
2020年4月～8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 デモステネス弁論集 6 (西洋古典叢書)
[デモステネス著]/

加来彰俊 [ほか] 訳
京都大学学術出版会  089.1/1/ 17-6

2 在野研究ビギナーズ : 勝手にはじめる研究生活 荒木優太編著 明石書店 002.021/A64

3 文化情報学事典 金明哲 [ほか] 編 勉誠出版 002.7/B89

4 もっと!京大変人講座 酒井敏 [ほか] 著 三笠書房 002.7/Ky6

5 知的生産力 齋藤孝著
CCCメディアハウ

ス
002.7/Sa25

6 できる研究者のプレゼン術 : スライドづくり、話の組み立て、話術

ジョナサン・シュワ

ビッシュ著/小川浩

一訳

講談社 002.7/Sc8

7 京大総長、ゴリラから生き方を学ぶ (朝日文庫:[や44-1]) 山極寿一著 朝日新聞出版 002.7/Y23

8 勉強の哲学 : 来たるべきバカのために 増補版 (文春文庫:[ち-9-1]) 千葉雅也著 文藝春秋 002/C42

9 大学1年生からの社会を見る眼のつくり方 (シリーズ大学生の学びをつくる)
大学初年次教育研究

会著
大月書店 002/D16

10 なんのために学ぶのか (SB新書:504) 池上彰著 SBクリエイティブ 002/I33

11 究極の独学術 : 世界のすべての情報と対話し学ぶための技術 瀬木比呂志 [著]
ディスカヴァー・

トゥエンティワン
002/Se16

12 専門学へのいざない 新里卓編著 成文堂 002/Sh69

13 教養の書 戸田山和久著 筑摩書房 002/To17

14 異なる声に耳を澄ませる (知のフィールドガイド) 東京大学教養学部編 白水社 002/To46

15 知的創造の条件 : AI的思考を超えるヒント (筑摩選書:0190) 吉見俊哉著 筑摩書房 002/Y91

16 AIと社会・経済・ビジネスのデザイン (都市経営研究叢書:3) 村上憲郎 [ほか] 編 日本評論社 007.13/A25

17
Pythonで実装する再帰型ニューラルネットワークとVAE、GAN (Machine Learning. はじめてのディープラーニ

ング:2)
我妻幸長著 SBクリエイティブ 007.13/A99/2

18 スマートマシンはこうして思考する

ショーン・ジェリッ

シュ [著]/依田光江

訳

みすず書房 007.13/G36
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19 人工知能 : チューリング/ブルックス/ヒントン (名著精選 : 心の謎から心の科学へ)
開一夫, 中島秀之監

修
岩波書店 007.13/H64

20 人工知能と人間・社会
稲葉振一郎 [ほか]

編
勁草書房 007.13/J52

21 AI世界秩序 : 米中が支配する「雇用なき未来」
李開復著/上野元美

訳

日経BP日本経済新

聞出版本部/日経BP

マーケティング(発

売)

007.13/L51

22 大前研一AI&フィンテック大全 (「BBT×プレジデント」エグゼクティブセミナー選書:Vol.10) 大前研一編著 プレジデント社 007.13/O61

23 人間知能と人工知能 : あるAI研究者の知能論 大須賀節雄著 オーム社 007.13/O79

24 なっとく!ディープラーニング : 最小のコードで学習する深層学習のすべて
Andrew W. Trask著

/クイープ監訳
翔泳社 007.13/Tr2

25
IoTのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書 : IoT検定パワーユーザー対応版 (図解即戦力 : 豊富な図解

と丁寧な解説で、知識0でもわかりやすい!)

IoT検定ユーザー教

育推進ワーキンググ

ループ著

技術評論社 007.3/A25

26 デジタル・AI時代の暮らし力 : アナログ知のポテンシャル 淺間正通編著 南雲堂 007.3/A86

27 新たなAI大国 : その中心に「人」はいるのか?

オラフ・グロス,

マーク・ニッツバー

グ著/長澤あかね訳

講談社 007.3/G88

28 情報倫理 : ネット時代のソーシャル・リテラシー 改訂新版 高橋慈子 [ほか] 著 技術評論社 007.3/J66

29 IoT講義 (東大塾)
喜連川優, 野城智也

編
東京大学出版会 007.3/Ki78

30 After GAFA : 分散化する世界の未来地図 小林弘人著 KADOKAWA 007.3/Ko12

31 ガイドブックAI・データビジネスの契約実務 齊藤友紀 [ほか] 著 商事法務 007.35/G14

32
ITの仕事に就いたら「最低限」知っておきたい最新の常識 : ITのトレンドに、きちんとキャッチアップできてま

すか? : DevOpS、DX、FaaSなど最新キーワードにも対応!
イノウ著 ソシム 007.35/I55

33 Zoomはじめました 秋田稲美著 WAVE出版 007.353/A37
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34 脱!SNSのトラブル : LINEフェイスブックツイッターやって良いこと悪いこと 増補版 佐藤佳弘編著 武蔵野大学出版会 007.353/Sa87

35 これ1冊で丸わかり完全図解セキュリティー入門 : 被害に遭わないためのポイントを徹底解説 (日経BPムック) 日経Network編集

日経BP/日経BP

マーケティング (発

売)

007.37/N73

36 デジタルアーカイブの理論と政策 : デジタル文化資源の活用に向けて 柳与志夫著 勁草書房 007.5/Y53

37 文系でもはじめてでも稼げる!プログラミング副業入門 日比野新著 ソシム 007.58/H54

38 Webで知る : Web情報検索入門 (Computer and web sciences library:7) 角谷和俊著 サイエンス社 007.58/Su67

39 情報リテラシー基礎 : 入門からビジネスまで : Windows Word Excel PowerPoint 新訂7版
齋藤真弓著/海老澤

信一監修・著
同友館 007.6/Sa25

40 ゼロからはじめるデータサイエンス : Pythonで学ぶ基本と実践 第2版
Joel Grus著/菊池彰

訳

オライリー・ジャパ

ン/オーム社 (発売)
007.609/G89

41 たった3行でわかる!仕事のパソコン最短解決 Paso編集部編 朝日新聞出版 007.63/A82

42 情報利活用基本演習 : Office 2016対応 土岐順子 [ほか] 著

日経BP社/日経BP

マーケティング (発

売)

007.63/J66

43 パソコン最強時短仕事術 : 超速で仕事するテクニック 守屋恵一著 技術評論社 007.63/Mo72

44 パソコンのしくみがよくわかる本 : 理解するほどおもしろい! 改訂2版 丹羽信夫著 技術評論社 007.63/N89

45 情報利活用プレゼンテーション : PowerPoint 2016対応 山崎紅著

日経BP社/日経BP

マーケティング (発

売)

007.63/Y48

46 情報利活用文書作成 : Word 2016対応 土岐順子著

日経BP社/日経BP

マーケティング (発

売)

007.6338

47 機械学習・深層学習による自然言語処理入門 : scikit-learnとTensorFlowを使った実践プログラミング 中山光樹著 マイナビ 007.636/N45

48 パワーポイント最速仕事術 前田鎌利著 ダイヤモンド社 007.6383/Ma26
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49 情報利活用表計算 : Excel 2016対応 阿部香織著

日経BP社/日経BP

マーケティング (発

売)

007.6384

50 マンガで学ぶエクセル集計・分析ピボットテーブル

木村幸子著者・監修

/秋内常良シナリオ/

たかうま創マンガ/

トレンド・プロマン

ガ制作

マイナビ出版 007.6384/Ma31

51 Excel実践の授業 : 業務改善コンサルタントの現場経験を一冊に凝縮した 永井雅明著 SBクリエイティブ 007.6384/N14

52 Excelで簡単プログラミング : プログラミングを知らないビジネスパーソンのためのプログラミング入門
小川公一郎, 福田浩

之著

CCCメディアハウ

ス
007.6384/O24

53 1日10分でぐんぐんわかる!Excel自動化の入門教室 土屋和人著 ナツメ社 007.6384/Ts32

54
今すぐ使えるかんたんWord (ワード) 完全 (コンプリート) ガイドブック : 困った解決&便利技 (Imasugu

Tsukaeru Kantan Series)
Ayura著 技術評論社 007.6388//['19]

55 学生のためのかんたんWord/Excel/PowerPoint入門
松下孝太郎 [ほか]

著
技術評論社 007.6388/G16

56
コンピュータを操る : プログラミングを通して「情報科学的なものの考え方」を学ぶ (Computer and web

sciences library:2)
浅井健一著 サイエンス社 007.64/A83

57 Excelマクロ&VBAやさしい教科書 : わかりやすさに自信があります! (一冊に凝縮) 古川順平著 SBクリエイティブ 007.64/F93

58 1週間でPythonの基礎が学べる本 亀田健司著 インプレス 007.64/Ka33

59 プログラマーになりたい! 長岡英史著

日経BP/日経BP

マーケティング(発

売)

007.64/N18

60 教養としてのプログラミング講座 増補版 (中公新書ラクレ:686) 清水亮著 中央公論新社 007.64/Sh49

61 作りながら学ぶwebプログラミング実践入門 : 一冊で理解するHTML、CSS、JavaScript、node.js 掌田津耶乃著 マイナビ出版 007.64/Sh95
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62 教養としてのコンピューターサイエンス講義 : 今こそ知っておくべき「デジタル世界」の基礎知識
ブライアン・カーニ

ハン著/酒匂寛訳

日経BP/日経BP

マーケティング(発

売), 2020.2

007/Ke57

63 教養のコンピュータサイエンス情報科学入門 第3版
小舘香椎子[ほか]共

著
丸善出版 007/Ky7

64 東日本大震災あの時の図書館員たち

日本図書館協会「東

日本大震災あの時の

図書館員たち」編集

委員会編

日本図書館協会 010.212/N71

65 日本の図書館 : 統計と名簿 2019
日本図書館協会図書

館調査委員会編
日本図書館協会 010.59/NiT/'19

66 図書館施設論 (JLA図書館情報学テキストシリーズ3:12)
中井孝幸, 川島宏,

柳瀬寛夫著
日本図書館協会 010.8/JLA/3-12

67 図書館施設論 (JLA図書館情報学テキストシリーズ3:12)
中井孝幸, 川島宏,

柳瀬寛夫著
日本図書館協会 010.8/JLA/3-12(1)

68 児童サービス論 新訂版 (JLA図書館情報学テキストシリーズ3:6) 堀川照代編著 日本図書館協会 010.8/JLA/3-6

69 児童サービス論 新訂版 (JLA図書館情報学テキストシリーズ3:6) 堀川照代編著 日本図書館協会 010.8/JLA/3-6(1)

70 情報資源組織論 3訂版 (JLA図書館情報学テキストシリーズ3:9)
柴田正美, 高畑悦子

著
日本図書館協会 010.8/JLA/3-9

71 情報資源組織論 3訂版 (JLA図書館情報学テキストシリーズ3:9)
柴田正美, 高畑悦子

著
日本図書館協会 010.8/JLA/3-9(1)

72 図書館情報学基礎資料 第3版
今まど子, 小山憲司

編著
樹村房 010/Ko75

73 図書館概論 : デジタル・ネットワーク社会に生きる市民の基礎知識 (講座・図書館情報学:2) 山本順一著 ミネルヴァ書房 010/Y31

74 新編図書館員への招待
塩見昇, 木下みゆき

編著
教育史料出版会 013.1/Sh74

75 図書館情報技術論 : 図書館を駆動する情報装置 (講座・図書館情報学:4) 河島茂生編著 ミネルヴァ書房 013.8/Ka97
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76 図書館制度・経営論 : ライブラリー・マネジメントの現在 (講座・図書館情報学:3) 安藤友張編著 ミネルヴァ書房 013/A47

77 公立図書館と都市経営の現在 : 地域社会の絆・醸成へのチャレンジ (都市経営研究叢書:4)
永田潤子, 遠藤尚秀

編
日本評論社 013/N23

78 分類・目録法入門 : メディアの構成 新改訂第6版 / 志保田務 [ほか] 改訂
木原通夫, 志保田務

著
第一法規 014.3/B89

79 図書館がつなぐアジアの知 : 分類法から考える U-PARL編 東京大学出版会 014.46/To46

80 情報資源組織演習 : 情報メディアへのアクセスの仕組みをつくる (講座・図書館情報学:11)
竹之内禎 [ほか] 編

著
ミネルヴァ書房 014/J66

81 レファレンスサービスの射程と展開 根本彰, 齋藤泰則編 日本図書館協会 015.2/N64

82 図書館活用術 : 検索の基本は図書館に 新訂第4版 藤田節子著

日外アソシエーツ/

紀伊國屋書店 (発

売)

015/F67

83 公共図書館が消滅する日
薬師院仁志, 薬師院

はるみ著
牧野出版 016.21/Y16

84 読書と豊かな人間性 (探究学校図書館学:第4巻)
「探求学校図書館

学」編集委員会編著

全国学校図書館協議

会
017.08/Ta88/4

85 学習指導と学校図書館 (学校図書館学:3) 大平睦美編著 青弓社 017/GaT/3

86 資質・能力を育てる学校図書館活用デザイン : 「主体的・対話的で深い学び」の実現 稲井達也著 学事出版 017/I52

87 アーカイブズと私 : 大阪大学での経験 (CPCリブレ : エコーする「知」:No.12) 阿部武司著
クロスカルチャー出

版
018.09/A13

88 頭がいい人の読書術 : 1冊10分でインプットし、30分でアウトプットする技術 尾藤克之著 すばる舎 019.12/B48

89 高校生・大学生のための読書の教科書 : アウトプット力を高める11のワーク
稲井達也編著/影山

陽子, 松崎史周著
学事出版 019.12/I52

90 積読こそが完全な読書術である 永田希著 イースト・プレス 019.12/N23

91 マンガでわかる東大読書
小野洋一郎著/西岡

壱誠原案
東洋経済新報社 019.12/O67

92 「読む」って、どんなこと? (NHK出版学びのきほん) (教養・文化シリーズ) 高橋源一郎著 NHK出版 019.12/Ta33
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93 親子の対話ですいすい書ける!はじめての読書感想文 藤田利江著 子どもの未来社 019.2/F67

94 物語と子どもの発達 : 読み聞かせ35年見えない部分を探る 田中昭子著 文芸社 019.2/Ta84

95 20歳(ハタチ)の読書論 : 図書館長からのメッセージ 和田渡著 晃洋書房 019.2/W12

96 絵本はもっと面白くなる! : 決め手となる読み方、選び方 早川裕著 牧野出版 019.53/H46

97 えほん・絵本・134冊 : 子どもと大人をつなぐ。
増田喜昭著/新田新

一郎責任編集

[学研教育みら

い]/[学研プラス (発

売)]

019.53/Ma66

98 愛を届ける仕掛けとしての絵本 (絵本のひみつ:2) 余郷裕次著 岐阜新聞社 019.53/Y73

99 絵本のひみつ : 絵本の知と読み聞かせの心 余郷裕次著 東奥日報社 019.53/Y73

100 読書で離婚を考えた。 (幻冬舎文庫:え-13-1)
円城塔, 田辺青蛙

[著]
幻冬舎 019.9/E62

101 虚心に読む : 書評の仕事2011-2020 橋本五郎著 藤原書店 019.9/H38

102 神戸外大教師が新入生にすすめる本 神戸市外国語大学編
神戸新聞総合出版セ

ンター
019.9/Ko13

103 わたしのベスト3 : 作家が選ぶ名著名作
毎日新聞出版編/和

田誠画
毎日新聞出版 019.9/Ma31

104 ソロモン諸島でビブリオバトル : ぼくが届けた本との出会い 益井博史著 子どもの未来社 019.9/Ma67

105 マンガでわかる世界の名著

NHK「100分de名

著」制作班著/斉藤

的作漫画

SBクリエイティブ 019.9/N71

106 九州の100冊
西日本新聞「九州の

100冊」取材班著

九州文化協会 (発

行)/忘羊社 (制作・

発売)

019.9/N85

107 わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる Dain著 技術評論社 019/D24

108 本を読む人だけが手にするもの (ちくま文庫:[ふ29-14]) 藤原和博著 筑摩書房 019/F56

109 本屋を守れ : 読書とは国力 (PHP新書:1219) 藤原正彦著 PHP研究所 019/F68

110 読書をプロデュース : 読み方を変えれば世界が変わる! 角田陽一郎著 秀和システム 019/Ka28
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111 読書という荒野 (幻冬舎文庫:け-5-4) 見城徹 [著] 幻冬舎 019/Ke44

112 それでも読書はやめられない : 本読みの極意は「守・破・離」にあり (NHK出版新書:615) 勢古浩爾著 NHK出版 019/Se45

113 近代蔵書印譜 6編 (日本書誌学大系:41(1)-(6)) 中野三敏編 青裳堂書店 020.8/2/41-6

114 蔵書はめぐる : 海外図書館の日本古典籍コレクション (書物學:18. Bibliology) 勉誠出版 (発売) 020/BeS/18

115 著作権とは何か : 文化と創造のゆくえ 改訂版 (集英社新書:1016A) 福井健策著 集英社 021.2/F76

116 インターネットビジネスの著作権とルール 第2版 (エンタテインメントと著作権 : 初歩から実践まで:5)
福井健策編/福井健

策 [ほか] 著
著作権情報センター 021.2/FuK/5

117 100歳までに読みたい100の絵本 木村民子著 亜紀書房 028.09/Ki39

118 「日本が世界一」のランキング事典 (宝島社新書:577) 伊藤賀一著 宝島社 031.5/I89

119 奇跡の論文図鑑 : ありえないネタを、クリエイティブに!
NHK「ろんぶ～

ん」制作班編著
NHK出版 049/N69

120 雑誌の人格 2冊目 能町みね子著 文化学園文化出版局 051.7/N94/2

121 中国年鑑 2020 中国研究所編 新評論 059.22/ChK/'20

122 世界年鑑 2020 共同通信社編 共同通信社 059/1/2020

123 ブリタニカ国際年鑑 2020
ティビーエス・ブリ

タニカ年鑑
059/2/2020

124 転換期の博物館経営 : 指定管理者制度・独立行政法人の検証と展望 金山喜昭編 同成社 069.3/Ka47

125 伝える仕事 池上彰著 講談社 070.16/I33

126 データ・リテラシー : フェイクニュース時代を生き抜く (光文社新書:1062)
マーティン・ファク

ラー著
光文社 070/F11

127 22世紀を見る君たちへ : これからを生きるための「練習問題」 (講談社現代新書:2565) 平田オリザ著 講談社 081/16/2565

128 日本文化の核心 : 「ジャパン・スタイル」を読み解く (講談社現代新書:2566) 松岡正剛著 講談社 081/16/2566

129 空海の哲学 (講談社現代新書:2567) 竹村牧男著 講談社 081/16/2567

130 還暦からの底力 : 歴史・人・旅に学ぶ生き方 (講談社現代新書:2568) 出口治明著 講談社 081/16/2568

131 仕事の未来 : 「ジョブ・オートメーション」の罠と「ギグ・エコノミー」の現実 (講談社現代新書:2569) 小林雅一著 講談社 081/16/2569

132 離婚の経済学 : 愛と別れの論理 (講談社現代新書:2570)
橘木俊詔, 迫田さや

か著
講談社 081/16/2570
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133 あぶない法哲学 : 常識に盾突く思考のレッスン (講談社現代新書:2571) 住吉雅美著 講談社 081/16/2571

134 近現代史からの警告 (講談社現代新書:2572) 保阪正康著 講談社 081/16/2572

135 英語で学ぶカーネギー「人の動かし方」 (講談社現代新書:2573) 木村和美著 講談社 081/16/2573

136 「自閉症」の時代 (講談社現代新書:2574) 竹中均著 講談社 081/16/2574

137 戦国大名の経済学 (講談社現代新書:2575) 川戸貴史著 講談社 081/16/2575

138 クオリアと人工意識 (講談社現代新書:2576) 茂木健一郎著 講談社 081/16/2576

139 日本人と山の宗教 (講談社現代新書:2577) 菊地大樹著 講談社 081/16/2577

140 文字世界で読む文明論 : 比較人類史七つの視点 (講談社現代新書:2578) 鈴木董著 講談社 081/16/2578

141 同調圧力 : 日本社会はなぜ息苦しいのか (講談社現代新書:2579)
鴻上尚史, 佐藤直樹

著
講談社 081/16/2579

142 問題発見力を鍛える (講談社現代新書:2580) 細谷功著 講談社 081/16/2580

143 苦しい時は電話して (講談社現代新書:2581) 坂口恭平著 講談社 081/16/2581

144 ペルシア帝国 (講談社現代新書:2582) 青木健著 講談社 081/16/2582

145 真実の原敬 : 維新を超えた宰相 (講談社現代新書:2583) 伊藤之雄著 講談社 081/16/2583

146 百年戦争 : 中世ヨーロッパ最後の戦い (中公新書:2582) 佐藤猛著 中央公論新社 081/17/2582

147 鉄道のドイツ史 : 帝国の形成からナチス時代、そして東西統一へ (中公新書:2583) 鴋澤歩著 中央公論新社 081/17/2583

148 椿井文書 : 日本最大級の偽文書 (中公新書:2584) 馬部隆弘著 中央公論新社 081/17/2584

149 徒然草 : 無常観を超えた魅力 (中公新書:2585) 川平敏文著 中央公論新社 081/17/2585

150 東アジアの論理 : 日中韓の歴史から読み解く (中公新書:2586) 岡本隆司著 中央公論新社 081/17/2586

151 五・一五事件 : 海軍青年将校たちの「昭和維新」 (中公新書:2587) 小山俊樹著 中央公論新社 081/17/2587

152 日本の航空産業 : 国産ジェット機開発の意味と進化するエアライン・空港・管制 (中公新書:2588) 渋武容著 中央公論新社 081/17/2588

153 新種の発見 : 見つけ、名づけ、系統づける動物分類学 (中公新書:2589) 岡西政典著 中央公論新社 081/17/2589

154 人類と病 : 国際政治から見る感染症と健康格差 (中公新書:2590) 詫摩佳代著 中央公論新社 081/17/2590

155 白人ナショナリズム : アメリカを揺るがす「文化的反動」 (中公新書:2591) 渡辺靖著 中央公論新社 081/17/2591

156 万葉集の起源 : 東アジアに息づく抒情の系譜 (中公新書:2592) 遠藤耕太郎著 中央公論新社 081/17/2592

157 戦国武将の叡智 : 人事・教養・リーダーシップ (中公新書:2593) 小和田哲男著 中央公論新社 081/17/2593

158 マックス・ウェーバー : 近代と格闘した思想家 (中公新書:2594) 野口雅弘著 中央公論新社 081/17/2594
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159 ビザンツ帝国 : 千年の興亡と皇帝たち (中公新書:2595) 中谷功治著 中央公論新社 081/17/2595

160 インドネシア大虐殺 : 二つのクーデターと史上最大級の惨劇 (中公新書:2596) 倉沢愛子著 中央公論新社 081/17/2596

161 カール・シュミット : ナチスと例外状況の政治学 (中公新書:2597) 蔭山宏著 中央公論新社 081/17/2597

162 倫理学入門 : アリストテレスから生殖技術、AIまで (中公新書:2598) 品川哲彦著 中央公論新社 081/17/2598

163 お酒の経済学 : 日本酒のグローバル化からサワーの躍進まで (中公新書:2599) 都留康著 中央公論新社 081/17/2599

164 孫基禎 : 帝国日本の朝鮮人メダリスト (中公新書:2600) 金誠著 中央公論新社 081/17/2600

165 北朝の天皇 : 「室町幕府に翻弄された皇統」の実像 (中公新書:2601) 石原比伊呂著 中央公論新社 081/17/2601

166 迷子の眠り姫 新装版 (中公文庫:[あ-10-11]) 赤川次郎著 中央公論新社 081/18/あ10-11

167 いつもの寄り道 (中公文庫:[あ-10-12]) 赤川次郎著 中央公論新社 081/18/あ10-12

168 夜に迷って (中公文庫:あ10-13) 赤川次郎著 中央公論新社 081/18/あ10-13

169 お腹召しませ 改版 (中公文庫:あ59-7) 浅田次郎著 中央公論新社 081/18/あ59-7

170 芝浜の天女 (中公文庫:[あ-79-7]. 高座のホームズ) 愛川晶著 中央公論新社 081/18/あ79-7

171 踊る星座 (中公文庫:[あ-80-2]) 青山七恵著 中央公論新社 081/18/あ80-2

172 昭和16年夏の敗戦 新版 (中公文庫:[い-108-6]) 猪瀬直樹著 中央公論新社 081/18/い108-6

173 冷たい檻 (中公文庫:[い-133-1]) 伊岡瞬著 中央公論新社 081/18/い133-1

174 リデルハート : 戦略家の生涯とリベラルな戦争観 (中公文庫:[い134-1]) 石津朋之著 中央公論新社 081/18/い134-1

175 日本書紀 上 (中公文庫:[い-135-1], [い-135-2])
川副武胤, 佐伯有清

訳
中央公論新社 081/18/い135-1

176 日本書紀 下 (中公文庫:[い-135-1], [い-135-2])
川副武胤, 佐伯有清

訳
中央公論新社 081/18/い135-2

177 浪漫疾風録 (中公文庫:[い-2-7]) 生島治郎著 中央公論新社 081/18/い2-7

178 星になれるか (中公文庫:[い-2-8]) 生島治郎著 中央公論新社 081/18/い2-8

179 完本小林一茶 (中公文庫:[い-35-24]) 井上ひさし著 中央公論新社 081/18/い35-24

180 四捨五入殺人事件 (中公文庫:[い-35-25]) 井上ひさし著 中央公論新社 081/18/い35-25

181 青春忘れもの 増補版 (中公文庫:[い-8-8]) 池波正太郎著 中央公論新社 081/18/い8-8

182 女と文明 (中公文庫:う15-15) 梅棹忠夫著 中央公論新社 081/18/う15-15
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183 一杯のおいしい紅茶 : ジョージ・オーウェルのエッセイ (中公文庫:オ3-1)
ジョージ・オーウェ

ル著/小野寺健編訳
中央公論新社 081/18/オ3-1

184 論語 改版 (中公文庫:[か-3-2])
[孔子著]/貝塚茂樹

訳注
中央公論新社 081/18/か3-2

185 カンブリア : 邪眼の章 : 警視庁「背理犯罪」捜査係 邪眼の章 (中公文庫:[か-91-1]) 河合莞爾著 中央公論新社 081/18/か91-1

186 哀しき死たちは儚く香る (中公文庫:[き-40-12]. 死香探偵) 喜多喜久著 中央公論新社 081/18/き40-12

187
化学探偵Mr.キュリー 9 (中公文庫:[き-40-1], [き-40-2], [き-40-4], [き-40-5], [き-40-6], [き-40-7], [き-40-9],

[き-40-11], [き-40-13])
喜多喜久著 中央公論新社 081/18/き40-13

188 デンジャラス (中公文庫:き41-2) 桐野夏生著 中央公論新社 081/18/き41-2

189 「死ぬ瞬間」と死後の生 改版 (中公文庫:[キ5-7])

エリザベス・キュー

ブラー・ロス著/鈴

木晶訳

中央公論新社 081/18/キ5-7

190 私の彼は腐ってる (中公文庫:[く-23-9]) 九条菜月著 中央公論新社 081/18/く23-9

191 黒死病 : ペストの中世史 (中公文庫:[ケ-8-1])
ジョン・ケリー著/

野中邦子訳
中央公論新社 081/18/ケ8-1

192 武打星 (中公文庫:[こ-40-37]) 今野敏著 中央公論新社 081/18/こ40-37

193 大暴落ガラ : 内閣総理大臣・三崎皓子 (中公文庫:[こ-53-5]) 幸田真音著 中央公論新社 081/18/こ53-5

194 ファイト (中公文庫:[さ-49-4]) 佐藤賢一著 中央公論新社 081/18/さ49-4

195 女誡扇綺譚 : 佐藤春夫台湾小説集 (中公文庫:さ80-1) 佐藤春夫著 中央公論新社 081/18/さ80-1

196 ナチス軍需相の証言 : シュペーア回想録 改版 上 (中公文庫:[シ12-1], [シ12-2])

アルベルト・シュ

ペーア著/品田豊治

訳

中央公論新社 081/18/シ12-1

197 ナチス軍需相の証言 : シュペーア回想録 改版 下 (中公文庫:[シ12-1], [シ12-2])

アルベルト・シュ

ペーア著/品田豊治

訳

中央公論新社 081/18/シ12-2

198 サド侯爵の生涯 新版 (中公文庫:し9-12) 澁澤龍彦著 中央公論新社 081/18/し9-12

199 宇宙からの帰還 新版 (中公文庫:た20-10) 立花隆著 中央公論新社 081/18/た20-10

11



2020年4月～8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

200 ほのぼの路線バスの旅 (中公文庫:[た-24-3]) 田中小実昌著 中央公論新社 081/18/た24-3

201 大阪弁ちゃらんぽらん 改版 : 新装版 (中公文庫:[た-28-19]) 田辺聖子著 中央公論新社 081/18/た28-19

202 大阪弁おもしろ草子 (中公文庫:[た-28-20]) 田辺聖子著 中央公論新社 081/18/た28-20

203 夜を統べる王と六つの輝晶 : 夢の上 2 (中公文庫:[た-85-3], [た-85-4], [た-85-5]) 多崎礼著 中央公論新社 081/18/た85-4

204 夜を統べる王と六つの輝晶 : 夢の上 3 (中公文庫:[た-85-3], [た-85-4], [た-85-5]) 多崎礼著 中央公論新社 081/18/た85-5

205 芭蕉 (中公文庫:[た-91-2]) 高浜虚子著 中央公論新社 081/18/た91-2

206 檀流クッキング入門日記 (中公文庫:た93-1) 檀晴子著 中央公論新社 081/18/た93-1

207 ぱりとろ秋の包み揚げ : まんぷく旅籠朝日屋 (中公文庫:た94-1) 高田在子著 中央公論新社 081/18/た94-1

208 園芸家12カ月 (中公文庫:チ1-3)
カレル・チャペック

著/小松太郎訳
中央公論新社 081/18/チ1-3

209 事件の予兆 : 文芸ミステリ短篇集 (中公文庫:ち8-8)
中央公論新社編/井

上靖[ほか著]
中央公論新社 081/18/ち8-8

210 ぼくが戦争に行くとき : 反時代的な即興論文 (中公文庫:て2-3) 寺山修司著 中央公論新社 081/18/て2-3

211 漱石先生 (中公文庫:[て-8-3]) 寺田寅彦著 中央公論新社 081/18/て8-3

212 熱欲 新装版 (中公文庫:[と25-47]. 刑事・鳴沢了) 堂場瞬一著 中央公論新社 081/18/と25-47

213 孤狼 改版 (中公文庫:[と-25-48]. 刑事・鳴沢了) 堂場瞬一著 中央公論新社 081/18/と25-48

214 帰郷 改版 (中公文庫:[と-25-49]. 刑事・鳴沢了) 堂場瞬一著 中央公論新社 081/18/と25-49

215 讐雨 改版 (中公文庫:[と-25-50]. 刑事・鳴沢了) 堂場瞬一著 中央公論新社 081/18/と25-50

216 血烙 改版 : 新装版 (中公文庫:[と-25-51]. 刑事・鳴沢了) 堂場瞬一著 中央公論新社 081/18/と25-51

217 被匿 改版 (中公文庫:と25-52) 堂場瞬一著 中央公論新社 081/18/と25-52

218 北条早雲 2 悪人覚醒篇 (中公文庫:[と-26-40], [と-26-41], [と-26-42], [と-26-43], [と-26-44]) 富樫倫太郎著 中央公論新社 081/18/と26-41

219 北条早雲 3 相模侵攻篇 (中公文庫:[と-26-40], [と-26-41], [と-26-42], [と-26-43], [と-26-44]) 富樫倫太郎著 中央公論新社 081/18/と26-42

220 北条早雲 4 明鏡止水篇 (中公文庫:[と-26-40], [と-26-41], [と-26-42], [と-26-43], [と-26-44]) 富樫倫太郎著 中央公論新社 081/18/と26-43

221 北条早雲 5 疾風怒濤篇 (中公文庫:[と-26-40], [と-26-41], [と-26-42], [と-26-43], [と-26-44]) 富樫倫太郎著 中央公論新社 081/18/と26-44

222 疾風に折れぬ花あり : 信玄息女松姫の一生 上 (中公文庫:な46-19) 中村彰彦著 中央公論新社 081/18/な46-19

223 疾風に折れぬ花あり : 信玄息女松姫の一生 下 (中公文庫:な46-20) 中村彰彦著 中央公論新社 081/18/な46-20

224 裏切り涼山 (中公文庫:[な65-7]) 中路啓太著 中央公論新社 081/18/な65-7
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225 愛のようだ (中公文庫:[な74-2]) 長嶋有著 中央公論新社 081/18/な74-2

226 R帝国 (中公文庫:[な-75-1]) 中村文則著 中央公論新社 081/18/な75-1

227 由布院心中事件 改版 (中公文庫:[に-7-65]) 西村京太郎著 中央公論新社 081/18/に7-65

228 パリ・東京殺人ルート 改版 (中公文庫:に7-66) 西村京太郎著 中央公論新社 081/18/に7-66

229 「終戦日記」を読む : 新編 (中公文庫:[の-3-15]) 野坂昭如著 中央公論新社 081/18/の3-15

230 比 (なら) ぶ者なき (中公文庫:[は61-3]) 馳星周著 中央公論新社 081/18/は61-3

231 魔王の黒幕 : 信長と光秀 (中公文庫:[は-72-4]) 早見俊著 中央公論新社 081/18/は72-4

232 CAGE : 警察庁科学警察研究所特別捜査室 (中公文庫:[ひ38-1]) 日野草著 中央公論新社 081/18/ひ38-1

233 回想の織田信長 : フロイス「日本史」より (中公文庫:[フ16-1])

ルイス・フロイス著

/松田毅一, 川崎桃

太編訳

中央公論新社 081/18/フ16-1

234 演劇入門 増補版 (中公文庫:ふ7-7) 福田恆存著 中央公論新社 081/18/ふ7-7

235 密教とはなにか : 宇宙と人間 改版 (中公文庫:[ま9-6]) 松長有慶著 中央公論新社 081/18/ま9-6

236 「般若心経」を読む (中公文庫:[み-10-25]) 水上勉著 中央公論新社 081/18/み10-25

237 わざと忌み家を建てて棲む (中公文庫:[み-50-2]) 三津田信三著 中央公論新社 081/18/み50-2

238 盆土産と十七の短篇 (中公文庫:[み-5-2]) 三浦哲郎著 中央公論新社 081/18/み5-2

239 武商諜人 (中公文庫:[み52-3]) 宮本昌孝著 中央公論新社 081/18/み52-3

240 文章読本 新装版 (中公文庫:[み9-15]) 三島由紀夫著 中央公論新社 081/18/み9-15

241 谷崎潤一郎・川端康成 (中公文庫:[み-9-16]) 三島由紀夫著 中央公論新社 081/18/み9-16

242 三島由紀夫石原慎太郎全対話 (中公文庫:[み-9-17])
三島由紀夫, 石原慎

太郎著
中央公論新社 081/18/み9-17

243 波濤 (中公文庫:[や53-16]. もぐら新章) 矢月秀作著 中央公論新社 081/18/や53-16

244 ほこほこ芋煮と秋空のすれ違い (中公文庫:[や-64-6]. 出張料亭おりおり堂:[6]) 安田依央著 中央公論新社 081/18/や64-6

245 愛してるよ、愛してるぜ (中公文庫:[や-65-2])
山田詠美, 安部譲二

著
中央公論新社 081/18/や65-2

246 ヤマトタケル 3 (中公文庫:[や-72-1], [や-72-2], [や-72-3]) 安彦良和著 中央公論新社 081/18/や72-3

247 暮しの数学 (中公文庫:[や73-1]) 矢野健太郎著 中央公論新社 081/18/や73-1
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248 軍旗はためく下に 増補新版 (中公文庫:[ゆ-2-23]) 結城昌治著 中央公論新社 081/18/ゆ2-23

249 モンゴル騎兵の現代史 : チベットに舞う日本刀 (中公文庫:[よ62-1]) 楊海英著 中央公論新社 081/18/よ62-1

250 ことばの波止場 (中公文庫:[わ-25-2]) 和田誠著 中央公論新社 081/18/わ25-2

251 講談社学術文庫 講談社 081/2/

252 国富論 : 国民の富の性質と原因に関する研究 上 (講談社学術文庫:[2562]-[2563])
アダム・スミス

[著]/高哲男訳
講談社 081/2/2562

253 国富論 : 国民の富の性質と原因に関する研究 下 (講談社学術文庫:[2562]-[2563])
アダム・スミス

[著]/高哲男訳
講談社 081/2/2563

254 ペルシア人の手紙 (講談社学術文庫:[2564])

シャルル=ルイ・

ド・モンテスキュー

[著]/田口卓臣訳

講談社 081/2/2564

255 レヴィナス : 「顔」と形而上学のはざまで (講談社学術文庫:[2567]) 佐藤義之 [著] 講談社 081/2/2567

256 イマジネール : 想像力の現象学的心理学 (講談社学術文庫:[2568])

ジャン=ポール・サ

ルトル [著]/澤田直,

水野浩二訳

講談社 081/2/2568

257 ルイ・ボナパルトのブリュメール18日 (講談社学術文庫:[2569])
カール・マルクス

[著]/丘沢静也訳
講談社 081/2/2569

258 レイシズム (講談社学術文庫:[2570])
ルース・ベネディク

ト [著]/阿部大樹訳
講談社 081/2/2570

259 自分史の書き方 (講談社学術文庫:[2598]) 立花隆 [著] 講談社 081/2/2598

260 日本文法 : 口語篇・文語篇 (講談社学術文庫:[2607]) 時枝誠記 [著] 講談社 081/2/2607

261 市川團十郎代々 (講談社学術文庫:[2608]) 服部幸雄 [著] 講談社 081/2/2608

262 最澄と天台教団 (講談社学術文庫:[2609]) 木内堯央 [著] 講談社 081/2/2609

263 万葉集原論 (講談社学術文庫:[2610]) 中西進 [著] 講談社 081/2/2610

264 ガリレオの求職活動ニュートンの家計簿 : 科学者たちの生活と仕事 (講談社学術文庫:[2611]) 佐藤満彦 [著] 講談社 081/2/2611

265 憲法問題 (講談社学術文庫:[2612]) 恒藤恭 [著] 講談社 081/2/2612

266 日本の庶民仏教 (講談社学術文庫:[2613]) 五来重 [著] 講談社 081/2/2613
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267 武士の町大坂 : 「天下の台所」の侍たち (講談社学術文庫:[2614]) 藪田貫 [著] 講談社 081/2/2614

268 ミシェル・フーコー 増補改訂 (講談社学術文庫:[2615]) 内田隆三 [著] 講談社 081/2/2615

269 ローマの哲人セネカの言葉 (講談社学術文庫:[2616]) 中野孝次 [著] 講談社 081/2/2616

270 ロシア正教の千年 (講談社学術文庫:[2617]) 廣岡正久 [著] 講談社 081/2/2617

271 日本料理文化史 : 懐石を中心に (講談社学術文庫:[2618]) 熊倉功夫 [著] 講談社 081/2/2618

272 英国流旅の作法 : グランド・ツアーから庭園文化まで (講談社学術文庫:[2619]) 中島俊郎 [著] 講談社 081/2/2619

273 ヨーロッパ世界の誕生 : マホメットとシャルルマーニュ (講談社学術文庫:[2620])

アンリ・ピレンヌ

[著]/中村宏, 佐々木

克己訳

講談社 081/2/2620

274 上杉謙信 (講談社学術文庫:[2621]) 井上鋭夫 [著] 講談社 081/2/2621

275 ベートーヴェン : 巨匠への道 (講談社学術文庫:[2622]) 門馬直美 [著] 講談社 081/2/2622

276 日本の修史と史学 : 歴史書の歴史 (講談社学術文庫:[2623]) 坂本太郎 [著] 講談社 081/2/2623

277 朝鮮仏教史 (講談社学術文庫:[2624]) 鎌田茂雄 [著] 講談社 081/2/2624

278 振仮名の歴史 (岩波現代文庫:文芸:318) 今野真二著 岩波書店 081/22/B318

279 上方落語ノート 第1集 (岩波現代文庫:文芸:319-322) 桂米朝著 岩波書店 081/22/B319

280 上方落語ノート 第2集 (岩波現代文庫:文芸:319-322) 桂米朝著 岩波書店 081/22/B320

281 上方落語ノート 第3集 (岩波現代文庫:文芸:319-322) 桂米朝著 岩波書店 081/22/B321

282 上方落語ノート 第4集 (岩波現代文庫:文芸:319-322) 桂米朝著 岩波書店 081/22/B322

283 可能性としての戦後以後 (岩波現代文庫:文芸:323) 加藤典洋著 岩波書店 081/22/B323

284 メメント・モリ (岩波現代文庫:文芸:324) 原田宗典著 岩波書店 081/22/B324

285 遠い声 : 管野須賀子 (岩波現代文庫:文芸:325) 瀬戸内寂聴著 岩波書店 081/22/B325

286 101年目の孤独 : 希望の場所を求めて (岩波現代文庫:文芸:326) 高橋源一郎著 岩波書店 081/22/B326

287 近代家族の成立と終焉 新版 (岩波現代文庫:学術:415) 上野千鶴子著 岩波書店 081/22/G415

288 公正としての正義再説 (岩波現代文庫:学術:418)

ジョン・ロールズ

[著]/エリン・ケ

リー編/田中成明,

亀本洋, 平井亮輔訳

岩波書店 081/22/G418
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289 新編つぶやきの政治思想 (岩波現代文庫:学術:419) 李静和著 岩波書店 081/22/G419

290 ロールズ政治哲学史講義 1 (岩波現代文庫:学術:420-421)

ジョン・ロールズ

[著]/サミュエル・

フリーマン編/齋藤

純一 [ほか] 訳

岩波書店 081/22/G420

291 ロールズ政治哲学史講義 2 (岩波現代文庫:学術:420-421)

ジョン・ロールズ

[著]/サミュエル・

フリーマン編/齋藤

純一 [ほか] 訳

岩波書店 081/22/G421

292 企業中心社会を超えて : 現代日本を「ジェンダー」で読む (岩波現代文庫:学術:422) 大沢真理著 岩波書店 081/22/G422

293 「戦争経験」の戦後史 : 語られた体験/証言/記憶 増補 (岩波現代文庫:学術:423) 成田龍一著 岩波書店 081/22/G423

294 聞き書緒方貞子回顧録 (岩波現代文庫:社会:319)
[緒方貞子述]/野林

健, 納家政嗣編
岩波書店 081/22/S319

295 「無罪」を見抜く : 裁判官・木谷明の生き方 (岩波現代文庫:社会:320)
木谷明著/山田隆司,

嘉多山宗聞き手・編
岩波書店 081/22/S320

296 聖路加病院 : 生と死の現場 (岩波現代文庫:社会:321) 早瀬圭一著 岩波書店 ; 2020.8 081/22/S321

297 草原の制覇 : 大モンゴルまで (岩波新書:新赤版 1806. シリーズ中国の歴史:3) 古松崇志 岩波書店 081/6-4/1806

298 陸海の交錯 : 明朝の興亡 (岩波新書:新赤版 1807. シリーズ中国の歴史:4) 檀上寛著 岩波書店 081/6-4/1807

299 短歌 2 (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 081/6-4/1814

300 詩と歌謡 (岩波新書:新赤版 1815. 大岡信『折々のうた』選) 蜂飼耳編 岩波書店 081/6-4/1815

301 教育は何を評価してきたのか (岩波新書:新赤版 1829) 本田由紀著 岩波書店 081/6-4/1829

302 世界経済図説 第4版 (岩波新書:新赤版 1830) 宮崎勇, 田谷禎三著 岩波書店 081/6-4/1830

303 5G : 次世代移動通信規格の可能性 (岩波新書:新赤版 1831) 森川博之著 岩波書店 081/6-4/1831

304 「勤労青年」の教養文化史 (岩波新書:新赤版 1832) 福間良明著 岩波書店 081/6-4/1832

305 ドキュメント強権の経済政策 (岩波新書:新赤版 1833. 官僚たちのアベノミクス:2) 軽部謙介著 岩波書店 081/6-4/1833

306 マックス・ヴェーバー : 主体的人間の悲喜劇 (岩波新書:新赤版 1834) 今野元著 岩波書店 081/6-4/1834

307 紫外線の社会史 : 見えざる光が照らす日本 (岩波新書:新赤版 1835) 金凡性著 岩波書店 081/6-4/1835
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308 リスクの正体 : 不安の時代を生き抜くために (岩波新書:新赤版 1836) 神里達博著 岩波書店 081/6-4/1836

309 ジョージ・オーウェル : 「人間らしさ」への讃歌 (岩波新書:新赤版 1837) 川端康雄著 岩波書店 081/6-4/1837

310 景観からよむ日本の歴史 (岩波新書:新赤版 1838) 金田章裕著 岩波書店 081/6-4/1838

311 イスラームからヨーロッパをみる : 社会の深層で何が起きているのか (岩波新書:新赤版 1839) 内藤正典著 岩波書店 081/6-4/1839

312 コロナ後の世界を生きる : 私たちの提言 (岩波新書:新赤版 1840) 村上陽一郎編 岩波書店 081/6-4/1840

313 岩波新書解説総目録 : 1938-2019 (岩波新書:新赤版 別冊12) 岩波新書編集部編 岩波書店 081/6-5/12

314 ホメロス外典/叙事詩逸文集 (西洋古典叢書) 中務哲郎訳 京都大学出版会 089.1/1/39-2

315 変身物語 2 (西洋古典叢書)
オウィディウス

[著]/高橋宏幸訳
京都大学学術出版会 089.1/1-2/3-2-2

316 大人が正しく生きるための哲学 : 頭のバランス力の鍛え方

小川仁志著/子ども

の未来応援団企画・

編集

ジアース教育新社 100/O24

317 いま読み直したい思想家9人 布施元 [ほか]著 梓出版社 102.8/I46

318 個人の覚醒 (ちくま新書:1463. 世界哲学史:4:中世2) 筑摩書房 102/Se22/4

319 バロックの哲学 (ちくま新書:1464. 世界哲学史:5:中世3) 筑摩書房 102/Se22/5

320 啓蒙と人間感情論 (ちくま新書:1465. 世界哲学史:6:近代1) 筑摩書房 102/Se22/6

321 自由と歴史的発展 (ちくま新書:1466. 世界哲学史:7:近代2) 筑摩書房 102/Se22/7

322 グローバル時代の知 (ちくま新書:1467. 世界哲学史:8:現代) 筑摩書房 102/Se22/8

323 哲学の技法 : 世界の見方を変える思想の歴史
ジュリアン・バジー

ニ著/黒輪篤嗣訳
河出書房新社 104/B14

324 現実を解きほぐすための哲学 小手川正二郎著 トランスビュー 104/Ko93

325 33個めの石 : 傷ついた現代のための哲学 (角川文庫) 森岡正博 [著] KADOKAWA 104/Mo62

326 友と敵の脱構築 : 感情と偶然性の哲学試論 西島佑著 晃洋書房 104/N82

327 孤独を生き抜く哲学 小川仁志著 河出書房新社 104/O24

328 力と他者 : レヴィナスに 斎藤慶典著 勁草書房 104/Sa25

329 哲学とは何か (NHKブックス:1262) 竹田青嗣著 NHK出版 104/Ta59
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330 偶発事の存在論 : 破壊的可塑性についての試論 (叢書・ウニベルシタス:1116)

カトリーヌ・マラ

ブー [著]/鈴木智之

訳

法政大学出版局 111/Ma39

331 風景の哲学 : 芸術・環境・共同体
パオロ・ダンジェロ

著/鯖江秀樹訳
水声社 112/D36

332 イシスのヴェール : 自然概念の歴史をめぐるエッセー (叢書・ウニベルシタス:1109)
ピエール・アド

[著]/小黒和子訳
法政大学出版局 112/H11

333 時間

エヴァ・ホフマン

[著]/柳田利枝 [ほ

か] 共訳

みすず書房 112/H81

334 自然を前にした人間の哲学 : 古代から近代にかけての12の問いかけ
神崎忠昭, 野元晋編

/納富信留 [ほか] 著

慶應義塾大学言語文

化研究所/慶應義塾

大学出版会 (発売)

112/Ka59

335 死の病いと生の哲学 (ちくま新書:1506) 船木亨著 筑摩書房 114.2/F89

336 いのちはなぜ大切なのか (ちくまプリマー新書:067) 小澤竹俊著 筑摩書房 114.2/O97

337 自己分析論 (光文社新書:1054) 高橋昌一郎著 光文社 114/Ta33

338 理性という狂気 : G・バタイユから現代世界の倫理へ (慶應義塾大学教養研究センター選書:20) 石川学著

慶應義塾大学教養研

究センター/慶應義

塾大学出版会 (発

売)

115.3/B27

339 分析哲学これからとこれまで (けいそうブックス) 飯田隆著 勁草書房 116.3/I26

340 構造主義の数理 : ソシュール、ラカン、ドゥルーズ 落合仁司著 ミネルヴァ書房 116.9/O15

341 マンガでわかる!自分の頭で考えるための思考実験 北村良子著 河出書房新社 116/Ki68
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342 直線は最短か? : 当たり前を疑い創造的に答えを見つける実践弁証法入門 阪原淳著

ヤマハミュージック

エンタテインメント

ホールディングス

ミュージックメディ

ア部

116/Sa28

343 大和魂のゆくえ (インターナショナル新書:054) 島田裕巳著

集英社インターナ

ショナル/集英社(発

売)

