 英語スピーキング力はどう伸びるのか : 高校3年間のテスト調査結果 (アルク選書シリーズ) 金谷憲監修 アルク 375.8934/Ka46
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300 探究に役立つ!学校司書と学ぶレポート・論文作成ガイド (なるにはBooks:別巻)

東京都立高等学校学校
司書会ラーニングスキ
ルガイドプロジェクト
チーム編著

ぺりかん社 375/To46

301 教育原理 (Minervaはじめて学ぶ保育:2) 三宅茂夫編著 ミネルヴァ書房 376.1/Mi43/2
302 スウェーデンにおける高校の教育課程改革 : 専門性に結び付いた共通性の模索 本所恵著 新評論 376.4389/H85
303 AO・推薦入試の黄本 : 受験でも人間関係でも要になる人生の4つのキホン : "こっすん"直伝 小杉樹彦著 新評論 376.8/Ko89
304 大学論を組み替える : 新たな議論のために 広田照幸著 名古屋大学出版会 377.1/H74
305 危機に立つ東大 : 入試制度改革をめぐる葛藤と迷走 (ちくま新書:1473) 石井洋二郎著 筑摩書房 377.1/To46

306 大学業務の実践方法 (大学SD講座:3)
中井俊樹, 宮林常崇編
著

玉川大学出版部 377.13/N34

307 大学におけるキャリア教育とは何か : 7人の若手教員による挑戦
永作稔, 三保紀裕編/
田澤実 [ほか] 著

ナカニシヤ出版 377.15/N21

308 卓越する大学 : 教育・研究の新たなパラダイムに挑む21世紀のフロントランナー 2020年度版 大学通信 377.21/Ta74/'2
309 東北大生の皆さんへ : 教育と学生支援の新展開を目指して 続 (東北大学出版会ブックレット:003-004) 花輪公雄著 東北大学出版会 377.9/H28/2
310 時代を生きる若者たち : 大学生調査30年から見る日本社会 片桐新自著 関西大学出版部 377.9/Ka81

311 こうすれば楽しめる「就活」の戦略と戦術 高野一郎著
セルバ出版/創英社/三
省堂書店 (発売)

377.95/Ta47

312 先生は教えてくれない就活のトリセツ (ちくまプリマー新書:303) 田中研之輔著 筑摩書房 377.95/Ta84
313 日本障害児教育史 戦後編 中村満紀男編著 明石書店 378.021/N37/2

314
ドイツのインクルーシブ教育と障害児者の余暇・スポーツ : 移民・難民を含む多様性に対する学校と地域の挑
戦

安井友康, 千賀愛, 山
本理人著

明石書店 378.0234/D83

315
ASD<自閉症スペクトラム障害>、ADHD、LD入園・入学前までに気づいて支援する本 : 幼児期〜入学期の問題行動
の見つけ方と対応策 : 発達障害の子どもの問題行動をしっかりサポート

宮尾益知監修 河出書房新社 378.8/Mi81

316 知ってほしい発達障害とこころのふしぎ (あの子の発達障害がわかる本:5) 田中哲監修 ミネルヴァ書房 378.8/U25/5
317 「稼ぐ子」に育てるために今すぐやめる24のタブー 午堂登紀雄著 マガジンハウス 379.9/G55
318 お金の教育がすべて。 : 7歳から投資マインドが身につく本 ミアン・サミ著 かんき出版 379.9/Sa58

319 日本のしきたり英語表現事典
亀田尚己, 中道キャサ
リン著/神崎宣武編集
協力

丸善出版 382.1/Ka33

320 モノのはじまりを知る事典 : 生活用品と暮らしの歴史 木村茂光 [ほか] 著 吉川弘文館 382.1/Mo35
321 街角の昭和遺産 河畑悠著 彩図社 384.3/Ka92
322 裏昭和史探検 : 風俗、未確認生物、UFO… 小泉信一著 朝日新聞出版 384.7/Ko38

323 夜ふけに読みたい不思議なイギリスのおとぎ話
吉澤康子, 和爾桃子編
訳/アーサー・ラッカ
ム挿絵

平凡社 388.33/St3

324 The U.S. intelligence community 7th ed : hbk Jeffrey T. Richelson Routledge 391.653/R35
325 なぜ科学を学ぶのか (ちくまプリマー新書:335) 池内了著 筑摩書房 401/I35

326 自分の体で実験したい : 命がけの科学者列伝

レスリー・デンディ,
メル・ボーリング
[著]/C.B.モーダンイ
ラスト/梶山あゆみ訳

紀伊國屋書店 402.8/D57

327 私たちが、地球に住めなくなる前に : 宇宙物理学者から見た人類の未来
マーティン・リース著
/塩原通緒訳

作品社 404/R23

328 科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけないか 池内了 [著] みすず書房 407/I35

11



2020年1月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

329 免疫力を強くする : 最新科学が語るワクチンと免疫のしくみ (ブルーバックス:B-2119) 宮坂昌之著 講談社 408/11/2119
330 子どもにウケる科学手品 : ベスト版 : どこでも簡単にできる77の感動体験 (ブルーバックス:B-2120) 後藤道夫著 講談社 408/11/2120
331 離散数学入門 : 整数の誕生から「無限」まで (ブルーバックス:B-2121) 芳沢光雄著 講談社 408/11/2121

332
企業研究者のための人生設計ガイド : 進学・留学・就職から自己啓発・転職・リストラ対策まで (ブルーバッ
クス:B-2122)

鎌谷朝之著 講談社 408/11/2122

333 時間はどこから来て、なぜ流れるのか? : 最新物理学が解く時空・宇宙・意識の「謎」 (ブルーバックス:B- 吉田伸夫著 講談社 408/11/2124

334 フラクタル (岩波科学ライブラリー:291)
ケネス・ファルコナー
[著]/服部久美子訳

岩波書店 408/14/291

335 これからの微分積分 新井仁之著 日本評論社 413.3/A62
336 弱点克服大学生の微分方程式 江川博康著 東京図書 413.6/E29
337 夢中になる!江戸の数学 (集英社文庫:[さ50-1]) 桜井進著 集英社 419.1/Sa47
338 気候危機 (岩波ブックレット:No. 1016) 山本良一著 岩波書店 451.85/Y31
339 生命科学から生命誌へ : ひらく (中村桂子コレクション : いのち愛づる生命誌:1) 中村桂子著 藤原書店 460.8/N37/1
340 生命誌と子どもたち : はぐくむ (中村桂子コレクション : いのち愛づる生命誌:4) 中村桂子著 藤原書店 460.8/N37/4
341 12歳の生命誌 : あそぶ (中村桂子コレクション : いのち愛づる生命誌:5) 藤原書店 460.8/N37/5

342 最新日本の外来生物 : a photographic guide to the invasive alien species in Japan
自然環境研究センター
編著

平凡社 468.038/Sh93

343 森林の歴史と未来 (人と生態系のダイナミクス:2) 鈴木牧 [ほか] 著 朝倉書店 468/H77/2
344 冬虫夏草生態図鑑 日本冬虫夏草の会編著 誠文堂新光社 474.7/N71
345 遺伝子から解き明かす鳥の不思議な世界 上田恵介編 一色出版/悠書館 (発 488.1/U32
346 ヒトは120歳まで生きられるのか : 生命科学の最前線 (文春新書:1235) 田原総一朗著 文藝春秋 490.4/Ta19
347 悪の脳科学 (集英社新書:1000I) 中野信子著 集英社 491.371/N39

348 看護師国家試験必修問題ファイナルチェック360問 2020年
Nursing Canvas看護師
国試対策室編集

学研メディカル秀潤社/
学研マーケティング
(発売)

492.9079//'20

349 解いて、わかる!覚えて合格!精神看護学問題集 : 看護師国家試験対策 2020年 田中留伊編著 PILAR PRESS 492.9079//'20
350 看護師国家試験対策出題傾向がみえる母性看護学 : 短期集中!完全制覇! 2020年 高橋ゆかり編著 PILAR PRESS 492.9079//'20
351 ネオサピエンス : 回避型人類の登場 岡田尊司著 文藝春秋 493.7/O38

352 病気だョ!全員集合 : 月乃光司対談集
月乃光司著/大槻ケン
ヂ [ほか述]

