
2020年2月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1
TensorFlowとKerasで動かしながら学ぶディープラーニングの仕組み : 畳み込みニューラルネットワーク徹底
解説

中井悦司著 マイナビ出版 007.13/N34

2 詳解ディープラーニング : TensorFlow/Keras・PyTorchによる時系列データ処理 第2版 巣籠悠輔著 マイナビ出版 007.13/Su49

3 ビッグ・ナイン : 巨大ハイテク企業とAIが支配する人類の未来
エイミー・ウェブ
著/稲垣みどり訳

光文社 007.13/W51

4 ITナビゲーター 2020年版

野村総合研究所
ICT・メディア産業
コンサルティング
部著

東洋経済新報社 007.3/NoS/'20

5 売れる力 : 日本一PCソフトを売り、大ヒット通訳機ポケトークを生んだ発想法 松田憲幸著 ダイヤモンド社 007.35/Ma75
6 情報リテラシー教科書 : Windows 10/Office 2019対応版 矢野文彦監修 オーム社 007.6/Y58
7 そのまま使える!PowerPoint企画書テンプレ素材集〆 : PowerPoint 2019/2016/2013/Office 365対応 河合浩之著 技術評論社 007.6383/P87

8 おはなし聞いて語って : 東京子ども図書館月例お話の会500回記念プログラム集
東京子ども図書館
編集

東京子ども図書館 015.93/To46

9 世界最大デジタル映像アーカイブ : INA (イナ) (文庫クセジュ:919)
エマニュエル・
オーグ著/西兼志訳

白水社 016.7/F92

10 ぼくとわたしと本のこと
高原純一著/SUN
KNOWS[著]

センジュ出版 019.04/Ta32

11 若い人のための10冊の本 (ちくまプリマー新書:339) 小林康夫著 筑摩書房 019.5/Ko12

12 絵本の最新動向 : 新刊座談会 (絵本BOOK END:2007. えほんブックエンド : 絵本学会機関誌)
絵本学会機関誌編
集委員会編

絵本学会/朔北社
(発売)

019.53/E35/'07

13 特集 絵本表現の最新動向 (絵本BOOK END:2008. えほんブックエンド : 絵本学会機関誌)
絵本学会機関誌編
集委員会編

絵本学会/朔北社
(発売)

019.53/E35/'08

14 特集国際アンデルセン賞画家賞 (絵本BOOK END:2011. えほんブックエンド : 絵本学会機関誌)
絵本学会/朔北社
(発売)

019.53/E35/'11

15 特集『ピーターラビットのおはなし』 (絵本BOOK END:2012. えほんブックエンド : 絵本学会機関誌)
絵本学会機関誌編
集委員会編

絵本学会/朔北社
(発売)

019.53/E35/'12

16 特集没後八〇年宮沢賢治童話と絵本の世界 (絵本BOOK END:2013. えほんブックエンド : 絵本学会機関誌)
絵本学会/朔北社
(発売)

019.53/E35/'13

17 特集絵本研究を愉しむ (絵本BOOK END:2014. えほんブックエンド : 絵本学会機関誌)
絵本学会機関誌編
集委員会編集

絵本学会/朔北社
(発売)

019.53/E35/'14

18 特集一赤ちゃん絵本とブックスタート (絵本BOOK END:2015. えほんブックエンド : 絵本学会機関誌)
絵本学会機関誌編
集委員会編

絵本学会/朔北社
(発売)

019.53/E35/'15

19
特集1絵本表現で異彩を放つ個性派作家たち/特集2絵本モニターによる次世代に伝えたい絵本 : 新刊座談会次
世代に伝えたい絵本 : 2015年 (絵本BOOK END:2016. えほんブックエンド : 絵本学会機関誌)

絵本学会機関誌編
集委員会編

絵本学会/朔北社
(発売)

019.53/E35/'16
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20 特集1複眼で絵本を選ぶ (絵本BOOK END:2017. えほんブックエンド : 絵本学会機関誌)
絵本学会機関誌編
集委員会編

絵本学会/朔北社
(発売)

019.53/E35/'17

21 絵本の教科書作品で学ぶ絵本論 (絵本BOOK END:2018. えほんブックエンド : 絵本学会機関誌)
絵本学会機関誌編
集委員会編集

絵本学会/朔北社
(発売)

019.53/E35/'18

22 R.コールデコット賞受賞作品を楽しむ (絵本BOOK END:2019. えほんブックエンド : 絵本学会機関誌)
絵本学会機関誌編
集委員会編

絵本学会/朔北社
(発売)

019.53/E35/'19

23 いつだって読むのは目の前の一冊なのだ 池澤夏樹著 作品社 019.9/I35

24
「運命を変える本」と出会う : ボロボロになるまで読みたい名著&映画 (プレジデントムック. PRESIDENT
WOMAN)

プレジデント社 019.9/P97

25 池上彰と現代の名著を読む : 東工大・白熱読書教室 池上彰著 筑摩書房 019/I33

26 著作権法入門 2019-2020
文化庁文化部著作
権課内著作権法令
研究会編著

著作権情報セン
ター

021.2/Bun/'19-'20

27 最新著作権関係判例と実務 第2版
知的所有権問題研
究会編

民事法研究会 021.2/C49

28 標準著作権法 第4版 高林龍著 有斐閣 021.2/Ta28

29 「百科全書」 (文庫クセジュ:1014)
マドレーヌ・ピ
ノー著/小嶋竜寿訳

白水社 035/H99

30 中国関係論説資料 60(2018年)第3分冊上 論説資料保存会 051.1/1/60-3-1
31 中国関係論説資料 60(2018年)第3分冊下 論説資料保存会 051.1/1/60-3-2
32 中国関係論説資料 60(2018年)第3分冊増 論説資料保存会 051.1/1/60-3-3
33 人生は苦である、でも死んではいけない (講談社現代新書:2561) 岸見一郎著 講談社 081/16/2561
34 直観を磨く : 深く考える七つの技法 (講談社現代新書:2562) 田坂広志著 講談社 081/16/2562
35 日本人のための漢字入門 (講談社現代新書:2563) 阿辻哲次著 講談社 081/16/2563
36 近代日本と軍部 : 1868-1945 (講談社現代新書:2564) 小林道彦著 講談社 081/16/2564
37 エリザベス女王 : 史上最長・最強のイギリス君主 (中公新書:2578) 君塚直隆著 中央公論新社 081/17/2578
38 米の日本史 : 稲作伝来、軍事物資から和食文化まで (中公新書:2579) 佐藤洋一郎著 中央公論新社 081/17/2579
39 移民と日本社会 : データで読み解く実態と将来像 (中公新書:2580) 永吉希久子著 中央公論新社 081/17/2580
40 台湾の歴史と文化 : 六つの時代が織りなす「美麗島」 (中公新書:2581) 大東和重著 中央公論新社 081/17/2581
41 日本語の個性 改版 (中公新書:433) 外山滋比古著 中央公論新社 081/17/433
42 走狗 (中公文庫:い132-1) 伊東潤著 中央公論新社 081/18/い132-1
43 愛して生きて : 宇野千代伝 (中公文庫:く16-9) 工藤美代子著 中央公論新社 081/18/く16-9
44 血 (中公文庫:し43-3) 新堂冬樹著 中央公論新社 081/18/し43-3
45 駐在日記 (中公文庫:し53-2) 小路幸也著 中央公論新社 081/18/し53-2
46 最上義光表の合戦・奥の合戦 (中公文庫:た58-21) 中央公論新社 081/18/た58-1
47 最上義光もうひとつの関ケ原 (中公文庫:た58-22) 中央公論新社 081/18/た58-2
48 夜を統べる王と六つの輝晶 : 夢の上 1 (中公文庫:た85-3) 多崎礼著 中央公論新社 081/18/た85-3
49 破弾 改版 (中公文庫:と25-46) 堂場瞬一著 中央公論新社 081/18/と25-46
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50 青雲飛翔篇 (中公文庫:と26-40) 中央公論新社 081/18/と26-40
51 東京五輪の残像 : 1964年、日の丸を背負って消えた天才たち (中公文庫:に23-1) 西所正道著 中央公論新社 081/18/に23-1
52 宮島・伝説の愛と死 (中公文庫:に7-64) 西村京太郎著 中央公論新社 081/18/に7-64
53 強運な女になる (中公文庫:は45-6) 林真理子著 中央公論新社 081/18/は45-6
54 御蔵入改事件帳 (中公文庫:は72-3) 早見俊著 中央公論新社 081/18/は72-3
55 百鬼園先生雑記帳 : 附・百間書簡註解 (中公文庫:ひ37-2) 平山三郎著 中央公論新社 081/18/ひ37-2
56 装丁物語 (中公文庫:わ25-1) 和田誠著 中央公論新社 081/18/わ25-1

57 日本の文学 改版 (中公文庫:キ3-34)
ドナルド・キーン
著/吉田健一訳

中央公論新社 081/18/キ3-24

58 伊勢神宮と出雲大社 : 「日本」と「天皇」の誕生 (講談社学術文庫:[2602]) 新谷尚紀 [著] 講談社 081/2/2602
59 ドゥルーズ流動の哲学 増補改訂 (講談社学術文庫:[2603]) 宇野邦一 [著] 講談社 081/2/2603
60 南朝全史 : 大覚寺統から後南朝へ (講談社学術文庫:[2604]) 森茂暁 [著] 講談社 081/2/2604
61 暦と占い : 秘められた数学的思考 (講談社学術文庫:[2605]) 永田久 [著] 講談社 081/2/2605
62 今昔物語集 : 全現代語訳 震旦篇 (講談社学術文庫:[2590, 2606]) 国東文麿訳 講談社 081/2/2606
63 兵士たちの戦後史 : 戦後日本社会を支えた人びと (岩波現代文庫:学術:416) 吉田裕著 岩波書店 081/22/G416
64 貨幣システムの世界史 (岩波現代文庫:学術:417) 黒田明伸著 岩波書店 081/22/G417
65 一粒の柿の種 : 科学と文化を語る (岩波現代文庫:社会:318) 渡辺政隆著 岩波書店 081/22/S318
66 世界哲学の成立と展開 (ちくま新書:1461. 世界哲学史:2:古代2) 筑摩書房 102/Se22/2

67 哲学 (文庫クセジュ:944)

アンドレ・コント=
スポンヴィル著/小
須田健, 照屋裕美
子, コリーヌ・カ
ンタン訳

白水社 104/C85

68 分解の哲学 : 腐敗と発酵をめぐる思考 藤原辰史著 青土社 104/F56
69 人は語り続けるとき、考えていない : 対話と思考の哲学 河野哲也著 岩波書店 104/Ko78

70 「かわいい」の世界 : ザ・パワー・オブ・キュート
サイモン・メイ著/
吉嶺英美訳

青土社 104/Ma98

71 哲学の世界へようこそ。 : 答えのない時代を生きるための思考法 岡本裕一朗著 ポプラ社 104/O42

72 唯物論 (文庫クセジュ:1003)
オリヴィエ・ブ
ロック著/谷川多佳
子, 津崎良典訳

白水社 111.6/B58

73 時間という謎 (現代哲学への招待. Japanese philosophers) 森田邦久著 春秋社 112/Mo66

74 解釈学 (文庫クセジュ:1021)
ジャン・グロンダ
ン著/末松壽, 佐藤
正年訳

白水社 116.8/G87

75 魂と無常 竹内整一著 春秋社 121.04/Ta67
76 なぜ、私たちは恋をして生きるのか : 「出会い」と「恋愛」の近代日本精神史 宮野真生子著 ナカニシヤ出版 121.6/Mi79
77 『論語』がわかれば日本がわかる (ちくま新書:1474) 守屋淳著 筑摩書房 123.83/Ko84
78 「論語」の教え : 豊かな心で生きる (出版芸術ライブラリー:005) 佐久協著 出版芸術社 123.83/Ko84
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79 西洋哲学史 : パルメニデスからレヴィナスまで (文庫クセジュ:956)
ドミニク・フォル
シェー著/川口茂
雄, 長谷川琢哉訳

白水社 130.2/F37

80 ジュディス・バトラー : 生と哲学を賭けた闘い 藤高和輝著 以文社 133.9/B96

81 啓示の哲学 上 : 新装版 (シェリング著作集:6a)
[シェリング著]/諸
岡道比古編

文屋秋栄 134.3/Sc2/6-1

82 ショーペンハウアーとともに

ミシェル・ウエル
ベック著/アガト・
ノヴァック=ルシュ
ヴァリエ序文/澤田
直訳

国書刊行会 134.6/Sc6

83 デカルト (文庫クセジュ:1022)
ロランス・ドヴィ
レール著/津崎良典
訳

白水社 135.23/D64

84 サルトルのプリズム : 二十世紀フランス文学・思想論 澤田直著 法政大学出版局 135.54/Sa69

85 自分を変えたい人のためのABCモデル : 教育・福祉・医療職を目指す人の応用行動分析学〈ABA〉 改訂版 今本繁著 ふくろう出版 140.18/I44

86 まとう : 被服行動の心理学 新装版 : 新装版 (人間行動学講座. 1)
中島義明, 神山進
編集

朝倉書店 140.18/N34/1

87 たべる : 食行動の心理学 新装版 : 新装版 (人間行動学講座. 2)
中島義明, 今田純
雄編集

朝倉書店 140.18/N34/2

88 すまう : 住行動の心理学 : 新装版 (人間行動学講座:第3巻)
中島義明, 大野隆
造編集

朝倉書店 140.18/N34/3

89 大学で学ぶ心理学 : 学部生・大学院生のための専攻ガイドブック

P.J.シルビア,
P.F.ディレーニー,
S.マルコヴィッチ
著/金坂弥起訳

誠信書房 140.7/D16

90 共感覚から見えるもの : アートと科学を彩る五感の世界 北村紗衣編 勉誠出版 141.26/Ki68
91 創造性はどこからくるか : 潜在処理, 外的資源, 身体性から考える (越境する認知科学:2) 阿部慶賀著 共立出版 141.5/A13

92 フェティシズム (文庫クセジュ:931)
ポール=ロラン・ア
スン著/西尾彰泰,
守谷てるみ訳

白水社 145.7/A93

93 「クライエントの視点」再考 : ブリーフセラピーからの一提言 (日本女子大学叢書:22) 青木みのり著 晃洋書房 146.8/A53

94 事例から学ぶ心理職としての援助要請の視点 : 「助けて」と言えない人へのカウンセリング
木村真人, 飯田敏
晴, 永井智, 本田
真大編

金子書房 146.8/J53

95 ガイダンスとカウンセリング : 指導から自己実現への共同作業へ 小谷英文編著 北樹出版 146.8/Ko92(1)
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96 トラウマとアディクションからの回復 : ベストな自分を見つけるための方法
リサ・M・ナジャ
ヴィッツ著/浅田仁
子訳

金剛出版 146.8/N29

97 トラウマインフォームドケア : "問題行動"を捉えなおす援助の視点 野坂祐子著 日本評論社 146.8/N97

98 開かれた対話と未来 : 今この瞬間に他者を思いやる
ヤーコ・セイック
ラ, トム・アーン
キル著

医学書院 146.8/Se17

99 日本のありふれた心理療法 : ローカルな日常臨床のための心理学と医療人類学 東畑開人著 誠信書房 146.8/To23
100 野の医者は笑う : 心の治療とは何か? 東畑開人著 誠信書房 146.8/To23
101 子育てに苦しむ母との心理臨床 : EMDR療法による複雑性トラウマからの解放 大河原美以著 日本評論社 146.811/O46
102 ポップ・スピリチュアリティ : メディア化された宗教性 堀江宗正著 岩波書店 147/H87

103 ケアの倫理 : ネオリベラリズムへの反論 (文庫クセジュ:987)
ファビエンヌ・ブ
ルジェール著/原山
哲, 山下りえ子訳

白水社 150/B78

104 最小の結婚 : 結婚をめぐる法と道徳
エリザベス・ブレ
イク著/羽生有希
[ほか] 訳

白澤社/現代書館
(発売)

152.2/B71

105 愛 : 結婚は愛のあかし? (愛・性・家族の哲学:1)
藤田尚志, 宮野真
生子編

ナカニシヤ出版 152/F67/1

106 性 : 自分の身体ってなんだろう? (愛・性・家族の哲学:2)
藤田尚志, 宮野真
生子編

ナカニシヤ出版 152/F67/2

107 家族 : 共に生きる形とは? (愛・性・家族の哲学:3)
藤田尚志, 宮野真
生子編

ナカニシヤ出版 152/F67/3

108 騎士道
レオン・ゴーティ
エ著/武田秀太郎編
訳

中央公論新社 156.9/G27

109
起業のち晴れ : 流されない。争わない。我慢しない。「やりたい」を見つけ、「幸せしかない働き方」にた
どり着く方法

春明力著
マインドプラス出
版/サンクチュアリ
出版 (発売)

159.4/H34

110
やりたいことなんて、なくていい。 : 将来の不安と焦りがなくなるキャリア講義 : goals are not
necessary to achieve success.

伊藤羊一著 PHP研究所 159.4/I91

111 泣いたあとは、新しい靴をはこう。 : 10代のどうでもよくない悩みに作家が言葉で向き合ってみた 日本ペンクラブ編 ポプラ社 159.7/N71

112 あやうく一生懸命生きるところだった
ハワン文・イラス
ト/岡崎暢子訳

ダイヤモンド社 159/H45

113 「菜根譚」のことば : しなやかな心で生きる (出版芸術ライブラリー:006) 佐久協著 出版芸術社 159/Ko78

114 菜根譚コンプリート : 全文完全対照版 : 本質を捉える「一文超訳」+現代語訳・書き下し文・原文
[洪自誠著]/野中根
太郎訳

誠文堂新光社 159/Ko78
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書名 著者名 出版者 請求記号

115 「のび太」という生きかた ポケット版 横山泰行著 アスコム 159/Y79

116 宗教哲学 (文庫クセジュ:999)
ジャン・グロンダ
ン著/越後圭一訳

白水社 161.1/G87

117 セクトの宗教社会学 (文庫クセジュ:996)
ナタリ・リュカ著/
伊達聖伸訳

白水社 161.3/L96

118 宗教社会学入門 (文庫クセジュ:910)
ジャン=ポール・
ヴィレーム著/林伸
一郎訳

白水社 161.3/W74

119
アミ族、プユマ族、タオ族、パイワン族、ルカイ族 (日本語と華語の対訳で読む台湾原住民の神話と伝説. 上
巻)

三元社 164.224/R45/1

120
ブヌン族、サオ族、ツォウ族、サイシャット族、タイヤル族 下巻 (日本語と華語の対訳で読む台湾原住民の
神話と伝説. 下巻)

三元社 164.224/R45/2

121 ギリシア神話シンボル事典 (文庫クセジュ:1019)
ソニア・ダルトゥ
著/武藤剛史訳

白水社 164.31/D42

122 世界の神話英雄事典 吉田敦彦編 河出書房新社 164/Y86

123 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2020-1]
edited by Marc
Gaborieau ... [et
al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'20-1

124 般若経の思想 渡辺章悟著 春秋社 183.2/W46

125 論集明治時代の東大寺 : 近代化がもたらした光と影 (ザ・グレイトブッダ・シンポジウム論集:第17号) GBS実行委員会編集
東大寺/法藏館 (発
売)

188.35/G29

126 イエス (文庫クセジュ:1000)
シャルル・ペロ著/
支倉崇晴, 堤安紀
訳

白水社 192.8/P42

127 キリスト教シンボル事典 (文庫クセジュ:905)
ミシェル・フイエ
著/武藤剛史訳

白水社 193.033/F23

128 モーセと一神教 (光文社古典新訳文庫:[KBフ1-4])
フロイト著/中山元
訳

光文社 193.2/F46

129 アウグスティヌスの母モニカ : 平凡に生きた聖人
G. クラーク著/松
﨑一平, 佐藤真基
子, 松村康平訳

教文館 198.1/Mo34

130 カトリシスムとは何か : キリスト教の歴史をとおして (文庫クセジュ:909)
イヴ・ブリュレ著/
加藤隆訳

白水社 198.22/B78

131 文化史とは何か 増補改訂版第2版
ピーター・バーク
[著]/長谷川貴彦訳

法政大学出版局 201/B92

132 歴史書の愉悦 藤原辰史編 ナカニシヤ出版 201/F56
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133 ネットワークが創り変えた世界 (スクエア・アンド・タワー:上)
ニーアル・ファー
ガソン著/柴田裕之
訳

東洋経済新報社 204/F21/1

134 権力と革命500年の興亡史 (スクエア・アンド・タワー:下)
ニーアル・ファー
ガソン著/柴田裕之
訳

東洋経済新報社 204/F21/2

135 日々の子どもたち : あるいは366篇の世界史
エドゥアルド・ガ
レアーノ[著]/久野
量一訳

岩波書店 204/G17

136 反穀物の人類史 : 国家誕生のディープヒストリー
ジェームズ・C.ス
コット [著]/立木
勝訳

みすず書房 209.2/Sc9

137 21世紀の啓蒙 : 理性、科学、ヒューマニズム、進歩 上
スティーブン・ピ
ンカー著/橘明美,
坂田雪子訳

草思社 209.5/P66/1

138 21世紀の啓蒙 : 理性、科学、ヒューマニズム、進歩 下
スティーブン・ピ
ンカー著/橘明美,
坂田雪子訳

草思社 209.5/P66/2

139 第一次世界大戦 (文庫クセジュ:1001)
ジャン=ジャック・
ベッケール著/幸田
礼雅訳

白水社 209.71/B31

140 地図でスッと頭に入る世界史 祝田秀全監修 昭文社 209/I97
141 地図でスッと頭に入る日本史 山本博文監修 昭文社 210.038/Y31

142 日本史で読み解く日本人 井沢元彦著
PHPエディターズ・
グループ/PHP研究
所 (発売)

210.04/I98

143 宗教で読み解く日本史 : 理由がわかって全体像が見えてくる 浮世博史著 すばる舎 210.04/U59

144 心をつかむ文章は日本史に学べ 加来耕三著
クロスメディア・
パブリッシング/イ
ンプレス (発売)

