
2020年3月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 ディープラーニング
ジョン・D・ケレ

ハー著/久島聡子訳
ニュートンプレス 007.13/Ke32

2 ITエンジニアの働き方改革 (情報サービス産業白書:2019. White paper of information service industry)
情報サービス産業協

会編集
インプレス 007.3/JoS/'19

3 Web制作会社年鑑 : Web creative productions portfolio 2019 (Web designing books)
Web Designing編集

部編

毎日コミュニケー

ションズ
007.35//'19

4 人から始まるデジタル変革 : イノベーションを生む企業文化・風土を作れ (IT人材白書:2019) 情報処理推進機構 007.35//'19

5 演習アカデミックスキルとしてのICT活用
木野富士男著/高橋尚

子監修
技術評論社 007.6/Ki45

6 新しい基盤、巧妙化する攻撃 : 未知のリスクに対応する力を (情報セキュリティ白書:2019)

情報処理推進機構

(IPA)企画・著作・制

作

情報処理推進機構

(IPA)
007.609/JoS/'19

7 データサイエンス設計マニュアル
Steven S.Skiena著/

長尾高弘訳

オライリー・ジャパ

ン/オーム社(発売)
007.609/Sk

8 これからはじめるIllustratorの本 : 2020年最新版 (デザインの学校)
ロクナナワーク

ショップ著
技術評論社 007.642/I63/'20

9 Illustratorスーパーリファレンス : CC 2019-CS6|Win&Mac対応 : 基本からしっかり学べる 井村克也著 ソーテック社 007.642/I63/['19]

10 絵本がつなぐ高齢者と子どもたち : 高知発「本読み会」がコミュニティを再生 森本ちか著 くもん出版 019.53/Mo55

11 人生の1冊の絵本 (岩波新書:新赤版 1828) 柳田邦男著 岩波書店 019.53/Y53

12 製本大全 : 裁つ、折る、綴じる。知っておきたい全技術

フランツィスカ・

モーロック, ミリア

ム・ヴァスツェレフ

スキー著/井原恵子訳

グラフィック社 022.8/Mo74

13 平成出版データブック : 『出版年鑑』から読む30年史 能勢仁著 ミネルヴァ書房 023.1//['19]

14 自費出版年鑑 2019
自費出版ネットワー

ク/サンライズ出版
023.89//'19

15 2019年 (出版再販・流通白書:no. 22) 日本書籍出版協会 024.1//'19
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16 東京の美しい本屋さん 田村美葉著 エクスナレッジ 024.136/Ta82

17 本を売る技術
矢部潤子著/杉江由次

編
本の雑誌社 024/Y11

18 中国関係論説資料 60(2018年)第4分冊上 論説資料保存会 051.1/1/60-4-1

19 中国関係論説資料 60(2018年)第4分冊下 論説資料保存会 051.1/1/60-4-2

20 中国関係論説資料 60(2018年)第4分冊増 論説資料保存会 051.1/1/60-4-3

21 読売年鑑 2019年版 読売新聞社 059.1//'19

22 学びの羅針盤 : ラーニングアナリティクス (丸善ライブラリー:389. 情報研シリーズ:23) 古川雅子 [ほか] 著 丸善出版 081/21/389

23 短歌 1 (岩波新書:新赤版 1813. 大岡信『折々のうた』選) 水原紫苑編 岩波書店 081/6-4/1813

24 アメリカの制裁外交 (岩波新書:新赤版 1824) 杉田弘毅著 岩波書店 081/6-4/1824

25 客室乗務員の誕生 : 「おもてなし」化する日本社会 (岩波新書:新赤版 1825) 山口誠著 岩波書店 081/6-4/1825

26 小学校英語のジレンマ (岩波新書:新赤版 1826) 寺沢拓敬著 岩波書店 081/6-4/1826

27 律令国家と隋唐文明 (岩波新書:新赤版 1827) 大津透著 岩波書店 081/6-4/1827

28 人生の1冊の絵本 (岩波新書:新赤版 1828) 柳田邦男著 岩波書店 081/6-4/1828

29 超越と普遍に向けて (ちくま新書:1462. 世界哲学史:3:中世1) 筑摩書房 102/Se22/3

30 世界を知るための哲学的思考実験 岡本裕一朗著 朝日新聞出版 104/O42

31 急に具合が悪くなる
宮野真生子, 磯野真穂

著
晶文社 114.2/Mi79

32 まったくゼロからの論理学 野矢茂樹[著] 岩波書店 116/N97

33 出逢いのあわい : 九鬼周造における存在論理学と邂逅の倫理 (Νύξ叢書:05) 宮野真生子著 堀之内出版 121.6/Ku28

34 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(2)

35 精神分析的システムズ心理療法 : 人は変われる 小谷英文著
PAS心理教育研究所

出版部
146.8/Ko92/(1)
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36 功利主義をのりこえて : 経済学と哲学の倫理

アマルティア・セン,

バーナード・ウィリ

アムズ編著

ミネルヴァ書房 151.7/Se57

37 神社と生活を結ぶ (神社年鑑:令和元年度版)
ギャラリーステー

ション
175//'19

38 1001年-1500年 (ちくま新書:1287-3. 人類5000年史:3) 出口治明著 筑摩書房 209/DeH/3

39 日中関係史 : 1500年の交流から読むアジアの未来
エズラ・F・ヴォー

ゲル著/益尾知佐子訳
日本経済新聞出版社 210.1822/Ka92

40 木簡 : 古代からの便り 奈良文化財研究所編 岩波書店 210.3/Ko49

41 人物でわかる日本書紀 : 歴代天皇、后妃、有力豪族、渡来人、神々 古川順弘著 山川出版社 210.3/N71

42 古代史講義 宮都篇 (ちくま新書:1391,1480) 佐藤信編 筑摩書房 210.3/SaM/3

43 敗者たちの中世争乱 : 年号から読み解く (歴史文化ライブラリー:495) 関幸彦著 吉川弘文館 210.4/Se44

44 日本近世村落論 渡辺尚志著 岩波書店 210.5/W46

45 「江戸大地震之図」を読む (角川選書:629) 杉森玲子著 KADOKAWA 210.58/Su38

46 明治史研究の最前線 (筑摩選書:0184) 小林和幸編著 筑摩書房 210.6/Ko12

47 維新鳴動 : かごしま再論 南日本新聞社編
南日本新聞開発セン

ター
210.61/Mi37

48 女たちのシベリア抑留 小柳ちひろ著 文藝春秋 210.75/Ko97

49 東南アジアの歴史 : 人・物・文化の交流史 新版 (有斐閣アルマ:Interest. 世界に出会う各国=地域史)
桐山昇, 栗原浩英, 根

本敬著
有斐閣 223/To63

50 「ユダヤ」の世界史 : 一神教の誕生から民族国家の建設まで 臼杵陽著 作品社 227.9/U95

51 アウシュヴィッツの手紙 改訂増補版 内藤陽介著 えにし書房 234.074/N29

52 人とことば (人物叢書:別冊) 日本歴史学会編 吉川弘文館 280.8/N71

53 リーダーシップと突破力 : 近代日本を作った50人に学ぶ 続 竹村之宏著
日本生産性本部生産

性労働情報センター
281.04/TaY/2

54 河口慧海 : 雲と水との旅をするなり (ミネルヴァ日本評伝選) 高山龍三著 ミネルヴァ書房 289.1/Ka92
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55 徳川秀忠 (人物叢書:[通巻303])
山本博文著/日本歴史