121.02/Sh36

344 修養の思想 西平直著 春秋社 121.04/N82

345 稽古の思想 西平直著 春秋社 121.04/N82

346 日本近世の心学思想 第1版 吉田公平著
研文出版 (山本書店

出版部)
121.5/Y86

347 歴史と生命 : 西田幾多郎の苦闘 鈴木貞美著 作品社 121.63/N81

348 善とは何か : 西田幾多郎『善の研究』講義 大熊玄著 新泉社 121.63/N81

349 中国思想基本用語集 湯浅邦弘編著 ミネルヴァ書房 122.033/Y96

350 いまを生きる論語 : 大人になるために読んでおきたい古典の教え 岩崎淳著 さくら社 123.83/I96

351 講孟余話・留魂録 : 逆境に負けない生きかた (Contemporary Classics. 今こそ名著)
吉田松陰 [著]/道添

進編訳

日本能率協会マネジ

メントセンター
123.84/Y86

352 諸子百家 (角川文庫:22060. [角川ソフィア文庫]:[I-407-2]) 渡辺精一 [著] KADOKAWA 124/W46

353 『朱子語類』訳注 巻16(下) -17
垣内景子, 恩田裕正

編
汲古書院

125.46/ShK/S-16-

2～17

354 漢学とは何か : 漢唐および清中後期の学術世界 (アジア遊学:249) 川原秀城編 勉誠出版 125/Ka92

355 哲学大図鑑 : the story

アン・ルーニー著/

青木滋之監訳/原田

美也子訳

ニュートンプレス 130/R67
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356 動物の発生について (アリストテレス全集:11)

[アリストテレス

著]/今井正浩, 濱岡

剛訳

岩波書店 131.4/Ari/11

357 怒らない方法 : 2000年前からローマの哲人は知っていた

セネカ著/ジェイム

ズ・ロム編/舩山む

つみ訳

文響社 131.5/Se61

358 2000年前からローマの哲人は知っていた死ぬときに後悔しない方法

セネカ著/ジェイム

ズ・ロム編/天瀬い

ちか訳

文響社 131.5/Se61

359 その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。 : 古代ローマの大賢人の教え
山本貴光, 吉川浩満

著
筑摩書房 131.5/Y31

360 人と仲良くする方法 : 2000年前からローマの哲人は知っていた

キケロ著/フィリッ

プ・フリーマン編/

竹村奈央訳

文響社 131.8/C71

361 論理学体系 4 (近代社会思想コレクション:28)

J・S・ミル [著]/江

口聡, 佐々木憲介編

訳

京都大学学術出版会 133.4/Mi27/4

362 アメリカ哲学史 : 一七二〇年から二〇〇〇年まで

ブルース・ククリッ

ク著/大厩諒[ほか]

訳

勁草書房 133.9/Ku28

363 絶対知の境位 : フィヒテ知識学読解への誘い (立正大学文学部学術叢書:06) 湯浅正彦著

角川文化振興財団

/KADOKAWA (発

売)

134.3/F24

364 哲学的思惟の小さな学校
K.ヤスパース著/松

代和郎訳
昭和堂 134.9/J26
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365 生の肯定 : ニーチェによるニヒリズムの克服 (叢書・ウニベルシタス:1110)

バーナード・レジン

スター [著]/岡村俊

史, 竹内綱史, 新名

隆志訳

法政大学出版局 134.94/N71

366 君は君の道をゆけ
齋藤孝著/東元俊哉

作画
ワニブックス 134.94/Sa25

367 ハイデガー : 存在の問いと歴史 (ジャック・デリダ講義録)

ジャック・デリダ著

/亀井大輔, 加藤恵

介, 長坂真澄訳

白水社 134.96/D63

368 存在と時間 7 (光文社古典新訳文庫:[KBハ1-1]-[KBハ1-7])
ハイデガー著/中山

元訳
光文社 134.96/HeM/S-7

369 ウィトゲンシュタイン思考の生成原理 : 『確実性について』解析の試み 鬼界彰夫著 皓星社 134.97/W79

370 ドゥルーズ『意味の論理学』の注釈と研究 : 出来事, 運命愛, そして永久革命 鹿野祐嗣著 岩波書店 135.5/D55

371 レヴィナス : 壊れものとしての人間 (河出ブックス:048. 現代思想の現在) 村上靖彦著 河出書房新社 135.5/L57

372 自然 : コレージュ・ド・フランス講義ノート

M. メルロ=ポン

ティ [著]/ドミニ

ク・セグラール編/

松葉祥一, 加國尚志

共訳

みすず書房 135.55/Me66

373 オプス・デイ : 任務の考古学
ジョルジョ・アガン

ベン著/杉山博昭訳
以文社 137/A19

374 アガンベンの身振り (シリーズ「哲学への扉」) 岡田温司 [著] 月曜社 137/A19

375 アガンベン《ホモ・サケル》の思想 (講談社選書メチエ:723) 上村忠男著 講談社 137/A19

376 思考の潜勢力 : 論文と講演
ジョルジョ・アガン

ベン著/高桑和巳訳
月曜社 137/A19

377 生まれてきたことが苦しいあなたに : 最強のペシミスト・シオランの思想 (星海社新書:158) 大谷崇著
星海社/講談社 (発

売)
139.3/C72
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378 絶望のきわみで : 新装版
E.M.シオラン著/金

井裕訳
紀伊國屋書店 139.3/C72

379 ヴィゴツキー評伝 : その生涯と創造の軌跡 (明石ライブラリー:165) 広瀬信雄著 明石書店 140.238/V99

380 スコアリング・ロールシャッハ : 7つの尺度

ロバート・F.ボーン

スタイン著/ジョセ

フ・M.マスリング

著/溝口純二監訳/北

原裕一監訳

金剛出版 140.7/B65

381 質的心理学研究 第19号(2020) 無藤隆 [ほか] 編 新曜社 140.7/NiS/19

382 心理学研究のためのレポート・論文の書き方マニュアル : 執筆のキーポイントと例文
瀬谷安弘, 天野成昭

著
ナカニシヤ出版 140.7/Se98

383 正しく理解する教養としての心理学 加藤司著 福村出版 140/Ka86

384 1日でわかる心理学
ジョエル・レビー著

/山本富夫訳
ニュートンプレス 140/L57

385 心理学の世界 (現代に活きる心理学ライブラリ : 困難を希望に変える心理学:1-1)
中川佳子, 高橋一公

編著
サイエンス社 140/N32

386 図解使える心理学大全 植木理恵著 KADOKAWA 140/U39

387 繊細な心の科学 : HSP入門 串崎真志著 風間書房 141.2/Ku88

388 モデリングの心理学 : 観察学習の理論と方法 : 新装版

アルバート・バン

デューラ編/原野広

太郎, 福島脩美共訳

金子書房 141.33/B18

389 問いこそが答えだ! : 正しく問う力が仕事と人生の視界を開く
ハル・グレガーセン

著/黒輪篤嗣訳
光文社 141.5/G84

390 「具体→←抽象」トレーニング : 思考力が飛躍的にアップする29問 (PHPビジネス新書:415) 細谷功著 PHP研究所 141.5/H95

391 思考の枠を超える : 自分の「思い込み」の外にある「アイデア」を見つける方法 篠原信著 日本実業出版社 141.5/Sh67

392 思考の技法 (ちくま学芸文庫:[ウ32-1])
グレアム・ウォーラ

ス著/松本剛史訳
筑摩書房 141.5/W36

22



2020年4月～8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

393 「間合い」とは何か : 二人称的身体論

諏訪正樹編著/伝康

晴, 坂井田瑠衣, 高

梨克也著

春秋社 141.51/N59

394 なぜ「やる気」は長続きしないのか : 心理学が教える感情と成功の意外な関係
デイヴィッド・デス

テノ著/住友進訳
白揚社 141.6/D64

395 「さみしさ」の力 : 孤独と自立の心理学 (ちくまプリマー新書:351) 榎本博明著 筑摩書房 141.6/E63

396 孤独になると結果が出せる 茂木健一郎著 廣済堂出版 141.6/Mo16

397 喪失学 : 「ロス後」をどう生きるか? (光文社新書:1013) 坂口幸弘著 光文社 141.6/Sa28

398 悲嘆学入門 : 死別の悲しみを学ぶ 坂口幸弘著 昭和堂 141.6/Sa28

399 感情 : ジェームズ/キャノン/ダマシオ (名著精選 : 心の謎から心の科学へ)
梅田聡, 小嶋祥三監

修
岩波書店 141.6/U64

400 図解でわかるスタンフォードの自分を変える教室 (だいわ文庫)
ケリー・マクゴニガ

ル監修
大和書房 141.8/Ma99

401 人から人に伝わるパーソナリティ心理学 : 自己探求のワークブック

ウィラード B. フ

リック著/菅沼憲治

訳

風間書房 141.93/F47

402 きょうだい型人間学 : 性格と相性を見ぬく 磯崎三喜年著 河出書房新社 141.939/I85

403 男女脳戦略。 : 男にはデータを、女にはイメージを売れ
メンタリストDaiGo

著
ダイヤモンド社 143.1/D17

404 多様な人生のかたちに迫る発達心理学 川島大輔 [ほか] 編 ナカニシヤ出版 143/Ta98

405 ユング心理学と異界・異人 (ユング心理学研究:第12巻)
日本ユング心理学会

編
創元社 145.9/NiY/12

406 人間の本性 : 人間とはいったい何か

アルフレッド・アド

ラー著/長谷川早苗

訳

興陽館 146.1/A16
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407 性格の法則 : あのひとの心に隠された秘密

アルフレッド・アド

ラー著/長谷川早苗

訳

興陽館 146.1/A16

408 イメージの心理学 : 新装版 河合隼雄著 青土社 146.1/Ka93

409 無心の対話 : 精神分析フィロソフィア (こころの臨床セミナーbook) 西平直, 松木邦裕著 創元社 146.1/N82

410 アドラーに救われた女性たち : 親子関係・夫婦関係に悩むあなたへ つるたえみこ著
みらいパブリッシン

グ/星雲社 (発売)
146.8/A16

411 心理療法って何? : カウンセラーに聞きたいQ&A80 古澤聖子著 星和書店 146.8/F94

412 マンガでやさしくわかるカウンセリング

平木典子著/葛城か

えでシナリオ制作/

柾朱鷺作画

日本能率協会マネジ

メントセンター
146.8/H64

413 10代から身につけたいギリギリな自分を助ける方法 井上祐紀著 KADOKAWA 146.8/I57

414 カウンセリング辞典 新装版 氏原寛[ほか]編集 ミネルヴァ書房 146.8/Ka89

415 恋愛の心理 (知的生きかた文庫) 国分康孝著 三笠書房 146.8/Ko45

416 ケアの根源を求めて
西平直, 中川吉晴編

著
晃洋書房 146.8/N82

417 親と死別した子どもたちへ : ネバー・ザ・セイム悲嘆と向き合い新しい自分になる

ドナ・シャーマン著

/西尾温文他訳/松下

弓月監訳/島薗進監

修

佼成出版社 146.8/Sc8

418 喪失と悲嘆の心理臨床学 : 様態モデルとモーニングワーク 山本力著 誠信書房 146.8/Y31

419 心の解離構造 : 解離性同一性障害の理解と治療

エリザベス・F・ハ

ウエル著/柴山雅俊

監訳/宮川麻衣訳

金剛出版 146.811/H96

420 支援のための臨床的アタッチメント論 : 「安心感のケア」に向けて 工藤晋平著 ミネルヴァ書房 146.811/Ku17

421 知覚・認知心理学 (公認心理師の基礎と実践:第7巻) 箱田裕司編 遠見書房 146.89/H18

422 よくわかる臨床心理学 : 完全カラー図解 岩壁茂監修 ナツメ社 146/I93
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423 遺児における親との死別体験の影響と意義 : 病気遺児、自死遺児、そして震災遺児がたどる心的プロセス 倉西宏著 風間書房 146/Ku53

424 使う使える臨床心理学 岡島義, 金井嘉宏編 弘文堂 146/O39

425 前近代東アジアにおける「術数文化」 (アジア遊学:244) 水口幹記編 勉誠出版 148.4/Mi94

426 生まれてこないほうが良かった : 存在してしまうことの害悪

デイヴィッド・ベネ

ター著/小島和男,

田村宜義訳

すずさわ書店 150/B35

427 システム倫理学的思考 : 対立しながらも、つながり合う 森下直貴著

幻冬舎メディアコン

サルティング/幻冬

舎 (発売)

150/Mo65

428 自由意志 : スキナー/デネット/リベット (名著精選 : 心の謎から心の科学へ)
青山拓央, 柏端達也

監修
岩波書店 151.2/A58

429 災害の倫理 : 災害時の自助・共助・公助を考える

ナオミ・ザック著/

阪本真由美, 北川夏

樹訳

勁草書房 151/Z1

430 結婚の哲学 : 21世紀にふさわしい結婚のかたちを求めて 1 長町裕司著 春秋社 152.2/N15/1

431 愛を知るための七つの講義

マッシモ・レカル

カーティ著/飯田亮

介訳

早川書房 158/R22

432 入社1年目の心得 原マサヒコ著 総合法令出版 159.4/H32

433 異端のすすめ : 強みを武器にする生き方 (SB新書:501) 橋下徹著 SBクリエイティブ 159.4/H38

434 ハーバードの自分を知る技術 : 悩めるエリートたちの人生戦略ロードマップ

ロバート・スティー

ヴン・カプラン著/

福井久美子訳

CCCメディアハウ

ス
159.4/Ka61

435 期待値を超える : 僕が失敗しながら学んできた仕事の方法 (光文社新書:1052) 松浦弥太郎著 光文社 159.4/Ma86

436 「畳み人」という選択 : 「本当にやりたいこと」ができるようになる働き方の教科書 設楽悠介著 プレジデント社 159.4/Sh25

437 女の子の人生で覚えていてほしいこと (最後の講義完全版) 西原理恵子著 主婦の友社 159.6/Sa17

438 どこまでも生きぬいて : 夜回り先生50のヒント (YA心の友だちシリーズ) 水谷修著 PHP研究所 159.7/Mi97
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439 ドラッカー・スクールのセルフマネジメント教室
ジェレミー・ハン

ター著
プレジデント社 159/D92

440 バルタザール・グラシアンの賢人の知恵

バルタザール・グラ

シアン著/斎藤慎子

訳

ディスカヴァー・

トゥエンティワン
159/G75

441 スマホ人生戦略 : お金・教養・フォロワー35の行動スキル 堀江貴文著 学研プラス 159/H87

442 ウシジマくんvs.ホリエモン人生はカネじゃない! 堀江貴文著 小学館 159/H87

443 人生に効く『菜根譚』 湯浅邦弘著 KADOKAWA 159/Ko39

444 哲学の先生と人生の話をしよう (朝日文庫:[こ41-1]) 國分功一郎著 朝日新聞出版 159/Ko45

445 「無為」の技法 : エフォートレスな行動で、能力を最大化する

ダイアナ・レナー,

スティーブン・デ

スーザ著/上原裕美

子訳

日本実業出版社 159/R27

446 アウトプットする力 : 「話す」「書く」「発信する」が劇的に成長する85の方法 斎藤孝著 ダイヤモンド社 159/Sa25

447 すべてはウチらの頭の中に そわんわん著 KADOKAWA 159/So93

448 宗教なき時代を生きるために : オウム事件と「生きる意味」 完全版 森岡正博著 法藏館 160.4/Mo62

449 教養として学んでおきたい5大宗教 (マイナビ新書) 中村圭志著 マイナビ出版 160/N37

450 古代イスラエル宗教史 : 先史時代からユダヤ教・キリスト教の成立まで

M. ティリー, W. ツ

ヴィッケル著/山我

哲雄訳

教文館 162.279/Ti4

451 メソポタミアの神話 (ちくま学芸文庫:[ヤ11-4]) 矢島文夫著 筑摩書房 164.273/Y16

452 やさしくひも解くハワイ神話 森出じゅん著 フィルムアート社 164.76/Mo46

453 オックスフォードイスラームの辞典

John L. Esposito編

集/菊地達也, 吉田

京子訳

朝倉書店 167.033/E74

454 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2020-2]
edited by Marc

Gaborieau ... [et
Brill

167.033/EnI-3/'20-

2
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455 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2020-3]
edited by Marc

Gaborieau ... [et
Brill

167.033/EnI-3/'20-

3

456 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] 2020-4
edited by Kate

Fleet ... [et al.]
Brill

167.033/EnI-3/'20-

4

457 日本のイスラームとクルアーン : 現状と展望

日本のイスラームと

クルアーン編集委員

会編

晃洋書房 167.21/N71

458 イスラーム学 中田考著 作品社 167/N43

459 図解これだけは知っておきたいはじめての仏教 長田幸康著 KADOKAWA 180/O72

460 お経と仏像でわかる仏教入門 : カラー版 増補改訂 (宝島社新書:582) 釈徹宗監修 宝島社 180/Sh12

461 「中国」の形成 : 現代への展望 (岩波新書:新赤版 1808. シリーズ中国の歴史:5) 岡本隆司著 岩波書店 1808

462 日本仏教の展開とその造形 (龍谷大学アジア仏教文化研究叢書:15) 道元徹心編著 法藏館 182.1/Mi13

463 日本仏教史年表
平岡定海, 圭室文雄,

池田英俊編
雄山閣出版 182.1/N71

464 日本仏教と西洋世界 (龍谷大学アジア仏教文化研究叢書:12)
嵩満也, 吉永進一,

碧海寿広編
法藏館 182.1/N71

465 漢字文化圏への広がり (新アジア仏教史:10:朝鮮半島・ベトナム) 石井公成編集委員 佼成出版社 182.2/Sh58/10

466 韓国仏教史 金龍泰著/佐藤厚訳 春秋社 182.21/Ki39

467 磧砂版大蔵経目録 : 杏雨書屋蔵 第8冊

古泉圓順執筆/武田

科学振興財団杏雨書

屋編集

武田科学振興財団 183.031/KoE/8

468 般若心経 : 生き方を学ぶ : 決定版 ひろさちや著 中央公論新社 183.2/H29

469 仁王護國般若波羅蜜經
[(姚秦釋)鳩摩羅什

譯]/知玄編著
真言密教学会 183.2/N76

470 相応部(サンユッタニカーヤ) 六処篇 1 (パーリ仏典:第3期1-8) 片山一良訳 大蔵出版 183/29/3-7

471 相応部(サンユッタニカーヤ) 六処篇 2 (パーリ仏典:第3期1-8) 片山一良訳 大蔵出版 183/29/3-8
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472 A forest of pearls from the dharma garden (Taishō volume 53, number 2122) v. 2 (BDK English Tripiṭaka)
translated by

Koichi Shinohara
BDK America 183/D88/2

473 日本仏教の基本経典 (角川選書:636) 大角修著 KADOKAWA 183/O38

474 時空を翔ける中将姫 : 説話の近世的変容 (ブックレット「書物をひらく」:22) 日沖敦子著 平凡社 184.9/H62

475 やさしい仏像 : 一生モノの基礎知識 (マンガで教養)
吉田さらさ監修/夏

江まみマンガ
朝日新聞出版 186.8/N58

476 日本の仏様解剖図鑑 : 仏教の世界がマルわかり 瓜生中著 エクスナレッジ 186.8/U89

477 両界曼荼羅の源流 田中公明著 春秋社 186.81/Ta84

478 四国遍路の世界 (ちくま新書:1487)

愛媛大学四国遍路・

世界の巡礼研究セン

ター編

筑摩書房 186.918/E35

479
修二会 : お水取りと花会式 : 聖地に受け継がれし伝灯の法会 (龍谷大学アジア仏教文化研究センター文化講演会

シリーズ:3)
楠淳證編 法藏館 186/Ku93

480 大谷光瑞の構想と居住空間 (龍谷大学アジア仏教文化研究叢書:14) 三谷真澄編 法藏館 188.72/O84

481 禅ってなんだろう? : あなたと知りたい身心を調えるおしえ (中学生の質問箱) 石井清純著 平凡社 188.8/I75

482 『無門関』の出世双六 : 帰化した禅の聖典 (ブックレット「書物をひらく」:23)
ディディエ・ダヴァ

ン著
平凡社 188.84/E42

483 詳説日本仏教13宗派がわかる本 (The new fifties) 正木晃著 講談社 188/Ma61

484 創造か進化か : 我々は選択せねばならないのか
デニス・アレクサン

ダー著/小山清孝訳
ヨベル 191.15/A41

485 歴史学の思考法 : 東大連続講義
東京大学教養学部歴

史学部会編
岩波書店 201/To46

486 世界史年表・地図 第26版 亀井高孝 [ほか] 編 吉川弘文館 203.2/Se22

487 トップの教養 倉山満著 KADOKAWA 204/Ku57

488 日本の古墳はなぜ巨大なのか : 古代モニュメントの比較考古学
国立歴史民俗博物館

[ほか] 編
吉川弘文館 209.3/N71

489 世界と日本近現代並列年表 : 図解でスッと頭に入る 祝田秀全監修 昭文社 209.5/I97
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490 今、問い続けるということ : 多文化共生への歴史理解 岩本裕子著 メタ・ブレーン 209.75/I94

491 移民の世界史
ロビン・コーエン著

/小巻靖子訳
東京書籍 209/C83

492 知識ゼロからの戦争史入門 祝田秀全著 幻冬舎 209/I97

493 「世界史」をいかに語るか : グローバル時代の歴史像
成田龍一, 長谷川貴

彦編
岩波書店 209/N52

494 明治が歴史になったとき : 史学史としての大久保利謙 (アジア遊学:248) 佐藤雄基編 勉誠出版 210.01/O54

495 縄文石器提要 (考古調査ハンドブック:20)
大工原豊, 長田友也,

建石徹編集
ニューサイエンス社 210.02/KoC/20

496 特集・21世紀の日本考古学 (季刊考古学:第100号) 雄山閣 210.025/Ki21/100

497 特集日本のストーン・サークル (季刊考古学:第101号) 雄山閣 210.025/Ki21/101

498 特集土木考古学の現状と課題 (季刊考古学:第102号) 雄山閣 210.025/Ki21/102

499 特集近世城郭と城下町 (季刊考古学:第103号) 雄山閣 210.025/Ki21/103

500 特集弥生・古墳時代の木製農具 (季刊考古学:第104号) 雄山閣 210.025/Ki21/104

501 特集・縄文のムラと貝塚 (季刊考古学:第105号) 雄山閣 210.025/Ki21/105

502 特集・古墳時代とは何か (季刊考古学:第106号) 雄山閣 210.025/Ki21/106

503 特集縄文時代の祭り : 縄文祭祀の体系と構造、信仰・祭祀の地域差、祭りの空間など (季刊考古学:第107号) 雄山閣 210.025/Ki21/107

504 特集・東日本の土木考古学 (季刊考古学:第108号) 雄山閣 210.025/Ki21/108

505 特集・幕末・明治期の製鉄遺跡と考古学 (季刊考古学:第109号) 雄山閣 210.025/Ki21/109

506 特集・幕藩体制に関わる近世陶磁器 (季刊考古学:第110号) 雄山閣 210.025/Ki21/110

507 特集・石器生産と流通にみる弥生文化 (季刊考古学:第111号) 雄山閣 210.025/Ki21/111

508 特集・平城京研究の現在 (季刊考古学:第112号増大号) 雄山閣 210.025/Ki21/112

509 特集・日韓考古学の新潮流 (季刊考古学:第113号) 雄山閣 210.025/Ki21/113

510 特集・西日本の縄文集落と地域社会 (季刊考古学:第114号) 雄山閣 210.025/Ki21/114

511 特集・低地の考古学 (季刊考古学:第115号) 雄山閣 210.025/Ki21/115

512 特集・戦争と慰霊の考古学 (季刊考古学:第116号) 雄山閣 210.025/Ki21/116

513 特集・古墳時代を体系的にみる (季刊考古学:第117号) 雄山閣 210.025/Ki21/117
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514 特集・古人類学・最新研究の動向 (季刊考古学:第118号) 雄山閣 210.025/Ki21/118

515 特集・縄文石器が語る文化と社会 (季刊考古学:第119号) 雄山閣 210.025/Ki21/119

516 特集・織豊系城郭の成立と展開 (季刊考古学:第120号) 雄山閣 210.025/Ki21/120

517 特集山寺の考古学 (季刊考古学:第121号) 雄山閣 210.025/Ki21/121

518 特集心と知の考古学 (季刊考古学:第122号) 雄山閣 210.025/Ki21/122

519 特集水中考古学の現状と課題 (季刊考古学:第123号) 雄山閣 210.025/Ki21/123

520 特集天皇陵古墳のいま (季刊考古学:第124号) 雄山閣 210.025/Ki21/124

521 特集縄文文化の境界 (季刊考古学:第125号) 雄山閣 210.025/Ki21/125

522 特集日本旧石器時代の成り立ちと文化 (季刊考古学:第126号) 雄山閣 210.025/Ki21/126

523 特集新世代の弥生時代研究 (季刊考古学:第127号) 雄山閣 210.025/Ki21/127

524 特集水産資源と歴史考古学 (季刊考古学:第128号) 雄山閣 210.025/Ki21/128

525 特集王権擁護の寺・国分寺 (季刊考古学:第129号) 雄山閣 210.025/Ki21/129

526 特集縄文時代墓制研究の新動向 (季刊考古学:第130号) 雄山閣 210.025/Ki21/130

527 特集古代「竪穴建物」研究の可能性 (季刊考古学:第131号) 雄山閣 210.025/Ki21/131

528 特集旧石器-縄文移行期を考える (季刊考古学:第132号) 雄山閣 210.025/Ki21/132

529 特集アイヌの考古学 (季刊考古学:第133号) 雄山閣 210.025/Ki21/133

530 特集中世の納骨信仰と霊場 (季刊考古学:第134号) 狭川真一編集 雄山閣 210.025/Ki21/134

531 特集東アジアの青銅器と弥生文化 (季刊考古学:第135号) 小林青樹編集 雄山閣 210.025/Ki21/135

532 特集西日本の「天智紀」山城 (季刊考古学:第136号) 小田富士雄編集 雄山閣 210.025/Ki21/136

533 特集古墳時代・渡来人の考古学 (季刊考古学:第137号)
土生田純之, 亀田修

一編集
雄山閣 210.025/Ki21/137

534 特集縄文時代の儀礼と社会 (季刊考古学:第148号) 谷口康浩編 雄山閣 210.025/Ki21/148

535 特集墓石の考古学 (季刊考古学:第149号) 関根達人編集 雄山閣 210.025/Ki21/149

536 考古学はどこへ行くのか (季刊考古学:第150号 記念特大号)
土生田純之 [ほか]

編
雄山閣 210.025/Ki21/150

537 武蔵と相模の古墳 (季刊考古学:別冊15) 広瀬和雄, 池上悟編 雄山閣 210.025/Ki21/別15
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538 東海の古墳風景 (季刊考古学:別冊16)
中井正幸, 鈴木一有

編
雄山閣 210.025/Ki21/別16

539 古墳時代毛野の実像 (季刊考古学:別冊17)
右島和夫, 若狭徹,

内山敏行編
雄山閣 210.025/Ki21/別17

540 邪馬台国をめぐる国々 (季刊考古学:別冊18) 西谷正編 雄山閣 210.025/Ki21/別18

541 若狭と越の古墳時代 (季刊考古学:別冊19)
入江文敏, 伊藤雅文

編
雄山閣 210.025/Ki21/別19

542 近世大名墓の世界 (季刊考古学:別冊20)
坂誥秀一, 松原典明

編
雄山閣 210.025/Ki21/別20

543 縄文の資源利用と社会 (季刊考古学:別冊21) 阿部芳郎編 雄山閣 210.025/Ki21/別21

544 中期古墳とその時代 : 5世紀の倭王権を考える (季刊考古学:別冊22) 広瀬和雄編 雄山閣 210.025/Ki21/別22

545 縄文時代中期の土器論と生業研究の新視点 (考古学の地平:2)
山本典幸, 考古学の

地平グループ編
六一書房 210.025/KoC/2

546 琉球王国の象徴 : 首里城 (シリーズ「遺跡を学ぶ」:145) 當眞嗣一著 新泉社 210.025/To49

547 古文書の様式と国際比較
小島道裕, 田中大喜,

荒木和憲編
勉誠出版 210.029/Ko66

548 日本史年表・地図 第26版 児玉幸多編 吉川弘文館 210.032/Ko18

549 偽書が揺るがせた日本史 原田実著 山川出版社 210.04/H32

550 日英同盟と黄禍論の謎 (逆説の日本史:25. 明治躍進編) 井沢元彦著 小学館 210.04/IzM/G-25

551 日本史を学ぶための図書館活用術 : 辞典・史料・データベース 浜田久美子著 吉川弘文館 210.07/H22

552 九条家本紙背文書集中右記部類外 (圖書寮叢刊) 宮内庁書陵部編 明治書院 210.08/11/ク6

553 徳禪寺文書 1 (大日本古文書. 家わけ:第17/大徳寺文書:別集)
東京大學史料編纂所

編纂

東京大学史料編纂所

/東京大学出版会

(発売)

210.08/14-2/17-別

2-1

554 東大寺文書 24 (大日本古文書. 家わけ:第18)
東京帝國大學文學部

史料編纂所編

東京帝國大學文學部

史料編纂所

210.08/14-2/18-1-

24

555 東アジアと倭の眼でみた古墳時代 (国立歴史民俗博物館研究叢書:7) 上野祥史編 朝倉書店 210.08/Ko49/7
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556 皇位継承の歴史と儀礼 大江篤編 臨川書店 210.091/O18

557 やさしい日本史 : 一生モノの基礎知識 (マンガで教養)
本郷和人監修/みか

めゆきよみマンガ
朝日新聞出版 210.1/Mi21

558 東大教授がおしえる日本史をつかむ図鑑 山本博文監修 二見書房 210.1/Y31

559 日記から読む摂関政治 (日記で読む日本史:5)
古瀬奈津子, 東海林

亜矢子著
臨川書店 210.12/NiY/5

560 サピエンス日本上陸 : 3万年前の大航海 海部陽介著 講談社 210.23/Ka21

561 縄文ムラの原風景 : 御所野遺跡から見えてきた縄文世界 御所野縄文博物館編 新泉社 210.25/G69

562 縄文人に相談だ (角川文庫:も31-1) 望月昭秀[著] KADOKAWA 210.25/Mo12

563 ヤマト王権の古代学 : 「おおやまと」の王から倭国の王へ 坂靖著 新泉社 210.27/B19

564 卑弥呼と女性首長 : 新装版 清家章著 吉川弘文館 210.273/H59

565 卑弥呼の時代 (読みなおす日本史) 吉田晶著 吉川弘文館 210.273/Y86

566 『古事記』『日本書紀』千三百年の孤独 : 消えた古代王朝 (古代に真実を求めて : 古田史学論集:第23集) 古田史学の会編 明石書店 210.3/FuT/K-23

567 『日本書紀』に学ぶ 荊木美行著 燃焼社 210.3/I11

568 水洗トイレは古代にもあった : トイレ考古学入門 黒崎直著 吉川弘文館 210.3/Ku76

569 神社に秘められた日本書紀の謎 : カラー版 (宝島社新書:567) 渋谷申博著 宝島社 210.3/N71

570 変貌する古事記・日本書紀 : いかに読まれ、語られたのか (ちくま新書:1486) 及川智早著 筑摩書房 210.3/O32

571 六国史以前 : 日本書紀への道のり (歴史文化ライブラリー:502) 関根淳著 吉川弘文館 210.3/Se36

572 人事の古代史 : 律令官人制からみた古代日本 (ちくま新書:1497) 十川陽一著 筑摩書房 210.3/So27

573 渡来系移住民 : 半島・大陸との往来 (シリーズ古代史をひらく)
吉村武彦, 吉川真司,

川尻秋生編
岩波書店 210.3/To66

574 古市古墳群をあるく : 巨大古墳・全案内 増補改訂第2版 久世仁士著 創元社 210.32/Ku99

575 百舌鳥古墳群をあるく : 巨大古墳・全案内 増補改訂第2版 久世仁士著 創元社 210.32/Ku99

576 造山古墳と作山古墳 造山古墳蘇生会編 吉備人出版 210.32/Ts68

577 河内平野をのぞむ大型群集墳 : 高安千塚古墳群 (シリーズ「遺跡を学ぶ」:138)
吉田野乃, 藤井淳弘

著
新泉社 210.32/Y86
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578 難波宮と大化改新 (日本史研究叢刊:36)
大阪市立大学難波宮

研究会編
和泉書院 210.34/O73

579 藤原仲麻呂と道鏡 : ゆらぐ奈良朝の政治体制 (歴史文化ライブラリー:504) 鷺森浩幸著 吉川弘文館 210.35/F68

580 草の根歴史学の未来をどう作るか : これからの地域史研究のために 黒田智, 吉岡由哲編 文学通信 210.4/Ku72

581 中世史講義 : 院政期から戦国時代まで 戦乱篇 (ちくま新書:1378, 1485)
高橋典幸, 五味文彦

編
筑摩書房 210.4/Ta33/2

582 中世の富と権力 : 寄進する人びと (歴史文化ライブラリー:497) 湯浅治久著 吉川弘文館 210.4/Y96

583 鎌倉時代論 五味文彦著 吉川弘文館 210.42/G62

584 本能寺前夜 : 西国をめぐる攻防 (角川選書:635) 光成準治著 KADOKAWA 210.47/O17

585 水軍と海賊の戦国史 (中世から近世へ) 小川雄著 平凡社 210.47/O24

586 信長の台頭と若き日の家康 (戦国時代の終焉と天下人への道程:第1部) 尾﨑桂治著 三樹書房 210.47/O96/1

587 豊臣秀吉文書集 6 名古屋市博物館編 吉川弘文館 210.47/To93/6

588 天下人秀吉の時代 (日本歴史私の最新講義:22) 藤井讓治著 敬文舎 210.48/To93

589 「関ケ原」の決算書 (新潮新書:859) 山本博文著 新潮社 210.48/Y31

590 石に刻まれた江戸時代 : 無縁・遊女・北前船 (歴史文化ライブラリー:498) 関根達人著 吉川弘文館 210.5/Se36

591 日本史のなかの「普遍」 : 比較から考える「明治維新」= Searching for Generalities in Japanese History 三谷博著 東京大学出版会 210.59/Mi58

592 松陰とペリー : 下田密航をめぐる多言語的考察 (關西大學東西學術研究所研究叢刊:63) 陶徳民著 関西大学出版部 210.5953/Y86

593 歴史に向きあう : 未来につなぐ近現代の歴史 黒沢文貴著 東京大学出版会 210.6/Ku76

594 避けられた戦争 : 一九二〇年代・日本の選択 (ちくま新書:1499) 油井大三郎著 筑摩書房 210.69/Y97

595 ハルハ河・ノモンハン戦争 : モンゴル・ロシア・中国の新史料から読み解く
ボルジギン・フスレ

著
三元社 210.7/B65

596 昭和史講義 戦後篇上 (ちくま新書:1508) 筒井清忠編 筑摩書房 210.7/Ts93/1

597 昭和史講義 戦後篇下 (ちくま新書:1509) 筒井清忠編 筑摩書房 210.7/Ts93/2

598 沖縄戦 : 写真でわかる事典 : 1945年3月26日-6月23日 平塚柾緒著
PHPエディター

ズ・グループ
210.75/H68

599 ひめゆりの塔をめぐる人々の手記 改版 (角川文庫:5139, [な12-1]) 仲宗根政善 [編著] 角川書店 210.75/N42

600 広島復興の戦後史 : 廃墟からの「声」と都市 西井麻里奈著 人文書院 210.75/N82
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601 アイヌの真実 (ベスト新書:609. 歴史人新書)
北原モコットゥナ

シ, 谷本晃久監修
ベストセラーズ 211/Ki64

602 下級武士の田舎暮らし日記 : 奉公・金策・獣害対策
支倉清, 支倉紀代美

著
築地書館 212.305/Y16

603 分解者たち : 見沼田んぼのほとりを生きる
猪瀬浩平著/森田友

希写真
生活書院 213.406/I56

604 日本の開国と多摩 : 生糸・農兵・武州一揆 (歴史文化ライブラリー:503) 藤田覚著 吉川弘文館 213.65/F67

605 幕末の福井藩 (岩田書院ブックレット:歴史考古学系:H-29)

本川幹男 [ほか] 著/

福井県郷土誌懇談会

編

岩田書院 214.4/E18

606 交通・情報となりわい : 甲斐がつないだ道と馬 (新しい古代史へ:3) 平川南著 吉川弘文館 215.1/H64/3

607 貴族日記が描く京(みやこ)の災害 片平博文著 思文閣出版 216.2/Ka81

608 河内・和泉の考古記録 秋山浩三著 清風堂書店 216.3/A38

609 橋爪節也の大阪百景 橋爪節也著 創元社 216.3/H38

610 世界遺産:百舌鳥・古市古墳群ガイド
小学館クリエイティ

ブ/小学館 (発売)
216.303/Mo99

611 大阪万博の戦後史 : EXPO'70から2025年万博へ 橋爪紳也著 創元社 216.306/H38

612 大和・紀伊半島へのいざない (奈良女子大学叢書:5)
西谷地晴美, 西村さ

とみ編
敬文舎 216.5/N87

613 熊野から読み解く記紀神話 : 日本書紀一三〇〇年紀 (扶桑社新書:332) 池田雅之, 三石学編 扶桑社 216.603/I32

614 神仏と祈りの情景 (九州の中世:4)
大庭康時, 佐伯弘次,

坪根伸也編
高志書院 219.04/Ky9/4

615 歴史にいまを読む : 熊本・永青文庫からの発信 (熊日新書) 稲葉継陽著
熊本日日新聞社/熊

日出版(制作・発売)
219.4/I51

616 川の中の美しい島・輪中 : 熊本藩豊後鶴崎からみた世界 長野浩典著 弦書房 219.5/N16

617 朝鮮戦争70年 : 「新アジア戦争」時代を越えて
和田春樹, 孫崎享,

小森陽一著
かもがわ出版 220.7/C54
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618 天変地異はどう語られてきたか : 中国・日本・朝鮮・東南アジア (東方選書:53) 串田久治編著 東方書店 220/Ku86

619 シルクロード悠久の天地 山田勝久著 笠間書院 220/Y19

620 日本人が知らない朝鮮半島史 : 韓国と北朝鮮-「反日」の源流
ケント・ギルバート

著
ビジネス社 221.01/G44

621 甲骨文研究 伊藤道治著 朋友書店 222.032/I91

622 文房具が語る古代東アジア (ものが語る歴史:38) 吉田惠二著 同成社 222.04/Y86

623 三国志の考古学 : 出土資料からみた三国志と三国時代 (東方選書:52) 関尾史郎著 東方書店 222.043/Se38

624 中国近現代史 (サクッとわかるビジネス教養) 岡本隆司監修 新星出版社 222.06/O42

625 中国近現代史 (サクッとわかるビジネス教養) 岡本隆司監修 新星出版社 222.06/O42

626 新図説中国近現代史 : 日中新時代の見取図 改訂版 田中仁 [ほか] 著 法律文化社 222.06/Sh69

627 文化大革命 : 人民の歴史1962-1976 上
フランク・ディケー

ター著/今西康子訳
人文書院 222.077/D73/1

628 文化大革命 : 人民の歴史1962-1976 下
フランク・ディケー

ター著/今西康子訳
人文書院 222.077/D73/2

629 目撃天安門事件 : 歴史的民主化運動の真相 加藤青延著
PHPエディター

ズ・グループ
222.077/Ka86

630 詳説台湾の歴史 : 台湾高校歴史教科書
薛化元主編/永山英

樹訳
雄山閣 222.4/Se93

631 台湾を築いた明治の日本人 渡辺利夫著
産経新聞出版/日本

工業新聞社 (発売)
222.406/W46

632 漢字文化の世界 (角川文庫:22107) 藤堂明保 [著] KADOKAWA 222/To18

633 ベトナム戦争と私 : カメラマンの記録した戦場 (朝日選書:993) 石川文洋著 朝日新聞出版 223.107/I76

634 教養の東南アジア現代史
川中豪, 川村晃一編

著
ミネルヴァ書房 223/Ka96

635 東南アジア大陸部の戦争と地域住民の生存戦略 : 避難民・女性・少数民族・投降者からの視点

瀬戸裕之, 河野泰之

編著/岩井美佐紀

[ほか] 著

明石書店 223/Se93
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636 大英帝国の盛衰 : イギリスのインド支配を読み解く (MINERVA歴史・文化ライブラリー:35) 木村雅昭著 ミネルヴァ書房 225.05/Ki39

637 イラン現代史 : 従属と抵抗の100年 改訂増補 吉村慎太郎著 有志舎 227.2/Y91

638 文明史から見たトルコ革命 : アタテュルクの知的形成

M.シュクリュ・

ハーニオール [著]/

柿﨑正樹訳

みすず書房 227.4/A94

639 乙嫁語りの歩き方 (EIWA MOOK) 英和出版社 229.6/E39

640 中央アジアの歴史と現在 : 草原の叡智 (アジア遊学:243) 松原正毅編 勉誠出版 229.6/Ma73

641 中世ヨーロッパの文化 (叢書・ウニベルシタス:1112)

ハラルド・クライン

シュミット著/藤原

保明訳

法政大学出版局 230.4/Kl4

642 1989 : ベルリンの壁崩壊後のヨーロッパをめぐる闘争 第2刷 上

メアリー・エリス・

サロッティ著/奥田

博子訳

慶應義塾大学出版会 230.7/Ki72/1

643 1989 : ベルリンの壁崩壊後のヨーロッパをめぐる闘争 第2刷 下

メアリー・エリス・

サロッティ著/奥田

博子訳

慶應義塾大学出版会 230.7/Ki72/2

644 論点・西洋史学 藤井崇 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 230/R66

645 日本人のための英仏独三国志 : 世界史の「複雑怪奇なり」が氷解! 八幡和郎著 さくら舎 230/Y67

646 イギリス史 上 (YAMAKAWA SELECTION) 川北稔編 山川出版社 233/Ka94/1

647 イギリス史 下 (YAMAKAWA SELECTION) 川北稔編 山川出版社 233/Ka94/2

648 ヒトラーへのメディア取材記録 : インタビュー1923-1940
エリック・ブランカ

著/松永りえ訳
原書房 234.074/H77

649 歴史を歩くワルシャワ : 国王選挙の始まりから1944年8月蜂起前まで 尾崎俊二著
戸倉書院/本の泉社

(発売)
234.9/O96

650 フランス革命についての省察 (光文社古典新訳文庫:KBハ2-1)
エドマンド・バーク

著/二木麻里訳
光文社 235.06/B92

651 はじめて学ぶフランスの歴史と文化 上垣豊編著 ミネルヴァ書房 235/U34
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652 ゲルニカ : 無差別爆撃とファシズムのはじまり 早乙女勝元著 新日本出版社 236.07/Sa67

653 歴史のなかのカタルーニャ : 史実化していく「神話」の背景 立石博高著 山川出版社 236/Ta94

654 一冊でわかるイタリア史 (世界と日本がわかる国ぐにの歴史) 北原敦監修 河出書房新社 237/Ki64

655 最初のテロリストカラコーゾフ : ドストエフスキーに霊感を与えた男

クラウディア・

ヴァーホーヴェン著

/宮内悠介訳

筑摩書房 238.05/Ka62

656 イワンの戦争 : 赤軍兵士の記録1939-45 新装復刊

キャサリン・メリ

デール著/松島芳彦

訳

白水社 238.07/Me67

657 北欧学のすすめ 新版
東海大学文化社会学

部北欧学科編
東海大学出版部 238.9/To28

658 よくわかるアメリカ文化史 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)
巽孝之, 宇沢美子編

著
ミネルヴァ書房 253.01/Ta95

659 世界の武器商人アメリカ誕生 (語られなかったアメリカ史 : オリバー・ストーンの告発:1) あすなろ書房 253.07/St7/1

660 なぜ原爆は投下されたのか? (語られなかったアメリカ史 : オリバー・ストーンの告発:2) あすなろ書房 253.07/St7/2

661 人類史上もっとも危険な瞬間 (語られなかったアメリカ史 : オリバー・ストーンの告発:3)
エリック・シンガー

編著
あすなろ書房 253.07/St7/3

662 マヤ・アステカ文化事典 : ビジュアル図解

アントニオ・アイミ

著/モドリュー克枝

訳

柊風舎 256.03/A25

663 図説マヤ文明 (ふくろうの本) 嘉幡茂著 河出書房新社 256.03/Ka11

664 ブラジルの都市の歴史 : コロニアル時代からコーヒーの時代まで (世界歴史叢書)
中岡義介, 川西尋子

著
明石書店 262/N42

665 ヒトはなぜ海を越えたのか : オセアニア考古学の挑戦
秋道智彌, 印東道子

編著
雄山閣 270/A35
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666 危ない日本史 (講談社+α新書:814-1C)

本郷和人, NHK「偉

人たちの健康診断」

取材班 [著]

講談社 281.04/H84

667 名字の話 柳田國男[著] 土曜社 288.1/Y53

668 践祚・即位 1 (皇室制度史料. 儀制) 宮内庁書陵部編纂 宮内庁 288.4/1/8-1

669 聖武天皇 : 帝王としての自覚と苦悩 (日本史リブレット人:007) 寺崎保広著 山川出版社 288.4/Sh96

670 清和天皇 (人物叢書:[通巻304]) 神谷正昌著 吉川弘文館 288.41/Se19

671 大正天皇実録 補訂版 第5 宮内省図書寮編修 ゆまに書房 288.41/Tai/K-5

672 エンペラー・ファイル : 天皇三代の情報戦争 徳本栄一郎著 文藝春秋 288.41/To38

673 日本の国旗、知らない話 : 知っているようで知らない日の丸のいろいろ : 日本における国旗の第一人者が教える 吹浦忠正著 主婦の友社 288.9/F73

674 考証明智光秀 渡邊大門編 東京堂出版 289.1/A33

675 "研究者失格"のわたしが阪大でいっちゃんおもろい教授になるまで : 弱さと向き合い、自分らしく学問する 千葉泉著 明石書店 289.1/C42

676 秦氏の夢長宗我部元親 長宗我部友親著 河出書房新社 289.1/C55

677 藤原冬嗣 (人物叢書:[通巻306])
虎尾達哉著/日本歴

史学会編集
吉川弘文館 289.1/F68

678 看護と福祉のはざまを紡ぐ : 「人」と向き合う、細井恵美子の信念と実践 杉原百合子編著 クリエイツかもがわ 289.1/H94

679 復権!今川義元公の実像に迫る : 今川義元公生誕五百年祭記念 : 文武において戦国時代屈指の名将だった!! 静岡新聞社 289.1/I42

680 コミックでわかる稲盛和夫のリーダーシップ : 名経営者の人を率いる力!