210.1/Ka28

145 縄文ルネサンス : 現代社会が発見する新しい縄文 古谷嘉章著 平凡社 210.25/F95
146 弥生時代 : 邪馬台国への道 (ヒスカルセレクション. 考古:3) 設楽博己著 敬文舎 210.27/Sh92
147 鏡の古代史 (角川選書:630) 辻田淳一郎著 KADOKAWA 210.27/Ts48
148 遺跡が示す九州説 増補版 (邪馬台国論争の新視点:[正]) 片岡宏二著 雄山閣 210.273/Ka83/1
149 倭人伝が語る九州説 (邪馬台国論争の新視点:続) 片岡宏二著 雄山閣 210.273/Ka83/2
150 九州王朝の盛衰と天武天皇 (古代の地平を拓く:4) 河村日下著 ミネルヴァ書房 210.3/KaK/4
151 古事記はなぜ富士を記述しなかったのか : 藤原氏の禁忌 (タブー) 戸矢学著 河出書房新社 210.3/To79
152 前方後円墳とはなにか (中公叢書) 広瀬和雄著 中央公論新社 210.32/H72
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書名 著者名 出版者 請求記号

153 馬の考古学
青柳泰介 [ほか]
編集

雄山閣 210.32/U63

154 蘇我王朝の正体 : 大王馬子・蝦夷・入鹿を語る 林順治著 彩流社 210.33/H48
155 本能寺の変に謎はあるのか? : 史料から読み解く、光秀・謀反の真相 渡邊大門著 晶文社 210.48/W46

156 メリケン紀行 : 万延元年遣米使節の軌跡 : 静岡県立中央図書館所蔵葵文庫
監察・小栗忠順の
従者著/矢島一現代
語訳・解説

静岡新聞社(発売) 210.5953/Ka59

157 兵士たちの戦後史 : 戦後日本社会を支えた人びと (岩波現代文庫:学術:416) 吉田裕著 岩波書店 210.76/Y86
158 江戸水没 : 寛政改革の水害対策 (ブックレット「書物をひらく」:21) 渡辺浩一著 平凡社 213.6105/W46
159 物部氏の拠点集落 : 布留遺跡 (シリーズ「遺跡を学ぶ」:140) 日野宏著 新泉社 216.503/H61
160 近畿の城郭 : 文献・考古・縄張りから探る 城郭談話会編 戎光祥出版 216/J67
161 薩摩藩の参覲交替 : 江戸まで何日かかったか 上野堯史著 ラグーナ出版 219.705/Sa88

162 薩摩藩と明治維新 原口泉 [著]
志學館大学出版会/
南日本新聞開発セ
ンター

219.706/Sa18

163 100語でわかる西欧中世 (文庫クセジュ:988)

ネリー・ラベール,
ベネディクト・
セール著/高名康文
訳

白水社 230.4/L11

164 失われた子どもたち : 第二次世界大戦後のヨーロッパの家族再建
タラ・ザーラ
[著]/岩下誠, 江口
布由子訳

みすず書房 230.7/Z1

165 文明の交差路としての地中海世界 (文庫クセジュ:1007)

ブーシュラ・ラ
ムゥニ・ベンヒー
ダ, ヨゥン・スラ
ウィ著/吉田敦訳

白水社 230/R12

166 ペリクレスの世紀 (文庫クセジュ:993)
ジャン=ジャック・
マッフル著/幸田礼
雅訳

白水社 231.3/P42

167 ヘレニズム文明 : 地中海都市の歴史と文化 (文庫クセジュ:928)
P・プティ, A・ラ
ロンド著/北野徹訳

白水社 231.8/P46

168 ローマ共和政 新版 (文庫クセジュ:986)
フランソワ・イ
ナール著/石川勝二
訳

白水社 232.4/H61

169 ディオクレティアヌスと四帝統治 (文庫クセジュ:948)
ベルナール・レ
ミィ著/大清水裕訳

白水社 232.8/D77
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170 ショアーの歴史 : ユダヤ民族排斥の計画と実行 (文庫クセジュ:982)
ジョルジュ・ベン
スサン著/吉田恒雄
訳

白水社 234.074/B35

171 フランス・レジスタンス史 (文庫クセジュ:925)
J=F・ミュラシオル
著/福本直之訳

白水社 235.068/Mu38

172 イタリアの統一 (文庫クセジュ:979)
ポール・ギショネ
著/幸田礼雅訳

白水社 237.05/G92

173 シチリアの歴史 (文庫クセジュ:985)
ジャン・ユレ著/幸
田礼雅訳

白水社 237/H98

174 フィンランド国民をつくった教育読本 : 我らが祖国の書
ザカリアス・トペ
リウス著/藤井かお
り訳

彩流社 238.92/To65

175 クレタ島 (文庫クセジュ:1004)
ジャン・テュラー
ル著/幸田礼雅訳

白水社 239.5/Tu4

176 アルジェリア戦争 : フランスの植民地支配と民族の解放 (文庫クセジュ:966)
ギー・ペルヴィエ
著/渡邊祥子訳

白水社 243.3/P43

177 インディオの村通い40年 : 〈いのち〉みつめて (岩波ブックレット:No. 1019) 清水透著 岩波書店 256.07/Sh49

178 太平洋諸島の歴史を知るための60章 : 日本とのかかわり (エリア・スタディーズ:176. ヒストリー)
石森大知, 丹羽典
生編著

明石書店 270/I78

179 天才たちの人生図鑑 : 教養としての世界史 山﨑圭一監修 宝島社 280.4/Y43
180 近代日本を拓いた薩摩の二十傑 原口泉著 燦燦舎 281.97/H32

181 ルイス・フロイス (人物叢書:[通巻301])
五野井隆史著/日本
歴史学会編集

吉川弘文館 289.1/F48

182 橋本左内 : 時代を先取りした男
福井テレビ取材班
編

扶桑社 289.1/H38

183 歴史人口学事始め : 記録と記憶の九〇年 (ちくま新書:1475) 速水融著 筑摩書房 289.1/H47

184 二条良基 (人物叢書:[通巻302])
小川剛生著/日本歴
史学会編集

吉川弘文館 289.1/N73

185 大空に夢を求めて (私の履歴書) 大橋洋治著
日本経済新聞出版
社

289.1/O28

186 アフリカから、あなたに伝えたいこと : 革命児と共に生きる 島岡由美子著 かもがわ出版 289.1/Sh43

187 徳川家康 (人物叢書:[通巻300])
藤井讓治著/日本歴
史学会編集

吉川弘文館 289.1/To36

188 ハドリアヌス帝 : 文人皇帝の生涯とその時代 (文庫クセジュ:945)
レモン・シュヴァ
リエ, レミ・ポワ
ニョ著/北野徹訳

白水社 289.3/H11

189 ベルク「風土学」とは何か : 近代「知性」の超克
オギュスタン・ベ
ルク, 川勝平太著

藤原書店 290.1/B38
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190 現代社会の人文地理学 稲垣稜著 古今書院 290.1/I52
191 人文地理学事典 人文地理学会編 丸善出版 290.1/J52
192 都市の人文地理学 稲垣稜著 古今書院 290.173/I52
193 新詳高等地図 (Teikoku's atlas) 帝国書院編集部編 帝国書院 290.38/Te25/'19
194 最新基本地図 : 世界・日本 44訂版 帝国書院著 帝国書院 290.38/TeS/'20
195 ダークツーリズム拡張 : 近代の再構築 井出明著 美術出版社 290.93/I19
196 ダークツーリズム : 悲しみの記憶を巡る旅 (幻冬舎新書:506) 井出明著 幻冬舎 290.93/I19
197 鳥瞰図! 本渡章著 140B 291.038/H84

198 ブラタモリ 13
NHK「ブラタモリ」
制作班監修

KADOKAWA 291.093/NiH/13

199 ブラタモリ 14
NHK「ブラタモリ」
制作班監修

KADOKAWA 291.093/NiH/14

200 ブラタモリ 15
NHK「ブラタモリ」
制作班監修

KADOKAWA 291.093/NiH/15

201 ブラタモリ 16
NHK「ブラタモリ」
制作班監修

KADOKAWA 291.093/NiH/16

202 ブラタモリ 17
NHK「ブラタモリ」
制作班監修

KADOKAWA 291.093/NiH/17

203 ブラタモリ 18
NHK「ブラタモリ」
制作班監修

KADOKAWA 291.093/NiH/18

204 古地図で楽しむ神戸 (爽books) 大国正美編著 風媒社 291.64/O56

205 世界遺産と令和新時代の観光振興 (誇れる郷土データ・ブック. 2020年版) (ふるさとシリーズ)
シンクタンクせと
うち総合研究機構

291/H82/'20

206 写真で歩く中国江南の町並み : 水郷の都市と古鎮 高士宗明写真・文 彩流社 292.221/Ta54
207 ウラジオストクを旅する43の理由 : 日本から2時間半で行けるヨーロッパ 中村正人著 朝日新聞出版 292.9209/N37

208 私が日本に住み続ける15の理由
ケント・ギルバー
ト著

白秋社/星雲社 (発
売)

302.1/G44

209 東南アジア文化事典
信田敏宏編集委員
長/綾部真雄 [ほ
か] 編集委員

丸善出版 302.23/N91

210 ロシア文化事典

沼野充義, 望月哲
男, 池田嘉郎編集
代表/井上まどか
[ほか] 編集委員

丸善出版 302.38/R72

211 抵抗の轍 : アフリカ最後の植民地、西サハラ 新郷啓子著 インパクト出版会 302.435/Sh62

212 日本と世界の時事キーワード : 日本と世界の今がズバリわかる! 2020-2021年版
時事問題リサーチ
編著

ナツメ社 302/J49/'20-'21
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213 日本を考える : NIKKEI日曜サロン
BSテレ東編, 芹川
洋一編著

日本経済新聞出版
社

304/B79

214 2060デジタル資本主義
岩田一政, 日本経
済研究センター編

日本経済新聞出版
社

304/I97

215 想定外を超えて (危機対応学. 危機対応の社会科学:上)
東大社研, 玄田有
史, 飯田高編

東京大学出版会 304/Ki22/1

216 日本の論点 2020-21 大前研一著 プレジデント社 304/OmK/'20-'21

217 共産党宣言 (光文社古典新訳文庫:[KCマ2-3])
マルクス, エンゲ
ルス著/森田成也訳

光文社 309.334/Ma59

218 21世紀のマルクス : マルクス研究の到達点
伊藤誠, 大藪龍介,
田畑稔編

新泉社 309.334/Ma59

219 香港危機の深層 : 「逃亡犯条例」改正問題と「一国二制度」のゆくえ
倉田徹, 倉田明子
編

東京外国語大学出
版会

312.2239/Ku56

220 タイ民主化と憲法改革 : 立憲主義は民主主義を救ったか (地域研究叢書:39) 外山文子著
京都大学学術出版
会

312.237/To79

221 EU離脱 : イギリスとヨーロッパの地殻変動 (ちくま新書:1477) 鶴岡路人著 筑摩書房 312.33/Ts86

222 社会的なものの発明 : 政治的熱情の凋落をめぐる試論
ジャック・ドンズ
ロ [著]/真島一郎
訳

インスクリプト 312.35/D85

223 あなたの知らない政治家の世界 : スウェーデンに学ぶ民主主義
クラウディア・ワ
リン [著]/アップ
ルヤード和美訳

新評論 312.3893/W36

224 100の地点でわかる地政学 (文庫クセジュ:962)

パスカル・ゴー
ション, ジャン=マ
ルク・ユイスー編/
オリヴィエ・ダ
ヴィド [ほか] 著/
斎藤かぐみ訳

白水社 312.9/G27

225 Grand strategies of weak states and great powers : softcover
Hanna Samir
Kassab

Palgrave
Macmillan

313/Ka78

226 アセンブリ : 行為遂行性・複数性・政治
ジュディス・バト
ラー著/佐藤嘉幸,
清水知子訳

青土社 316.1/B96

227 世界のなかのライシテ : 宗教と政治の関係史 (文庫クセジュ:994)
ジャン・ボベロ著/
私市正年, 中村遥
訳

白水社 316.2/B28
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228 テロリズム : 歴史・類型・対策法 (文庫クセジュ:926)
J=F・ゲイロー,
D・セナ著/私市正
年訳

白水社 316.4/G29

229 分かれ道 : ユダヤ性とシオニズム批判
ジュディス・バト
ラー著/大橋洋一,
岸まどか訳

青土社 316.88/B96

230 NEWトライアングル学習刑事訴訟法 改訂版
受験対策研究会編
著

東京法令出版 317.7/J92

231
図解公務員1年目の仕事術 : マナー、仕事への対処法、住民対応、トラブル防止策、SNSの注意点… : イラス
トでトコトンやさしく解説!

佐久間智之著 ナツメ社 318.3/Sa45

232 中国統治のジレンマ : 中央・地方関係の変容と未完の再集権 (慶應義塾大学法学研究会叢書:90) 磯部靖著
慶應義塾大学法学
研究会/慶應義塾大
学出版会 (発売)

318.922/I85

233 デンマークのスマートシティ : データを活用した人間中心の都市づくり 中島健祐著 学芸出版社 318.9389/N34

234 ローカル・ガバナンスと地域 (シリーズ・21世紀の地域:5)
佐藤正志, 前田洋
介編

ナカニシヤ出版 318/Sa86

235 ルトワックの日本改造論
エドワード・ルト
ワック著/奥山真司
訳

飛鳥新社 319.1/L97

236 モンスターと化した韓国の奈落 : アメリカが反日・文在寅を断罪する 古森義久著 ビジネス社 319.2101/Ko67
237 中国の外交戦略と世界秩序 : 理念・政策・現地の視線 川島真 [ほか] 編 昭和堂 319.22/C62

238 米中新冷戦の幕開け : アフター・シャープパワー
小原凡司, 桑原響
子著

東洋経済新報社 319.5302/O27

239 国際社会を支配する地政学の思考法 : 歴史・情報・大衆を操作すれば他国を思い通りにできる

ペドロ・バーニョ
ス著/金関あさ, 村
岡直子, 神長倉未
稀訳

講談社 319/B19

240 自国ファースト化する世界編 (一気にわかる!池上彰の世界情勢. 2020) 毎日新聞出版 319/I33/'20
241 外交戦 : 日本を取り巻く「地理」と「貿易」と「安全保障」の真実 高橋洋一著 あさ出版 319/Ta33
242 アダム・スミスの自然法学 : スコットランド啓蒙と法学の近代化の帰結 増補第3版 田中正司著 御茶の水書房 321.1/Sm5

243 法と心理学への招待
サトウタツヤ [ほ
か] 著

有斐閣 321.4/H96

244 Der Erbschaftskauf im roemischen Recht(Classic Reprint) pbk Ludwig Avenarius Forgotten Books 321/A96

245 学生生活の法学入門
山下純司, 深町晋
也, 高橋信行著

弘文堂 321/G16

246 保育者のための法学・憲法入門 高乗正臣著 成文堂 321/Ta47
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書名 著者名 出版者 請求記号

247 身分と経済 : 法制史学会70周年記念若手論文集
額定其労 [ほか]
編

慈学社出版/大学図
書 (発売)

322.04/Mi12

248 概説日本法制史
出口雄一 [ほか]
編著

弘文堂 322.1/G15

249 日本法制史 浅古弘 [ほか] 編 青林書院 322.1/N71

250 日本法史から何がみえるか : 法と秩序の歴史を学ぶ
高谷知佳, 小石川
裕介編著

有斐閣 322.1/Ta55

251
Zur Frage eines Besitzübergangs auf den Erben im klassischen römischen Recht (Freiburger
rechtsgeschichtliche Abhandlungen:n. F.:Bd. 71:Abt. A. Abhandlungen zum römischen Recht und zur
Antiken Rechtsgeschichte)

von Jörg Domisch Duncker & Humblot 322.32/D85

252 現代ローマ法体系 第1巻
サヴィニー [著]/
小橋一郎訳

成文堂 322.32/Sa92/1

253 人を知る法、待つことを知る正義 : 東アフリカ農村からの法人類学 石田慎一郎著 勁草書房 322.9454/I72
254 はじめての憲法 (ちくまプリマー新書:340) 篠田英朗著 筑摩書房 323.14/Sh66

255 憲法と日本人 : 1949-64年改憲をめぐる「15年」の攻防
NHKスペシャル取材
班著

朝日新聞出版 323.149/N69

256 民法学における思想の問題 原島重義著 創文社 324.01/H32
257 市民法の理論 原島重義著 創文社 324.01/H32
258 法的判断とは何か : 民法の基礎理論 原島重義著 創文社 324.01/Sa92
259 債権総論 (伊藤塾呉明植基礎本シリーズ:7) 呉明植著 弘文堂 324.4/G54
260 民法のツボとコツがゼッタイにわかる本 : 最初からそう教えてくれればいいのに! 石川正樹著 秀和システム 324/I76

261 債権総論 (有斐閣ストゥディア. 民法:4)
栗田昌裕 [ほか]
著

有斐閣 324/Y31/4

262 会社法判例の読み方 : 判例分析の第一歩
飯田秀総, 白井正
和, 松中学著

有斐閣 325.2/Ka21

263 会社法 (スタンダード商法:2) 徳本穰編 法律文化社 325/Su83/2
264 共犯の本質と可罰性 曲田統著 成文堂 326.15/Ma29
265 性暴力と修復的司法 : 対話の先にあるもの (RJ叢書:10) 小松原織香著 成文堂 326.3/Ko61
266 法を使う/紛争文化 (法文化(歴史・比較・情報)叢書:17) 松本尚子編 国際書院 327.04/Ma81
267 新民事訴訟法 第6版 新堂幸司著 弘文堂 327.2/Sh62

268 福祉的アプローチで取り組む弁護士実務 : 依頼者のための債務整理と生活再建
弁護士とソーシャ
ルワーカーの協働
を考える会編著

第一法規 327.36/B35
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書名 著者名 出版者 請求記号

269 障害者刑事弁護マニュアル (GENJIN刑事弁護シリーズ:27)

大阪弁護士会高齢
者・障害者総合支
援センター運営委
員会障害者刑事弁
護マニュアル作成
プロジェクトチー
ム編著

現代人文社/大学図
書 (発売)

327.6/O73

270 裁判員裁判と裁判官 : 裁判員との実質的な協働の実現をめざして 司法研修所編集 法曹会 327.67/Sh31
271 経済を読む力 : 「2020年代」を生き抜く新常識 (小学館新書:[358]) 大前研一著 小学館 330.4/O61
272 スゴい!行動経済学 : 世界最前線の研究でわかる! 橋本之克著 総合法令出版 331/H38

273 日本経済入門 第2版 (日経ビジネス) 日経ビジネス編
日経BP/日経BPマー
ケティング (発売)

332.107/N73

274 現代中国経済入門 : 人口ボーナスから改革ボーナスへ

蔡昉著/丸川知雄監
訳・解説/伊藤亜
聖, 藤井大輔, 三
竝康平訳

東京大学出版会 332.22/Sa18

275 中国経済の制度分析 : 契約理論・ゲーム理論アプローチ 鈴木豊著 日本評論社 332.22/Su96

276 カンボジア 2019/20 (ARCレポート : 経済・貿易・産業報告書)
ARC国別情勢研究会
編集

ARC国別情勢研究会
332.235/A68/'19-
'20

277 マレーシア 2019/20年版 (ARCレポート : 経済・貿易・産業報告書)
ARC国別情勢研究会
編集

ARC国別情勢研究会
332.239/A68/'19-
'20

278 インドネシア 2019/20 (ARCレポート : 経済・貿易・産業報告書)
ARC国別情勢研究会
編集

ARC国別情勢研究会
332.24/A68/'19-
'20

279 インド 2019/20年版 (ARCレポート : 経済・貿易・産業報告書)
ARC国別情勢研究会
編集

ARC国別情勢研究会
332.25/A68/'19-
'20

280 イラン 2019/20年版 (ARCレポート : 経済・貿易・産業報告書)
ARC国別情勢研究会
編集

ARC国別情勢研究会
332.272/A68/'19-
'20

281 イスラエル 2019/20年版 (ARCレポート : 経済・貿易・産業報告書)
ARC国別情勢研究会
編集

ARC国別情勢研究会
332.279/A68/'19-
'20

282 ナイジェリア 2019/20 (ARCレポート : 経済・貿易・産業報告書)
ARC国別情勢研究会
編集

ARC国別情勢研究会
332.445/A68/'19-
'20

283 アルゼンチン 2019/20 (ARCレポート : 経済・貿易・産業報告書)
ARC国別情勢研究会
編

ARC国別情勢研究会
332.65/A68/'19-
'20

284 揺らぐ世界経済秩序と日本 : 反グローバリズムと保護主義の深層
馬田啓一 [ほか]
編著

文眞堂 333.6/Y99
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書名 著者名 出版者 請求記号

285 SDGs白書2019
慶応義塾大学SFC研
究所xSDG・ラボ編

インプレスR&D/イ
ンプレス (発売)

333.8/Ke26

286 国際貢献とSDGsの実現 : 持続可能な開発のフィールド
北脇秀敏 [ほか]
編

朝倉書店 333.8/Ko51

287 ODA幻想 : 対中国政策の大失態 古森義久著 海竜社 333.822/Ko67
288 現代人口経済学 松浦司著 日本評論社 334.1/Ma86

289
社会の問題解決こそ、企業価値創造の源である : 京都大学経済学部・人気講義完全聞き取りノート (京都大
学の経営学講義:4)

川北英隆, 奥野一
成編著

ダイヤモンド・ビ
ジネス企画/ダイヤ
モンド社 (発売)

335.04/Ka94

290 ドラッカーがいま、ビジネスパーソンに伝えたいこと 御手洗昭治著 総合法令出版 335.1/D92
291 SDGsがよくわかる本 (図解ポケット) 松原恭司郎著 秀和システム 335.15/Ma73

292 チャイナズ・ディスラプターズ : 中国の起業家たちがつくる新しいビジネスのルール
エドワード・ツェ
著/松本剛史訳

左右社 335.222/Ts12

293 中小企業等の健全な経営に関する新しいガイドラインの課題と展望 (事業再生研究叢書:18)
事業再生研究機構
編

商事法務 335.35/J48

294 多国籍企業の世界史 : グローバル時代の人・企業・国家
ロバート・フィッ
ツジェラルド著/川
邉信雄 [ほか] 訳

早稲田大学出版部 335.5/F29

295 非営利組織のガバナンス : 3つのモードを使いこなす理事会

リチャード・P.
チェイト, ウィリ
アム・P.ライアン,
バーバラ・E.テイ
ラー著/山本未生,
WIT訳

英治出版 335.89/H54

296 必ず成功する起業の心得 今井孝著
アルファポリス/星
雲社 (発売)