学会編集
吉川弘文館 289.1/To36

56
外国人だけが知っている「観光地ニッポン」 : 47都道府県満足度ランキングから読み解く訪日客が好きな

日本、感動した日本

ステファン・シャウ

エッカー著
大和書房 291.093/Sc1

57 韓国 現地からの報告 : セウォル号事件から文在寅政権まで (ちくま新書:1483) 伊東順子著 筑摩書房 302.21/I91

58 日本人のためのイスラエル入門 (ちくま新書:1484) 大隅洋[著] 筑摩書房 302.279/O79

59 ニュース年鑑 2019 こどもくらぶ編 ポプラ社 302//'19

60 社会運動の現在 : 市民社会の声 長谷川公一編 有斐閣 309/H36

61 環太平洋地域の移動と人種 : 統治から管理へ、遭遇から連帯へ
田辺明生, 竹沢泰子,

成田龍一編
京都大学学術出版会 316.8/Ka59

62 在日コリアン弁護士から見た日本社会のヘイトスピーチ : 差別の歴史からネット被害・大量懲戒請求まで

金竜介, 姜文江, 在日

コリアン弁護士協会

編

明石書店 316.81/Ki46

63 消防白書 令和元年版 国家消防本部編 大蔵省印刷局 317.79//'19

64 日本都市年鑑 77(令和元年版) 東京市政調査会編 東京市政調査会 318.2//'19

65 学歴・試験・平等 : 自治体人事行政の3モデル 林嶺那著 東京大学出版会 318.3/H48

66 松岡洋右と日米開戦 : 大衆政治家の功と罪 (歴史文化ライブラリー:496) 服部聡著 吉川弘文館 319.1/Ma86

67 「一帯一路」時代のASEAN : 中国傾斜のなかで分裂・分断に向かうのか
金子芳樹, 山田満, 吉

野文雄編著
明石書店 319.23/I91

68 Human security studies : theories, methods and themes Sorpong Peou World Scientific 319.8/P38

69 年鑑海外事情 2019
拓殖大学海外事情研

究所編
創成社 319//'19

70

Das Altrömische, das vorklassische und klassische Recht 2., neubearb. Aufl (Handbuch der

Altertumswissenschaft : in systematischer auf Geschichte und Methodik der enzelnen Disziplinen:Abt.

10. Rechtsgeschichte des Altertums:T. 3, Bd. 3/Das römische Privatrecht:Abschnitt 1)

von Max Kaser C.H. Beck 322.32/Ka74/1
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71

Die nachklassischen Entwicklungen 2., neubearb. Aufl (Handbuch der Altertumswissenschaft : in

systematischer auf Geschichte und Methodik der einzelnen Disziplinen:Abt. 10. Rechtsgeschichte des

Altertums:Teil 3, Bd. 3/Das römische Privatrecht:Abschnitt 2)

von Max Kaser C.H. Beck 322.32/Ka74/2

72 大学生のための日本国憲法入門 吉田成利著 慶應義塾大学出版会 323.14/Y86

73 商法入門 (スタンダード商法:5) 高橋英治編 法律文化社 325/Su83/5

74 犯罪被害者白書 令和元年版 内閣府編集 佐伯印刷 326.3//'19

75 寺田精一 1 (近代犯罪心理学文献選:第1-3巻) 藤野京子編・解説 クレス出版 326.34/F64/1

76 寺田精一 2 (近代犯罪心理学文献選:第1-3巻) 藤野京子編・解説 クレス出版 326.34/F64/2

77 寺田精一 3 (近代犯罪心理学文献選:第1-3巻) 藤野京子編・解説 クレス出版 326.34/F64/3

78 近藤貞次・石井俊瑞高瀬安貞・小熊虎之助 (近代犯罪心理学文献選:第4巻) 藤野京子編・解説 クレス出版 326.34/F64/4

79 玉生道経 (近代犯罪心理学文献選:第5巻) 藤野京子編・解説 クレス出版 326.34/F64/5

80 吉益脩夫 (近代犯罪心理学文献選:第6巻) 藤野京子編・解説 クレス出版 326.34/F64/6

81 谷貞信・植松正・樋口幸吉 (近代犯罪心理学文献選:第7巻) 藤野京子編・解説 クレス出版 326.34/F64/7

82 再犯防止推進白書 平成30年版 法務省編集
日経印刷/全国官報販

売協同組合 (発売)
326.56//'18

83 弁護士白書 2019年版
日本弁護士連合会編

著
日本弁護士連合会 327.14//'19

84 民事訴訟法 第3版 長谷部由起子著 岩波書店 327.2/H35

85 冤罪白書 2019
「冤罪白書」編集委

員会編
燦燈出版 327.6//'19

86 子ども・若者が変わるとき : 育ち・立ち直りを支え導く少年院・少年鑑別所の実践 法務省矯正局編 矯正協会 327.85/H83

87 行動ゲーム理論入門 第2版 川越敏司著 NTT出版 331.19/Ka92

88 マーシャルクールヘッド&ウォームハート
アルフレッド・マー

シャル著/伊藤宣広訳
ミネルヴァ書房 331.74/Ma52

89 ピグー知識と実践の厚生経済学
アーサー・C・ピ

グー著/高見典和訳
ミネルヴァ書房 331.74/P64
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90 ミュルダール福祉・発展・制度

グンナー・ミュル

ダール著/藤田菜々子

訳

ミネルヴァ書房 331.75/My

91 社会と経済 : 枠組みと原則
マーク・グラノヴェ

ター著/渡辺深訳
ミネルヴァ書房 331/G77

92 無形資産が経済を支配する : 資本のない資本主義の正体

ジョナサン・ハスケ

ル, スティアン・ウェ

ストレイク著/山形浩

生訳

東洋経済新報社 332.06/H38

93 スティグリッツPROGRESSIVE CAPITALISM

ジョセフ・E.スティ

グリッツ著/山田美明

訳

東洋経済新報社 332.53/St6

94 自由の命運 : 国家、社会、そして狭い回廊 上

ダロン・アセモグル,

ジェイムズ・A.ロビ

ンソン著/櫻井祐子訳

早川書房 332/A15/1

95 自由の命運 : 国家、社会、そして狭い回廊 下

ダロン・アセモグル,

ジェイムズ・A.ロビ

ンソン著/櫻井祐子訳

早川書房 332/A15/2

96 首都圏白書 令和元年版 国土庁編 大蔵省印刷局 333.5//'19

97 文明と国際経済の地平

京都大学経済研究所

附属先端政策分析研

究センター編/松尾剛

彦 [ほか] 著

東洋経済新報社 333.6/Ky6

98 SDGsとは何か? : 世界を変える17のSDGs目標 安藤顯著 三和書籍 333.8/A47

99 土地白書 令和元年版 国土庁編 大蔵省印刷局 334.6//'19

100 孫正義 : 事業家の精神 井上篤夫著
日経BP/日経BPマー

ケティング (発売)
335.13/So42
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101 図解要説中小企業白書を読む 2019年度対応版
東洋大学経済学部・

白書研究会編
同友館 335.35/ToD/'19

102 会社学の基礎知識 松崎和久著 税務経理協会 335.4/Ma92

103 公正取引委員会年次報告 令和元年版 公正取引委員会編 大蔵省印刷局 335.57//'19

104 コミュニティの合意形成 (公民連携白書:2019-2020)
東洋大学PPP研究セ

ンター編著

時事通信出版局/時事

通信社 (発売)
335.7//'19-'20

105 ベンチャー白書 : ベンチャービジネスに関する年次報告 2019

ベンチャーエンター

プライズセンター編

集

ベンチャーエンター

プライズセンター
335//'19

106 アート・イン・ビジネス : ビジネスに効くアートの力
電通美術回路編/若林

宏保 [ほか] 著
有斐閣 335/D61

107 はじめてのアントレプレナーシップ論 中村寛樹著

中央経済社/中央経済

グループパブリッシ

ング(発売)

335/N37

108 ビジネスマネジャー検定試験公式テキスト : 管理職のための基礎知識 第3版 東京商工会議所編

中央経済社/中央経済

グループパブリッシ

ング(発売)

336.3//['20]

109 ビジネスマネジャー検定試験公式問題集 2020年版 東京商工会議所編

中央経済社/中央経済

グループパブリッシ

ング(発売)

336.3//['20]

110 iOSビジネス年鑑 (マイナビムック. Mac Fan Special) マイナビ出版 336.57//['19]

111 監査白書 : 監査総合実態調査 第19回 (2017年) 日本内部監査協会 336.84//'17

112 教養としての簿記 : ゼロから学ぶ簿記理論
太田佑馬編著/小林里

美, 濱田明著
大学教育出版 336.91/O84

113 Pythonによるファイナンス : データ駆動型アプローチに向けて
Yves Hilpisch著/黒

川利明訳

オライリー・ジャパ

ン/オーム社 (発売)
338.01/H58
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114 金融情報システム白書 令和2年版
金融情報システムセ