新紀元社 493.7/Ts63

353 生き延びるためのアディクション : 嵐の後を生きる「彼女たち」へのソーシャルワーク 大嶋栄子著 金剛出版 493.743/O77
354 ギャンブル依存症 : 当事者から学ぶその真実 吉岡隆編集 中央法規出版 493.743/Y92
355 摂食障害の子どもたち : 家庭や学校で早期発見・対応するための工夫 (子どものこころの発達を知るシリー 高宮靜男著 合同出版 493.937/KoK/9
356 四肢奮迅 乙武洋匡著 講談社 494.72/O86
357 優性保護法関係資料集成 編集復刻版 第1巻 松原洋子編 六花出版 498.25/Y99/1
358 優性保護法関係資料集成 編集復刻版 第2巻 松原洋子編 六花出版 498.25/Y99/2
359 優性保護法関係資料集成 編集復刻版 第3巻 松原洋子編 六花出版 498.25/Y99/3
360 スポーツでのばす健康寿命 : 科学で解き明かす運動と栄養の効果 深代千之, 安部孝編 東京大学出版会 498.3/F72

361 スタンフォードのストレスを力に変える教科書 (だいわ文庫:[304-2G])
ケリー・マクゴニガル
著/神崎朗子訳

大和書房 498.39/Ma15

362 死を生きた人びと : 訪問診療医と355人の患者 小堀鷗一郎 [著] みすず書房 498/Ko14
363 実践で学ぶ「生物多様性」 (岩波ブックレット:No. 1015) 鷲谷いづみ著 岩波書店 519.8/W44
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364 図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題
インフォビジュアル研
究所著

太田出版 519/I54

365 RC造・鉄骨造 (建物できるまで図鑑)
瀬川康秀絵・文/大野
隆司文

エクスナレッジ 524.7/Se16

366 インセイン・モード : イーロン・マスクが起こした100年に一度のゲームチェンジ
ヘイミッシュ・マッケ
ンジー著/松本剛史訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

537.067/Mu85

367 CASE革命 : 2030年の自動車産業 中西孝樹著 日本経済新聞出版社 537.09/N38
368 ソニー成功の原点 垰野堯編 ロングセラーズ 542.09/So42
369 70年代アナログ家電カタログ : メイド・イン・ジャパンのデザイン! 新装版 松崎順一著 青幻舎 545.88/Ma92

370
よくわかる最新プラスチックの仕組みとはたらき : 最新技術と環境対策まで基本から学ぶ 第3版 (How-nual図
解入門)

桑嶋幹, 木原伸浩, 工
藤保広著 秀和システム 578.4/Y79

371 日本アイスクロニクル (タツミムック) アイスマン福留著 辰巳出版 588.39/A25
372 ワイン法 (講談社選書メチエ:715) 蛯原健介著 講談社 588.55/E14
373 〈消費増税×老後2000万円問題〉最強の解決ガイド (扶桑社ムック. 別冊SPA!) 扶桑社 591/F96
374 みらいおにぎり 桧山タミ著 文藝春秋 596/H79
375 ヘリコプターよりも高く遠くに飛んでいったたけあき 天宮遥子著 文芸社 598.4/A44

376 地域創生イノベーション : 企業家精神で地域の活性化に挑む
忽那憲治, 山田幸三編
著

中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

601.1/Ku94

377 そうだ、葉っぱを売ろう! : 過疎の町、どん底からの再生 横石知二著
ソフトバンククリエイ
ティブ

602.181/Y76

378 農本主義と農業者意識 : その理念と現実 小林一穂著 御茶の水書房 611.1/Ko12
379 小作農民の歴史社会学 : 「太一日記」に見る暮らしと時代 細谷昂著 御茶の水書房 611.9212/A13

380 トウガラシ大全 : どこから来て、どう広まり、どこへ行くのか
スチュアート・ウォル
トン著/秋山勝訳

草思社 619.91/W37

381 トマトの歴史 (「食」の図書館)
クラリッサ・ハイマン
著/道本美穂訳

原書房 626.27/H99

382 珍奇植物LIFE 日本文芸社編 日本文芸社 627.78/N71
383 世界の多肉植物3070種 佐藤勉著 主婦の友社 627.78/Sa87
384 ビザールプランツ : 灌木系塊根植物からアガベ、ビカクシダまで、夏型珍奇植物最新情報 主婦の友社編 主婦の友社 627.78/Sh99
385 イヌの動物学 第2版 (アニマルサイエンス:3) 猪熊壽, 遠藤秀紀著 東京大学出版会 645/A49/3
386 そんな仕組みがあったのか!「儲け」のネタ大全 岩波貴士著 青春出版社 673.3/I95
387 コンビニおいしい進化史 : 売れるトレンドのつくり方 (平凡社新書:929) 吉岡秀子著 平凡社 673.86/Y92
388 遺体と火葬のほんとうの話 佐藤信顕著 二見書房 673.93/Sa87
389 お金をかけずに今日から繁盛店にする新発想ゼロコスト集客術 勝田耕司著 秀和システム 673.97/Ka88
390 『丸亀製麺』で学んだ : 超実直!史上最高の自分のつくりかた (ゴマブックス) 小野正誉著 ゴマブックス 673.971/To67

391 できるAirbnb : 初めてでも安心・安全に民泊を始められる本
相馬翔, できるシリー
ズ編集部著

インプレス 673.99/So36

392 起業家・フリーランスのための「ブログ・SNS集客」のキホン (Do books) 今城裕実著 同文舘出版 675/I43
393 もじ鉄 : 書体で読み解く日本全国全鉄道の駅名標 石川祐基著 三才ブックス 686.53/I76
394 アニメ聖地巡礼の観光社会学 : コンテンツツーリズムのメディア・コミュニケーション分析 岡本健著 法律文化社 689.21/O42
395 コンテンツツーリズム研究 : アニメ・マンガ・ゲームと観光・文化・社会 増補改訂版 岡本健編著 福村出版 689.21/O42
396 観光ブランドの教科書 : 地域引力を生み出す 岩崎邦彦著 日本経済新聞出版社 689.4/I96
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397 ヴィジョン・イン・モーション
ラースロー・モホイ=
ナジ著/井口壽乃訳

国書刊行会 701/Mo17

398 アール・ブリュット (文庫クセジュ:1029)
エミリー・シャンプノ
ワ著/西尾彰泰, 四元
朝子訳

白水社 702.07/C32

399 世界遺産ガイド モンゴル編 (世界遺産シリーズ)
古田陽久著/世界遺産
総合研究所企画・編集

シンクタンクせとうち
総合研究機構

709/SeI

400 世界遺産マップス : 地図で見るユネスコの世界遺産 2020改訂版 (世界遺産シリーズ)
古田陽久著/世界遺産
総合研究所企画・編集

シンクタンクせとうち
総合研究機構

709/SeI

401 カルティエそこに集いし者

横尾忠則 [画]/エル
ヴェ・シャンデス, エ
レーヌ・ケルマシュ
テール執筆/渡辺レイ
チェル, 與謝野文子訳

国書刊行会 723.1/Y78

402 イタリア・ルネサンス絵画 (文庫クセジュ:952)
ジャン・リュデル著/
望月典子 [ほか] 訳

白水社 723.37/R82

403 バスキア・ハンドブック
宮下規久朗監修/フジ
テレビジョン, ブルー
シープ編

フジテレビジョン/ブ
ルーシープ (発売)

723.53/B26

404 「漱石」と「龍之介」の二人でコミッ句会 岩田好史著 文芸社 726.1/I97
405 ゆるりより道ひとり暮らし おづまりこ著 文藝春秋 726.1/O99
406 少年の名はジルベール 竹宮惠子著 小学館 726.101/Ta63
407 世界魔法使い画譜 三村晴子著 国書刊行会 726.5/Mi34

408 絵には何が描かれているのか : 絵本から学ぶイメージとデザインの基本原則
モリー・バング著/細
谷由依子訳

フィルムアート社 726.601/B18

409 明治・大正・昭和初期日本ポスター史大図鑑
田島奈都子編著/函館
市中央図書館編纂協力

国書刊行会 727.6/Ta26

410 角川書道字典 伏見冲敬編 角川書店
728.033/KaG/S(
10)

411 角川書道字典 伏見冲敬編 角川書店
728.033/KaG/S(
11)

412 角川書道字典 伏見冲敬編 角川書店
728.033/KaG/S(
2)

413 角川書道字典 伏見冲敬編 角川書店
728.033/KaG/S(
3)

414 角川書道字典 伏見冲敬編 角川書店
728.033/KaG/S(
4)

415 角川書道字典 伏見冲敬編 角川書店
728.033/KaG/S(
5)