335/I43

297 百戦錬磨 : セルリアンブルーのプロ経営者
ハロルド・ジョー
ジ・メイ著

時事通信出版局/時
事通信社 (発売)

335/Me24

298 慶應義塾大学大学院SDM伝説の講義 : 企業経営と生命のシステムに学ぶデザインとマネジメント 吉田篤生著
日経BP/日経BPマー
ケティング (発売)

335/Y86

299 バーチャルハリウッド
バーチャルハリ
ウッド協議会編

ダイヤモンド社 336.1/B13
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300 文系ビジネスパーソンのためのデータ分析入門 : 分析手法からケーススタディまで
畠慎一郎, 渋谷直
正著

東京図書 336.1/H42

301 ゼロからつくるビジネスモデル 井上達彦著 東洋経済新報社 336.1/I57
302 天才たちの思考法 : 図解でわかる!はじめてのラテラルシンキング : lateral thinking 木村尚義著 総合法令出版 336.2/Ki39

303 1兆ドルコーチ : シリコンバレーのレジェンド ビル・キャンベルの成功の教え

エリック・シュ
ミット, ジョナサ
ン・ローゼンバー
グ, アラン・イー
グル著/櫻井祐子訳

ダイヤモンド社 336.3/C14

304 ドラッカー教授組織づくりの原理原則 : 挫折と克服の13の物語から、事業マネジメントの核心を学ぶ 佐藤等著
日経BP/日経BPマー
ケティング (発売)

336.3/Sa85

305 プロフェッショナルマネジャーの仕事はたった1つ 高木晴夫著 かんき出版 336.3/Ta29

306 まんがで身につく伝える力
池上彰著/星井博文
シナリオ/anco作画

PHP研究所 336.49/I33

307 大人の「モノの言い方」ノート : 見るだけで語彙力アップ! 佐藤幸一著 総合法令出版 336.49/Sa85
308 話しベタさんでも伝わるプレゼン : 人見知り、心配性、アドリブが苦手な人でも堂々と発表できる! 清水久三子著 翔泳社 336.49/Sh49
309 文系AI人材になる : 統計・プログラム知識は不要 野口竜司著 東洋経済新報社 336.57/N93
310 経営や会計のことはよくわかりませんが、儲かっている会社を教えてください! 川口宏之著 ダイヤモンド社 336.83/Ka92

311 経営コンサルタントの教科書 : 「良い経営」の本質と実践が分かる本 小宮一慶著
日経BP/日経BPマー
ケティング (発売)

336.83/Ko65

312 合格するための過去問題集日商簿記2級 '20年2月検定対策 (よくわかる簿記シリーズ)
TAC簿記検定講座編
著

TAC株式会社出版事
業部

336.91//'20

313 合格するための過去問題集日商簿記3級 '20年2月検定対策 (よくわかる簿記シリーズ)
TAC簿記検定講座編
著

TAC株式会社出版事
業部

336.91//'20

314 サクサク身につく!日商簿記3級テキスト&問題集 前田信弘著 ナツメ社 336.91//['20]
315 すぐやるスイッチ : 「明日やろう」「後でやろう」がなくなる 尾藤克之著 総合法令出版 336/B48

316
イオンを創った女の仕事学校 : 小嶋千鶴子の教え : 岡田屋をイオングループに育てた創業家による「悩み相
談室」

東海友和著 プレジデント社 336/Ko39

317 これからの会社員の教科書 : 社内外のあらゆる人から今すぐ評価されるプロの仕事マインド71 田端信太郎著 SBクリエイティブ 336/Ta11
318 定時で帰る女性の仕事ルールと時間術 冨山真由監修 ナツメ社 336/To59
319 貨幣システムの世界史 (岩波現代文庫:学術:417) 黒田明伸著 岩波書店 337.2/Ku72
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320 億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術

メアリー・バ
フェット, デビッ
ド・クラーク著/井
手正介, 中熊靖和
訳

日本経済新聞社 338.155/B85

321 「会社四季報」最強のウラ読み術 : 20年以上、毎号2000ページを超える四季報を読破する達人 渡部清二著 フォレスト出版 338.155/W46

322 日本人のためのお金の増やし方大全 : お金の不安が消える「複数収入源」構築法
ロバート・G・アレ
ン著

フォレスト出版 338.18/A41

323 バフェットとソロス勝利の投資学 : 最強の投資家に共通する23の習慣
マーク・ティアー
著/望月衛訳

ダイヤモンド社 338.18/B85

324 ウォーレン・バフェットはこうして最初の1億ドルを稼いだ : 若き日のバフェットに学ぶ最強の投資哲学
グレン・アーノル
ド著/岩本正明訳

ダイヤモンド社 338.183/B85

325 株で富を築くバフェットの法則 : 不透明なマーケットで40年以上勝ち続ける投資法 最新版
ロバート・G・ハグ
ストローム著/小野
一郎訳

ダイヤモンド社 338.183/B85

326 金融グローバリズムの経済学 : 格差社会の形成と世界金融危機の勃発 萩原伸次郎著 かもがわ出版 338.9/H14

327 弁護士が語る中国ビジネスの勘所 (KINZAIバリュー叢書) 金藤力著
金融財政事情研究
会

338.9222/Ka52

328 キャッシュレス決済のしくみと会計実務 : pay/ EY新日本有限責任監査法人編 清文社 338/I93

329
経済的自由への道は世界のお金の授業が教えてくれる : 人生の選択肢が広がるパーソナルファイナンスの教
科書

西村隆男 [著]
クロスメディア・
パブリッシング/イ
ンプレス (発売)

338/N84

330 アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書
アンドリュー・O.
スミス著/桜田直美
訳

SBクリエイティブ 338/Sm5

331 金融商品の仕組みと税金 : 各種金融商品の仕組みと譲渡益・利子・配当等の確定申告 令和2年3月申告用 阿部行輝著 税務研究会出版局 345.33/A13

332 データが読めると世界はこんなにおもしろい : データブック オブ・ザ・ワールド入門
データブック入門
編集委員会編

二宮書店 350.9/D65

333 SDGsと日本 : 全国データ : 誰も取り残されないための人間の安全保障指標
「人間の安全保
障」フォーラム編/
高須幸雄編著

明石書店 360/Ta54

334 「イエス!」を引き出す60の秘訣 第2版 (影響力の武器:実践編)

N.J. ゴールドスタ
イン, S. マーティ
ン, R.B. チャル
ディーニ著/曽根寛
樹訳

誠信書房 361.4/CiR
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335 なぜ人は困った考えや行動にとらわれるのか? : 存在脅威管理理論から読み解く人間と社会 脇本竜太郎著 ちとせプレス 361.4/W32

336
社会規範はどのように迷惑行為に影響を及ぼすのか : 記述的規範と命令的規範の相違と注目からのアプロー
チ

高木彩著 ナカニシヤ出版 361.41/Ta29

337 リーダーズ : 部下を持ったら知っておきたい「最先端リーダー論」

スタンリー・マク
リスタル, ジェ
フ・エガーズ,
ジェイソン・マン
ゴーン著/月沢李歌
子訳

日経BP/日経BPマー
ケティング (発売)

361.43/R37

338 才徳兼備のリーダーシップ : 論語に学ぶ信望 矢野弘典著
時事通信出版局/時
事通信社 (発売)

361.43/R66

339 できる大人のことばの選び方 : 一瞬で「信頼される人」になる! (青春新書PLAY BOOKS:P-1153) 松本秀男著 青春出版社 361.454/Ma81
340 境界に生きる : 暮らしのなかの多文化共生 孫美幸 [著] 解放出版社 361.5/So42

341 アクシオン・フランセーズ : フランスの右翼同盟の足跡 (文庫クセジュ:942)
ジャック・プレ
ヴォタ著/斎藤かぐ
み訳

白水社 361.65/P92

342 都市と文明 : 文化・技術革新・都市秩序 1
ピーター・ホール
[著]

藤原書店 361.78/H21/1

343 7つの階級 : 英国階級調査報告
マイク・サヴィジ
著/舩山むつみ訳

東洋経済新報社 361.8/Sa92

344 社会統計学アドバンスト
片瀬一男 [ほか]
著

ミネルヴァ書房 361.9/Sh12

345 米国はいかに国民の退職後を支援しているか : "DC年金は高所得者優遇"という社会的通念への挑戦

ピーターJ.ブレイ
ディ著/投資信託協
会, Investment
Company Institute
共訳

金融財政事情研究
会/きんざい (発
売)

364.6/B71

346 まんがでわかる発達障害の人のためのお仕事スキル : 楽しく働くためのヒント&セルフアドボカシー Kaien編著 合同出版 366.28/Ka21

347 精神障がい者のための就労支援 改訂第2版
米川和雄, 内藤友
子編集

へるす出版 366.28/Y83

348 大人の週末起業 : 本物の「稼ぐ力」が身につく : 人生100年時代、自力で充実した暮らしを手に入れる 藤井孝一 [著]
クロスメディア・
パブリッシング/イ
ンプレス (発売)

366.29/F57

349 人を活かす心理学 : 仕事・職場の豊かな働き方を探る (産業・組織心理学講座:第2巻) 小野公一編 北大路書房 366.94/Sa63/2
350 ぼそぼそ声のフェミニズム 栗田隆子著 作品社 367.1/Ku67
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351 舌を抜かれる女たち
メアリー・ビアー
ド著/宮﨑真紀訳

晶文社 367.2/B31

352 女性の生きづらさ : その痛みを語る (こころの科学増刊:2020) 信田さよ子編 日本評論社 367.2/N91

353 インドの女性と障害 : 女性学と障害学が支える変革に向けた展望 (世界人権問題叢書:102)
アーシャ・ハンズ
編/古田弘子監訳

明石書店 367.225/H29

354 結婚と離婚 (イスラーム・ジェンダー・スタディーズ:1)
森田豊子, 小野仁
美編著

明石書店 367.227/N22/1

355 女のイマージュ : 図像が語る女の歴史 (女の歴史:別巻1)
ジョルジュ・デュ
ビィ編/杉村和子,
志賀亮一訳

藤原書店 367.23/3/別1

356 明治孝節録/孝道上巻〔抄〕 (文献選集近代の親子問題:第1期. 親子関係と子育ての変容:1)
[近藤芳樹編]/[澤
柳政太郎著]

日本図書センター 367.3/H71/1

357
家庭こども相談/母の種本 : 子供を良くする急所〔抄〕 (文献選集近代の親子問題:第1期. 親子関係と子育て
の変容:10)

[週刊朝日編]/[新
井兵吾編]

日本図書センター 367.3/H71/10

358 農家の細君 (文献選集近代の親子問題:第2期:11. 「親子問題」の登場) [河野仁平著] 日本図書センター 367.3/H71/11
359 悪太郎は如何にして矯正すべきか (文献選集近代の親子問題:第2期:12. 「親子問題」の登場) [服部北溟著] 日本図書センター 367.3/H71/12
360 劣等児を秀才に (文献選集近代の親子問題:第2期:13. 「親子問題」の登場) [四方木麻二著] 日本図書センター 367.3/H71/13
361 教育者としての母 (文献選集近代の親子問題:第2期:14. 「親子問題」の登場) [兒玉九十著] 日本図書センター 367.3/H71/14
362 子供の問題実話集 (文献選集近代の親子問題:第2期:15. 「親子問題」の登場) [尾高豐作編輯] 日本図書センター 367.3/H71/15
363 愛児の教育相談 (文献選集近代の親子問題:第2期:16. 「親子問題」の登場) [田中寛一編] 日本図書センター 367.3/H71/16
364 問題の街頭少年 (文献選集近代の親子問題:第2期:17. 「親子問題」の登場) [新堀哲岳著] 日本図書センター 367.3/H71/17

365
母性哀話 : 母が子を殺すまで/明治大正昭和年間に於ける親子心中の医学的考察 (文献選集近代の親子問題:
第2期:18. 「親子問題」の登場)

[川村顯雄著]/[小
峰茂之編輯]

日本図書センター 367.3/H71/18

366 産児制限論/児童虐待防止問題ほか (文献選集近代の親子問題:第2期:19. 「親子問題」の登場) [文化研究會編] 日本図書センター 367.3/H71/19

367 家庭小訓/家庭の新風味〔抄〕 (文献選集近代の親子問題:第1期. 親子関係と子育ての変容:2)
[徳富猪一郎
著]/[堺利彦著]

日本図書センター 367.3/H71/2

368 方面愛乃雫 (文献選集近代の親子問題:第2期:20. 「親子問題」の登場) [東京市社會局編] 日本図書センター 367.3/H71/20
369 泰西所見 : 家庭教育/学校と家庭ほか (文献選集近代の親子問題:第1期. 親子関係と子育ての変容:3) [下田歌子著] 日本図書センター 367.3/H71/3
370 我が子の教育 (文献選集近代の親子問題:第1期. 親子関係と子育ての変容:4) [鳩山春子著] 日本図書センター 367.3/H71/4
371 親子法論〔抄〕 (文献選集近代の親子問題:第1期. 親子関係と子育ての変容:5) [和田于一著] 日本図書センター 367.3/H71/5
372 胎教 (文献選集近代の親子問題:第1期. 親子関係と子育ての変容:6) [下田次郎著] 日本図書センター 367.3/H71/6
373 我子の早教育 (文献選集近代の親子問題:第1期. 親子関係と子育ての変容:7) [服部北溟著] 日本図書センター 367.3/H71/7

374 愛児の躾けと育て (文献選集近代の親子問題:第1期. 親子関係と子育ての変容:8)
[東京市社会教育課
編]

日本図書センター 367.3/H71/8

375 児童教養叢書〔選〕 (文献選集近代の親子問題:第1期. 親子関係と子育ての変容:9)
[高島平三郎, 吉田
熊次, 三田谷啓ほ
か著]

日本図書センター 367.3/H71/9
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376 家族の秘密 (文庫クセジュ:1020)
セルジュ・ティス
ロン著/阿部又一郎
訳

白水社 367.3/Ti7

377 オンナの値段 鈴木涼美著 講談社 367.9/Su96
378 裸足で逃げる : 沖縄の夜の街の少女たち (atプラス叢書:16) 上間陽子著 太田出版 367.9/U41
379 ひとりひとりの「性」を大切にする社会へ 遠藤まめた著 新日本出版社 367.97/E59

380 LGBTヒストリーブック : 絶対に諦めなかった人々の100年の闘い
ジェローム・ポー
レン著/北丸雄二訳

サウザンブックス
社

367.97/P76

381 特集中高齢者の貧困・社会的孤立/小特集滞日外国人の貧困 (貧困研究:v. 23(2019 December))
『貧困研究』編集
委員会編

貧困研究会/明石書
店 (発売)

368.2//23

382 野宿に生きる、人と動物 なかのまきこ著 駒草出版 368.2/N39
383 渋沢栄一に学ぶ福祉の未来 杉山博昭著 青月社 369.021/Sh21
384 私にとっての介護 : 生きることの一部として 岩波書店編集部編 岩波書店 369.04/I95

385 地域福祉政策論
新川達郎, 川島典
子編著

学文社 369.11/N72

386 地域を基盤としたソーシャルワーク : 住民主体の総合相談の展開
岩間伸之 [ほか]
著

中央法規出版 369.16/C43

387
Generalist social work practice : an empowering approach 8th ed (Connecting core competencies
series)

Karla Krogsrud
Miley, Michael W.
O'Melia, Brenda
L. DuBois

Pearson 369.16/G34

388 ソーシャルワーク記録 : 理論と技法 改訂版
副田あけみ, 小嶋
章吾編著

誠信書房 369.16/So21

389 スーパーバイズでお悩み解決!地域における支援困難事例15
吉岡京子編著/吉永
陽子, 伊波真理雄
著

医学書院 369.16/Y92

390 福祉職員こころの強化書 : 穏やかな気持ちで人を支援する専門職になる 久田則夫著 中央法規出版 369.17/H76

391
高齢者介護福祉従事者のストレスマネジメント : 支援者支援の観点にもとづく対人援助職の離職防止とキャ
リア形成

松田美智子, 南彩
子, 北垣智基著

クリエイツかもが
わ

369.17/Ko79

392 相談援助演習 : ソーシャルワーク演習 第4版 (社会福祉士シリーズ:21)

福祉臨床シリーズ
編集委員会編/谷川
和昭, 柳澤孝主責
任編集

弘文堂 369.17/ShF/21

393 相談援助の基盤と専門職 : ソーシャルワーク 第4版 (社会福祉士シリーズ:6)

福祉臨床シリーズ
編集委員会編/柳澤
孝主, 坂野憲司責
任編集

弘文堂 369.17/ShF/6
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394 相談援助の理論と方法 : ソーシャルワーク 第3版 1 (社会福祉士シリーズ:7)

福祉臨床シリーズ
編集委員会編/柳澤
孝主, 坂野憲司責
任編集

弘文堂 369.17/ShF/7

395 訪問看護の社長業 : 最高のサービスを生み出す組織のつくり方 水谷和美著 日本医療企画 369.2/Mi97

396 ユマニチュードと看護
本田美和子, 伊東
美緒編集

医学書院 369.26/H84

397 単身高齢者の見守りと医療をつなぐ地域包括ケア : 先進事例からみる支援とネットワーク
杉崎千洋, 小野達
也, 金子努編著

中央法規出版 369.26/Ta89

398 ケアの技術と倫理 小池清廉著 晃洋書房 369.27/Ko31

399 障害のある人と優生思想 (JDブックレット:4)
藤井克徳 [ほか
著]/日本障害者協
議会編

やどかり出版 369.27/Sh95

400 触常者として生きる : 琵琶を持たない琵琶法師の旅 広瀬浩二郎著 伏流社 369.275/H72

401
精神障害のある人への地域を基盤とした支援 : クラブハウスモデルとグループホーム (MINERVA社会福祉叢
書:62)

平澤恵美著 ミネルヴァ書房 369.28/H67

402 よくわかる成年後見制度活用ブック : 精神障害や認知症などのある人の意思決定支援のために
岩崎香, 田村綾子
編

中央法規出版 369.28/I96

403 人間としての尊厳 : ノーマライゼーションの原点・知的障害者とどうつきあうか 第2版
[スウェーデン社会
庁著]/二文字理明
訳

現代書館 369.28/Su15

404 大切な人を守るサバイバルの技術 : 身近なものを徹底活用して生き延びる (SBビジュアル新書:0016) かのよしのり著 SBクリエイティブ 369.3/Ka58
405 レスキューナースが教えるプチプラ防災 辻直美著 扶桑社 369.3/Ts45

406 イギリスの子ども虐待防止とセーフガーディング : 学校と福祉・医療のワーキングトゥギャザー
岡本正子 [ほか]
編著

明石書店 369.4/I24

407 育つ・つながる子育て支援 : 具体的な技術・態度を身につける32のリスト
子育て支援者コン
ピテンシー研究会
編著

チャイルド本社 369.4/Ko88

408 子ども家庭支援 (MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:4)
倉石哲也編著/大竹
智編著

ミネルヴァ書房 369.4/MIH/4

409
自治体職員が書いた子ども・子育て支援新制度の基礎がわかる本 : 「子どもの最善の利益」「認定こども園
化」「待機児童」「保育の質」「保育の保障」をどうしていくのか

水畑明彦著 デザインエッグ 369.4/Mi94

410 子ども虐待対応における保護者との協働関係の構築 : 家族と支援者へのインタビューから学ぶ実践モデル 鈴木浩之著 明石書店 369.4/Su96

411 小規模保育園の育て方 : 0、1、2歳児の保育と働きがい おれんじハウス著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング/幻
冬舎 (発売)

369.42/O71

412 だいすき! : 伝統園にみる、今こそ必要な保育の姿 : 昭和保育園創立九十周年記念誌 昭和保育園著 三学出版 369.42/Sh97
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413 ジソウのお仕事 : 50の物語で考える子ども虐待と児童相談所
青山さくら著/川松
亮著

フェミックス 369.43/A58

414 感情や行動をコントロールできない子どもの理解と支援 : 児童自立支援施設の実践モデル 大原天青著 金子書房 369.43/O27
415 社会的養護の歴史的変遷 : 制度・政策・展望 (MINERVA社会福祉叢書:58) 吉田幸恵著 ミネルヴァ書房 369.43/Y86
416 凍りついた瞳 (め) 2020 : 虐待死をゼロにするための6つの考察と3つの物語 椎名篤子編・著 集英社 369.48/ShA/2020
417 ボランティアってなんだっけ? (岩波ブックレット:No. 1018) 猪瀬浩平著 岩波書店 369.7/I56

418
医療ソーシャルワーカーの七転び八起きミッション : “ダメよ…ダメダメ"ケアから“ありのままで"を支え
るケアへ

清家理著 メジカルビュー社 369.92/Se17

419
特集意思ってなんだろう : つながりから生まれる経験知へ (福祉労働 : 障害者・保育・教育の総合
誌:165(2019-2020Winter))

現代書館 369/G34/165

420 社会福祉をつかむ 第3版 (Textbooks tsukamu)
稲沢公一, 岩崎晋
也著

有斐閣 369/I54

421
多様な私たちがともに暮らす地域 : 障がい者・高齢者・子ども・大学 (京都文教大学地域協働研究シリー
ズ:2)

松田美枝編著 ミネルヴァ書房 369/Ma75

422 「学校」を生きる人々のナラティヴ : 子どもと教師・スクールカウンセラー・保護者の心のずれ 山本智子編著 ミネルヴァ書房 370.4/Y31

423 学校基本調査報告書 : 初等中等教育機関 専修学校・各種学校編 令和元年度
文部省大臣官房調
査統計課編

大蔵省印刷局 370.59/Mo31

424 図表でみる教育 : OECD教育インディケータ 2019年版
OECD教育研究革新
センター編集

ぎょうせい 370.59/OrE/'19

425 教育のイデア : 教職・保育士を志す人のために 改訂版
塩見剛一 [ほか]
編

昭和堂 370/Ky4

426 「甘え」と「自律」の教育学 : ケア・道徳・関係性
下司晶編 , 下司晶
[ほか著]

世織書房 371.04/G38

427 他者に臨む知 (臨床教育人間学:1)
臨床教育人間学会
編

世織書房 371.04/R45/1

428 リフレクション (臨床教育人間学:2)
臨床教育人間学会
編

東信堂 371.04/R45/2

429 生きること (臨床教育人間学:3)
臨床教育人間学会
編

東信堂 371.04/R45/3

430 関係性をめぐって (臨床教育人間学:4)
臨床教育人間学会
事務局編

東信堂 371.04/R45/4

431 災害と厄災の記憶を伝える : 教育学は何ができるのか
山名淳, 矢野智司
編著

勁草書房 371.04/Y33

432 教育思想のポストモダン : 戦後教育学を超えて (教育思想双書:2-1) 下司晶著 勁草書房 371.1/G38
433 教室の生成のために : メルロ=ポンティとワロンに導かれて (教育思想双書:6) 西岡けいこ著 勁草書房 371.1/Me66

434 人間形成と承認 : 教育哲学の新たな展開
ローター・ヴィ
ガー, 山名淳, 藤
井佳世編著

北大路書房 371.1/N76
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435 経験のメタモルフォーゼ : 「自己変成」の教育人間学 (教育思想双書:9) 高橋勝著 勁草書房 371.1/Ta33
436 教育臨床学 : 「生きる」を学ぶ 田中智志著 高陵社書店 371.1/Ta84
437 コメニウスの世界観と教育思想 : 17世紀における事物・言葉・書物 北詰裕子著 勁草書房 371.2348/C85

438 ランゲフェルト教育学との対話 : 「子どもの人間学」への応答
和田修二, 皇紀夫,
矢野智司編

玉川大学出版部 371.2359/L25

439 教育哲学のデューイ : 連環する二つの経験 田中智志編著 東信堂 371.253/D67

440 The SAGE handbook of inclusion and diversity in education : hbk (A Sage reference publication)
edited by Matthew
J. Schuelka ...
[et al.]