ンター編
財経詳報社 338.5//'20

115 預金取引編 (金融のプロになる:1)
東京税経センター編/

斎藤和男監修
金融ブックス 338.5/To46/1

116 国際金融論をつかむ 新版 (Textbooks tsukamu)
橋本優子, 小川英治,

熊本方雄著
有斐閣 338.9/Ko51

117 地方財政白書 平成31年版 自治省編 大蔵省印刷局 349.21//'19

118 数字でみる日本の100年 : 日本国勢図会長期統計版 改訂第7版 矢野恒太記念会編集 矢野恒太記念会 351/Y58

119 ダイナミック・コーチング : 個人と組織の変革 小谷英文著
PAS心理教育研究所

出版部
361.4/Ko92(1)

120 ダイナミック・コーチング : 個人と組織の変革 小谷英文著
PAS心理教育研究所

出版部
361.4/Ko92(2)

121 天皇と右翼・左翼 : 日本近現代史の隠された対立構造 (ちくま新書:1482) 駄馬裕司[著] 筑摩書房 361.65/D11

122 SPSSでやさしく学ぶアンケート処理 第5版
石村友二郎, 加藤千恵

子, 劉晨著
東京図書 361.9/Sp8

123 老健施設の立場から [令和元年版] (介護白書:平成26-30年版,令和元年版)
全国老人保健施設協

会編

オフィスTM/TAC株

式会社出版事業部

(発売)

364.4//'19

124 消費者白書 令和元年版 消費者庁編 勝美印刷 365.021//'19

125
人生100年時代の「幸せ戦略」 : 全国2万人調査からみえる多様なライフデザイン (ライフデザイン白

書:2020)

第一生命経済研究所

編/宮木由貴子, 的場

康子, 稲垣円著

東洋経済新報社 365.5//'20

126
一般企業への重度精神障害者の就職をどう支援していくか : 包括的な支援のためにIPSを利用する

(MINERVA社会福祉叢書:63)
片山優美子著 ミネルヴァ書房 366.28/Ka84

127 知的障害・発達障害の人たちのための新・見てわかるビジネスマナー集

「新・見てわかるビ

ジネスマナー集」企

画編集委員会編著

ジアース教育新社 366.28/Sh64
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128 外国人技能実習・研修事業実施状況報告 2019年度版 (JITCO白書) 国際研修協力機構編 国際研修協力機構 366.29//'19

129 過労死等防止対策白書 令和元年版 厚生労働省編集
正陽文庫/全国官報販

売協同組合 (発売)
366.34//'19

130
実現しよう大幅賃上げ、全国一律最賃、均等待遇、消費税減税 : 許すな安倍9条改憲、社会報償破壊 : 職場

と地域で共同を拡げ、未来を切り拓こう :  データブック (国民春闘白書:2020年)
全労連, 労働総研編 学習の友社 366.621//'20

131 連合白書 : 賃金闘争の資料と解説 2020
全日本民間労働組合

連合会編集
創広 366.621//'20

132 働く人のための感情資本論 : パワハラ・メンタルヘルス・ライフハックの社会学 山田陽子著 青土社 366.94/Y19

133 ちょっと気になる「働き方」の話 権丈英子著 勁草書房 366/Ke44

134 はじめてのジェンダー論 (有斐閣ストゥディア) 加藤秀一著 有斐閣 367.1/Ka86

135 家族心理学 : 家族システムの発達と臨床的援助 第2版 (有斐閣ブックス:[689]) 中釜洋子 [ほか] 編 有斐閣 367.3/Ka99

136 中高年ひきこもり (幻冬舎新書:さ-4-2, 579) 斎藤環著 幻冬舎 367.7/Sa25

137 本当の貧困の話をしよう : 未来を変える方程式 石井光太著 文藝春秋 368.2/I75

138 「自殺対策」の政策学 : 個人の問題から政策課題へ (Minerva人文・社会科学叢書:235) 小牧奈津子著 ミネルヴァ書房 368.3/Ko58

139 逃避型ネット依存の社会心理 大野志郎著 勁草書房 368/O67

140 ユーキャンの福祉住環境コーディネーター2級重要過去問&予想模試

ユーキャン福祉住環

境コーディネーター

試験研究会編

ユーキャン学び出版/

自由国民社 (発売)
369.079//'20

141 ユーキャンの福祉住環境コーディネーター3級速習レッスン&問題集 2020年版

ユーキャン福祉住環

境コーディネーター

試験研究会編

ユーキャン学び出版/

自由国民社(発売)
369.079//'20

142 ユーキャンの福祉住環境コーディネーター2級速習レッスン 2020年版

ユーキャン福祉住環

境コーディネーター

試験研究会編

ユーキャン学び出版/

自由国民社 (発売)
369.079//'20

143 ケアマネジャー試験過去問でる順一問一答 2020
神奈川県介護支援専

門員協会編集
中央法規出版 369.079//'20
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144 ケアマネジャー試験合格問題集 2020
介護支援専門員受験

対策研究会編集
中央法規出版 369.079//'20

145 ケアマネジャー試験ワークブック 2020
介護支援専門員受験

対策研究会編集
中央法規出版 369.079//'20

146 社会福祉六法 令和2年版 : 1 新日本法規出版 369.12/ShF/'20-1

147 社会福祉六法 令和2年版 : 2 新日本法規出版 369.12/ShF/'20-2

148 就労支援サービス : 雇用支援・雇用政策 第4版 (社会福祉士シリーズ:18)

福祉臨床シリーズ編

集委員会編/桐原宏行

責任編集

弘文堂 369.17/ShF/18

149 相談援助の理論と方法 : ソーシャルワーク 第3版 2 (社会福祉士シリーズ:8)

福祉臨床シリーズ編

集委員会編/柳澤孝主

責任編集/坂野憲司責

任編集

弘文堂 369.17/ShF/8

150 今、急がれる経営基盤の確立と人材育成 : 制度依存から自立する介護経営 (介護経営白書:2019年度版) 多田宏編集委員代表 日本医療企画 369.26//'19

151 障害者排除の論理を超えて : 津久井やまゆり園殺傷事件の深層を探る 阿部芳久著 批評社 369.27/A13

152 精神科病院長期入院患者の地域生活移行プロセス : 作られた「長期入院」から退院意思協同形成へ 杉原努著 明石書店 369.28/Su34

153 精神障害者差別とは何か
グラハム・ソーニク

ロフト著
日本評論社 369.28/Th8

154 精神障害と人権 : 社会のレジリエンスが試される 横藤田誠著 法律文化社 369.28/Y74

155 防災白書 令和元年版 総理府編 大蔵省印刷局 369.3//'19

156 市区町村子ども家庭相談の挑戦 : 子ども虐待対応と地域ネットワークの構築 川松亮編著 明石書店 369.4/Ka95

157 子どもの貧困調査 : 子どもの生活に関する実態調査から見えてきたもの 山野則子編著 明石書店 369.4/Y38

158 コミュニティカフェと地域社会 : 支え合う関係を構築するソーシャルワーク実践 倉持香苗著 明石書店 369.7/Ku53

159 教師も変革を起こす時代 (まんがで知る未来への学び:2) さくら社 370.4/Ma26/2

160 学校基本調査報告書 : 高等教育機関 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/['19]
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161 子どもと教育の未来を考える 2 岡部美香編著 北樹出版 371.04/O37/2

162 日本教育学の系譜 : 吉田熊次 : 篠原助市 : 長田新 : 森昭 小笠原道雄 [ほか] 著 勁草書房 371.21/N71

163 誰も気づかなかった子育て心理学 : 基本的自尊感情を育む 近藤卓著 金子書房 371.45/Ko73

164 SDGsカリキュラムの創造 : ESDから広がる持続可能な未来
田中治彦, 奈須正裕,

藤原孝章編著
学文社 371.5/Sc9

165 International handbook of holistic education : pbk
edited by John P.

Miller ... [et al.]
Routledge 371/Mi27

166 歓待と戦争の教育学 : 国民教育と世界市民の形成 矢野智司著 東京大学出版会 371/Y58

167 PISA後のドイツにおける学力向上政策と教育方法改革
ドイツ教授学研究会

編
八千代出版 372.34/D83

168 東京都教育例規集 令和元年版 帝国地方行政学会 373.2/To46/'19

169 長崎県の小学校教諭過去問 2021年度版 (長崎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

170 奈良県の面接過去問 2021年度版 (奈良県の教員採用試験過去問シリーズ:13) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

171
大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の論作文・面接過去問 2021年度版 (大阪府の教員採用試験過去問シリー