416 角川書道字典 伏見冲敬編 角川書店
728.033/KaG/S(
6)

417 角川書道字典 伏見冲敬編 角川書店
728.033/KaG/S(
7)
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418 角川書道字典 伏見冲敬編 角川書店
728.033/KaG/S(
8)

419 角川書道字典 伏見冲敬編 角川書店
728.033/KaG/S(
9)

420 書学論纂 杉村邦彦著 知泉書館 728.04/Su39

421 特集顔真卿の書 (書21:65号(2018)) 匠出版
728.05/Ta74/65
-'18

422 書と思想 : 歴史上の人物から見る日中書法文化 (東方選書:51) 松宮貴之著 東方書店 728.21/Ma81
423 顔真卿伝 : 時事はただ天のみぞ知る 吉川忠夫著 法藏館 728.22/G19
424 明清行草字典 古谷蒼韻編 二玄社 728.4/F95
425 LDH OUR PROMISE LDH JAPAN著 小学館 767.8/L45
426 Shakespeare performances in Japan : intercultural-multilingual-translingual Emi Hamana Shumpusha 772.1/H25
427 映画監督神代辰巳 神代辰巳著 国書刊行会 778.21/Ku35

428 サイレント映画の黄金時代
ケヴィン・ブラウンロ
ウ著/宮本高晴訳

国書刊行会 778.253/B77

429 アニメ聖地88Walker : アニメツーリズム協会公式 2019 (ウォーカームック:No.943) KADOKAWA 778.77/Ka14/'1

430 ミヤザキワールド : 宮崎駿の闇と光
スーザン・ネイピア著
/仲達志訳

早川書房 778.77/Mi88

431 ディズニーアニメーション背景美術集

ウォルト・ディズ
ニー・アニメーショ
ン・スタジオ著/うさ
ぎ出版訳

うさぎ出版/玄光社 (発
売)

778.77/W37

432 江戸落語で知る四季のご馳走 (平凡社新書:926) 稲田和浩著 平凡社 779.13/I51
433 スポーツマーケティング入門 (Sports perspective series:6) 相原正道 [ほか] 著 晃洋書房 780/Sp6/6
434 円谷幸吉命の手紙 松下茂典著 文藝春秋 782.3/Ts24

435 ALL BLACKS : 勝者の系譜
ピーター・ビルズ著/
西川知佐訳

東洋館出版社 783.48/B43

436 ジョコビッチはなぜサーブに時間をかけるのか (集英社新書:0999H) 鈴木貴男著 集英社 783.5/Su96
437 レギュラーになれないきみへ (岩波ジュニア新書:906) 元永知宏著 岩波書店 783.7/Mo87
438 マボロシの茶道具図鑑 依田徹著 淡交社 791.5/Y73

439 eスポーツマーケティング : 若者市場をつかむ最強メディアを使いこなせ 日経クロストレンド編
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

798.5/N73

440 認知言語学大事典
辻幸夫編集主幹/楠見
孝 [ほか] 編集

朝倉書店 801.04/A85

441 小児失語症の言語回復 : ランドー・クレフナー症候群と自閉症の比較から 星浩司, 宮里恭子著 慶應義塾大学出版会 801.04/H92
442 Looking at language (Trends in linguistics. Studies and monographs:v. 317) Wolfgang Klein De Gruyter Mouton 801.5/Kl4
443 日本語と世界の言語のとりたて表現 野田尚史編 くろしお出版 801.5/N92

444 Nominal compound acquisition : hb (Language acquisition & language disorders:v. 61)

edited by Wolfgang
U. Dressler, F.
Nihan Ketrez,
Marianne Kilani-
Schoch

John Benjamins Pub.
Co.

801.5/N94

445
The pragmatics of negation : negative meanings, uses and discursive functions : hb (Pragmatics &
beyond : new series:v. 283)

edited by Malin
Roitman J. Benjamins 801.5/R62
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446
Speech acts and clause types : English in a cross-linguistic context 1st ed : hbk (Oxford textbooks
in linguistics)

Peter Siemund
Oxford University
Press

801/Si2

447 Third age learners of foreign languages : hbk (Second language acquisition:120)
edited by Danuta
Gabryś-Barker

Multilingual Matters 807/G11

448
Language acquisition in CLIL and non-CLIL settings : learner corpus and experimental evidence on
passive constructions : hb (Studies in corpus linguistics:v. 80)

Verena Möller John Benjamins 807/Mo23

449 お嬢さまことば速修講座 改訂版 加藤ゑみ子監修
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

809.2/Ka86

450 頭のよさとは「説明力」だ : 知性を感じる伝え方の技術 (詩想社新書:30) 齋藤孝著 詩想社 809.2/Sa25
451 ちんちん千鳥のなく声は・犬は「びよ」と鳴いていた (山口仲美著作集:6. オノマトペの歴史:2) 山口仲美著 風間書房 810.8/Y24/6
452 あて字の素姓 : 常用漢字表「付表」の辞典 田島優著 風媒社 811.2/Ta26
453 朝日キーワード 2021 朝日新聞社編 朝日新聞社 813.7/AsS/'21

454 中世の語彙 : 武士と和漢混淆の時代 (シリーズ「日本語の語彙」:3)
安部清哉編/山本真吾
[ほか] 著

朝倉書店 814.08/H54/3

455 江戸語資料としての後期咄本の研究 (ひつじ研究叢書:言語編第159巻) 三原裕子著 ひつじ書房 818.36/Mi17
456 集まる!刺さる!SNSでウケる中国語 秋山燿平著 明日香出版社 826/A38
457 TOEIC L&Rテスト猛牛の文法問題 加藤草平著 旺文社 830.79/Ka86

458 日英・慣用句の文化事典
山田雅重著/亀田尚己
編集協力/中道キャサ
リン英文校閲

丸善出版 833.4/Y19

459 Linguistics in the Netherlands 2017 : pbk (AVT publications:34)
edited by Sander
Lestrade, Bert le
Bruyn

John Benjamins 849.3/L56

460 二十世紀の文学と音楽 (文庫クセジュ:1031)
オード・ロカテッリ著
/大森晋輔訳

白水社 902.05/L77

461 恋って何ですか? : 27人がすすめる恋と愛の本 (14歳の世渡り術)
河出書房新社編/蒼井
ブルー [ほか] 著

河出書房新社 902.09/Ka92

462 ファンタジーの世界地図 : ムーミン谷からナルニア国、ハリー・ポッターまで
ヒュー・ルイス=
ジョーンズ編/栗原紀
子訳

東京堂出版 902.3/L59

463 大人が子どもにおくりとどける40の物語 : 自己形成のためのレッスン 矢野智司著 ミネルヴァ書房 909.3/Y58
464 絵本の時代 (叢書児童文学:第2巻) 今江祥智責任編集 世界思想社 909/18/2(1)
465 空想の部屋 (叢書児童文学:第3巻) 上野瞭責任編集 世界思想社 909/18/3(1)

466 新しく古文を読む : 語と表象からのアプローチ
高橋良久, 畠山大二郎
共著

右文書院 910.2/Ta33

467 弘仁・天長期の文學を中心として 下1 (國風暗黒時代の文學:中(下)1-2, 下1-3) 小島憲之著 塙書房 910.23/3/3-1
468 上代日本文學と中國文學 : 出典論を中心とする比較文學的考察 補篇 小島憲之著 塙書房 910.23/8/4
469 平安文学の謎解き : 物語・日記・和歌 後藤祥子著 風間書房 910.23/G72

470 平安中後期の物語と大鏡 (今井源衛著作集:10)
今井源衛著/森下純昭
編集

笠間書院
910.23/ImG/K-
10

471 素顔の文士たち 田村茂写真 河出書房新社 910.264/Ta82

472 戦後思想の到達点 : 柄谷行人、自身を語る 見田宗介、自身を語る (シリーズ・戦後思想のエッセンス)
柄谷行人, 見田宗介著
/大澤真幸インタ
ビュー・編