稲盛和夫監修/藤沢

涼生漫画/新田哲嗣

脚本

KADOKAWA 289.1/I53

681 ならずもの : 井上雅博伝-ヤフーを作った男 森功著 講談社 289.1/I57

682 南方熊楠と宮沢賢治 : 日本的スピリチュアリティの系譜 (平凡社新書:933) 鎌田東二著 平凡社 289.1/Mi36

683 信長聖地巡礼手帖 : 織田信長ゆかりの地を訪ねるためのスペシャル・ガイド! : 出かけよう!NIPPON 谷口克広監修 世界文化社 289.1/O17

684 国家とスポーツ : 岡部平太と満洲の夢 高嶋航著 KADOKAWA 289.1/O37

685 金融はまだまだ面白い (私の履歴書) 奥正之著 日本経済新聞出版社 289.1/O55

686 渋沢敬三とアチック・ミューゼアム : 知の共鳴が創り上げた人文学の理想郷 加藤幸治著 勉誠出版 289.1/Sh21
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687 幕末の志士渋沢栄一 (MdN新書:005) 安藤優一郎著

エムディエヌコーポ

レーション/インプ

レス (発売)

289.1/Sh21

688 はじめての渋沢栄一 : 探究の道しるべ 渋沢研究会編 ミネルヴァ書房 289.1/Sh21

689 清水幾太郎 : 経験、この人間的なるもの (ミネルヴァ日本評伝選) 庄司武史著 ミネルヴァ書房 289.1/Sh49

690 トラオ : 徳田虎雄不随の病院王 青木理著 小学館 289.1/To35

691 家康の経営戦略 : 国づくりも天下泰平もカネ次第 大村大次郎著 秀和システム 289.1/To36

692 鶴屋南北 (人物叢書:[通巻305])
古井戸秀夫著/日本

歴史学会編
吉川弘文館 289.1/Ts88

693 大地よ! : アイヌの母神、宇梶静江自伝 宇梶静江著 藤原書店 289.1/U58

694 ポニー・マー : 世界をつなぐテンセント創業者 (中国現代企業家列伝)
冷湖著/吉田修誠,

吉田理華訳
中国出版トーハン 289.2/B15

695 三浦按針 : その生涯と時代 森良和著 東京堂出版 289.3/A16

696 人間の内なる時計 : 体内時計を発見した男ユルゲン・アショフの生涯
サージ・ダーン著/

本間研一訳
北海道大学出版会 289.3/A89

697 コロンブスの図書館

エドワード・ウィル

ソン=リー著/五十

嵐加奈子訳

柏書房 289.3/C84

698 コメニウスの生涯と謎を追う : 通説の疑問を歩いて考える 井ノ口淳三著 文理閣 289.3/C85

699 1924 : ヒトラーが"ヒトラー"になった年 (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ:3-4)
ピーター・ロス・レ

ンジ著/菅野楽章訳
亜紀書房 289.3/H77

700 ドナルド・キーンわたしの日本語修行 新装版
ドナルド・キーン,

河路由佳著
白水社 289.3/Ke18

701 ムッソリーニ : 帝国を夢みた政治家 (世界史リブレット人:88) 高橋進著 山川出版社 289.3/Mu88

702 ナイチンゲールと医師たち 新装復刻版
ザカリイ・コープ著

/小池明子, 田村真
日本看護協会出版会 289.3/N71

703 ブロニスワフ・ピウスツキ伝 : 「アイヌ王」と呼ばれたポーランド人 沢田和彦著 成文社 289.3/Sa93
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704 私が愛する世界 (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ:3-6)

ソニア・ソトマイ

ヨール著/長井篤司

訳

亜紀書房 289.3/So76

705 最古の世界地図を読む : 『混一疆理歴代国都之図』から見る陸と海 (龍谷大学アジア仏教文化研究叢書:16) 村岡倫編 法藏館 290.38/Mu55

706 ブラを捨て旅に出よう : 貧乏乙女の“世界一周"旅行記 (講談社文庫:[あ-122-1]) 歩りえこ [著] 講談社 290.9/A98

707 旅が好きだ! : 21人が見つけた新たな世界への扉 (14歳の世渡り術)
河出書房新社編/角

田光代[ほか]著
河出書房新社 290.9/Ka92

708 中国四千年の食をめぐる旅 (TRANSIT. No.46(2019Winter)) (講談社MOOK)

euphoria factory

TRANSIT編集部/講

談社 (発売)

290.93/E84

709 世界から消えゆく場所 : 万里の長城からグレート・バリア・リーフまで (ナショナルジオグラフィック)

トラビス・エルボラ

フ, マーティン・ブ

ラウン著/湊麻里訳

日経ナショナルジオ

グラフィック社/日

経BPマーケティン

グ (発売)

290/E45

710 東大のクールな地理 : "10年後の日本と世界"を知る 最新版 (青春新書PLAY BOOKS:P-1163) 伊藤彰芳著 青春出版社 290/I89

711 日本の「原風景」を読む : 危機の時代に
原剛著/佐藤充男写

真
藤原書店 291.013/H32

712 47都道府県の歴史と地理がわかる事典 (幻冬舎新書:568) 伊藤賀一著 幻冬舎 291.04/I89

713 47都道府県女ひとりで行ってみよう (幻冬舎文庫:ま-10-6) 益田ミリ [著] 幻冬舎 291.09/Ma66

714 逃北 : つかれたときは北へ逃げます (文春文庫:[の-16-6]) 能町みね子著 文藝春秋 291.09/N94

715 みやぎのアイヌ語地名 (河北選書) 太宰幸子著
河北新報出版セン

ター
291.23/D49

716 ほじくりストリートビュー (散歩の達人pocket) 能町みね子著 交通新聞社 291.309/N94

717 東京ビートルズ地図 (散歩の達人POCKET) 交通新聞社 291.3609/Ko94

718 京都を学ぶ : 文化資源を発掘する 洛西編 京都学研究会編 ナカニシヤ出版 291.62/KyK/4

719 中国の「爆速」成長を歩く 西牟田靖著 イースト・プレス 292.2/N84

720 追跡間宮林蔵探検ルート : サハリン・アムール・択捉島へ 相原秀起著 北海道大学出版会 292.92/Ma42
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721 地中海を旅する62章 : 歴史と文化の都市探訪 (エリア・スタディーズ:172) 松原康介編著 明石書店 293.09/Ma73

722 ロシア万華鏡 : 社会・文学・芸術 (五柳叢書:109) 沼野恭子著 五柳書院 293.8/N99

723 ミクロネシア学ことはじめ 絶海の孤島ピンゲラップ島編
大塚靖, 山本宗立編

著
南方新社 297.4/O88

724 南極に立った樺太アイヌ : 白瀬南極探検隊秘話 増補新版 佐藤忠悦著 青土社 297.9/Sh85

725 EBPMの経済学 : エビデンスを重視した政策立案 大橋弘編 東京大学出版会 301/O28

726 理不尽な国ニッポン
ジャン=マリ・ブイ

ス著/鳥取絹子訳
河出書房新社 302.1/B67

727 令和日本の敗戦 : 虚構の経済と蹂躙の政治を暴く (ちくま新書:1488) 田崎基著 筑摩書房 302.1/Ta92

728 大阪の逆襲 : 万博・IRで見えてくる5年後の日本 (青春新書intelligence:PI-594)

石川智久, 多賀谷克

彦, 関西近未来研究

会著

青春出版社 302.163/O73

729 清華大生が見た最先端社会、中国のリアル 夏目英男 [著]

クロスメディア・パ

ブリッシング/イン

プレス (発売)

302.22/N58

730 現代中国ゼミナール : 東大駒場連続講義
東大社研現代中国研

究拠点編
東京大学出版会 302.22/To46

731 香港と日本 : 記憶・表象・アイデンティティ (ちくま新書:1498) 銭俊華著 筑摩書房 302.2239/C46

732 台湾研究入門

若林正丈, 家永真幸

編/Masahiro

Wakabayashi,

Masaki Ienaga

東京大学出版会 302.224/W17

733 ベトナムの社会誌 : ドイモイ期の記憶の断片 (風響社ブックレット) 寺本実著 風響社 302.231/Te53

734 平和構築を支援する : ミンダナオ紛争と和平への道 谷口美代子著 名古屋大学出版会 302.2484/Ta87

735 クルド人を知るための55章 (エリア・スタディーズ:170) 山口昭彦編著 明石書店 302.27/Y24
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736 女たちの中東ロジャヴァの革命 : 民主的自治とジェンダーの平等

ミヒャエル・クナッ

プ, アーニャ・フ

ラッハ, エルジャ

ン・アイボーア著/

山梨彰訳

青土社 302.275/O66

737 世界のエリートはなぜ「イスラエル」に注目するのか 新井均著 東洋経済新報社 302.279/A62

738 ルクセンブルクを知るための50章 (エリア・スタディーズ:171)
田原憲和, 木戸紗織

編著
明石書店 302.3589/Ta19

739 「ロシア的なるもの」の探求 (社研叢書:46)

中京大学社会科学研

究所ロシア研究部会

編

中京大学先端共同研

究機構社会科学研究

所/成文堂

302.38/C64

740 リトアニアを知るための60章 (エリア・スタディーズ:177) 櫻井映子編著 明石書店 302.3884/Sa47

741 ボスニア・ヘルツェゴヴィナを知るための60章 (エリア・スタディーズ:173)
柴宜弘, 山崎信一編

著
明石書店 302.3934/Sh17

742 千年の古都ジェンネ : 多民族が暮らす西アフリカの街 伊東未来著 昭和堂 302.4414/I91

743 それを、真 (まこと) の名で呼ぶならば : 危機の時代と言葉の力

レベッカ・ソルニッ

ト [著]/渡辺由佳里

訳

岩波書店 302.53/So34

744 ベストセラーで読み解く現代アメリカ 渡辺由佳里著 亜紀書房 302.53/W46

745 現代メキシコを知るための70章 第2版 (エリア・スタディーズ:91) 国本伊代編著 明石書店 302.56/Ku45

746 バカの国 (新潮新書:863) 百田尚樹著 新潮社 304/H99

747 完本・哲学への回帰 : 人類の新しい文明観を求めて 稲盛和夫, 梅原猛著 PHP研究所 304/I53

748 世界がもし100人の村だったら 3 : たべもの編

池田香代子再話/C.

ダグラス・ラミス対

訳

マガジンハウス 304/IkK/S-3
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749 世界がもし100人の村だったら 4 : 子ども編

池田香代子再話/C.

ダグラス・ラミス対

訳

マガジンハウス 304/IkK/S-4

750 世界がもし100人の村だったら 完結編

池田香代子再話/C.

ダグラス・ラミス対

訳

マガジンハウス 304/IkK/S-5

751 たった1人の大金持ちと50人の貧しい村人たち (世界がもし100人の村だったら:お金篇)
池田香代子著/C.ダ

グラス・ラミス対訳
マガジンハウス 304/IkK/S-6

752 世界がもし100人の村だったら : 総集編 (マガジンハウス文庫)
池田香代子, マガジ

ンハウス編著
マガジンハウス 304/IkK/S-7

753 2060未来創造の白地図 : 人類史上最高にエキサイティングな冒険が始まる 川口伸明著 技術評論社 304/Ka92

754 まだMMTを知らない貧困大国日本 : 新しい『学問のすゝめ』 小浜逸郎著 徳間書店 304/Ko27

755 丹羽宇一郎令和日本の大問題 : 現実を見よ!危機感を持て! 丹羽宇一郎著 東洋経済新報社 304/N89

756 負けてたまるか!日本人 : 私たちは歴史から何を学ぶか (朝日新書:763)
丹羽宇一郎, 保阪正

康著
朝日新聞出版 304/N89

757 大前研一世界の潮流2020～21 大前研一著 プレジデント社 304/O61

758
The academic canon of arts, humanities, and sciences (The Rissho international journal of academic

research in culture and society:3)

edited by the

Rissho University

International

Journal Committee

Rissho

University/Heibons

ha [distributor]

304/R47

759 言語道断 櫻井よしこ著 新潮社 304/Sa47

760 サル化する世界 内田樹著 文藝春秋 304/U14

761 日本の未来へ : 司馬遼太郎との対話 新装版 梅棹忠夫編著 臨川書店 304/U73

762 山本七平の警告 感情国家=日本の没落 林晃三著 アートヴィレッジ 304/Y31
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763
Praktische Nationalökonomie : Vorlesungen 1895-1899 : Leinen (Gesamtausgabe:Abt. 3. Vorlesungen und

Vorlesungsnachschriften:Bd. 2)

Max

Weber/herausgege

ben von Hauke

Janssen/in

Zusammenarbeit

mit Cornelia

Meyer-Stoll und

Ulrich Rummel

J.C.B. Mohr (Paul

Siebeck)
308/W1/1-3-2

764 そろそろ「社会運動」の話をしよう : 自分ゴトとして考え、行動する。社会を変えるための実践論 改訂新版

田中優子, 法政大学

社会学部「社会を変

えるための実践論」

講座編

明石書店 309.04/Ta84

765 身体の使用 : 脱構成的可能態の理論のために

ジョルジョ・アガン

ベン [著]/上村忠男

訳

みすず書房 311.1/A19

766 ホモ・サケル : 主権権力と剥き出しの生
ジョルジョ・アガン

ベン著/高桑和巳訳
以文社 311.1/A19

767 人権の彼方に : 政治哲学ノート

ジョルジョ・アガン

ベン [著]/高桑和巳

訳

以文社 311.1/A19

768
デジタル・デモクラシーがやってくる! : AIが私たちの社会を変えるんだったら、政治もそのままってわけには

いかないんじゃない?

谷口将紀, 宍戸常寿

著
中央公論新社 311.13/Ta87

769 ファシズムの教室 : なぜ集団は暴走するのか 田野大輔著 大月書店 311.8/Ta89

770 読むだけですっきりわかる政治と経済 (宝島SUGOI文庫:[Dこ-2-5]) 後藤武士著 宝島社 312.1/G72

771 これが「日本の民主主義」! 池上彰著
ホーム社/集英社

(発売)
312.1/I33
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772 日本政治史 : 現代日本を形作るもの (有斐閣ストゥディア)
清水唯一朗, 瀧井一

博, 村井良太著
有斐閣 312.1/N71

773 平成政治史 : 政界再編とポスト冷戦型社会運動 (ちくま新書:1495) 大嶽秀夫著 筑摩書房 312.1/O82

774 戦後日本政治の総括 田原総一朗著 岩波書店 312.1/Ta19

775 金正恩の実像 : 世界を翻弄する独裁者

アンナ・ファイ

フィールド著/高取

芳彦, 廣幡晴菜訳

扶桑社 312.21/Ki38

776 習近平vs.中国人 (新潮新書:852) 宮崎紀秀著 新潮社 312.22/Sh99

777 新型コロナ、香港、台湾、世界は習近平を許さない 福島香織 [著] ワニブックス 312.22/Sh99

778 漫画でわかった!習近平と中国 石平著 かや書房 312.22/Sh99

779 香港とは何か (ちくま新書:1512) 野嶋剛著 筑摩書房 312.2239/N93

780 香港はなぜ戦っているのか
李怡著/坂井臣之助

訳
草思社 312.2239/R39

781
Violence and democracy : the collapse of one-party dominant rule in India : [Kyoto University Press] (Kyoto

area studies on Asia:v. 27)

by Nakamizo

Kazuya

Kyoto University

Press/Trans

Pacific Press

312.25/N35

782 北欧の幸せな社会のつくり方 : 10代からの政治と選挙 あぶみあさき著 かもがわ出版 312.389/A14

783 人権侵害にかかわる差別事例判例集
部落解放・人権研究

所編

部落解放・人権研究

所/解放出版社 (発

売)

316.1/B91

784 人権教育及び人権啓発施策 令和2年版 (人権教育・啓発白書:平成17年版-平成30年版)
法務省, 文部科学省

編
国立印刷局 316.1/Hom/'20

785 超ID社会 : ビッグデータ,IoT,AIスコアリング時代に,プライバシーと自分像をいかに守るか 八木晃二著 専修大学出版局 316.1/Y15

786 黒い司法 : 黒人死刑大国アメリカの冤罪と闘う (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ:2-9)

ブライアン・ス

ティーヴンソン著/

宮崎真紀訳

亜紀書房 316.84/St5

787 アメリカ白人が少数派になる日 : 「2045年問題」と新たな人種戦争 矢部武著 かもがわ出版 316.853/Y11
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788 オーストラリア多文化社会論 : 移民・難民・先住民族との共生をめざして
関根政美 [ほか] 編

著
法律文化社 316.871/O79

789 アウシュヴィッツの残りのもの : アルシーヴと証人

ジョルジョ・アガン

ベン著/上村忠男,

廣石正和訳

月曜社 316.88/A19

790 ユダヤ世界に魅せられて 増補新版 広瀬佳司著 彩流社 316.88/H72

791
アメリカへの移住から第一次世界大戦後の大恐慌時代まで (世界歴史叢書. アメリカに生きるユダヤ人の歴史:上

巻)

ハワード・モー

リー・サッカー著/

滝川義人訳

明石書店 316.88/Sa12/1

792 ナチズムの登場からソ連系ユダヤ人の受け入れまで (世界歴史叢書. アメリカに生きるユダヤ人の歴史:下巻)

ハワード・モー

リー・サッカー著/

滝川義人訳

明石書店 316.88/Sa12/2

793 論究日本の危機管理体制 : 国民保護と防災をめぐる葛藤 武田康裕編著 芙蓉書房出版 317.1/Ta59

794 マイナンバー法と情報セキュリティ 宇賀克也著 有斐閣 317.6/U54

795 首都改造 : 東京の再開発と都市政治 (歴史文化ライブラリー:500) 源川真希著 吉川弘文館 318.236/Mi36

796 交渉力 : 結果が変わる伝え方・考え方 (PHP新書:1220) 橋下徹著 PHP研究所 318.263/H38

797 Officeで簡単!公務員のための1枚デザイン作成術 佐久間智之著 学陽書房 318.5/Sa45

798 AI×地方創生 : データで読み解く地方の未来
広井良典, 須藤一磨,

福田幸二著
東洋経済新報社 318.6/A23

799 地方創生 : 新たなモデルを目指して 橋本行史編著 創成社 318.6/H38

800 SDGsを実現するまちづくり : 持続可能な地域創生 : 暮らしやすい地域であるためには
山口幹幸, 高見沢実,

牧瀬稔編著
プログレス 318.6/Sc9

801 事例から学ぶ若者の地域参画成功の決め手 松下啓一著 第一法規 318.8/Ma88

802 国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ : 藤井宏昭外交回想録

藤井宏昭著/細谷雄

一, 白鳥潤一郎, 山

本みずき編

吉田書店 319.1/F57

803 朝鮮半島と日本の未来 (集英社新書:1022A) 姜尚中著 集英社 319.1021/Ka59

46



2020年4月～8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

804 街場の日韓論 (犀の教室)
内田樹編/平田オリ

ザ []ほか] 著
晶文社 319.1021/U14

805 佐藤栄作最後の密使 : 日中交渉秘史 宮川徹志著 吉田書店 319.1022/E33

806 東アジア海洋問題研究 : 日本と中国の新たな協調に向けて

笹川平和財団海洋政

策研究所, 中国南海

研究院編

東海大学出版部 319.1022/Sa75

807 ソウルの中心で真実を叫ぶ
李宇衍著/金光英実

訳
扶桑社 319.2101/I91

808 日韓朝「虚言と幻想の帝国」の解放 : 戦後75年の朝鮮半島 重村智計著 秀和システム 319.2101/Sh28

809 中国外交論 趙宏偉著 明石書店 319.22/C53

810 中国人は日本の何に魅かれているのか : 日中共存の未来図 近藤大介著 秀和システム 319.2201/Ko73

811 「一帯一路」沿線65ヵ国の若者の生の声

人民日報海外版「中

国故事工作室」編/

厳冰, 陳振凱主編/

山本美那子, 桝矢薫

日本僑報社 (発売) 319.2202/J52

812 China and the west : 中国はリベラルな国際秩序に対する脅威か?

H.R.マクマスター

[ほか] 著/舩山むつ

み訳

楽工社 319.2205/C46

813 イスラエルとユダヤ人 : 考察ノート (角川新書:[K-305]) 佐藤優 [著] KADOKAWA 319.27/Sa86

814 スターリンの極東政策 : 公文書資料による東北アジア史再考 (東北アジアの社会と環境) 寺山恭輔編 古今書院 319.3802/Te67

815 米中激突と日本の針路
古森義久, 矢板明夫

共著
海竜社 319.5302/Ko67

816 禁忌の兵器 : パーリア・ウェポンの系譜学 (明治大学国際武器移転史研究所研究叢書:4) 榎本珠良編著 日本経済評論社 319.8/E63

817 武器貿易条約 : 人間・国家主権・武器移転規制 榎本珠良著 晃洋書房 319.8/E63

818 日本人のための平和論
ヨハン・ガルトゥン

グ著/御立英史訳
ダイヤモンド社 319.8/G17

819 明子のピアノ : 被爆をこえて奏で継ぐ (岩波ブックレット:No.1028) 中村真人著 岩波書店 319.8/N37
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820 湯川秀樹の戦争と平和 : ノーベル賞科学者が遺した希望 (岩波ブックレット:No. 1029) 小沼通二著 岩波書店 319.8/Y96

821 Western use of coercive diplomacy after the Cold War : a challenge for theory and practice : uk
Peter Viggo

Jakobsen

Macmillan/St.

Martin's Press
319/J16

822 国際政治学をつかむ 新版 (Textbooks tsukamu) 村田晃嗣 [ほか] 著 有斐閣 319/Ko51

823 異文化と向き合う国際協力 : 開発援助の現場から (創成社新書:62)
清水正, 清水マリ

エッタ著
創成社 319/Sh49

824 ラテン語法格言辞典
柴田光蔵, 林信夫,

佐々木健編

慈学社/大学図書

(発売)
320.33/R17

825 法律ってやっぱりおもしろい!!JKヒカリとめぐる法律トリビア
第一法規法律トリビ

ア研究会編著
第一法規 320.4/D18

826 法と経営研究 創刊第1号
加賀山茂, 金城亜紀

責任編集
信山社 320.5/Ka17/1

827 法と経営研究 第2号
加賀山茂, 金城亜紀

責任編集
信山社 320.5/Ka17/2

828 法と経営研究 第3号
加賀山茂, 金城亜紀

責任編集
信山社 320.5/Ka17/3

829 カフェパウゼで法学を : 対話で見つける「学び方」 横田明美著 弘文堂 320.7/Y78

830 契約とその法的保護 (広中俊雄著作集:1) 広中俊雄著 創文社 320.8/H71/1

831 法過程・法意識の研究 (広中俊雄著作集:7) 広中俊雄著 創文社 320.8/H71/7

832 アメリカから見た日本法
J.マーク・ラムザイ

ヤー [ほか] 著
有斐閣 320.981/A44

833 法律の抜け穴全集 改訂4版 自由国民社 320/J55

834 ビジネスマンのための「法律力」養成講座 (ディスカヴァー携書:219) 小宮一慶 [著]
ディスカヴァー・

トゥエンティワン
320/Ko65

835 法における伝統と革新 : 日独シンポジウム (総合叢書:19)
守矢健一, 高田昌宏,

野田昌吾編
信山社 321.04/H84

836 市民法学の歴史的・思想的展開 : 原島重義先生傘寿 河内宏 [ほか] 編 信山社 321.04/Sh48
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837 イェーリングの「転向」 (新基礎法学叢書:9) 大塚滋著 成文堂 321.234/J45

838 比較法ハンドブック 第3版 / 鈴木賢, 曽野裕夫補訂 五十嵐清著 勁草書房 321.9/I23

839 比較法学入門 貝瀬幸雄著 日本評論社 321.9/Ka21

840 はじめの一歩 : 法学・憲法

松原幸恵, 飯島滋明,

榎澤幸広編著/飯島

滋明 [ほか] 執筆

現代人文社/大学図

書 (発売)
321/H16

841 法学入門 第4版 : 新装版 五十嵐清著 日本評論社 321/I23

842 プレステップ法学 第4版 (PRE-STEP:02) 池田真朗編 弘文堂 321/I32

843 法学再入門秘密の扉 民事法篇 木庭顕著 有斐閣 321/Ko11/1

844 AI時代の法学入門 : 学際的アプローチ
太田勝造編著/笠原

毅彦 [ほか] 著
弘文堂 321/O84

845 法学 第3版 (Next教科書シリーズ) 高橋雅夫編 弘文堂 321/Ta33

846 戦時体制と法学者1931-1952
小野博司, 出口雄一,

松本尚子編
国際書院 322.16/Se66

847 Wege zur Rechtsgeschichte : römisches Erbrecht (UTB:4302) Ulrike Babusiaux Böhlau 322.3/B12

848 概説西洋法制史
勝田有恒, 森征一,

山内進編著
ミネルヴァ書房 322.3/G15

849 西洋法制史学の現在 : 小山貞夫先生古稀記念論集
小山貞夫先生古稀記

念論集刊行会編
創文社 322.3/Ko97

850 ローマ法 改訂 (オンデマンド版) 原田慶吉著 有斐閣 322.32/H32

851 イギリス法史入門 第1部
J.H.ベイカー著/深

尾裕造訳
関西学院大学出版会 322.33/B15/1

852 イギリス法史入門 第2部
J.H.ベイカー著/深

尾裕造訳
関西学院大学出版会 322.33/B15/2

853 ホイマン『ドイツ・ポリツァイ法事始』と近世末期ドイツの諸国家学 (上智大学法学叢書:第36巻) 松本尚子著 有斐閣 322.34/Ma81

854 基礎から学べるアメリカ法 岩田太 [ほか] 著 弘文堂 322.953/Ki59

855 入門アメリカ法 第4版 丸山英二著 弘文堂 322.953/Ma59
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856 ブラジル法概論 阿部博友著 大学教育出版 322.962/A13

857 憲法理論とその展開 : 浦部法穂先生古稀記念 門田孝, 井上典之編 信山社 323.01/U81

858 いちばんやさしい憲法入門 第6版 (有斐閣アルマ:Interest) 初宿正典 [ほか] 著 有斐閣 323.14/I13

859 憲法判例50! 第2版 (Start up)
上田健介, 尾形健,

片桐直人著
有斐閣 323.14/Ke51

860 人権 (有斐閣ストゥディア. 憲法:1)
青井未帆, 山本龍彦

著
有斐閣 323.14/Ke51/1

861 憲法 第2版 (新・コンメンタール)
木下智史, 只野雅人

編
日本評論社 323.14/Ki46

862 憲法9条へのカタバシス 木庭顕 [著] みすず書房 323.142/Ko11

863 憲法九条と幣原喜重郎 : 日本国憲法の原点の解明 笠原十九司著 大月書店 323.142/Sh26

864 赤ペンチェック自民党憲法改正草案 増補版 伊藤真著 大月書店 323.149/I91

865 マグナ・カルタの800年 : マグナ・カルタ神話論を越えて 深尾裕造編 関西学院大学出版会 323.33/F72

866 行政法 第2版 (有斐閣ストゥディア) 野呂充 [ほか] 著 有斐閣 323.9/G99

867 行政法 第6版
櫻井敬子, 橋本博之

著
弘文堂 323.9/Sa47

868 行政手続と行政指導 (神戸法学双書:30) 中川丈久著
神戸大学研究双書刊

行会/有斐閣 (発売)
323.95/N32

869 違法是正と判決効 : 行政訴訟の機能と構造 (行政法研究双書:26) 興津征雄著 弘文堂 323.96/O52

870 義務付け訴訟の機能 (行政法研究双書:32) 横田明美著 弘文堂 323.96/Y78

871 近代私法学の形成と現代法理論 新装版 原島重義編 九州大学出版会 324.01/Sa92

872 近代私法学の形成と現代法理論 原島重義編 九州大学出版会 324.01/Sa92

873 比較民法学の将来像 : 岡孝先生古稀記念論文集
沖野眞已, 笠井修,

銭偉栄編
勁草書房 324.04/H57

874 民法と金融法の新時代 : 池田眞朗先生古稀記念論文集 片山直也 [ほか] 編 慶應義塾大学出版会 324.04/I32

875 現代日本法へのカタバシス 新版 木庭顕 [著] みすず書房 324.04/Ko11
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876 総則 第3版 (論点体系判例民法:1)
能見善久, 加藤新太

郎編
第一法規 324.098/N94/1

877 親族 第3版 (論点体系判例民法:10)
能見善久, 加藤新太

郎編
第一法規 324.098/N94/10

878 相続 第3版 (論点体系判例民法:11)
能見善久, 加藤新太

郎編
第一法規 324.098/N94/11

879 物権 第3版 (論点体系判例民法:2)
能見善久, 加藤新太

郎編集
第一法規 324.098/N94/2

880 担保物権 第3版 (論点体系判例民法:3)
能見善久, 加藤新太

郎編
第一法規 324.098/N94/3

881 債権総論 第3版 1 (論点体系判例民法:4-5)
能見善久, 加藤新太

郎編集
第一法規 324.098/N94/4

882 債権総論 第3版 2 (論点体系判例民法:4-5)
能見善久, 加藤新太

郎編集
第一法規 324.098/N94/5

883 契約 第3版 1 (論点体系判例民法:6-7)
能見善久, 加藤新太

郎編
第一法規 324.098/N94/6

884 契約 第3版 2 (論点体系判例民法:6-7)
能見善久, 加藤新太

郎編
第一法規 324.098/N94/7

885 不法行為 第3版 1 (論点体系判例民法:8-9)
能見善久, 加藤新太

郎編
第一法規 324.098/N94/8

886 不法行為 第3版 2 (論点体系判例民法:8-9)
能見善久, 加藤新太

郎編
第一法規 324.098/N94/9

887 担保物権法 第4版 (現代民法:3) 道垣内弘人著 有斐閣 324.3/D81

888 ケーススタディで学ぶ債権法改正
大江橋法律事務所編

著
商事法務 324.4/O18

889 債権総論 第5版補訂 (プラクティス民法) 潮見佳男著 信山社出版 324.4/Sh74

890 知らないじゃすまされない!中小企業のための改正民法の使い方 相木辰夫著 秀和システム 324.52/A25

51



2020年4月～8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

891 契約法 第3版 (セカンドステージ債権法:1) 野澤正充著 日本評論社 324.52/N98

892 親族・相続法 第3版 (弘文堂NOMIKA:5) 犬伏由子 [ほか] 著 弘文堂 324.6/I58

893
親族 : 民法第725条～第881条 : 令和元年6月までの法改正に対応 第2版 (別冊法学セミナー:no. 261. 新基本法コ

ンメンタール)

松川正毅, 窪田充見

編/青竹美佳 [ほか

執筆]

日本評論社 324.6/Ma79

894 実務成年後見法 (勁草法律実務シリーズ)
松原正明, 浦木厚利

編著
勁草書房 324.65/Ma73

895 成年後見の社会学 税所真也著 勁草書房 324.65/Sa22

896 法務・税務からみた配偶者居住権のポイント
松岡章夫共著/石井

裕共著
大蔵財務協会 324.7/Ma86

897 相続道の歩き方 中村真著 清文社 324.7/N37

898 まるごとわかる・遺言と生前贈与 第4版
内海徹著/真田親義

著/國部徹監修
自由国民社 324.7/U96

899 信託法 (現代民法:別巻) 道垣内弘人著 有斐閣 324.82/D81

900 信託法講義 第2版 神田秀樹, 折原誠著 弘文堂 324.82/Ka51

901 信託法理の展開と法主体 : 会社法・民事訴訟法・倒産法との交錯 岡伸浩著 有斐閣 324.82/O45

902 相続法制の比較研究
浦野由紀子 [ほか]

著
商事法務 324.9/So95

903 債権法 1: 債権総論・契約総論 (ライブラリ民法コア・ゼミナール:3. コア・ゼミナール民法:3) 平野裕之著
新世社/サイエンス

社 (発売)
324/H66

904 総則 第2版補訂版 (Legal quest. 民法:1) 佐久間毅 [ほか] 著 有斐閣 324/J51/1

905 事務管理・不当利得・不法行為 第2版 (Legal quest. 民法:5)
橋本佳幸, 大久保邦

彦, 小池泰著
有斐閣 324/J51/5

906 現代日本民法の基礎を問う (笑うケースメソッド:[1]) 木庭顕著 勁草書房 324/Ko11

907 改正対応!民法のしくみと手続き : 図解で早わかり
森公任監修/森元み

のり監修
三修社 324/Mo53
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908 総則・物権 第2版 (パンデクテンシステムで学ぶ民法:1)
久留米大学西原慎治

研究室
324/N82

909 民事法入門 第8版 (有斐閣アルマ:Basic) 野村豊弘著 有斐閣 324/N95

910 民法
小川富之編著/吉村

朋代 [ほか執筆]
八千代出版 324/O24

911 親族法・相続法 第4版 (民法:3) 我妻榮 [ほか] 著 勁草書房 324/Sh69

912 改正民法のはなし 内田貴著
民事法務協会/東京

大学出版会 (発売)
324/U14

913 債権総論・担保物権 第4版 (民法:3) 内田貴著 東京大学出版会 324/U14/3

914 初心者でもわかる!会社法入門 : LawLゆいの 増補版 小林章博著 第一法規 325.2/Ko12

915 令和元年会社法改正 : コーポレートガバナンスの強化と合理化に向けて
辺見紀男, 武井洋一,

柗田由貴編
中央経済社 325.2/R25

916 会社法 第14版 (リーガルマインド) 弥永真生著 有斐閣 325.2/Y51

917 株式会社法 第7版 江頭憲治郎著 有斐閣 325.24/E28

918 商法総則・商行為法 第3版 (有斐閣アルマ:Specialized) 大塚英明 [ほか] 著 有斐閣 325.3/Sh95

919 刑法総論の悩みどころ (法学教室Library) 橋爪隆著 有斐閣 326.1/H38

920 刑法総論 第2版 (ライブラリ現代の法律学:A13) 小林憲太郎著
新世社/サイエンス

社 (発売)
326.1/Ko12

921 刑法ガイドマップ : 総論
辰井聡子, 和田俊憲

著
信山社 326.1/Ta94

922 刑法総論 (有斐閣ストゥディア)
内田幸隆, 杉本一敏

著
有斐閣 326.1/U14

923 なぜならそれは言葉にできるから : 証言することと正義について
カロリン・エムケ

[著]/浅井晶子訳
みすず書房 326.3/E52

924 新時代の犯罪学 : 共生の時代における合理的刑事政策を求めて (龍谷大学社会科学研究所叢書:第129巻) 石塚伸一編著 日本評論社 326.3/I84

925 犯罪者の心のなかでは何が起きているのか : ある司法心理学者がみた犯罪者たち
ケリー・デインズ著

/松田和也訳
青土社 326.34/D48
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926 明治監獄法成立史の研究 : 欧州監獄制度の導入と条約改正をめぐって 姫嶋瑞穂著 成文堂 326.52/H59

927 世界の刑務所を訪ねて : 犯罪のない社会づくり (小学館新書:[364])
田中和徳, 渡辺博道,

秋葉賢也著
小学館 326.52/Se22

928 再犯防止をめざす刑務所の挑戦 : 美祢・島根あさひ社会復帰促進センター等の取組み 手塚文哉著
現代人文社/大学図

書 (発売)
326.52/Te95

929 アメリカン・プリズン : 潜入記者の見た知られざる刑務所ビジネス
シェーン・バウアー

著/満園真木訳
東京創元社 326.953/B28

930 現代刑法入門 第4版 (有斐閣アルマ:Basic) 浅田和茂 [ほか] 著 有斐閣 326/G34

931 入門刑事法 第7版
三井誠, 瀬川晃, 北

川佳世子編
有斐閣 326/N99

932 はじめての刑法学 佐久間修編著 三省堂 326/Sa45

933 実践司法通訳 : シナリオで学ぶ法廷通訳 裁判員裁判編
渡辺修, 水野真木子,

中村幸子著

現代人文社/大学図

書 (発売)
327.125/J54

934 裁判員裁判時代の法廷通訳人
水野かほる, 津田守

編著
大阪大学出版会 327.125/Mi96

935 国家試験受験のためのよくわかる民事訴訟法 : 民事手続の全体像をつかみたい人のために 第2版 神余博史著 自由国民社 327.2/Ka45

936 民事訴訟法 第2版 (有斐閣ストゥディア) 安西明子 [ほか] 著 有斐閣 327.2/Mi44

937 民事訴訟法・倒産法の研究 山本弘著 有斐閣 327.2/Y31

938 犯罪類型別編 (先を見通す捜査弁護術)
服部啓一郎 [ほか]

編著
第一法規 327.6/H29

939 警察官のためのわかりやすい刑事訴訟法 第2版
加藤康榮編著/城祐

一郎, 阪井光平著
立花書房 327.6/Ka86

940 刑事訴訟法 第6版 (有斐閣アルマ:Specialized)
田中開, 寺崎嘉博,

長沼範良著
有斐閣 327.6/Ke23

941 手続理解編 (基本刑事訴訟法:1) 吉開多一 [ほか] 著 日本評論社 327.6/Ki17/1

942 刑事訴訟法の思考プロセス 斎藤司著 日本評論社 327.6/Sa25

943 警察官のための刑事訴訟法講義 第4版 津田隆好著 東京法令出版 327.6/Ts34
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944 刑事事実認定重要判決50選 第3版 上 植村立郎編 立花書房 327.62/U42/1

945 刑事事実認定重要判決50選 第3版 下 植村立郎編 立花書房 327.62/U42/2

946 時代の「見えない危機」を読む : 迷走する市場の着地点はどこか 黒瀬浩一著 慶應義塾大学出版会 330.4/Ku77

947 Neo economy : 世界の知性が挑む経済の謎 日本経済新聞社編

日経BP日本経済新

聞出版本部/日経BP

マーケティング (発

売)

330.4/N71

948 絶望を希望に変える経済学 : 社会の重大問題をどう解決するか

アビジット・V・バ

ナジー, エステル・

デュフロ著/村井章

子訳

日経BP日本経済新

聞出版本部/日経BP

マーケティング (発

売)

331.04/B18

949 ミクロ経済学への誘い 改訂版 (経済分析入門:1) 前田純一著 晃洋書房 331.19/Ma26/1

950 日本経済学新論 : 渋沢栄一から下村治まで (ちくま新書:1492) 中野剛志著 筑摩書房 331.21/N39

951 啓蒙と勤労 : ジョン・ロックからアダム・スミスへ 生越利昭著 昭和堂 331.233/O25

952 武器としての「資本論」 白井聡著 東洋経済新報社 331.6/Ma59

953 シュンペーター経済発展の理論(初版)

J.A.シュンペーター

著/八木紀一郎, 荒

木詳二訳

日経BP日本経済新

聞出版本部/日経BP

マーケティング (発

売)

331.72/Sc8

954 マーケットデザイン : オークションとマッチングの理論・実践

ギオーム・ハーリン

ジャー著/栗野盛光

訳

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

331.845/H11

955 少子高齢社会における世代間移転と家族 (比較経済研究所研究シリーズ:34)
法政大学比較経済研

究所, 濱秋純哉編
日本評論社 331.85/H91

956 不平等と再分配の経済学 : 格差縮小に向けた財政政策
トマ・ピケティ著/

尾上修悟訳
明石書店 331.85/P64
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957 12歳の少女が見つけたお金のしくみ : 小学6年生がやさしく解き明かした経済学の基本

久谷理紗原案/泉美

智子著/水元さきの

漫画/モドロカイラ

スト/佐和隆光監修

宝島社 331/I99

958 経済学を味わう : 東大1、2年生に大人気の授業 市村英彦 [ほか] 編 日本評論社 331/Ke29

959 マンキュー経済学 第4版 1: ミクロ編

N・グレゴリー・マ

ンキュー著/足立英

之 [ほか] 訳

東洋経済新報社 331/Ma44/1

960 マンキュー経済学 第4版 2: マクロ編

N・グレゴリー・マ

ンキュー著/足立英

之 [ほか] 訳

東洋経済新報社 331/Ma44/2

961 1次関数で学ぶ経済学 改訂版 増田辰良著 大学教育出版 331/Ma66

962 ミクロ経済学 : 基礎へのアプローチ 三上真寛著 学文社 331/Mi21

963 ナッジ!? : 自由でおせっかいなリバタリアン・パターナリズム
那須耕介, 橋本努編

著
勁草書房 331/N56

964 教養として知っておきたい33の経済理論 大村大次郎著 彩図社 331/O64

965 資本主義はいかに築かれたか : ロシア・中央アジア・中東欧での30年の経験から A.オスルンド著 文眞堂 332.06/A92

966 資本主義の新しい形 (シリーズ現代経済の展望) 諸富徹著 岩波書店 332.06/Mo77

967 地域創生, そして日本創生へ (日本経済政策学会叢書:2)
小淵洋一, 谷口洋志,

柳川隆編
勁草書房 332.107/C43

968 歴史と理論で考える日本の経済政策
神野真敏, 安岡匡也

編著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

332.107/J52

969 日本経済の軌跡と明日 : 高度成長から令和新時代まで 加納正二著 三恵社 332.107/Ka58

970 貧乏国ニッポン : ますます転落する国でどう生きるか (幻冬舎新書:589, [か-28-1]) 加谷珪一著 幻冬舎 332.107/Ka98

971 世界経済の分断点を乗り越えよみがえる日本 : コロナ恐慌後の「希望」を読み解く
馬渕睦夫著/ビル・

トッテン著
ビジネス社 332.107/Ma12
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972 コロナ大不況後、日本は必ず復活する 高橋洋一著 宝島社 332.107/Ta33

973 コロナショック・サバイバル : 日本経済復興計画 冨山和彦著 文藝春秋 332.107/To79

974 第4次産業革命と日本経済 : 経済社会の変化と持続的成長 矢野誠編 東京大学出版会 332.107/Y58

975 関西復権の道 : アジアとの共生を梃子として (関西学院大学産研叢書:43) 広瀬憲三編著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

332.16/H72

976 韓国 2020/21 (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 332.21/A68/'20-'21

977 「一帯一路」経済政策論 : プラットフォームとしての実像を読み解く (ERINA北東アジア研究叢書:10)
穆尭芊, 徐一睿, 岡

本信広編著
日本評論社 332.22/I91

978 一帯一路の政治経済学 : 中国は新たなフロンティアを創出するか 平川均 [ほか] 編著 文眞堂 332.22/I91

979 14億人のデジタル・エコノミー : 中国AIビッグバン 馬文彦著/中山宥訳 早川書房 332.22/Ma96

980 中国はなぜ成長し、どこに向かうか、そして日本は? 和中清 [著]

クロスメディア・パ

ブリッシング/イン

プレス (発売)

332.22/W37

981 ミャンマー 2020/21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

332.238/A68/'20-

'21

982 アウンサンスーチー政権下のミャンマー経済 : 最後のフロンティアの成長戦略

工藤年博, 大木博巳,

国際貿易投資研究所

編著

文眞堂 332.238/A96

983 ミャンマー/日本企業の最後のフロンティア 関満博編 新評論 332.238/Se33

984 シンガポール 2020/21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

332.2399/A68/'20-

'21

985 日本人とインド人 : 世界市場「最後の成長エンジン」の真実

グルチャラン・ダス

著/野地秩嘉取材・

構成

プレジデント社 332.25/D43

986 アフリカ経済の真実 : 資源開発と紛争の論理 (ちくま新書:1504) 吉田敦著 筑摩書房 332.4/Y86
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987 技術覇権米中激突の深層

宮本雄二, 伊集院敦,

日本経済研究セン

ター編著

日本経済新聞出版社 332.53/G43

988 超マクロ展望世界経済の真実 (集英社新書:0568A)
水野和夫, 萱野稔人

著
集英社 333.6/Mi96

989 危機の時代 : 伝説の投資家が語る経済とマネーの未来 ジム・ロジャーズ著

日経BP/日経BP

マーケティング (発

売)

333.6/R62

990 制度でわかる世界の経済 : 制度的調整の政治経済学
宇仁宏幸, 厳成男,

藤田真哉編
ナカニシヤ出版 333.6/Se17

991 「新型コロナ恐慌」後の世界 渡邉哲也著 徳間書店 333.6/W46

992 日本の国際協力 2019年版 (開発協力白書:2015年版-2019年版) 外務省編 外務省 333.8/Gai/'19

993 SDGsを考える : 歴史・環境・経営の視点からみた持続可能な社会 高井亨, 甲田紫乃編 ナカニシヤ出版 333.8/Ta35

994 ゼロから学ぶ経済政策 : 日本を幸福にする経済政策のつくり方 (角川oneテーマ21:A-125) 飯田泰之 [著]

角川書店/角川グ

ループパブリッシン

グ (発売)

333/I26

995 2050年世界人口大減少

ダリル・ブリッ

カー, ジョン・イ

ビットソン著/倉田

幸信訳

文藝春秋 334.3/B73

996 「2020」後新しい日本の話をしよう 河合雅司著 講談社 334.31/Ka93

997 無子高齢化 : 出生数ゼロの恐怖 前田正子著 岩波書店 334.31/Ma26

998 中国人口減少の真実 (日経プレミアシリーズ:419) 村山宏著 日本経済新聞出版社 334.322/Mu62

999 ストレンジャーの人類学 : 移動の中に生きる人々のライフストーリー
リーペレス ファビ

オ著
明石書店 334.4/F11

1000 外国人労働者・移民・難民ってだれのこと? 内藤正典著 集英社 334.4/N29
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1001 新しい多文化社会論 : インタラクティブゼミナール : 共に拓く共創・協働の時代
万城目正雄, 川村千

鶴子編著
東海大学出版部 334.41/Ma44

1002 データでよみとく外国人"依存"ニッポン (光文社新書:1033) NHK取材班著 光文社 334.41/N71

1003 包摂・共生の政治か、排除の政治か : 移民・難民と向き合うヨーロッパ 宮島喬, 佐藤成基編 明石書店 334.43/Mi75

1004 アフリカ女性の国際移動 (研究双書:no. 641) 児玉由佳編 アジア経済研究所 334.54/Ko18

1005 ドラッカーの警鐘を超えて 改訂版 坂本和一著 東信堂 335.1/D92

1006 現代経営学の構図 水野清文編著 五絃舎 335.1/Mi96

1007 経営学を楽しく学ぶ 第4版(Ver.4) 齊藤毅憲編著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

335.1/Sa25

1008
経営者の教科書 : ハーバード・ビジネス・レビューCEO論文ベスト12 (Harvard business review : Diamond

ハーバード・ビジネス・レビュー)

ハーバード・ビジネ

ス・レビュー編集部

編/DIAMONDハー

バード・ビジネス・

レビュー編集部訳

ダイヤモンド社 335.13/H34

1009 CEOコーチング 久野和禎著 日本経済新聞出版社 335.13/H76

1010 Who you are : 君の真の言葉と行動こそが困難を生き抜くチームをつくる

ベン・ホロウィッツ

著/浅枝大志, 関美

和訳

日経BP/日経BP

マーケティング (発

売)

335.13/H89

1011 好奇心とイノベーション : 常識を飛び越える人の考え方 坂井直樹著 宣伝会議 335.13/Sa29

1012 渋沢栄一翁が教える小さな会社を作って成功する30の基本 田中直隆著 三冬社 335.13/Sh21

1013 豊田章男 片山修著 東洋経済新報社 335.13/To83

1014 1分でわかるコンプライアンスの基本 : Q&Aで簡単チェック
コンプライアンス研

究会著
KADOKAWA 335.15/Ko78

1015 今日からできる!小さな会社のSDGs : 事例がいっぱいですぐわかる!アイデアbook 村尾隆介著 青春出版社 335.15/Mu55

1016 経営倫理が経営学の未来を変える : 倫理から戦略、そして価値創造へ 劉慶紅著 千倉書房 335.15/R98

1017 SDGs見るだけノート : 基礎知識とビジネスチャンスにつなげた成功事例が丸わかり! 笹谷秀光監修 宝島社 335.15/Sa79

59



2020年4月～8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1018 企業と社会 : サステナビリティ時代の経営学 谷本寛治著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

335.15/Ta88

1019 こんな会社で働きたい 兵庫編
クロスメディアHR

総合研究所 [著]

クロスメディア・パ

ブリッシング/イン

プレス (発売)

335.21/Ku77

1020 こんな会社で働きたい 奈良編
クロスメディアHR

総合研究所 [著]

クロスメディア・パ

ブリッシング/イン

プレス (発売)

335.21/U63

1021 タルピオット : イスラエル式エリート養成プログラム

石倉洋子, ナアマ・

ルベンチック著/ト

メル・シュスマン監

修

日本経済新聞出版社 335.2279/I76

1022 税理士のためのマッチングサイトを活用した事業承継M&A 小木曽正人著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

335.35/O25

1023 日本でいちばん大切にしたい会社 7 坂本光司著 あさ出版 335.35/SaK/N-7

1024 中小企業の国際化と現地発イノベーション : アントレプレナーシップ、人材育成、マーケティング、技術の活用 吉田健太郎著 同友館 335.35/Y86

1025 最新いちばんわかりやすい会社のつくり方がよくわかる本 改訂2版 原尚美著 ソーテック社 335.4/H32

1026 最近の企業不祥事 : 不正をなくす社外取締役・監査役とは 柏木理佳著 税務経理協会 335.43/Ka77

1027 社外取締役の兵法 : グッドガバナンスの実践
チャールズD.レイク

II著
日本経済新聞出版社 335.43/L14

1028
実例でわかるM&Aに強い税理士になるための教科書 : 複雑すぎてよくわからない…ほとんど経験がない…でも

M&Aを仕事にしたい! (「強い税理士」シリーズ:5)
山田勝也著 税務経理協会 335.46/Y19

1029 新規開業白書 2020年版
国民金融公庫総合研

究所編

中小企業リサーチセ

ンター
335.5/NiS/'20

1030 住友近代史の研究 住友史料館編 ミネルヴァ書房 335.58/Su66
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1031 テキストブックNPO : 非営利組織の制度・活動・マネジメント 第3版 雨森孝悦著 東洋経済新報社 335.89/A44

1032
自分たちでつくろうNPO法人! : 認証、登記、税務、労働・社会保険から認定NPO法人までNPO法人設立完全マ

ニュアル! 第2次改訂版
名越修一著 学陽書房 335.89/N27

1033 ビジネス法入門 第3版
中村信男, 和田宗久,

新井剛著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

335/B42

1034 新型コロナウイルス影響下の法務対応 中央経済社編

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング(発売)

335/C66

1035 地方でクリエイティブな仕事をする : 小さく始める開業&マーケティング術 笠原徹著 玄光社 335/Ka71

1036 起業3年目で失敗しないために読む本

栗原深雪, 津田宏二,

永井俊二, 小川敦司

著

湘南社/星雲社 (発

売)
335/Ki16

1037 起業で成功する人、失敗する人 : 3つのフェイズで起業前から起業後5年までフォロー 金原隆之著 フォレスト出版 335/Ki41

1038 起業をするならこの1冊 第6版 (はじめの一歩)
馬渡晃著/生活と法

律研究所編集
自由国民社 335/Ma96

1039 レバレッジ起業 : 普通のサラリーマンでもすごいチームと始められる : 「バーチャル社員」があなたを救う 持田卓臣著 KADOKAWA 335/Mo12

1040 経営改革大全 : 企業を壊す100の誤解 名和高司著 日本経済新聞出版社 335/N59

1041 小さくはじめる起業の教科書 : 自宅をオフィスに! : ひとり起業の立ち上げ方・続け方 酒井とし夫著
日本能率協会マネジ

メントセンター
335/Sa29

1042 Startup : 優れた起業家は何を考え、どう行動したか
堀新一郎, 琴坂将広,

井上大智著
ニューズピックス 335/St2

1043 会社のつくり方 : 経営学の理論に基づく起業 第2版 鈴木好和著 創成社 335/Su96

1044 問いからはじめる現代企業 (有斐閣ストゥディア)
小山嚴也, 出見世信

之, 谷口勇仁著
有斐閣 335/To26
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1045
新しい起業のかたち : 資金ない、人脈ない、アイデアないの3ない状態でも起業できる! : 会社にいながら起業し

て月100万円稼ぐ
安田修著

エムディエヌコーポ

レーション/インプ

レス (発売)

335/Y62

1046 3分でつかむ! : 超実践中国ビジネス会話のコツ 陳氷雅著
ディスカヴァー・

トゥエンティワン
336.07/C46

1047 3分でつかむ! : 超実践中国ビジネス会話のコツ 陳氷雅著
ディスカヴァー・

トゥエンティワン
336.07/C46/(1)

1048 3分でつかむ! : 超実践中国ビジネス会話のコツ 陳氷雅著
ディスカヴァー・

トゥエンティワン
336.07/C46/(2)

1049 徹底的に数字で考える。 : 仕事の質とスピードが激変する思考習慣 深沢真太郎著 フォレスト出版 336.1/F72

1050 一橋MBA戦略分析ケースブック 事業創造編

沼上幹, 加藤俊彦,

一橋MBA戦略ワー

クショップ著

東洋経済新報社 336.1/H77

1051 岐阜発イノベーション前夜 : 小さな会社を『収益体質に変える』事業のつくり方 三輪知生著 生産性出版 336.1/Mi69

1052 勝ち残る中堅・中小企業になるDXの教科書
野口浩之, 長谷川智

紀著
日本実業出版社 336.1/N93

1053 経営と数学の関わり 尾田寛仁著 三恵社 336.1/O17

1054 プロが教えるアイデア練習帳 (日経文庫:1419:I72) 岡田庄生著 日本経済新聞出版社 336.1/O38

1055 シンギュラリティ大学が教えるシリコンバレー式イノベーション・ワークブック

サリム・イスマイ

ル, フランシスコ・

パラオ, ミシェル・

ラピエール著/山本

真麻, 日高穂香訳

日経BP/日経BP

マーケティング (発

売)

336.1/Sh62

1056 戦略の創造学 : ドラッカーで気づきデザイン思考で創造しポーターで戦略を実行する 山脇秀樹著 東洋経済新報社 336.1/Y47

1057 迷えるリーダーがいますぐ持つべき1枚の未来地図 横田伊佐男著

日経BP/日経BP

マーケティング (発

売)

336.1/Y78
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1058 アフターデジタル : オフラインのない時代に生き残る
藤井保文, 尾原和啓

著

日経BP社/日経BP

マーケティング (発

売)

336.17/F57

1059 社長のための情報セキュリティ : その取り組みが会社を強くする

日経BPコンサル

ティング情報セキュ

リティ研究会著

日経BPコンサル

ティング/日経BP

マーケティング (発

売)

336.17/N73

1060 Unlocking creativity : チームの創造力を解き放つ最強の戦略
マイケル・A・ロベ

ルト著/花塚恵訳
東洋経済新報社 336.17/R52

1061
Reprogramming the American dream : from rural America to Silicon Valley--making AI serve us all First

edition

Kevin Scott, with

Greg Shaw
Harper Business 336.2/Sc9

1062 ひらめかない人のためのイノベーションの技法 篠原信著 実務教育出版 336.2/Sh67

1063 超速!問題解決 : 思考と行動を高速化する 高橋輝行著 アスコム 336.2/Ta33

1064 筋の良い仮説を生む問題解決の「地図」と「武器」 高松康平著 朝日新聞出版 336.2/Ta42

1065 発想の整理学 : AIに負けない思考法 (ちくま新書:1505) 山浦晴男著 筑摩書房 336.2/Y46

1066 最高のリーダーは、この「仮説」でチームを動かす 阿比留眞二著 三笠書房 336.3/A13

1067 できるリーダーは、「これ」しかやらない : メンバーが自ら動き出す「任せ方」のコツ 伊庭正康著 PHP研究所 336.3/I11

1068 できるリーダーは失敗が9割 : 自分史上最高の営業利益を手に入れる「仕事」の極意 小山昇著 マガジンハウス 336.3/Ko97

1069 サーベイ・フィードバック入門 : 「データと対話」で職場を変える技術 : これからの組織開発の教科書 中原淳著 PHP研究所 336.3/N33

1070 女性リーダーが生まれるとき : 「一皮むけた経験」に学ぶキャリア形成 (光文社新書:1053) 野村浩子著 光文社 336.3/N95

1071 謙虚なリーダーシップ : 1人のリーダーに依存しない組織をつくる

エドガー・H・シャ

イン, ピーター・

A・シャイン著/野

津智子訳

英治出版 336.3/Sc2
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1072
成長企業が失速するとき、社員に"何"が起きているのか? : 仕事に「働きがい」と「エネルギー」を取り戻す方

法

スティーブ・バッコ

ルツ, トム・ロス,

ウィルソン・ラーニ

ングワールドワイド

著/東出顕子訳

日経BP/日経BP

マーケティング (発

売)

336.3/Se17

1073 上司の「当たり前」をやめなさい : 今、部下の前でやってはいけない50のこと 柴田励司 [著]

クロスメディア・パ

ブリッシング/イン

プレス (発売)

336.3/Sh18

1074 「辞める人・ぶら下がる人・潰れる人」さて、どうする? 上村紀夫[著]

クロスメディア・パ

ブリッシング/イン

プレス (発売)

336.3/U42

1075 組織 : 「組織という有機体」のデザイン28のボキャブラリー 横山禎徳著 ダイヤモンド社 336.3/Y79

1076 新しい人事労務管理 第6版 (有斐閣アルマ:Specialized)
佐藤博樹, 藤村博之,

八代充史著
有斐閣 336.4/A94

1077 図解パワハラ防止対策法制対応ガイド : 体制整備は会社の義務です!