ズ:13)
協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

172 教育論作文 [2021年度版] (教員採用試験αシリーズ:[N-392]) 沖山吉和編著 一ツ橋書店 373.7//'21

173 模擬授業・場面指導 [2021年度版] (教員採用試験αシリーズ:[N-391]) 野口芳宏著 一ツ橋書店 373.7//'21

174 教育原論 (新しい教職教育講座:教職教育編:1)
山内清郎, 原清治, 春

日井敏之編著
ミネルヴァ書房 373.7/Ky5/1

175 初等家庭科教育 (MINERVAはじめて学ぶ教科教育:8) 河村美穂編著 ミネルヴァ書房 375.082/Mi43/8

176
資質・能力の育成と新しい学習評価 (シリーズ学びを変える新しい学習評価 : 2019年改訂指導要録対応:理

論・実践編1)
田中耕治編集代表 ぎょうせい 375.17/Ta84/1

177
新しい学びに向けた新指導要録・通知表 小学校 (シリーズ学びを変える新しい学習評価 : 2019年改訂指導

要録対応:文例編)

田中耕治編集代表/岸

田蘭子編著
ぎょうせい 375.17/Ta84/1

178
各教科等の学びと新しい学習評価 (シリーズ学びを変える新しい学習評価 : 2019年改訂指導要録対応:理

論・実践編2)
田中耕治編集代表 ぎょうせい 375.17/Ta84/2
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179
新しい学びに向けた新指導要録・通知表 中学校 (シリーズ学びを変える新しい学習評価 : 2019年改訂指導

要録対応:文例編)

田中耕治編集代表/岸

田蘭子編著
ぎょうせい 375.17/Ta84/2

180
評価と授業をつなぐ手法と実践 (シリーズ学びを変える新しい学習評価 : 2019年改訂指導要録対応:理論・

実践編3)
田中耕治編集代表 ぎょうせい 375.17/Ta84/3

181 必須化!小学校のプログラミング学習 : 成功する全体計画&授業づくり 磯部征尊著 学芸みらい社 375.199/I85

182 新指導要領必須事項が身につく!社会科の授業設計 : 楽しい!面白い!調べ活動のヒント100 川原雅樹著 学芸みらい社 375.3/Ka92

183
子どもの問いでつくる道徳科実践事例集 (子どもたちの未来を拓く「探究の対話〈p4c〉」シリーズ:第2

弾)

宮城教育大学上廣倫

理教育アカデミー著/

野澤令照編

東京書籍 375.35/Mi73

184 パワポLGBTQをはじめとするセクシュアルマイノリティ授業 日高庸晴監著 少年写真新聞社 375.49/H54

185 小学校図画工作の基礎 : 造形的な見方や考え方を働かせる学び 樋口一成編著 萌文書林 375.72/H56

186 小学校教科書単元別到達目標と評価規準〈国語〉 光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

187 小学校教科書単元別到達目標と評価規準外国語 : 東・開・学・三・教・光・啓5・6年
日本標準教育研究所

企画・編集
日本標準 375.8932/N71/5-6

188 小学校英語のジレンマ (岩波新書:新赤版 1826) 寺沢拓敬著 岩波書店 375.8932/Te62

189 OECD保育の質向上白書 : 人生の始まりこそ力強く : ECECのツールボックス
OECD編著/秋田喜代

美 [ほか] 訳
明石書店 376.1/O71/['19]

190 子ども家庭支援の心理学

安藤朗子, 吉澤一弥編

著/石井正子 [ほか]

著

アイ・ケイコーポ

レーション
376.11/A47

191 新・育ちあう乳幼児心理学 : 保育実践とともに未来へ (有斐閣コンパクト) 心理科学研究会編 有斐閣 376.11/Sh69

192
音楽的活動における保育者の発信的・応答的能力の向上 : クリニカル・ミュージシャンシップ援用の可能

性
田崎教子著 風間書房 376.156/Ta92

193 保育内容指導法「言葉」 : 乳幼児と育む豊かなことばの世界

大橋喜美子, 川北典子

編著/糸井嘉[ほか]共

著

建帛社 376.158/O28
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194 2020年度入試: 高校進路指導用 (全国大学・短期大学AO入試年鑑:第14号)
栄美通信/双文社 (発

売)
376.87//'20

195
高等教育機関の矜持と質保証 : 多様性の中での倫理と学術的誠実性 (大学改革支援・学位授与機構高等教

育質保証シリーズ)

大学改革支援・学位

授与機構編著
ぎょうせい 377.1/D16

196 私立大学の財政分析ハンドブック 野中郁江著 大月書店 377.1/N95

197 岐路の前にいる君たちに : 鷲田清一式辞集 鷲田清一著 朝日出版社 377.21/W42

198 新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新書:912) 上田紀行編著 岩波書店 377/U32

199 特別支援教育概論 (特別支援教育免許シリーズ)
花熊曉, 川住隆一, 苅

田知則編著
建帛社 378/To35

200 悩む子どもを育てる親子どもの才能を伸ばす親 : 養育能力格差社会の光と影 鍋田恭孝著 日本評論社 379.9/N11

201 ビスケットとクッキーの歴史物語 (お菓子の図書館)

アナスタシア・エド

ワーズ著/片桐恵理子

訳

原書房 383.8/E25

202 図説デザートの歴史
ジェリ・クィンジオ

著/富原まさ江訳
原書房 383.8/Q7

203 中国料理と近現代日本 : 食と嗜好の文化交流史 (慶應義塾大学東アジア研究所叢書) 岩間一弘編著 慶應義塾大学出版会 383.822/I94

204 食と住まいの仕事 (江戸の仕事図鑑:上巻) 飯田泰子著 芙蓉書房出版 384.3/I26/1

205 マナーと作法の人間学 矢野智司編著 東信堂 385.9/Y58

206 旧家に学ぶ、知恵としきたり : 日本の歳時記京都 : 冷泉家武者小路千家杉本家

田中昭三編・著/冷泉

貴実子, 千宗守, 杉本

秀太郎著

小学館 386.162/Ta84

207 自然と文化を越えて (人類学の転回叢書)
フィリップ・デスコ

ラ著/小林徹訳
水声社 389/D64

208 防衛年鑑 2019年版 防衛年鑑刊行会編著 防衛年鑑刊行会 390.59//'19

209 餓死 (うえじに) した英霊たち (ちくま学芸文庫:[フ39-1]) 藤原彰著 筑摩書房 391.2074/F68

210 日本の防衛 : 防衛白書 令和元年版 防衛庁編 ぎょうせい 392.1076//'19
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211 Defense of Japan 2019 Japan Times 392.1076//'19

212 自衛隊装備年鑑 2019-2020
朝雲新聞社出版部編

著
朝雲新聞社 392.1076//'19-'20

213 基礎研究による知の蓄積と展開 : 我が国の研究力向上を目指して (科学技術白書:令和元年版) 文部科学省編集
日経印刷/全国官報販

売協同組合 (発売)
402.106//'19

214 自然に学ぶ 白川英樹著 法藏館 404/Sh83

215 山の上のロジック学園 : 不完全性定理をめぐる2週間の授業日誌
田中一之著/バラマツ

ヒトミ絵
日本評論社 410.9/Ta84

216 応用がみえる線形代数 (Iwanami mathematics) 高松瑞代著 岩波書店 411.3/Ta42

217 統計学をめぐる散歩道 : ツキは続く?続かない? (岩波ジュニア新書:913) 石黒真木夫著 岩波書店 417/I73

218 難しい数式はまったくわかりませんが、相対性理論を教えてください! ヨビノリたくみ著 SBクリエイティブ 421.2/Y72

219 物理化学要論 第7版

Peter Atkins, Julio

de Paula [著]/千原

秀昭, 稲葉章, 鈴木晴

訳

東京化学同人 431/A94

220 なぞとき宇宙と元素の歴史 和南城伸也著 講談社 440.13/W37

221 気象年鑑 2019年版 日本気象協会編 大蔵省印刷局 451//'19

222 土と内臓 : 微生物がつくる世界

デイビッド・モント

ゴメリー, アン・ビク

レー著/片岡夏実訳

築地書館 465/Mo38

223 進化と暴走 : ダーウィン「種の起源」を読み直す (いま読む!名著) 内田亮子著 現代書館 467.5/D42

224 植物メタボロミクス : ゲノムから解読する植物化学成分 (シリーズ・生命の神秘と不思議) 斉藤和季著 裳華房 471.4/Sa25

225 昆虫の図鑑 : 路傍の基本1000種 福田晴夫 [ほか] 著 南方新社 486.038/Ko71

226 分類 : 新装版 (哺乳類の生物学:1) 金子之史著 東京大学出版会 489/Ta55/1

227 形態 : 新装版 (哺乳類の生物学:2) 大泰司紀之著 東京大学出版会 489/Ta55/2

228 生理 : 新装版 (哺乳類の生物学:3) 坪田敏男著 東京大学出版会 489/Ta55/3
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229 社会 : 新装版 (哺乳類の生物学:4) 三浦慎悟著 東京大学出版会 489/Ta55/4