NHK出版 910.268/Ka63

473 「松本清張」で読む昭和史 (NHK出版新書:586) 原武史著 NHK出版 910.268/Ma81
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474 村上春樹にならう「おいしい文章」のための47のルール (ちくま文庫:[な-55-1]) ナカムラクニオ著 筑摩書房 910.268/Mu43
475 村上春樹の短編を英語で読む1979〜2011 上 (ちくま学芸文庫:カ38-2, 3) 加藤典洋著 筑摩書房 910.268/Mu43/1
476 村上春樹の短編を英語で読む1979〜2011 下 (ちくま学芸文庫:カ38-2, 3) 加藤典洋著 筑摩書房 910.268/Mu43/2
477 直筆の漱石 : 発掘された文豪のお宝 (新潮選書) 川島幸希著 新潮社 910.268/N58
478 吉本隆明 : 思想家にとって戦争とは何か (シリーズ・戦後思想のエッセンス) 安藤礼二著 NHK出版 910.268/Y91
479 国文学年次別論文集 平成26(2014)年 中古1 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'14-3-
480 藤原俊成 : 中世和歌の先導者 久保田淳著 吉川弘文館 911.132/F68
481 オウムアムア : 詩集 藤田恭子著 文芸社 911.56/F67
482 伊勢物語 : 現代語訳・索引付 大井田晴彦校注 三弥井書店 913.32/I69
483 箱の中の天皇 赤坂真理著 河出書房新社 913.6/A32

484
これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん [1] (集英社オレンジ文庫:[あ3-2], [あ3-3], [あ3-4], [あ3-
5], [あ3-7])

青木祐子著 集英社 913.6/A53/1

485 ノッキンオン・ロックドドア 2 青崎有吾著 徳間書店 913.6/A56/2
486 跳ぶ男 青山文平著 文藝春秋 913.6/A58
487 彼女が好きなものはホモであって僕ではない 浅原ナオト著 KADOKAWA 913.6/A82
488 デッドライン 千葉雅也著 新潮社 913.6/C42
489 ブルーブラッド 藤田宜永著 徳間書店 913.6/F67
490 スワン 呉勝浩著 KADOKAWA 913.6/G59
491 わが殿 上 畠中恵著 文藝春秋 913.6/H41/1
492 わが殿 下 畠中恵著 文藝春秋 913.6/H41/2
493 罪のあとさき (双葉文庫:は-36-01) 畑野智美著 双葉社 913.6/H42
494 小さな場所 東山彰良著 文藝春秋 913.6/H55
495 背中の蜘蛛 誉田哲也著 双葉社 913.6/H84

496 さらざんまい 上 幾原邦彦, 内海照子著
幻冬舎コミックス/幻冬
舎 (発売)

913.6/I38/1

497 さらざんまい 下 幾原邦彦, 内海照子著
幻冬舎コミックス/幻冬
舎 (発売)

913.6/I38/2

498 あたしたち、海へ 井上荒野著 新潮社 913.6/I57
499 自由は死せず 門井慶喜著 双葉社 913.6/Ka14
500 トヨトミの逆襲 (小説・巨大自動車企業:[2]) 梶山三郎著 小学館 913.6/Ka23
501 あなたのゼイ肉、落とします (双葉文庫:か-36-07) 垣谷美雨著 双葉社 913.6/Ka26
502 熱源 川越宗一著 文藝春秋 913.6/Ka92
503 夏物語 川上未映子著 文藝春秋 913.6/Ka94
504 まぼろし科・天雫透の診療記録 (双葉文庫:か-57-01) 風島ゆう著 双葉社 913.6/Ka99
505 深淵の怪物 木江恭著 双葉社 913.6/Ki45

506 運転者 : 未来を変える過去からの使者 喜多川泰 [著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

913.6/Ki63

507 時間奴隷 : ある述懐より 小布施新一著 文芸社 913.6/Ko14
508 ときどき旅に出るカフェ (双葉文庫:こ-25-02) 近藤史恵著 双葉社 913.6/Ko73
509 GNOSIS コシ銀チャック著 文芸社 913.6/Ko85
510 やめるときも、すこやかなるときも (集英社文庫:く36-1) 窪美澄著 集英社 913.6/Ku13
511 桃源 黒川博行著 集英社 913.6/Ku74
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512 神楽坂0丁目あやかし学校の先生になりました (双葉文庫:く-22-06) 桑野和明著 双葉社 913.6/Ku97/1
513 神楽坂0丁目あやかし学校の先生になりました 2 (双葉文庫:く-22-07) 桑野和明著 双葉社 913.6/Ku97/2
514 坂の上の赤い屋根 真梨幸子著 徳間書店 913.6/Ma51
515 Dreamer : ドリーマー : 阪急・宝塚を創り、日本に夢の花を咲かせた男 宮徹著 WAVE出版 913.6/Mi85
516 毎年、記憶を失う彼女の救いかた (講談社タイガ:[モC-01]) 望月拓海著 講談社 913.6/Mo12
517 別れの季節 (お鳥見女房:[8]) 諸田玲子著 新潮社 913.6/Mo77/[8]
518 生命式 村田沙耶香著 河出書房新社 913.6/Mu59
519 プラチナタウン (祥伝社文庫:[に7-1]) 楡周平著 祥伝社 913.6/N78
520 篠ノ井線・姨捨駅スイッチバックで殺せ (双葉文庫:に-01-91. [十津川警部]) 西村京太郎著 双葉社 913.6/N84
521 最高の任務 乗代雄介著 講談社 913.6/N96
522 嘘と正典 小川哲著 早川書房 913.6/O24
523 湘南人肉医 (角川ホラー文庫) 大石圭[著] 角川書店 913.6/O33
524 歩道橋シネマ 恩田陸著 新潮社 913.6/O65
525 暗約領域 (新宿鮫:11) 大沢在昌著 光文社 913.6/OsA/S-11
526 悪徳刑事(デカ) : ブラックディール (双葉文庫:さ-37-11) 沢里裕二著 双葉社 913.6/Sa97
527 ここは夜の水のほとり 清水裕貴著 新潮社 913.6/Sh49
528 黄昏旅団 (文春文庫:[し-67-1]) 真藤順丈著 文藝春秋 913.6/Sh62
529 左遷捜査 : 法の壁 (双葉文庫:し-26-04) 翔田寛著 双葉社 913.6/Sh95/1
530 迷宮入り事件 (左遷捜査. 2) (双葉文庫:し-26-05) 双葉社 913.6/Sh95/2
531 三つの殺人 (左遷捜査. 3) (双葉文庫:し-26-06) 双葉社 913.6/Sh95/3
532 六枚のとんかつ (講談社文庫) 蘇部健一[著] 講談社 913.6/So12
533 我らが少女A 高村薫著 毎日新聞出版 913.6/Ta45
534 音に聞く 高尾長良著 文藝春秋 913.6/Ta49
535 卒業タイムリミット 辻堂ゆめ著 双葉社 913.6/Ts41
536 間宵の母 歌野晶午著 双葉社 913.6/U96
537 つみびと 山田詠美著 中央公論新社 913.6/Y19
538 伝記小説・渋沢栄一 : 財界のフロンティア 山田克郎著 春陽堂書店 913.6/Y19
539 ほしのこ 山下澄人著 文藝春秋 913.6/Y44
540 パリわずらい江戸わずらい (集英社文庫:あ36-28) 浅田次郎著 集英社 914.6/A81

541 酒から教わった大切なこと : 本・映画・音楽・旅・食をめぐるいい話 東理夫著
天夢人/山と溪谷社 (発
売)

914.6/H55

542 しらふで生きる : 大酒飲みの決断 町田康著 幻冬舎 914.6/Ma16
543 不道徳教育講座 改版 (角川文庫:2480) 三島由紀夫 [著] 角川書店 914.6/Mi53
544 人生にとって挫折とは何か (集英社新書:0998C) 下重暁子著 集英社 914.6/Sh52
545 吉本隆明全集 21 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/21

546 龍蜂集 (澁澤龍彦泉鏡花セレクション:1)
泉鏡花著/澁澤龍彦編/
山尾悠子解説

国書刊行会 918.6/I99/1

547 「新編」日本女性文学全集 11 渡邊澄子編集 菁柿堂/星雲社 (発売) 918.6/ShN/11

548 定本夢野久作全集 6
夢野久作著/西原和海
[ほか] 編集

国書刊行会 918.68/Y97/6

549 王朝漢詩叢攷 (研究叢書:514) 本間洋一著 和泉書院 919.3/H85
550 欧陽脩 : その生涯と宗族 小林義廣著 創文社 920.25/O95
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551 陶淵明と白楽天 : 生きる喜びをうたい続けた詩人 (角川選書:508) 下定雅弘著

角川学芸出版/角川グ
ループパブリッシング
(発売)