江上千惠子, エス・

ピー・ネットワーク

総合研究部著

第一法規 336.4/E28

1078 考え続ける力 (ちくま新書:1491) 石川善樹著 筑摩書房 336.4/I76

1079
人材危機時代の日本の「グローバル人材」の育成とタレントマネジメント : 「見捨てられる日本・日本企業」か

らの脱却の処方箋
守屋貴司著 晃洋書房 336.4/Mo73

1080 「使えない部下」はいない : 若手が自主的に動く新時代の「マネジメントメソッド」 成田直人著 ポプラ社 336.4/N52

1081 マインドフルネスが最高の人材とチームをつくる

荻野淳也著/マイン

ドフルリーダーシッ

プインスティテュー

ト監修

かんき出版 336.4/O25
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1082 人材育成と職場の人間関係 : 人を育てる職場や仕事のデザイン 坂本理郎著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

336.4/Sa32

1083 採用のストラテジー 中村天江著 慶應義塾大学出版会 336.42/N37

1084 入社1年目でマスターしないと恥をかく仕事の基本見るだけノート 平野敦士カール監修 宝島社 336.47/H66

1085 説明0秒!一発OK!驚異の「紙1枚!」プレゼン 浅田すぐる著 日本実業出版社 336.49/A81

1086 人事に役立つハラスメント判例集50 坂東利国著

全日本情報学習振興

協会/マイナビ出版

(発売)

336.49/B18

1087 ひと目で伝わるプレゼン資料の全知識 (できるビジネス) 日比海里著 インプレス 336.49/H54

1088 仕事で差がつくコミュニケーションと敬語の基本 (今日から役立つ) 北條久美子著 辰巳出版 336.49/H81

1089 職場のざんねんな人図鑑 : やっかいなあの人の行動には、理由があった! 石川幹人著 技術評論社 336.49/I76

1090 世界トップエリートのコミュ力の基本 : ビジネスコミュニケーション能力を劇的に高める33の絶対ルール ムーギー・キム著 PHP研究所 336.49/Ki38

1091 入社3年目までに押さえたい社内プレゼンの攻略術 前田鎌利著 すばる舎 336.49/Ma26

1092 モチベーション下げマンとの戦い方 (朝日新書:759) 西野一輝著 朝日新聞出版 336.49/N85

1093 トップリーダーに学ぶ人を惹きつける「自分の見せ方」 佐藤綾子 [著]
ディスカヴァー・

トゥエンティワン
336.49/Sa85

1094 ビジネスマナー完全版 : さすが!と言われる 仕事の基本から、効率アップのスキルまで 高橋書店編集部編 高橋書店 336.49/Ta33

1095 アンガーマネジメント (日経文庫:1420:B135) 戸田久実著 日本経済新聞出版社 336.49/To17

1096 脱自己流の資料作成術 : 伝わるデザインと図解作成テクニック : 豊富な作例でコツがつかめる 山橋美穂著 ナツメ社 336.49/Y24

1097 ハイクラスな人のコミュニケーションのルール : みんなから愛され、成功する! 吉田正美著 秀和システム 336.49/Y86

1098 こじらせ仕事のトリセツ
飯田剛弘, 丸山哲也

著
技術評論社 336.5/I26

1099 ビジネス資料のデザイン編集 : 資料作成の編集とデザインがわかる本 ingectar-e著 ソシム 336.5/I54

1100 日商PC検定試験文書作成・データ活用・プレゼン資料作成2級知識科目公式問題集 (FOM出版のみどりの本)

日本商工会議所, IT

活用能力検定試験制

度研究会編

FOM出版 336.57//['19]
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1101 日商PC検定試験文書作成2級公式テキスト&問題集 (FOM出版のみどりの本)

日本商工会議所, IT

活用能力検定試験制

度研究会編

FOM出版 336.57//['20]

1102 投資対効果(ビジネスインパクト)を最大化するAI導入7つのルール 石川聡彦著 KADOKAWA 336.57/I76

1103 スマホ×PC仕事術 : 時短成功!効率200%UP! 目代純平著 明日香出版社 336.57/Mo21

1104 「IT前提経営」が組織を変える : デジタルネイティブと共に働く 高柳寛樹著
近代科学社Digital/

近代科学社 (発売)
336.57/Ta57

1105 How finance works : ハーバード・ビジネス・スクールファイナンス講座
ミヒル・A.デサイ著

/斎藤聖美訳
ダイヤモンド社 336.8/D64

1106 日本企業変革のためのコーポレートファイナンス講義 幸田博人編著
金融財政事情研究会

/きんざい (発売)
336.82/Ko16

1107 銀行融資は「戦略」が9割! : 融資相談1000件超の現役銀行マンが教える絶対失敗しない銀行との付き合い方 宮川大輝著 実務教育出版 336.82/Mi72

1108 決算書の読み方・活かし方 : 基本がわかる/実践できる : 図解&事例 川口宏之著
日本能率協会マネジ

メントセンター
336.83/Ka92

1109 財務諸表分析 第8版 桜井久勝著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

336.83/Sa47

1110 マッキンゼーが教えてくれたコンサルティングを「見える化」する技術 白井久子著 同友館 336.83/Sh81

1111 1からの管理会計
國部克彦, 大西靖,

東田明編著

碩学舎/中央経済グ

ループパブリッシン

グ (発売)

336.84/I14

1112 会計全書 令和2年度 会計法規編 中央経済社編 中央経済社 336.9/C66/'20-1

1113 会計全書 令和2年度 会社税務法規編 中央経済社編 中央経済社 336.9/C66/'20-2

1114 会計全書 令和2年度 個人税務法規編 中央経済社編 中央経済社 336.9/C66/'20-3

1115 会計学の基礎 : 財務諸表の仕組みと情報 改訂版 石神高尾著 創成社 336.9/I73

1116 新・現代会計入門 第4版 伊藤邦雄著 日本経済新聞出版社 336.9/I91

1117 会計学・簿記入門 第15版 新田忠誓 [ほか] 著 白桃書房 336.9/Ka21
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1118 財務会計講義 第21版 桜井久勝著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

336.9/Sa47

1119
全経簿記能力検定試験公式テキスト3級 : 公益社団法人全国経理教育協会主催 文部科学省・日本簿記学会後援 第

4版

桑原知之編著/新田

忠誓監修

ネットスクール株式

会社出版本部
336.91//['18]

1120
全経簿記能力検定試験公式問題集3級 : 公益社団法人全国経理教育協会主催 文部科学省・日本簿記学会後援 第4

版

桑原知之編著/新田

忠誓監修

ネットスクール株式

会社出版本部
336.91//['19]

1121 スッキリわかる日商簿記3級 第11版 (スッキリわかるシリーズ) 滝澤ななみ著
TAC株式会社出版事

業部 (TAC出版)
336.91//['20]

1122
全経簿記能力検定試験公式問題集2級商業簿記 : 公益社団法人全国経理教育協会主催 文部科学省・日本簿記学会

後援 第4版

桑原知之編著/新田

忠誓監修

ネットスクール株式

会社出版本部
336.91//['20]

1123
全経簿記能力検定試験公式テキスト2級商業簿記 : 公益社団法人全国経理教育協会主催 文部科学省・日本簿記学

会後援 第4版

桑原知之編著/新田

忠誓監修

ネットスクール株式

会社出版本部
336.91//['20]

1124 全経簿記検定試験past : 2級商業簿記 第190回類題-第197回類題 経理教育研究会編 英光社 336.91//['20]

1125 全経簿記検定試験past : 3級商業簿記 第190回類題-第197回類題 経理教育研究会編 英光社 336.91//['20]

1126 現代簿記会計の基礎
郡司健, 加納輝尚,

伊賀裕編著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

336.91/G34

1127 はじめての簿記入門 : 知る・わかる・うかる 令和2年2月改訂
倉島進, 川田崇之,

中村智佐著

セルバ出版/創英社

: 三省堂書店 (発売)
336.91/H16

1128 簿記入門演習テキスト
関西大学会計学研究

室編
国元書房 336.91/Ka59

1129 基礎簿記テキスト
渡辺竜介, 江頭幸代,

山北晴雄編著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

336.91/Ki59

1130 基礎から学ぶ簿記会計・経営分析
三枝幸文, 石垣美佳

共著
税務経理協会 336.91/Sa14
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1131 簿記会計基礎論 吉田康久著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

336.91/Y86

1132 会社法決算書の読み方・作り方 : 計算書類の分析と記載例 第14版
EY新日本有限責任

監査法人編

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

336.92/E94

1133 会計士・税理士はこれからどう生きるか : AI時代にも稼げる「働き方の未来地図」

freee株式会社著/

佐々木大輔[ほか]共

編

KADOKAWA 336.97/F92

1134 はじめてまなぶ監査論 第2版
盛田良久, 百合野正

博, 朴大栄編著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

336.97/H16

1135 非営利法人会計監査六法 2020年版
日本公認会計士協会

編

日本公認会計士協会

出版局
336.97/NiK/H-'20

1136 みなし配当の税務 佐藤信祐著 日本法令 336.983/Sa87

1137 駆け出し税理士の事務所構築術 : お客様から感謝される事務所を作るときに読む本 坂野上満著 大蔵財務協会 336.989/Sa34

1138 税理士事務所に入って3年以内に読む本 高山弥生著 税務研究会出版局 336.989/Ta56

1139 インターネット・SNSトラブルの法務対応 深澤諭史著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

336/F73

1140 トップ3%の人は、「これ」を必ずやっている : 上司と組織を動かす「フォロワーシップ」 伊庭正康著 PHP研究所 336/I11

1141 「つながる世界」のサイバーリスク・マネジメント : 「Society 5.0」時代のサプライチェーン戦略 木下翔太郎著 東洋経済新報社 336/Ki46

1142 ロジカルシンキング見るだけノート : 考え方の基本がゼロからわかる! 北村良子監修 宝島社 336/Ki68

1143 小さい会社の総務・人事・経理の仕事がわかる本 小宮山敏恵著 WAVE出版 336/Ko65

1144 プロジェクト進行の技術が身につく本 : 紙1枚に書くだけでうまくいく
前田考歩, 後藤洋平

著
翔泳社 336/Ma26
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1145 ビジネス実務総論 新版

水原道子, 大島武編

著/上田知美 [ほか]

著

樹村房 336/Mi94

1146
問題解決無敵のフレームワーク70 : 仕事の「どうしよう?」が片づく! : 難題を「クール」にこなすケース・スタ

ディ
西村克己監修 池田書店 336/N84

1147 超速フレームワーク : マッキンゼーで叩き込まれた 大嶋祥誉著 三笠書房 336/O77

1148 インタンジブルズ・マネジメントの統合化 : コミュニケーション、戦略管理、価値創造 梅田充著 専修大学出版局 336/U64

1149
バリュープロポジション経営の実践 (甲南大学社会科学研究科経営学専攻マネジメント・ドクター・シリーズ:第

2号)
梅垣和英著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

336/U65

1150 MMT「現代貨幣理論」のポイントがよくわかる本 (図解ポケット) 中野明著 秀和システム 337.1/N39

1151 不確実性の人類学 : デリバティブ金融時代の言語の失敗

アルジュン・アパ

ドゥライ著/中川理,

中空萌訳

以文社 338.01/A59

1152 ファイナンス (ベーシック+. Basic plus)
井上光太郎, 高橋大

志, 池田直史著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

338.01/F12

1153 誇りある金融 : バリュー・ベース・バンキングの核心
新田信行, 江上広行

著
近代セールス社 338.04/N88

1154 史上最強のFP3級テキスト 20-21年版 オフィス海著 ナツメ社 338.079//'20-'21

1155 アクティビストの衝撃 : 変革を迫る投資家の影響力 菊地正俊著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

338.15/Ki24

1156 SDGs投資 : 資産運用しながら社会貢献 (朝日新書:764) 渋澤健著 朝日新聞出版 338.15/Sh21

1157 ビジネスエリートになるための教養としての投資 奥野一成著 ダイヤモンド社 338.155/O56

1158
金融業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 (図解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知

識0でもわかりやすい!)
伊藤亮太著 技術評論社 338.21/I91

69



2020年4月～8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1159
銀行業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 (図解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知

識0でもわかりやすい!)
長塚孝子監修 技術評論社 338.21/N24

1160 ウォール・ストリート支配の政治経済学 大橋陽, 中本悟編著 文眞堂 338.253/O28

1161 202X金融資産消滅 : 年金政策ミスによる長期株価低迷に備えよ! 近藤駿介著 ベストセラーズ 338.3/N64

1162 地銀の次世代ビジネスモデル : 押し寄せる業界再編の波を乗り越える 大和総研編著

日経BP/日経BP

マーケティング (発

売)

338.5/D28

1163 債権法改正 : practical金融法務 第2版

三井住友銀行総務部

法務室著/井上聡,

松尾博憲編著

金融財政事情研究会

/きんざい (販売)
338.5/Mi64

1164 金融会計監査六法 2020年版
日本公認会計士協会

編

日本公認会計士協会

出版局/清文社 (発

売)

338.5/N71/'20

1165 地銀支店長という仕事 : どう動き、どう生きるか 中西務著 近代セールス社 338.6/N38

1166 国際金融の世界 (日経文庫:1345) 佐久間浩司著 日本経済新聞出版社 338.9/Sa45

1167 暴落 : 金融危機は世界をどう変えたのか 上

アダム・トゥーズ

[著]/江口泰子, 月沢

李歌子訳

みすず書房 338.9/To64/1

1168 暴落 : 金融危機は世界をどう変えたのか 下

アダム・トゥーズ

[著]/江口泰子, 月沢

李歌子訳

みすず書房 338.9/To64/2

1169 金融論 : 市場と経済政策の有効性 新版 福田慎一著 有斐閣 338/F74
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1170 金融システム批判・序説 : 脅かされる市民投資家の年金とオーナーシップの復活

ステファン・デイビ

ス, ジョン・ルコム

ニク, デイビッド・

ピットワトソン著/

奥野一成, 杉山修司,

花岡博訳

金融財政事情研究会

/きんざい (発売)
338/Ki48

1171
キャッシュレス決済がこれ1冊でしっかりわかる教科書 (図解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわ

かりやすい!)

キャッシュレス決済

研究会著/山本正行

監修

技術評論社 338/Ky1

1172 キャッシュレス生活、1年やってみた : 結局、どうするのが一番いいんですか? 美崎栄一郎著 祥伝社 338/Mi51

1173 金融入門 第3版 (日経文庫:1421:A78) 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 338/N71

1174 大学4年間の金融学が10時間でざっと学べる (角川文庫:22043, [う32-1]) 植田和男 [著] KADOKAWA 338/U32

1175 金融の未来 : ポスト・フィンテックと「金融5.0」 (KINZAIバリュー叢書) 山岡浩巳著
金融財政事情研究会

/きんざい (発売)
338/Y42

1176 はじめて学ぶ保険のしくみ 第3版

家森信善編著/浅井

義裕, 小林毅, 林晋

著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

339/Y49

1177 図説日本の財政 令和元年度版 山口公生編 東洋経済新報社 342.1/ZuN/'19

1178 よくわかる税法入門 第14版 (有斐閣選書) 三木義一編著 有斐閣 345.12/Mi24

1179 実務税法六法 : 法令 令和2年版 1 新日本法規出版 345.12/Sh64/'20-1

1180 実務税法六法 : 法令 令和2年版 2 新日本法規出版 345.12/Sh64/'20-2

1181 実務税法六法 : 法令 令和2年版 3 新日本法規出版 345.12/Sh64/'20-3

1182 実務税法六法 : 法令 令和2年版 4 新日本法規出版 345.12/Sh64/'20-4

1183 租税法 第2版 (有斐閣アルマ:Specialized)
岡村忠生, 酒井貴子,

田中晶国著
有斐閣 345.12/So95

1184 図説日本の税制 令和元年度版 増原義剛編 財経詳報社 345.21/Z8/'19

1185 図解よくわかる地方税のしくみ 第1次改訂版 柏木恵著 学陽書房 349.5/Ka77
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1186 ようこそ地方財政 : 日々の仕事に役立つ地方財政入門 長谷川淳二著 第一法規 349/H36

1187 グラフのウソを見破る技術 : マイアミ大学ビジュアル・ジャーナリズム講座
アルベルト・カイロ

著/薮井真澄訳
ダイヤモンド社 350.1/C12

1188 データブックオブザワールド Vol.32(2020) 二宮書店 350.9/N76/31-'20

1189 世界の統計 (国際統計要覧) 2020 総務庁統計局編
大蔵省印刷局 : 日本

統計協会
350.9/Som/'20

1190 白書の白書 : 「政府白書」全33冊をこの一冊に凝縮 2020年版 木本書店・編集部編 木本書店 351/13/2020

1191 人口動態統計 平成30年
厚生省大臣官房統計

情報部編
厚生統計協会 358.1/KoR/J-'18

1192 人口の動向 : 日本と世界 : 人口統計資料集 2020
厚生省人口問題研究

所編
厚生統計協会 358/Ko83/'20

1193 世界人口年鑑 69(2018) 国際連合統計局編 原書房 358/U75/'18

1194 持続可能な社会を考えるための66冊 : 教育から今の社会を読み解こう 小宮山博仁著 明石書店 360/Ko65

1195 美容資本 : なぜ人は見た目に投資するのか (シリーズ数理・計量社会学の応用:1) 小林盾著 勁草書房 361.16/Ko12

1196 利他主義社会学の創造 : P・A・ソローキン最後の挑戦 吉野浩司著 昭和堂 361.253/So56

1197 子育て期女性の「共食」と友人関係 松島悦子著 風間書房 361.3/Ma87

1198 武器としての交渉思考 (星海社新書:19) 瀧本哲史著
星海社/講談社 (発

売)
361.3/Ta73

1199 7タイプ別交渉術 : 日本一敵が少ない弁護士が教える : 損得 成功 快楽 勝敗 人情 論理性 平和主義 谷原誠著 秀和システム 361.3/Ta87

1200 共に生きるための人間関係学 : 「自立」と「つながり」のあり方 畠中宗一編著 金剛出版 361.4/H42

1201 影響力の解剖 : パワーの心理学 今井芳昭著 福村出版 361.4/I43

1202 ぼくが見つけたいじめを克服する方法 : 日本の空気、体質を変える (光文社新書:1058) 岩田健太郎著 光文社 361.4/I97

1203 ICT英語プレゼンテーション : ビジュアルとストーリーその事例から

影戸誠編著/Gary

Kirkpatrick, 佐藤慎

一著

北樹出版 361.4/Ka18

1204 人間行動と組織行動 : パフォーマンス向上の視点から 西口宏美著 コロナ社 361.4/N81
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1205 傷つく人、傷つける人 信田さよ子著
ホーム社/集英社

(発売)
361.4/N91

1206 気くばりのすすめ : 最終版 鈴木健二著 さくら舎 361.4/Su96

1207 社会・集団・家族心理学 (公認心理師の基礎と実践:第11巻) 竹村和久編 遠見書房 361.4/Ta63

1208 京都まみれ (朝日新書:760) 井上章一著 朝日新聞出版 361.42/I57

1209 関東と関西ここまで違う!おもしろ雑学 (知的生きかた文庫:[ら2-13]) ライフサイエンス著 三笠書房 361.42/R12

1210 現代中国の社会と行動原理 : 関係・面子・権力
翟学偉 [著]/朱安新,

小嶋華津子編訳
岩波書店 361.42/Te31

1211 リーダーシップを鍛える : ラグビー日本代表「躍進」の原動力 荒木香織著 講談社 361.43/A64

1212 いろいろあるコミュニケーションの社会学 Ver.2.0 (2.0版)
有田亘, 松井広志編

著
北樹出版 361.45/A77

1213 コミュニケーション・ストレス : 男女のミゾを科学する (PHP新書:1222) 黒川伊保子著 PHP研究所 361.45/Ku74

1214 屁理屈に負けない! : 悪意ある言葉から身を守る方法 桑畑幸博著 扶桑社 361.45/Ku95

1215 メディア論の地層 : 1970大阪万博から2020東京五輪まで 飯田豊著 勁草書房 361.453/I26

1216 メディア技術史 : デジタル社会の系譜と行方 改訂版
飯田豊編著/大久保

遼 [ほか執筆]
北樹出版 361.453/I26

1217 メディアスタディーズ (基礎ゼミ)
石田佐恵子, 岡井崇

之編
世界思想社 361.453/I81

1218 八月十五日の神話 : 終戦記念日のメディア学 増補 (ちくま学芸文庫:[サ31-2]) 佐藤卓己著 筑摩書房 361.453/Sa87

1219 メディア産業論 : デジタル変革期のイノベーションとどう向き合うか (Minerva text library:70) 湯淺正敏編著 ミネルヴァ書房 361.453/Y96

1220 ハーバード流「聞く」技術 (角川新書:[K-303])
パトリック・ハーラ

ン [著]
KADOKAWA 361.454/H33

1221 対話して行動するチームのつくり方 : 楽しみながら身につく話し合いの技法 橋本淳司著 三省堂 361.454/H38

1222 会話が上手い人下手な人 森優子著 かんき出版 361.454/Mo73

1223 Advances in experimental social psychology v. 61
edited by Leonard

Berkowitz
Academic Press 361.5/A3/61
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1224 Advances in experimental social psychology v. 62
edited by Leonard

Berkowitz
Academic Press 361.5/A3/62

1225 にほん的 : それは、ジミでハデなこと 松田行正著 河出書房新社 361.5/Ma75

1226 「移民時代」の多文化共生論 : 想像力・創造力を育む14のレッスン 松尾知明著 明石書店 361.5/Ma86

1227 東京大学「80年代地下文化論」講義 決定版 宮沢章夫著 河出書房新社 361.5/Mi89

1228 現代アフリカ文化の今 : 15の視点から、その現在地を探る
ウスビ・サコ, 清水

貴夫編著
青幻舎 361.5/Sa12

1229 越境する東アジアの文化を問う : 新世紀の文化研究 (ポストコロニアル時代の人文学と東アジア文化圏:1) 千野拓政編 ひつじ書房 361.5/Se71

1230 これからの幸福について : 文化的幸福観のすすめ 内田由紀子著 新曜社 361.5/U14

1231 なぜいま家族のストーリーが求められるのか : 「公私混同」の時代 橋本嘉代著 書肆侃侃房 361.63/H38

1232 食卓と家族 : 家族団らんの歴史的変遷 表真美著 世界思想社 361.63/O63

1233 よそ者/ストレンジャーの社会学 徳田剛著 晃洋書房 361.7/To35

1234 よくわかる都市社会学 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)
中筋直哉, 五十嵐泰

正編著
ミネルヴァ書房 361.78/N42

1235 都市社会学を学ぶ人のために 玉野和志編 世界思想社 361.78/Ta78

1236 新たなマイノリティの誕生 : 声を奪われた白人労働者たち

ジャスティン・ゲス

ト著/吉田徹 [ほか]

訳

弘文堂 361.85/G38

1237 現代日本人の意識構造 第9版 (NHKブックス:1260)
NHK放送文化研究

所編
NHK出版 361.91/N71

1238 各駅停車社会学行 : Sociology 武山梅乗著 学文社 361/Ta68

1239 消費税増税と社会保障改革 (ちくま新書:1501) 伊藤周平著 筑摩書房 364.021/I91

1240 社会保障の国際動向と日本の課題 (放送大学教材:1519204-1-1911)
埋橋孝文, 居神浩編

著
放送大学教育振興会 364.021/U99

1241 福祉国家の転換 : 連携する労働と福祉 石塚史樹 [ほか] 編 旬報社 364.023/F83
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1242 人間のための経済 : ニュージーランドがめざすもの (阪南大学翻訳叢書:28)

ポール・ダルジー

ル, キャロライン・

ソーンダース著/梶

山国宏訳

晃洋書房 364.1/D33

1243 日本のセーフティーネット格差 : 労働市場の変容と社会保険 酒井正著 慶應義塾大学出版会 364.3/Sa29

1244 社会保険事務最強ガイド : 図解と書式でやさしくわかる! 改訂3版
佐藤広一, 星野陽子

著
アニモ出版 364.3/Sa85

1245 介護保険が危ない! (岩波ブックレット:No. 1024)
上野千鶴子, 樋口恵

子編
岩波書店 364.48/U45

1246
社会保障制度の高齢化への挑戦 : 世代間の連帯契約で新たな制度を構築する (新・Minerva福祉ライブラ

リー:31)

アンヌ=マリー・ギ

ルマール著
ミネルヴァ書房 364/G92

1247 レクチャー社会保障法 第3版 (αブックス)
河野正輝, 江口隆裕

編
法律文化社 364/Ka96

1248 社会保障法 第2版 菊池馨実著 有斐閣 364/Ki24

1249 身につく役立つ社会保障 : 苦手科目を得意科目に 喜多村悦史著 中央法規出版 364/Ki68

1250 看護職をめざす人の社会保障と社会福祉 第2版 守本とも子編 みらい 364/Mo55

1251 はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ 第17版 (有斐閣アルマ:Basic)
椋野美智子, 田中耕

太郎著
有斐閣 364/Mu28

1252 社会保障法 第7版 (有斐閣アルマ:Specialized) 加藤智章 [ほか] 著 有斐閣 364/Sh12

1253 社会保障法 (有斐閣ストゥディア)
黒田有志弥 [ほか]

著
有斐閣 364/Sh12

1254 社会保障法 笠木映里 [ほか] 著 有斐閣 364/Sh12

1255 よくわかる社会保障法 第2版

西村健一郎, 水島郁

子, 稲森公嘉編/倉

田賀世, 津田小百合,

福島豪著

有斐閣 364/Y79

1256 「住む」ための事典 篠原聡子 [ほか] 編 彰国社 365.3/Su69
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1257 基本講義消費者法 第4版
中田邦博, 鹿野菜穂

子編
日本評論社 365/N43

1258 自然と社会と心の人間学 : 生きてく、生きてる、生きること
佐藤真弓, 齋藤美重

子編著
一藝社 365/Sa86

1259 10年後に食える仕事食えない仕事 : AI、ロボット化で変わる職のカタチ 渡邉正裕著 東洋経済新報社 366.04/W46

1260 労働法 第8版 水町勇一郎著 有斐閣 366.14/Mi95

1261 詳解労働法 水町勇一郎著 東京大学出版会 366.14/Mi95

1262 労働法トークライブ
森戸英幸, 小西康之

著
有斐閣 366.14/Mo68

1263 労働法の世界 第13版 中窪裕也, 野田進著 有斐閣 366.14/N34

1264 労働法 第4版 (Legal quest) 両角道代 [ほか] 著 有斐閣 366.14/R59

1265 労働法 第6版 (有斐閣アルマ:Specialized)
浅倉むつ子, 島田陽

一, 盛誠吾著
有斐閣 366.14/R59

1266 東アジア労働市場の制度改革とフレキシキュリティ 厳成男著 ナカニシヤ出版 366.22/G34

1267 高齢社会日本の働き方改革 : 生涯を通じたより良い働き方に向けて

経済協力開発機構

(OECD)編著/井上

裕介訳

明石書店 366.28/O71

1268 自分らしく働くLGBTの就活・転職の不安が解消する本 星賢人著 翔泳社 366.29/H92

1269 多様な自分を生きる働き方 : Collabo works : 誰にでもできる複業のカタチ 中村龍太著
エッセンシャル出版

社
366.29/N37

1270 パワハラに負けない! : 労働安全衛生法指南 (岩波ジュニア新書:758) 笹山尚人著 岩波書店 366.3/Sa79

1271 家事労働の国際社会学 : ディーセント・ワークを求めて
伊藤るり編著/定松

文 [ほか] 著
人文書院 366.38/I91

1272 最強のライフキャリア論。 : 人生まるごと楽しむための思考法 岩橋ひかり著
時事通信出版局/時

事通信社 (発売)
366.38/I92

1273 「同一労働同一賃金」のすべて 新版 水町勇一郎著 有斐閣 366.4/Mi95

1274 規模別・地区別・年齢別等でみた職種別賃金の実態 : 主要143職種のデータ集 2020年版 (賃金資料シリーズ:4) 労務行政研究所編集 労務行政 366.4/R66/'20
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1275 労働契約法のしくみと企業対応Q&A : 1冊でわかる新たな雇用ルール 岩出誠 [ほか] 著 ぎょうせい 366.51/R59

1276 元徴用工和解への道 : 戦時被害と個人請求権 (ちくま新書:1503) 内田雅敏著 筑摩書房 366.8/U14

1277 ルポ技能実習生 (ちくま新書:1496) 澤田晃宏著 筑摩書房 366.89/Sa93

1278 過労事故死 : 隠された労災
川岸卓哉, 渡辺淳子

著
旬報社 366.99/Ka92

1279 なぜ僕らは働くのか : 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと 池上彰監修 学研プラス 366/I33

1280 「超」働き方改革 : 四次元の「分ける」戦略 (ちくま新書:1502) 太田肇著 筑摩書房 366/O81

1281 フェミニスト現象学入門 : 経験から「普通」を問い直す 稲原美苗 [ほか] 編 ナカニシヤ出版 367.1/F18

1282 DV被害からの離脱・回復を支援する : 被害者の「語り」にみる経験プロセス (MINERVA社会福祉叢書:61) 増井香名子著 ミネルヴァ書房 367.1/Ma67

1283 新たな時代のジェンダー・イシュー : 性差と育児、科学と女性を問う
信田理奈, 村上涼編

著
三恵社 367.1/N91

1284 読書する女たち : フェミニズムの名著は私の人生をどう変えたか

ステファニー・ス

タール著/伊達尚美

訳

イースト・プレス 367.1/St1

1285 女学生とジェンダー : 女性教養誌『むらさき』を鏡として
今井久代, 中野貴文,

和田博文編
笠間書院 367.21/J61

1286 女子学生はどう闘ってきたのか 小林哲夫著 サイゾー 367.21/Ko12

1287 女子の選択 橘木俊詔著 東洋経済新報社 367.21/Ta13

1288 毒になる親 : 一生苦しむ子供 (講談社+α文庫:[F35-1])
スーザン・フォワー

ド著/玉置悟訳
講談社 367.3/F39

1289 被害と加害をとらえなおす : 虐待について語るということ

信田さよ子, シャ

ナ・キャンベル, 上

岡陽江著

春秋社 367.3/H55

1290 毒親 : 毒親育ちのあなたと毒親になりたくないあなたへ (ポプラ新書:170) 中野信子著 ポプラ社 367.3/N39

1291 教育分野に生かす個と家族を支える心理臨床 (家族心理学年報:38) 日本家族心理学会編 金子書房 367.3/NiK/38

1292 「家庭団欒」の教育学 : 多様化する家族の関係性と家庭維持スキルの応用 鈴木昌世編著 福村出版 367.3/Su96

1293 気づけない毒親 高橋リエ著 毎日新聞出版 367.3/Ta33

77



2020年4月～8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1294 去られるためにそこにいる : 子育てに悩む親との心理臨床 田中茂樹著 日本評論社 367.3/Ta84

1295 法制度における男性差別 : 合法化されるミサンドリー

ポール・ナサンソ

ン, キャサリン・K.

ヤング著/久米泰介

訳

作品社 367.5/N57

1296 育てられない母親たち (祥伝社新書:596) 石井光太 [著] 祥伝社 367.6/I75

1297 「あたりまえ」からズレても : ひきこもり経験者が綴る 藤本文朗, 森下博編
日本機関紙出版セン

ター
367.68/F62

1298 ひきこもりのライフストーリー (フィギュール彩:2-3) 保坂渉著 彩流社 367.68/H91

1299 ひきこもりのライフプラン : 「親亡き後」をどうするか 新版 (岩波ブックレット:No. 1023) 斎藤環, 畠中雅子著 岩波書店 367.7/Sa25

1300 高齢者のための法的支援 : 法律相談へのアクセスと専門機関の役割 山口絢著 東京大学出版会 367.7/Y24

1301
LGBTQ cultures : what health care professionals need to know about sexual and gender diversity 3rd ed :

pbk

Michele J. Eliason,

Peggy L. Chinn
Wolters Kluwer 367.9/E46

1302 ぼくが小さなプライド・パレード : 北欧スウェーデンのLGBT+
ソフィア・ヤンベリ

著/轡田いずみ訳

ミツイパブリッシン

グ
367.97/J38

1303 自殺で遺された家族が求める支援 : 偏見による苦しみへの対応 (MINERVA社会福祉叢書:65) 大倉高志著 ミネルヴァ書房 368.3/O57

1304 新自殺論 : 自己イメージから自殺を読み解く社会学
大村英昭, 阪本俊生

編著
青弓社 368.3/O64

1305 自殺対策の新しい形 : インターネット, ゲートキーパー, 自殺予防への態度 末木新著 ナカニシヤ出版 368.3/Su16

1306 自殺学入門 : 幸せな生と死とは何か 末木新著 金剛出版 368.3/Su16

1307 加害者家族を支援する : 支援の網の目からこぼれる人々 (岩波ブックレット:No.1027) 阿部恭子著 岩波書店 368.6/A13

1308 「毒婦」和歌山カレー事件20年目の真実 田中ひかる著 ビジネス社 368.61/H48

1309 娘を奪われたあの日から : 名古屋闇サイト殺人事件・遺族の12年
NHK「事件の涙」

取材班著
新潮社 368.61/N69

1310 ミズーラ : 名門大学を揺るがしたレイプ事件と司法制度 (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ:2-12)
ジョン・クラカワー

著/菅野楽章訳
亜紀書房 368.64/Kr1
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1311 サイバーハラスメント : 現実へと溢れ出すヘイトクライム

ダニエル・キーツ・

シトロン著/大川紀

男訳

明石書店 368.66/C73

1312 性的虐待を犯した少年たち : ボーイズ・クリニックの治療記録

アンデシュ・ニュー

マン, ウーロフ・リ

スベリィ, ベリエ・

スヴェンソン [著]/

見原礼子訳

新評論 368.71/Se19

1313 社会的処方 西智弘編著 学芸出版社 369.04/N86

1314 福祉住環境コーディネーター検定試験1級公式テキスト 改訂5版 東京商工会議所編
東京商工会議所検定

センター
369.079//['19]

1315 介護福祉士国家試験受験ワークブック 2021上

介護福祉士国家試験

受験ワークブック編

集委員会編集

中央法規出版 369.079//'21

1316 介護福祉士国家試験受験ワークブック 2021下

介護福祉士国家試験

受験ワークブック編

集委員会編集

中央法規出版 369.079//'21

1317 社会福祉士完全合格問題集 2021年版 (Exam press) (福祉教科書)
社会福祉士試験対策

研究会著
翔泳社 369.079//'21

1318 介護福祉士国家試験書いて覚える!合格ドリル 2021

介護福祉士国家試験

合格ドリル編集委員

会編集

中央法規出版 369.079//'21

1319 介護福祉士国家試験過去問解説集 2021, 第30回-第32回全問完全解説
介護福祉士国家試験

受験対策研究会編集
中央法規出版 369.079//'21
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1320 介護福祉士完全合格過去&模擬問題集 2021年版 (福祉教科書)

国際医療福祉大学医

療福祉学部医療福

祉・マネジメント学

科著

翔泳社 369.079//'21

1321 U-CAN(ユーキャン)の介護福祉士書いて覚える!ワークノート 2021年版
ユーキャン介護福祉

士試験研究会編

ユーキャン学び出版

/自由国民社 (発売)
369.079//'21

1322 ユーキャンの介護福祉士実力アップ!予想模試 2021年版
ユーキャン介護福祉

士試験研究会編

ユーキャン学び出版

/自由国民社 (発売)
369.079//'21

1323 みんなが欲しかった!介護福祉士の教科書 2021年版
TAC介護福祉士受験

対策研究会編著

TAC株式会社出版事

業部
369.079//'21

1324 本試験型介護福祉士問題集 '21年版

亀山幸吉監修/コン

デックス情報研究所

編著

成美堂出版 369.079//'21

1325 介護福祉士国家試験わかる!受かる!合格テキスト 2021
介護福祉士国家試験

受験対策研究会編集
中央法規出版 369.079//'21

1326 介護福祉士国家試験10点アップ!よく出る問題総まとめ 2021
介護福祉士国家試験

受験対策研究会編集
中央法規出版 369.079//'21

1327 介護福祉士完全合格テキスト 2021年版 (福祉教科書)

国際医療福祉大学医

療福祉学部医療福

祉・マネジメント学

科監修/介護福祉士

試験対策研究会著

翔泳社 369.079//'21

1328 相談援助の理論と方法就労支援サービス 改訂第11版 (社会福祉学習双書 2020:第10巻. 社会福祉援助技術論:2)
『社会福祉学習双

書』編集委員会編
全国社会福祉協議会 369.08/ZeS/'20-10

1329 公的扶助論 : 低所得者に対する支援と生活保護制度 改訂第11版 (社会福祉学習双書 2020:第7巻)
『社会福祉学習双

書』編集委員会編
全国社会福祉協議会 369.08/ZeS/'20-7
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1330 地域福祉論 : 地域福祉の理論と方法 改訂第11版 (社会福祉学習双書 2020:第8巻)
『社会福祉学習双

書』編集委員会編
全国社会福祉協議会 369.08/ZeS/'20-8

1331
相談援助の基盤と専門職相談援助の理論と方法 改訂第11版 (社会福祉学習双書 2020:第9巻. 社会福祉援助技術

論:1)

『社会福祉学習双

書』編集委員会編
全国社会福祉協議会 369.08/ZeS/'20-9

1332 地域福祉マネジメント : 地域福祉と包括的支援体制 平野隆之著 有斐閣 369.11/H66

1333 ミネルヴァ社会福祉六法 2020
ミネルヴァ書房編集

部編
ミネルヴァ書房 369.12/Mi43/'20

1334 社会福祉小六法 2020
ミネルヴァ書房編集

部編
ミネルヴァ書房 369.12/MiS/'20

1335 保育福祉小六法 2020年版
小六法編集委員会編

集
みらい 369.12/Sh95/'20

1336 Case management : an introduction to concepts and skills 4th ed : pbk

Arthur J. Frankel,

Sheldon R.

Gelman, and Diane

K. Pastor

Oxford University

Press
369.16/C25

1337 はじめてのソーシャルワーク演習

「はじめてのソー

シャルワーク演習」

編集委員会編

ミネルヴァ書房 369.16/H16

1338 ソーシャルワーク (新・基礎からの社会福祉:2) 空閑浩人編著 ミネルヴァ書房 369.16/Ku21

1339 対人援助の現場で使える承認する・勇気づける技術便利帖 大谷佳子著 翔泳社 369.16/O95

1340
社会を変えるソーシャルワーク : 制度の枠組みを越え社会正義を実現するために (新・Minerva福祉ライブラ

リー:35)

東洋大学福祉社会開

発研究センター編
ミネルヴァ書房 369.16/To83

1341 共生社会創造におけるソーシャルワークの役割 : 地域福祉実践の挑戦 上野谷加代子編著 ミネルヴァ書房 369.16/U45

1342
Reablement services in health and social care : a guide to practice for students and support workers : pbk

(Macmillan education)

[edited by] Valerie

A. Ebrahimi, Hazel

M. Chapman

Palgrave :

Macmillan

Education

369.17/E15
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1343 福祉行財政と福祉計画 : 社会福祉行財政福祉計画 第4版 (社会福祉士シリーズ:10)

福祉臨床シリーズ編

集委員会編/池村正

道責任編集

弘文堂 369.17/ShF/10

1344
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 : 児童・家庭福祉制度児童・家庭福祉サービス 第4版 (社会福祉

士シリーズ:15)

福祉臨床シリーズ編

集委員会編/八重樫

牧子, 原葉子責任編

集

弘文堂 369.17/ShF/15

1345 若年生活困窮者支援とガバナンス 岩満賢次著 晃洋書房 369.2/I94

1346 よくわかる公的扶助論 : 低所得者に対する支援と生活保護制度
増田雅暢, 脇野幸太

郎編
法律文化社 369.2/Ma66

1347 生活保護手帳 2020年度版 中央法規出版 369.2/Se17/'20

1348 よくある場面から学ぶ疾患・症状への対応 (ステップアップ介護) 安西順子編著 中央法規出版 369.26/A49

1349 ポケット介護技法ハンドブック 新版
江草安彦, 岡本千秋

共編
中央法規出版 369.26/E33

1350
The mental health effects of informal caregiving : emerging research and opportunities : hardcover

(Advances in psychology, mental health, and behavioral studies (APMHBS) book series) (Research insights)

Debra Gavin Ware,

Tarnue Johnson

IGI Global, Medical

Information

Science Reference,

an imprint of IGI

Global

369.26/G27

1351
ケアワーカーが行う高齢者のアセスメント : 生活全体をホリスティックにとらえる視点 (MINERVA社会福祉叢

書:44)
笠原幸子著 ミネルヴァ書房 369.26/Ka71

1352 オレが覗いて来た介護最前線 野田明宏著 吉備人出版 369.26/N92

1353 コミュニケーション技術 第2版 (最新介護福祉全書:4. 介護) 松井奈美編集 メヂカルフレンド社 369.26/SaK/4

1354 エイジングフレンドリー・コミュニティ : 超高齢社会における人生最終章の暮らし方 鈴木七美著 新曜社 369.26/Su96

1355 高齢期の生活変動と社会的方策 (放送大学教材:1519190-1-1911) 山田知子編著 放送大学教育振興会 369.26/Y19

1356 この国の不寛容の果てに : 相模原事件と私たちの時代
雨宮処凛編著/神戸

金史 [ほか] 談
大月書店 369.27/A42
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1357 障害者差別を問いなおす (ちくま新書:1489) 荒井裕樹著 筑摩書房 369.27/A62

1358 相模原障害者殺傷事件 (朝日文庫:[あ60-4]) 朝日新聞取材班著 朝日新聞出版 369.27/A82

1359 障害者総合支援六法 令和2年版 中央法規出版 369.27/C66/'20

1360 私たちは津久井やまゆり園事件の「何」を裁くべきか : 美帆さん智子さんと、甲Zさんを世の光に! 堀利和編著 社会評論社 369.27/H89

1361 やまゆり園事件 神奈川新聞取材班著 幻冬舎 369.27/Ka43

1362 セックスと障害者 (イースト新書:066) 坂爪真吾著 イースト・プレス 369.27/Sa38

1363 パンドラの箱は閉じられたのか : 相模原障害者殺傷事件は終わっていない 月刊『創』編集部編 創出版 369.27/Ts68

1364 障害のある子の住まいと暮らし : 親なきあとの準備 渡部伸著 主婦の友社 369.27/W46

1365 健太さんはなぜ死んだか : 警官たちの「正義」と障害者の命 斎藤貴男著 山吹書店 369.28/Sa25

1366 ハザードマップで防災まちづくり : 命を守る防災への挑戦 片田敏孝著 東京法令出版 369.3/Ka81

1367 3.11を心に刻んで 2020 (岩波ブックレット:no. 865, 894, 920, 947, 963, 981, 995, 1021) 岩波書店編集部編 岩波書店 369.31/HiD/I-'20

1368 止まった刻(とき)検証・大川小事故 河北新報社報道部著 岩波書店 369.31/Ka19

1369 東日本大震災教職員が語る子ども・いのち・未来 : あの日、学校はどう判断し、行動したか 宮城県教職員組合編 明石書店 369.31/Mi73

1370 ドキュメント豪雨災害 : 西日本豪雨の被災地を訪ねて 谷山宏典著 山と溪谷社 369.33/Ta88

1371 世界の核被災地で起きたこと

フレッド・ピアス著

/多賀谷正子, 黒河

星子, 芝瑞紀訳

原書房 369.36/P31

1372
ふくしま原子力災害からの複線型復興 : 一人ひとりの生活再建と「尊厳」の回復に向けて (MINERVA社会福祉

叢書:60)

丹波史紀, 清水晶紀

編著
ミネルヴァ書房 369.36/Ta85

1373 北朝鮮帰国事業の研究 : 冷戦下の「移民的帰還」と日朝・日韓関係 菊池嘉晃著 明石書店 369.37/Ki24

1374 大人になる・社会をつくる : 若者の貧困と学校・労働・家族 (シリーズ子どもの貧困:4)
杉田真衣, 谷口由希

子編著
明石書店 369.4/Ma81/4

1375 ユニセフ「子どもの権利とスポーツの原則」実践のヒント : その指導、子どものため?おとなのため?