230 生態 : 新装版 (哺乳類の生物学:5) 高槻成紀著 東京大学出版会 489/Ta55/5

231 理学療法白書 2018
日本理学療法士協会

編
日本理学療法士協会 492.5//'18

232 看護師国家試験対策出題傾向がみえる精神看護学 : 短期集中!完全制覇! 2020年 高橋ゆかり編著 PILAR PRESS 492.9079//'20

233 出題傾向がみえる看護の統合と実践 : 中項目にみた要点と解説付過去問題集 2020年 守本とも子監修 PILAR PRESS 492.9079//'20

234 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(2)

235 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(3)

236 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(4)

237 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(5)

238 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(6)
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239 オレムのセルフケアモデル事例を用いた看護過程の展開 第2版5刷

宇佐美しおり, 鈴木啓

子, Patricia

Underwood共著

ヌーヴェルヒロカワ 492.914/O71(1)

240 オレムのセルフケアモデル事例を用いた看護過程の展開 第2版5刷

宇佐美しおり, 鈴木啓

子, Patricia

Underwood共著

ヌーヴェルヒロカワ 492.914/O71(2)

241 PASセルフケアセラピィ : The first PAS self care therapy book in honor of Patricia Underwood
小谷英文編著, 宇佐美

しおり共著

PAS心理教育研究所

出版部
492.927/Ko92

242 PASセルフケアセラピィ : The first PAS self care therapy book in honor of Patricia Underwood
小谷英文編著, 宇佐美

しおり共著

PAS心理教育研究所

出版部
492.927/Ko92(1)

243 PASセルフケアセラピィ : The first PAS self care therapy book in honor of Patricia Underwood
小谷英文編著, 宇佐美

しおり共著

PAS心理教育研究所

出版部
492.927/Ko92(2)

244 いまどきナースのこころサポート : 看護管理者が行う職場のメンタルヘルスサポート 武用百子編著 メヂカルフレンド社 492.983/B97

245 転倒予防白書 2019
武藤芳照, 鈴木みず

え, 原田敦編
日本医事新報社 493.185//'19

246 相模原事件はなぜ起きたのか : 保安処分としての措置入院 (メンタルヘルス・ライブラリー:39) 井原裕著 批評社 493.7/I25

247 発達障害の内側から見た世界 : 名指すことと分かること (講談社選書メチエ:720) 兼本浩祐著 講談社 493.76/Ka53

248 ホスピス緩和ケアにおける看護 : 教育・制度の現状と展望を中心に (ホスピス・緩和ケア白書:2019) 志真泰夫[ほか]編集 青海社 494.5//'19

249 出生前診断の現場から : 専門医が考える「命の選択」 (集英社新書:1012I) 室月淳著 集英社 495.6/Mu76

250 からだと性の教科書 : 世界中の女子が読んだ!

エレン・ストッケ

ン・ダール, ニナ・ブ

ロックマン著/池田真

紀子訳

NHK出版 495/D13

251 歯科医学教育白書 2017年版(2015-2017年) (日本歯科医学教育学会雑誌別冊)
日本歯科医学教育学

会白書作成委員会編

日本歯科医学教育学

会
497.07//'17

252 ヘルスリテラシー : 健康教育の新しいキーワード 福田洋, 江口泰正編著 大修館書店 498.07/F74(1)

253 ヘルスリテラシー : 健康教育の新しいキーワード 福田洋, 江口泰正編著 大修館書店 498.07/F74(2)
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254 OECD公衆衛生白書:日本 : 明日のための健康づくり

経済協力開発機構

(OECD)編著/村澤秀

樹訳

明石書店 498.1//['19]

255 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(2)

256 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(3)

257 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(4)

258 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(5)

259 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(6)

260 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(7)

261 保健師ものがたり

大阪府保健所の保健

師活動を語り継ぐ会

編

せせらぎ出版 498.14/O73

262
働き方改革がもたらす新時代の病医院経営 : 人口減少、少子高齢社会を支える経営基盤の再構築 (医療経

営白書:2019年度版)
日本医療企画 498.163//'19

263
予防栄養の時代 : 人生100年時代到来! 「食べる力」「動く力」「暮らす力」を創る (国民の栄養白書:2019

年版)

近藤克則編集委員代

表
日本医療企画 498.55//'19

264 創薬の技術革新が切り拓くヘルスケアの未来 : 次世代医療の実現に向けた挑戦 (医療白書:2019年度版)
ヘルスケア総合政策

研究所企画・制作
日本医療企画 498//'19

265 コージェネレーション白書 2018

コージェネレーショ

ン・エネルギー高度

利用センター編

日本工業出版 501.6//'18

266 エネルギー白書 2019年版 経済産業省編 ぎょうせい 501.6//'19

267 ものづくり白書 2019年版
経済産業省, 厚生労働

省, 文部科学省編
ぎょうせい 509.21/MoH/'19

268 琵琶湖治水に命をかけた藤本太郎兵衛三代 (淡海文庫:64) 石田弘子著 サンライズ出版 517.2161/F62
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269 水循環白書 令和元年版
内閣官房水循環政策

本部事務局編集

[内閣官房水循環政策

本部事務局]/勝美印

刷

517//'19

270 科学的に見るSDGs時代のごみ問題 松藤敏彦著 丸善出版 518.52/Ma88

271 都市を編集する川 : 広島・太田川のまちづくり

中村良夫企画・構想/

北村眞一, 岡田一天,

田中尚人著

溪水社 518.8/N37

272 世界のコンパクトシティ : 都市を賢く縮退するしくみと効果
谷口守編著/片山健介

[ほか] 著
学芸出版社 518.8/Ta87

273 公害紛争処理白書 : 我が国の公害紛争処理・土地利用調整の現況 令和元年版 公害等調整委員会編 大蔵省印刷局 519.12//'19

274 消えゆくアラル海 : 再生に向けて 石田紀郎著 藤原書店 519.2296/I72

275 脱プラスチックへの挑戦 : 持続可能な地球と世界ビジネスの潮流 : SDGs時代の環境問題最前線
堅達京子,NHK BS1

スペシャル取材班著
山と溪谷社 519/G34

276 地球に降り立つ : 新気候体制を生き抜くための政治

ブルーノ・ラトゥー

ル [著]/川村久美子

訳・解題

新評論 519/L35

277 住生活ビジネス白書 : マーケティング・経営戦略立案に生かせるデータ 2019 新建新聞社 520.9//'19

278 プロが教える建築のすべてがわかる本 : つくり方からしくみまで (史上最強カラー図解) ナツメ社 520/Ka92

279 図説日本建築の歴史 : 寺院・神社と住宅 : 新装版 (ふくろうの本) 玉井哲雄著 河出書房新社 521/Ta77

280 安藤忠雄建築を生きる 三宅理一 [著] みすず書房 523.1/A47

281 近代日本の洋風建築 開化篇 藤森照信著 筑摩書房 523.1/F62/1

282 日本の建築家解剖図鑑 : 名建築に込められた建築家たちの意図を読み解く 二村悟著 エクスナレッジ 523.1/N75

283 京都のモダニズム建築 河野良平著 美学出版 523.162/Ko78

284 見てすぐつくれる建築模型の本 長沖充著 彰国社 525.1/N18

285 建築とインテリアのためのPhotoshop+Illustratorテクニック (エクスナレッジムック) 長嶋竜一著 エクスナレッジ 525.18/N22

286 建築・インテリアのための伝わるパースの描き方 : how to draw a picture in perspective 湯浅禎也著 エクスナレッジ 525.18/Y96
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287 実測世界のデザインホテル 寶田陵著 学芸出版社 526.68/Ta51