921.4/To19

552 ガラン版千一夜物語 4 西尾哲夫訳 岩波書店 929.763/A61/4

553 ホープ・レスリー
キャサリン・マリア・
セジウィック著/高野
一良訳

国書刊行会 933.6/Se14

554 ジャーゲン (マニュエル伝)
ジェイムズ・ブラン
チ・キャベル著/中野
善夫訳

国書刊行会 933.7/C11

555 イヴのことを少し (マニュエル伝)
ジェイムズ・ブラン
チ・キャベル著/垂野
創一郎訳

国書刊行会 933.7/C11

556 愛なんてセックスの書き間違い (未来の文学)
ハーラン・エリスン著
/若島正, 渡辺佐智江
訳

国書刊行会 933.7/E48

557 カーペンターズ・ゴシック
ウィリアム・ギャディ
ス著/木原善彦訳

国書刊行会 933.7/G12

558 エレベーター
ジェイソン・レナルズ
著/青木千鶴訳

早川書房 933.7/R29

559 ウィリアムが来た時 : ホーエンツォレルン家に支配されたロンドンの物語 サキ著/深町悟訳 国書刊行会 933.7/Sa42

560 天国からはじまる物語
ガブリエル・ゼヴィン
作/堀川志野舞訳

理論社 933.7/Z3

561 二十世紀フランス小説 (文庫クセジュ:924)
ドミニク・ラバテ著/
三ツ堀広一郎訳

白水社 950.27/R11

562 いやいやながらルパンを生み出した作家 : モーリス・ルブラン伝
ジャック・ドゥルワー
ル著/小林佐江子訳

国書刊行会 950.278/L49

563 セロトニン
ミシェル・ウエルベッ
ク著/関口涼子訳

河出書房新社 953.7/H96

564 アラバスターの壺/女王の瞳 : ルゴーネス幻想短編集 (光文社古典新訳文庫:[KAル3-1])
ルゴーネス著/大西亮
訳

光文社 963.7/L96

565 どん底 (ロシア名作ライブラリー:13)
ゴーリキー著/安達紀
子訳

群像社 982.7/G67

566 戦争と平和 1 (光文社古典新訳文庫:[KAト3-7])
トルストイ著/望月哲
男訳

光文社 983.6/To47/1

567 プラヴィエクとそのほかの時代 (東欧の想像力:16)
オルガ・トカルチュク
著/小椋彩訳

松籟社 989.83/To28

568 ウェールズ語原典訳マビノギオン 森野聡子編・訳 原書房 993.33/Mo59

569 日本児童文学文献目録 1945-1999 日外アソシエーツ編集
日外アソシエーツ/紀伊
國屋書店 (発売)

B909.031/N71/'
45-'99

570 「個別役員報酬」データベース XeBRaL CADサービス 2016年度(2016/4/1-2017/3/31期) 株式会社 ゼブラル 株式会社 ゼブラル CR335.43/Z2/'1

571 子どもの障害の理解と支援
アローウィン製作・著
作

アローウィン DV378/A79

572 象と話をした少女
ゆめのロバ文/高岡洋
介絵

文芸社 E/16

573 いいむしくんとわるむしくん 矢部恵美子著 文芸社 E/16
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574 はぐれくん、おおきなマルにであう
シェル・シルヴァスタ
イン作/村上春樹訳

あすなろ書房 E/23

575 魔術師アブドゥル・ガサツィの庭園
C.V.オールズバーグ絵
と文/村上春樹訳

あすなろ書房 E/25

576 ジュマンジ
C.V.オールズバーグ作
/村上春樹訳

あすなろ書房 E/26

577 くまくまパンいちにちパンやさん 西村敏雄作 あかね書房 E/27

578 わたしのおじさんのロバ
トビー・リドル作/村
上春樹訳

あすなろ書房 E/27

579 2ひきのいけないアリ
クリス・ヴァン・オー
ルズバーグ作/村上春
樹訳

あすなろ書房 E/31

580 めをとじてみえるのは (評論社の児童図書館・絵本の部屋)

マック・バーネットぶ
ん/イザベル・アルス
ノーえ/まつかわまゆ
みやく

評論社 E/31

581 研究って楽しい : 探究心の育て方 (学校では教えてくれない大切なこと:26)
関和之マンガ・イラス
ト

[旺文社] K002/Se31

582 感性の育て方 : センスをみがく (学校では教えてくれない大切なこと:21)
入江久絵マンガ・イラ
スト

[旺文社] K115/I64

583 時間の使い方 (学校では教えてくれない大切なこと:8)
入江久絵マンガ・イラ
スト

[旺文社] K159/I64

584 生きかたルールブック : ヤワな大人にならない! 齋藤孝監修/林ユミ絵 日本図書センター K159/Sa25

585 夢のかなえ方 (学校では教えてくれない大切なこと:17)
関和之マンガ・イラス
ト

[旺文社] K159/Se31

586 よのなかルールブック : メシが食える大人になる!
高濱正伸監修/林ユミ
絵

日本図書センター K159/Ta31

587 政治経済 (教科書にのせたい!日本人じてん:1) こどもくらぶ編 彩流社 K281/Ko21/1

588 マンガ&物語で読む偉人伝 : 渋沢栄一 津田梅子 北里柴三郎 : 新しい肖像 (新しい伝記EX)
如月謙一 [ほか] マン
ガ/小林良介読み物

学研プラス K281/Ma43

589 齋藤孝の覚えておきたい日本人 齋藤孝著/深蔵絵 金の星社 K281/Sa25

590 小林一三 : 阪急と宝塚をつくった事業家 (調べる学習百科)
柴田こずえ構成・文/
青山友美絵

岩崎書店 K289/Ko12

591 小林一三 : 阪急と宝塚歌劇団を創ったビジネスの天才 (集英社版・学習漫画. 世界の伝記NEXT)
海野そら太漫画/石川
憲二シナリオ/向山建
生監修・解説

集英社 K289/Ko12

592 立体で見る[星の本] (かがくのほん) 杉浦康平,北村正利著 福音館書店 K443/Su48

593 あやしい植物図鑑 : だれかに話したくなる
菅原久夫監修/白井匠,
クリハラタカシ絵

ダイヤモンド社 K470/Su28

594 バウハウスってなあに?

インゴルフ・ケルン文
/クリスティーネ・
レッシュ絵/バウハウ
ス・デッサウ財団編/
大宮萌恵訳

白水社 K707/Ke57

595 発表がうまくなる : スピーチからプレゼンテーションまで (学校では教えてくれない大切なこと:27)
室木おすしマンガ・イ
ラスト

[旺文社] K809/Mu74
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596 言葉の力 : 語彙で広がる世界 (学校では教えてくれない大切なこと:24)
オゼキイサムマンガ・
イラスト

旺文社 K810/O98

597 英語が好きになる (学校では教えてくれない大切なこと:20)
関和之マンガ・イラス
ト

[旺文社] K830/Se31

598 Roman history v. 1 (The Loeb classical library:2-4. Appian:1-3)
Appian/edited and
translated by Brian
McGing

Harvard University
Press

LC232/A59/1

599 Roman history v. 2 (The Loeb classical library:2-4. Appian:1-3)
Appian/edited and
translated by Brian
McGing

Harvard University
Press

LC232/A59/2

600 Roman history v. 3 (The Loeb classical library:2-4. Appian:1-3)
Appian/edited and
translated by Brian
McGing

Harvard University
Press

LC232/A59/3

601 History of Rome (Ab urbe condita) Livy
Harvard University
Press

LC232/LiT/L-5

602 ジョン・ロック : 「統治二論」より (講談社まんが学術文庫:0027)
ロック原作/NAHAまん
が

講談社 M081/25/027

603 テンジュの国 1 (KCDX) 泉一聞著 講談社 M222.9/I99/1
604 テンジュの国 2 (KCDX) 泉一聞著 講談社 M222.9/I99/2
605 テンジュの国 3 (KCDX) 泉一聞著 講談社 M222.9/I99/3
606 テンジュの国 4 (KCDX) 泉一聞著 講談社 M222.9/I99/4
607 テンジュの国 5 (KCDX) 泉一聞著 講談社 M222.9/I99/5
608 サトコとナダ 1 (星海社comics) ユペチカ著 星海社/講談社 (発売) M302.278/Y98/1
609 サトコとナダ 2 (星海社comics) ユペチカ著 星海社/講談社 (発売) M302.278/Y98/2
610 サトコとナダ 3 (星海社comics) ユペチカ著 星海社/講談社 (発売) M302.278/Y98/3
611 サトコとナダ 4 (星海社comics) ユペチカ著 星海社/講談社 (発売) M302.278/Y98/4
612 そこをなんとか 12 (Hana to yume comics special) 麻生みこと著 白泉社 M327.14/A93/12
613 そこをなんとか 13 (Hana to yume comics special) 麻生みこと著 白泉社 M327.14/A93/13
614 そこをなんとか 14 (Hana to yume comics special) 麻生みこと著 白泉社 M327.14/A93/14
615 そこをなんとか 15 (Hana to yume comics special) 麻生みこと著 白泉社 M327.14/A93/15