日本ユニセフ協会

「子どもの権利とス

ポーツの原則」起草

委員会編

明石書店 369.4/N71
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1376 地域子ども家庭支援の新たなかたち : 児童家庭支援センターが、繋ぎ、紡ぎ、創る地域養育システム
小木曽宏, 橋本達昌

編著
生活書院 369.4/O25

1377 保育者のための外国人保護者支援の本 [石原弘子ほか執筆] かもがわ出版 369.4/Sa45

1378 子育て支援を労働として考える
相馬直子, 松木洋人

編著
勁草書房 369.4/So36

1379 その子の「普通」は普通じゃない : 貧困の連鎖を断ち切るために 富井真紀著 ポプラ社 369.4/To52

1380 奪われる子どもたち : 貧困から考える子どもの権利の話
富坂キリスト教セン

ター編
教文館 369.4/To57

1381 目で見る児童福祉 2020 日本児童問題調査会 369.4059/1/'20

1382 Nursing care of adoption and kinship families : a clinical guide for advanced practice nurses Karen J. Foli
Springer Publishing

Company
369.41/F37

1383 子づれシングルの社会学 : 貧困・被差別・生きづらさ (神戸学院大学現代社会研究叢書:4) 神原文子著 晃洋書房 369.41/Ka48

1384 保育園に通えない子どもたち : 「無園児」という闇 (ちくま新書:1490) 可知悠子著 筑摩書房 369.42/Ka12

1385 フランスの在宅保育政策 : 女性の就労と移民ケア労働者 (MINERVA社会福祉叢書:64) 牧陽子著 ミネルヴァ書房 369.42/Ma38

1386 真夜中の陽だまり : ルポ・夜間保育園 三宅玲子著 文藝春秋 369.42/Mi76

1387
ソーシャルワーカーのための養護原理 : 小規模化・家庭的養育をどう捉えるか (新・Minerva福祉ライブラ

リー:36)
北川清一著 ミネルヴァ書房 369.43/Ki63

1388 社会的養護 1 (新保育ライブラリ. 保育・福祉を知る)
宮崎正宇, 大月和彦,

櫻井慶一編著
北大路書房 369.43/Sh12/1

1389 不安解消!出所者支援 : わたしたちにできること 掛川直之編著 旬報社 369.75/Ka24

1390 Quality caring in nursing and health systems : implications for clinicians, educators, and leaders 3rd ed Joanne R. Duffy
Springer Publishing

Company
369.9/D95

1391 医療ソーシャルワーカーのストレスマネジメント : やりがいをもって仕事をするために
杉山明伸, 保正友子,

楢木博之編著
中央法規出版 369.92/I67
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1392 人と社会に向き合う医療ソーシャルワーク 新版 黒岩晴子編著
日本機関紙出版セン

ター
369.92/Ku73

1393 医療ソーシャルワーカーの力 : 患者と歩む専門職
村上須賀子, 竹内一

夫編集

日本医療ソーシャル

ワーク学会/医学書

院 (発売)

369.92/Mu43

1394 現代福祉学の再構築 : 古川孝順氏の「京極社会福祉学」批判に答える 京極高宣著 ミネルヴァ書房 369/Ky3

1395 動作の"なぜ"がわかる基礎介護技術 前川美智子著 中央法規出版 369/Ma27

1396
医療・福祉の質が高まる生活支援記録法F-SOAIP (エフソ・アイピー) : 多職種の実践を可視化する新しい経過記

録

嶌末憲子, 小嶋章吾

著
中央法規出版 369/Sh43

1397 障害児の保育・福祉と特別支援教育 (新・はじめて学ぶ社会福祉:6)
立花直樹 [ほか] 編

著
ミネルヴァ書房 369/ShH/6

1398 利用者にも介助者にも安心・快適な介護技術 : 現場の「困った!」を解決できる 高山彰彦著 中央法規出版 369/Ta56

1399 社会福祉の視点 : はじめて学ぶ社会福祉 3訂版 鶴野隆浩著 ふくろう出版 369/Ts85

1400 よくわかる地域福祉 新版 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)
上野谷加代子, 松端

克文, 永田祐編著
ミネルヴァ書房 369/Y79

1401 「教える」ということ : 日本を救う、<尖った人>を増やすには 出口治明著 KADOKAWA 370.4/D53

1402 教育研究の新章(ニュー・チャプター) (教育学年報:11) 下司晶 [ほか] 編 世織書房 370.4/Ky4/11

1403 ジェンダーと教育 (教育学年報:7) 藤田英典 [ほか] 編 世織書房 370.4/Ky4/7

1404 創造する心 : これからの教育に必要なこと

Marvin Minsky著

/Cynthia Solomon,

Xiao Xiao編/大島芳

樹訳

オライリー・ジャパ

ン/オーム社 (発売)
370.4/Mi47

1405 学ぶ・教える (シリーズ人間科学:4) 中澤渉, 野村晴夫編 大阪大学出版会 370.4/N46

1406 能力2040 : AI時代に人間する 池田賢市[ほか]著 太田出版 370.4/N96
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1407 21世紀を生き抜く「考える力」 : リカレント教育・STEAM・国際バカロレア (大前研一通信:part.13)

大前研一, ビジネ

ス・ブレークスルー

出版事務局編著

ビジネス・ブレーク

スルー出版/日販ア

イ・ピー・エス (発

売)

370.4/O61

1408 学習者に寄り添う教育を目指す (成蹊大学人文叢書:17)

成蹊大学文学部学会

編/岩田淳子, 小野

尚美責任編集

風間書房 370.4/Se17

1409 科学的に考える子育て : エビデンスに基づく10の真実 和久田学著 緑書房 370.4/W35

1410 「何で勉強するの」と聞かれたらどう答えますか? 柳谷睦夫著

幻冬舎メディアコン

サルティング/幻冬

舎 (発売)

370.4/Y53

1411 生徒指導・進路指導 (よくわかる!教職エクササイズ:4)
安達未来, 森田健宏

編著
ミネルヴァ書房 370.4/Y79/4

1412 人間力の育成 : 人間教育をどう進めるか (教育フォーラム:65)
梶田叡一責任編集/

日本人間教育学会編
金子書房 370.5/Ka23

1413 教育アンケート調査年鑑 2020年度
教育アンケート調査

年鑑編集委員会編
創育社 370.59/5/'20

1414 幼児教育 (Minervaはじめて学ぶ教職:20) 小玉亮子編著 ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/20

1415 子どもの学ぶ権利と多様な学び : 誰もが安心して学べる社会へ 喜多明人編著 エイデル研究所 370/Ki61

1416 子どもと教育の未来を考える [1] 岡部美香編著 北樹出版 371.04/O37/1

1417 教育原理 (アクティベート教育学:01)
木村元, 汐見稔幸編

著
ミネルヴァ書房 371.08/A39/1

1418 教職のための憲法 (アクティベート教育学:15)
斎藤一久, 城野一憲

編著
ミネルヴァ書房 371.08/A39/15

1419 教育制度を支える教育行政 (アクティベート教育学:05) 青木栄一編著 ミネルヴァ書房 371.08/A39/5

1420 特別支援教育 (アクティベート教育学:07)
廣瀬由美子, 石塚謙

二編著
ミネルヴァ書房 371.08/A39/7
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1421 道徳教育の理論と実践 (アクティベート教育学:09) 上地完治編著 ミネルヴァ書房 371.08/A39/9

1422 教育心理学 (教師のための教育学シリーズ:5)
糸井尚子, 上淵寿編

著
学文社 371.08/KyT/5

1423 子どもの貧困とチームアプローチ : “見えない"“見えにくい"を乗り越えるために
入江優子, 加瀬進編

著

書肆クラルテ/朱鷺

書房(発売)
371.3/I64

1424 学力テストで測れない非認知能力が子どもを伸ばす 中山芳一著 東京書籍 371.3/N45

1425 発達と学習 第2版 (Next教科書シリーズ)
内藤佳津雄, 北村世

都, 鏡直子編
弘文堂 371.4/H43

1426 教育心理学の実践ベース・アプローチ : 実践しつつ研究を創出する 市川伸一編 東京大学出版会 371.4/I14

1427 中学・高校教師になるための教育心理学 第4版 (有斐閣選書:[1610]) 心理科学研究会編 有斐閣 371.4/Sh69

1428 直感力を高める数学脳のつくりかた (河出文庫:[オ6-1])
B・オークリー著/

沼尻由起子訳
河出書房新社 371.41/O11

1429 いじめを本気でなくすには 阿部泰尚著 KADOKAWA 371.42/A13

1430 いじめのことばから子どもの心を守るレッスン 堀田秀吾著 河出書房新社 371.42/H96

1431 「いじめ防止対策」と子どもの権利 : いのちをまもる学校づくりをあきらめない

鈴木庸裕, 住友剛,

桝屋二郎編著/葛岡

道男 [ほか著]

かもがわ出版 371.42/I29

1432 ひきこもりからの脱出 : 石田一宏の子どもの発達論を読み解く
石田かづ子, 石田一

宏編・著
新日本出版社 371.42/I72

1433 いじめと規範意識の社会学 : 調査からみた規範意識の特徴と変化 (佛教大学研究叢書:39) 作田誠一郎著
佛教大学/ミネル

ヴァ書房 (発売)
371.42/Sa52

1434 子どもが学校に行きたくないと言ったら読む本 : マンガで見る

菅野純監修/あらい

ぴろよマンガ/主婦

の友社編

主婦の友社 371.42/Sh99

1435 いじめはなぜなくならないのか 竹田敏彦監修・編 ナカニシヤ出版 371.42/Ta59

1436 スクールソーシャルワーク実践スタンダード : 実践の質を保証するためのガイドライン 馬場幸子著 明石書店 371.43/B17
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1437
Being participatory : researching with children and young people : co-constructing knowledge using creative

techniques

Imelda Coyne,

Bernie Carter,

editors

Springer 371.45/C89

1438 児童心理学の進歩 2020年版(VOL.59) 日本児童研究所編集 金子書房 371.45/JiS/'20

1439 出会いと雰囲気の解釈学 : 小学校のフィールドから 木下寛子著 九州大学出版会 371.45/Ki46

1440 真のダイバーシティをめざして : 特権に無自覚なマジョリティのための社会的公正教育

ダイアン・J・グッ

ドマン著/田辺希久

子訳

Sophia University

Press上智大学出版

/ぎょうせい (発売)

371.5/G55

1441 多文化・多様性理解ハンドブック : 学校と子ども、保護者をめぐる 改訂版

松永典子編著/施光

恒, 波潟剛, S.M.D.T

ランブクピティヤ著

金木犀舎 371.5/Ma83

1442 SDGs時代のESDと社会的レジリエンス (SDGs時代のESDと社会的レジリエンス研究叢書:1)
佐藤真久, 北村友人,

馬奈木俊介編著
筑波書房 371.5/Sc9

1443 高校を生きるニューカマー : 大阪府立高校にみる教育支援 志水宏吉編著 明石書店 371.5/Sh49

1444 日本語でできる外国人児童生徒とのコミュニケーション : 場面別学校生活支援ガイド 高嶋幸太著 学事出版 371.5/Ta54

1445 世界が変わる学び : ホリスティック/シュタイナー/オルタナティブ 吉田敦彦著 ミネルヴァ書房 371.5/Y86

1446 社会情動的スキル : 学びに向かう力

経済協力開発機構

(OECD)編著/荒牧

美佐子 [ほか] 訳

明石書店 371.6/O71

1447 幼稚園教諭・保育教諭をめざす人のための教育学入門

橋本勇人編著者代表

/中川智之, 笹川拓

也, 岡正寛子編著

大学教育出版 371/H38

1448 絵で読む教育学入門
広岡義之著/北村信

明絵
ミネルヴァ書房 371/H71

1449 教育原理 (七猫教育テキスト:3)
香川七海, 福若眞人,

蒲生諒太編著

七猫社/ヴィッセン

出版 (発売)
371/Ky4
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1450
ソーシャルワークのための『教育学』 (シリーズ・看護・介護・福祉のための「教育学」 : 教育心理をふまえた

患者教育指導実践の手引き:2)

櫻井秀雄, 橋本有里

子編著
あいり出版 371/Sh88/2

1451 未来の学校のつくりかた : 僕が5つの教育現場を訪ねて考えたこと 税所篤快著 教育開発研究所 372.107/Sa22

1452 学力格差を克服する (ちくま新書:1511) 志水宏吉著 筑摩書房 372.107/Sh49

1453 依存からひろがる人生機会 : インド・スラム地域の人間開発と「子育ての民主化」 茶谷智之著 春風社 372.25/C36

1454 こんなに違う!?ドイツと日本の学校 : 「自由」と「自律」と「自己責任」を育むドイツの学校教育の秘密 和辻龍著 産業能率大学出版部 372.34/W48

1455 フランスの学歴インフレと格差社会 : 能力主義という幻想
マリー・ドュリュ=

ベラ著/林昌宏訳
明石書店 372.35/D98

1456 現代フランスの教育改革

フランス教育学会編

/赤星まゆみ [ほか

執筆]

明石書店 372.35/F92

1457 フィンランド×日本の教育はどこへ向かうのか : 明日の教育への道しるべ
北川達夫, 高木展郎

著
三省堂 372.3892/Ki63

1458 フィンランド人はなぜ「学校教育」だけで英語が話せるのか 米崎里著 亜紀書房 372.3892/Y84

1459 オーストラリア・ニュージーランドの教育 : グローバル社会を生き抜く力の育成に向けて 第3版
青木麻衣子, 佐藤博

志編著
東信堂 372.71/A53

1460 国家と教育 : 愛と怒りの人格形成 中嶋哲彦著 青土社 373.1/N34

1461 日本型公教育の再検討 : 自由、保障、責任から考える
大桃敏行, 背戸博史

編
岩波書店 373.1/O63

1462 解説教育六法 2020
解説教育六法編修委

員会編
三省堂 373.2/Ka21/'20

1463 私立学校法講座 令和2年改訂版 小野元之著
学校経理研究会/霞

出版社 (発売)
373.22/O67

1464 私学必携 第16次改訂 私学法令研究会監修 第一法規 373.22/Sh27

1465 交通遺児育英会50年史 交通遺児育英会 373.4/Ko94

1466 教員採用試験面接試験・場面指導の必修テーマ100 2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'21

1467 和歌山県の論作文・面接過去問 2021年度版 (和歌山県の教員採用試験過去問シリーズ:12) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21
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1468 奈良県の特別支援学校教諭過去問 2021年度版 (奈良県の教員採用試験過去問シリーズ:12) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'21

1469 教員採用試験速攻の教育時事 2021年度試験完全対応 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'21

1470 教員採用試験面接試験の攻略ポイント 2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'21

1471 教員採用試験論文突破80事例 2021 (教育ジャーナル選書) 津金邦明著

学研教育みらい/学

研マーケティング

(発売)

373.7//'21

1472 教員採用試験36日間 : 短期集中「教採」学習プログラム 2021 (教育ジャーナル選書) 津金邦明著
学研教育みらい/学

研プラス (発売)
373.7//'21

1473 教員採用試験面接突破101事例 2021 (教育ジャーナル選書) 大木光夫, 師走会著 学習研究社 373.7//'21

1474 #理科 : #分野別#項目別 2021年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリーズ:8. 全国まるごと過去問題集) 協同教育研究会編集 協同出版 373.7//'21

1475
#論作文・面接 : #分野別#項目別 2021年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリーズ:15. 全国まるごと過去問

題集)
協同教育研究会編集 協同出版 373.7//'21

1476 教員政策と国際協力 : 未来を拓く教育をすべての子どもに

興津妙子, 川口純編

著/荻巣崇世 [ほか]

著

明石書店 373.7/O52

1477 学級経営の基盤を創る5つの観点と15の方策
玉井康之, 川前あゆ

み, 楜澤実著
学事出版 374.1/G16

1478 子どもが伸びる5つの原則 : 特別支援教育の時間軸を使って 宮内主斗著 さくら社 374.1/Mi86

1479 新任1年目なのに、学級担任が驚くほどうまくいく本。 中嶋郁雄著 学陽書房 374.1/N42

1480 新指導要録の記入例と用語例 小学校 無藤隆 [ほか] 編著 図書文化社 374.1/Sh69/1

1481 新指導要録の記入例と用語例 中学校 無藤隆 [ほか] 編著 図書文化社 374.1/Sh69/2

1482 心理テクニックを使った!戦略的な学級経営 阿部真也著 東洋館出版社 374.12/A13

1483 クラスを最高の笑顔にする!学級経営365日困った時の突破術 低学年編
赤坂真二, 北森恵

[ほか] 著
明治図書出版 374.12/A32/1

1484 クラスを最高の笑顔にする!学級経営365日困った時の突破術 中学年編
赤坂真二, 北森恵

[ほか] 著
明治図書出版 374.12/A32/2
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1485 クラスを最高の笑顔にする!学級経営365日困った時の突破術 高学年編
赤坂真二, 北森恵

[ほか] 著
明治図書出版 374.12/A32/3

1486 4年生の学級づくり : 明日からできる速効マンガ
高橋朋彦著/いわい

ざこまゆマンガ
日本標準 374.12/A93/4

1487
「学級通信」にのせたい子どもの心を揺さぶるメッセージ : 言葉で紡ぐ12か月の学級づくり (学級経営サポート

BOOKS)
金大竜著 明治図書出版 374.12/Ki39

1488 子どもが「話せる」「聞ける」クラスに変わる!学級あそび (ナツメ社教育書ブックス) 沼田晶弘監修 ナツメ社 374.12/N99

1489 ケース別でよくわかる!アドラー心理学に学ぶ「勇気づけ」実践ガイド (心理学de学級経営) 佐藤丈著 明治図書出版 374.12/Sa87

1490 学級づくりに自信がもてるちょこっとスキル (学級経営サポートBOOKS)
高橋朋彦, 古舘良純

著
明治図書出版 374.12/Ta33

1491 マンガでわかる!小学校の学級経営 : クラスにわくわくがあふれるアイデア60 田中光夫著 明治図書出版 374.12/Ta84

1492 新・授業づくり&学級経営365日サポートBOOK : 若手なのにプロ教師!新学習指導要領をプラスオン 小学1年生 谷和樹監修 学芸みらい社 374.12/Ta88/1

1493
子どもを伸ばす教師の見方 : 子どものどこをどう見て、どう褒め、叱る? : 「この先生わかってる!」と子どもが

慕う教師になる極意
友田真著 明治図書出版 374.12/To62

1494 学級経営365日のタイムスケジュール表 : 最高のクラスになる! 山本東矢著 学芸みらい社 374.12/Y31

1495 長谷川博之の「学級通信」365日全記録 : 生徒の心をわしづかみ! 上巻 長谷川博之著 学芸みらい社 374.13/H36/1

1496 中1担任のための学級経営大事典 : 1年間まるっとおまかせ! 玉置崇編著 明治図書出版 374.13/Ta78/1

1497 中2担任のための学級経営大事典 : 1年間まるっとおまかせ! 玉置崇編著 明治図書出版 374.13/Ta78/2

1498 中3担任のための学級経営大事典 : 1年間まるっとおまかせ! 玉置崇編著 明治図書出版 374.13/Ta78/3

1499 先生も大変なんです : いまどきの学校と教師のホンネ 江澤隆輔著 岩波書店 374.3/E96

1500 学年主任の仕事術 : 学級経営も学年運営も上手にこなすコツ : あなただからできると信じてくれたから… 飯村友和著 明治図書出版 374.3/I27

1501 教師の条件 : 授業と学校をつくる力 改訂新版 小島弘道 [ほか] 著 学文社 374.3/Ky5

1502 教師の悩み (ワニブックス「Plus」新書:296) 諸富祥彦著 ワニブックス 374.3/Mo77

1503 教師崩壊 : 先生の数が足りない、質も危ない (PHP新書:1223) 妹尾昌俊著 PHP研究所 374.3/Se72

1504 教師のあるあるトラブル初期対応77
鈴木ヒデトシ著/ノ

グチノブコイラスト
東洋館出版社 374.3/Su96

1505 危機に立つSNS時代の教師たち : 生き抜くために、知っていなければならないこと 多賀一郎著 黎明書房 374.3/Ta17
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1506 若手教師お悩みあるある100 : 教員生活のモヤモヤをズバッと解決! 滝澤雅彦著 教育開発研究所 374.3/Ta73

1507 できる教師のどこでも読書術 山中伸之著 さくら社 374.3/Y34

1508 教師の仕事ここまで! 楠木宏著 東洋館出版社 374.35/Ku91

1509 どの子も輝く教室のつくり方 桑原昌之著 明治図書出版 374.35/Ku95

1510 教職1年目の働き方大全
教師の働き方研究会

編
明治図書出版 374.35/Ky5

1511 新任教師を失敗させない初任者指導の教科書 : 勝負の4月を乗り切る1ケ月のシナリオつき!
野中信行著/小島康

親著
明治図書出版 374.35/N95

1512 図解でわかる!さる先生の「全部やろうはバカやろう」 : 実践編 坂本良晶著 学陽書房 374.35/Sa32

1513 教師のiPad仕事術 : 仕事がサクサク進む 魚住惇著 学事出版 374.35/U79

1514 崩壊学級担任を救う33の方法&つぶす13の方法
梶川高彦, 中村健一

編著
黎明書房 374.37/Ka22

1515 迷走する教員の働き方改革 : 変形労働時間制を考える (岩波ブックレット:No.1020) 内田良 [ほか]著 岩波書店 374.37/Me26

1516 「幸せ先生」×「お疲れ先生」の習慣 : 唯々忙しいだけだった教師生活が劇的に充実する40の行動術 澤田真由美著 明治図書出版 374.37/Sa93

1517 学校法人会計監査六法 2020年版
日本公認会計士協会

編

日本公認会計士協会

出版局
374.5/N71/'20

1518 保護者対応すきまスキル70
堀裕嗣, 宇野弘恵編

著
明治図書出版 374.6/H87/1-3

1519 保護者対応すきまスキル70 中学校 堀裕嗣, 山下幸編著 明治図書出版 374.6/H88

1520 保護者対応すきまスキル70 小学校高学年4-6年
堀裕嗣, 大野睦仁編

著
明治図書出版 374.6/H88/4-6

1521 理不尽な保護者への対応術 : 関係を悪化させず教師が疲弊しないためのガイド 齋藤浩著 学事出版 374.6/Sa25

1522 学校保健実務必携 新訂版 第5次改訂版
学校保健・安全実務

研究会編著
第一法規 374.9/G16/['20]

1523 最新Q&A教師のための救急百科 第2版 衞藤隆 [ほか] 編著 大修館書店 374.9/Sa22

1524 気になるあの子、気になるあのこと : 保健室の先生に聞く 澤栄美著 さくら社 374.9/Sa93

1525 自己肯定感がぐんぐん育つ学級づくりに役立つライフスキル (教育技術mook) 白石孝久著 小学館 374.9/Sh82
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1526 学校における養護活動の展開 改訂7版 (養護教諭養成講座:1)

津島ひろ江編集代表

/荒木田美香子, 池

添志乃, 岡本啓子編

ふくろう出版 374.9/Ts91

1527 養護教諭のための学校保健 第16版
出井美智子 [ほか]

共著
少年写真新聞社 374.9/Y73

1528 学校環境衛生管理マニュアル : 「学校環境衛生基準」の理論と実践 平成30年度改訂版 文部科学省 [編]
日本学校保健会/丸

善出版 (発売)
374.91/Mo31

1529 養護教員として大切にしたいこと (学習シリーズ:25. 「うつる」病気をどう考えるのか)
日本教職員組合養護

教員部編

アドバンテージサー

バー
374.96/N71

1530 学校法人の内部統制Q&A 改訂版 トーマツ編 第一法規 374/To49

1531 学校安全と危機管理 3訂版 渡邉正樹編著 大修館書店 374/W46

1532 子どもの問いからはじまる授業! : 6つのステップですぐ取り組める! 樋口万太郎著 学陽書房 375.1/H56

1533 授業づくりの深め方 : 「よい授業」をデザインするための5つのツボ 石井英真著 ミネルヴァ書房 375.1/I75

1534 子どもがつまずかない教師の教え方10の「原理・原則」 伊藤敏雄著 東洋館出版社 375.1/I91

1535 教科書をハックする : 21世紀の学びを実現する授業のつくり方

リリア・コセット・

レント [著]/白鳥信

義, 吉田新一郎訳

新評論 375.1/L54

1536 地域を生きる子どもと教師 : 「川の学び」がひらいた生き方と生活世界 中野譲著 高文研 375.1/N39

1537 教科とその本質 : 各教科は何を目指し、どのように構成するのか 日本教科教育学会編 教育出版 375.1/N71

1538 マンガでわかる『学び合い』 : 子どもに読ませたい教育書 野口大樹著 明治図書出版 375.1/N93

1539 博報堂流対話型授業のつくり方 大木浩士著 東洋館出版社 375.1/O51

1540 ラクに楽しく1時間小学校ラクイチ授業プラン 低学年
ラクイチ授業研究会

編
学事出版 375.1/R12/1

1541 ラクに楽しく1時間小学校ラクイチ授業プラン 中学年
ラクイチ授業研究会

編
学事出版 375.1/R12/2

1542 ラクに楽しく1時間小学校ラクイチ授業プラン 高学年
ラクイチ授業研究会

編
学事出版 375.1/R12/3
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1543 国語・社会・算数・理科・体育の授業 : 新学習指導要領対応! 5・6年 (教育技術mook)
小学館「教育技術」

編
小学館 375.1/Sh95

1544 「学びに向かう力」を育む授業事例集 (新しい時代に必要となる資質・能力の育成:5)
横浜国立大学教育学

部附属横浜中学校編
学事出版 375.1/Y75/5

1545 グループ学習における授業実践型相互教授の介入効果 町岳著 風間書房 375.13/Ma18

1546 力を合わせる学校グループワーク・トレーニング : 子どもたちの人間関係づくりに役立つ

日本学校グループ

ワーク・トレーニン

グ研究会編著

金子書房 375.13/N71

1547 部活動指導・運営ハンドブック 中屋晋 [ほか] 著 大月書店 375.18/B87

1548 生きる力を育む特別活動 : 個が生きる集団活動を創造する
新富康央, 須田康之,

高旗浩志編著
ミネルヴァ書房 375.18/I36

1549 みんなで,よりよい学級・学校生活をつくる特別活動 : 特別活動指導資料 小学校編

文部科学省国立教育

政策研究所教育課程

研究センター [編]

文溪堂 375.18/Ko49

1550 部活はそんなに悪者なのか!? : 脱ブラック部活!現役教師の挑戦
猿橋善宏著/大利実

構成
インプレス 375.183/Sa69

1551
ある日、クラスメイトがロボットになったら!? : イギリスの小学生が夢中になった「コンピュータを使わない」

プログラミングの授業

ヘレン・コールド

ウェル, ニール・ス

ミス著 ;佐分利敏晴,

柏木恭典, 小倉定枝

訳

学芸みらい社 375.199/C13

1552 教室へのICT活用入門 藤本かおる著 国書刊行会 375.199/F62

1553 小学校はじめてのプログラミング授業 : 結局、何を教えればいいかがスッキリわかる! 丸岡慎弥著 学陽書房 375.199/Ma57

1554 学校を変えた最強のプログラミング教育 : 普通の公立小学校から見えたAI時代の学び 松田孝著 くもん出版 375.199/Ma75

1555 究極の生徒指導 中嶋郁雄著 さくら社 375.2/N42

1556 子どものよさを引き出し、個性を伸ばす「教室支援」 : オールカラーで、まんがでわかる! (教育技術mook)
高山恵子著/楢戸ひ

かる取材・執筆
小学館 375.2/Ta56
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1557 異年齢集団による交流で社会性を育む教育プログラム (ピア・サポートではじめる学校づくり:小学校編) 滝充編著 金子書房 375.2/Ta73/1

1558 学校と博物館でつくる国際理解教育 : 新しい学びをデザインする
中牧弘允, 森茂岳雄,

多田孝志編著
明石書店 375.3/G16

1559 社会科の授業実践50のポイント 新訂版 石橋昌雄著 教育出版 375.3/I71

1560
まるごと授業社会 : 全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える映像で見せられる 新版 3年 (喜楽研の

DVDつき授業シリーズ)

中楯洋著/原田善造

他企画・編集
喜楽研 375.3/Ma54/3

1561
まるごと授業社会 : 全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える映像で見せられる 新版 4年 (喜楽研の

DVDつき授業シリーズ)

羽田純一, 中楯洋,

安野雄一, 松森靖行,

田中稔也著/原田善

造他企画・編集

喜楽研 375.3/Ma54/4

1562
まるごと授業社会 : 全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える映像で見せられる 新版 5年 (喜楽研の

DVDつき授業シリーズ)

羽田純一, 渡辺丈俊,

西浦弘望, 倉持祐二,

安野雄一, 松森靖行

著/原田善造他企

画・編集

喜楽研 375.3/Ma54/5

1563
まるごと授業社会 : 全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える映像で見せられる 新版 6年 (喜楽研の

DVDつき授業シリーズ)

羽田純一, 中楯洋,

渡辺丈俊, 西浦弘望,

倉持祐二, 長瀬拓也,

松森靖行著/原田善

造他企画・編集

喜楽研 375.3/Ma54/6

1564 「見方・考え方」を鍛える社会科授業デザイン : 子どもと社会をつなげる!
峯明秀, 唐木清志編

著
明治図書出版 375.3/Mi41

1565 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 社会 小学校3年
澤井陽介, 石井正広

編著
東洋館出版社 375.3/Sa94/3

1566 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 社会 小学校4年
澤井陽介, 石井正広

編著
東洋館出版社 375.3/Sa94/4
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1567 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 社会 小学校5年
澤井陽介, 石井正広

編著
東洋館出版社 375.3/Sa94/5

1568 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 社会 小学校6年
澤井陽介, 石井正広

編著
東洋館出版社 375.3/Sa94/6

1569 話し合いでつくる中・高公民の授業 : 交渉で実現する深い学び
野村美明 [ほか] 編

著
清水書院 375.31/H28

1570 「生活科」授業の腕が上がる新法則 (授業の腕が上がる新法則シリーズ)
勇和代, 原田朋哉編

集
学芸みらい社 375.312/I68

1571 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて : 生活 小学校1年 田村学編著 東洋館出版社 375.312/Ta82/1

1572 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて : 生活 小学校2年 田村学編著 東洋館出版社 375.312/Ta82/2

1573 社会の授業がもっとうまくなる50の技 柳沼孝一著 明治図書出版 375.312/Y16

1574 新しい日本史の授業 : 生徒とともに深める歴史学習 新版
千葉県高等学校教育

研究会歴史部会編
山川出版社 375.324/C42

1575 新・映画でまなぶ世界史 1 家長知史著 地歴社 375.324/I21/1

1576 新・映画でまなぶ世界史 2 家長知史著 地歴社 375.324/I21/2

1577 新しい地理の授業 : 高校「地理」新時代に向けた提案
千葉県高等学校教育

研究会地理部会編
二宮書店 375.334/C42

1578 思考力を育む道徳教育の理論と実践 : コールバーグからハーバーマスへ 浅沼茂編著 黎明書房 375.35/A87

1579 道徳大好き! : 子どもが喜ぶ道徳プラン集 : 道徳が教科化したってへっちゃらです
たのしい授業編集委

員会編
仮説社 375.35/Ka74

1580 各教科・領域等における道徳教育の進め方の実際 小島宏編 教育出版 375.35/Ko39

1581 道徳科のカリキュラム・マネジメントを実現する年間指導計画作り : 研究授業の単元も作れるようになる! 中野真悟著 溪水社 375.35/N39

1582 小学生がシーンとして聴く道徳話100選 : 教室のモラル!向上的変容の活用授業 長谷川博之編著 学芸みらい社 375.352/H36

1583 考え、議論する道徳に変える教材研究&授業構想の鉄則35 : 加藤宣行の道徳授業 加藤宣行著 明治図書出版 375.352/Ka86
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1584 「道徳」授業の腕が上がる新法則 1～3年生編 (授業の腕が上がる新法則シリーズ)

谷和樹監修/河田孝

文編集/堀田和秀編

集/「道徳」授業の

腕が上がる新法則1

～3年生編執筆委員

会執筆

学芸みらい社 375.352/Ka92/1-3

1585 「道徳」授業の腕が上がる新法則 4～6年生編 (授業の腕が上がる新法則シリーズ)
河田孝文, 堀田和秀

編
学芸みらい社 375.352/Ka98/2

1586 現場発!小学校「特別の教科道徳」の見取り・評価パーフェクトブック 丸岡慎弥著 フォーラム・A 375.352/Ma57

1587 板書で見る全時間の授業のすべて : 特別の教科道徳 小学校低学年
永田繁雄, 廣瀬仁郎

編著
東洋館出版社 375.352/N23/1

1588 板書で見る全時間の授業のすべて : 特別の教科道徳 小学校中学年
永田繁雄, 廣瀬仁郎

編著
東洋館出版社 375.352/N23/2

1589 板書で見る全時間の授業のすべて : 特別の教科道徳 小学校高学年
永田繁雄, 廣瀬仁郎

編著
東洋館出版社 375.352/N23/3

1590 道徳読み活用法 瀧澤真編著 さくら社 375.352/Ta73

1591 TIMSS2015算数・数学教育/理科教育の国際比較 : 国際数学・理科教育動向調査の2015年調査報告書
国立教育政策研究所

編
明石書店 375.41/Ko49

1592 「しかけ」でつくる算数の深い学び
石井勉編著/青梅算

数研究会著
明治図書出版 375.412/I75

1593 板書&イラストでよくわかる365日の全授業 : 小学校算数 1年上

宮本博規, 藤本邦昭,

黒川孝明編著/熊本

市算数教育研究会著

明治図書出版 375.412/Ku34/1-1

1594 板書&イラストでよくわかる365日の全授業 : 小学校算数 2年上

宮本博規, 藤本邦昭,

黒川孝明編著/熊本

市算数教育研究会著

明治図書出版 375.412/Ku34/2-1
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1595 板書&イラストでよくわかる365日の全授業 : 小学校算数 3年上

宮本博規, 藤本邦昭,

黒川孝明編著/熊本

市算数教育研究会著

明治図書出版 375.412/Ku34/3-1

1596 板書&イラストでよくわかる365日の全授業 : 小学校算数 4年上

宮本博規, 藤本邦昭,

黒川孝明編著/熊本

市算数教育研究会著

明治図書出版 375.412/Ku34/4-1

1597 板書&イラストでよくわかる365日の全授業 : 小学校算数 5年上

宮本博規, 藤本邦昭,

黒川孝明編著/熊本

市算数教育研究会著

明治図書出版 375.412/Ku34/5-1

1598 板書&イラストでよくわかる365日の全授業 : 小学校算数 6年上

宮本博規, 藤本邦昭,

黒川孝明編著/熊本

市算数教育研究会著

明治図書出版 375.412/Ku34/6-1

1599 小学校教科書単元別到達目標と評価規準「算数」 大日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

1600 「算数」授業の腕が上がる新法則 (授業の腕が上がる新法則シリーズ)
木村重夫, 林健広,

戸村隆之編
学芸みらい社 375.412/Sa66

1601 小学校算数グループ学習大全 鈴木正則著 明治図書出版 375.412/Su96

1602 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 算数 小学校1年上
筑波大学附属小学校

算数部企画・編集
東洋館出版社 375.412/Ts66/1-1

1603 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 算数 小学校2年上
筑波大学附属小学校

算数部企画・編集
東洋館出版社 375.412/Ts66/2-1

1604 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 算数 小学校3年上
筑波大学附属小学校

算数部企画・編集
東洋館出版社 375.412/Ts66/3-1

1605 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 算数 小学校4年上
筑波大学附属小学校

算数部企画・編集
東洋館出版社 375.412/Ts66/4-1

1606 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 算数 小学校5年上
筑波大学附属小学校

算数部企画・編集
東洋館出版社 375.412/Ts66/5-1
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1607 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 算数 小学校6年上
筑波大学附属小学校

算数部企画・編集
東洋館出版社 375.412/Ts66/6-1

1608
まるごと授業算数 : 全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える映像で見せられる 新版 1年 (喜楽研の

DVDつき授業シリーズ)

石原清貴, 板垣賢二,

市川良, 新川雄也,

原田善造, 福田純一,

和気政司監修/原田

善造他企画・編集/

わかる喜び学ぶ楽し

さを創造する教育研

究所編集部編集

喜楽研 375.412/W25/1

1609
まるごと授業算数 : 全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える映像で見せられる 新版 3年 (喜楽研の

DVDつき授業シリーズ)

石原清貴, 板垣賢二,

市川良, 新川雄也,

原田善造, 福田純一,

和気政司監修/原田

善造他企画・編集/

わかる喜び学ぶ楽し

さを創造する教育研

究所編集部編集

喜楽研 375.412/W25/3

1610
まるごと授業算数 : 全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える映像で見せられる 新版 5年 (喜楽研の

DVDつき授業シリーズ)

石原清貴, 板垣賢二,

市川良, 新川雄也,

原田善造, 福田純一,

和気政司監修/原田

善造他企画・編集/

わかる喜び学ぶ楽し

さを創造する教育研

究所編集部編集

喜楽研 375.412/W25/5
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1611
まるごと授業算数 : 全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える映像で見せられる 新版 6年 (喜楽研の

DVDつき授業シリーズ)

石原清貴, 板垣賢二,

市川良, 新川雄也,

原田善造, 福田純一,

和気政司監修/原田

善造他企画・編集/

わかる喜び学ぶ楽し

さを創造する教育研

究所編集部編集

喜楽研 375.412/W25/6

1612 子どもの数学的な見方・考え方が働く算数授業 5年
全国算数授業研究会

企画・編集
東洋館出版社 375.412/Z3/5

1613 子どもの数学的な見方・考え方が働く算数授業 6年
全国算数授業研究会

企画・編集
東洋館出版社 375.412/Z3/6

1614 本質がわかる・やりたくなる新理科の授業 3年 佐々木仁, 堀雅敏著 子どもの未来社 375.422/H85/3

1615 本質がわかる・やりたくなる新理科の授業 4年 小幡勝, 高橋洋著 子どもの未来社 375.422/H85/4

1616 理科の授業を形づくるもの 鳴川哲也著 東洋館出版社 375.422/N53

1617 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 理科 小学校3年
鳴川哲也, 寺本貴啓

編著
東洋館出版社 375.422/N53/3

1618 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 理科 小学校4年
鳴川哲也, 寺本貴啓

編著
東洋館出版社 375.422/N53/4

1619 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 理科 小学校5年
鳴川哲也, 寺本貴啓

編著
東洋館出版社 375.422/N53/5

1620 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 理科 小学校6年
鳴川哲也, 寺本貴啓

編著
東洋館出版社 375.422/N53/6

1621 令和の時代を拓く心を寄せ合う理科教育法 : プログラミング 国語 道徳 特別支援
小田切真編著/稲葉

俊彦 [ほか] 著
学校図書 375.422/O17

1622 なぜクラス中がどんどん理科を好きになるのか : 全部見せます小3理科授業 改訂 大前暁政著 教育出版 375.422/O61/3

1623 なぜクラス中がどんどん理科のとりこになるのか : 全部見せます小4理科授業 改訂 大前暁政著 教育出版 375.422/O61/4
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1624 なぜクラス中がどんどん理科に夢中になるのか : 全部見せます小5理科授業 改訂 大前暁政著 教育出版 375.422/O61/5

1625 なぜクラス中がどんどん理科を得意になるのか : 全部見せます小6理科授業 改訂 大前暁政著 教育出版 375.422/O61/6

1626 理科の見方・考え方を働かせて学びを深める理科の授業づくり : 理科好きの子どもを育てる小学校理科

日置光久, 星野昌治,

船尾聖, 関根正弘編

著

大日本図書 375.422/R41

1627 「理科」授業の腕が上がる新法則 (授業の腕が上がる新法則シリーズ)

小森栄治, 千葉雄二,

吉原尚寛編集/「理

科」授業の腕が上が

る新法則執筆委員会

執筆

学芸みらい社 375.422/R41

1628 戦後日本の小学校理科教育改革の展開過程 柴一実著 すずさわ書店 375.422/Sh17

1629 コツがわかればうまくいく!中学校理科の観察・実験 (中学校理科サポートbooks) 野田新三著 明治図書出版 375.423/N92

1630 保健科教育学の探究 : 研究の基礎と方法 今村修 [ほか] 編著 大修館書店 375.49/H82

1631 スポーツの授業を創ろう : スポーツの主人公を育てるために 大貫耕一著 創文企画 375.49/O68

1632 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて : 体育 小学校1年
藤﨑敬, 石原詩子編

著
東洋館出版社 375.492/F66/1

1633 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて : 体育 小学校2年
藤﨑敬, 石原詩子編

著
東洋館出版社 375.492/F66/2

1634 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて : 体育 小学校3年
藤﨑敬, 石原詩子編

著
東洋館出版社 375.492/F66/3

1635 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて : 体育 小学校4年
藤﨑敬, 石原詩子編

著
東洋館出版社 375.492/F66/4

1636 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて : 体育 小学校5年
藤﨑敬, 石原詩子編

著
東洋館出版社 375.492/F66/5

1637 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて : 体育 小学校6年
藤﨑敬, 石原詩子編

著
東洋館出版社 375.492/F66/6
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1638 できる子が圧倒的に増える!お手伝い・補助で一緒に伸びる筑波の体育授業
筑波大学附属小学校

体育研究部著
明治図書出版 375.492/Ts66

1639 家庭科の基本 : できますか?教えられますか?: いまさら聞けない・・・生活のワザ、満載! 改訂版
田中京子, 亀井佑子,

勝田映子執筆

学研教育みらい/[学

研プラス (発売)]
375.5/Ka85

1640 子どものための美術 : 図画工作・造形教育教材集 改訂版 日本文教出版 375.72/F82/'20

1641 「図画工作」授業の腕が上がる新法則 1～3年生編 (授業の腕が上がる新法則シリーズ)
酒井臣吾, 谷岡聡美

編
学芸みらい社 375.72/Sa29/1-3

1642 「図画工作」授業の腕が上がる新法則 4～6年生編 (授業の腕が上がる新法則シリーズ)
酒井臣吾, 谷岡聡美

編
学芸みらい社 375.72/Sa29/4-6

1643 「音楽」授業の腕が上がる新法則 (授業の腕が上がる新法則シリーズ)

谷和樹監修/関根朋

子編集/中越正美編

集/「音楽」授業の

腕が上がる新法則執

筆委員会執筆

学芸みらい社 375.76/Se36

1644 授業をもっとアクティブに!小学校音楽「常時活動」のアイデア100 (音楽科授業サポートBOOKS) 岩井智宏著 明治図書出版 375.762/I93

1645 カラーで基本がわかる!「音楽」「図画工作」「家庭」の授業5・6年 (教育技術mook)
小学館「教育技術」

編
小学館 375.762/Sh95

1646 「我が国の音楽」の魅力を実感できるワクワク音楽の授業
津田正之, 小川公子

著
学事出版 375.762/Ts34

1647 国語教育指導用語辞典 第5版
田近洵一, 井上尚美,

中村和弘編
教育出版 375.8/Ko47

1648 国語科教育における能力主義の成立過程 : 輿水実と近代化の精神, 1931-1977 中村敦雄著 溪水社 375.8/Ko86

1649 国語教育を楽しむ 町田守弘著 学文社 375.8/Ma16

1650 文学はいかに思考力と表現力を深化させるか : 福島からの国語科教育モデルと震災時間論 高橋正人著 コールサック社 375.8/Ta33

1651 「繰り返し」で子どもを育てる国語科基礎力トレーニング 土居正博著 東洋館出版社 375.82/D83
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1652
まるごと授業国語 : 全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える : 菊池省三・岡篤の授業実践の特別映像

つき 新版 4年上 (喜楽研のDVDつき授業シリーズ)

中村幸成, 岡篤, 菊

池省三, 岡崎陽介著

/原田善造他企画・

編集/わかる喜び学

ぶ楽しさを創造する

教育研究所編集部編

喜楽研 375.82/Ki51/4-1

1653
まるごと授業国語 : 全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える : 菊池省三・岡篤の授業実践の特別映像

つき 新版 5年上 (喜楽研のDVDつき授業シリーズ)

羽田純一, 入澤佳菜,

岡篤, 菊池省三, 鈴

木啓史, 南山拓也著

/原田善造他企画・

編集/わかる喜び学

ぶ楽しさを創造する

教育研究所編集部編

喜楽研 375.82/Ki51/5-1

1654
まるごと授業国語 : 全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える : 菊池省三・岡篤の授業実践の特別映像

つき 新版 6年上 (喜楽研のDVDつき授業シリーズ)

岡篤, 南山拓也, 入

澤佳菜, 菊池省三,

鈴木啓史, 田中稔也

著/原田善造他企

画・編集/わかる喜

び学ぶ楽しさを創造

する教育研究所編集

部編集

喜楽研 375.82/Ki51/6-1

1655 ことわざあそび学習資料集 : 問題を読んであげるだけで面白さが2倍になる 近野十志夫著 民衆社 375.82/Ko75

1656 小学校国語科研究授業パーフェクトガイド : 教材研究から学習指導案まで丸ごと分かる! 水戸部修治編著 明治図書 375.82/Mi62

1657 板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校1年上
岡﨑智子, 福田淳佑

編著
東洋館出版社 375.82/N37/1-1

1658 板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校2年上
岡﨑智子, 福田淳佑

編著
東洋館出版社 375.82/N37/2-1
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1659 板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校3年上
岡﨑智子, 福田淳佑

編著
東洋館出版社 375.82/N37/3-1

1660 板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校4年上
岡﨑智子, 福田淳佑

編著
東洋館出版社 375.82/N37/4-1

1661 板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校5年上
岡﨑智子, 福田淳佑

編著
東洋館出版社 375.82/N37/5-1

1662 板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校6年上
岡﨑智子, 福田淳佑

編著
東洋館出版社 375.82/N37/6-1

1663 小学校教科書単元別到達目標と評価規準「国語」 学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

1664 「やりたい!」「できた!」がクラスにあふれる小学1年の国語授業アイテム (国語科授業サポートBOOKS) 吉田温子著 明治図書出版 375.82/Y86

1665
国語力をつける物語・小説の「読み」の授業 : 「言葉による見方・考え方」を鍛えるあたらしい授業の提案 増

補改訂版
阿部昇著 明治図書出版 375.85/A13

1666 説明的文章の読解方略指導研究 : 条件的知識の育成に着目して 古賀洋一著 溪水社 375.85/Ko25

1667 文学教材の作品分析 : 批評の快楽をめざして 西原千博著 蒼丘書林 375.85/N82

1668
小学校国語科「問い」づくりと読みの交流の学習デザイン : 物語を主体的に読む力を育てる理論と実践 (国語教

育選書)
松本修, 西田太郎著 明治図書出版 375.852/Ma81

1669 「一瞬」で読みが深まる「もしも発問」の国語授業 (国語授業イノベーションシリーズ) 高橋達哉著 東洋館出版社 375.852/Ta33

1670 なぜ「ごんぎつね」は定番教材になったのか : 国語教師のための「ごんぎつね」入門 鶴田清司著 明治図書出版 375.852/Ts84

1671 「書く」指導 : 授業で使えるアイデア&フレームワーク 坪井綾子著 東洋館出版社 375.862/Ts15

1672 中学・高校英語ライティング指導 : ニガテな生徒もどんどん書き出す! 上山晋平著 学陽書房 375.893/Ka39

1673 「教師の自己評価」で英語授業は変わる : J-POSTLを活用した授業実践 久村研 [ほか] 編著 大修館書店 375.893/Ky5

1674
英語で学ぼうオリンピック・パラリンピック : 小学校から中学初級 : CLILによる国際理解教育として : CD-ROM

付

町田淳子, 滝沢麻由

美著
子どもの未来社 375.893/Ma16

1675 英語教育におけるGraded Readersの文化的・教育的価値の考察 水野邦太郎著 くろしお出版 375.893/Mi96

1676 英語コンプレックス粉砕宣言 (中公新書ラクレ:678)
鳥飼玖美子, 齋藤孝

著
中央公論新社 375.893/To67
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1677 英語教師のための音声指導Q&A
内田洋子, 杉本淳子

著
研究社 375.893/U14

1678 どの子も好きになる!楽しみながら話せる!英語あそび101 三好真史著 学陽書房 375.8932/Mi91

1679 児童英語教育の理論と実践 : 世界の教室から

Joan Kang Shin著

/JoAnn(Jodi)Crand

all著/町田智久訳

センゲージラーニン

グ/アスク出版(発

売)

375.8932/Sh63

1680
小学校外国語活動&外国語の新学習評価ハンドブック : 単元末テスト・パフォーマンステストの実例つき! (小学

校英語サポートBOOKS)
瀧沢広人著 明治図書出版 375.8932/Ta73

1681 絶対成功する!外国語活動35時間の授業アイデアブック 小学3年 瀧沢広人著 明治図書出版 375.8932/Ta73/3

1682 絶対成功する!外国語活動35時間の授業アイデアブック 小学4年 瀧沢広人著 明治図書出版 375.8932/Ta73/4

1683 絶対成功する!外国語授業33の英語表現指導アイデアブック 小学5年 瀧沢広人著 明治図書出版 375.8932/Ta73/5

1684 絶対成功する!外国語授業33の英語表現指導アイデアブック 小学6年 瀧沢広人著 明治図書出版 375.8932/Ta73/6

1685 絵本で教える英語の読み書き : 小学校で実践したい英語絵本の指導法 田中真紀子著 研究社 375.8932/Ta84

1686 中学英語生徒が対話したくなる!発問の技術 胡子美由紀著 学陽書房 375.8933/E15

1687 主体的・対話的で深い学びを促す英語授業8つの指導ストラテジーと活動例35 (中学校英語サポートBOOKS)
柳井智彦, 立川研一

編著
明治図書出版 375.8933/Y54

1688 Q&A高校英語指導法事典 : 現場の悩み133に答える

高橋一幸編著者代表

/泉惠美子, 加賀田

哲也, 久保野雅史編

教育出版 375.8934/Ta33

1689 探究の力を育む課題研究 : 中等教育における新しい学びの実践
林創, 神戸大学附属

中等教育学校編著
学事出版 375/H48

1690 学びを創る・学びを支える : 新しい教育の理論と方法 広石英記編著 一藝社 375/H71

1691 高校カリキュラム・マネジメントの基本 : たしかなカリキュラム研究・開発・マネジメントのために 梶輝行著 学事出版 375/Ka23

1692 教科等横断的な教育課程編成の考え方・進め方 : 資質・能力(コンピテンシー)の育成を目指して 加藤幸次著 黎明書房 375/Ka86

1693 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 特別の教科 道徳編 文部科学省 [編] 教育出版 375/Mo31/'17

1694 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 外国語編 英語編 文部科学省 [著] 開隆堂出版 375/Mo31/'18