SAGE 371.3/I54

441 他者の喪失から感受へ : 近代の教育装置を超えて (教育思想双書:1) 田中智志著 勁草書房 371.3/Ta84

442 やさしい教育心理学 第5版 (有斐閣アルマ:Interest)
鎌原雅彦, 竹綱誠
一郎著

有斐閣 371.4/Ka48

443 「深い学び」の科学 : 精緻化、メタ認知、主体的な学び (クレイス叢書:01) 北尾倫彦著 図書文化社 371.4/Ki72
444 不登校困った時の対応術40 : whyとhowでよくわかる! 千葉孝司著 明治図書出版 371.42/C42

445 ドイツと日本いじめ予防

柳生和男編著・監
訳/堤・ゲント
ナー・晴代訳/松本
浩之著・監訳

学事出版 371.42/Y16

446 ワークで学ぶ学校カウンセリング
竹尾和子, 井藤元
編

ナカニシヤ出版 371.43/Ta64

447 児童の主張における他者配慮 江口めぐみ著 風間書房 371.45/E33

448 挫折と向き合う心理学 : 青年期の挫折を乗り越えるための心の作業とその支援
安藤嘉奈子, 小沢
一仁, 橋本和幸編

福村出版 371.47/Z1

449 社会変容をめざすESD : ケアを通した自己変容をもとに 曽我幸代著 学文社 371.5/So26

450 マンガでやさしくわかるシュタイナー教育

井藤元著/ユニバー
サル・パブリシン
グシナリオ制作/山
中こうじ作画

日本能率協会マネ
ジメントセンター

371.5/St3

451 未来を創る人権教育 : 大阪・松原発学校と地域をつなぐ実践
志水宏吉, 島善信
編著

明石書店 371.56/Sh49

452 成瀬仁蔵の帰一思想と女子高等教育 : 比較教育文化史的研究 大森秀子著 東信堂 371.6/N54

453 大正新教育の思想 : 生命の躍動
橋本美保, 田中智
志編著

東信堂 372.106/H38

454 参加型メディア教育の理論と実践 : バッキンガムによるメディア制作教育論の新たな展開をめざして 時津啓著 明石書店 372.33/B82

455 教育の歴史 (文庫クセジュ:917)
ジャン・ヴィアル
著/高村昌憲訳

白水社 372/V66
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456 教育法規便覧 令和2年版 下村哲夫著 学陽書房 373.22/KyH/'20
457 長崎県の小学校教諭参考書 2021年度版 (長崎県の教員採用試験「参考書」シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
458 奈良県の教職教養参考書 2021年度版 (奈良県の教員採用試験「参考書」シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
459 奈良県の社会科参考書 2021年度版 (奈良県の教員採用試験「参考書」シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
460 奈良県の英語科参考書 2021年度版 (奈良県の教員採用試験「参考書」シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
461 奈良県の数学科参考書 2021年度版 (奈良県の教員採用試験「参考書」シリーズ:6) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
462 奈良県の養護教諭参考書 2021年度版 (奈良県の教員採用試験「参考書」シリーズ:11) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
463 奈良県の特別支援学校教諭参考書 2021年度版 (奈良県の教員採用試験「参考書」シリーズ:12) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

464 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の小学校教諭参考書 2021年度版 (大阪府の教員採用試験参考書シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

465 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の国語科参考書 2021年度版 (大阪府の教員採用試験「参考書」シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

466 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の社会科参考書 2021年度版 (大阪府の教員採用試験「参考書」シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

467 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の英語科参考書 2021年度版 (大阪府の教員採用試験「参考書」シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

468 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の数学科参考書 2021年度版 (大阪府の教員採用試験「参考書」シリーズ:6) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

469
大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の養護教諭参考書 2021年度版 (大阪府の教員採用試験「参考書」シリー
ズ:12)

協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

470 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の小学校教諭過去問 2021年度版 (大阪府の教員採用試験過去問シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

471 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の国語科過去問 2021年度版 (大阪府の教員採用試験過去問シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

472 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の英語科過去問 2021年度版 (大阪府の教員採用試験過去問シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

473 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の数学科過去問 2021年度版 (大阪府の教員採用試験過去問シリーズ:6) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

474 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の養護教諭過去問 2021年度版 (大阪府の教員採用試験過去問シリーズ:12) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

475 奈良県の国語科過去問 2021年度版 (奈良県の教員採用試験過去問シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
476 奈良県の社会科過去問 2021年度版 (奈良県の教員採用試験過去問シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
477 奈良県の英語科過去問 2021年度版 (奈良県の教員採用試験過去問シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
478 奈良県の数学科過去問 2021年度版 (奈良県の教員採用試験過去問シリーズ:6) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
479 奈良県の養護教諭過去問 2021年度版 (奈良県の教員採用試験過去問シリーズ:11) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

480 中学・高校国語 [2021年度] (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験ステップアップ問題集:1) 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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481 中学社会 [2021年度] (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験ステップアップ問題集:2)
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

482 高校社会 2021年度 (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験ステップアップ問題集:3)
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

483 中学・高校数学 [2021年度] (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験ステップアップ問題集:4)
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

484 中学・高校英語 [2021年度] (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験ステップアップ問題集:10) 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

485 養護教諭 [2021年度] (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験ステップアップ問題集:11) 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

486 一般教養30日完成 ['21年度] (教員採用試験Pass Line突破シリーズ:[2]) 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

487 教職教養30日完成 ['21年度] (教員採用試験Pass Line突破シリーズ:[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

488 和歌山県の教職教養参考書 2021年度版 (教員採用試験「参考書」シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
489 和歌山県の一般教養参考書 2021年度版 (和歌山県の教員採用試験「参考書」シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
490 和歌山県の小学校教諭参考書 2021年度版 (教員採用試験「参考書」シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
491 和歌山県の社会科参考書 2021年度版 (和歌山県の教員採用試験「参考書」シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
492 和歌山県の教職・一般教養過去問 2021年度版 (和歌山県の教員採用試験過去問シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
493 和歌山県の小学校教諭過去問 2021年度版 (和歌山県の教員採用試験過去問シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
494 和歌山県の社会科過去問 2021年度版 (和歌山県の教員採用試験過去問シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
495 兵庫県の小学校教諭参考書 2021年度版 (兵庫県の教員採用試験「参考書」シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
496 兵庫県の小学校教諭過去問 2021年度版 (兵庫県の教員採用試験過去問シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
497 兵庫県の国語科過去問 2021年度版 (兵庫県の教員採用試験過去問シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
498 兵庫県の数学科過去問 2021年度版 (兵庫県の教員採用試験過去問シリーズ:6) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

499 必出テーマで押さえる教員採用試験のための論作文&面接対策 : コレ一冊で完璧! 2021年度版
玉川大学教師教育
リサーチセンター
編

時事通信出版局/時
事通信社 (発売)

373.7//'21

500 小学校全科 2021年度 (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験問題集:4)
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
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501 教職教養 [2021年度] (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験問題集:1) 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

502 一般教養 [2021年度] 1 人文科学 自然科学 (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験問題集:2-3) 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

503 一般教養 [2021年度] 2 社会科学 (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験問題集:2-3) 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

504 一般教養の演習問題 [2021年度版] (教員採用試験Twin Books完成シリーズ:4) 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

505 教職教養の演習問題 [2021年度版] (教員採用試験Twin Books完成シリーズ:2) 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

506 教員採用試験小学校学習指導要領らくらくマスター 2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'21
507 ポケットランナー小学校全科 : 即答型 [2021年度版] (教員採用試験) 東京教友会編著 一ツ橋書店 373.7//'21
508 ポケットランナー一般教養 : 即答型 [2021年度版] 東京教友会編著 一ツ橋書店 373.7//'21

509 特別支援教育 [2021年度] (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験ステップアップ問題集:12)
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

510 奈良県の教職教養過去問 2021年度版 (教員採用試験「過去問」シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
511 奈良県の小学校教諭過去問 2021年度版 (奈良県の教員採用試験過去問シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

512 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の社会科過去問 2021年度版 (大阪府の教員採用試験過去問シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

513
大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の教職・一般教養参考書 2021年度版 (大阪府の教員採用試験参考書シリー
ズ:1)

協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

514 奈良県の小学校教諭参考書 2021年度版 (奈良県の教員採用試験「参考書」シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
515 奈良県の国語科参考書 2021年度版 (奈良県の教員採用試験「参考書」シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
516 兵庫県の教職・一般教養参考書 2021年度版 (教員採用試験「参考書」シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
517 兵庫県の国語科参考書 2021年度版 (兵庫県の教員採用試験「参考書」シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
518 兵庫県の社会科参考書 2021年度版 (兵庫県の教員採用試験「参考書」シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
519 兵庫県の英語科参考書 2021年度版 (兵庫県の教員採用試験「参考書」シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
520 兵庫県の数学科参考書 2021年度版 (兵庫県の教員採用試験「参考書」シリーズ:6) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
521 兵庫県の養護教諭参考書 2021年度版 (兵庫県の教員採用試験「参考書」シリーズ:11) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
522 兵庫県の特別支援学校教諭参考書 2021年度版 (兵庫県の教員採用試験「参考書」シリーズ:12) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
523 和歌山県の国語科参考書 2021年度版 (和歌山県の教員採用試験「参考書」シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
524 和歌山県の英語科参考書 2021年度版 (和歌山県の教員採用試験「参考書」シリーズ:6) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
525 和歌山県の数学科参考書 2021年度版 (和歌山県の教員採用試験「参考書」シリーズ:7) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
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526 和歌山県の養護教諭参考書 2021年度版 (和歌山県の教員採用試験「参考書」シリーズ:11) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
527 和歌山県の特別支援学校教諭参考書 2021年度版 (和歌山県の教員採用試験「参考書」シリーズ:12) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
528 兵庫県の教職・一般教養過去問 2021年度版 (兵庫県の教員採用試験過去問シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
529 兵庫県の英語科過去問 2021年度版 (兵庫県の教員採用試験過去問シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
530 兵庫県の特別支援学校教諭過去問 2021年度版 (兵庫県の教員採用試験過去問シリーズ:12) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
531 和歌山県の国語科過去問 2021年度版 (和歌山県の教員採用試験過去問シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
532 和歌山県の英語科過去問 2021年度版 (和歌山県の教員採用試験過去問シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
533 和歌山県の数学科過去問 2021年度版 (和歌山県の教員採用試験過去問シリーズ:6) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
534 和歌山県の養護教諭過去問 2021年度版 (和歌山県の教員採用試験過去問シリーズ:10) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
535 兵庫県の養護教諭過去問 2021年度版 (兵庫県の教員採用試験過去問シリーズ:11) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

536 教職教養の過去問 ['21年度] (教員採用試験Hyper実戦シリーズ:2) 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

537 一般教養の過去問 ['21年度] (教員採用試験Hyper実戦シリーズ: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

538 兵庫県の社会科過去問 2021年度版 (兵庫県の教員採用試験過去問シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

539 手取り足取り,特訓道場合格する論作文 : 教員採用試験 '21年度 (Hyper実戦シリーズ:4)
時事通信出版局/時
事通信社(発売)

373.7//'21

540 手取り足取り,特訓道場合格する面接 : 教員採用試験 '21年度 (Hyper実戦シリーズ:5)
時事通信出版局/時
事通信社(発売)

373.7//'21

541
大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の教職・一般教養過去問 2021年度版 (大阪府の教員採用試験過去問シリー
ズ:1)

協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

542 教員採用試験差がつく論文の書き方 2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'21
543 山本東矢の仲間づくり学級ゲーム50 : あなたのクラスで楽しさ爆発! 山本東矢著 学芸みらい社 374.12/Y31
544 学校保健の動向 令和元年度版 日本学校保健会編 日本学校保健会 374.9/N71/'19

545 幸せを感じられる学校を : 今すぐできるいじめ対策のすすめ (幻冬舎ルネッサンス新書:あ-9-1) 青羽ミチル著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング/幻
冬舎 (発売)

374/A51

546 先生、この「問題」教えられますか? : 教育改革時代の学びの教科書 (新書y:334)
石川一郎, 矢萩邦
彦著

洋泉社 375.1/I76

547 ワークで学ぶ教育の方法と技術
小室弘毅, 齋藤智
哉編

ナカニシヤ出版 375.1/Ko69

548 自己肯定感・有用感を高めるカリキュラム・マネジメント : 「社会に開かれた教育課程」の視点から 末吉雄二著 学事出版 375.1/Su19

549
生きるための知識と技能 7 (OECD生徒の学習到達度調査(PISA). 国際結果報告書:2000年調査, 2003年調査,
2006年調査, 2009年調査, 2012年調査, 2015年調査, 2018年調査)

国立教育政策研究
所編

ぎょうせい 375.17/OrE/K-7

550 部活動の論点 : 「これから」を考えるためのヒント
青柳健隆, 岡部祐
介編著

旬報社 375.18/A57
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551 情報社会を支える教師になるための教育の方法と技術 : 教職課程コアカリキュラム対応
堀田龍也, 佐藤和
紀編著

三省堂 375.199/H89

552 情報モラルの授業2.0 : スマホ世代の子どものための情報活用能力を育む
今度珠美, 稲垣俊
介著

日本標準 375.199/I41

553 子どもと先生がともに育つ人間力向上の授業 : 深美隆司 (HOTEISAN) のファシリテーション出前研修 深美隆司著 図書文化社 375.2/F72
554 反体罰宣言 : 日本体育大学が超本気で取り組んだ命の授業 南部さおり著 春陽堂書店 375.2/N48

555 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈社会〉 東3-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.3/N71/3-6

556 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈社会〉 教3-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.3/N71/3-6

557 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈社会〉 日文3-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.3/N71/3-6

558 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈国語〉 東4-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.3/N71/3-6

559 社会科における多文化教育 : 多様性・社会正義・公正を学ぶ
森茂岳雄 [ほか]
編著

明石書店 375.3/Sh12

560 日本と韓国における多文化共生教育の新たな地平 : 包括的な平和教育からホリスティックな展開へ 孫美幸著 ナカニシヤ出版 375.3/So42
561 協働・対話による社会科授業の創造 : 授業研究の意味と方法を問い直す 梅津正美編著 東信堂 375.3/U74
562 高校社会「歴史総合」の授業を創る 原田智仁編著 明治図書出版 375.324/H32
563 数学教育研究の地平 岩崎秀樹編著 ミネルヴァ書房 375.41/I96
564 3つの"感"でつくる算数授業 森寛暁著 東洋館出版社 375.412/Mo48

565 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈算数〉 教1-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.412/N71/1-6

566 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈算数〉 学1-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.412/N71/1-6

567 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈算数〉 東1-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.412/N71/1-6

568 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈算数〉 啓1-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.412/N71/1-6

569 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈算数〉 日文1-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.412/N71/1-6

570 だれもが<科学者>になれる! : 探究力を育む理科の授業
チャールズ・ピア
ス [著]/門倉正美
[ほか] 訳

新評論 375.42/P31

571 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈理科〉 東3-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.422/N71/3-6

572 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈理科〉 大日3-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.422/N71/3-6
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573 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈理科〉 啓3-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.422/N71/3-6

574 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈理科〉 学3-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.422/N71/3-6

575 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈理科〉 教3-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.422/N71/3-6

576 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈理科〉 信3-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.422/N71/3-6

577 小学1年"絵の指導"どの子もニコニコ顔!12か月の題材20選 : 入賞続々!酒井式描画指導法スキルのすべて 寺田真紀子著 学芸みらい社 375.72/Te43

578 対話的な文学の授業づくりアイデアブックペア・グループでの話合いがうまくいく! : 小学校国語科
水戸部修治編著/葛
飾区立綾南小学校
著

明治図書出版 375.82/Mi62

579 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈国語〉 東1-3年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.82/N71/1-3

580 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈国語〉 教1-3年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.82/N71/1-3

581 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈国語〉 学1-3年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.82/N71/1-3

582 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈国語〉 教4-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.82/N71/4-6

583 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈国語〉 光4-6年
日本標準教育研究
所企画・編集

日本標準 375.82/N71/4-6

584 小学校国語科若い先生のための子どもが輝くいい授業づくり : 物語文の教材研究と実践
よこはま国語の会
若僧の会編著

東洋館出版社 375.852/Y75

585 史上最悪の英語政策 : ウソだらけの「4技能」看板 阿部公彦著 ひつじ書房 375.893/A13
586 EFL Grammar for Japanese Students and Teachers Taeko Kamimura著 専修大学出版局 375.893/Ka37

587 We Can! Phonics Workbook 1
松香洋子, 田縁眞
弓[著]/Sachiko
Kondo[訳]

mpi 375.8932/Ma79/1

588 We Can! Phonics Workbook 1
松香洋子, 田縁眞
弓[著]/Sachiko
Kondo[訳]

mpi
375.8932/Ma79/1(1
)

589 We Can! Phonics Workbook 1
松香洋子, 田縁眞
弓[著]/Sachiko
Kondo[訳]

mpi
375.8932/Ma79/1(2
)
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590 We Can! Phonics Workbook 1
松香洋子, 田縁眞
弓[著]/Sachiko
Kondo[訳]

mpi
375.8932/Ma79/1(3
)

591 We Can! Phonics Workbook 1
松香洋子, 田縁眞
弓[著]/Sachiko
Kondo[訳]

mpi
375.8932/Ma79/1(4
)

592 サスティナブルな学校を創ろう : 新たな時代のESD : 世界のホールスクールから学ぶ
永田佳之編著・監
訳/曽我幸代編著・
訳

明石書店 375/N23

593 ワークで学ぶ教育課程論
尾崎博美, 井藤元
編

ナカニシヤ出版 375/O96

594 「社会に開かれた教育課程」を実現する高校 : これからの社会を見通した学校経営と授業
辻敏裕, 堂徳将人
編著

学事出版 375/Ts48

595
幼児教育・保育無償化関連法令通知集 : 幼児教育・保育無償化に関する最新の法令・通知を収載! (保育所運
営ハンドブック:令和元年版別冊) (認定こども園運営ハンドブック:令和元年版別冊)

中央法規出版編集
部編集

中央法規出版 376.1/C66

596 汐見稔幸こども・保育・人間 : 子どもにかかわるすべての人に (Gakken保育books)
汐見稔幸著/新田新
一郎責任編集

[学研教育みら
い]/[学研プラス
(発売)]

376.1/Sh74

597 保育学用語辞典

東京大学大学院教
育学研究科附属発
達保育実践政策学
センター編著

中央法規出版 376.1/To46

598 エピソードで学ぶ保育のための心理学 : 子ども理解のまなざし
塚田みちる, 岡本
依子, 菅野幸恵著

新曜社 376.11/E66

599 育児日記が語る赤ちゃん心理学 2
田子亜木子, 中野
尚彦著

川島書店 376.11/Ta18/2

600 U-CANの保育士これだけ!一問一答集 2020年版
ユーキャン保育士
試験研究会編

ユーキャン/主婦の
友社 (発売)

376.14//'20

601 保育士完全合格問題集 2020年版 (福祉教科書) (Exam press)
保育士試験対策委
員会著

翔泳社 376.14//'20

602
公立幼稚園教諭・保育士堺市・寝屋川市・豊中市・岸和田市 : 専門試験 2020年度版 (公立幼稚園教諭・保育
士 (認定こども園) 採用試験対策シリーズ)

協同教育研究会編 協同出版 376.14//'20

603
大阪市の公立幼稚園教諭(過去問題集) : 専門試験 2020年度版 (公立幼稚園教諭・保育士 (認定こども園) 採
用試験対策シリーズ)

協同教育研究会編 協同出版 376.14//'20

604 U-canの保育士過去&予想問題集 2020年版
ユーキャン保育士
試験研究会編

ユーキャン学び出
版/自由国民社 (発
売)

376.14//'20
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605 保育士完全合格テキスト 2020年版 上 (福祉教科書)
保育士試験対策委
員会著

翔泳社 376.14//'20-1

606 U-canの保育士速習レッスン 2020年版 上
ユーキャン保育士
試験研究会編

ユーキャン学び出
版/自由国民社 (発
売)

376.14//'20-1

607 いちばんわかりやすい保育士合格テキスト '20年版上巻 冨田久枝編著 成美堂出版 376.14//'20-1

608 U-canの保育士速習レッスン 2020年版 下
ユーキャン保育士
試験研究会編

ユーキャン学び出
版/自由国民社 (発
売)