616 漫画版論語と算盤
渋沢栄一原作/近藤た
かし漫画

講談社
M335.13/Sh21(1
)

617 闇金ウシジマくん 34 (ビッグコミックス) 真鍋昌平著 小学館 M338.77/Ma43/3
618 健康で文化的な最低限度の生活 8 (ビッグコミックス) 柏木ハルコ著 小学館 M369.2/Ka77/8
619 かんもくって何なの!? : しゃべれない日々を脱け出た私 モリナガアメ著 合同出版 M378.8/Mo57

620 私はかんもくガール : しゃべりたいのにしゃべれない場面緘黙症のなんかおかしな日常
らせんゆむ著/かんも
くネット解説

合同出版 M378.8/R17

621 数字であそぼ。 1 (flowersフラワーコミックスα) 絹田村子著 小学館 M410/Ki48/1
622 数字であそぼ。 2 (flowersフラワーコミックスα) 絹田村子著 小学館 M410/Ki48/2
623 数字であそぼ。 3 (flowersフラワーコミックスα) 絹田村子著 小学館 M410/Ki48/3
624 はたらく細胞 1 (シリウスKC:560) 清水茜著 講談社 M491.3/Sh49/1
625 はたらく細胞 2 (シリウスKC:560) 清水茜著 講談社 M491.3/Sh49/2
626 はたらく細胞 3 (シリウスKC:560) 清水茜著 講談社 M491.3/Sh49/3
627 はたらく細胞 4 (シリウスKC:560) 清水茜著 講談社 M491.3/Sh49/4
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628 はたらく細胞 5 (シリウスKC:560) 清水茜著 講談社 M491.3/Sh49/5
629 なんで私が適応障害!? : 暗闇の中で光を見つけた私。 乃樹愛著 合同出版 M493.74/N93
630 実録解離性障害のちぐはぐな日々 : 私の中のたくさんのワタシ Tokin著 合同出版 M493.743/To32
631 わたし中学生から統合失調症やってます。 : 水色ともちゃんのつれづれ日記 ともよ著 合同出版 M493.763/To62

632 てんびんの詩
竹本幸之祐原作/大野
志信漫画

PHP研究所 M726.1/Ta63

633 キャプテン翼road to 2002 1 (ヤングジャンプ・コミックス) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33/3
-1

634 キャプテン翼road to 2002 4 (ヤングジャンプ・コミックス) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33/3
-4

635 キャプテン翼road to 2002 5 (ヤングジャンプ・コミックス) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33/3
-5

636 キャプテン翼road to 2002 7 (ヤングジャンプ・コミックス) 高橋陽一著 集英社
M783.47/Ta33/3
-7

637 タッチ 1 (少年サンデーコミックス) あだち充著 小学館 M783.7/A16/1
638 タッチ 2 (少年サンデーコミックス) あだち充著 小学館 M783.7/A16/2
639 タッチ 3 (少年サンデーコミックス) あだち充著 小学館 M783.7/A16/3
640 タッチ 4 (少年サンデーコミックス) あだち充著 小学館 M783.7/A16/4
641 タッチ 5 (少年サンデーコミックス) あだち充著 小学館 M783.7/A16/5
642 Major : dramatic baseball comic 1 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/1
643 Major : dramatic baseball comic 10 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/10
644 Major : dramatic baseball comic 11 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/11
645 Major : dramatic baseball comic 12 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/12
646 Major : dramatic baseball comic 13 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/13
647 Major : dramatic baseball comic 14 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/14
648 Major : dramatic baseball comic 15 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/15
649 Major : dramatic baseball comic 16 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/16
650 Major : dramatic baseball comic 17 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/17
651 Major : dramatic baseball comic 18 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/18
652 Major : dramatic baseball comic 19 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/19
653 Major : dramatic baseball comic 2 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/2
654 Major : dramatic baseball comic 20 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/20
655 Major : dramatic baseball comic 21 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/21
656 Major : dramatic baseball comic 22 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/22
657 Major : dramatic baseball comic 23 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/23
658 Major : dramatic baseball comic 24 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/24
659 Major : dramatic baseball comic 25 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/25
660 Major : dramatic baseball comic 26 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/26
661 Major : dramatic baseball comic 27 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/27
662 Major : dramatic baseball comic 28 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/28
663 Major : dramatic baseball comic 29 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/29
664 Major : dramatic baseball comic 3 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/3
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665 Major : dramatic baseball comic 30 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/30
666 Major : dramatic baseball comic 31 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/31
667 Major : dramatic baseball comic 32 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/32
668 Major : dramatic baseball comic 33 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/33
669 Major : dramatic baseball comic 34 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/34
670 Major : dramatic baseball comic 35 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/35
671 Major : dramatic baseball comic 36 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/36
672 Major : dramatic baseball comic 37 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/37
673 Major : dramatic baseball comic 38 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/38
674 Major : dramatic baseball comic 39 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/39
675 Major : dramatic baseball comic 4 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/4
676 Major : dramatic baseball comic 40 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/40
677 Major : dramatic baseball comic 41 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/41
678 Major : dramatic baseball comic 42 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/42
679 Major : dramatic baseball comic 43 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/43
680 Major : dramatic baseball comic 44 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/44
681 Major : dramatic baseball comic 45 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/45
682 Major : dramatic baseball comic 46 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/46
683 Major : dramatic baseball comic 47 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/47
684 Major : dramatic baseball comic 48 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/48
685 Major : dramatic baseball comic 49 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/49
686 Major : dramatic baseball comic 5 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/5
687 Major : dramatic baseball comic 50 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/50
688 Major : dramatic baseball comic 51 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/51
689 Major : dramatic baseball comic 52 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/52
690 Major : dramatic baseball comic 53 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/53
691 Major : dramatic baseball comic 54 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/54
692 Major : dramatic baseball comic 55 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/55
693 Major : dramatic baseball comic 56 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/56
694 Major : dramatic baseball comic 57 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/57
695 Major : dramatic baseball comic 58 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/58
696 Major : dramatic baseball comic 59 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/59
697 Major : dramatic baseball comic 6 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/6
698 Major : dramatic baseball comic 60 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/60
699 Major : dramatic baseball comic 61 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/61
700 Major : dramatic baseball comic 62 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/62
701 Major : dramatic baseball comic 63 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/63
702 Major : dramatic baseball comic 64 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/64
703 Major : dramatic baseball comic 65 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/65
704 Major : dramatic baseball comic 66 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/66
705 Major : dramatic baseball comic 67 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/67
706 Major : dramatic baseball comic 68 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/68
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707 Major : dramatic baseball comic 69 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/69
708 Major : dramatic baseball comic 7 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/7
709 Major : dramatic baseball comic 70 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/70
710 Major : dramatic baseball comic 71 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/71
711 Major : dramatic baseball comic 72 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/72
712 Major : dramatic baseball comic 73 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/73
713 Major : dramatic baseball comic 74 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/74
714 Major : dramatic baseball comic 75 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/75
715 Major : dramatic baseball comic 76 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/76
716 Major : dramatic baseball comic 77 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/77
717 Major : dramatic baseball comic 78 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/78
718 Major : dramatic baseball comic 8 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/8
719 Major : dramatic baseball comic 9 (少年サンデーコミックス) 満田拓也著 小学館 M783.7/Mi63/9

720 Case closed Shonen Sunday edition 46
story and art by
Gosho Aoyama

Viz Media M837.5/A58/46

721 スヌーピー1971〜1972 (完全版ピーナッツ全集:11) 河出書房新社 M837.5/Sc8/11
722 スヌーピー1985〜1986 (完全版ピーナッツ全集:18) 河出書房新社 M837.5/Sc8/18
723 渋沢栄一人生とお金の教室 (日経ビジネス人文庫:963, [か18-1]) 香取俊介, 田中渉著 日本経済新聞出版社 NBB/か18/1