1695 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 数学編理数編 文部科学省 [著] 学校図書 375/Mo31/'18
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1696 私がわたしらしく育つ学校 : 子どもも教師も学ぶ大町市立第一中学校のカリキュラム・マネジメント 村瀬公胤編著
めでぃあ森/麻の葉

出版
375/Mu57

1697 小学校教師の専門性育成
帝京大学初等教育研

究会編著

現代図書/星雲社

(発売)
375/Te25

1698 保育の心意気 (保育の心もち:続々) 秋田喜代美著 ひかりのくに 376.1/AkK/H-3

1699 保育者論 第3版 (新保育ライブラリ. 保育・福祉を知る)
福元真由美, 笠間浩

幸, 柏原栄子編著
北大路書房 376.1/H81

1700 保育所実習 新版 (新保育ライブラリ. 保育の現場を知る) 民秋言 [ほか] 編著 北大路書房 376.1/H81

1701 保護者支援・子育て支援 第2版 (保育士等キャリアアップ研修テキスト:6) 矢萩恭子編集 中央法規出版 376.1/H81/6

1702 集団っていいな : 一人ひとりのみんなが育ち合う社会を創る
今井和子, 島本一男

編著
ミネルヴァ書房 376.1/I43

1703 子どもと共に育ちあうエピソード保育者論 第2版

井上孝之, 山﨑敦子

編/明柴聰史[ほか

著]

みらい 376.1/I57

1704 実例でわかる実習の日誌&指導案作成マニュアル : 保育園幼稚園
矢野真, 上月智晴,

松崎行代監修
成美堂出版 376.1/J55

1705 どうする?1、2歳児の噛みつき・ひっかき : 保育士のための園づくりトレーニング 神田冨士子著 子どもの未来社 376.1/Ka51

1706 教育発達学の展開 : 幼小接続・連携へのアプローチ
松永あけみ, 水戸博

道, 渋谷恵編著
風間書房 376.1/Ky4

1707 触れて感じて人とかかわる (思いをつなぐ保育の環境構成:0・1歳児クラス編)

宮里暁美編著/文京

区立お茶の水女子大

学こども園著

中央法規出版 376.1/Mi82/1

1708 遊んで感じて自分らしく (思いをつなぐ保育の環境構成:2・3歳児クラス編)

宮里暁美編著/文京

区立お茶の水女子大

学こども園著

中央法規出版 376.1/Mi82/2
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1709 遊びを広げて学びに変える (思いをつなぐ保育の環境構成:4・5歳児クラス編)

宮里暁美編著/文京

区立お茶の水女子大

学こども園著

中央法規出版 376.1/Mi82/3

1710 育児担当制による乳児保育 : 子どもの育ちを支える保育実践 西村真実著 中央法規出版 376.1/N84

1711 子どもとかかわる人のための心理学 : 保育の心理学,子ども家庭支援の心理学への扉
沼山博, 三浦主博編

著
萌文書林 376.1/N99

1712 OECD保育白書 : 人生の始まりこそ力強く : 乳幼児期の教育とケア(ECEC)の国際比較
OECD編著/星三和

子 [ほか] 訳
明石書店 376.1/O71

1713 実践につながる新しい幼児教育の方法と技術
大浦賢治, 野津直樹

編著
ミネルヴァ書房 376.1/O92

1714 最新保育資料集 2020 幼児保育研究会編 ミネルヴァ書房 376.1/Sa22/'20

1715 デジタル時代に向けた幼児教育・保育 : 人生初期の学びと育ちを支援する

アンドレアス・シュ

ライヒャー著/経済

協力開発機構編, 一

見真理子, 星三和子

訳

明石書店 376.1/Sc4

1716 幼児教育・保育総論 : 豊かにたくましく生きる力を育むために
高野良子編著/栗原

ひとみ [ほか執筆]
学文社 376.1/Ta47

1717 保育園・幼稚園はじめてのクラス担任マニュアル 冨田久枝監修 成美堂出版 376.1/To58

1718 保育の心理学 (保育士を育てる:1)
瀧口綾, 福田真奈編

著
一藝社 376.1/Y66/1

1719 子ども家庭支援の心理学 (保育士を育てる:2)
藤田久美, 瀧口綾編

著
一藝社 376.1/Y66/2

1720 子どもの理解と援助 (保育士を育てる:3)
大沢裕, 藤田久美編

著
一藝社 376.1/Y66/3

1721 子どもの健康と安全 (保育士を育てる:7)
糸井志津乃, 高橋弥

生編著
一藝社 376.1/Y66/7
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1722 子どもの保健 (保育士を育てる:8)
吉田直哉, 糸井志津

乃編著
一藝社 376.1/Y66/8

1723 子ども家庭支援論 (保育士を育てる:9)
和田上貴昭, 高玉和

子編著
一藝社 376.1/Y66/9

1724 幼稚園実習 新版 (新保育ライブラリ. 保育の現場を知る) 民秋言 [ほか] 編著 北大路書房 376.1/Y72

1725 新しい保育基礎 : 免許法改定に対応して
寄ゆかり, 伊藤一雄

編著
サンライズ出版 376.1/Y84

1726 自分を指差す, 自分の名を言う (「私」の誕生 : 生後2年目の奇跡:1) 麻生武著 東京大学出版会 376.11/A88/1

1727 スキルアップ保育園・幼稚園で使えるカウンセリング・テクニック
諸富祥彦, 大竹直子

編著
誠信書房 376.11/Mo77

1728 子どもの扉がひらくとき : 「モンテッソーリたんぽぽ子供の家」の子育てから 小川浅子著
太郎次郎社エディタ

ス
376.11/O24

1729 乳児期における社会的学習 : 誰からどのように学ぶのか 奥村優子著 東京大学出版会 376.11/O55

1730 子ども家庭支援の心理学
相良順子, 小泉左江

子編
ナカニシヤ出版 376.11/Sa16

1731 マンガでやさしくわかるモンテッソーリ教育
田中昌子著/空生直

作画

日本能率協会マネジ

メントセンター
376.11/Ta84

1732 多文化に生きる子どもたち : 乳幼児期からの異文化間教育 3刷 山田千明編著 明石書店 376.11/Y19

1733
幼児教育・保育の国際比較 : OECD国際幼児教育・保育従事者調査2018報告書 : 質の高い幼児教育・保育に向け

て

国立教育政策研究所

編
明石書店 376.12/Ko49/'18

1734 北欧の森のようちえん : 自然が子どもを育む : デンマーク・シュタイナー幼稚園の実践

リッケ・ローセング

レン著/ヴィンス

ルー美智子, 村上進

訳

イザラ書房 376.1238/R72

1735 スイスイわかる保育士採用専門試験 [令和2年度版]
保育士採用試験情報

研究会編著
一ツ橋書店 376.14//'20
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1736 スイスイわかる保育士採用教養試験 [令和2年度版]
保育士採用試験情報

研究会編著
一ツ橋書店 376.14//'20

1737 保育士幼稚園教諭採用試験問題集 2021年度版 保育士試験研究会編 実務教育出版 376.14//'21

1738 保育士幼稚園教諭論作文・面接対策ブック 2021年度版 保育士試験研究会編 実務教育出版 376.14//'21

1739 役立つ保育・教育用語集 : 幼稚園/保育士試験 '21年度版 (保育士・幼稚園採用試験シリーズ) 植原清編 大阪教育図書 376.14//'21

1740 保育者論 : 主体性のある保育者を目指して
野津直樹, 宮川萬寿

美編著
萌文書林 376.14/N98

1741 遊びと学びをつなぐこれからの保幼小接続カリキュラム : 事例でわかるアプローチ&スタートカリキュラム 木下光二著 チャイルド本社 376.15/Ki46

1742 子どもと保育者でつくる育ちの記録 : あそびの中の育ちを可視化する

北野幸子監修・著/

大阪府私立幼稚園連

盟第26次プロジェ

クトメンバー著

日本標準 376.15/Ki69

1743 3・4・5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/三谷大紀,

北野幸子, 松山洋平

執筆

フレーベル館 376.15/Mu93/2

1744 3・4・5歳児の指導計画 高橋保子著 教育出版 376.15/Ta33

1745 子どもの力が伸びる0歳児の保育12か月 (ナツメ社保育シリーズ) 横山洋子監修 ナツメ社 376.15/Y79/0

1746 子どもの力が伸びる1歳児の保育12か月 (ナツメ社保育シリーズ) 横山洋子監修 ナツメ社 376.15/Y79/1

1747 子どもの力が伸びる2歳児の保育12か月 (ナツメ社保育シリーズ) 横山洋子監修 ナツメ社 376.15/Y79/2

1748 保育内容「人間関係」を学ぶ
西頭三雄児,久世妙

子,小沢文雄編著
福村出版 376.153/H81

1749 エピソードから楽しく学ぼう人間関係

及川留美編著/西井

宏之, 柳瀬洋美, 善

本眞弓著

創成社 376.153/O32

1750 使える!保育のあそびネタ集 室内あそび50 [2020] 井上明美編著 自由現代社 376.156/InA/S-'20

1751 アートがひらく保育と子ども理解 : 多様な子どもの姿と表現の共有を目指して 笠原広一編著 東京学芸大学出版会 376.156/Ka71
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1752 ぜ～んぶあそべる!おりがみ60 : 子どもが夢中になる! (Gakken保育books) 小林一夫監修

[学研教育みら

い]/[学研プラス(発

売)]

376.156/Ko12

1753 コンパス音楽表現

駒久美子, 味府美香

編著/疇地希美[ほ

か]共著

建帛社 376.156/Ko58

1754 先生になろう!音楽編 杉本明 [ほか] 著 スタイルノート 376.156/Se73

1755 表現指導法 : 感性を育て、表現の世界を拓く 上野奈初美編著 萌文書林 376.156/U45

1756
1年中作れる!0～5歳児の製作・造形あそび : 子どもたちが主体的に活動できる!製作アイディア91+実践例 (ナツ

メ社保育シリーズ)
浦中こういち著 ナツメ社 376.156/U84

1757 0・1・2歳児の発達に合った楽しい!運動あそび : こころとからだがスクスク育つ (ナツメ社保育シリーズ) 栁澤友希著 ナツメ社 376.156/Y53

1758 0・1・2歳児12カ月の製作あそび : 発達にあわせたアイデアがいっぱい! (ナツメ社保育シリーズ) 横山洋子監修 ナツメ社 376.156/Y79

1759 子どもの音感受の世界 : 心の耳を育む音感受教育による保育内容「表現」の探究 吉永早苗著 萌文書林 376.156/Y92

1760 幼児のためのコーディネーション運動 : 「動きことば」で苦手な子も楽しめる!
東根明人著/大羽瑠

美子著
明治図書出版 376.157/A99

1761 保育内容「言葉」 : 乳幼児期の言葉の発達と援助
塩美佐枝, 古川寿子

編著
ミネルヴァ書房 376.158/Sh74

1762 環境学部 : 中高生のための学部選びガイド (なるにはBooks) 大岳美帆著 ぺりかん社 376.8

1763 教養学部 : 中高生のための学部選びガイド (なるにはBooks. 大学学部調べ) 木村由香里著 ぺりかん社 376.8

1764 薬学部 : 中高生のための学部選びガイド (なるにはBooks. 大学学部調べ) 橋口佐紀子著 ぺりかん社 376.8

1765 大学院・通信制大学 : 自分を広げる「学び」が見つかる! 2021 (AERAムック) 朝日新聞出版 376.8//'21

1766 カンペキ中学受験 2021 (AERA進学MOOK) 朝日新聞出版 376.83//'21

1767 「大学入試学」の誕生 (東北大学大学入試研究シリーズ:[1]) 倉元直樹編 金子書房 376.87/Ku53/1

1768
諸外国の初等中等教育 : アメリカ合衆国, イギリス, フランス, ドイツ, フィンランド, 中国, 韓国, 日本 (教育調査:

第150集)

文部科学省生涯学習

政策局 [編]
明石書店 376/Mo31

1769 「つながり」を創りだす術 (対話で創るこれからの「大学」:続)
大阪大学COデザイ

ンセンター監修
大阪大学出版会 377.04/OsD/2
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1770
内部質保証と外部質保証 : 社会に開かれた大学教育をめざして (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

1771 市場化時代の大学経営分析 川崎成一著 東京大学出版会 377.1/Ka97

1772 大学マネジメント論 新訂 (放送大学教材:1548581-1-2011) 小方直幸編著 放送大学教育振興会 377.1/O23

1773 大学改革の処方箋 : 中長期計画推進・教育改善・職員力向上 篠田道夫著 東信堂 377.1/Sh66

1774 大学の自治と学問の自由
寄川条路編著/宇波

彰[ほか]著
晃洋書房 377.1/Y84

1775 大学教授職の国際比較 : 世界・アジア・日本 有本章編著 東信堂 377.13/A73

1776 実務家教員への招待 : 人生100年時代の新しい「知」の創造
実務家教員COEプ

ロジェクト編

先端教育機構社会情

報大学院大学出版部

/先端教育機構(発

売)

377.13/Sh12

1777 実務家教員への招待 : 人生100年時代の新しい「知」の創造
実務家教員COEプ

ロジェクト編

先端教育機構社会情

報大学院大学出版部

/先端教育機構(発

売)

377.13/Sh12(1)

1778 大学のゼミから広がるキャリア : 構成主義に基づく「自分探し」の学習環境デザイン
山本良太, 岩﨑千晶,

岸磨貴子編著
北大路書房 377.15/D16

1779 アカデミック・スキル入門 : 大学での学びをアクティブにする 新版 (有斐閣ブックス:[698])
伊藤奈賀子, 中島祥

子編
有斐閣 377.15/I91

1780 学術リテラシーハンドブック 小山茂喜編著 学事出版 377.15/Ko97

1781 アクティブ・ラーナーを育む : 新時代を拓く基幹教育

九州大学基幹教育院

次世代型大学教育開

発センター編

九州大学出版会 377.15/Ky9

1782 多様性が拓く学びのデザイン : 主体的・対話的に他者と学ぶ教養教育の理論と実践

佐藤智子, 高橋美能

編著/江口怜 [ほか]

著

明石書店 377.15/Sa87

111



2020年4月～8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1783 人文学の要諦 (東北大学教養教育院叢書「大学と教養」:3)
東北大学教養教育院

編
東北大学出版会 377.15/To25/3

1784 大学はもう死んでいる? : トップユニバーシティーからの問題提起 (集英社新書:1006E)
苅谷剛彦, 吉見俊哉

著
集英社 377.2/Ka67

1785 大学ランキング 2021年版 週刊朝日編 朝日新聞社 377.21//'21

1786 下克上大学ランキング101&中高一貫+奨学金リスト102 (日経ホームマガジン)

日経BP/日経BP

マーケティング (発

売)

377.21/N73

1787 ポスト2030に向けた知と実践 (東洋経済academic. SDGsに取り組む大学特集:vol. 2) 東洋経済新報社 377.21/To76

1788 ここにしかない大学 : APU学長日記 出口治明著

日経BP/日経BP

マーケティング (発

売)

377.28/D53

1789 ハルビン学院の人びと : 百年目の回顧 (ユーラシア文庫:16)

飯島一孝著/ユーラ

シア研究所企画・編

集

群像社 377.28/H34

1790 地域と繋がる大学 : 震災から何を学んだか (中公新書ラクレ:683) 神戸学院大学著 中央公論新社 377.28/Ko13

1791 大学イノベーション創出論 : 東工大発・未来社会DESIGNの挑戦 益一哉著

日経BPコンサル

ティング/日経BP

マーケティング(発

売)

377.28/To46

1792 科学が拓く未来 (AERA MOOK. 早稲田理工by Aera:2020) 朝日新聞出版 377.28/WaD

1793 盛岡高等農林学校と宮澤賢治

岩手大学農学部附属

農業教育資料館, 岩

手大学人文社会科学

部宮沢賢治いわて学

センター編集

杜陵高速印刷出版部 377.3/Mi89
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1794 大学生のストレスマネジメント : 自助の力と援助の力
齋藤憲司, 石垣琢麿,

高野明著
有斐閣 377.9/D16

1795 学生相談ハンドブック 新訂版 日本学生相談学会編 学苑社 377.9/N71

1796 大学生のための知的技法入門 第3版 (アカデミック・スキルズ)

佐藤望編著/湯川武,

横山千晶, 近藤明彦

著

慶應義塾大学出版会 377.9/Sa87

1797 大学生のキャリアデザイントレーニング : キャリア理論/自己理解/社会人基礎力
稲本恵子編著/北村

伊都子[ほか著]
晃洋書房 377.95/I53

1798 スタージュ : フランス版「インターンシップ」 : 社会への浸透とインパクト 五十畑浩平著 日本経済評論社 377.95/I85

1799 大学教育を変える、未来を拓くインターンシップ 松高政編著 ジアース教育新社 377.95/Ma88

1800 大学評価その後の20年 (高等教育研究:第23集) 日本高等教育学会編 玉川大学出版部 377/23/23

1801
生きるということ : 伝えたい想いがここにある : 全国盲学校弁論大会第二集五二話 : 特別の教科「道徳」副教材

として

青木隆一監修/全国

盲学校長会編著
ジアース教育新社 378.1/Z3

1802 全国盲学校弁論大会全国大会弁論集 第88回(2019年度) [出版者不明] 378.1/ZeM/88

1803 知的障害者の高等教育保障への展望 (知的障害者の大学創造への道:2)
長谷川正人, ゆたか

カレッジ編著
クリエイツかもがわ 378.6/H36/2

1804 知的・発達障害のある子のプログラミング教育実践 : 新時代を生きる力を育む

水内豊和編著/海老

沢穣, 齋藤大地, 山

崎智仁著

ジアース教育新社 378.6/Mi94

1805 知的障害教育総論 改訂新版 (放送大学教材:1529374-1-2011)
太田俊己, 佐藤愼二

編著
放送大学教育振興会 378.6/O84

1806 知的障害特別支援学校 : 子ども主体の授業づくりガイドブック 佐藤愼二著 東洋館出版社 378.6/Sa87

1807 学習指導要領Q&A特別支援教育[知的障害教育]

全国特別支援学校知

的障害教育校長会編

著

東洋館出版社 378.6/Z3

1808 家庭と保育園・幼稚園で知っておきたいADHD注意欠如・多動症 (発達障害お悩み解決ブック:2) 田中康雄監修 ミネルヴァ書房 378.8/H43/2

1809 アメリカの学習障害児教育 : 学校教育における支援提供のあり方を模索する (プリミエ・コレクション:103) 羽山裕子著 京都大学学術出版会 378.8/H47
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1810
こんなときどうする?発達が気になる子への指導・支援Q&A100 : 親も教師も悩み解決! (特別支援教育サポート

BOOKS)
加藤博之著 明治図書出版 378.8/Ka86

1811 発達障害の心理学 : 特別支援教育を支えるエビデンス
北洋輔, 平田正吾編

著
福村出版 378.8/Ki74

1812
国語・算数の初歩でつまずく子への教え方と教材 : 個別でもみんなの中でも教えられる! (学研のヒューマンケア

ブックス)
栗本奈緒子著

学研教育みらい/学

研プラス (発売)
378.8/Ku63

1813 発達障害をもっと知る本 : 「生きにくさ」から「その人らしさ」に 宮尾益知著 教育出版 378.8/Mi81

1814
ASD(自閉症スペクトラム障害)、ADHD、LD発達障害の子どもが持っている長所に気づいて、伸ばす本 : 隠れて

いる"得意"をつぶさない対応とサポート : 発達障害の子どもの長所や得意分野をしっかりサポート
宮尾益知監修 河出書房新社 378.8/Mi81

1815 保育園・幼稚園のちょっと気になる子 中川信子著 ぶどう社 378.8/N32

1816
イラストでわかる!発達障害の子どもを困らせないクラスづくり : 小・中学校と園で役立つ指導・支援のアイ

ディア (学研のヒューマンケアブックス)
佐藤曉著

学研教育みらい/学

研プラス (発売)
378.8/Sa87

1817 真っ先に読むADHDの本 : 最新版 司馬理英子著 主婦の友社 378.8/Sh17

1818 真っ先に読むASDの本 : 最新版 (いじめられない仲間はずれにされない子に育てる) 司馬理英子著 主婦の友社 378.8/Sh17

1819 発達障害当事者の睡眠困難と発達支援の研究 柴田真緒, 高橋智著 風間書房 378.8/Sh18

1820
まちがいだらけの子育てどんな子も脳の「発達特性」に合わせるだけでグーンと伸びる : こんなにやってきたの

にうまくいかない!

鈴木昭平, 篠浦伸禎

著
コスモ21 378.8/Su96

1821 「うちの子は字が書けないかも」と思ったら : 発達性読み書き障害の子の自立を考える
宇野彰著/千葉リョ

ウコ漫画
ポプラ社 378.8/U77

1822 僕が手にいれた発達障害という止まり木 柳家花緑著 幻冬舎 378.8/Y53

1823 障害児保育 (Minerva保育士等キャリアアップ研修テキスト:3) 市川奈緒子編著 ミネルヴァ書房 378/I14

1824 インクルーシブ教育を通常学級で実践するってどういうこと? (インクルーシブ発想の教育シリーズ:2)
青山新吾, 岩瀬直樹

著
学事出版 378/I54/2

1825 現場発!ソーシャル・インクルージョンとインクルーシブ教育 (インクルーシブ発想の教育シリーズ:3) 高原浩著 学事出版 378/I54/3

1826 特別支援教育総論 (放送大学教材:1529323-1-1911) 加瀬進, 高橋智編著 放送大学教育振興会 378/Ka74

1827
子どもの学びからはじめる特別支援教育のカリキュラム・マネジメント : 児童生徒の資質・能力を育む授業づく

り

肥後祥治 [ほか] 編

著
ジアース教育新社 378/Ko21
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1828 共生社会へ : 大学における障害学生支援を考える (高等教育ライブラリ:16)
吉武清實, 岡田有司,

榊原佐和子編
東北大学出版会 378/Ky5

1829 通常の学級でやさしい学び支援 : 読み書きが苦手な子どもへの〈作文〉支援ワーク
村井敏宏著/竹田契

一監修
明治図書出版 378/Mu42

1830 障がいの重い子のための「ふれあい体操」 : CD付き 3訂版
丹羽陽一, 武井弘幸

著
黎明書房 378/N89

1831 わかる!特別支援教育のリアル : 教師と保護者へ伝えたいこと 大江浩光著 学事出版 378/O18

1832 特別支援学級「感動の教室」づくり定石&改革ポイント (シリーズ特別支援教育「鉄壁の法則」) 小野隆行著 学芸みらい社 378/O67

1833 高等学校教員のための特別支援教育入門 大塚玲編著 萌文書林 378/O88

1834
特別支援教育ですぐに役立つ!ICT活用法 : ソフトバンクによるモバイル端末活用研究「魔法のプロジェクト」の

選りすぐり実践27 (学研のヒューマンケアブックス)
佐藤里美監修 学研プラス 378/Sa87

1835 障害のある子どもの保育・教育 : 心に寄り添う援助をめざして

小竹利夫 [ほか] 編

著/井出裕子 [ほか]

共著

建帛社 378/Sh95

1836 小・中学校の教師のための特別支援教育入門
小谷裕実 [ほか] 編

著
ミネルヴァ書房 378/Sh95

1837 障がいの重い子どもと係わり合う教育 : 実践事例から読みとく特別支援教育 2
障がいの重い子ども

の事例研究刊行会編
明石書店 378/Sh95/2

1838 実践!特別支援教育のアクティブ・ラーニング : 子どもの内面を捉え、学びの過程に寄り添う教員研修

柳川公三子編集/富

山大学人間発達科学

部附属学校園「専門

家として学びあい高

め合うための校内研

修の在り方」共同研

究プロジェクト著

中央法規出版 378/To79

1839 養護教諭のための発達障害児の学校生活を支える教育・保健マニュアル
鎌塚優子 [ほか] 編

集
診断と治療社 378/Y73
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1840 よくわかるインクルーシブ保育 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)
尾崎康子, 阿部美穂

子, 水内豊和編著
ミネルヴァ書房 378/Y79

1841 子どもの放課後にかかわる人のQ&A50 : 遊ぶ・暮らす : 子どもの力になるプレイワーク実践
プレイワーク研究会

編
学文社 379.3/P97

1842 今日から使えるワークショップのアイデア帳 : 会社でも学校でもアレンジ自在な30パターン
ワークショップ探検

部著
翔泳社 379.6/W35

1843 開成流ロジカル勉強法 小林尚 [著]

クロスメディア・パ

ブリッシング/イン

プレス (発売)

379.7/Ko12

1844 図解東大医学部在学中に司法試験も一発合格した僕のやっているシンプルな勉強法 河野玄斗著 KADOKAWA 379.7/Ko77

1845 自己肯定感を高める本 (AERAムック) 朝日新聞出版 379.9

1846 学ぶ環境のつくり方 : 子どもが自ら考え、動き出す 深谷圭助著 池田書店 379.9/F72

1847 失敗に負けない「強い心」が身につく世界標準の自己肯定感の育て方 船津徹著 KADOKAWA 379.9/F89

1848 子どもの自己効力感を育む本 松村亜里著 WAVE出版 379.9/Ma82

1849 「勉強が好きな子」をつくる : 保護者の「疑問」に完全対応! (小学校生活スタートダッシュ:学習支援編) 小野隆行編著 学芸みらい社 379.9/O67

1850 ルポ教育虐待 : 毒親と追いつめられる子どもたち (ディスカヴァー携書:215)
おおたとしまさ

[著]

ディスカヴァー・

トゥエンティワン
379.9/O84

1851 世界トップティーチャーが教える子どもの未来が変わる英語の教科書 正頭英和著 講談社 379.9/Sh96

1852 子どもを信じること 田中茂樹著 大隅書店 379.9/Ta84

1853 子どもへの体罰を根絶するために : 臨床家・実務者のためのガイダンス

エリザベス・T.ガー

スホフ, シャウナ・

J.リー編/溝口史剛

訳

明石書店 379.91/G36

1854 生涯学習概論 : 知識基盤社会で学ぶ・学びを支える (講座・図書館情報学:1) 渡邊洋子編著 ミネルヴァ書房 379/W46

1855 方法としての「語り」 : 民俗学をこえて 岩本通弥編著 ミネルヴァ書房 380.1/I94

1856 言語伝承と無意識 : 精神分析としての民俗学 岡安裕介著 洛北出版 380.1/O47

1857 アイヌをもっと知る図鑑 : 歴史を知り、未来へつなぐ (別冊太陽. 日本のこころ:280) 平凡社 382.11/H51
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1858 映し出されたアイヌ文化 : 英国人医師マンローの伝えた映像 内田順子編 吉川弘文館 382.11/Mu35

1859 アイヌ語の贈り物 : アイヌの自然観にふれる 野上ふさ子著 新泉社 382.11/N93

1860 アイヌ、風の肖像 宇井眞紀子写真・文 新泉社 382.11/U56

1861 東アジアで学ぶ文化人類学
上水流久彦 [ほか]

編
昭和堂 382.2/H55

1862 衣装と生きる女性たち : ミャオ族の物質文化と母娘関係 (地域研究叢書:40) 佐藤若菜著 京都大学学術出版会 382.2236/Sa87

1863 砂漠のノマド : カースト社会の周縁を生きるジョーギーの民族誌 中野歩美著 法藏館 382.255/N39

1864 あふりこ : フィクションの重奏/遍在するアフリカ 川瀬慈編著 新曜社 382.4/Ka97

1865 アフリカの森の女たち : 文化・進化・発達の人類学

ボニー・ヒューレッ

ト著/服部志帆, 大

石高典, 戸田美佳子

春風社 382.4473/H53

1866 浮島に生きる : アンデス先住民の移動と「近代」 (プリミエ・コレクション:107) 村川淳著 京都大学学術出版会 382.68/Mu44

1867 江戸時代の流行と美意識 : 装いの文化史 : [新装版]
谷田有史, 村田孝子

監修
三樹書房 383.1/Ta87

1868 ビーズでたどるホモ・サピエンス史 : 美の起源に迫る 池谷和信編 昭和堂 383.3/I35

1869 食の歴史 : 人類はこれまで何を食べてきたのか
ジャック・アタリ著

/林昌宏訳
プレジデント社 383.8/A95

1870 食べることの哲学 (教養みらい選書:002) 檜垣立哉著 世界思想社 383.8/H55

1871 連続講義「食べる」ということ : 「食」と「文化」を考える 神田外語大学編
神田外語大学出版局

/ぺりかん社 (発売)
383.8/Ka51

1872 日本のお弁当文化 : 知恵と美意識の小宇宙 権代美重子著 法政大学出版局 383.81/G63

1873 国民食の履歴書 : カレー、マヨネーズ、ソース、餃子、肉じゃが 魚柄仁之助著 青弓社 383.81/U79

1874 知っておきたい和食の秘密 渡辺望著 勉誠出版 383.81/W46

1875 おにぎりの文化史 : おにぎりはじめて物語 : 見るだけで楽しめる! (視点で変わるオモシロさ!)
横浜市歴史博物館監

修
河出書房新社 383.81/Y75

1876 美食の歴史2000年
パトリス・ジェリネ

著/北村陽子訳
原書房 383.83/G33
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1877 アルコールと酔っぱらいの地理学 : 秩序ある/なき空間を読み解く

マーク・ジェイン,

ジル・バレンタイ

ン, サラ・L.ホロ

ウェイ著/杉山和明

[ほか] 訳

明石書店 383.885/A79

1878 茶の世界史 : 中国の霊薬から世界の飲み物へ : 新装版
ビアトリス・ホーネ

ガー著/平田紀之訳
白水社 383.889/H81

1879 ものがたり茶と中国の思想 : 三千年の歴史を茶が変えた 佐野典代著 平凡社 383.889/Sa66

1880 掃除道具 (ものと人間の文化史:184)
小泉和子, 渡辺由美

子著
法政大学出版局 383.9/Ko38

1881 歩く江戸の旅人たち : スポーツ史から見た「お伊勢参り」 谷釜尋徳著 晃洋書房 384.37/Ta87

1882 アジアの死と鎮魂・追善 (アジア遊学:245) 原田正俊編 勉誠出版 385.6/H32

1883 日本人の一年と一生 : 変わりゆく日本人の心性 改訂新版 石井研士著 春秋社 386.1/I75

1884 おん祭と春日信仰の美術 : 特別陳列 令和元年度 奈良国立博物館編集 仏教美術協会 386.165/Ka79/'19

1885 根の場所をまもる : 沖縄・備瀬ムラの神人たちと伝統行事の継承 石井宏典著 新曜社 386.199/I75

1886 アイヌと神々の物語 : 炉端で聞いたウウェペケレ (ヤマケイ文庫) 萱野茂著 山と溪谷社 388.11/Ka98

1887 ブッシュマンの民話 田中二郎採録・解説 京都大学学術出版会 388.484/Ta84

1888 世界ことわざ比較辞典
日本ことわざ文化学

会編
岩波書店 388.8/N71

1889 ヴァンパイアの教科書 : 神話と伝説と物語
オーブリー・シャー

マン著/元村まゆ訳
原書房 388/Sh14

1890 異貌の同時代 : 人類・学・の外へ
渡辺公三, 石田智恵,

冨田敬大編
以文社 389.04/I11

1891 見知らぬ文化の衝撃 : 文化人類学に生きて 吉田正紀著 東信堂 389.04/Y86

1892 人類学とは何か

ティム・インゴルド

著/奥野克巳, 宮崎

幸子訳

亜紀書房 389/I54
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1893 宇宙人類学の挑戦 : 人類の未来を問う
岡田浩樹, 木村大治,

大村敬一編
昭和堂 389/U25

1894 兵士は戦場で何を見たのか (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ:2-7)

デイヴィッド・フィ

ンケル著/古屋美登

里訳

亜紀書房 391.207/F27

1895 沖縄を世界軍縮の拠点に : 辺野古を止める構想力 (岩波ブックレット:No.1022) 豊下楢彦 [ほか]著 岩波書店 395.39/To92

1896 沖縄米軍基地全史 (歴史文化ライブラリー:501) 野添文彬著 吉川弘文館 395/N98

1897 世界を変えた150の科学の本
ブライアン・クレッ

グ著/石黒千秋訳
創元社 402/C77

1898 ザ・ヒストリー科学大百科
トム・ジャクソン著

/大光明宜孝訳
ニュートンプレス 402/J11

1899 自然科学史/数学史/医学史 (藪内清著作集:第6巻)

[藪内清著]/『藪内

清著作集』編集委員

会編

臨川書店 402/YaK/6

1900 誰かに教えたくなる科学の雑学 (知恵の森文庫)
池田圭一著/造事務

所編
光文社 404.9/I32

1901 天才科学者はこう考える : 読むだけで頭がよくなる151の視点

ジョン・ブロックマ

ン編/夏目大, 花塚

恵訳

ダイヤモンド社 404/B75

1902 科学的とはどういうことか 新版 (いたずら博士の科学教室) 板倉聖宣著 仮説社 404/I87

1903 銀河の片隅で科学夜話 : 物理学者が語る、すばらしく不思議で美しいこの世界の小さな驚愕 全卓樹著 朝日出版社 404/Z3

1904 オラフ教授式 : 理工系のたのしい英語プレゼン術77

カートハウス・オラ

フ, 上野早苗著/榊

ショウタ漫画・イラ

スト

講談社 407/Ka68

1905 歴史上の科学者たちから学ぶ魅力的な理科実験 川村康文著 オーム社 407/Ka95

1906 医学・理工・自然科学系研究者のための英語論文ラクラク・アクセプト 北風政史著 メディカ出版 407/Ki65
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1907 ネイティブが教える日本人研究者のための論文の書き方・アクセプト術

エイドリアン・

ウォールワーク著/

前平謙二, 笠川梢訳

講談社 407/W36

1908 見えない絶景 : 深海底巨大地形 (ブルーバックス:B-2116) 藤岡換太郎著 講談社 408/11/2116

1909 地球は特別な惑星か? : 地球外生命に迫る系外惑星の科学 (ブルーバックス:B-2128) 成田憲保著 講談社 408/11/2128

1910 「ファインマン物理学」を読む : 力学と熱力学を中心として 普及版 (ブルーバックス:B-2130) 竹内薫著 講談社 408/11/2130

1911 世界標準のスイングが身につく科学的ゴルフ上達法 実践編 (ブルーバックス:B-2089, B-2131) 板橋繁著 講談社 408/11/2131

1912 地磁気逆転と「チバニアン」 : 地球の磁場は、なぜ逆転するのか (ブルーバックス:B-2132) 菅沼悠介著 講談社 408/11/2132

1913 高校数学からはじめるディープラーニング : 初歩からわかる人工知能が働くしくみ (ブルーバックス:B-2133) 金丸隆志著 講談社 408/11/2133

1914 大陸と海洋の起源 (ブルーバックス:B-2134)
アルフレッド・ウェ

ゲナー著/竹内均訳
講談社 408/11/2134

1915 アスリートの科学 : 能力を極限まで引き出す秘密 (ブルーバックス:B-2135) 久木留毅著 講談社 408/11/2135

1916 生命はデジタルでできている : 情報から見た新しい生命像 (ブルーバックス:B-2136) 田口善弘著 講談社 408/11/2136

1917 有限の中の無限 : 素数がつくる有限体のふしぎ (ブルーバックス:B-2137)
西来路文朗, 清水健

一著
講談社 408/11/2137

1918 理系の文章術 : 今日から役立つ科学ライティング入門 (ブルーバックス:B-2138) 更科功著 講談社 408/11/2138

1919 量子とはなんだろう : 宇宙を支配する究極のしくみ (ブルーバックス:B-2139) 松浦壮著 講談社 408/11/2139

1920 宇宙の始まりに何が起きたのか : ビッグバンの残光「宇宙マイクロ波背景放射」 (ブルーバックス:B-2140) 杉山直著 講談社 408/11/2140

1921 今日から使える微積分 : 基礎から大学数学の入り口まで 普及版 (ブルーバックス:B-2141) 大村平著 講談社 408/11/2141

1922
ラズパイ4対応カラー図解最新Raspberry Piで学ぶ電子工作 : 作る、動かす、しくみがわかる! (ブルーバック

ス:B-2142)
金丸隆志著 講談社 408/11/2142

1923 時間は逆戻りするのか : 宇宙から量子まで、可能性のすべて (ブルーバックス:B-2143) 高水裕一著 講談社 408/11/2143

1924 5G : 大容量・低遅延・多接続のしくみ (ブルーバックス:B-2144) 岡嶋裕史著 講談社 408/11/2144

1925 LaTeX超入門 : ゼロからはじめる理系の文書作成術 (ブルーバックス:B-2145) 水谷正大著 講談社 408/11/2145

1926 ゲノム編集とはなにか : 「DNAのハサミ」クリスパーで生命科学はどう変わるのか (ブルーバックス:B-2146) 山本卓著 講談社 408/11/2146

1927 温暖化で日本の海に何が起こるのか : 水面下で変わりゆく海の生態系 (ブルーバックス:B-2148) 山本智之著 講談社 408/11/2148

1928 脳波の発見 : ハンス・ベルガーの夢 (岩波科学ライブラリー:293) 宮内哲著 岩波書店 408/14/293
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1929 追いつめられる海 (岩波科学ライブラリー:294) 井田徹治著 岩波書店 408/14/294

1930 あいまいな会話はなぜ成立するのか (岩波科学ライブラリー:295) 時本真吾著 岩波書店 408/14/295

1931 数学大百科 : A curious history
ジョエル・レビー著

/浅野ユカリ訳
ニュートンプレス 410.2/L57

1932 近世数学史談/数学雑談 復刻版 高木貞治著 共立出版 410.2/Ta29

1933 数学公式のはなし : 楽しく学ぶ先人の知恵 改訂版 大村平著 日科技連出版社 410.38/O64

1934 その悩み、僕らなら数学で解決できます!
はなお&でんがんと

仲間たち著
河出書房新社 410.4/H28

1935 とてつもない数学 永野裕之著 ダイヤモンド社 410.4/N16

1936 数学的な思考とは何か : 数学嫌いと思っていた人に読んで欲しい本 (知の扉シリーズ) 長岡亮介著 技術評論社 410.4/N18

1937 1日1ページ数学の教養365

クリフォード・A.

ピックオーバー著/

佐藤聡訳

ニュートンプレス 410.4/P59

1938 図解眠れなくなるほど面白い大人のための算数と数学 小宮山博仁監修 日本文芸社 410/Ko65

1939 数学入門 第4版 根岸章著 学術図書出版社 410/N62

1940 数学大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) ニュートンプレス 410/N99

1941 数学の世界 第2版(2020年度版) 山田修司著 学術図書出版社 410/Y19/'20

1942 やさしく学べる線形代数 石村園子著 共立出版 411.3/I78

1943 「代数」から「微積分」への旅 (ビジュアルガイドもっと知りたい数学:2)
マイク・ゴールドス

ミス著/緑慎也訳
創元社 411/G61

1944 素数 : 数学者たちを引きつける神秘の数! (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 412/N99

1945 はじめての数論 : 発見と証明の大航海 : ピタゴラスの定理から楕円曲線まで

ジョセフ・H.シル

ヴァーマン著/鈴木

治郎訳

丸善出版 412/Si4

1946 わかりやすい微分積分
内田吉昭, 熊澤美裕

紀共著
ムイスリ出版 413.3/U14

1947 三角関数 : ゼロからよくわかる三角関数の超入門書 (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 413.59/N99
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1948 大学1・2年生のためのすぐわかる微分方程式 石綿夏委也著 東京図書 413.6/I82

1949 ベクトル解析 (コンパクトシリーズ:数学) 河村哲也著 インデックス出版 414.7/Ka95

1950 統計の歴史

オリヴィエ・レイ著

/柴田叔子, 小林重

裕, 伊禮規与美訳

原書房 417.02/R29

1951 もうダメかも : 死ぬ確率の統計学

マイケル・ブラスト

ランド, デイヴィッ

ド・シュピーゲルハ

ルター [著]/松井信

彦訳

みすず書房 417/B55

1952 ドラマで学ぼう!統計学 : 森の中の物語 : Statistics in the forest
水野勝之 [ほか] 編

著
五絃舎 417/D87

1953 Excelでやさしく学ぶ統計解析2019
石村貞夫, 劉晨, 石

村友二郎著
東京図書 417/E44/'19

1954 君にもできる!使える統計分析 : 理系学生が最低限身につけておきたい 長谷川英祐著

PHPエディター

ズ・グループ/PHP

研究所 (発売)

417/H36

1955 確率・統計 : 理工系のための数学入門 菱田博俊著 オーム社 417/H76

1956 SPSSによる統計処理の手順 第8版
石村貞夫, 石村光資

郎著
東京図書 417/I78

1957 すべてがわかるアンケートデータの分析 改訂新版 菅民郎著 現代数学社 417/Ka59

1958 初めて学ぶ統計学 : 新装版 菅民郎著 現代数学社 417/Ka59

1959 Reasoning with data : an introduction to traditional and Bayesian statistics using R : hardcover Jeffrey M. Stanton Guilford Press 417/St2

1960 瀕死の統計学を救え! : 有意性検定から「仮説が正しい確率」へ 豊田秀樹著 朝倉書店 417/To83

1961 Excelによるアンケート分析 : 集計・グラフ化から統計解析まで 内田治著 東京図書 417/U14

1962 Excelで学ぶデータ解析の基礎 海野大著
東京図書出版/リフ

レ出版 (発売)
417/U76
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1963 大学初年次で学ぶ物理のコツ
浅賀圭祐, 秋山永治

共著
学術図書出版社 420/A84

1964 日常の中の物理学 第2版 齊藤史郎著 学術図書出版社 420/Sa25

1965 音と音楽の科学 岩宮眞一郎著 技術評論社 424/I94

1966 トコトンやさしいエントロピーの本 第2版 (B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ) 石原顕光著 日刊工業新聞社 426.55/I74

1967 マーティン/ショー素粒子物理学

ブライアン・R.マー

ティン, グレアム・

ショー著/吉岡瑞樹

[ほか]訳

講談社 429.6/Ma53

1968 一度読んだらクセになる!おもしろ化学ネタ50 齋藤勝裕著 秀和システム 430.4/Sa25

1969 化学がめざすもの 馬場正昭, 廣田襄著 京都大学学術出版会 430/B12

1970 マンガと図鑑でおもしろい!わかる元素の本 うえたに夫婦著 大和書房 431.11/U48

1971 ゲルの科学

長田義仁編著/K.

デュセック, 柴山充

弘, 浦山健治著

講談社 431.83/O72

1972 宇宙の謎に迫れ!探査機・観測機器61 小谷太郎著 ベレ出版 440.12/Ko92

1973 深宇宙ニュートリノの発見 : 宇宙の巨大なエンジンからの使者 (光文社新書:1061) 吉田滋著 光文社 440.12/Y86

1974 怖くて眠れなくなる天文学 縣秀彦著

PHPエディター

ズ・グループ/PHP

研究所 (発売)

440.4/A19

1975 人類が生きる場所としての宇宙 (シリーズ宇宙総合学:1)

磯部洋明 [ほか] 著/

京都大学宇宙総合学

研究ユニット編集

朝倉書店 440.4/Sh88/1

1976 宇宙 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) [佐藤勝彦監修] ニュートンプレス 440/Sa85

1977 90分でブラックホールがわかる本

福江純著/カサハラ

テツローコミック・

イラスト

大和書房 443.5/F74
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1978 ブラックホールってすごいやつ : 国立天文台教授が教える
本間希樹著/吉田戦

車イラスト
扶桑社 443.5/H85

1979 驚異の太陽 : 高校生からの天文学 : 太陽風やフレアはどのように起きるのか 鈴木建著 日本評論社 444/Su96

1980 月の科学と人間の歴史 : ラスコー洞窟、知的生命体の発見騒動から火星行きの基地化まで

デイビッド・ホワイ

トハウス著/西田美

緒子訳

築地書館 446/W68

1981 南極地球物理学ノート : 南極から探る地球の変動現象
渋谷和雄, 福田洋一

著
京都大学学術出版会 450.12/Sh23

1982 怖くて眠れなくなる地学 左巻健男編著

PHPエディター

ズ・グループ/PHP

研究所 (発売)

450.4/Sa57

1983 地球とは何か : 人類の未来を切り開く地球科学 (サイエンス・アイ新書:SIS-413) 鎌田浩毅著 SBクリエイティブ 450/Ka31

1984 自然地理学 : 地球環境の過去・現在・未来 第6版 松原彰子著 慶應義塾大学出版会 450/Ma73

1985 基礎からわかる海洋気象 堀晶彦著 成山堂書店 451.24/H87

1986 気象防災の知識と実践 (気象学ライブラリー:1) 牧原康隆著 朝倉書店 451/Ma34

1987 散歩が楽しくなる空の手帳 森田正光監修 東京書籍 451/Mo66

1988 温暖化に挑む海洋教育 : 呼応的かつ活動的に 田中智志編著 東信堂 452.07/Ta84

1989 あしたの地震学 : 日本地震学の歴史から「抗震力」へ 神沼克伊著 青土社 453.021/Ka37

1990 火山の科学 (B&Tブックス. おもしろサイエンス) 西川有司著 日刊工業新聞社 453.8/N83

1991 地形・地質で読み解く日本列島5億年史 : CG細密イラスト版 (宝島社新書:568) 高木秀雄監修 宝島社 454.91/Ta29

1992 日本の山ができるまで : 五億年の歴史から山の自然を読む 小泉武栄著 エイアンドエフ 455.1/Ko38

1993 ダイナソー・ブルース : 恐竜絶滅の謎と科学者たちの戦い 尾上哲治著 閑人堂 457.87/O67

1994 生命の経済 (エコノミー) (極東証券寄附講座. 生命の教養学:16) 西尾宇広編 慶應義塾大学出版会 460.4/N86

1995 17歳の生命誌 : 生きる (中村桂子コレクション : いのち愛づる生命誌:6) 藤原書店 460.8/N37/6

1996 モリス生物学 : 生命のしくみ J.MORRIS [ほか著] 東京化学同人 460/Mo65

1997 現代生命科学の基礎 : カラー版 : 遺伝子・細胞から進化・生態まで 都筑幹夫編 教育出版 460/Ts99
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1998 生物はなぜ誕生したのか : 生命の起源と進化の最新科学 (河出文庫:ウ12-1)

P.ウォード, J.カー

シュヴィンク著/梶

山あゆみ訳

河出書房新社 461.6/W38

1999 天空のアリ植物 : 見上げる森には不思議がいっぱい 盛口満著 八坂書房 462.24/Mo48

2000 よい菌わるい菌 新版
梅沢濱夫著/梅澤一

夫, 小出直樹共編
日本ビジネスプラン 465/U74

2001 Genetics and genomics in nursing and health care 2nd ed : pbk

Theresa A. Beery,

M. Linda Workman,

Julia A. Eggert

F.A. Davis 467.3/G34

2002 ダーウィン『種の起源』を漫画で読む

チャールズ・ダー

ウィン文/マイケ

ル・ケラー編・文/

ニコル・レー

ジャー・フラー絵/

夏目大訳/佐倉統監

修

いそっぷ社 467.5/D42

2003 虫とゴリラ
養老孟司, 山極寿一

著
毎日新聞出版 469.04/Y84

2004 アフリカからアジアへ : 現生人類 (ホモ・サピエンス) はどう拡散したか (朝日選書:994) 西秋良宏編 朝日新聞出版 469.3/N81

2005 科学の人種主義とたたかう : 人種概念の起源から最新のゲノム科学まで

アンジェラ・サイ

ニー著/東郷えりか

訳

作品社 469.6/Sa22

2006 人間を究める (スタディサプリ三賢人の学問探究ノート : 今を生きる学問の最前線読本:1)

松尾豊, 長谷川眞理

子, 廣野由美子

[著]/スタディサプ

リ進路編

ポプラ社 469/N76
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2007 持ち歩き!野草・雑草の事典532種
金田初代文/金田洋

一郎写真
西東社 470.38/Ka52

2008 花と昆虫、不思議なだましあい発見記 (ちくま文庫:[た94-1])
田中肇文/正者章子

絵
筑摩書房 471.3/Ta84

2009 日本の海岸植物図鑑 : フィールド版 中西弘樹著 トンボ出版 471.73/N38

2010 世界史を大きく動かした植物 稲垣栄洋著

PHPエディター

ズ・グループ/PHP

研究所 (発売)

471.9/I52

2011 植物はなぜ毒があるのか : 草・木・花のしたたかな生存戦略 (幻冬舎新書:583, [た-14-3]) 田中修, 丹治邦和著 幻冬舎 471.9/Ta84

2012 散歩しながら子どもに教えてあげられる草花図鑑 : 見つける!遊べる!身近な296種 亀田龍吉著 主婦の友社 472.1/Ka33

2013 街なかの地衣類ハンドブック 大村嘉人著 文一総合出版 474.9/O64

2014 いのちをつなぐ動物園 : 生まれてから死ぬまで、動物の暮らしをサポートする

京都市動物園生き

物・学び・研究セン

ター編

小さ子社 480.76/Ky6

2015 カメの甲羅はあばら骨 : 人体で表す動物図鑑 (SBビジュアル新書:0015) 川崎悟司著 SBクリエイティブ 481.1/Ka97

2016 意識の神秘を暴く : 脳と心の生命史

トッド・E.ファイン

バーグ, ジョン・M.