376.14//'20-2

609 保育士完全合格テキスト 2020年版 下 (福祉教科書)
保育士試験対策委
員会著

翔泳社 376.14//'20-2

610 いちばんわかりやすい保育士合格テキスト '20年版下巻 冨田久枝編著 成美堂出版 376.14//'20-2
611 幼稚園ランナー [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 376.14//'21
612 年齢別行事ことばかけハンドブック : 最新版 (プリプリbooks) 世界文化社 376.14/H99

613 子どもの姿ベースの新しい指導計画の考え方 : 新要領・指針対応
無藤隆, 大豆生田
啓友編著/高嶋景子
[ほか] 執筆

フレーベル館 376.15/Mu93

614 0・1・2歳児子どもの姿ベースの指導計画 : 新要領・指針対応

無藤隆, 大豆生田
啓友編著/高嶋景
子, 齊藤多江子,
和田美香執筆

フレーベル館 376.15/Mu93

615 幼・保・小で役立つ絵本から広がる表現教育のアイデア : 子供の感性を豊かに育むために
山野てるひ, 岡林
典子, 水戸部修治
編著

一藝社 376.156/Y73

616 小中一貫教育をデザインする : カリキュラム・マネジメント52の疑問 藤江康彦編著 東洋館出版社 376.2/F56
617 AI時代の衝撃!「教えない学習塾」成功の秘密!! 田中正徳著 海鳥社 376.8/Sh95
618 学長リーダーシップの条件 両角亜希子編著 東信堂 377.1/Mo77
619 シラバス論 : 大学の時代と時間、あるいは「知識」の死と再生について 芦田宏直著 晶文社 377.15/A92

620 大学の学びを変えるゲーミング
近藤敦 [ほか] 編
著

晃洋書房 377.15/D16

621 プロジェクト学習で始めるアクティブラーニング入門 : テーマ決定からプレゼンテーションまで 改訂
稲葉竹俊編著/鈴木
万希枝 [ほか] 共
著

コロナ社 377.15/I51

622 ボランティアで学生は変わるのか : 「体験の言語化」からの挑戦
早稲田大学平山郁
夫記念ボランティ
アセンター編

ナカニシヤ出版 377.15/W41
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623 大学の歴史 (文庫クセジュ:940)

クリストフ・シャ
ルル, ジャック・
ヴェルジェ著/岡山
茂, 谷口清彦訳

白水社 377.2/C34

624 欧州の教育・雇用制度と若者のキャリア形成 : 国境を越えた人材流動化と国際化への指針
藤本昌代, 山内麻
理, 野田文香編著

白桃書房 377.23/O78

625 SDGsを基盤にした大学連携型地域貢献 西嶋啓一郎著
セルバ出版/創英社
/三省堂書店 (発
売)

377.28/N82

626 大学の誇りと課題を全員広報 : 学長からのメッセージ 辻洋著
大阪公立大学共同
出版会

377.28/Ts41

627 助成団体要覧 : 民間助成金ガイド 2020
助成財団資料セン
ター編

助成財団資料セン
ター/第一法規出版
(発売)

377.7/JoZ/'20

628 大学生のための実践的キャリア&就活講座
伊藤宏, 高橋修,
松坂暢浩著

中央経済社/中央経
済グループパブ
リッシング (発売)

377.95/D16

629 これからの大学 松村圭一郎著 春秋社 377/Ma82
630 障害児の共生教育運動 : 養護学校義務化反対をめぐる教育思想 小国喜弘編 東京大学出版会 378.021/Ko48

631 これからの特別支援教育の進路指導 : 共生社会に向けたネットワークづくり
知的障害教育研究
会編著

ジアース教育新社 378.6/C49

632 LDのある子への学習指導 : 適切な仮説に基づく支援 (ハンディシリーズ発達障害支援・特別支援教育ナビ) 小貫悟編著 金子書房 378.8/Ko78

633 「発達障害」だけで子どもを見ないでその子の「不可解」を理解する (SB新書:497) 田中康雄著 SBクリエイティブ 378.8/Ta84
634 グローバル化とインクルーシブ教育 : 通常学級に在籍する発達障害児にも対応した学校・学級経営 安藤正紀編著 北大路書房 378/A47

635
根岸由香のつながる音楽 : 「特別支援教育・音楽療法・保育」サポートBOOK : 社会性を育てる75のインク
ルーシブな音楽活動

根岸由香著・作
詞・作曲・演奏・
振付

あおぞら音楽社 378/N62

636 メンタルが強い子どもに育てる13の習慣 (講談社+α新書:818-2A)
エイミー・モーリ
ン [著]/長澤あか
ね訳

講談社 379.9/Mo57

637 小さきものへ (谷川健一コレクション:1) 谷川健一著
冨山房インターナ
ショナル

380.8/Ta87/1

638 紛争と調停の人類学 : 青海チベット牧民の事例から 旦却加著 はる書房 382.2218/D57
639 食べるとはどういうことか : 世界の見方が変わる三つの質問 (かんがえるタネ) 藤原辰史著 農山漁村文化協会 383.8/F56
640 「家庭料理」という戦場 : 暮らしはデザインできるか? 久保明教著 コトニ社 383.81/Ku11
641 日本長寿食事典 永山久夫著 悠書館 383.81/N25
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642 百年の色街飛田新地 : 遊郭の面影をたどる 土井繁孝撮影 光村推古書院 384.9/D83
643 鉄道が変えた社寺参詣 : 初詣は鉄道とともに生まれ育った (交通新聞社新書:049) 平山昇著 交通新聞社 387/H69

644 47都道府県・民話百科
花部英雄, 小堀光
夫編

丸善出版 388.1/H27

645 知略の本質 : 戦史に学ぶ逆転と勝利
野中郁次郎 [ほか]
著

日本経済新聞出版
社

391.3/C47

646 シークレット・ウォーズ : アメリカ、アフガニスタン、パキスタン三つ巴の諜報戦争 上
スティーブ・コー
ル著/笠井亮平訳

白水社 391.6271/C84/1

647 シークレット・ウォーズ : アメリカ、アフガニスタン、パキスタン三つ巴の諜報戦争 下
スティーブ・コー
ル著/笠井亮平訳

白水社 391.6271/C84/2

648 中国、日本侵攻のリアル : 自衛隊元最高幹部の警告 岩田清文著 飛鳥新社 392.1076/I97

649 The military balance 2019
International
Institute for
Strategic Studies

392/InI/M-2019

650 科学の本質と多様性 (文庫クセジュ:1016)

ジル=ガストン・グ
ランジェ著/松田克
進, 三宅岳史, 中
村大介訳

白水社 401/G77

651 高校世界史でわかる科学史の核心 (NHK出版新書:611) 小山慶太著 NHK出版 402/Ko97
652 一粒の柿の種 : 科学と文化を語る (岩波現代文庫:社会:318) 渡辺政隆著 岩波書店 404/W46

653 理系国際学会のためのビギナーズガイド
山中司, 西澤幹雄,
山下美朋共著

裳華房 407/R41

654 進化のからくり : 現代のダーウィンたちの物語 (ブルーバックス:B-2125) 千葉聡著 講談社 408/11/2125
655 数の世界 : 自然数から実数、複素数、そして四元数へ (ブルーバックス:B-2126) 松岡学著 講談社 408/11/2126

656
カラー図解分子レベルで見た薬の働き : なぜ効くのか?どのように病気を治すのか? (ブルーバックス:B-
2127)

平山令明著 講談社 408/11/2127

657 「ファインマン物理学」を読む : 電磁気学を中心として (ブルーバックス:B-2129) 竹内薫著 講談社 408/11/2129
658 知りたい!ネコごごろ (岩波科学ライブラリー:292) 高木佐保著 岩波書店 408/14/292
659 学ぶための対話 (数学ガールの秘密ノート) 結城浩著 SBクリエイティブ 410.4/YuH

660 学校数学から教養数学へ 深井文宣著
東京図書出版/リフ
レ出版 (発売)

410/F71

661 ディリクレ形式入門 (現代基礎数学:20)
竹田雅好, 桑江一
洋著

朝倉書店 410/G34/20

662 「数」はいかに世界を変えたか (ビジュアルガイドもっと知りたい数学:1)
トム・ジャクソン
著/緑慎也訳

創元社 410/J11

663 無から生まれた世界の秘密 : 宇宙のエネルギーはなぜ一定なのか
ピーター・アトキ
ンス著/渡辺正訳

東京化学同人 420/A94
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664
相対性理論 : ゼロからよくわかる相対性理論の超入門書 (Newtonライト : 理系脳をきたえる!:2.0) (Newton
ムック)

ニュートンプレス 421.2/N99

665 スッキリ!がってん!ニュートリノの本
遠藤友樹, 関谷洋
之著

電気書院 429.6/E59

666 星の文化史事典 増補新版 出雲晶子編著 白水社 443.033/I99

667 星を楽しむ星座の見つけかた : 夜空にかがやく星の中から見たい星座をさがす
大野裕明, 榎本司
著

誠文堂新光社 443.8/O67

668 図説総覧江戸時代に刊行された世界地図 海田俊一著
アルス・メディカ/
三恵社 (発売)

448.9/Ka21

669 天気と気象 : グラフィックヒストリー

アンドリュー・レ
ブキン, リサ・メ
カリー著/足立理英
子訳

ニュートンプレス 451.02/R29

670 天気予報はどのようにつくられるのか 古川武彦著 ベレ出版 451.28/F93
671 生命誌の世界 : つながる (中村桂子コレクション : いのち愛づる生命誌:2) 藤原書店 460.8/N37/2
672 大学の生物学 : 基礎からスタート 道上達男著 裳華房 460/Mi13

673 対論!生命誕生の謎 (インターナショナル新書:047)
山岸明彦, 高井研
著

集英社インターナ
ショナル/集英社
(発売)

461.6/Y23

674 動物園学入門
村田浩一, 成島悦
雄, 原久美子編

朝倉書店 480.76/D81

675 眠れる美しい生き物 関口雄祐著 エクスナレッジ 481.3/Se27
676 動物に「心」は必要か : 擬人主義に立ち向かう 渡辺茂著 東京大学出版会 481.78/W46

677 あなたが知らないウニの世界 : Diversity, symmetry & design
アシュリー・ミス
ケリー著/坪田征訳
/田中颯監訳

ウサギノネドコ 484.96/Mi53

678 鳥と人、交わりの文化誌 細川博昭著 春秋社 488.04/H94
679 鳥マニアックス : 鳥と世界の意外な関係 松原始著 カンゼン 488.04/Ma73
680 知りたい!ネコごごろ (岩波科学ライブラリー:292) 高木佐保著 岩波書店 489.53/Ta29
681 タヌキ学入門 高槻成紀著 誠文堂新光社 489.56/Ta55
682 心の進化を語ろう : 比較認知科学からの人間探究 松沢哲郎編 岩波書店 489.97/Ma93

683 医学書院医学大辞典 第2版
伊藤正男, 井村裕
夫, 高久史麿総編
集

医学書院 490/I23

684 医学書院医学大辞典 第2版
伊藤正男, 井村裕
夫, 高久史麿総編
集

医学書院 490/I23(1)

685 からだの地図帳 新版 佐藤達夫監修 講談社 491.1/Sa87
686 からだの地図帳 新版 佐藤達夫監修 講談社 491.1/Sa87(1)

34



2020年2月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

687 「人間とは何か」はすべて脳が教えてくれる : 思考、記憶、知能、パーソナリティの謎に迫る最新の脳科学
カーヤ・ノーデン
ゲン著/羽根由, 枇
谷玲子訳

誠文堂新光社 491.371/N96

688 サルがヒトになる時 佐伯一文著
丸善プラネット/丸
善出版 (発売)

491.371/Sa14

689 そうだったのか!ヒトの生物学 : 知識ゼロからの東大講義 坪井貴司著 丸善出版 491/Ts15

690 看護大事典 第2版
和田攻, 南裕子,
小峰光博総編集

医学書院 492.9/Ka54(1)

691 看護大事典 第2版
和田攻, 南裕子,
小峰光博総編集

医学書院 492.9/Ka54(2)

692 看護のためのコミュニケーションと人間関係 : アクティブ・ラーニングで身につける技術と感性 諏訪茂樹編著 中央法規出版 492.9014/Su87
693 対人コミュニケーション入門 : 看護のパワーアップにつながる理論と技術 渡部富栄著 ライフサポート社 492.9014/W46

694 フィジカルアセスメント (看護がみえる:v.3)
メディックメディ
ア

492.911/I67/3

695 根拠と事故防止からみた基礎・臨床看護技術 第2版

任和子, 井川順子,
秋山智弥編/京都大
学医学部附属病院
看護部編集協力

医学書院 492.911/Ko75(1)

696 車椅子やベッドの上でも楽しめる子どものためのふれあい遊び55 増補 青木智恵子著 黎明書房 492.925/A53(1)
697 車椅子やベッドの上でも楽しめる子どものためのふれあい遊び55 増補 青木智恵子著 黎明書房 492.925/A53(2)

698 小児看護学 : 子どもと家族の示す行動への判断とケア 第8版
江本リナ, 川名る
り編

日総研出版 492.925/E54(1)

699 小児看護学 : 子どもと家族の示す行動への判断とケア 第8版
江本リナ, 川名る
り編

日総研出版 492.925/E54(2)

700 こどもセルフケア看護理論 片田範子編集 医学書院 492.925/Ka81
701 こどもセルフケア看護理論 片田範子編集 医学書院 492.925/Ka81(1)
702 こどもセルフケア看護理論 片田範子編集 医学書院 492.925/Ka81(2)

703 写真でわかる重症心身障害児(者)のケアアドバンス : 人としての尊厳を守る療育の実践のために (DVD BOOK) 八代博子編著 インターメディカ 492.925/Y66

704 写真でわかる重症心身障害児(者)のケアアドバンス : 人としての尊厳を守る療育の実践のために (DVD BOOK) 八代博子編著 インターメディカ 492.925/Y66(1)

705 援助技法としてのプロセスレコード : 自己一致からエンパワメントへ 宮本真巳編著 精神看護出版 492.927/Mi77
706 看護にいかす認知症の人とのコミュニケーション : 現場で使える理論とアプローチ 飯干紀代子著 中央法規出版 492.929/I26

707
精神疾患をもつ人を、病院でない所で支援するときにまず読む本 : "横綱級"困難ケースにしないための技と
型

小瀬古伸幸著 医学書院 492.993/Ko83

35



2020年2月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

708 小児期トラウマと闘うツール : 進化・浸透するACE対策 (フェニックスシリーズ:95)
ナディン・バー
ク・ハリス著/片桐
恵理子訳

パンローリング 493.09/B92

709 先天性心疾患 中澤誠編 メジカルビュー社 493.23/N46

710 多としての身体 : 医療実践における存在論 (人類学の転回叢書)
アネマリー・モル
著/浜田明範, 田口
陽子訳

水声社 493.24/Mo22

711 精神医学の歴史 新版 (文庫クセジュ:912)
ジャック・オック
マン著/阿部惠一郎
訳

白水社 493.7/H81

712 精神障害リハビリテーション : こころの回復を支える 池淵恵美著 医学書院 493.7/I31
713 臨床の詩学 春日武彦著 医学書院 493.7/Ka79
714 臨床家の感性を磨く : 関係をみるということ 小林隆児著 誠信書房 493.7/Ko12
715 ひきこもり問題を講義する : 専門職の相談支援技術を高めるために 近藤直司著 岩崎学術出版社 493.7/Ko73
716 オープンダイアローグとは何か 斎藤環著+訳 医学書院 493.72/Sa25
717 ぼくらの中の「トラウマ」 : いたみを癒すということ (ちくまプリマー新書:342) 青木省三著 筑摩書房 493.74/A53
718 社交不安症の基礎理解と認知行動療法 (武蔵野大学シリーズ:12) 城月健太郎編・著 武蔵野大学出版会 493.74/Sh89

719 強迫性障害の認知行動療法

デイヴィッド・A・
クラーク著/勝倉り
えこ, 小泉葉月,
小堀修訳

金剛出版 493.743/C76

720 レジリエンスを育む : ポリヴェーガル理論による発達性トラウマの治癒

キャシー・L.ケイ
ン, ステファン・
J.テレール著/花丘
ちぐさ, 浅井咲子
訳

岩崎学術出版社 493.743/Ka21

721 トラウマとジェンダー : 臨床からの声 宮地尚子編 金剛出版 493.743/Mi75
722 環状島=トラウマの地政学 : 新装版 宮地尚子著 みすず書房 493.743/Mi75
723 自己愛性パーソナリティ障害 : 正しい理解と治療法 (心のお医者さんに聞いてみよう) 市橋秀夫監修 大和出版 493.76/I13
724 こちら、発達障害の世界より : 生きやすく生きることを求めて 難波寿和著 本の種出版 493.76/N48

725 うつ病 : 回復に向けた対話 (文庫クセジュ:1013)
パスカル=アンリ・
ケレール著/阿部又
一郎, 渡邊拓也訳

白水社 493.764/Ke32

726 弟は躁うつ病 : 双極性障害四十年の記録 木内徹著 星和書店 493.764/Ki81

727 ジャングルへようこそ!双極性障がいの世界
ヒラリー・スミス
著/奥田宏訳

星和書店 493.764/Sm5
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728 海外渡航者のためのワクチンガイドライン/ガイダンス2019

日本渡航医学会
『海外渡航者のた
めのワクチンガイ
ドライン/ガイダン
ス2019』作成委員
会作成

協和企画 493.82/N71/'19

729 こどもの病気の地図帳
鴨下重彦, 柳澤正
義監修

講談社 493.9/KaS(1)

730 こどもの病気の地図帳
鴨下重彦, 柳澤正
義監修

講談社 493.9/KaS(2)

731 乳幼児・小児服薬介助ハンドブック : 全国こども病院の与薬・服薬説明事例にもとづく 第2版
日本小児総合医療
施設協議会
(JACHRI)編

じほう 493.92/N71

732 乳幼児・小児服薬介助ハンドブック : 全国こども病院の与薬・服薬説明事例にもとづく 第2版
日本小児総合医療
施設協議会
(JACHRI)編

じほう 493.92/N71(1)

733 小児の臨床検査基準値ポケットガイド 第2版 田中敏章編著 じほう 493.92/Ta84
734 小児の臨床検査基準値ポケットガイド 第2版 田中敏章編著 じほう 493.92/Ta84(1)
735 図解先天性心疾患 : 血行動態の理解と外科治療 第2版 高橋長裕著 医学書院 493.932/Ta33

736 児童精神医学 : 歴史と特徴 (文庫クセジュ:983)

ギィ・ブノワ,
ジャン=ピエール・
クラン著/阿部惠一
郎訳

白水社 493.937/B35

737
子どものための感情探偵プログラム セラピストガイド (つらい感情とうまくつきあう認知行動療法の統一プ
ロトコル)

ジル・エレンリッ
チ‐メイ [ほか]
著/伊藤正哉, 加藤
典子訳

福村出版 493.937/Ko21

738 震災トラウマと復興ストレス (岩波ブックレット:No. 815) 宮地尚子著 岩波書店 493.937/Mi75

739 誰にも一人ひとり役割がある : 障がいのある子とその母の13年間 大西陽子著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング/幻
冬舎 (発売)

493.937/O66

740 予防に導くスポーツ整形外科
古賀英之 [ほか]
編

文光堂 494.7/Y72

741 3・11大震災と公衆衛生の再生 : 宮城県の保健師のとりくみ
村口至, 末永カツ
子編著

自治体研究社 498.0212/Mu39
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742 健康行動学 : その理論、研究、実践の最新動向

Karen Glanz,
Barbara K. Rimer,
K. Viswanath編/木
原雅子, 加治正行,
木原正博訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

498.07/Ke45(1)

743 健康行動学 : その理論、研究、実践の最新動向

Karen Glanz,
Barbara K. Rimer,
K. Viswanath編/木
原雅子, 加治正行,
木原正博訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

498.07/Ke45(2)

744 医療六法 令和2年版
医療法制研究会監
修

中央法規出版 498.12/I67/'20

745 地域包括ケアと医療・ソーシャルワーク 二木立著 勁草書房 498.13/N73
746 こんにちは、保健師です 池田香理著 文芸社 498.14/I32
747 無名の語り : 保健師が「家族」に出会う12の物語 宮本ふみ著 医学書院 498.14/Mi77(1)

748 保健師が行う家庭訪問 第2版
新潟県保健師活動
研究会編

やどかり出版 498.14/N72

749 医療法人の法律・会計・税務
品川芳宣, 成清紘
介編著

大蔵財務協会 498.168/Sh58

750
6つの脳波を自在に操るNFBメソッド : たった1年で世界イチになるメンタル・トレーニング (講談社+α新
書:807-1B)

林愛理 [著] 講談社 498.39/H48

751 もの忘れをこれ以上増やしたくない人が読む本 (講談社+α新書:820-1B) 松原英多[著] 講談社 498.39/Ma73

752 食生活データ総合統計年報 2020年版
食品流通情報セン
ター編集

食品流通情報セン
ター

498.5/ShD/'20

753 働く人のこころのケア・ガイドブック : 会社を休むときのQ&A 福田真也著 金剛出版 498.8/F74

754 デザイン科学事典
日本デザイン学会
編

丸善出版 501.83/N71

755 知的財産権法文集 令和元年改正: 令和2年1月1日施行版 発明協会編集 発明協会 507.2/HaS/'20-1

756 初心者のための特許クレームの解釈
潮見坂綜合法律事
務所, 桜坂法律事
務所編著

日本加除出版 507.23/Sh74

757 工場萌えF
石井哲写真/大山顕
文

東京書籍 509.21/I75

758 工場萌え
石井哲写真/大山顕
文

東京書籍 509.21/I75

759 立体交差 : ジャンクション 大山顕著 本の雑誌社 514.6/O95
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760 町並み保存運動の論理と帰結 : 小樽運河問題の社会学的分析 堀川三郎著 東京大学出版会 518.8/O84