724 サラムボー 下 (岩波文庫:赤(32)-538-11, 赤(32)-538-12)
フローベール作/中條
屋進訳

岩波書店 イ953.6/F31/2

725 Short stories by Edogawa Ranpo (洋販ラダーシリーズ:Level 5)

江戸川乱歩著
/translated by Tom
Christian and Morgan
Giles

IBCパブリッシング 多読/英語

726 幼稚園教諭になるには (なるにはBooks:56) 大豆生田啓友著 ぺりかん社 就職/資格

727 図形・空間把握 : 地方上級・市役所・国家一般職 (スピード解説 : 公務員試験)
資格試験研究会編/永
野龍彦執筆

実務教育出版 就職/資格

728 女子の給料&職業図鑑 給料BANK著 宝島社 就職/資格
729 王様からの求人票 : 天職攻略大図鑑 JUNZO著 プレジデント社 就職/資格
730 絶滅危惧職種図鑑 : これからなくなる厳選65職種 七里信一著 あさ出版 就職/資格
731 話ベタでも内定が取れる面接合格ボイス : 同じ内容でも「どう」話すかで効果倍増! 稲垣文子著 秀和システム 就職/資格
732 會社四季報 2019年4集:秋号 東洋經濟新報社 就職/資格/'19
733 どこでも学ぶ宅建士基本テキスト 2020年度版 (日建学院「宅建士一発合格!」シリーズ) 日建学院編著 建築資料研究社 就職/資格/'20
734 スッキリわかる宅建士 : 中村式戦略テキスト 2020年度版 (スッキリ宅建士シリーズ) 中村喜久夫著 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/'20

735
パーフェクト宅建のベーシック問題集 : 「わかる」から「続けられる」 2020年版 (信頼と実績の「パー宅」シ
リーズ)

住宅新報出版 就職/資格/'20

736 みんなが欲しかった!社労士全科目横断総まとめ 2020年度版 (みんなが欲しかった!社労士シリーズ)
TAC株式会社(社会保険
労務士講座) 編著

TAC株式会社出版事業部 就職/資格/'20

737 社労士出るとこマスター 2020年版
ヨコイ・マネジメント
パートナーズ編

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/'20

738 健康保険法・国民年金法 (出る順社労士一問一答過去10年問題集. 2020年版3) (出る順社労士シリーズ) 東京リーガルマインド 就職/資格/'20
739 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (よくわかる社労士合格テキスト. 2020年度版5) TAC株式会社出版事業部 就職/資格/'20
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740 気象予報士試験精選問題集 2020年版
気象予報士試験研究会
編著

成山堂書店 就職/資格/'20

741 数的推理・資料解釈 (公務員試験本気で合格!過去問解きまくり! : 大卒程度. 2020-21年合格目標1) 東京リーガルマインド
就職/資格/'20-
'21

742 判断推理・図形 (公務員試験本気で合格!過去問解きまくり! : 大卒程度. 2020-21年合格目標2) 東京リーガルマインド
就職/資格/'20-
'21

743 社会科学 (公務員試験本気で合格!過去問解きまくり! : 大卒程度. 2020-21年合格目標4) 東京リーガルマインド
就職/資格/'20-
'21

744 人文科学. 1 (日本史・世界史) (公務員試験本気で合格!過去問解きまくり! : 大卒程度. 2020-21年合格目標5) 東京リーガルマインド
就職/資格/'20-
'21

745 憲法 (公務員試験本気で合格!過去問解きまくり! : 大卒程度. 2020-21年合格目標9) 東京リーガルマインド
就職/資格/'20-
'21

746 行政法 (公務員試験本気で合格!過去問解きまくり! : 大卒程度. 2020-21年合格目標12) 東京リーガルマインド
就職/資格/'20-
'21

747 ミクロ経済学 (大卒程度公務員試験本気で合格!過去問解きまくり!:2020-21年合格目標:13) (合格のLEC)
東京リーガルマインド
LEC総合研究所公務員
試験部編著

東京リーガルマインド
就職/資格/'20-
'21

748 マクロ経済学 (公務員試験本気で合格!過去問解きまくり! : 大卒程度. 2020-21年合格目標14) 東京リーガルマインド
就職/資格/'20-
'21

749 政治学 (公務員試験本気で合格!過去問解きまくり! : 大卒程度. 2020-21年合格目標15) 東京リーガルマインド
就職/資格/'20-
'21

750 社会学 (公務員試験本気で合格!過去問解きまくり! : 大卒程度. 2020-21年合格目標17) 東京リーガルマインド
就職/資格/'20-
'21

751
文章理解 (大卒程度公務員試験本気で合格!過去問解きまくり! : 地方上級・国家一般職・国税専門官・財務専
門官・労働基準監督官・裁判所職員・国家総合職:2020-21年合格目標3)

東京リーガルマインド
就職/資格/'20-
'21

752 自然科学. 2 (生物・地学) (公務員試験本気で合格!過去問解きまくり! : 大卒程度. 2020-21年合格目標8) 東京リーガルマインド
就職/資格/'20-
'21

753 数的推理判断推理公務員試験合格問題集 : 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

754 公務員試験本試験過去問題集警視庁警察官I類 2021年度採用版
TAC株式会社(公務員講
座) 編著

TAC株式会社出版事業部 就職/資格/'21

755 国家総合職教養試験過去問500 2021年度版 (公務員試験合格の500シリーズ:1) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'21
756 国家総合職専門試験過去問500 2021年度版 (公務員試験合格の500シリーズ:2) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'21

757 公務員試験本試験過去問題集国税専門官 2021年度採用版
TAC株式会社(公務員講
座)編著

TAC株式会社出版事業部 就職/資格/'21

758 公務員試験本試験過去問題集国家一般職(大卒程度・行政) 2021年度採用版
TAC株式会社(公務員講
座)編著

TAC株式会社出版事業部 就職/資格/'21

759 公務員試験本試験過去問題集労働基準監督官A 2021年度採用版
TAC株式会社(公務員講
座) 編著

TAC株式会社出版事業部 就職/資格/'21

760 志願書・自己推薦書・面接調査票 [2021年度版] (教員採用試験αシリーズ) 和田孝著 一ツ橋書店 就職/資格/'21
761 集団討論・集団面接 [2021年度版] (教員採用試験αシリーズ) 滝澤雅彦著 一ツ橋書店 就職/資格/'21

762 自衛隊一般幹部候補生一般教養試験 [2021年度版]
公務員試験情報研究会
編著

一ツ橋書店 就職/資格/'21

763 自衛隊一般曹候補生採用試験 [2021年度版]
公務員試験情報研究会
編著

一ツ橋書店 就職/資格/'21
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764 消防官I類・A過去問題集 : 大卒レベル '21年版 成美堂出版編集部編著 成美堂出版 就職/資格/'21
765 警察官I類・A過去問題集 : 大卒レベル '21年版 成美堂出版 就職/資格/'21

766 大卒〈1類・A〉警察官採用試験実戦テスト [2021年度版]
公務員試験情報研究会
編著

一ツ橋書店 就職/資格/'21

767 寺本康之の小論文バイブル : 公務員試験 2021 寺本康之著 エクシア出版 就職/資格/'21
768 合格エントリーシートこれだけ! 2021年度版 (日経就職シリーズ) 阿部淳一郎著 日経HR 就職/資格/'21
769 物理・化学 2021年度版 (過去問ダイレクトナビ : 上・中級公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'21
770 世界史 2021年度版 (過去問ダイレクトナビ : 上・中級公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'21
771 政治・経済 2021年度版 (過去問ダイレクトナビ : 上・中級公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'21
772 生物・地学 2021年度版 (過去問ダイレクトナビ : 上・中級公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'21
773 地理 2021年度版 (過去問ダイレクトナビ : 上・中級公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'21
774 教員採用面接試験の答え方 [2021年度版] (教員採用試験) 教員試験情報研究会編 一ツ橋書店 就職/資格/'21

775 自衛隊一般曹候補生採用試験数学 [2021年度版]
公務員試験情報研究会
編著

一ツ橋書店 就職/資格/'21

776 自衛隊一般曹候補生採用試験国語 [2021年度版]
公務員試験情報研究会
編著

一ツ橋書店 就職/資格/'21

777
一般知能 2021年度: 基礎編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/大卒警察官・消防
官・市役所上級:1||ダイソツ ケイサツカン ショウボウカン シヤクショ ジョウキュウ)