マラット著/鈴木大

地訳

勁草書房 481.37/F17

2017 絶滅野生動物事典 (角川文庫:21969) 今泉忠明 [著] KADOKAWA 481.7/I43

2018 海底の支配者底生生物 : 世界は「巣穴」で満ちている (中公新書ラクレ:676) 清家弘治著 中央公論新社 481.74/Se17

2019 私たちが食べる動物の命と心
バーバラ・J・キン

グ著/須部宗生訳
緑書房 481.78/Ki43

2020 言葉を使う動物たち
エヴァ・メイヤー著

/安部恵子訳
柏書房 481.78/Me24
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2021 野生生物の生息適地と分布モデリング : Rプログラムによる実践

Antoine Guisan,

Wilfried Thuiller,

Niklaus

E.Zimmermann著/

楠本聞太郎 [ほか]

訳

共立出版 482/Y61

2022 サンゴの白化 : 失われるサンゴ礁の海とそのメカニズム
中村崇, 山城秀之編

著
成山堂書店 483.35/N37

2023 ミミズによる腐植土の形成 (光文社古典新訳文庫:[KDタ1-3])
ダーウィン著/渡辺

政隆訳
光文社 483.93/D42

2024 博士の愛したジミな昆虫 (岩波ジュニア新書:916)
金子修治, 鈴木紀之,

安田弘法編著
岩波書店 486.1/H19

2025 外来アリのはなし 橋本佳明編 朝倉書店 486.7/H38

2026 世界温帯域の淡水魚図鑑
佐土哲也文/関慎太

郎写真
緑書房 487.5/Sa13

2027 日本の爬虫類・両生類生態図鑑 : 見分けられる!種類がわかる! 増補改訂 川添宣広著 誠文堂新光社 487.9/Ka98

2028 美の進化 : 性選択は人間と動物をどう変えたか
リチャード・O.プラ

ム著/黒沢令子訳
白揚社 488.1/P95

2029 見わけがすぐつく野鳥図鑑 小宮輝之監修 成美堂出版 488.21/Ko65

2030 ペンギンの生物学 : ペンギンの今と未来を深読み (生物の科学遺伝いきものライブラリ:1)
『生物の科学遺伝』

編集部編
エヌ・ティー・エス 488.66/E64

2031 ツバメのひみつ
長谷川克著/森本元

監修
緑書房 488.99/H36

2032 ネズミのおしえ : ネズミを学ぶと人間がわかる! 篠原かをり著 徳間書店 489.473/Sh67

2033 ヒグマ学への招待 : 自然と文化で考える 増田隆一編著 北海道大学出版会 489.57/Ma66

2034 スマホを捨てたい子どもたち : 野生に学ぶ「未知の時代」の生き方 (ポプラ新書:184) 山極寿一著 ポプラ社 489.9/Y23
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2035 Connecting care for patients : interdisciplinary care transitions and collaboration Barbara Katz
Jones & Bartlett

Learning
490.14/Ka88

2036 Spiritually competent practice in health care : hardback

edited by John

Wattis, Stephen

Curran, Melanie

Rogers

CRC Press 490.14/Sp5

2037 Moral distress in the health professions : softcover

Connie M. Ulrich,

Christine Grady,

editors

Springer 490.14/U62

2038 人間「改良」の倫理学 : 合理性と遺伝的難問
マッティ・ハユリュ

著
ナカニシヤ出版 490.15/H49

2039 テキスト臨床死生学 : 日常生活における「生と死」の向き合い方
臨床死生学テキスト

編集委員会編著
勁草書房 490.15/R45

2040 安楽死を遂げた日本人 宮下洋一著 小学館 490.154/Mi83

2041 無心のケア
坂井祐円, 西平直編

著
晃洋書房 490.16/Sa29

2042 逝く人を支える : ケアの専門職として、人生の最終章に寄り添う 玉置妙憂著 中央法規出版 490.16/Ta78

2043 日本人の病気と食の歴史 : 長寿大国が歩んだ苦難の道 (ベスト新書:588) 奥田昌子著 ベストセラーズ 490.21/O54

2044 病む (シリーズ人間科学:5)
山中浩司, 石蔵文信

編
大阪大学出版会 490.4/Y34

2045 あめいろぐ臨床英語 山田悠史 [ほか] 著 丸善出版 490.7/A44

2046

Emerging technologies and work-integrated learning experiences in allied health education : hardcover

(Advances in educational technologies and instructional design (AETID) book series) (Premier reference

source)

Indu Singh, Karun

Raghuvanshi

IGI Global

Information

Science Reference

490.7/Si8

2047 もっとよくわかる!医療ビッグデータ : オミックス、リアルワールドデータ、AI医療・創薬 (実験医学:別冊) 田中博著 羊土社 490.7/Ta84

2048 医の「こころ」を磨く : 点から線へ、線から面へ 中野重行著 南山堂 490/N39
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2049 人体の構造と機能 第5版

内田さえ, 佐伯由香,

原田玲子編集/鍵谷

方子 [ほか] 執筆

医歯薬出版 491.1/J52

2050 Memmler's the human body in health and disease 14th ed : pbk

Barbara Janson

Cohen, Kerry L.

Hull

Wolters Kluwer 491.3/C83

2051 イラストでまなぶ人体のしくみとはたらき 第3版 田中越郎著 医学書院 491.3/Ta84

2052 Respiratory care anatomy and physiology : foundations for clinical practice 4th ed : pbk Will Beachey Elsevier 491.33/B31

2053 筋肉の機能・性質パーフェクト事典 : スポーツ科学の基礎知識 : オールカラー 石井直方著 ナツメ社 491.363/I75

2054 脳 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) [久保健一郎監修] ニュートンプレス 491.371/Ku13

2055 もうイライラしない!怒らない脳 : 怒る自分、キレる他人に対処する科学的メソッド 茂木健一郎著 徳間書店 491.371/Mo16

2056 デジタルで読む脳×紙の本で読む脳 : 「深い読み」ができるバイリテラシー脳を育てる
メアリアン・ウルフ

著/大田直子訳

インターシフト/合

同出版 (発売)
491.371/W84

2057 忙しい人のための代謝学 : ミトコンドリアがわかれば代謝がわかる 田中文彦著 羊土社 491.47/Ta84

2058 Lehne's pharmacology for nursing care 10th ed : pbk

Jacqueline

Rosenjack

Burchum, Laura D.

Rosenthal

Elsevier 491.5/B91

2059 Pharmacology and the nursing process 9th ed

Linda Lane Lilley,

Shelly Rainforth

Collins, Julie S.

Snyder

Elsevier 491.5/P51

2060 臨床薬理学 (看護師特定行為研修共通科目テキストブック) 鈴木洋史編著
メディカルレビュー

社
491.5/Su96

2061 「図説」毒と毒殺の歴史
ベン・ハバード著/

上原ゆうこ訳
原書房 491.59/H98
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2062 Pathophysiology 6th ed.

Jacquelyn L.

Banasik, Lee-Ellen

C. Copstead

Elsevier 491.6/B17

2063 臨床病態生理学 (看護師特定行為研修共通科目テキストブック) 福島統編著
メディカルレビュー

社
491.6/F84

2064 なるほどなっとく!病理学 : 病態形成の基本的な仕組み 改訂2版 小林正伸著 南山堂 491.6/Ko12

2065 Essentials of medical genetics for nursing and health professionals : an interprofessional approach : pbk
Laura M. Gunder

McClary

Jones & Bartlett

Learning
491.69/G94

2066 腸内フローラの科学 (B&Tブックス. おもしろサイエンス) 野本康二著 日刊工業新聞社 491.7/N94

2067 からだの免疫キャラクター図鑑 : 病気をふせぐしくみがよくわかる!
岡田晴恵監修/いと

うみつるイラスト
日本図書センター 491.8/O38

2068
からだの検査数値 : 健康診断の数値の意味と、病気のサイン・予防法がよくわかる 新訂版 (ニュートン別冊)

(Newtonムック)
ニュートンプレス 492.1/Ki68

2069 Physical examination & health assessment 8th ed Carolyn Jarvis Elsevier 492.11/J25

2070 Physical examination & health assessment 8th ed Carolyn Jarvis Elsevier 492.11/J25

2071 Pocket companion for physical examination & health assessment 8th ed

Carolyn Jarvis, with

Ann

Eckhardt/original

illustrations by Pat

Thomas

Elsevier 492.11/J25

2072 The 12-lead ECG in acute coronary syndromes 4th ed
Tim Phalen,

Barbara Aehlert
Elsevier 492.12/P51

2073 Ruppel's manual of pulmonary function testing 11th ed : pbk Carl D. Mottram Elsevier 492.13/Mo95

2074 読む肺音視る肺音 : 病態がわかる肺聴診学 第2版 岡三喜男著 金原出版 492.13/O42
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2075 Patient transport : principles & practice 5th ed

Air & Surface

Transport Nurses

Association/edited

by Reneé Semonin

Hollera, Allen C.

Wolfe, Jr., Michael

A. Frakes

Elsevier 492.29/P27

2076 知っておきたい医工計測技術入門
鈴木良次, 辰巳仁史,

宮原英夫編著
朝倉書店 492.8/Sh92
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2077 Applied clinical informatics for nurses Second edition : pbk

edited by Susan

Alexander, DNP,

ANP-BC, ADM-BC,

Associate

Professor, College

of Nursing,

University of

Alabama in

Huntsville, Karen

H. Frith, PhD, RN,

NEA-BC, Associate

Dean for

Undergraduate

Programs,

Professor, College

of Nursing,

University of

Alabama in

Huntsville, Haley

Hoy, PhD, ACNP,

Associate Dean for

Graduate

Programs,

Associate

Professor, College

Jones & Bartlett

Learning
492.9/A59
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2078 Advanced practice nursing roles : core concepts for professional development 6th ed : pbk
Kathryn A. Blair,

editor

Springer Publishing

Company
492.9/B52

2079 AACN essentials of progressive care nursing Fourth edition : pbk

Suzanne M. Burns,

MSN,ACNP-

BC,CCRN, RRT,

FAAN, FCCM,

FAANP, Professor

Emerita, School of

Nursing, University

of Virginia,

Charlottesville,Virgi

nia, Sarah A.

Delgado,MSN, RN,

ACNP-BC, Clinical

Practice Spcialist,

American

Association

ofCritical-Care

Nurses,

AlisoViejo,Californi

McGraw-Hill 492.9/B93

2080 Contemporary nursing : issues, trends, & management 8th ed
Barbara Cherry,

Susan R. Jacob
Elsevier 492.9/C39

2081 Case studies in global health policy nursing

Genie E. Dorman,

Mary de Chesnay,

editors

Springer Publishing

Company
492.9/D87
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2082 ストレングスにもとづく看護ケア 第1巻理論編
Laurie N.Gottlieb

[著]
看護の科学社 492.9/G72/1

2083 Health policy and advanced practice nursing : impact and implications 2nd ed : pbk
Kelly A. Goudreau,

Mary C. Smolenski

Springer Publishing

Company
492.9/G73

2084 Delivering culturally competent nursing care : working with diverse and vulnerable populations 2nd ed
Gloria Kersey-

Matusiak

Springer Publishing

Company
492.9/Ke59

2085 Integrative nursing 2nd ed. (Weil integrative medicine library)

edited by Mary Jo

Kreitzer and Mary

Koithan

Oxford University

Press
492.9/Kr3

2086
タスク・シフト/シェアが成功する!パス活用術 : 多職種での運用とパス分析・改定・アウトカム評価がわかる :

業務改善 時間短縮 効率アップ (Nursing business:2020年春季増刊(通巻189号). ナーシングビジネス)

大久保清子, 坂本す

が編著
メディカ出版 492.9/Me14/189

2087 Evidence-based practice in nursing & healthcare : a guide to best practice 4th ed : international ed

Bernadette

Mazurek Melnyk,

Ellen Fineout-

Overholt

Wolters Kluwer 492.9/Me35

2088 看護白書 平成30年版 日本看護協会編 日本看護協会出版会 492.9/N71/'18

2089 Nursing history for contemporary role development

Sandra B.

Lewenson,

Annemarie

McAllister, Kylie M.

Smith, editors

Springer Publishing

Company
492.9/N99

2090 国際化と看護 : 日本と世界で実践するグローバルな看護をめざして
大橋一友, 岩澤和子

編集
メディカ出版 492.9/O28

2091 Delivering person-centred care in nursing (Transforming nursing practice) Bob Price
Sage/Learning

Matters
492.9/P93
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2092 看護覚え書き : 看護学と看護術 復刻版
ミュリエル・スキー

ト著/小玉香津子訳
日本看護協会出版会 492.9/Sk

2093 Pharmacology for nurses 2nd ed : hardcover

Blaine Templar

Smith, Diane F.

Pacitti, editor[s]

and author[s]

Jones & Bartlett

Learning
492.9/Sm5

2094 Nursing theories and nursing practice 5th ed
Marlaine C. Smith,

Diane L. Gullett
F.A. Davis 492.9/Sm5

2095 Clinical analytics and data management for the DNP 2nd ed : softcover
Martha L. Sylvia,

Mary F. Terhaar

Springer Publishing

Company
492.9/Sy3

2096 看護学原論 : 看護の本質的理解と創造性を育むために 改訂第3版 (看護学テキストnice) 高橋照子編集 南江堂 492.9/Ta33

2097 ナースが視る人体 : 看護のための人間論 薄井坦子著 講談社 492.9/UsH/N(1)

2098 Clinical companion for fundamentals of nursing : active learning for collaborative practice 2nd ed : pbk
Barbara L. Yoost,

Lynne R. Crawford
Elsevier 492.9/Y84

2099 Fundamentals of nursing : active learning for collaborative practice 2nd ed
Barbara L. Yoost,

Lynne R. Crawford
Elsevier 492.9/Y84

2100 Nursing today : transition and trends 9th ed. : pbk

[edited by] JoAnn

Zerwekh, Ashley

Zerwekh Garneau

Elsevier 492.9/Z3

2101 Nursing theorists and their work 9th ed
[edited by] Martha

Raile Alligood
Elsevier 492.901/A41

2102 Philosophies and theories for advanced nursing practice 3rd ed : [pbk.]

edited by Janie B.

Butts, Karen L.

Rich

Jones & Bartlett

Learning
492.901/B97

2103 Knowledge development in nursing : theory and process 10th ed : pbk
Peggy L. Chinn,

Maeona K. Kramer
Elsevier, Inc. 492.901/C46
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2104 Leddy & Pepper's professional nursing 9th ed : international ed Lucy Jane Hood Wolters Kluwer 492.901/H85

2105 重要なところだけ,短時間でわかりやすく読む看護理論 黒田裕子監修 日総研出版 492.901/Ku72

2106 Leininger's transcultural nursing : concepts, theories, research & practice 4th ed : pbk

Marilyn R.

McFarland, Hiba B.

Wehbe-Alamah

McGraw-Hill

Education
492.901/Ma99

2107 Nursing knowledge and theory innovation : advancing the science of practice 2nd ed

Pamela G. Reed,

Nelma B. Crawford

Shearer, editors

Springer Publishing

Company
492.901/R23

2108 Middle range theory for nursing 4th ed

Mary Jane Smith,

Patricia R. Liehr,

editors

Springer 492.901/Sm5

2109 看護理論家の業績と理論評価 第2版 筒井真優美編集 医学書院 492.901/Ts93

2110 看護理論家の業績と理論評価 第2版 筒井真優美編集 医学書院 492.901/Ts93(1)

2111 看護的思考の探究 : 「医療の不確実性」とプラグマティズム (シリーズ臨床の思考) 吉浜文洋著 ゆみる出版 492.901/Y87

2112 Interpersonal relationships : professional communication skills for nurses 8th ed

Elizabeth C. Arnold,

Kathleen

Underman Boggs

Elsevier 492.9014/A79

2113 ユーモア看護 : 癒しと和み
平澤久一, 古谷昭雄

監修
金芳堂 492.9014/H67

2114 会話分析でわかる看護師のコミュニケーション技術 川野雅資編著 中央法規出版 492.9014/Ka96

2115 看護で使える言葉がけ : シーン別実例250 : 現場で役立つ会話術
木澤晃代, 濱田安岐

子監修
つちや書店 492.9014/Ki98

2116 患者の声から考える看護 渡邉順子著 医学書院 492.9014/W46

2117 身近な事例で学ぶ看護倫理 改訂 宮脇美保子著 中央法規出版 492.9015/Mi87

2118 Partiality and justice in nursing care : hbk (Routledge key themes in health and society) Marita Nordhaug Routledge 492.9015/N96

2119 Key concepts and issues in nursing ethics
P. Anne Scott,

editor
Springer 492.9015/Sc9
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2120 Thoughtful health care : ethical awareness & reflective practice David Seedhouse SAGE 492.9015/Se15

2121 Academic leadership in nursing : effective strategies for aspiring faculty and leaders

Leslie Neal-Boylan,

PhD, RN, APRN,

FAAN, Sharron E.

Guillett, PhD, RN,

Sharon Chappy,

PhD, RN, CNOR

Springer Publishing

Company
492.907/A15

2122 看護現場の研究法 : 悩めるナースのための研究ガイド
粟生田友子, 石川ふ

みよ著
医歯薬出版 492.907/A56

2123 Nursing research critique : a model for excellence

Karen Bauce, Joyce

J. Fitzpatrick,

editors

Springer Publishing

Company
492.907/B28

2124 Proposal writing for clinical nursing and DNP projects 2nd ed
Wanda Bonnel,

Katharine V. Smith

Springer Publishing

Company
492.907/B64

2125 LPN to RN transitions 4th ed : pbk Lora Claywell Elsevier 492.907/C76

2126 DNP education, practice, and policy : mastering the DNP essentials advanced nursing practice 2nd ed : pbk

Stephanie W.

Ahmed ... [et al.],

editors

Springer Publishing

Company
492.907/D79

2127 Frameworks for advanced nursing practice and research : philosophies, theories, models, and taxonomies

Rose Utley,

Kristina Henry,

Lucretia Smith

Springer 492.907/F43

2128 看護教育学研究 : 発見・創造・証明の過程 : 実践・教育の質向上を目指す研究の方法論 第3版 舟島なをみ著 医学書院 492.907/F89

2129 Using nursing research to shape health policy : pbk

Patricia A. Grady,

Ada Sue Hinshaw,

editors

Springer Publishing 492.907/G75
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2130 Understanding nursing research : building an evidence-based practice 7th ed : pbk
Susan K. Grove,

Jennifer R. Gray
Elsevier 492.907/G88

2131 The new nurse educator : mastering academe 2nd ed
Deborah Dolan

Hunt

Springer Publishing

Company
492.907/H98

2132 看護初年度コレダケ : 生物,数学,物理,化学,ことば
医療情報科学研究所

編集
メディックメディア 492.907/I67

2133 ミッションタウンへようこそ : 福岡女学院看護大学が開発した「第四の看護教材」

片野光男編集/片野

光男執筆/山田小織

執筆/藤野ユリ子執

筆/八尋陽子執筆

クオリティケア 492.907/Ka82

2134 はじめの一歩からやさしく進めるかんたん看護研究 : さがす・つくる・仕上げる 改訂第2版
桂敏樹, 星野明子編

集
南江堂 492.907/Ka88

2135 Curriculum development and evaluation in nursing education 4th ed

Sarah B. Keating,

Stephanie S.

DeBoor, editors

Springer Publishing

Company, LLC
492.907/Ke13

2136 Nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice 9th ed

[edited by] Geri

LoBiondo-Wood,

Judith Haber

Elsevier 492.907/L77

2137 ナースのためのレポートの書き方 : 仕事で使える「伝わる文章」の作法 第2版 水戸美津子著 中央法規出版 492.907/Mi62

2138 Making sense of research in nursing, health and social care 6th ed [hbk] Pam Moule SAGE 492.907/Mo96

2139 看護教員のための学校経営と管理 第2版
中山富子編集/長田

泰幸 [ほか] 執筆
医学書院 492.907/N45

2140
The nature of scholarship, a career legacy map and advanced practice : an important triad (Advanced

practice in nursing)
Laserina O'Connor Springer 492.907/O15
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2141 Writing for publication in nursing 4th ed

Marilyn H.

Oermann, Judith C.

Hays

Springer Publishing

Company
492.907/O18

2142 Informatics and nursing : opportunities and challenges 6th ed : pbk Jeanne Sewell Wolters Kluwer 492.907/Se97

2143 質的看護研究の基礎づけ
中木高夫, 谷津裕子,

永田明著
看護の科学社 492.907/Sh92

2144 看護教員必携資料集 第3版 田村やよひ編集 メヂカルフレンド社 492.907/Ta82

2145 Clinical research for the doctor of nursing practice 3rd ed Allison J. Terry
Jones & Bartlett

Learning
492.907/Te74

2146 はじめて学ぶ文献レビュー
若村智子, 西村舞琴

著
総合医学社 492.907/W23

2147 看護師国家試験パーフェクト!ぜんぶ5肢!の予想問題集 第4版 メヂカルフレンド社 492.9079//['20]

2148 看護国試全問解説集 第109回 さわ研究所編 啓明書房 492.9079//['20]

2149 でた問70% : 105～109回試験問題 : 看護師国家試験高正答率過去問題集 東京アカデミー編著

ティーエーネット

ワーク/東京アカデ

ミー七賢出版 (発

売)

492.9079//['20]

2150 解いて、わかる!覚えて合格!小児看護学看護の統合と実践問題集 : 看護師国家試験対策 2020年 山口求編著 PILAR PRESS 492.9079//'20

2151 看護師・看護学生のためのレビューブック 第22版 2021 岡庭豊編集 メディックメディア 492.9079//'21

2152 看護学生スタディガイド 2021 : [本編]
池西静江, 石束佳子

編集
照林社 492.9079//'21

2153 看護学生スタディガイド 2021 : [別冊]
池西静江, 石束佳子

編集
照林社 492.9079//'21

2154 ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ満載 2021
ラ・スパ編集委員会

編

T・M・S (発行)/医

学評論社 (発売)
492.9079//'21

2155 必修ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ 2021 井上大輔編著
TECOM (発行)/医

学評論社 (発売)
492.9079//'21
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2156 看護師国家試験問題 : 解答・解説 2021年版 メヂカルフレンド社 492.9079//'21

2157 看護師国家試験対策出題傾向がみえる必修問題 : 短期集中!完全制覇! 2021年 高橋ゆかり編著 PILAR PRESS 492.9079//'21

2158 看護師国家試験パーフェクト!必修問題対策 2021
メヂカルフレンド社

編集部編
メヂカルフレンド社 492.9079//'21

2159 QUESTION BANK看護師国家試験問題解説 2021(第21版)
医療情報科学研究所

編集
Medic Media 492.9079//'21

2160 系統別看護師国家試験問題集 : 必修問題・過去問題・国試でるでたBOOK 2021年版
『系統看護学講座』

編集室編集
医学書院 492.9079//'21

2161 Question bank select 必修 : 看護師国家試験問題集 2021(第16版)
医療情報科学研究所

編集
Medic Media 492.9079//'21

2162 国試過去問題集 : 看護師国家試験 2021年版 杉本由香編

学研メディカル秀潤

社/学研プラス (発

売)

492.9079//'21

2163 これで完璧!看護国試必修完全攻略集 2021年版 さわ研究所編 啓明書房 492.9079//'21

2164 解いて、わかる!覚えて合格!人体の構造と機能問題集 : 看護師国家試験対策 2021年

中村裕美編著/市川

裕子, 植村和江, 山

崎淑恵著

PILAR PRESS 492.9079//'21

2165 解いて、わかる!覚えて合格!必修問題問題集 : 看護師国家試験対策 2021年 松浦純平編著 PILAR PRESS 492.9079//'21

2166 看護師国試必修問題でるとこ最短check! 2021
医学書院看護出版部

編
医学書院 492.9079//'21

2167
系統別成人看護学 : 人体の構造と機能/疾病の成り立ちと回復の促進/成人看護学 2021年版問題編 (これで完璧!

看護国試過去問完全攻略集:1章)
さわ研究所編 啓明書房 492.9079//'21

2168 小児看護学概論 : 小児臨床看護総論 第14版 (系統看護学講座:専門分野:2. 小児看護学:1) 奈良間美保著者代表 医学書院 492.908/Ke28/['20]

2169 栄養学 第13版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 人体の構造と機能:3) 中村丁次著者代表 医学書院 492.908/Ke28/['20]

2170 栄養食事療法 第4版 (系統看護学講座:別巻) 中村丁次著者代表 医学書院 492.908/Ke28/['20]

2171 社会保障・社会福祉 第21版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 健康支援と社会保障制度:3) 福田素生著者代表 医学書院 492.908/Ke28/['20]

2172 看護関係法令 第52版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 健康支援と社会保障制度:4) 森山幹夫著 医学書院 492.908/Ke28/['20]
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2173 クリティカルケア看護学 第2版 (系統看護学講座:別巻) 山勢博彰著者代表 医学書院 492.908/Ke28/['20]

2174 Advanced assessment : interpreting findings and formulating differential diagnoses Fourth edition : pbk

Mary Jo Goolsby,

EdD, MSN, NP-C,

FAANP, FAAN,

Principal, Institute

for NP Excellence,

LLC, Augusta, GA,

Laurie Grubbs,

PhD, ARNP-C,

Professor of

Nursing, Florida

State University,

College of Nursing,

Tallahassee,

Florida

F.A. Davis

Company
492.91/G66

2175 Lippincott visual nursing : a guide to diseases, skills, and treatments 3rd ed
clinical editor,

Debra P. Kantor
Wolters Kluwer 492.91/Ka59

2176 Leadership and the advanced practice nurse : the future of a changing health-care environment

Diane Whitehead,

Patricia Welch

Dittman, Denise

McNulty

F.A. Davis 492.91/L47

2177 Calculate with confidence 7th ed : pbk
Deborah C. Gray

Morris
Elsevier 492.91/Mo78

2178 Strategic planning for advanced nursing practice (Advanced practice in nursing) Madrean Schober Springer 492.91/Sc6

2179 Lippincott nursing procedures 8th ed Wolters Kluwer 492.91/W85

2180 看護補助者のための医療現場入門 : 看護補助実務マニュアル 改訂9版
千葉県民間病院協会

看護管理者会編

産労総合研究所出版

部経営書院
492.911/C42
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2181 Clinical nursing skills & techniques 9th ed

Anne Griffin Perry,

Patricia A. Potter,

Wendy R.

Ostendorf

Mosby/Elsevier 492.911/C78

2182 Establishing a research-friendly environment : a hospital-based approach : pbk
Dorothy Y.

Brockopp ... [et al.]

Jones & Bartlett

Learning
492.911/E75

2183 Evidence-based practice for nurses and healthcare professionals 4th ed
Paul Linsley, Ros

Kane, Janet Barker
SAGE 492.911/E89

2184 Conceptual foundations : the bridge to professional nursing practice 7th ed Elizabeth E. Friberg Elsevier 492.911/F47

2185 Empirical nursing : the art of evidence-based care by Bernie Garrett Emerald 492.911/G24

2186 注射・検査に関する看護技術を中心に! 新訂版 (写真でわかる臨床看護技術アドバンス:1) インターメディカ 492.911/H85/1

2187 写真でわかる基礎看護技術アドバンス : 基礎的な看護技術を中心に! 新訂版 インターメディカ 492.911/H85/1

2188 呼吸・循環、創傷ケアに関する看護技術を中心に! 新訂版 (写真でわかる臨床看護技術アドバンス:2) インターメディカ 492.911/H85/2

2189 看護ケアの根拠と技術 : 学ぶ・活かす・共有する 第3版
村中陽子, 玉木ミヨ

子, 川西千恵美編著
医歯薬出版 492.911/Ka54

2190 看護の現場ですぐに役立つバイタルサインのキホン (ナースのためのスキルアップノート) 横山美樹 [ほか] 著 秀和システム 492.911/Ka54

2191 ナースのための聴診器の聴き方・使い方 : スマホで聴こう!血圧・肺音・腹音の実際 第3版 村田朗著 総合医学社 492.911/Mu59

2192 Nursing interventions & clinical skills 7th ed

Anne Griffin Perry,

Patricia A. Potter,

Wendy R.

Ostendorf

Elsevier 492.911/N99

2193
看護の現場ですぐに役立つ看護の基本スキル : 患者さんにやさしい看護技術と対人スキル! (ナースのためのスキ

ルアップノート)

大坪陽子, 岡田宏子

著
秀和システム 492.911/O87

2194 Evidence-based practice for nurses : appraisal and application of research 4th ed : pbk

edited by Nola A.

Schmidt, Janet M.

Brown

Jones & Bartlett

Learning
492.911/Sc5
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2195 写真でわかる実習で使える看護技術アドバンス : 学生・指導者が、一体となってケアを展開するために! 新訂版
吉田みつ子, 本庄恵

子編著
インターメディカ 492.911/Y86

2196 Nursing outcomes classification (NOC) : measurement of health outcomes 6th ed
editors, Sue

Moorhead ... [et
Elsevier 492.912/N99

2197 アセスメントに強くなる看護診断 : 事例でわかる中範囲理論でわかる監査の視点でわかる 黒田裕子編著 医歯薬出版 492.913/Ku72

2198 Nursing diagnosis manual : planning, individualizing, and documenting client care 6th ed

Marilynn E.

Doenges, Mary

Frances

Moorhouse, Alice

C. Murr

F.A. Davis 492.913/N99

2199 臨床ナースと学ぶケース別フィジカルアセスメントのコツ
田中晶子, 大崎千恵

子編著
丸善出版 492.913/Ta84

2200 Crinical reasoning cases in nursing 7th ed
Mariann Harding,

Julie S. Snyder
Elsevier 492.914/H32

2201 Focus on adult health : medical-surgical nursing 2nd ed., international ed
[edited by] Linda

Honan
Wolters Kluwer 492.914/H84

2202
看護の現場ですぐに役立つ症状別看護過程 : 患者さんの痛みや悩みの解決方法を知る! (ナースのためのスキル

アップノート)
大口祐矢著 秀和システム 492.914/O26

2203 Nursing care plans : transitional patient & family centered care 7th ed
Lynda Juall

Carpenito

Wolters Kluwer

Health
492.915/C21

2204 The role of nurses in disaster management in Asia Pacific

Sheila Bonito,

Hiroko Minami,

editors

Springer 492.916/B64

2205 Collaborative practice in critical care settings : a workbook : hbk (CAIPE collaborative practice series)
Scott Reeves ... [et

al.]
Routledge 492.916/C84
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2206 Critical care nursing : diagnosis and management 8th ed

[edited by] Linda

D. Urden, Kathleen

M. Stacy, Mary E.

Lough

Elsevier 492.916/C92

2207 Pass CEN! 2nd ed : pbk

Robin Donohoe

Dennison, Jill

Johnson

Elsevier 492.916/D59

2208 Emergency nursing core curriculum 7th ed

Emergency Nurses

Association/edited

by Vicki Sweet

Elsevier 492.916/E52

2209 Advanced critical care nursing 2nd ed

editors, Vicki S.

Good, Peggy L.

Kirkwood

Elsevier 492.916/G65

2210 災害看護学・国際看護学 新訂 (放送大学教材:1519310-1-2011)
神﨑初美, 西上あゆ

み編著
放送大学教育振興会 492.916/Ka59

2211 救命救急ビジュアルナーシング (見てできる臨床ケア図鑑) 小林繁樹監修・編集

学研メディカル秀潤

社/学研プラス (発

売)

492.916/Ko12

2212 Critical care nursing : a holistic approach 11th ed : international ed

[edited by] Patricia

Gonce Morton,

Dorrie K. Fontaine

Wolters Kluwer

Health
492.916/Mo79

2213 Priorities in critical care nursing 8th ed

Linda D. Urden,

Kathleen M. Stacy,

Mary E. Lough

Elsevier 492.916/P93

2214
看護の現場ですぐに役立つ救急看護のキホン : 患者さんを救うチーム医療の基礎知識! (ナースのためのスキル

アップノート)

志賀隆編著/冨田敦

子 [ほか] 著
秀和システム 492.916/Sh27
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2215 すごく役立つ急性期の呼吸管理 : 酸素療法・NPPV呼吸トラブル気管切開・早期離床とウィーニング
露木菜緒 [ほか] 編

集

学研メディカル秀潤

社/学研プラス (発

売)

492.916/Su49

2216 Critical care nursing : the humanised approach

edited by Sara J.

White & Desiree

Tait

SAGE 492.916/W68

2217 Intensive care nursing : a framework for practice 4th ed : hbk Philip Woodrow Routledge 492.916/W86

2218
整形外科器械出し・外回り最強マニュアル : 解剖・疾患・手術すべてマスター! 下肢編 (Ope nursing:2019年秋

季増刊(通巻459号):2020年春季増刊(通巻466号))

大江隆史, 竹下克志

編集
メディカ出版

492.9163/Me14/46

6

2219 Alexander's care of the patient in surgery 16th ed pbk. : alk. paper

[edited by] Jane

Rothrock/associate

editor, Donna

McEwen

Elsevier 492.9163/R74

2220 Nurse anesthesia 6th ed : hardcover

[edited by] John J.

Nagelhout, Sass

Elisha

Elsevier 492.9165/N26

2221 Drain's perianesthesia nursing : a critical care approach 7th ed : hardback Jan Odom-Forren Elsevier 492.9165/O17

2222 行動変容をうながす看護 : 患者の生きがいを支えるEASEプログラム 岡美智代編集 医学書院 492.917/O42

2223
ADLの評価&向上サクセスガイド : ナース、CW、PT、OT、STのための事例でわかる (リハビリナース:2017年

秋季増刊(通巻68号). Rehabilitation nurse)
壱岐英正編集 メディカ出版 492.9179/Me14/68

2224 Adult palliative care for nursing, health and social care
edited by John

Costello
SAGE 492.918/C88

2225 病院からはじまる在宅看取りケア : 地域包括ケアシステムのなかで病院・在宅・施設をつなぐ 福井小紀子編著 メヂカルフレンド社 492.918/F76

2226 これならわかる!はじめての緩和ケア (ナースのための基礎Book) 林章敏監修 ナツメ社 492.918/H48

2227 看護実践にいかすエンド・オブ・ライフケア 第2版 長江弘子編集 日本看護協会出版会 492.918/N13

2228 Maternity, newborn, and women's health nursing : a case-based approach : hardback
Amy Mandeville

O'Meara
Wolters Kluwer 492.921/O61
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2229 High-risk & critical care obstetrics 4th ed

senior editor, Nan

H. Troiano/editors,

Patricia M.

Witcher, Suzanne

McMurtry Baird

Wolters Kluwer 492.921/Tr6

2230 Telephone triage for obstetrics & gynecology 3rd ed

Vicki E. Long,

Patricia C.

McMullen

Wolters Kluwer 492.923/L86

2231
質の高い周産期ケアを追求するアセスメントスキルの習得 第2版 (Nursing textbook series. 母性看護学:2, 周産

期各論)

有森直子編/五十嵐

ゆかり [ほか] 著
医歯薬出版 492.924/A73/2

2232
Maternal and newborn success 3rd ed (Davis's Q&A success series. A Q&A review applying critical thinking

to test taking)
Margot R. De Sevo F.A. Davis 492.924/D64

2233 母性看護学 (放送大学教材:1887335-1-2011) 齋藤いずみ編著 放送大学教育振興会 492.924/Sa25

2234 Child health nursing : partnering with children & families 3rd ed. update
Jane W. Ball ... [et

al.]
Pearson 492.925/B16

2235
Behavioral pediatric healthcare for nurse practitioners : a growth and developmental approach to

intercepting abnormal behaviors

Donna Hallas,

editor

Springer Publishing

Company
492.925/H21

2236 Primary well-being : case studies for the growing child Deborah Kramer Springer 492.925/Kr1

2237 小児看護と看護倫理 : 日常的な臨床場面での倫理的看護実践 松岡真里編集 へるす出版 492.925/Ma86

2238 Care coordination in the NICU : implementing family-centered nursing care for optimal outcomes Sara L. Mosher
Springer Publishing

Company
492.925/Mo81

2239 小児看護ビジュアルナーシング (見てできる臨床ケア図鑑)
大塚香, 半田浩美編

集

学研メディカル秀潤

社/学研プラス (発

売)

492.925/O88
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2240 Pediatric nursing : the critical components of nursing care 2nd ed : pbk
Kathryn Rudd,

Diane M. Kocisko
F.A. Davis 492.925/R82

2241 AACN's core curriculum for pediatric high acuity, progressive, and critical care nursing Third edition

Margaret C. Slota,

DNP, RN, FAAN,

editor

Springer Publishing

Company, LLC :

co-published with

the American

Association of

Critical-Care

Nurses

492.925/Sl

2242 臨床病態学 : 看護のための 改訂4版
浅野嘉延, 吉山直樹

編
南山堂 492.926/A87

2243 Foundations and adult health nursing 8th ed
Kim Cooper, Kelly

Gosnell
Elsevier 492.926/C87

2244 疾患・症状別今日の治療と看護 改訂第3版
永井良三, 大田健総

編集
南江堂 492.926/N14

2245 疾病・臨床病態概論 (看護師特定行為研修共通科目テキストブック) 高村昭輝編著
メディカルレビュー

社
492.926/Ta45

2246 感染に係る薬剤投与関連 (看護師特定行為区分別科目研修テキスト)
地域医療機能推進学

会制作
メディカ出版 492.9263/C43

2247 呼吸器科ナースポケットブック 畑田みゆき編

学研メディカル秀潤

社/学研プラス (発

売)

492.9263/H41

2248 看護学生のための精神看護学 改訂版 東中須恵子編著 大学教育出版 492.9263/H55

2249
看護の現場ですぐに役立つ脳神経看護のキホン : 患者さんの思いと訴えを臨床現場に生かす! (ナースのためのス

キルアップノート)
久松正樹著 秀和システム 492.9263/H76

2250 脳卒中看護実践知ノート : 体験型学習教材 久松正樹編著 日総研出版 492.9263/H76

147



2020年4月～8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

2251
看護の現場ですぐに役立つ糖尿病看護のキホン : 患者さんの生活を支えるケアの方法を学ぶ! (ナースのためのス

キルアップノート)
柏崎純子著 秀和システム 492.9263/Ka77

2252 進展ステージ別に理解する心不全看護

眞茅みゆき編集/眞

茅みゆき [ほか] 執

筆

医学書院 492.9263/Ma33

2253
糖尿病看護きほんノート : 治療・ケア・患者教育をらくらく理解 (糖尿病ケア:2020年春季増刊(通巻217号). The

Japanese journal of diabetic caring)
肥後直子編著 メディカ出版

492.9263/Me14/21

7

2254
循環器の薬剤カタログ143 : どう効く?どう使う?がまるごとわかる (ハートナーシング:2020年春季増刊(通巻444

号))
猪又孝元編集 メディカ出版

492.9263/Me14/44

4

2255
ナースがわかる認知関連行動アセスメント(CBA)超実践活用法 : 高次脳機能障害患者さんの普段の様子を観察し

て、6つの視点で重症度を評価しよう!
森田秋子監修 メディカ出版 492.9263/Mo66

2256 Dr.長尾のたのしイイ呼吸ケアQ&A100 : 酸素・血ガス・ドレナージ…現場ナースのギモンに答えます! 長尾大志著 メディカ出版 492.9263/N18

2257
看護の現場ですぐに役立つ循環器看護のキホン : 患者さんの症状から緊急性を見抜く力が身に付く! (ナースのた

めのスキルアップノート)
中澤真弥著 秀和システム 492.9263/N46

2258 Management of adult glioma in nursing practice
Ingela Oberg,

editor
Springer 492.9263/O13

2259 Gastrointestinal nursing : hbk
Paul Ong and

Rachel Skittrall
Routledge 492.9263/O65

2260 糖尿病・腎臓病看護 : ビギナーナース実践ノート 佐藤智寛著 講談社 492.9263/Sa87

2261 本当に大切なことが1冊でわかる循環器 第2版
新東京病院看護部編

著
照林社 492.9263/Sh69

2262 Inflammatory bowel disease nursing manual

Andreas Sturm,

Lydia White,

editors

Springer 492.9263/St9

2263 本当に大切なことが1冊でわかる脳神経

東海大学医学部付属

八王子病院看護部編

著

照林社 492.9263/To28
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2264 透析管理関連 (看護師特定行為区分別科目研修テキスト)
地域医療機能推進学

会制作
メディカ出版 492.9264/C43

2265 Lewis's Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems 11th ed

Mariann M.

Harding/section

editors, Jeffrey

Kwong ... [et al.]

Elsevier 492.9264/H32

2266 Medical-surgical nursing 7th ed

Adrianne Dill

Linton, Mary Ann

Matteson

Elsevier 492.9264/L65

2267
Medical-surgical nursing : concepts for interprofessional collaborative care : clinical companion 9th ed. /

[edited by] Nicole Heimgartner, Chris Winkelman

[Donna D.]

Ignatavicius, [M.

Linda] Workman,

[Cherie R.] Rebar

Elsevier 492.9264/Me14

2268 見てわかるがん薬物療法における曝露対策 第2版
平井和恵, 飯野京子,

神田清子編
医学書院 492.9264/Mi61

2269 Oncology nursing review 6th ed : pbk

Connie Henke

Yarbro, Debra

Wujcik, Barbara

Holmes Gobel

Jones & Bartlett

Learning
492.9264/O65

2270 ナスさんが教える!ぴんとくる消化器外科看護 ぷろぺら著 南山堂 492.9264/P97

2271 がん薬物療法看護ベスト・プラクティス 第3版
下山達, 三浦里織編

著
照林社 492.9264/Sh55

2272 すごく役立つ緊急度と色でわかる皮膚の見方 : 忙しい看護現場でもすぐできる!
岩澤うつぎ [ほか]

執筆

学研メディカル秀潤

社/学研プラス (発

売)

492.9264/Su49

2273 Understanding medical-surgical nursing 6th ed : pbk
Linda S. Williams,

Paula D. Hopper
F.A. Davis 492.9264/W74
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2274
Psychiatric mental health nursing success 3rd ed (Davis's Q&A success series. A Q&A review applying

critical thinking to test taking)

Cathy Melfi Curtis,

Audra Baker Fegley
F.A. Davis 492.927/C96

2275 Neeb's mental health nursing 5th ed
Linda M. Gorman,

Robynn F. Anwar
F.A. Davis 492.927/G68

2276 The nurse's guide to mental health medicines 1st

Liz Holland/with

contributions from

Emily Floyd and

Sara Soames

SAGE 492.927/H83

2277 癒やすのは、ひと 松下幸一郎著 ラグーナ出版 492.927/Ma88

2278 精神看護の看護過程
水野恵理子, 岩崎み

すず編著
サイオ出版 492.927/Mi96

2279 Essentials of psychiatric mental health nursing 8th ed : paper cover
Karyn I. Morgan,

Mary C. Townsend
F.A. Davis 492.927/Mo44

2280 メンタルステータスイグザミネーション : 他科に誇れる精神科看護の専門技術 2 武藤教志編著 精神看護出版 492.927/Mu93/2

2281
European psychiatric/mental health nursing in the 21st century : a person-centred evidence-based approach

: softcover (Principles of specialty nursing)

José Carlos Santos,

John R. Cutcliffe,

editors

Springer 492.927/Sa67

2282 Women's health care in advanced practice nursing 2nd ed.

Ivy M. Alexander,

Versie Johnson-

Mallard ... [et al.]

editors

Springer Publishing

Company, LLC
492.928/W85

2283 Gerontological nursing 9th ed
Charlotte

Eliopoulos
Wolters Kluwer 492.929/E46

2284 Leadership skills for licensed practical nurses working with the aging population : softcover Cheryl Kruschke Springer 492.929/Kr9

2285 老年看護学概論 : 「老いを生きる」を支えることとは 改訂第3版 (看護学テキストnice)
正木治恵, 真田弘美

編集
南江堂 492.929/Ma61

150



2020年4月～8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

2286 Gerontological nursing : competencies for care 4th ed : [pbk.]
edited by Kristen L.

Mauk

Jones & Bartlett

Learning
492.929/Ma95

2287 Gerontologic nursing 6th ed
Sue E. Meiner,

Jennifer J. Yeager
Elsevier 492.929/Me25

2288
認知症plus生活の継続 : 認知症看護認定看護師の実践が明らかにする"生活"を考えたケア (認知症plusシリー

ズ:08)

認知症看護認定看護

師「施設の会」編
日本看護協会出版会 492.929/N76

2289
Pain management in older adults : a nursing perspective (Perspectives in nursing management and care for

older adults)

Gisèle Pickering,

Sandra Zwakhalen,

Sharon

Kaasalainen,

editors

Springer 492.929/P16

2290 老年看護学技術 : 最後までその人らしく生きることを支援する 改訂第3版 (看護学テキストnice)
真田弘美, 正木治恵

編集
南江堂 492.929/Sa61

2291 引ける!わかる!高齢者の急変時対応 : いざというとき、あわてず素早く対応できる (ポケット介護) 遠矢純一郎著 技術評論社 492.929/To78

2292 Caring for people with dementia : a shared approach
Christine Brown

Wilson
SAGE 492.929/W75

2293 Leadership and management competence in nursing practice : competencies, skills, decision-making : pbk
Audrey Marie

Beauvais, editor

Springer Publishing

Company
492.983/B31

2294
The organizational context of nursing practice : concepts, evidence, and interventions for improvement :

softcover

Peter Van Bogaert,

Sean Clarke,

editors

Springer 492.983/B62

2295
Supporting compassionate healthcare practice : understanding the role of resilience, positivity and wellbeing

: hbk

Claire Chambers

and Elaine Ryder
Routledge 492.983/C32

2296 Leadership, management & team working in nursing 3rd ed (Transforming nursing practice) Peter Ellis
Learning

Matters/SAGE
492.983/E48
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2297 Essential knowledge for CNL and APRN nurse leaders

Cynthia R. King,

Sally O. Gerard,

Carla Gene Rapp,

editors

Springer Publishing

Company
492.983/E74

2298 Essentials of nursing leadership & management 7th ed : pbk

Sally A. Weiss,

Ruth M. Tappen,

Karen A. Grimley

F.A. Davis 492.983/E74

2299 Financial management for nurse managers and executives 5th ed
Cheryl Bland Jones

... [et al.]
Elsevier 492.983/F27

2300 Leadership and nursing care management 6th ed
[edited by] Diane

L. Huber
Elsevier 492.983/H98

2301 看護のためのファシリテーション : 学び合い育ち合う組織のつくり方
中野民夫, 浦山絵里,

森雅浩編著
医学書院 492.983/Ka54

2302 看護師長のための病棟経営超入門 : 経営・財務指標の見方・使い方 工藤潤編集 メヂカルフレンド社 492.983/Ku17

2303 看護現場を変える0～8段階のプロセス : コッターの企業変革の看護への応用 倉岡有美子著 医学書院 492.983/Ku54

2304 短時間!ULTRA方式合格レポート : わかりやすく効率的な書き方 : ファースト・セカンドレベル クロイワ正一著 日総研出版 492.983/Ku73

2305 Financial management for nurse managers : merging the heart with the dollar 4th ed : pbk

edited by J.

Michael Leger,

Janne Dunham-

Taylor

Jones & Bartlett

Learning
492.983/L52

2306 Management and leadership for nurse administrators 8th ed : pbk

edited by Linda

Roussel, Patricia L.

Thomas, James L.

Harris

Jones & Bartlett

Learning
492.983/Ma43

2307 看護管理者を変えた7通の手紙 : ストーリーで学ぶリーダーシップ 三好貴之著 中央法規出版 492.983/Mi91

2308 Nursing leadership and management for patient safety and quality care Elizabeth Murray F.A. Davis 492.983/Mu79

2309 Nurse management & executive practice Al Rundio Wolters Kluwer 492.983/R86
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2310 看護マネジメント21のチカラ : やる気と勇気を届けます : 看護管理者は病院変革のキーパーソン!! 齋藤由利子著
産労総合研究所出版

部経営書院
492.983/Sa25

2311 Quality and safety in nursing : a competency approach to improving outcomes 2nd ed

edited by Gwen

Sherwood and Jane

Barnsteiner

John Wiley &

Sons/Wiley

Blackwell

492.983/Sh14

2312 看護のためのポジティブ・マネジメント : 主体性を高めチームを活性化する! 第2版 手島恵編集 医学書院 492.983/Te83

2313 Professional nursing : concepts & challenges 9th ed : [pbk.] Beth Perry Black Elsevier 492.984/B52

2314 Professional nursing concepts : competencies for quality leadership 4th ed Anita Finkelman
Jones & Bartlett

Learning
492.984/F27

2315 Jump-starting a career in nursing : library bound (Health care careers in 2 years) Jeri Freedman Rosen 492.984/F46

2316 Leadership roles and management functions in nursing : theory and application 9th ed, international ed : pbk
Bessie L. Marquis,

Carol J. Huston

Wolters Kluwer

Health
492.984/Ma52

2317 Role development in professional nursing practice 5th ed : pbk Kathleen Masters
Jones & Bartlett

Learning
492.984/Ma65

2318 Role development for the nurse practitioner 2nd ed

edited by Julie G.

Stewart, Susan M.

DeNisco

Jones & Bartlett

Learning
492.984/St5

2319 Mentoring in nursing and healthcare : supporting career and personal development : pbk

Helen M.

Woolnough, Sandra

L. Fielden

Wiley Blackwell 492.984/W87

2320 Community as partner : theory and practice in nursing 8th ed : International ed.

Elizabeth T.

Anderson, Judith

McFarlane

Wolters Kluwer 492.99/A46

2321
Advanced public and community health nursing practice : population assessment, program planning, and

evaluation 2nd ed

Naomi E. Ervin,

Pamela A. Kulbok

Springer Publishing

Company
492.99/E69
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2322 Family health care nursing : theory, practice, and research 6th ed : pbk

[edited by] Joanna

Rowe Kaakinen

...[et al.]

F.A. Davis 492.99/F13

2323 災害看護の本質 : 語り継ぐ黒田裕子の実践と思想
柳田邦男, 酒井明子

編著
日本看護協会出版会 492.99/Ku72

2324 Community/public health nursing : promoting the health of populations 7th ed
Mary A. Nies,

Melanie McEwen
Elsevier 492.99/N71

2325
地域保健福祉活動のための地域看護アセスメントガイド : 地区活動ならびに施策化のアセスメント・活動計画・

評価計画の立案 第2版
佐伯和子編著 医歯薬出版 492.99/Sa14

2326 Public health nursing : practicing population-based care 3rd ed

edited by Marie

Truglio-Londrigan,

Sandra B.