761 SDGs時代の持続学のすすめ : あてになる人間への挑戦
行本正雄編著/古澤
礼太 [ほか] 共著

コロナ社 519.04/Sc9

762 大気環境の事典 大気環境学会編集 朝倉書店 519.3/Ta22
763 点・線・面 隈研吾著 岩波書店 520.4/Ku33

764 京の家町家
石井久弥子写真/ミ
カブックス編著

パイインターナ
ショナル

521.86/Mi21

765 図説精読日本美の再発見 : タウトの見た日本
ブルーノ・タウト
著/篠田英雄訳/沢
良子編

岩波書店 521/Ta96

766 Karl Freuler : Architektur für die Kirche Japan 1948-1968 Fabrizio Brentini
Verlag Lars Mü
ller

523.1/B72

767 復刻実測・軍艦島 : 高密度居住空間の構成
東京電機大学阿久
井研究室編

鹿島出版会 523.193/To46

768 大聖堂 (文庫クセジュ:943)
パトリック・ドゥ
ムイ著/武藤剛史訳

白水社 523.3/D56

769 新興国企業の成長戦略 : 中国自動車産業が語る「持たざる者」の強み 李澤建著 晃洋書房 537.09/R48
770 池島全景 : 離島の《異空間》 黒沢永紀著 三才ブックス 567.0921/Ku76

771 香水 : 香りの秘密と調香師の技 (文庫クセジュ:953)
ジャン=クロード・
エレナ著/芳野まい
訳

白水社 576.72/E48

772 日本のピアノ100年 : ピアノづくりに賭けた人々 (草思社文庫:[ま2-5])
前間孝則, 岩野裕
一著

草思社 582.7/Ma27

773 100語でわかるワイン (文庫クセジュ:947)
ジェラール・マル
ジョン著/守谷てる
み訳

白水社 588.55/Ma51

774 社労士さんに聞いた年金と老後とお金の話
原佳奈子編著/全国
社会保険労務士会
連合会監修

中央経済社/中央経
済グループパブ
リッシング(発売)

591/H32

775 長い老後のためのお金の基本 : 年金・貯金・投資がわかる (ちくま新書:1476) 横山光昭著 筑摩書房 591/Y79
776 朝10分でできるスープ弁当 有賀薫著 マガジンハウス 596.4/A71

777 ガストロノミ : 美食のための知識と知恵 (文庫クセジュ:921)
ジャン・ヴィトー
著/佐原秋生訳

白水社 596/V83

778 ははがうまれる (母の友の本) 宮地尚子著 福音館書店 599.04/Mi75
779 地域活性マーケティング (ちくま新書:1479) 岩永洋平著 筑摩書房 601.1/I95
780 産業集積地域の構造変化と立地政策 松原宏編 東京大学出版会 602.1/Ma73
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781 ミツバチおじさんの森づくり : 日本ミツバチから学ぶ自然の仕組みと生き方 吉川浩著
ライトワーカー/ナ
チュラルスピリッ
ト (発売)

646.9/Y89

782 世界の樹木をめぐる80の物語

ジョナサン・ド
ローリ著/ルシー
ル・クレール挿画/
三枝小夜子訳

柏書房 653.2/D92

783 熱帯の森から : 森林研究フィールドノート 渡辺弘之著 あっぷる出版社 653.223/W46

784 ストーリーを楽しむだけでいい!ビジネス英語奮闘記 31日目→60日目
晴山陽一, クリス
トファー・ベルト
ン著

三修社 670.93/H32/2

785 現代アメリカを読み解く : NHKラジオ実践ビジネス英語 杉田敏著 DHC 670.93/Su47
786 営業は台本が9割 : トップセールスは教えてくれなかった! 加賀田裕之著 きずな出版 673.3/Ka16
787 飲食業界成功する店失敗する店 : なぜ、新規出店の8割は5年で消えてしまうのか? 重野和稔著 すばる舎 673.97/Sh29
788 1時間でわかるネット広告超入門 (スピードマスター) 古舘拡美著 技術評論社 674.6/F94

789 突き抜けるデザインマネジメント
田子學, 田子裕子
著

日経BP/日経BPマー
ケティング (発売)

675.3/Ta18

790 図解でわかる物流とロジスティクス : いちばん最初に読む本
湯浅和夫, 内田明
美子, 芝田稔子著

アニモ出版 675.4/B97

791 世界的優良企業の実例に学ぶ「あなたの知らない」マーケティング大原則
足立光, 土合朋宏
著

朝日新聞出版 675/A16

792 消費者行動における感覚と評価メカニズム : 購買意思決定を促す「何となく」の研究 石井裕明著 千倉書房 675/I75

793 Time capitalism : 時間資本主義の時代 : あなたの時間価値はどこまで高められるか? 松岡真宏著
日本経済新聞出版
社

675/Ma86

794 メガマーケティングによる市場創造戦略 : 携帯音楽配信サービスの誕生 : (1999-2016)
西本章宏, 勝又壮
太郎著

日本評論社 675/N84

795 「いいね」を購入につなげる : 短パン社長の稼ぎ方 奥ノ谷圭祐著 KADOKAWA 675/O56

796 ほんとうの欲求は、ほとんど無自覚 : インサイトのシンプルな見つけ方
大松孝弘, 波田浩
之著

宣伝会議 675/O61

797 交通地理学の方法と展開 青木栄一著 古今書院 682.9/A53

798 観光亡国論 (中公新書ラクレ:650)
アレックス・カー,
清野由美著

中央公論新社 689.21/Ke58

799 ドイツの観光学 (広島修道大学テキストシリーズ)
アルブレヒト・
シュタイネッケ著/
富川久美子訳

ナカニシヤ出版 689.234/St3
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800 フランスの温泉リゾート (文庫クセジュ:906)

フィリップ・ラン
ジュニュー=ヴィ
ヤール著/成沢広幸
訳

白水社 689.235/L25

801 地域発展の観光戦略
安田信之助編著/渡
辺正 [ほか] 著

創成社 689.4/Y62

802 美学への手引き (文庫クセジュ:1002)
カロル・タロン=ユ
ゴン著/上村博訳

白水社 701.1/Ta75

803 100語でわかるロマン主義 (文庫クセジュ:971)
ブリュノ・ヴィ
アール著/小倉孝
誠, 辻川慶子訳

白水社 702.06/V66

804 社会主義リアリズム (文庫クセジュ:1023)
ミシェル・オク
チュリエ著/矢野卓
訳

白水社 702.38/A96

805 世界遺産ビジネス (小学館新書:247) 木曽功著 小学館 709/Ki59

806 世界文化遺産の思想
西村幸夫, 本中眞
編

東京大学出版会 709/N84

807 ラストカムイ : 砂澤ビッキの木彫 芦原伸著 白水社 712.1/Su74
808 浮世絵 (日本の伝統文化:2) 小林忠著 山川出版社 721.8/Ko12
809 もっと知りたい浮世絵 (アート・ビギナーズ・コレクション) 田辺昌子著 東京美術 721.8/Ta83

810 印象派 : 新版 (文庫クセジュ:920)
マリナ・フェレッ
ティ著/武藤剛史訳

白水社 723.05/B61

811 バスキアイズムズ

ジャン=ミシェル・
バスキア著/ラ
リー・ウォルシュ
編/河野晴子訳

美術出版社 723.53/B26

812 もっと知りたい「怖い絵」展 中野京子著 KADOKAWA 723/N39

813 水木しげる大研究。 : 妖怪・漫画とともに生きた鬼才。 (Pen books:028) ペン編集部編 CCCメディアハウス 726.101/Mi95

814 リアルクローズイラストレーション
パイインターナ
ショナル編著

パイインターナ
ショナル

726.5/Sh62

815 ファンタジー世界の街の地図を描く
Jared Blando著/B
スプラウト訳

ボーンデジタル 726.507/B54

816 「もじゃぺー」に「しつけ」を学ぶ : 日常の「文明化」という悩みごと 山名淳著
東京学芸大学出版
会

726.601/H81
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817 機関車トーマスと英国鉄道遺産 (集英社新書:0538H) 秋山岳志著 集英社 726.601/Ki21

818 人類を前に進めたい : チームラボと境界のない世界
猪子寿之, 宇野常
寛著

PLANETS/第二次惑
星開発委員会

727.021/I56

819 特集顔真卿の争坐位文稿 (墨:252号(2018年5・6月号)) 芸術新聞社 728.22/G19

820 書と画を論じる (研文選書:129) 松村茂樹著
研文出版 (山本書
店出版部)

728.22/Ma82

821 西洋音楽史年表 : 古代から現代まで (文庫クセジュ:970)
マルセル・ブノワ
[ほか] 著/岡田朋
子訳

白水社 762.032/Se19

822 ブラームス (河出文庫:[よ11-8]) 吉田秀和著 河出書房新社 762.34/B71

823 弦楽四重奏 (文庫クセジュ:929)
シルヴェット・ミ
リヨ著/山本省訳

白水社 764.24/Mi27

824 100語でたのしむオペラ (文庫クセジュ:1006)

フィリップ・ジョ
ルダン著/エマニュ
エル・ジョス執筆
協力/武藤剛史, 田
口亜紀訳

白水社 766.1/J75

825 芸能文化史事典 : 明治・大正・昭和・平成 中村義裕著 東京堂出版 772.1/N37
826 タカラヅカの謎 : 300万人を魅了する歌劇団の真実 (朝日新書:743) 森下信雄著 朝日新聞出版 775.4/Mo65

827 タカラヅカの解剖図鑑
中本千晶文/牧彩子
イラスト

エクスナレッジ 775.4/N36

828 アニメの仕事は面白すぎる : 絵コンテの鬼・奥田誠治と日本アニメ界のリアル 奥田誠治 [著] 出版ワークス 778.77/O54

829 芸人とコメディアンと : 画文集
高田文夫文/峰岸達
絵

二見書房 779.021/Ta28

830 「女子マネ」のエスノグラフィー : 大学運動部における男同士の絆と性差別 関めぐみ著 晃洋書房 780.13/Se33

831 基礎から学ぶ!スポーツマッサージ 令和版
溝口秀雪編著/泉秀
幸, 笹木正悟共著

ベースボール・マ
ガジン社

780.19/Mi93

832 室伏式世界最高の疲労回復 室伏広治著 KADOKAWA 780.19/Mu72

833 今より強く!を目指して : アスリートの身体づくりと食のエッセンス
日本陸上競技連盟
医事委員会編著

ライフサイエンス
出版

780.19/N71

834 スポーツコーチのためのトレーニング生理学
ヤン・バングスボ
著

大修館書店 780.193/B18

835 鉄人の思考法 : 1980年生まれ、戦い続けるアスリート 二宮寿朗著 集英社 780.28/N76

836 コンテクスチュアルトレーニング : 運動学習・運動制御理論に基づくトレーニングとリハビリテーション
フラン・ボッシュ
著/谷川聡, 大山
卞圭悟監訳

大修館書店 780.7/B66
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837 イラスト図解筋力トレーニング : 医・科学的根拠に基づくアプローチ
松本秀男, 今井覚
志編集

文光堂 780.7/Ma81

838 子どもが伸びる運命のスポーツとの出会い方 大島伸矢著 枻出版社 780.7/O77

839 スポーツの経済学 : スポーツはポストモダン産業の旗手となれる 新装改訂版 小林至著
PHPエディターズ・
グループ/PHP研究
所 (発売)

780.9/Ko12

840 アスリートのためのソーシャルメディア活用術

五勝出拳一, 飯高
悠太, 江藤美帆著/
澤山モッツァレラ,
甲斐雅之編

マイナビ出版 780/A93

841 怯まず前へ : 常に結果を出し続けるチームと強い心の作り方 酒井俊幸著 ポプラ社 782.3/Sa29

842 陸上競技のコーチング学
日本陸上競技学会
編

大修館書店 782/N71

843 そして歩き出す : サッカーと白血病と僕の日常 早川史哉著 徳間書店 783.47/H46

844 サッカーのある風景 : 場と開発、人と移動の社会学
大沼義彦, 甲斐健
人編著

晃洋書房 783.47/O68

845 デルタ・ベースボール・リポート : プロ野球を統計学と客観分析で考える 3
岡田友輔 [ほか]
著

水曜社 783.7/D63/3

846 野村克也、明智光秀を語る : 智将だけが知る知将の「凄みと弱み」 : 早まるな、光秀よ! 野村克也著 プレジデント社 783.7/N95
847 野球で、人を救おう 岡田真理著 KADOKAWA 783.7/O38

848 ツール・ド・フランス100話 (文庫クセジュ:991)

ムスタファ・ケス
ス, クレマン・ラ
コンブ著/斎藤かぐ
み訳

白水社 786.5/Ke61

849 人文主義の言語思想 : フンボルトの伝統
ユルゲン・トラバ
ント [著]/梅田孝
太, 辻麻衣子共訳

岩波書店 801.01/H98

850 Handbook of pragmatics : installment 英語文化学科 (山崎先生) 年刊 継続受入
J.Benjamins
Pub.Co.

801.01/VeJ/H-

851 メタファー研究 1
鍋島弘治朗, 楠見
孝, 内海彰編

ひつじ書房 801.6/Me81/1

852 時間のメタファー : 特集 (メタファー研究:2. Metaphor research) ひつじ書房 801.6/Me81/2

853 翻訳 : その歴史・理論・展望 (文庫クセジュ:930)
ミカエル・ウス
ティノフ著/服部雄
一郎訳

白水社 801.7/O92

854 明解言語学辞典
斎藤純男, 田口善
久, 西村義樹編

三省堂 803.3/Me25

855 スマホ時代の6か国語学習法! 舛添要一著 たちばな出版 807/Ma69
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856 バリエーションの中の日本語史
岡﨑友子 [ほか]
編

くろしお出版 810.2/B21

857 「キャラ」概念の広がりと深まりに向けて 定延利之編 三省堂 810.4/Sa13

858 日本語教育のスタートライン : 本気で日本語教師を目指す人のための入門書 荒川洋平著
スリーエーネット
ワーク

810.7/ArY(1)

859 日本語教育のスタートライン : 本気で日本語教師を目指す人のための入門書 荒川洋平著
スリーエーネット
ワーク

810.7/ArY(2)

860 日本語教育のスタートライン : 本気で日本語教師を目指す人のための入門書 荒川洋平著
スリーエーネット
ワーク

810.7/ArY(3)

861 日本語教育のスタートライン : 本気で日本語教師を目指す人のための入門書 荒川洋平著
スリーエーネット
ワーク

810.7/ArY(4)

862 日本語教育のスタートライン : 本気で日本語教師を目指す人のための入門書 荒川洋平著
スリーエーネット
ワーク

810.7/ArY(5)

863 考えて、解いて、学ぶ日本語教育の文法 原沢伊都夫著
スリーエーネット
ワーク

810.7/H32

864 考えて、解いて、学ぶ日本語教育の文法 原沢伊都夫著
スリーエーネット
ワーク

810.7/H32(1)

865 考えて、解いて、学ぶ日本語教育の文法 原沢伊都夫著
スリーエーネット
ワーク

810.7/H32(2)

866 考えて、解いて、学ぶ日本語教育の文法 原沢伊都夫著
スリーエーネット
ワーク

810.7/H32(3)

867 考えて、解いて、学ぶ日本語教育の文法 原沢伊都夫著
スリーエーネット
ワーク

810.7/H32(4)

868 いちばんやさしい日本語教育入門 今井新悟 [著] アスク出版 810.7/I43
869 いちばんやさしい日本語教育入門 今井新悟 [著] アスク出版 810.7/I43(1)
870 いちばんやさしい日本語教育入門 今井新悟 [著] アスク出版 810.7/I43(2)
871 いちばんやさしい日本語教育入門 今井新悟 [著] アスク出版 810.7/I43(3)
872 いちばんやさしい日本語教育入門 今井新悟 [著] アスク出版 810.7/I43(4)

873
文脈情報を用いた文章理解過程の実証的研究 : 学習者の母語から捉えた日本語理解の姿 (ひつじ研究叢書:言
語編:第161巻)

石黒圭編 ひつじ書房 810.7/I73

874 日本語教師のためのシャドーイング指導

迫田久美子, 古本
裕美編著/倉品さや
か, 山内豊, 近藤
妙子著

くろしお出版 810.7/Sa43

875
日本語教育文法講義ノート : 書き込み式でよくわかる : この1冊を仕上げて教育現場へ出よう 改訂版 (日本
語教師ハンドブック)

山下暁美編著/沢野
美由紀著

アルク 810.7/Y44

876
日本語教育文法講義ノート : 書き込み式でよくわかる : この1冊を仕上げて教育現場へ出よう 改訂版 (日本
語教師ハンドブック)

山下暁美編著/沢野
美由紀著

アルク 810.7/Y44(1)
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877
日本語教育文法講義ノート : 書き込み式でよくわかる : この1冊を仕上げて教育現場へ出よう 改訂版 (日本
語教師ハンドブック)

山下暁美編著/沢野
美由紀著

アルク 810.7/Y44(2)

878
日本語教育文法講義ノート : 書き込み式でよくわかる : この1冊を仕上げて教育現場へ出よう 改訂版 (日本
語教師ハンドブック)

山下暁美編著/沢野
美由紀著

アルク 810.7/Y44(3)

879
日本語教育文法講義ノート : 書き込み式でよくわかる : この1冊を仕上げて教育現場へ出よう 改訂版 (日本
語教師ハンドブック)

山下暁美編著/沢野
美由紀著

アルク 810.7/Y44(4)

880 表記・読書・言葉遣い (世論調査報告書. 国語に関する世論調査:平成30年度) 文化庁国語課 [編] ぎょうせい 810.9/B89/'18

881 日本語配慮表現の原理と諸相
山岡政紀編/山岡政
紀 [ほか] 著

くろしお出版 810/Y42

882 学生・教師・社会人のための漢字ハンドブック 3訂
近藤政美, 濱千代
いづみ編著

和泉書院 811.2/Ko73

883 研究社日本語コロケーション辞典
柏崎雅世, 藤村知
子, 鈴木智美編集
委員

研究社 813.4/Ke45

884 研究社日本語口語表現辞典 第2版
佐藤友子, 奥村圭
子編集委員

研究社 813.4/Ke45

885 漢語の謎 : 日本語と中国語のあいだ (ちくま新書:1478) 荒川清秀著 筑摩書房 814/A63
886 引用研究史論 : 文法論としての日本語引用表現研究の展開をめぐって (研究叢書:446) 藤田保幸著 和泉書院 815.1/F67
887 複合助詞の研究 (研究叢書:515) 藤田保幸著 和泉書院 815.7/F67
888 日本語のテンスと叙法 : 現代語研究と歴史的研究 (いずみ昴そうしょ:8) 福田嘉一郎著 和泉書院 815/F74

889
「する」の世界 (日本語のテンス・アスペクト研究を問い直す:1. Reconsidering tense and aspect in
Japanese)

庵功雄, 田川拓海
編

ひつじ書房 815/I61/1

890 書くための文章読本 (インターナショナル新書:046) 瀬戸賢一著
集英社インターナ
ショナル/集英社
(発売)

816.2/Se93

891 思考を鍛えるレポート・論文作成法 第3版 井下千以子著
慶應義塾大学出版
会

816.5/I56(1)

892 思考を鍛えるレポート・論文作成法 第3版 井下千以子著
慶應義塾大学出版
会

816.5/I56(2)

893 「分かりやすい表現」の技術 : 意図を正しく伝えるための16のルール : 新装版 藤沢晃治著 文響社 816/F66
894 「やさしい日本語」で観光客を迎えよう : インバウンドの新しい風 加藤好崇編著 大修館書店 817.8/Ka86
895 明解 (めいかい) 方言学 (ほうげんがく) 辞典 (じてん) 木部暢子編 三省堂 818.033/Ki11
896 三重県尾鷲方言のアクセント研究 (ひつじ研究叢書:言語編:第163巻) 平田秀著 ひつじ書房 818.56/H68
897 特集方言研究の新しい展開 (方言の研究:1) 日本方言研究会編 ひつじ書房 818/N71/1
898 特集日本方言研究会の50年をふり返る (方言の研究:2) 日本方言研究会編 ひつじ書房 818/N71/2
899 特集ことばのひろがり (方言の研究:3) 日本方言研究会編 ひつじ書房 818/N71/3
900 特集方言研究のネットワーク (方言の研究:4) 日本方言研究会編 ひつじ書房 818/N71/4
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901 特集移りゆく現代方言 (方言の研究:5) 日本方言研究会編
日本方言研究会/ひ
つじ書房 (発売)

818/N71/5

902 超入門!3日でマスター!ハングルドリル : オールカラー 石田美智代著 ナツメ社 829.115/I72

903 絵で学ぶ上級への韓国語文法
金京子, 河村光雅
著/わたなべまき絵

白水社 829.15/Ki38

904 TOEIC L&Rテスト目標スコア奪取の模試 濵﨑潤之輔著 旺文社 830.79/H26
905 英語のフォニックス : 綴り字と発音のルール 新装版 竹林滋著 研究社 831/Ta58
906 英語の所有構文に関する考察 : 認知言語学的アプローチから見えてくること 平見勇雄著 ふくろう出版 835.1/H65

907 英語語法文法研究 第26号(2019)
英語語法文法学会
編

開拓社 835/E37

908 ヘミングウェイで学ぶ英文法 2
倉林秀男, 河田英
介著

アスク出版 835/H52/2

909 寝ながら学べる英文法
ゆきち先生, 富岡
恵著

ベレ出版 835/Y97

910 英語ライティング至高のテクニック36 植田一三編著 ベレ出版 836/U32
911 読解英文傑作エッセイ21選生きるヒント 行方昭夫著 DHC 837.5/N47
912 ことばも心も「通じる」英語の話し方 森庸子著 アルク 837.8/Mo73

913 一日の会話のすべてを英語にしてみる
曽根田憲三, 上原
寿和子著

ベレ出版 837.8/So42

914 英会話その"直訳"はネイティブを困らせます (青春新書intelligence:PI-587)
デイビッド・セイ
ン著

青春出版社 837.8/Th1

915 中級者のためのフランス語語彙力アップ1500題
田中幸子, 川合
ジョルジェット著

白水社 854/B25

916 フランス語でつづる私の毎日 改訂版 杉山利恵子著 三修社 856/Su49

917 比較文学入門 (文庫クセジュ:934)
イヴ・シュヴレル
著/小林茂訳

白水社 901.9/C39

918 SF文学 (文庫クセジュ:955)
ジャック・ボドゥ
著/新島進訳

白水社 902.3/B28

919 お砂糖とスパイスと爆発的な何か : 不真面目な批評家によるフェミニスト批評入門 北村紗衣著 書肆侃侃房 904/Ki68
920 子どもの本の道しるべ 斎藤次郎著 子どもの未来社 909.3/Sa25
921 イギリスの子どもの本の歴史 (三宅興子「子どもの本」の研究:1) 三宅興子著 翰林書房 909/Mi76/1
922 イギリスの絵本の歴史 (三宅興子「子どもの本」の研究:2) 三宅興子著 翰林書房 909/Mi76/2
923 日本の絵本の歴史 (三宅興子「子どもの本」の研究:3) 三宅興子著 翰林書房 909/Mi76/3
924 児童文学と「わたし」 鵜生(柴田)美子著 同時代社 909/U77
925 弘仁・天長期の文學を中心として 中(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 910.23/3/2-1
926 弘仁・天長期の文學を中心として 中(下)2 (國風暗黒時代の文學:中(下)1-2, 下1-3) 小島憲之著 塙書房 910.23/3/2-2
927 弘仁・天長期の文學を中心として 下2 (國風暗黒時代の文學:中(下)1-2, 下1-3) 小島憲之著 塙書房 910.23/3/3-2
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928 弘仁・天長期の文學を中心として 下3 (國風暗黒時代の文學:中(下)1-2, 下1-3) 小島憲之著 塙書房 910.23/3/3-3
929 國風暗黒時代の文學 補篇 小島憲之著 塙書房 910.23/3/補