288 住宅インテリア究極ガイド : 住宅に生かせるカフェのインテリアも紹介 最新版 エクスナレッジ 529/E44

289 原子力白書 平成30年度版 原子力委員会編 通商産業研究社 539.09//'18

290 インターネット白書 2020
日本インターネット

協会編

インプレス/インプレ

ス販売 (発売)
547.805/I48/'20

291 粧界ハンドブック : 化粧品産業年鑑 2020年版 週刊粧業出版局編集 週刊粧業 576.7//'20

292 化粧品業界のブランド戦略 : 日本と韓国における化粧品会社の戦略比較 改訂版 赤松裕二著
大阪公立大学共同出

版会
576.7/A31

293 ファッションの哲学 井上雅人著 ミネルヴァ書房 589.2/I55

294 英語でガイド!外国人がいちばん食べたい和食90選 片山晶子著 Jリサーチ出版 596.21/Ka84

295 旬の食材時候集 ([料理の教科書]:[1]) 佐藤信著
ブイツーソリュー

ション/星雲社 (発売)
596/Sa86

296
新しい時代に応える国土交通政策 : 技術の進歩と日本人の感性(美意識)を活かして (国土交通白書:令和元

年版)
国土交通省編

日経印刷/全国官報販

売協同組合 (発売)
601.1//'19

297 食料・農業・農村白書 令和元年版 農林水産省編 時事画報社 610.59//'19

298 食料・農業・農村白書 令和元年版 農林水産省編 農林統計協会 612.1//'19

299 土・牛・微生物 : 文明の衰退を食い止める土の話

デイビッド・モント

ゴメリー著/片岡夏実

訳

築地書館 613.56/Mo38

300 森林・林業白書 : 索引付き 令和元年版 林野庁編
日本林業協会/農林統

計協会 (販売)
650//'19

301 森林・林業白書 : 森林及び林業の動向に関する年次報告 令和元年版 林野庁編 日本林業協会 652.1//'19

302 水産白書 令和元年版 水産庁編 農林統計協会 661//'19

303 ストーリーを楽しむだけでいい!ビジネス英語奮闘記 1日目→30日目
晴山陽一, クリスト

ファー・ベルトン著
三修社 670.93/H32/1

304 ニュースコレクション : 外食業界人に必要なニュースをコレクションする!!日本外食新聞年鑑2018 外食産業新聞社 673.97//'18
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305 広告&CM年鑑 : commercial photo 2019 (コマーシャル・フォト・シリーズ) 玄光社 674.3//'19

306 HCCコピー年鑑 2019

北陸コピーライター

ズクラブ/宣伝会議

(発売)

674.35//'19

307 ブレーン広告年鑑 '18-19
月刊『ブレーン』編

集部編
宣伝会議 674//'18-'19

308 年鑑日本の広告写真 2020
日本広告写真家協会

編
講談社 674//'19

309 1からのマーケティング 第4版
石井淳蔵, 廣田章光,

清水信年編著

碩学舎/中央経済グ

ループパブリッシン

グ (発売)

675/I14

310 交通政策白書 令和元年版 国土交通省編 日経印刷 681.1//'19

311 交通安全白書 令和元年版 総理府編 大蔵省印刷局 681.3//'19

312 観光ビジネス未来白書 : 統計に見る実態・分析から見える未来戦略 2019年版 加藤弘治編著 同友館 689.21//'19

313 観光白書 令和元年版 総理府編 大蔵省印刷局 689.21//'19

314 アニメツーリズム白書 2019
角川アスキー総合研

究所編

アニメツーリズム協

会
689.4//'19

315 進化するデジタル経済とその先にあるSociety 5.0 (情報通信白書:令和元年版) 総務省編
日経印刷/全国官報販

売協同組合 (発売)
692.1//'19

316 いちばんやさしい5Gの教本 : 人気講師が教える新しい移動通信システムのすべて 藤岡雅宣著 インプレス 694/F65

317 これからの5Gビジネス (未来IT図解 : illustrate the future of "IT") 石川温著

エムディエヌコーポ

レーション/インプレ

ス (発売)

694/I76

318
超図解5Gビジネス入門 : 新たな付加価値とビジネスモデルを生み出す通信規格 : 暮らしやビジネスはどう

変わる?
岸本純子, 岩田俊平著

日本能率協会マネジ

メントセンター
694/Ki58

319 5Gの衝撃 小林雅一著 宝島社 694/Ko12

320 60分でわかる!5Gビジネス最前線 佐野正弘著 技術評論社 694/Sa66
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321 日本民間放送年鑑 2019 日本民間放送連盟編 コーケン出版 699.059//'19

322 NHK年鑑 : radio & television yearbook 2019

日本放送協会放送文

化研究所放送情報調

査部編

日本放送出版協会 699//'19

323 芸術人類学講義 (ちくま新書:1481) 鶴岡真弓編 筑摩書房 701.3/Ts86

324 現代人気美術作家年鑑 : 画廊・コレクターが推奨する : 日本画/洋画/彫刻/工芸/書/写真 2019 安尚郁 [ほか] 編
美術の杜出版/星雲社

(発売)
703.5//'19

325 現代日本の美術 2019 (vol.27) 生活の友社 708//'19

326 美術年鑑 2019 美術年鑑社 708//'19

327 オランダの建築 : 新装版 (バウハウス叢書:10)
J. J. P. アウト著/貞包

博幸訳
中央公論美術出版 708/B28/10

328 新しい造形 : 新造形主義 : 新装版 (バウハウス叢書:5)
ピート・モンドリア

ン著/宮島久雄訳
中央公論美術出版 708/B28/5

329 新しい造形芸術の基礎概念 : 新装版 (バウハウス叢書:6)

テオ・ファン・

ドゥースブルフ著/宮

島久雄訳

中央公論美術出版 708/B28/6

330 ナウシカ解読 増補版 稲葉振一郎著 勁草書房 726.101/Mi88

331 活躍する日本のイラストレーター年鑑 (ILLUSTRATORS' JAPAN BOOK. 2020)
シュガー/造形社 (発

売)
726.5//'20

332 CGプロダクション年鑑 2019 CGWORLD編集部編 ボーンデジタル 727//'19

333 登呂で、わたしは考えた。 本原令子著 静岡新聞社 751.4/Mo83

334 配色デザイン良質見本帳 : イメージで探せて、すぐに使えるアイデア集 たじまちはる著 SBクリエイティブ 757.3/Ta26

335 演劇年鑑 2019年版 日本演劇協会 770//'19

336 人類学者の落語論 川田順造著 青土社 779.13/Ka92

337 アスレティックトレーニング学 : アスリート支援に必要なクリニカル・エビデンス 広瀬統一 [ほか] 編集 文光堂 780.19/A93

338 超人をつくるアスリート飯 : 全身の細胞が喜ぶ最強のスポーツコンディショニング 山田豊文著 共栄書房 780.19/Y19
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339 スポーツマネジメント研究 第11巻第1号
日本スポーツマネジ

メント学会編集

日本スポーツマネジ

メント学会/創文企画

(発売)

780.9/N71/13

340 プロスポーツ年鑑 2017
日本プロスポーツ協

会編
電通 780//'17

341 スポーツ年鑑 2019

小学館クリエイティ

ブ, BBMアカデミー

編集

ポプラ社 780//'19

342 ベースボール・レコード・ブック : 日本プロ野球記録年鑑 2020
ベースボール・マガ

ジン社編集

ベースボール・マガ

ジン社
783.7//'20

343 近現代日本語の「誤用」と言語規範意識の研究 (ひつじ研究叢書:言語編:第165巻) 新野直哉著 ひつじ書房 810.26/N72

344 漢字の植物苑 : 花の名前をたずねてみれば 円満字二郎著 岩波書店 811.2/E62

345 五感にひびく日本語 中村明著 青土社 814.4/N37

346 言語と慣習性 : ことわざ・慣用表現とその拡張用法の実態 (ひつじ研究叢書:言語編第164巻) 土屋智行著 ひつじ書房 814.4/Ts32

347 共同注意場面による日本語指示詞の研究 (ひつじ研究叢書:言語編:第168巻) 平田未季著 ひつじ書房 815.6/H68

348 近世後期テニヲハ論の展開と活用研究 遠藤佳那子著 勉誠出版 815.7/E59

349 英語日記boy : 海外で夢を叶える英語勉強法 新井リオ著 左右社 830.7/A62

350 英語中間構文の研究 (ひつじ研究叢書:言語編第167巻) 吉村公宏著 ひつじ書房 835.1/Y91

351 天声人語 : 英文対照 v. 199 2019冬
朝日新聞論説委員室

編/英文朝日訳
原書房 837.5/13/199

352 英語スピーキングルールブック : 論理を学び表現力を養う 改訂版 石井洋佑著 テイエス企画 837.8/I75

353 モンタージュ小説論 : 文学的モンタージュの機能と様態 (叢書記号学的実践:30) 小柏裕俊著 水声社 901.3/O22

354 文藝首都 : 公器としての同人誌 小平麻衣子編 翰林書房 910.263/O17

355 文化表象としての村上春樹 : 世界のハルキの読み方

石田仁志, アントナ

ン・ベシュレール編

著

青弓社 910.268/Mu43
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356 漱石の居場所 : 日本文学と世界文学の交差