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク(発行)/七賢出版 (発

就職/資格/'21

778
社会科学 2021年度: 基礎編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/大卒警察官・消防
官・市役所上級:2||ダイソツ ケイサツカン ショウボウカン シヤクショ ジョウキュウ)

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク(発行)/七賢出版 (発

就職/資格/'21

779
人文科学 2021年度: 基礎編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/大卒警察官・消防
官・市役所上級:3||ダイソツ ケイサツカン ショウボウカン シヤクショ ジョウキュウ)

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク(発行)/七賢出版 (発

就職/資格/'21

780
自然科学 2021年度: 基礎編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/大卒警察官・消防
官・市役所上級:4||ダイソツ ケイサツカン ショウボウカン シヤクショ ジョウキュウ)

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク(発行)/七賢出版 (発

就職/資格/'21

781
文章理解 2021年度: 基礎編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/大卒警察官・消防
官・市役所上級:5||ダイソツ ケイサツカン ショウボウカン シヤクショ ジョウキュウ)

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク(発行)/七賢出版 (発

就職/資格/'21

782
一般知能 2021年度: 実践編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級
公務員:6||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク(発行)/七賢出版 (発

就職/資格/'21

783
社会科学 2021年度: 実践編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級
公務員:7||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク(発行)/七賢出版 (発

就職/資格/'21

784
人文科学 2021年度: 実践編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級
公務員:8||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク(発行)/七賢出版 (発

就職/資格/'21

785
自然科学 2021年度: 実践編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級
公務員:9||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク(発行)/七賢出版 (発

就職/資格/'21

786
文章理解 2021年度: 実践編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級
公務員:10||コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク(発行)/七賢出版 (発

就職/資格/'21

787
憲法 2021年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:11||
コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク(発行)/七賢出版 (発

就職/資格/'21

788
民法 2021年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:12||
コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク(発行)/七賢出版 (発

就職/資格/'21

789
行政法 2021年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:13||
コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク(発行)/七賢出版 (発

就職/資格/'21
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790
経済学 2021年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:14||
コッカ 2シュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

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)

就職/資格/'21

791
政治学 2021年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:15||
コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク(発行)/七賢出版 (発

就職/資格/'21

792
行政学 2021年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:16||
コッカ IIシュ チホウ ジョウキュウ コウムイン)

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク(発行)/七賢出版 (発

就職/資格/'21

793 自己分析とキャリアデザインの描き方 2021 (絶対内定) 杉村太郎著 ダイヤモンド社 就職/資格/'21
794 女性の職業のすべて 2021年版 女性の職業研究会編 啓明書房 就職/資格/'21
795 マスコミ就職読本 2021年度版 3 放送・広告・エンタメ篇 月刊『創』編集部編 創出版 就職/資格/'21
796 就職四季報 2021年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 就職/資格/'21
797 就職四季報女子版 2021年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 就職/資格/'21
798 就職四季報優良・中堅企業版 2021年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 就職/資格/'21
799 朝日キーワード就職 2021 朝日新聞社編 朝日新聞社 就職/資格/'21
800 公立学校事務職員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
801 成功する!公務員の面接採用試験 : 何をきかれ、どこをみられるか? '21年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'21

802 最新最強の地方公務員問題 上級 : '21年版
東京工学院専門学校監
修

成美堂出版 就職/資格/'21

803 広告界就職ガイド 2021年版 宣伝会議出版部編 宣伝会議 就職/資格/'21
804 現職人事が書いた「自己PR・志望動機・提出書類」の本 2021年度版 (公務員試験) 大賀英徳著 実務教育出版 就職/資格/'21
805 大手・人気企業突破SPI3問題集 : 完全版 [2022年度版] SPI3対策研究所著 高橋書店 就職/資格/'22
806 本気で内定!SPI&テストセンター1200題 2022年度版 ノマド・ワークス著 新星出版社 就職/資格/'22
807 超速マスター!一般常識&時事問題 [2022年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'22
808 内定プラス小論文&作文 2022年度版 喜治賢次著 新星出版社 就職/資格/'22
809 7日でできる!SPI必勝トレーニング ['22年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'22
810 7日でできる!SPI「頻出」問題集 ['22年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'22
811 一般常識&最新時事一問一答頻出1500問 [2022年度版] 角倉裕之著 高橋書店 就職/資格/'22
812 イッキに攻略!SPI3&テストセンター [2022年度版] 尾藤健著 高橋書店 就職/資格/'22

813 キソトレ!SPI3&テストセンター ['22年度版]
プロスペクティブ・
キャリアデザイン著

高橋書店 就職/資格/'22

814 内定プラスSPI&テストセンター 2022年度版 高橋二美夫著 新星出版社 就職/資格/'22
815 一般常識&最新時事 2022年度版 (内定プラス) 翼学院著 新星出版社 就職/資格/'22
816 1週間で極める!!基本の一般常識Q&A 2022年度版 新星出版社 就職/資格/'22
817 就職試験受かる小論文・作文模範文例 : 内定を勝ち取る自己アピールのヒント満載!! 2022年度版 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'22
818 一問一答!一般常識問題集 [2022年度版] 木村正男著 高橋書店 就職/資格/'22
819 イッキに内定!SPIスピード解法一問一答 ['22年度版] 尾藤健著 高橋書店 就職/資格/'22
820 イッキに内定!面接&エントリーシート一問一答 [2022年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'22
821 適性検査最短攻略[一問一答] : イッキに内定! '22 國頭直子著 高橋書店 就職/資格/'22
822 イッキに内定!一般常識&時事一問一答 ['22年度] 角倉裕之著 高橋書店 就職/資格/'22
823 速攻!これだけ!!SPI 2022年度版 白木達也著 新星出版社 就職/資格/'22
824 速攻!これだけ!!一般常識&図解時事 2022年度版 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'22
825 わかる!!わかる!!わかる!!面接&エントリーシート : 面接官はその一言を待っていた ['22] 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'22
826 わかる!!わかる!!わかる!!SPI&WEBテスト : 新傾向SPI2対応 ['22] 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'22
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827 わかる!!わかる!!わかる!!小論文&作文 ['22] 阪東恭一著 新星出版社 就職/資格/'22
828 わかる!!わかる!!わかる!!一般常識 : これを知らずして受けることなかれ ['22] 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'22

829 畑中敦子の判断推理の新兵器! : 大卒程度公務員試験 令和版 畑中敦子著

畑中制作事務所 : 東京
リーガルマインド/東京
リーガルマインド (発
売)

就職/資格
/['19]

830 畑中敦子の資料解釈の最前線! : 大卒程度公務員試験 令和版 畑中敦子著

畑中制作事務所 : 東京
リーガルマインド/東京
リーガルマインド (発
売)

就職/資格
/['19]

831 総則物権担保物権 法改正対応版 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ5. 民法:1) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格
832 債権総論・各論家族法 法改正対応版 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ5. 民法:2) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格
833 伊藤塾の公務員試験民法の点数が面白いほどとれる本 : 知識ゼロからムダなく学べる 伊藤塾著 KADOKAWA 就職/資格

834 畑中敦子の数的推理の大革命! : 大卒程度公務員試験 令和版 畑中敦子著

畑中制作事務所 : 東京
リーガルマインド/東京
リーガルマインド (発
売)

就職/資格
/['19]

835 畑中敦子の初級数的推理/資料解釈 第2版 (ザ・ベストプラス) 畑中敦子著 エクシア出版 就職/資格
836 畑中敦子の初級ザ・ベストプラス判断推理 : 高卒程度公務員試験 第2版 畑中敦子著 エクシア出版 就職/資格
837 債権総論・各論 家族法 改訂版 (公務員試験スピード解説民法 : 地方上級・市役所・国家一般職:2) 実務教育出版 就職/資格
838 公務員試験行政5科目まるごとインストールneo2 高瀬淳一著 実務教育出版 就職/資格
839 公務員試験法律5科目まるごとエッセンス 改訂第4版 九条正臣著 実務教育出版 就職/資格
840 総則 物権 担保物権 改訂版 (公務員試験スピード解説民法 : 地方上級・市役所・国家一般職. 1) 実務教育出版 就職/資格
841 面接指導のカリスマが教える!警察官採用試験面接試験攻略法 佐々木丈裕著 つちや書店 就職/資格

842 一般常識&SPI : 筆記試験対策ベーシックドリル (就活力アップシリーズ)
就職試験研究グループ
著

実教出版
就職/資格
/['19]
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