930
平安時代の笑いと日本文化 : 『土佐日記』『竹取物語』『源氏物語』を中心に (早稲田大学エウプラクシス
叢書:019)

金小英著 早稲田大学出版部 910.23/Ki39

931 世界文学と日本近代文学 野網摩利子編 東京大学出版会 910.26/N91
932 れんぎょうの花 : 新井満評伝 金本房夫著 星の環会 910.268/A62

933
児童文学と教育の「間」 : 古田足日『宿題ひきうけ株式会社』から『おしいれのぼうけん』まで (子どもの
文化ライブラリーよりよく生きる:1)

加藤理著 港の人 910.268/F94

934 みみずくは黄昏に飛びたつ : 川上未映子訊く/村上春樹語る (新潮文庫:12110, む-5-43)
川上未映子, 村上
春樹著

新潮社 910.268/Ka94

935 村上春樹、方法としての小説 : 記憶の古層へ 山愛美著 新曜社 910.268/Mu43

936 国文学年次別論文集 平成26(2014)年 中古2・3 学術文献刊行会編 朋文出版
910.4/9/'14-3-2・
3

937 万葉文化論 上野誠著 ミネルヴァ書房 911.125/Ma48
938 茨木のり子 : 自分の感受性くらい (別冊太陽. 日本のこころ:277) 平凡社 911.52/I11
939 石垣りん・吉野弘・茨木のり子詩人の世界 : (附)西川満詩鈔ほか (てらいんくの評論) 竹長吉正著 てらいんく 911.52/I73
940 medium : 霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼著 講談社 913.6/A26
941 空貝 : 村上水軍の神姫 赤神諒著 講談社 913.6/A29
942 店長がバカすぎて 早見和真 [著] 角川春樹事務所 913.6/H47
943 アカガミ (河出文庫:[く16-2]) 窪美澄著 河出書房新社 913.6/Ku13
944 さよなら、ニルヴァーナ (文春文庫:[く-39-1]) 窪美澄著 文藝春秋 913.6/Ku13
945 流浪の月 凪良ゆう著 東京創元社 913.6/N26
946 サーカスの夜に 小川糸著 新潮社 913.6/O24
947 あつあつを召し上がれ (新潮文庫:9952, お-86-1) 小川糸著 新潮社 913.6/O24
948 ライオンのおやつ 小川糸著 ポプラ社 913.6/O24

949 傑作はまだ 瀬尾まいこ著

ソニー・ミュー
ジックエンタテイ
ンメント/エムオ
ン・エンタテイン
メント(発売)

913.6/Se77

950 エイリア綺譚集 高原英理著 国書刊行会 913.6/Ta32

951 霊長類南へ (筒井康隆コレクション:2)
筒井康隆著/日下三
蔵編

出版芸術社 913.6/TsY2/2

952 フェミニズム殺人事件 (筒井康隆コレクション:5)
筒井康隆著/日下三
蔵編

出版芸術社 913.6/TsY2/5

953 美藝公 (筒井康隆コレクション:6)
筒井康隆著/日下三
蔵編

出版芸術社 913.6/TsY2/6

954 朝のガスパール (筒井康隆コレクション:7)
筒井康隆著/日下三
蔵編

出版芸術社 913.6/TsY2/7
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955 ノースライト 横山秀夫著 新潮社 913.6/Y79
956 5分後に感動のラスト (5分シリーズ) エブリスタ編 河出書房新社 913.68/E15
957 5分後に涙のラスト (5分シリーズ) エブリスタ編 河出書房新社 913.68/E15
958 5分後に皮肉などんでん返し (5分シリーズ) エブリスタ編 河出書房新社 913.68/E15
959 5分後に禁断のラスト (5分シリーズ) エブリスタ編 河出書房新社 913.68/E15
960 5分後に後味の悪いラスト (5分シリーズ) エブリスタ編 河出書房新社 913.68/E15
961 5分後に笑えるどんでん返し (5分シリーズ) エブリスタ編 河出書房新社 913.68/E15
962 5分後に驚愕のどんでん返し (5分シリーズ) エブリスタ編 河出書房新社 913.68/E15
963 5分後に癒されるラスト (5分シリーズ) エブリスタ編 河出書房新社 913.68/E15
964 5分間で心にしみるストーリー (5分シリーズ) エブリスタ編 河出書房新社 913.68/E15
965 5分後に戦慄のラスト (5分シリーズ) エブリスタ編 河出書房新社 913.68/E15
966 5分後に恋するラスト (5分シリーズ) エブリスタ編 河出書房新社 913.68/E15
967 5分後に切ないラスト (5分シリーズ) エブリスタ編 河出書房新社 913.68/E15

968 人間の生き方、ものの考え方 (文春学藝ライブラリー:思想:21)
福田恆存著/福田
逸, 国民文化研究
会編

文藝春秋 914.6/F74

969 黄犬交遊抄
ドナルド・キーン
著

岩波書店 914.6/Ke18

970 地獄の楽しみ方 (17歳の特別教室) 京極夏彦著 講談社 914.6/Ky3
971 傷を愛せるか 宮地尚子著 大月書店 914.6/Mi75
972 表紙絵を描きながら、とりあえず。 成瀬政博文・画 白水社 914.6/N54
973 針と糸 小川糸著 毎日新聞出版 914.6/O24
974 育てて、紡ぐ。暮らしの根っこ : 日々の習慣と愛用品 小川糸著 扶桑社 914.6/O24
975 これだけで、幸せ : 小川糸の少なく暮らす29カ条 小川糸著 講談社 914.6/O24
976 犬とペンギンと私 (幻冬舎文庫:お-34-11) 小川糸 [著] 幻冬舎 914.6/O24
977 たそがれビール (幻冬舎文庫:お-34-9) 小川糸 [著] 幻冬舎 914.6/O24
978 洋食小川 (幻冬舎文庫:お-34-14) 小川糸 [著] 幻冬舎 914.6/O24
979 卵を買いに (幻冬舎文庫:お-34-12) 小川糸 [著] 幻冬舎 914.6/O24
980 ファミリーデイズ 瀬尾まいこ著 集英社 914.6/Se77
981 見えない誰かと (祥伝社文庫) 瀬尾まいこ著 祥伝社 914.6/Se77
982 ありがとう、さようなら (角川文庫:21600, [せ6-2]) 瀬尾まいこ [著] KADOKAWA 914.6/Se77
983 女がそんなことで喜ぶと思うなよ : 愚男愚女愛憎世間今昔絵巻 鈴木涼美著 集英社 914.6/Su96
984 すべてを手に入れたってしあわせなわけじゃない 鈴木涼美著 マガジンハウス 914.6/Su96
985 おじさんメモリアル 鈴木涼美著 扶桑社 914.6/Su96
986 誰にも相談できません : みんなのなやみ ぼくのこたえ 高橋源一郎著 毎日新聞出版 914.6/Ta33
987 春に生まれたような : 大分・北九州・京都などから : 矢城道子エッセイ集 (詩人のエッセイ:12) 矢城道子著 コールサック社 914.6/Y61
988 ほんのちょっと当事者 青山ゆみこ著 ミシマ社 916/A58
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989 銀燭集 (澁澤龍彦泉鏡花セレクション:2)
泉鏡花著/澁澤龍彦
編/山尾悠子解説

国書刊行会 918.6/I99/2

990 人生に口づけする言葉 (美しい日本語荷風:2)
永井荷風著/持田叙
子, 高柳克弘編著

慶應義塾大学出版
会

918.68/J52

991 定本漱石全集 第27巻 : 別冊下 夏目金之助著 岩波書店 918.68/NaS/27

992 日本漢文学の射程 : その方法、達成と可能性
王小林, 町泉寿郎
編

汲古書院 919.04/O78

993 永遠の時の流れに : 母・美君への手紙
龍應台著/劉燕子,
和泉ひとみ訳

集広舎 924.7/R98

994 オスカー・ワイルドとコーヒータイム (コーヒータイム人物伝)
マーリン・ホラン
ド著/前沢浩子訳

三元社 930.268/W73

995
生きづらいこの世界で、アメリカ文学を読もう : カポーティ、ギンズバーグからメルヴィル、ディキンスン
まで

堀内正規著 小鳥遊書房 930.29/H89

996 シェイクスピアの時と我々の時 茅野友子著 ピナケス出版 932.5/Sh12
997 心を支えるシェイクスピアの言葉 河合祥一郎著 あさ出版 932.5/Sh12

998 詳注アリス : 完全決定版

ルイス・キャロル
著/マーティン・
ガードナー[注]著/
マーク・バースタ
イン補訂/高山宏訳

亜紀書房 933.6/C22

999 アビシニアの王子ラセラス
サミュエル・ジョ
ンソン著/中村賢一
訳

朝日出版社 933.6/J64

1000 雲 (海外文学セレクション)
エリック・マコー
マック著/柴田元幸
訳

東京創元社 933.7/Ma13

1001 死者の饗宴 (Dalkey archive)
ジョン・メトカー
フ著/横山茂雄, 北
川依子訳

国書刊行会 933.7/Me82

1002 ミステリ文学 (文庫クセジュ:965)
アンドレ・ヴァノ
ンシニ著/太田浩一
訳

白水社 933/V34

1003 ブレイキング・ナイト : ホームレスだった私がハーバードに入るまで
リズ・マレー著/大
城光子訳

阪急コミュニケー
ションズ

936/Mu79
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1004 十七世紀フランス文学入門 (文庫クセジュ:949)
ロジェ・ズュベー
ル著/原田佳彦訳

白水社 950.25/Z6

1005 ちいさな国で
ガエル・ファイユ
著/加藤かおり訳

早川書房 953.7/F16

1006 コレットの地中海レシピ
シドニー=ガブリエ
ル・コレット著/村
上葉編訳

水声社 954.7/C84

1007 プリンストン大学で文学/政治を語る : バルガス=リョサ特別講義
マリオ・バルガス=
リョサ著/立林良一
訳

河出書房新社 960.2/V42

1008 気まぐれニンフ (フィクションのエル・ドラード)
ギジェルモ・カブ
レラ・インファン
テ著/山辺弦訳

水声社 963/C11

1009 どこか、安心できる場所で : 新しいイタリアの文学

パオロ・コニェッ
ティ他著/関口英
子, 橋本勝雄, ア
ンドレア・ラオス
編

国書刊行会 973/D83

1010 ドストエフスキーの戦争論 : 『作家の日記』を読む 三浦小太郎著 萬書房 984/D88

1011 不気味な物語
ステファン・グラ
ビンスキ著/芝田文
乃訳

国書刊行会 989.83/G75

1012 資料の収集と整理保管 著作権処理済 (Maruzen audiovisual library. 博物館を支える学芸員の仕事:第1巻)
丸善出版映像メ
ディア部

DV069/Ma59/1

1013 調査研究から展示へ 著作権処理済 (Maruzen audiovisual library. 博物館を支える学芸員の仕事:第2巻)
丸善出版映像メ
ディア部

DV069/Ma59/2

1014
教育普及・市民との連携 著作権処理済 (Maruzen audiovisual library. 博物館を支える学芸員の仕事:第3
巻)

丸善出版映像メ
ディア部

DV069/Ma59/3

1015 創る・織りなす保育 : 都市部での保育のこころみ (ある認定こども園の挑戦:3) 岩波映像制作著作 岩波映像 (販売) DV376/I95/3

1016 環境構成の理論と実践 第1巻 (Video tone)
新宿スタジオ(制
作・著作)

DV376/Ta56/1

1017 不整脈 : 総論 第2版 (看護教育シリーズ. コメディカルのための疾患の知識:vol.4)
メディカルビジョ
ン制作著作

医学映像教育セン
ター

DV492.9/I23/4

1018 不整脈 : 各論 第2版 (看護教育シリーズ. コメディカルのための疾患の知識:vol.5)
メディカルビジョ
ン制作著作

医学映像教育セン
ター

DV492.9/I23/5

1019
動脈疾患(大動脈瘤、大動脈解離、閉塞性動脈硬化症) 第2版 (看護教育シリーズ. コメディカルのための疾患
の知識:vol.8)

メディカルビジョ
ン制作著作

医学映像教育セン
ター

DV492.9/I23/8
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1020 心不全(慢性心不全を中心に) 第2版 (看護教育シリーズ. コメディカルのための疾患の知識:vol.9)
メディカルビジョ
ン制作著作

医学映像教育セン
ター

DV492.9/I23/9

1021 痛みってなに? (看護教育シリーズ. 知っておきたい痛みの知識:vol.1)
医学映像教育セン
ター制作著作

医学映像教育セン
ター

DV492/I23/1

1022 せがのびる (かがくのとも:612号)
やぎゅうげんいち
ろうさく

福音館書店 E//20

1023 ちいさなふたりのいえさがし (こどものとも:768号) たかおゆうこさく 福音館書店 E//20
1024 ブルブルさんやまへいく (こどものとも年少版:通巻516号) 平山暉彦作 福音館書店 E//20

1025 そらの100かいだてのいえミニ (ボードブック) いわいとしお [作] 偕成社 E/13

1026 いちごがいっこいろ・かず・かたち
わらべきみか作・
絵

ポプラ社 E/16

1027 あひるがあるいてあいうえお
わらべきみか作・
絵

ポプラ社 E/16

1028 ちょうちょのためにドアをあけよう
ルース・クラウス
文/モーリス・セン
ダック絵/木坂涼訳

岩波書店 E/17

1029 いっぽんのせんとマヌエルピクニックのひ

マリア・ホセ・
フェラーダ文/パ
ト・メナ絵/星野由
美訳

偕成社 E/17

1030 ぬにゅ～ぽんぽん ちかつたけお作 KADOKAWA E/17

1031 ぜったいにおしちゃダメ?
ビル・コッターさ
く

サンクチュアリ出
版

E/18

1032 こんにちは!マトリョーシカ
いわしみずさやか
さく・え

偕成社 E/18

1033 ねえねえパンダちゃん 西村敏雄さく ほるぷ出版 E/19
1034 くろいの 田中清代さく 偕成社 E/19

1035 もぐらバス
佐藤雅彦原案/うち
のますみ文/絵

偕成社 E/19

1036 ちいさなはなよめぎょうれつ
ナルツィザ・ジミ
ホフスカ作/足達和
子訳/布川愛子絵

偕成社 E/19

1037 わかくさのおかで かじりみな子さく 偕成社 E/20
1038 やさいのおにたいじ : 御伽草子「酒呑童子」より (こどものとも絵本) つるたようこさく 福音館書店 E/20
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1039 プレストとゼスト リンボランドをいく

アーサー・ヨーリ
ンクス文/モーリ
ス・センダック文
絵/青山南訳

岩波書店 E/21

1040 たったひとつのドングリが : すべてのいのちをつなぐ (児童図書館・絵本の部屋)

ローラ・M・シェー
ファー, アダム・
シェーファーぶん/
フラン・プレスト
ン=ガノンえ/せな
あいこやく

評論社 E/21

1041 パンでんしゃ
有田奈央文/喜湯本
のづみ絵

交通新聞社 E/21

1042 あなたがおおきくなるひまで

ケイト・バンクス
ぶん/ナオコ・ス
トゥープえ/浜崎絵
梨やく

岩崎書店 E/21

1043 おうさまのこどもたち 三浦太郎 [作] 偕成社 E/21
1044 ながーいはなでなにするの? (幼児絵本ふしぎなたねシリーズ) 齋藤槙さく 福音館書店 E/21
1045 かえるくんのおさんぽ (福音館の幼児絵本) きもとももこさく 福音館書店 E/22
1046 たいこ (福音館の幼児絵本) 樋勝朋巳ぶん・え 福音館書店 E/22
1047 あついあつい (福音館の幼児絵本. 幼児絵本シリーズ) 垂石眞子さく 福音館書店 E/22

1048 ふみきりくん (福音館の幼児絵本)
えのもとえつこ文/
鎌田歩絵

福音館書店 E/22

1049 もりのおふろ (福音館の幼児絵本) 西村敏雄さく 福音館書店 E/22

1050 しんごうきピコリ
ザ・キャビンカン
パニー作・絵

あかね書房 E/22

1051 フォックスさんのにわ (児童図書館・絵本の部屋)
ブライアン・リー
ズさく/せなあいこ
やく

評論社 E/22

1052 おはようおやすみぼくのせかい (評論社の児童図書館・絵本の部屋)

マーガレット・ワ
イズ・ブラウンぶ
ん/ローレン・ロン
グえ/やまねもとよ
やく

評論社 E/23

1053 の junaida著 福音館書店 E/24
1054 いないいないばあさん 佐々木マキ [著] 偕成社 E/24
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1055 じぶんではなをかめるかな (えほんのぼうけん)
深見春夫さく・え/
守本倫子かんしゅ
う

岩崎書店 E/25

1056 どん! 西村敏雄作・絵 金の星社 E/25
1057 ひょうたんれっしゃ 齋藤槙作 アリス館 E/25

1058 イライラくんとこえだちゃん (児童図書館・絵本の部屋)

レモニー・スニ
ケットぶん/マ
シュー・フォーサ
イスえ/ひさやまた
いちやく

評論社 E/25

1059 ひらいてびっくり!のりもののりもの 中垣ゆたか [作] 偕成社 E/25

1060 コロッケです。 西村敏雄 [作]
学研教育出版/学研
マーケティング
(発売)

E/26

1061 トイレこちゃん (こどもえほんランド:12)
あさのますみ作/有
田奈央絵

ポプラ社 E/26

1062 とうめいにんげんのしょくじ (ポプラ社の絵本:34) 塚本やすし作 ポプラ社 E/26

1063 まほうのさんぽみち (児童図書館・絵本の部屋)
ロビン・ショーさ
く/せなあいこやく

評論社 E/26

1064 なっちゃんのなつ (かがくのとも絵本)
伊藤比呂美文/片山
健絵

福音館書店 E/26

1065 タコやん
富安陽子ぶん/南伸
坊え

福音館書店 E/26

1066 オニのサラリーマン : じごくの盆やすみ (日本傑作絵本シリーズ)
富安陽子文/大島妙
子絵

福音館書店 E/26

1067 りゅうじんさまは歯がいたい (ポプラ社の絵本:32) 関屋敏隆さく・え ポプラ社 E/27
1068 ねこです。 (講談社の創作絵本) 北村裕花作 講談社 E/27
1069 ふきだしくん 山口哲司さく・え 出版ワークス E/27
1070 おにぎりにんじゃ (講談社の創作絵本) 北村裕花作 講談社 E/27

1071 こねこのビスケット (ポプラ社の絵本:63)
野中柊作/網中いづ
る絵

ポプラ社 E/27

1072 くまくまパン 西村敏雄作 あかね書房 E/27
1073 なまけものパーティー 齋藤槙作 小学館 E/27
1074 ゆびたこ (ポプラ社の絵本:16) くせさなえ作 ポプラ社 E/27
1075 シロクマゆうびんきょく (ポプラ社の絵本:33) 木島誠悟作 ポプラ社 E/27

1076 とってもなまえのおおいネコ (児童図書館・絵本の部屋)
ケイティ・ハー
ネット作/松川真弓
やく

評論社 E/27
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1077 きらきらもりでまってるよ!
矢部美智代作/にき
まゆ絵

フレーベル館 E/27

1078 かめくんのさんぽ (こどものとも絵本)
なかのひろたかさ
く・え

福音館書店 E/27

1079 ぞうくんのおおかぜさんぽ (こどものとも絵本)
なかのひろたかさ
く・え

福音館書店 E/27

1080 みんなのくまくまパン 西村敏雄作 あかね書房 E/27

1081 おおいなるだいずいちぞく
はしもとえつよ
作・絵

偕成社 E/27

1082 かようびのドレス

ボニ・アッシュ
バーン文/ジュリ
ア・デーノス絵/小
川糸訳

ほるぷ出版 E/28

1083 なまえのないねこ
竹下文子文/町田尚
子絵

小峰書店 E/28

1084 さかさまたんけんたい すずきみほ作 偕成社 E/28

1085 グラファロ:もりでいちばんつよいのは? 改訂新版 (児童図書館・絵本の部屋)

ジュリア・ドナル
ドソンぶん/アクセ
ル・シェフラーえ/
久山太市やく

評論社 E/28

1086 まじょまじょランド ませぎりえこ作 偕成社 E/28

1087 ルーちゃんとクリスマスツリー (日本傑作絵本シリーズ)
下村明香ぶん/くわ
はらまいえ

福音館書店 E/28

1088 ねこぼん はやしますみ作 偕成社 E/29

1089 クリスマスだよ、デイビッド! (児童図書館・絵本の部屋)
デイビッド・シャ
ノンさく/小川仁央
やく

評論社 E/29

1090 雪の花 : ロシアのお話

セルゲイ・コズロ
フ原作/オリガ・
ファジェーエヴァ
絵/田中友子文

偕成社 E/29

1091 ひかりのぼうけん
マリー・ヴォイト
作・絵/俵万智訳

岩崎書店 E/29

1092 かえるの天神さん (日本傑作絵本シリーズ)
日野十成文/斎藤隆
夫絵

福音館書店 E/30

1093 イヌと友だちのバイオリン (ポプラせかいの絵本:63)
デイビッド・リッ
チフィールド作/俵
万智訳

ポプラ社 E/31
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1094 こんがらがったい 星野イクミ作・絵 フレーベル館 E/31