安倍オースタッド玲

子, アラン・タンズマ

ン, キース・ヴィンセ

ント編

岩波書店 910.268/N58

357 小説家、織田作之助 (阪大リーブル:71) 斎藤理生著 大阪大学出版会 910.268/O17

358 評伝竹内好 : その思想と生涯 黒川みどり, 山田智著 有志舎 910.268/Ta67

359 国文学年次別論文集 平成26(2014)年 国文学一般 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'14-1

360 短歌年鑑 令和2年版 (カドカワムック:809)
角川文化振興財団

/KADOKAWA (発売)
911.16//'20

361 2018.10→2019.9 (俳句年鑑. 2020年版) (カドカワムック:808)
角川文化振興財団

/KADOKAWA (発売)
911.36//'20

362 WEP俳句年鑑 2020 ウエップ 911.36//'20

363 年鑑代表シナリオ集 '18 シナリオ作家協会編 三笠書房 912.78//'18

364 背高泡立草 古川真人著 集英社 913.6/F93

365 幼な子の聖戦 木村友祐著 集英社 913.6/Ki39

366 欠陥大百科 (筒井康隆コレクション:3)
筒井康隆著/日下三蔵

編
出版芸術社 913.6/TsY2/3

367 おれの血は他人の血 (筒井康隆コレクション:4)
筒井康隆著/日下三蔵

編
出版芸術社 913.6/TsY2/4

368 ビンボー魂 : おばあちゃんが遺してくれた生き抜く力 風間トオル著 中央公論新社 914.6/Ka99

369 源氏物語 下 (日本文学全集:04-06)
[紫式部著]/角田光代

訳
河出書房新社 918/IkN/6

370
マリア・モンテッソーリ 日本語字幕・英語字幕版 : 著作権処理済 (BBC active. 20世紀に輝いた世界の女

性たち : extraordinary women:1)
丸善 (発行) DV289/BrB/1

371 ケーキ (こどものとも年少版:517号) 小西英子さく 福音館書店 E//20

372 こいぬのこたろう (こどものとも:769号) 鍋田敬子さく 福音館書店 E//20
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373 むしとりあそび (かがくのとも:613号)
井上大成ぶん/中田彩

郁え
福音館書店 E//20

374 おおきなかぶ 新版 (こどものとも傑作集:26)
内田莉莎子再話/佐藤

忠良画
福音館書店 E/20

375 はるかぜのたいこ (くまのがっきやさん) 安房直子作/葉祥明絵 金の星社 E/24

376 たまごにいちゃんとたまごじいさん (ひまわりえほんシリーズ)
あきやまただし作・

絵
鈴木出版 E/27

377 三びきのこぶた : イギリス昔話 (こどものとも傑作集)
瀬田貞二やく/山田三

郎え
福音館書店 E/27

378 てぶくろ : ウクライナ民話 (世界傑作絵本シリーズ. ソビエトの絵本)

エウゲーニー・M・

ラチョフえ/うちだり

さこやく

福音館書店 E/28

379 どろんこハリー

ジーン・ジオンぶん/

マーガレット・ブロ

イ・グレアムえ/わた

なべしげおやく

福音館書店 E/30

380 日本地理データ年鑑 2019 松田博康監修 小峰書店 K291//'19

381 ニュース年鑑 2019 こどもくらぶ編 ポプラ社 K302//'19

382 調べる学習子ども年鑑 2019 朝日小学生新聞監修 岩崎書店 K302//'19

383 こども六法 山崎聡一郎著 弘文堂 K320/Y43

384 藤井旭の天文年鑑 : スターウォッチング完全ガイド 2020年版 藤井旭著 誠文堂新光社 K440.59//'20

385 スポーツ年鑑 2019

小学館クリエイティ

ブ, BBMアカデミー

編集

ポプラ社 K780//'19

386 ゴリラでたまご (ともだちがいるよ!:3)
内田麟太郎作/日隈み

さき絵
WAVE出版 K913/U14
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387 スヌーピー1977〜1978 (完全版ピーナッツ全集:14)
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/Sc8/14

388 スヌーピー1989〜1990 (完全版ピーナッツ全集:20)
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/Sc8/20

389 医療秘書技能検定実問題集2級 2018年度版1: 第55回-第59回
医療秘書教育全国協

議会試験委員会編集
土屋書店 就職/資格/'18

390 これで合格!全国手話検定試験 : 5級 4級 3級 2級 準1級 1級 2019
全国手話研修セン

ター編集
中央法規出版 就職/資格/'19

391 建築CAD検定試験公式ガイドブック : 全国建築CAD連盟公認 2019年度版
鳥谷部真著/全国建築

CAD連盟監修
エクスナレッジ 就職/資格/'19

392 医療秘書技能検定実問題集2級 2019年度版1: 第57回-第61回
医療秘書教育全国協

議会試験委員会編集
土屋書店 就職/資格/'19

393 医療秘書技能検定実問題集3級 : 第57回-第61回 2019年度版 1
医療秘書教育全国協

議会試験委員会編
つちや書店 就職/資格/'19

394 医療秘書技能検定実問題集2級 2019年度版2: 第57回-第61回
医療秘書教育全国協

議会試験委員会編集
土屋書店 就職/資格/'19

395 第43回〜第46回 (医事コンピュータ技能検定問題集3級. 2019年度版1) つちや書店 就職/資格/'19

396 第43回〜第46回 (医事コンピュータ技能検定問題集3級. 2019年度版2) つちや書店 就職/資格/'19

397 ユーキャンの旅行業務取扱管理者観光資源(国内・海外)ポケット問題集&要点まとめ '19〜'20年版

ユーキャン旅行業務

取扱管理者試験研究

会編

ユーキャン学び出版/

自由国民社 (発売)
就職/資格/'19-'20

398 CAD利用技術者試験2次元2級・基礎公式ガイドブック 2020年度版
コンピュータ教育振

興協会著

日経BP/日経BPマー

ケティング(発売)
就職/資格/'20

399 ロジスティクス業界大研究 新版 二宮護著 産学社 就職/資格/'20

400 キタミ式イラストIT塾ITパスポートCBT対応 令和02年 (情報処理技術者試験) きたみりゅうじ著 技術評論社 就職/資格/'20

401 キタミ式イラストIT塾基本情報技術者 令和02年 (情報処理技術者試験) きたみりゅうじ著 技術評論社 就職/資格/'20
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402 基本情報技術者徹底解説本試験問題 2020春 (情報処理技術者試験対策書)
アイテックIT人材教

育研究部編著
アイテック 就職/資格/'20

403
ストアオペレーション,マーケティング,販売・経営管理 [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 2)
中谷安伸編著 一ツ橋書店 就職/資格/'20

404 つながる中部 : 販路開拓, 企業連携, 地域振興, 企業研究 [2020] (中経企業年鑑 : data base:2019-2020) 中部経済新聞社 就職/資格/'20

405 公務員試験過去問トレーニング伊藤塾のこれで完成!民法 伊藤塾著 KADOKAWA 就職/資格/'20

406 公務員試験過去問トレーニング伊藤塾のこれで完成!行政法 伊藤塾著 KADOKAWA 就職/資格/'20

407 旅行業法・約款 (合格のミカタ) 大原出版 就職/資格/'20

408 基本情報技術者試験によくでる問題集〈午前〉 令和02-03年
イエローテールコン

ピュータ著
技術評論社 就職/資格/'20-'21

409 基本情報技術者試験によくでる問題集〈午後〉 令和02-03年

角谷一成, イエロー

テールコンピュータ

著

技術評論社 就職/資格/'20-'21

410 ブライダルのお仕事 : ブライダル業界就活ブック : MY WORK STYLE BOOK 2021 (GEIBUN MOOKS)
ウエディングジョブ/

芸文社(発売)
就職/資格/'21

411 公務員試験速攻の英語 : あらゆる教養試験に対応! 2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'21