1095 おなまえ100
せべまさゆきさ
く・え

偕成社 E/31

1096 中世(鎌倉時代～戦国時代) (ビジュアル日本の住まいの歴史:2)
家具道具室内史学
会著

ゆまに書房 K383/Ka19/2

1097 近世(安土桃山時代～江戸時代) (ビジュアル日本の住まいの歴史:3)
家具道具室内史学
会著

ゆまに書房 K383/Ka19/3

1098 近現代(明治時代〜現代) (ビジュアル日本の住まいの歴史:4)
家具道具室内史学
会著

ゆまに書房 K383/Ka19/4

1099 いちばんはじめのマナーえほん 峯村良子作 偕成社 K385/Mi42

1100 こんなおおきなかず、みたことある? : 100,000,000,000,000,000,000,000のほし

セス・フィッシュ
マン作/イザベル・
グリーンバーグ絵/
竹内薫訳

偕成社 K412/F28

1101 「やべー」宇宙の話 : 読むだけで人生観が変わる 気になる宇宙著 KADOKAWA K440.4/Ki44

1102 お月さまのこよみ絵本 : 旧暦で行事をたのしむ
千葉望文/阿部伸二
絵

理論社 K449/C42

1103 令和のこころ : 万葉の世界と梅花の宴
上野誠著/花村えい
子絵

ミネルヴァ書房 K911/U45

1104 ベルリン1919 : 赤い水兵 上 (岩波少年文庫:621)
クラウス・コルド
ン作/酒寄進一訳

岩波書店 K943.7/Ko79/1-1

1105 ベルリン1919 : 赤い水兵 下 (岩波少年文庫:622)
クラウス・コルド
ン作/酒寄進一訳

岩波書店 K943.7/Ko79/1-2

1106 名刀大全 [図版編]
渡邉妙子, 原田一
敏監修

小学館 L756.6/W46/1

1107 名刀大全 解説編
渡邉妙子, 原田一
敏監修

小学館 L756.6/W46/2

1108 乙嫁語り 1 (Beam comix) 森薫著
エンターブレイン/
角川グループパブ
リッシング (発売)

M229.6/Mo51/1

1109 乙嫁語り 10 (Beam comix) 森薫著
エンターブレイン/
角川グループパブ
リッシング (発売)

M229.6/Mo51/10
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1110 乙嫁語り 11 (Beam comix) 森薫著
エンターブレイン/
角川グループパブ
リッシング (発売)

M229.6/Mo51/11

1111 乙嫁語り 12 (Beam comix) 森薫著
エンターブレイン/
角川グループパブ
リッシング (発売)

M229.6/Mo51/12

1112 乙嫁語り 2 (Beam comix) 森薫著
エンターブレイン/
角川グループパブ
リッシング (発売)

M229.6/Mo51/2

1113 乙嫁語り 3 (Beam comix) 森薫著
エンターブレイン/
角川グループパブ
リッシング (発売)

M229.6/Mo51/3

1114 乙嫁語り 4 (Beam comix) 森薫著
エンターブレイン/
角川グループパブ
リッシング (発売)

M229.6/Mo51/4

1115 乙嫁語り 5 (Beam comix) 森薫著
エンターブレイン/
角川グループパブ
リッシング (発売)

M229.6/Mo51/5

1116 乙嫁語り 6 (Beam comix) 森薫著
エンターブレイン/
角川グループパブ
リッシング (発売)

M229.6/Mo51/6

1117 乙嫁語り 7 (Beam comix) 森薫著
エンターブレイン/
角川グループパブ
リッシング (発売)

M229.6/Mo51/7

1118 乙嫁語り 8 (Beam comix) 森薫著
エンターブレイン/
角川グループパブ
リッシング (発売)

M229.6/Mo51/8
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1119 乙嫁語り 9 (Beam comix) 森薫著
エンターブレイン/
角川グループパブ
リッシング (発売)

M229.6/Mo51/9

1120 戦争は女の顔をしていない 1

小梅けいと作画/ス
ヴェトラーナ・ア
レクシエーヴィチ
原作

KADOKAWA M238.07/Ko63/1

1121 ゲイバーのもちぎさん 1 もちぎ著 講談社 M367.97/Mo12/1
1122 ゴールデンカムイ 1 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/1
1123 ゴールデンカムイ 10 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/10
1124 ゴールデンカムイ 11 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/11
1125 ゴールデンカムイ 12 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/12
1126 ゴールデンカムイ 13 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/13
1127 ゴールデンカムイ 14 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/14
1128 ゴールデンカムイ 15 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/15
1129 ゴールデンカムイ 16 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/16
1130 ゴールデンカムイ 17 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/17
1131 ゴールデンカムイ 18 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/18
1132 ゴールデンカムイ 19 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/19
1133 ゴールデンカムイ 2 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/2
1134 ゴールデンカムイ 20 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/20
1135 ゴールデンカムイ 3 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/3
1136 ゴールデンカムイ 4 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/4
1137 ゴールデンカムイ 5 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/5
1138 ゴールデンカムイ 6 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/6
1139 ゴールデンカムイ 7 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/7
1140 ゴールデンカムイ 8 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/8
1141 ゴールデンカムイ 9 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/9
1142 鬼滅の刃 1 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/1
1143 鬼滅の刃 10 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/10
1144 鬼滅の刃 11 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/11
1145 鬼滅の刃 12 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/12
1146 鬼滅の刃 13 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/13
1147 鬼滅の刃 14 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/14
1148 鬼滅の刃 15 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/15
1149 鬼滅の刃 16 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/16
1150 鬼滅の刃 17 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/17
1151 鬼滅の刃 18 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/18
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1152 鬼滅の刃 19 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/19
1153 鬼滅の刃 2 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/2
1154 鬼滅の刃 3 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/3
1155 鬼滅の刃 4 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/4
1156 鬼滅の刃 5 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/5
1157 鬼滅の刃 6 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/6
1158 鬼滅の刃 7 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/7
1159 鬼滅の刃 8 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/8
1160 鬼滅の刃 9 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/9
1161 はじめアルゴリズム 10 (モーニングKC) 三原和人著 講談社 M410/Mi17/10
1162 はじめアルゴリズム 6 (モーニングKC) 三原和人著 講談社 M410/Mi17/6
1163 はじめアルゴリズム 7 (モーニングKC) 三原和人著 講談社 M410/Mi17/7
1164 はじめアルゴリズム 8 (モーニングKC) 三原和人著 講談社 M410/Mi17/8
1165 はじめアルゴリズム 9 (モーニングKC) 三原和人著 講談社 M410/Mi17/9

1166 マンガでわかる愛着障害 : 自分を知り、幸せになるためのレッスン
岡田尊司監修/松本
耳子漫画

光文社 M493.743/O38

1167 となりのトトロ 2 (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/Mi88/2

1168 となりのトトロ 3 (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/Mi88/3

1169 となりのトトロ 4 (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/Mi88/4

1170 タッチ 10 (少年サンデーコミックス) あだち充著 小学館 M783.7/A16/10
1171 タッチ 11 (少年サンデーコミックス) あだち充著 小学館 M783.7/A16/11
1172 タッチ 6 (少年サンデーコミックス) あだち充著 小学館 M783.7/A16/6
1173 タッチ 7 (少年サンデーコミックス) あだち充著 小学館 M783.7/A16/7
1174 タッチ 8 (少年サンデーコミックス) あだち充著 小学館 M783.7/A16/8
1175 タッチ 9 (少年サンデーコミックス) あだち充著 小学館 M783.7/A16/9

1176 スヌーピー1973〜1974 (完全版ピーナッツ全集:12)
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/Sc8/12

1177 スヌーピー1975〜1976 (完全版ピーナッツ全集:13)
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/Sc8/13

1178 30の都市からよむ世界史 (日経ビジネス人文庫:962, [し8-1]) 造事務所編著
日本経済新聞出版
社

NBB/し8/1

1179 前方後円墳の時代 (岩波文庫:青(38)-129-1) 近藤義郎著 岩波書店 イ210.32/Ko73

1180 感身学正記 : 西大寺叡尊の自伝 2 (東洋文庫:664,901)
叡尊 [著]/細川涼
一訳注

平凡社 ト188.12/1/1
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1181 ひつじ研究叢書 (言語編) 言日(船所先生) 継続受入 ひつじ書房 個別にとる
1182 ひつじ研究叢書 (言語編) 言日(船所先生) 継続受入 ひつじ書房 個別にとる

1183 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

1184 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

1185 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

1186 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

1187 行政書士になるには (なるにはBooks:108) 三田達治編著 ぺりかん社 就職/資格
1188 薬剤師になるには (なるにはBooks:58) 井手口直子編著 ぺりかん社 就職/資格
1189 日本語教育能力検定試験合格するための本 2020年 アルク 就職/資格/'20
1190 日本語教育能力検定試験合格するための本 2020年 アルク 就職/資格/'20
1191 日本語教育能力検定試験合格するための本 2020年 アルク 就職/資格/'20
1192 日本語教育能力検定試験合格するための本 2020年 アルク 就職/資格/'20
1193 日本語教育能力検定試験合格するための本 2020年 アルク 就職/資格/'20

1194 B検ビジネス能力検定ジョブパス2級公式テキスト : 文部科学省後援 2020年版
職業教育・キャリ
ア教育財団監修

日本能率協会マネ
ジメントセンター

就職/資格/'20

1195 経営情報システム (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5)
TAC株式会社出版事
業部

就職/資格/'20

1196 経営情報システム (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5)
TAC株式会社出版事
業部

就職/資格/'20

1197
小売業の類型,マーチャンダイジング [令和2年度版] (リテールマーケティング(販売士)検定3級問題集:Part
1)

中谷安伸編著 一ツ橋書店 就職/資格/'20

1198 ユーキャンの宅建士テーマ別問題集 2020年版
ユーキャン宅建士
試験研究会編

ユーキャン学び出
版/自由国民社 (発
売)

就職/資格/'20

1199 史上最強の宅建士テキスト 2020年版 オフィス海著 ナツメ社 就職/資格/'20

1200 権利関係 (出る順宅建士合格テキスト. 2020年版1) (出る順宅建士シリーズ)
東京リーガルマイ
ンド

就職/資格/'20

1201 権利関係 (ゼロから宅建士ベーシックブック : 豊富な図解でやさしく解説!. 2020年版2) 住宅新報出版 就職/資格/'20
1202 宅建業法 (ゼロから宅建士ベーシックブック : 豊富な図解でやさしく解説!. 2020年版1) 住宅新報出版 就職/資格/'20
1203 必勝合格宅建士過去問題集 2020 総合資格学院編 総合資格 就職/資格/'20

1204
パーフェクト宅建の要点整理 : 「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

1205 権利関係 (出る順宅建士ウォーク問過去問題集. 2020年版1) (出る順宅建士シリーズ)
東京リーガルマイ
ンド

就職/資格/'20
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1206 比較認識法で社労士マスター 2020年度版択一対策編 岡武史著
TAC株式会社出版事
業部

就職/資格/'20

1207 比較認識法で社労士マスター 2020年度版選択対策編 岡武史著
TAC株式会社出版事
業部

就職/資格/'20

1208 みんなが欲しかった!社労士の年度別過去問題集5年分 2020年度版
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

1209 出る順社労士選択式徹底対策問題集 2020年版 (出る順社労士シリーズ)

東京リーガルマイ
ンドLEC総合研究所
社会保険労務士試
験部編著

東京リーガルマイ
ンド

就職/資格/'20

1210 通関士完全攻略ガイド 2020年版 (通関士教科書. 通関士試験学習書)
ヒューマンアカデ
ミー著

翔泳社 就職/資格/'20

1211 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
1212 生保・損保 2020年度版 (最新データで読む産業と会社研究シリーズ:2, 4, 5) 二期出版 就職/資格/'20
1213 私教育 2020年度版 (最新データで読む産業と会社研究シリーズ:7) 千葉誠一監修 産学社 就職/資格/'20
1214 化学 2020年度版 (最新データで読む産業と会社研究シリーズ:9, 11, 13) 化学業界研究会編 産学社 就職/資格/'20

1215 本試験徹底解剖 (無敵の社労士. 2020年合格目標2)
TAC株式会社出版事
業部

就職/資格/'20

1216 ごうかく社労士まる覚えサブノート 2020年版 (ごうかく社労士シリーズ)
秋保雅男監著/古川
飛祐共著

中央経済グループ
パブリッシング

就職/資格/'20

1217 うかる!宅建士一問一答+予想模試 2020年度版
駿台法律経済&ビジ
ネス専門学校編

日本経済新聞出版
社

就職/資格/'20

1218 うかる!宅建士速攻テキスト 2020年度版
駿台法律経済&ビジ
ネス専門学校編

日本経済新聞出版
社

就職/資格/'20

1219 宅建業法 (出る順宅建士ウォーク問過去問題集. 2020年版2) (出る順宅建士シリーズ)
東京リーガルマイ
ンド

就職/資格/'20

1220 銀行 2020年度版 (最新データで読む産業と会社研究シリーズ:1, 3, 4) 二期出版 就職/資格/'20

1221 AI・クラウド・IoT 2020年度版 (最新データで読む産業と会社研究シリーズ:4)
IT産業研究会, 岩
崎尊史著

産学社 就職/資格/'20

1222 食品 2020年度版 (最新データで読む産業と会社研究シリーズ:5, 7, 8, 9) 二期出版 就職/資格/'20
1223 医薬品 2020年度版 (最新データで読む産業と会社研究シリーズ:6, 8, 9) 産学社 就職/資格/'20
1224 不動産 2020年度版 (最新データで読む産業と会社研究シリーズ:8, 10, 12) 伊藤歩著 産学社 就職/資格/'20
1225 直前対策ブック 2年度 (公務員試験受験ジャーナル特別企画:3-4) 実務教育出版 就職/資格/'20

1226 日経キーワード : 550 words 2020-2021 日経HR編集部編著 日経HR 就職/資格/'20-'21

1227 行政学 (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16)
東京リーガルマイ
ンド

就職/資格/'20-'21
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1228 民法. 1 (総則・物権) (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10)
東京リーガルマイ
ンド

就職/資格/'20-'21

1229 鉄道業界就職ガイドブック 2021 (イカロスMOOK) イカロス出版 就職/資格/'21

1230 自衛隊一般曹候補生面接試験対策 [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

1231 商社 : 商社パーソンの仕事と働き方がわかる 2021年度版 (業界と会社研究)
美原融監修/大坪サ
トル編著/D.ブレイ
ン編著

日本実業出版社 就職/資格/'21

1232 国家一般職「大卒」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:3) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'21
1233 「大卒高卒」消防官教養試験過去問350 2021年度版 (公務員試験合格の500シリーズ:11) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'21

1234 マスコミ就職読本 2021年度版 2 新聞・出版篇
月刊『創』編集部
編

創出版 就職/資格/'21

1235 論文試験の秘伝 : 公務員試験地方上級・国家II種・裁判所事務官他 2021年度採用版 山下純一著
TAC株式会社出版事
業部

就職/資格/'21

1236 大卒警察官教養試験過去問350 2021年度版 (公務員試験合格の500シリーズ:9-10) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'21
1237 これだけ押さえる!SPIでるとこだけ問題集 ['22年度版] 内定塾監修 高橋書店 就職/資格/'22
1238 最新!SPI3完全版 ['22年度版] 柳本新二著 高橋書店 就職/資格/'22
1239 文系学生のためのSPI3完全攻略問題集 ['22年度版] 尾藤健著 高橋書店 就職/資格/'22
1240 7日でできる!一問一答!一般常識「頻出」問題集 ['22年度版] 小林公夫著 高橋書店 就職/資格/'22
1241 出るとこだけ!一問一答一般常識&最新時事 ['22年度版] 小林公夫著 高橋書店 就職/資格/'22
1242 就職用一般常識 ['22年版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'22
1243 就職試験によく出る適性・適職問題 ['22年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'22
1244 内定者はこう話した!面接・自己PR・志望動機 : 完全版 ['22年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'22
1245 一問一答面接攻略完全版 ['22年度版] 櫻井照士著 高橋書店 就職/資格/'22
1246 内定者はこう書いた!エントリーシート・履歴書・志望動機・自己PR : 完全版 ['22年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'22
1247 内定者はこう選んだ!業界選び・仕事選び・自己分析・自己PR : 完全版 ['22年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'22

1248 日本語教育能力検定試験に合格するための用語集 改訂版
岩田一成 [ほか]
著

アルク 就職/資格/['19]

1249 日本語教育能力検定試験に合格するための用語集 改訂版
岩田一成 [ほか]
著

アルク 就職/資格/['19]

1250 日本語教育能力検定試験に合格するための用語集 改訂版
岩田一成 [ほか]
著

アルク 就職/資格/['19]

1251 日本語教育能力検定試験に合格するための用語集 改訂版
岩田一成 [ほか]
著

アルク 就職/資格/['19]

1252 日本語教育能力検定試験に合格するための用語集 改訂版
岩田一成 [ほか]
著

アルク 就職/資格/['19]

1253 日本語教育能力検定試験合格するための問題集 新版
アルク日本語編集
部編

アルク 就職/資格/['19]
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1254 日本語教育能力検定試験合格するための問題集 新版
アルク日本語編集
部編

アルク 就職/資格/['19]

1255 日本語教育能力検定試験合格するための問題集 新版
アルク日本語編集
部編

アルク 就職/資格/['19]

1256 日本語教育能力検定試験合格するための問題集 新版
アルク日本語編集
部編

アルク 就職/資格/['19]

1257 日本語教育能力検定試験合格するための問題集 新版
アルク日本語編集
部編

アルク 就職/資格/['19]

1258 TOEIC speakingテスト問題集 新形式完全対応版
ロバート・ヒルキ,
デイビッド・セイ
ン著

研究社 就職/資格/['19]

1259 販売士〈リテールマーケティング〉3級過去問題集 : 84～80回試験問題を収録 第7版
TAC株式会社(販売
士研究会) 編著

TAC株式会社出版事
業部

就職/資格/['19]

1260 日本語教育能力検定試験に合格するための基礎知識 改訂版 岡田英夫著 アルク 就職/資格/['19]
1261 日本語教育能力検定試験に合格するための基礎知識 改訂版 岡田英夫著 アルク 就職/資格/['19]
1262 日本語教育能力検定試験に合格するための基礎知識 改訂版 岡田英夫著 アルク 就職/資格/['19]
1263 日本語教育能力検定試験に合格するための基礎知識 改訂版 岡田英夫著 アルク 就職/資格/['19]
1264 日本語教育能力検定試験に合格するための基礎知識 改訂版 岡田英夫著 アルク 就職/資格/['19]

1265 基本用語事典 : 日本語教育能力検定試験対策 増補改訂版 (新・はじめての日本語教育)
高見澤孟 [ほか]
共著

アスク出版 就職/資格/['19]

1266 基本用語事典 : 日本語教育能力検定試験対策 増補改訂版 (新・はじめての日本語教育)
高見澤孟 [ほか]
共著

アスク出版 就職/資格/['19]

1267 基本用語事典 : 日本語教育能力検定試験対策 増補改訂版 (新・はじめての日本語教育)
高見澤孟 [ほか]
共著

アスク出版 就職/資格/['19]

1268 基本用語事典 : 日本語教育能力検定試験対策 増補改訂版 (新・はじめての日本語教育)
高見澤孟 [ほか]
共著

アスク出版 就職/資格/['19]

1269 基本用語事典 : 日本語教育能力検定試験対策 増補改訂版 (新・はじめての日本語教育)
高見澤孟 [ほか]
共著

アスク出版 就職/資格/['19]

1270
民法. 2 (債権・親族・相続) (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
11)

東京リーガルマイ
ンド

就職/資格/['19]

1271 ファッション業界大研究 : 最新 第2版
ファッション&ソフ
トマーケティング
研究会編著

産学社 就職/資格/['19]

1272 公務員試験行政5科目まるごとパスワードneo2 高瀬淳一著 実務教育出版 就職/資格/['19]

1273
厚生年金保険法・社会保険に関する一般常識 (出る順社労士一問一答過去10年問題集. 2020年版4) (出る順社
労士シリーズ)

東京リーガルマイ
ンド

就職/資格/['19]

1274 宅建業法 (出る順宅建士合格テキスト. 2020年版2) (出る順宅建士シリーズ)
東京リーガルマイ
ンド

就職/資格/['19]
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1275 カラーコーディネーター検定試験スタンダードクラス公式テキスト

東京商工会議所検
定センター/中央経
済グループパブ
リッシング (発売)

就職/資格/['19]

1276 日本語教育能力検定試験合格問題集 : 日本語教育能力検定試験学習書 第3版 (日本語教育教科書)
ヒューマンアカデ
ミー著

翔泳社 就職/資格/['20]

1277 日本語教育能力検定試験合格問題集 : 日本語教育能力検定試験学習書 第3版 (日本語教育教科書)
ヒューマンアカデ
ミー著

翔泳社 就職/資格/['20]

1278 日本語教育能力検定試験合格問題集 : 日本語教育能力検定試験学習書 第3版 (日本語教育教科書)
ヒューマンアカデ
ミー著

翔泳社 就職/資格/['20]

1279 日本語教育能力検定試験合格問題集 : 日本語教育能力検定試験学習書 第3版 (日本語教育教科書)
ヒューマンアカデ
ミー著

翔泳社 就職/資格/['20]

1280 日本語教育能力検定試験合格問題集 : 日本語教育能力検定試験学習書 第3版 (日本語教育教科書)
ヒューマンアカデ
ミー著

翔泳社 就職/資格/['20]

1281 商法 (公務員試験過去問攻略Vテキスト:7)
TAC株式会社出版事
業部

就職/資格/['20]

1282 新しい就活 : 自己分析はやめる!15万人にキャリア指導してきたプロが伝授する内定獲得メソッド 佐藤裕著 河出書房新社 就職/資格/['20]
1283 公務員試験過去問トレーニング伊藤塾のこれで完成!憲法 伊藤塾著 KADOKAWA 就職/資格/['20]

1284 今がわかる時代がわかる日本地図 2020年版 (Seibido mook)
成美堂出版編集部
編

成美堂出版 旅行/地図/'20

1285 今がわかる時代がわかる世界地図 2020年版 (Seibido mook)
成美堂出版編集部
編集

成美堂出版 旅行/地図/'20

1286 アパレル興亡 黒木　亮 岩波書店
1287 和歌山県の特別支援学校教諭 過去問� 協同出版
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