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

413 地方上級教養試験過去問500 2021年度版 (公務員試験合格の500シリーズ:6, 3, 5) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'21

414 国家専門職「大卒」教養・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:5) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'21

415 日本メイクアップ技術検定試験公式テキスト1級
日本メイクアップ技

術検定協会

日本メイクアップ技

術検定協会
就職/資格/['14]

416 日本化粧品検定1級対策テキスト : コスメの教科書 小西さやか著 主婦の友社 就職/資格/['17]

417 日本化粧品検定2級・3級対策テキスト : コスメの教科書 小西さやか著 主婦の友社 就職/資格/['17]

418
大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ人文科学 : 大卒程度警察官 大卒程度消防官 市役所上・中級

地方中級 改訂第2版
資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['18]
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419
大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ社会科学 : 大卒程度警察官 大卒程度消防官 市役所上・中級

地方中級 改訂第2版
資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['18]

420 日本メイクアップ技術検定試験公式テキスト3級2級 第3版
日本メイクアップ技

術検定協会

日本メイクアップ技

術検定協会
就職/資格/['18]

421 MOS対策テキストExcel 365&2019 : Microsoft Office Specialist 土岐順子著
日経BP/日経BPマー

ケティング (発売)
就職/資格/['19]

422 MOS対策テキストWord 365&2019 : Microsoft Office Specialist 佐藤薫著
日経BP/日経BPマー

ケティング (発売)
就職/資格/['19]

423 メンタルメイクセラピスト検定公式テキスト : 内閣総理大臣認定 実技編 顔と心と体研究会著
ワニ・プラス/ワニ

ブックス (発売)
就職/資格/['19]

424
最新病院業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 第3版 (How-

nual図解入門. 業界研究)

中村恵二, 山口大樹,

安藤恵子著
秀和システム 就職/資格/['19]

425
最新金融業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 第5版 (How-

nual図解入門. 業界研究)
平木恭一著 秀和システム 就職/資格/['19]

426
最新医薬品業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 第6版 (How-

nual図解入門. 業界研究)
荒川博之著 秀和システム 就職/資格/['19]

427
最新鉄鋼業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 第2版 (How-

nual図解入門. 業界研究)
川上清市著 秀和システム 就職/資格/['19]

428
最新小売業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 第3版 (How-

nual図解入門. 業界研究)
平木恭一著 秀和システム 就職/資格/['19]

429
最新総合商社の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 第4版 (How-

nual図解入門. 業界研究)
丸紅経済研究所著 秀和システム 就職/資格/['19]

430
最新介護ビジネスの動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 第3版

(How-nual図解入門. 業界研究)

川原経営総合セン

ター著
秀和システム 就職/資格/['19]

431 畑中敦子×津田秀樹の「判断推理」勝者の解き方敗者の落とし穴 : 公務員試験 [2019]最速攻略版 畑中敦子, 津田秀樹著 洋泉社 就職/資格/['19]

432 畑中敦子×津田秀樹の「数的推理」勝者の解き方敗者の落とし穴 : 公務員試験 [2019]最速攻略版 畑中敦子, 津田秀樹著 洋泉社 就職/資格/['19]
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433 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]

434 出る順問題集秘書検定3級に面白いほど受かる本 改訂2版 佐藤一明著 KADOKAWA 就職/資格/['19]

435 出る順問題集秘書検定準1級に面白いほど受かる本 改訂2版 佐藤一明著 KADOKAWA 就職/資格/['19]

436 食生活アドバイザー2級公式テキスト&問題集 : 食と生活のスペシャリスト
FLAネットワーク協

会編

日本能率協会マネジ

メントセンター
就職/資格/['19]

437 ユーキャンの食生活アドバイザー検定2級速習テキスト&予想模試 第3版

ユーキャン食生活ア

ドバイザー検定試験

研究会編

ユーキャン学び出版/

自由国民社 (発売)
就職/資格/['19]

438 ユーキャンの食生活アドバイザー検定3級速習テキスト&予想模試 第3版

ユーキャン食生活ア

ドバイザー検定試験

研究会編

ユーキャン学び出版/

自由国民社 (発売)
就職/資格/['19]

439 食生活アドバイザー3級公式テキスト&問題集 : 食と生活のスペシャリスト
FLAネットワーク協

会編

日本能率協会マネジ

メントセンター
就職/資格/['19]

440 ヘルシー&ビューティーフードアドバイザー資格公式テキスト
フードマネジメント

協会著
翔泳社 就職/資格/['19]

441 アロマテラピー検定1級・2級テキスト&問題集 : 1回で受かる! [2019] 長谷川由美著 成美堂出版 就職/資格/['19]

442 色彩生活 : 色彩活用ライフケアカラー検定公式テキスト3級 改訂版
日本カラーコーディ

ネーター協会著

日本カラーコーディ

ネーター協会/日本工

業新聞社 (発売)

就職/資格/['19]

443 美容薬学検定試験公式ガイド&テキスト 改訂版

日本セルフケア支援

薬剤師センター薬学

検定事務局著

一ツ橋書店 就職/資格/['19]

444 スポーツ医学検定公式テキスト : スポーツを愛するすべての人に
日本スポーツ医学検

定機構著
東洋館出版社 就職/資格/['19]
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445 U-CANの旅行業務取扱管理者過去問題集 : 総合 2019年版

ユーキャン旅行業務

取扱管理者試験研究

会編

ユーキャン学び出版/

自由国民社 (発売)
就職/資格/['19]

446 食生活アドバイザー基礎公式テキスト&問題集 : 食と生活のスペシャリスト
FLAネットワーク協

会編

日本能率協会マネジ

メントセンター
就職/資格/['19]

447 きほんを学ぶ世界遺産100 第2版

世界遺産アカデミー

監修/世界遺産検定事

務局著

世界遺産アカデミー/

世界遺産検定事務局/

マイナビ出版 (発売)

就職/資格/['19]

448 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/['19]

449 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/['19]

450 スポーツ医学検定公式テキスト1級 : スポーツを支えるすべての人に
日本スポーツ医学検

定機構著
東洋館出版社 就職/資格/['19]

451 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]

452 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]

453
最新人材ビジネスの動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 第3版 (図解

入門業界研究 : How‐nual)
土岐優美著 秀和システム 就職/資格/['20]

454 食品業界大研究 : 最新 小西慶太著 産学社 就職/資格/['20]

455
大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ自然科学 : 大卒程度警察官 大卒程度消防官 市役所上・中級

地方中級 改訂第2版
資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['20]

456 公務員試験速攻の時事 : 令和2年度試験完全対応 [本編] 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['20]

457 公務員試験速攻の時事 : 令和2年度試験完全対応 実戦トレーニング編 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['20]
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458 販売士3級一発合格テキスト&問題集 : 販売士検定試験学習書 第4版 (販売士教科書) 海光歩著 翔泳社 就職/資格/['20]

459 出る順問題集秘書検定2級に面白いほど受かる本 改訂2版 佐藤一明著 KADOKAWA 就職/資格/['20]

460 全国通訳案内士試験実務・地理・歴史・一般常識過去問題集 '20年度版
コンデックス情報研

究所編著
成美堂出版 就職/資格/['20]

461 販売士リテールマーケティング検定3級 : 日本商工会議所全国商工会連合会検定 第5版
清水敏行, 中谷義浩,

土居寛二共著
税務経理協会 就職/資格/['20]

462 販売士リテールマーケティング検定3級問題集 : 日本商工会議所全国商工会連合会検定 第4版

清水敏行, 佐藤浩史,

中谷義浩, 土居寛二共

著

税務経理協会 就職/資格/['20]

463 大坂コピーライターズ・クラブ年鑑〜OSAKA COPYWRITERS CLUB ANNUAL〜<2019-1・2> 宣伝会議

464 開発協力白書<2018年版>　日本の国際協力
アーバン・コネク

ションズ
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