Lewenson

Jones & Bartlett

Learning
492.99/Tr8

2327 Rural nursing : concepts, theory, and practice 5th ed

Charlene A.

Winters, Helen J.

Lee, editors

Springer Publishing

Company
492.99/W77

2328 継続看護マネジメント : 生活と医療を統合する 第2版 長江弘子編著 医歯薬出版 492.993/N13

2329 現場で使える在宅ケアのアウトカム評価 : ケアの質を高めるために 島内節編著 ミネルヴァ書房 492.993/Sh43

2330
在宅ケアのためのエッセンス : ～息が苦しい・胸が苦しい～対応とそのポイント : 療養チームが在宅の現場で遭

遇する『苦しさ』のうったえとその対応とは?

大草知子監修/松永

和人監修/吉田俊子

監修/亀井智子監修/

松永和人[ほか]執筆

エム・イー・タイム

ス
492.993/Z1

2331 脳・神経疾患 (看護学テキストnice. 病態・治療論:8)
川上徳昭, 綿貫成明

編集
南江堂 492/B99/8

2332 消化器 第6版 (病気がみえる:v. 1)
医療情報科学研究所

編集
メディックメディア 492/IrJ/B-1

2333 内科医が知っておくべき疾患102 : 各科スペシャリストが伝授 宮地良樹総編集 中山書店 492/Mi71
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2334 Promoting self-management of chronic health conditions : theories and practice
edited by Erin

Martz

Oxford University

Press
493.1/Ma53

2335 Geriatric rehabilitation : from bedside to curbside K. Rao Poduri CRC Press 493.185/P76

2336
Creating a value proposition for geriatric care : the transformation of American healthcare (Springerbriefs in

health care management and economics)
James S. Powers Springer 493.185/P87

2337 血栓症と食 (シリーズ「栄養と疾病の科学」:2) 高田明和編集 朝倉書店 493.24/Ta28

2338 保健指導で高血圧パラドックスの解消へ : 保健指導の現場の疑問に答える
菱田明, 伊藤貞嘉,

熊谷勝子編著
東京医学社 493.25/H82

2339 腸内細菌の逆襲 : お腹のガスが健康寿命を決める (幻冬舎新書:588, [え-4-1]) 江田証著 幻冬舎 493.46/E21

2340 いまこそ語ろう、それぞれのひきこもり (こころの科学増刊:2020. メンタル系サバイバルシリーズ) 林恭子, 斎藤環編 日本評論社 493.7/H48

2341 「助けて」が言えない : SOSを出さない人に支援者は何ができるか 松本俊彦編 日本評論社 493.7/Ma81

2342 「毒親」の正体 : 精神科医の診察室から (新潮新書:756) 水島広子著 新潮社 493.7/Mi96

2343 Psychiatric case studies for advanced practice

Kathleen M.

Prendergast, Kasey

B. Jackman

Wolters Kluwer 493.7/P91

2344 社会的ひきこもり 改訂版 (PHP新書:1214) 斎藤環著 PHP研究所 493.7/Sa25

2345 心を病んだらいけないの? : うつ病社会の処方箋 (新潮選書) 斎藤環, 與那覇潤著 新潮社 493.7/Sa25

2346 Dysphagia evaluation and treatment : from the perspective of rehabilitation medicine
Eiich Saitoh ... [et

al.], editors
Springer 493.73/D99

2347 人前で話すのに自信がつくアドラー心理学 : どうすればあがり症を克服できるのか 佐藤健陽著
アルテ/星雲社 (発

売)
493.743/A16

2348 よくわかる依存症 : ゲーム、ネット、ギャンブル、薬物、アルコール (こころのクスリbooks) 榎本稔著 主婦の友社 493.743/E63

2349 それは、"愛着障害"のせいかもしれません。 : 自己肯定感が低い・傷つきやすい・人とうまくやれない 中野日出美著 大和出版 493.743/N39

2350 万引きがやめられない : クレプトマニア「窃盗症」の理解と治療 吉田精次著 金剛出版 493.743/Y86

2351 摂食障害の謎を解き明かす素敵な物語 : 乱れた食行動を克服するために
アニータ・ジョンス

トン著/井口萌娜訳
星和書店 493.745/J65
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2352 Working with people affected by eating disorders : developing skills and facilitating recovery : pbk

edited by Jean

Morrissey and

Kielty Oberlin

Red Globe Press :

Macmillan

International

Higher Education

493.745/Mo78

2353 The living well with dementia course : a workbook for facilitators : hbk
Richard Cheston

and Ann Marshall
Routledge 493.758/C39

2354 ボクはやっと認知症のことがわかった : 自らも認知症になった専門医が、日本人に伝えたい遺言
長谷川和夫, 猪熊律

子著
KADOKAWA 493.758/H36

2355 なぜ、認知症のある人とうまくかかわれないのか? : 本人の声から学ぶ実践メソッド 石原哲郎著 中央法規出版 493.758/I74

2356 すぐに役立つBPSD薬物療法ハンドブック 水上勝義著 医学と看護社 493.758/Mi95

2357 イラストで学ぶ認知症の人の生活支援
日本訪問看護財団監

修

ワールドプランニン

グ
493.758/N71

2358 マンガ認知症 (ちくま新書:1500)
ニコ・ニコルソン著

/佐藤眞一著
筑摩書房 493.758/N73

2359 まるごと図解認知症 : キャラクター分類でよくわかる 山口博著 照林社 493.758/Y24

2360 マンガでわかる女性のADHD・ASD自分らしい生き方ガイド
福西勇夫, 福西朱美

著
法研 493.76/F79

2361 自閉スペクトラム症の理解と支援 : 子どもから大人までの発達障害の臨床経験から 本田秀夫著 星和書店 493.76/H84

2362
発達障害グレーゾーンでも夢を実現して幸せに生きる : 僕がフリーランスのヨガ講師として活躍できるように

なったワケ

岩渕玄太著/西藤直

哉監修

セルバ出版/創英社/

三省堂書店 (発売)
493.76/I92

2363 「間」に生起する自閉症スペクトラム 永浜明子著 大阪大学出版会 493.76/N13

2364 その不調、「隠れうつ」かも? : 原因不明の不調を解決する心の処方箋 (ビタミン文庫) 千葉幸恵著 マキノ出版 493.764/C42

2365 死にたいけどトッポッキは食べたい
ペクセヒ著/山口ミ

ル訳
光文社 493.764/P36

2366 Health promotion & wellbeing in people with mental health problems

edited by Tim

Bradshaw, Hilary

Mairs

SAGE 493.79/B71
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2367 自衛隊心理教官と考える心は鍛えられるのか : レジリエンス・リカバリー・マインドフルネス 藤原俊通[ほか]著 遠見書房 493.79/Ko44

2368 精神看護学 : 精神保健 第5版
半澤節子, 太田保之,

藤田長太郎編著
医歯薬出版 493.79/Se19

2369 感染症の世界史 (角川文庫:20752) 石弘之 [著] KADOKAWA 493.8/I74

2370 感染と微生物の教科書 新訂版 田爪正氣 [ほか] 著 研成社 493.8/Ka59

2371 世界史を変えたパンデミック (幻冬舎新書:590, [こ-24-2]) 小長谷正明著 幻冬舎 493.8/Ko71

2372 感染症 : ウイルス・細菌との闘い (別冊日経サイエンス:238) 中西真人編

日経サイエンス/日

経BPマーケティン

グ (発売)

493.8/N38

2373 キャラでわかる!はじめての感染症図鑑
岡田晴恵著/いとう

みつる絵
日本図書センター 493.8/O38

2374 知っておきたい感染症 : 新型コロナと21世紀型パンデミック 新版 (ちくま新書:1507) 岡田晴恵著 筑摩書房 493.8/O38

2375 日本を襲ったスペイン・インフルエンザ : 人類とウイルスの第一次世界戦争 速水融著 藤原書店 493.87/H47

2376 治療を渡り歩く人びと : ナイジェリアの水上スラムにおける治療ネットワークの民族誌 玉井隆著 風響社 493.88/Ta77

2377 子どものためのサイコソーシャルアプローチ : すこやかに育つことばかけ
秋山千枝子 [ほか]

著
東京医学社 493.9/Ko21

2378 Zitelli and Davis' atlas of pediatric physical diagnosis 7th ed

Basil J. Zitell, Sara

C. McIntire,

Andrew J. Nowalk

Elsevier 493.92/Z4

2379 発達障害 : 精神科医が語る病とともに生きる法 (思春期のこころと身体Q&A:5) 崎濱盛三著 ミネルヴァ書房 493.93/Sh91/5

2380 どうする?保育園&小さな子どものいる家庭での食物アレルギー : 事故を防ぐためにコレだけは 金子光延著 かもがわ出版 493.931/Ka53

2381 Critical heart disease in infants and children 3rd ed

Ross M.

Ungerleider ... [et.

al.]

Elsevier 493.932/C92

2382 Neonatal and pediatric respiratory care 5th ed Brian K. Walsh Elsevier 493.933/W36

2383 空気を読みすぎる子どもたち : 子どもの本音をイラスト図解! (こころライブラリー) 古荘純一監修 講談社 493.937/F94
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2384 重症心身障害療育マニュアル 新版
井合瑞江 [ほか] 編

集
医歯薬出版 493.937/J98

2385 スウェーデンの作業療法士が教える発達障害の子どもと楽しむワークショップ 河本佳子著 かもがわ出版 493.937/Ko67

2386 Cerebral palsy : a complete guide for caregiving 3rd ed : hardcover (A Johns Hopkins Press health book)

Freeman Miller,

Steven J. Bachrach,

and the Cerebral

Palsy Center at

Nemours/Alfred I.

duPont Hospital for

Children

Johns Hopkins

University Press
493.937/Mi27

2387 愛着障害とは何か : 親と子のこころのつながりから考える (LD協会・知識の森シリーズ:3) 宮本信也著

神奈川LD協会/エン

パワメント研究所

(発売)

493.937/Mi77

2388 障害医学への招待 : 特別支援教育・自立支援法時代の基礎知識
杉本健郎, 二木康之,

福本良之編著

クリエイツかもがわ

/かもがわ出版 (発

売)

493.937/SuT/S

2389 子どもの予防接種

日本小児科学会予防

接種・感染症対策委

員会編

診断と治療社 493.938/N71

2390 Physical examination of the newborn at a glance (At a glance series)

Denise (Dee)

Campbell, Lyn

Dolby

Wiley Blackwell 493.95/C14

2391 Physical assessment of the newborn : a comprehensive approach to the art of physical examination 6th ed

Ellen P. Tappero,

Mary Ellen

Honeyfield

Springer Publishing

Company
493.95/Ta89

2392 子どもの食と栄養 : 「生きる力」を育むために 青木三惠子編著 講談社 493.983/A53
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2393 子どもの食と栄養 新版 (新保育ライブラリ. 子どもを知る)
二見大介, 齋藤麗子

編著
北大路書房 493.983/F97

2394
Evidence-based care for breastfeeding mothers : a resource for midwives and allied healthcare

professionals 2nd ed : hbk
Maria Pollard Routledge 493.983/P77

2395 最新子どもの食と栄養 : 食生活の基礎を築くために 第9版

飯塚美和子, 瀬尾弘

子, 濱谷亮子編集/

浅野雅子 [ほか] 執

学建書院 493.983/Sa22

2396 Surgical critical care and emergency surgery : clinical questions and answers 2nd ed : pbk

edited by Forrest

"Dell" Moore, Peter

Rhee, Gerard J.

Fulda

Wiley Blackwell 494.27/Su76

2397 ガン治療革命 : 最先端医療はここまで来た!予防&寛解のための最高の選択をする!

小林平大央編著/坂

口力, 白川太郎, 陰

山康成, 藤田亨監修

河出書房新社 494.5/Ko12

2398
性感染症から子どもを守るために大切なこと : 感染症・ワクチン開発の専門家が語る : 原因から症状・治療法・

検査・予防・教育法まで
奥田研爾著 現代書林 494.99/O54

2399
Evidence-based sexual and reproductive health care : policies, clinical procedures, and related research :

[pbk.]

Theodora D.

Kwansa, Jill

Stewart-Moore

Jones & Bartlett

Learning
495.2/Kv

2400 Maternal, fetal, & neonatal physiology : a clinical perspective 5th ed
Susan Tucker

Blackburn
Elsevier 495.6/B52

2401 The social context of birth 3rd ed : hbk
edited by Caroline

Squire
CRC Press 495.7/Sq

2402 Basic microbiology and infection control for midwives

Elisabeth Presterl,

Magda Diab-El

Schahawi, Jacqui

S. Reilly, editors

Springer 495.9/B26
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2403 Critical care assessment by midwives : hbk
Maureen Boyle and

Judy Bothamley
Routledge 495.9/B69

2404 Midwifery emergencies at a glance : pbk (At a glance series)

Denise (Dee)

Campbell, Susan

M. Carr

Wiley Blackwell 495.9/C14

2405 Recent developments in nursing and midwifery

managing editor,

Recep Efe/edited

by Fügen

Ozcanarslan ... [et

al.]

Cambridge

Scholars
495.9/E27

2406 Myles professional studies for midwifery education and practice : concepts and challenges

Jayne E.

Marshall/foreword

by Diane M. Fraser

Elsevier 495.9/Ma52

2407 「聞こえにくい」をほっとかない (Nursing Todayブックレット:04) 小川郁編 日本看護協会出版会 496.6/O24

2408 めめ子と学ぶ新・まるごと眼科入門 : 図解でナットク!即実践! (眼科ケア:2020年春季増刊(通巻279号)) 安川力編 メディカ出版 496/Me14/279

2409 歯科保健関係統計資料 : 口腔保健・歯科医療の統計 2020年版 口腔保健協会 497.059/Ko45/'20

2410 小学生のための歯のはなし : 保健室の先生がお母さんに教える 渡邊真亀子著 WAVE出版 497.7/W46

2411 ていねいな保健統計学
白戸亮吉, 鈴木研太

著
羊土社 498.019/Sh89

2412 ドキュメント感染症利権 : 医療を蝕む闇の構造 (ちくま新書:1510) 山岡淳一郎著 筑摩書房 498.021/Y42

2413 地域の病院は命の砦 : 地域医療をつくる政策と行動
横山壽一, 長友薫輝

編著
自治体研究社 498.021/Y79

2414 ドキュメント武漢 : 新型コロナウイルス封鎖都市で何が起きていたか (平凡社新書:946) 早川真著 平凡社 498.0222/H46
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2415 健康行動と健康教育 : 理論, 研究, 実践

Karen Glanz,

Barbara K.Rimer,

Frances Marcus

Lewis編/曽根智史

[ほか] 訳

医学書院 498.07/GlK/K(1)

2416 健康行動と健康教育 : 理論, 研究, 実践

Karen Glanz,

Barbara K.Rimer,

Frances Marcus

Lewis編/曽根智史

[ほか] 訳

医学書院 498.07/GlK/K(2)

2417 保健師国家試験問題集 2021年版
「標準保健師講座」

編集室編
医学書院 498.079//'21

2418 クエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説 2021(第13版)
医療情報科学研究所

編集
メディックメディア 498.079//'21

2419 保健師国家試験のためのレビューブック 2021(第21版)
医療情報科学研究所

編集
メディックメディア 498.079//'21

2420 Leadership in health care 4th ed : pbk
Jill Barr & Lesley

Dowding
SAGE 498.1/B24

2421 Community health and wellness : priciples of primary health care 6e
Jill Clendon & Alisa

Munns
Elsevier Australia 498.1/C77

2422 Health policy and politics : a nurse's guide 6th ed : casebound
Jeri A. Milstead,

Nancy M. Short

Jones & Bartlett

Learning
498.1/Mi28

2423 Policy and politics for nurses and other health professionals : advocacy and action 3rd ed : pbk

[edited by] Donna

M. Nickitas, Donna

J. Middaugh,

Veronica D. Feeg

Jones & Bartlett

Learning
498.1/P76
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2424 Law and professional issues in nursing 4th ed (Transforming nursing practice)
Richard Griffith,

Cassam Tengnah

Learning

Matters/SAGE
498.12/G85

2425 看護法令要覧 令和2年版 井上幸子 [ほか] 編 日本看護協会出版会 498.12/Ka54/'20

2426 弁護士のための医療法務入門 : 大切なことは医療現場にあり

都行志, 鈴木孝昭編

著/大磯義一郎 [ほ

か] 執筆

第一法規 498.12/Mi76

2427 日本の医療 : 制度と政策 増補改訂版 島崎謙治著 東京大学出版会 498.13/Sh45

2428 看護師が「書く」こと 宮子あずさ著 医学書院 498.14/Mi76

2429 助産師ものがたり 齋藤益子編著 クオリティケア 498.14/Sa25

2430 世界の病院・介護施設 加藤智章編 法律文化社 498.16/Ka86

2431 ナイチンゲールとセント・トーマス病院 : ナイチンゲール生誕200年記念出版

福田邦三校閲・訳/

永坂三夫, 久永小千

世訳

日本看護協会出版会 498.16/N71

2432 HQ solutions : resource for the healthcare quality professional 4th ed : pbk

editors, Luc R.

Pelletier, Christy L.

Beaudin

Wolters Kluwer 498.16/P36

2433 精神病院体制の終わり : 認知症の時代に 立岩真也著 青土社 498.16/Ta94

2434 医療安全学 (看護師特定行為研修共通科目テキストブック) 松村由美編著
メディカルレビュー

社
498.163/Ma82

2435 金融機関担当者のための病医院の事業承継とM&A講座 鈴木克己著 税務経理協会 498.163/Su96

2436 優生保護法関係資料集成 編集復刻版 第4巻 松原洋子編 六花出版 498.25/Y99/4

2437 優生保護法関係資料集成 編集復刻版 第5巻 松原洋子編 六花出版 498.25/Y99/5

2438 優生保護法関係資料集成 編集復刻版 第6巻 松原洋子編 六花出版 498.25/Y99/6

2439 Journey across the life span : human development and health promotion 6th ed : pbk
Elaine U. Polan,

Daphne R. Taylor
F.A. Davis 498.3/P76

2440 やさしくなりたいあなたへ贈る慈悲とマインドフルネス瞑想 有光興記著 法研 498.39/A72

2441 科学的に元気になる方法集めました 堀田秀吾 [著] 文響社 498.39/H96
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2442 自分のこころとうまく付き合う方法 (U18世の中ガイドブック)

アリス・ジェーム

ズ, ルーイ・スト

ウェル著/西川知佐

訳

東京書籍 498.39/J18

2443 メンタルヘルスの理解のために : こころの健康への多面的アプローチ
松本卓也, 武本一美

編著
ミネルヴァ書房 498.39/Ma81

2444 「心の力」の鍛え方 : 精神科医が武道から学んだ人生のコツ 大野裕著 岩崎学術出版社 498.39/O67

2445 生命科学が解き明かす食と健康
塩見尚史, 塩見晃史

著
大学教育出版 498.5/Sh74

2446 「食べる」が変わる「食べる」を変える : 豊かな食に殺されないための普通の方法
ビー・ウィルソン著

/堤理華訳
原書房 498.5/W75

2447 食の歴史書Hand Book
日本出版制作セン

ター
498.51/N71

2448 日本人の食事摂取基準 : 厚生労働省策定 2020年版 第一出版編集部編 第一出版 498.53/DaS/'20

2449 食の安全と健康意識データ集 2020-2021 三冬社編集部編 三冬社 498.55/Sa67/'20-

2450 Lutz's nutrition and diet therapy 7th ed : pbk
Erin E. Mazur,

Nancy A. Litch
F.A. Davis 498.58/Ma99

2451 イメージできる生化学・栄養学 改訂2版 (ナーシング・サプリ. 自学自習用)

ナーシング・サプリ

編集委員会, 赤尾正

編集

メディカ出版 498.58/N55

2452 食の歴史と病気そして未来 : 医療費削減が今必要。快楽的食事・精神的食事、あなたはどちらを選ぶ!! 荒川たまき著

ジェリコ・コンサル

ティング/サンライ

ズ出版(発売)

498.583/A63

2453 食べる投資 : ハーバードが教える世界最高の食事術 満尾正著 アチーブメント出版 498.583/Mi66

2454 食の力 : ニューミール政策 南部靖之編 財界研究所 498.583/N48
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2455 Nutritional foundations and clinical applications : a nursing approach 7th ed

Michele Grodner,

Sylvia Escott-

Stump, Suzannne

Dorner

Elsevier 498.583/N99

2456 強制不妊と優生保護法 : "公益"に奪われたいのち (岩波ブックレット:No.1025) 藤野豊著 岩波書店 498.6/F64

2457 新型コロナを乗り越える : 家で楽しむ50の方法付き 蓮池林太郎著
セルバ出版/創英社/

三省堂書店 (発売)
498.6/H39

2458 コロコロ日記 : 新型コロナウイルス・NEWSウォッチ ヒグマルコ著
リーダーズノート出

版
498.6/H56

2459 新型コロナウイルスの真実 (ベスト新書:610) 岩田健太郎著 ベストセラーズ 498.6/I97

2460 新型コロナウイルスとの戦い方はサッカーが教えてくれる 岩田健太郎著 エクスナレッジ 498.6/I97

2461 ウイルスに負けない生き方 : 新型コロナウイルスの真実 刈谷真爾著 フローラル出版 498.6/Ka67

2462 新型肺炎感染爆発と中国の真実 : 中国五千年の疫病史が物語るパンデミック 黄文雄著 徳間書店 498.6/Ko14

2463 パンデミック客船「ダイヤモンド・プリンセス号」からの生還 小柳剛著 KADOKAWA 498.6/Ko97

2464 ハンセン病療養所と自治の歴史 松岡弘之[著] みすず書房 498.6/Ma86

2465 感染症社会 : アフターコロナの生政治 美馬達哉著 人文書院 498.6/Mi32

2466 新型コロナウイルス : 脅威を制する正しい知識 水谷哲也著 東京化学同人 498.6/Mi97

2467 新型コロナの正体 : 日本はワクチン戦争に勝てるか!?
森下竜一, 長谷川幸

洋著
ビジネス社 498.6/Mo65

2468 感染症と法の社会史 : 病がつくる社会 西迫大祐著 新曜社 498.6/N86

2469
新型インフルエンザパンデミックに日本はいかに立ち向かってきたか : 1918スペインインフルエンザから現在

までの歩み

岡部信彦, 和田耕治

編集
南山堂 498.6/O37

2470 どうする!?新型コロナ (岩波ブックレット:No.1026) 岡田晴恵著 岩波書店 498.6/O38

2471 読んでわかる!疫学入門
ロドルフォ・サラッ

チ著
大修館書店 498.6/Sa69

2472 新型インフル対策特措法 : 法律・施行令等 (重要法令シリーズ:013) 信山社 498.6/Sh69

2473 思想としての「新型コロナウイルス禍」 [大澤真幸ほか著] 河出書房新社 498.6/Sh91
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2474 コロナクライシス (日経プレミアシリーズ:433) 滝田洋一著

日経BP日本経済新

聞出版本部/日経BP

マーケティング(発

売)

498.6/Ta73

2475
Health literacy and child health outcomes : promoting effective health communication strategies to improve

quality of care (SpringerBriefs in public health. child health)

Rosina Avila

Connelly, Teri

Turner, editor

Springer 498.7/C86

2476 図解新型コロナウイルス職場の対策マニュアル 亀田高志著 エクスナレッジ 498.8/Ka33

2477 社会的うつ : うつ病休職者はなぜ増加しているのか 奥田祥子著 晃洋書房 498.8/O54

2478 企業のための新型コロナウイルス対策マニュアル 和田耕治著 東洋経済新報社 498.8/W12

2479 会社に行きたくない。さて、どうする? : サラリーマン・引きこもりたくなる深層心理とその対処法 和田秀樹[著]

クロスメディア・パ

ブリッシング/イン

プレス(発売)

498.8/W12

2480 Strategies for theory construction in nursing 6th ed

Lorraine Olszewski

Walker, Kay

Coalson Avant

Pearson 498.901/W36

2481 Maternal-newborn nursing : the critical components of nursing care 3rd ed
Roberta F. Durham,

Linda L. Chapman
F.A. Davis 498.921/D98

2482 Global applications of culturally competent health care : guidelines for practice

Marilyn "Marty"

Douglas, Dula

Pacquiao, Larry

Purnell, editors

Springer 498/G52

2483
The professionalisation of African medicine (African seminars : scholarship from the International African

Institute:v. 5)

edited by Murray

Last and G.L.

Chavunduka

Routledge 498/L33

2484 公衆衛生 第11版 (よくわかる専門基礎講座) 松木秀明編 金原出版 498/Ma79
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2485 Intervention effectiveness research : quality improvement and program evaluation Karen A. Monsen Springer 498/Mo36

2486 Mosby's nursing drug reference 2020
Linda Skidmore-

Roth
Mosby 499.1/Sk/'20

2487 Dimensional analysis : calculating dosages safely 2nd ed : pbk Tracy Horntvedt F.A. Davis 499.6/H89

2488 Calculation of drug dosages : a work text 11th ed
Sheila J. Ogden,

Linda K. Fluharty
Elsevier 499.6/O24

2489 Mulholland's The nurse, the math, the meds : drug calculations using dimensional analysis 4th ed Susan J. Turner Elsevier 499.6/Tu7

2490 生薬と漢方薬の事典 田中耕一郎編著 日本文芸社 499.8/Ta84

2491 世界薬用植物図鑑 : イギリス王立植物園キューガーデン版

モニク・シモンズ,

メラニー=ジェイ

ン・ハウズ, ジェイ

ソン・アーヴィング

著/柴田譲治訳

原書房 499.87/Se22

2492 バグトリデザイン : 事例で学ぶ「行為のデザイン」思考 村田智明著 朝日新聞出版 501.8/Mu59

2493 工業統計表 平成29年 品目編
通商産業大臣官房調

査統計部編
大蔵省印刷局 505.9/Ke29 /'17-2

2494 特許法・著作権法 第2版 小泉直樹著 有斐閣 507.23/Ko38

2495 2030年の第4次産業革命 : デジタル化する社会とビジネスの未来予測 尾木蔵人著 東洋経済新報社 509.04/O25

2496 現場力 : 強い日本企業の秘密 (ちくま新書:1494)
光山博敏, 中沢孝夫

著
筑摩書房 509.21/Mi66

2497 東アジア優位産業 : 多元化する国際生産ネットワーク
塩地洋, 田中彰編著

/太田原準 [ほか] 著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

509.22/Sh72

2498 公共事業が日本を救う : 「コロナ禍」を乗り越えるために 令和版 藤井聡著
育鵬社/扶桑社 (発

売)
510.9/F57

2499 地下鉄の駅はものすごい (平凡社新書:942) 渡部史絵著 平凡社 516.72/W46

2500 大和川の歴史 : 土地に刻まれた記憶 安村俊史著 清文堂出版 517.2163/Y65
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2501 水道、再び公営化! : 欧州・水の闘いから日本が学ぶこと (集英社新書:1013A) 岸本聡子著 集英社 518.1/Ki58

2502 エリアマネジメント効果と財源
小林重敬, 森記念財

団編著
学芸出版社 518.8/Ko12

2503 ひとの居場所をつくる : ランドスケープ・デザイナー田瀬理夫さんの話をつうじて (ちくま文庫:[に8-5]) 西村佳哲著 筑摩書房 518.8/Ta92

2504 環境政策論講義 : SDGs達成に向けて 竹本和彦編 東京大学出版会 519.1/Ta63

2505 環境法 第4版 大塚直著 有斐閣 519.12/O88

2506 環境マネジメント・コントロール : 善行の内省と環境コスト・マネジメント 安藤崇著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング(発売)

519.13/A47

2507 永遠の化学物質 (フォーエバー・ケミカル) : 水のPFAS汚染 (岩波ブックレット:No. 1030)

ジョン・ミッチェ

ル, 小泉昭夫, 島袋

夏子著/阿部小涼訳

岩波書店 519.4/F36

2508 図解でわかる14歳からの水と環境問題
インフォビジュアル

研究所著
太田出版 519/I54

2509 海と地域を蘇らせるプラスチック「革命」

グンター・パウリ,

マルコ・シメオーニ

著/五頭美知訳/日経

ESG編

日経BP/日経BP

マーケティング (発

売)

519/P28

2510
グローバル・グリーン・ニューディール : 2028年までに化石燃料文明は崩壊、大胆な経済プランが地球上の生

命を救う

ジェレミー・リフキ

ン著/幾島幸子訳
NHK出版 519/R38

2511 地球に住めなくなる日 : 「気候崩壊」の避けられない真実

デイビッド・ウォレ

ス・ウェルズ著/藤

井留美訳

NHK出版 519/W36

2512 図解眠れなくなるほど面白い建築の話 スタジオワーク著 日本文芸社 520/Su83

2513 図解江戸の間取り : 百万都市を俯瞰する 安藤優一郎著 彩図社 521.5/A47

2514 古写真で見る幕末の城 來本雅之編著 山川出版社 521.823/Ku79

2515 信長と家臣団の城 (角川選書:633) 中井均著 KADOKAWA 521.823/O17
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2516 日本の建築文化事典
平井聖編集代表/後

藤治編集幹事
丸善出版 521/H64

2517 新しいコミュニティを生み出す空間とデザイン
パイインターナショ

ナル編著

パイインターナショ

ナル
525.1/P15

2518 Jw_cadで学ぶ建築製図の基本 : Jw_cad8対応版 櫻井良明著 エクスナレッジ 525.18/Sa47

2519 スッキリ!がってん!建築のインテリアの本 松下大輔著 電気書院 529/Ma88

2520 「深層」カルロス・ゴーンとの対話 : 起訴されれば99%超が有罪になる国で 郷原信郎著 小学館 537.067/G39

2521 誰も知らないカルロス・ゴーンの真実

レジス・アルノー,

ヤン・ルソー著/林

昌宏訳

東洋経済新報社 537.067/G39

2522 トヨタの未来 : 生きるか死ぬか 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 537.067/To93

2523 自動車貿易の経済分析 渥美利弘著 文眞堂 537.09/A95

2524 語られざるGM社 : 多国籍企業と戦争の試練 西牟田祐二著 日本経済評論社 537.09/N84

2525 車両運動性能とシャシーメカニズム 増補2訂版 宇野高明著 グランプリ出版 537.5/U77

2526 クルマの本箱 : 絵本からミニカーまで 内野安彦著 郵研社 537/U22

2527 ゼロからはじめる力 (SB新書:507) 堀江貴文著 SBクリエイティブ 538.9/H87

2528 原子力の人類学 : フクシマ、ラ・アーグ、セラフィールド 内山田康著 青土社 539.093/U25

2529 神さまとぼく : 山下俊彦伝 梅沢正邦著 東洋経済新報社 540.67/Y44

2530 ふくしま原発作業員日誌 : イチエフの真実、9年間の記録 片山夏子著 朝日新聞出版 543.5/F84

2531 絵でわかるネットワーク (絵でわかるシリーズ) 岡嶋裕史著 講談社 547.4833/O39

2532 決定版5G : 2030年への活用戦略 片桐広逸著 東洋経済新報社 547.5/Ka81

2533 ロボット法 : AIとヒトの共生にむけて 増補版 平野晋著 弘文堂 548.3/H66

2534 ロボットはもっと賢くなれるか : 哲学・身体性・システム論から学ぶ柔軟なロボット知能の設計 小林祐一著 森北出版 548.3/Ko12

2535 日本の海と暮らしを支える海の地図 : 海図入門 八島邦夫編著 古今書院 557.78/Y61

2536 2020年東京大会から海のレガシーを (海洋白書:2020)
笹川平和財団海洋政

策研究所編
成山堂書店 558.059/Sa75/'20
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2537 フォルテピアノ : 19世紀ウィーンの製作家と音楽家たち (Booksウト) 筒井はる香著
アルテスパブリッシ

ング
582.7/Ts93

2538 お酒を120%楽しむ! 田村隆明著 東京化学同人 588.5/Ta82

2539 マンガで読む発酵の世界 : 微生物たちが作り出すおいしさと健康の科学 黒沼真由美著 緑書房 588.51/Ku75

2540 ビールの自然誌

ロブ・デサール, イ

アン・タッターソル

著/ニキリンコ, 三

中信宏訳

勁草書房 588.54/D64

2541 マンガで教養やさしいワイン : 一生モノの基礎知識
瀬川あずさ監修/

菜々子マンガ
朝日新聞出版 588.55/N48

2542 かごバッグの村 : ガーナの地場産業と世界とのつながり 牛久晴香著 昭和堂 589.27/U93

2543 日本デジタルゲーム産業史 増補改訂版 小山友介著 人文書院 589.77/Ko97

2544 家事ドリル
本間朝子監修/すぎ

やまえみこ絵
新星出版社 590/H85

2545 衣服材料学 (生活科学テキストシリーズ)

平井郁子, 松梨久仁

子編著/雨宮敏子

[ほか] 著

朝倉書店 593.4/H64

2546 日本料理の「現代」味づくり教本 : だし・タレ・合わせ調味料の技術を修得する 大田忠道著 旭屋出版 596.21/O84

2547 ピッツァ・ナポレターナの美味しさの科学 : 伝統的な材料・職人技術を徹底詳解

パオロ・マーシ, ア

ンナリーサ・ロマー

ノ, エンツォ・コッ

チャ著/永島俊夫監

訳/鈴木庸子訳

丸善出版 596.23/P69

2548 パフェの教本 富田佐奈栄著 旭屋出版 596.65/To58

2549 新調理学プラス : 健康を支える食事を実践するために
松本美鈴, 平尾和子

編著
光生館 596/Ma81

2550 お皿の上の生物学 (角川文庫:22142) 小倉明彦 [著] KADOKAWA 596/O26
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2551 ウイルス・カビ毒から身を守る! : 新型コロナ感染の約8割が家庭内で起きている! (扶桑社ムック) (別冊SPA!) 松本忠男監修 扶桑社 597.9/F96

2552 AERA with Baby : スペシャル保存版 : スマホに子守りさせてない? (アエラムック) 朝日新聞出版 599

2553 モンテッソーリ教育で自信とやる気を伸ばす! : 3～6歳までの実践版 藤崎達宏著 三笠書房 599/F66

2554 親子で育てることば力と思考力 今井むつみ著 筑摩書房 599/I43

2555 子どもはこう育つ! : おなかの中から6歳まで 小西行郎, 小西薫著 赤ちゃんとママ社 599/Ko75

2556 備後福山の社会経済史 : 地域がつくる産業・産業がつくる地域 張楓編著 日本経済評論社 602.176/C53

2557 環境・農業・食の歴史 : 生命系と経済 伊丹一浩著 御茶の水書房 611.04/I88

2558 飽食と崩食の社会学 : 豊かな社会に迫る農と食の危機 橋本直樹著 筑波書房 611.3/H38

2559 日本が食われる : いま、日本と中国の「食」で起こっていること 松岡久蔵著 彩図社 611.3/Ma86

2560 アグリ・アート : 感動を与える農業ビジネス
境新一編著/齋藤保

男 [ほか] 著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

611.7/Sa29

2561 農業経済学 第5版 (岩波テキストブックス)
荏開津典生, 鈴木宣

弘著
岩波書店 611/E28

2562 土地球最後のナゾ : 100億人を養う土壌を求めて (光文社新書:962) 藤井一至著 光文社 613.5/F57

2563 消された「種子法」

山田正彦 [ほか] 著

/TPP交渉差止違憲

訴訟の会・弁護団編

かもがわ出版 615.23/Ke61

2564 タネの未来 : 僕が15歳でタネの会社を起業したわけ 小林宙著 家の光協会 615.23/Ko12

2565 タネが危ない 野口勲著 日本経済新聞出版社 615.23/N93

2566 種子法廃止でどうなる? : 種子と品種の歴史と未来 (農文協ブックレット:18) 農山漁村文化協会編 農山漁村文化協会 615.23/N97

2567 イネつくりの基礎 復刊 農文協編 農山漁村文化協会 616.2/N97

2568 日本水稲在来品種小事典 : 295品種と育成農家の記録 西尾敏彦, 藤巻宏著 農山漁村文化協会 616.21/N86

2569 伝統野菜をつくった人々 : 「種子屋」の近代史 阿部希望著 農山漁村文化協会 626.12/A13

2570 世界で造る日本の庭園 (Creating Japanese gardens around the world:2) 福原成雄著 光村推古書院 629.21/F75

2571 東京旧庭 櫛引典久写真 玄光社 629.21/Ku86

170



2020年4月～8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

2572 シルクはどのようにして世界に広まったのか : 人間と昆虫とのコラボレーションの物語
二神恭一, 二神常爾,

二神枝保著
八千代出版 632/Sh89

2573
もっとわかるイタリア3大チーズ : チーズのカリスマがモッツァレラ、ゴルゴンゾーラ、パルミジャーノ・レッ

ジャーノを語る
本間るみ子 [著] 旭屋出版 648.18/H85

2574 満州における軍馬の鼻疽と関東軍 : 奉天獣疫研究所・馬疫研究処・100部隊 小河孝著 文理閣 649.86/Ka59

2575 ことわざの生態学 : 森・人・環境考 新装版 只木良也著 丸善出版 652.1/Ta16

2576 森のふしぎ 馬場孝三著 鳥影社 653.17/B12

2577 森林の系統生態学 : ブナ科を中心に 広木詔三著 名古屋大学出版会 653.17/H71

2578 二〇〇海里漁業戦争をいかに戦ったか : 30人の証言。その時に 末永芳美編著 農林統計出版 662.1/Su18

2579 東南アジア、日本の水産技術協力 : 参加と持続性を促すアプローチ 山尾政博著 北斗書房 662.23/Y42

2580 海はだれのものか (海とヒトの関係学:3)
秋道智彌, 角南篤編

著
西日本出版社 663.6/A35

2581 すぐに使える実践ビジネス中国語
関道雄編著/杉田欣

二日本語版訳・監修
アスク出版 670.92/Ka51

2582 外資系1年目のための英語の教科書 : business English 101 マヤ・バーダマン著 KADOKAWA 670.93/V42

2583 英文契約書の読み方 第2版 (日経文庫:1423:H21) 山本孝夫著

日経BP日本経済新

聞出版本部/日経BP

マーケティング(発

売)

670.93/Y31

2584 実践ビジネス英会話 : コミュニケーションを広げる12フレーム Z会編集部編 Z会 670.93/Z3

2585 ビジネス英語Word choice : 類語・類似表現700
Z会編集部, Patrick

Horckmans著
Z会 670.93/Z3

2586 eビジネスの教科書 第8版 幡鎌博著 創成社 670/H41

2587 マーケティング哲学と流通革命 渦原実男著 同文舘出版 670/U99

2588 日本古代の交易と社会 宮川麻紀著 吉川弘文館 672.1/Mi76

2589 東京エリア戦略 : ビジネスの勝敗は商圏で決まる 榎本篤史著 KADOKAWA 672.136/E63
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2590 一握りのトップセールスがやっている最強営業術 安東優介著
合同フォレスト/合

同出版 (発売)
673.3/A47

2591 あの人だけが、なぜ売れるんだろう? : 1カ月で売れる販売員になる30のこたえ 平山枝美著 幻冬舎 673.3/H69

2592 BtoB攻略の営業力強化書 : すぐに使えるフォーム解説付 究極の市場攻略バイブル! 廣橋潔則著
セルバ出版/創英社/

三省堂書店 (発売)
673.3/H71

2593
おもてなしの日本語 : 心で伝える接遇コミュニケーション : 英語・中国語・ベトナム語訳付 : N3相当レベル以上

基本編 (アスク出版仕事の日本語)

林千賀著/羽鳥美有

紀著/齋藤貢著

/Malcolm

Hendricks[ほか]

訳・校正

アスク出版 673.3/O63

2594 「月5日営業」で1億かせぐ働き方 辻盛英一著 サンマーク出版 673.3/Ts43

2595 アリババの経営哲学 : ジャック・マー (ディスカヴァー携書:210)
張燕編著/永井麻生

子訳

ディスカヴァー・

トゥエンティワン
673.36/A71

2596 ジャパネットの経営 : 東大卒2代目の僕がカリスマ社長の後を継ぎ大事にしてきたこと 高田旭人著

日経BP/日経BP

マーケティング (発

売)

673.36/J24

2597 ビジュアル版VMD新テキスト 早乙女喜栄子著 繊研新聞社 673.38/Sa67

2598 百貨店・デパート興亡史 (イースト新書:122) 梅咲恵司著 イースト・プレス 673.83/U73

2599
リース業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 (図解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、

知識0でもわかりやすい!)
カデナクリエイト著 技術評論社 673.93/Ka13

2600 日本一女性を育てる会社 鈴木一輝著 あさ出版 673.96/Te79

2601 松平定知の江戸・東京老舗グルメ探訪 : "食の歴史"をひも解く名店の味めぐり
松平定知監修/「江

戸楽」編集部編
メイツ出版 673.97/E11

2602 堀江貴文vs.外食の革命的経営者 : 9人の食のカリスマと激論! 堀江貴文著 ぴあ 673.97/H87

2603 飲食店の接客リーダー入門 : 外食産業サービス士1・2・3級対応 : ORA認定 改訂版
木村早苗, 山川雅行

著
晃洋書房 673.97/Ki39

2604 絶対にやってはいけない飲食店の法則25 須田光彦著 フォレスト出版 673.97/Su13
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2605
飲食人みんなに読んでもらいたいサービスのチカラ : 笑顔が店に溢れたら自然とお客様が増えていった!! 今から

できる!笑顔のアクション接客編 (MANA・BOOKS外食の教科書)
遠山啓之著 外食産業新聞社 673.97/To79

2606 酒場の京都学 加藤政洋著 ミネルヴァ書房 673.98/Ka86

2607 ホスピタリティの教科書 : お客様の感動を生む「まごころ」のおもてなし 林田正光著 あさ出版 673/H48

2608 ザ・ホスピタリティ・ウェイ : 人としてホスピタリティの考え方を持って生き続けるということ 中根貢著 産業能率大学出版部 673/N38

2609 現代ホスピタリティ論 : その原義から現代的意味を読み解く 山路顕著

唯学書房/アジー

ル・プロダクション

(発売)

673/Y26

2610 グッズ製作ガイドBOOK : 納期・単価・最小ロットもすべてわかる! ver.2
グラフィック社編集

部編
グラフィック社 674.3/G95/2

2611 っぽくなるデザイン : 誰でもできるかっこいいレイアウト集 ingectar-e著

エムディエヌコーポ

レーション/インプ

レス (発売)

674.3/I54

2612 デザインのつかまえ方 : ロゴデザイン40事例に学ぶアイデアとセオリー 小野圭介著

エムディエヌコーポ

レーション/インプ

レス(発売)

674.3/O67

2613 売れるコピーライティング単語帖 : 探しているフレーズが必ず見つかる言葉のアイデア2000
神田昌典, 衣田順一

著
SBクリエイティブ 674.35/Ka51

2614 神1行 : 『バカ売れ』する言葉の作り方 中山マコト著
シャスタインターナ

ショナル
674.35/N45

2615 僕たちの広告時代 間宮武美著 宣伝会議 674.4/Ma42

2616 成功するDMの極意 : 事例で学ぶ : 全日本DM大賞年鑑 2020

宣伝会議編集/日本

郵便株式会社編集協

力

宣伝会議 674.5/SeK/'20

2617 わかる!イベント・プロデュース 増補改訂版 宮地克昌著 戎光祥出版 674.53/Mi71

2618 広告ビジネスに関わる人のメディアガイド 2019
博報堂DYメディア

パートナーズ編
宣伝会議 674.6/H19/'19
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2619 寄り添うツイッター : わたしがキングジムで10年運営してわかった「つながる作法」
キングジム公式ツ

イッター担当者著
KADOKAWA 674.6/Ki43

2620 政策実施の組織とガバナンス : 広告景観規制をめぐる政策リサーチ 伊藤修一郎著 東京大学出版会 674.8/I91

2621 売れる配色 : 目を引く商品パッケージの作り方 グラフィック社編 グラフィック社 675.18/G95

2622 むかしばなしで学ぶ最強の商品「売れるモノ」だけをつくる方法 清水孝洋著 きこ書房 675.3/Sh49

2623 コレが欲しかった!と言われる「商品企画」のきほん 末吉孝生著 翔泳社 675.3/Su19

2624 流通入門
成田景堯, 秦小紅編

著
五絃舎 675.4/N52

2625 最新流通論
青木均, 尾碕眞, 岡

野純司著
創成社 675.4/Sa22

2626 流通と小売経営
坪井晋也, 河田賢一

編著
創成社 675.4/Ts15

2627 物流を学ぶ : 基礎から実務まで
山本裕, 男澤智治編

著

中央経済社/中央経

済グループパブリッ

シング (発売)

675.4/Y31

2628 大学4年間のマーケティングが10時間でざっと学べる (角川文庫:22165) 阿部誠[著] KADOKAWA 675/A13

2629
ビッグデータ活用マーケティング・サイエンス : 実データで体験する : はじめてでもわかる「R」によるデータ

分析

横山真一郎, 大神田

博, 横山真弘共著
コロナ社 675/B42

2630 ブランド価値基盤の転換とブランド再構築 (阪南大学叢書:117) 平山弘著 晃洋書房 675/H69

2631 マーケティング実践テキスト : 基本技術からデジタルマーケティングまで 池上重輔編著
日本能率協会マネジ

メントセンター
675/I33

2632 アスリート×ブランド : 感動と興奮を分かち合うスポーツシーンのつくり方 長田新子著 宣伝会議 675/O72

2633 差別化戦略で小が大に勝てる : まんがでわかるランチェスター理論を経営・営業に活かす方法
坂上仁志著/ひげ羽

扇作画
ウェッジ 675/Sa38

2634 SNSで売る!「いいね」を「買います」に変えるテクニック 鈴木宏佳著
合同フォレスト/合

同出版 (発売)
675/Su96
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2635
デジタル時代の基礎知識『BtoBマーケティング』 : 「潜在リード」から効率的に売上をつくる新しいルール :

「これから」を勝ち抜くビジネススキル (MarkeZine BOOKS)

竹内哲也著/志水哲

也監修
翔泳社 675/Ta67

2636 Googleアナリティクスプロフェッショナル : 分析・施策のアイデアを生む最強リファレンス 山浦直宏著 技術評論社 675/Y46

2637 サクッとわかる貿易実務問題集 : 10days 第4版 池田隆行著
ネットスクール株式

会社出版本部
678.4/I32

2638 貿易実務がぜんぶ自分でできる本 : 知識ゼロでも大丈夫!! 改訂版 木村雅晴著 ソシム 678.4/Ki39

2639 貿易実務の基礎がわかる本 改訂4版 (貿易実務シリーズ) 曽我しのぶ著
シーアンドアール研

究所
678.4/So26

2640 Beyond MaaS : 日本から始まる新モビリティ革命 : 移動と都市の未来 日高洋祐 [ほか] 著

日経BP/日経BP

マーケティング (発

売)

681/B39

2641 移動革命 : MaaS、CASEはいかに巨大市場を生み出すか (NHK出版新書:616) 三菱総合研究所編著 NHK出版 681/Mi63

2642 アジアロジスティクスと海運・港湾 : 貿易・海運データの分析・予測・リスク評価
渡部富博, 小林潔司

編著
技報堂出版 683.22/W46

2643 ワイルドライド : ウーバーを作りあげた狂犬カラニックの成功と失敗の物語 (Toyokan books)
アダム・ラシンス

キー著/小浜杳訳
東洋館出版社 685.5/Ka29

2644 明治日本と鉄道 : 近代的鉄道政策の形成 小谷正典著 晃洋書房 686.21/O17

2645 航空機と空港の役割 : 航空機の発展とともに進歩する空港 唯野邦男著 成山堂書店 687/Ta16

2646 オーバーツーリズム : 観光に消費されないまちのつくり方 高坂晶子著 学芸出版社 689.2/Ko82

2647 持続可能なスポーツツーリズムへの挑戦 (地域創造研究叢書:no.33)
愛知東邦大学地域創

造研究所編

唯学書房/アジー

ル・プロダクション

(発売)

689.21/A23

2648 スコットランド : ウイスキーとツーリズム 春日雅司著 彩流社 689.2332/Ka79

2649 アニメツーリズム白書 2020
角川アスキー総合研

究所編

アニメツーリズム協

会
689.4//'20

2650 観光による課題解決 : グローバリゼーションと人口減少による歪みを越える (阪南大学叢書:115) 堀内史朗著 晃洋書房 689.4/H89
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2651
日本のアニメはなぜ世界を魅了し続けるのか : アニメ聖地と地方インバウンド論 (ワニブックス「Plus」新

書:290)
酒井亨著

ワニ・プラス/ワニ

ブックス(発売)
689.4/Sa29

2652 ディズニーシンキング : 自分の頭で考えて動く人が育つ 芳中晃著 総合法令出版 689.5/To46

2653 ホテル御三家 : 帝国ホテル、オークラ、ニューオータニ (幻冬舎新書:592, [や-20-1]) 山川清弘著 幻冬舎 689.8/Y27

2654 インターネット権利侵害 : 削除請求・発信者情報開示請求"後"の法的対応Q&A 深澤諭史著 第一法規 694.5/F73

2655 起業家の勇気 : USEN宇野康秀とベンチャーの興亡 児玉博著 文藝春秋 699.7/U77

2656 中味のない人間

ジョルジョ・アガン

ベン著/岡田温司,

岡部宗吉, 多賀健太

郎訳

人文書院 701.1/A19

2657 教養の日本美術史 古田亮編著 ミネルヴァ書房 702.1/F94

2658 日本美術史入門 (別冊太陽) 河野元昭監修 平凡社 702.1/Ko95

2659 日本美術史 : カラー版 増補新装
辻惟雄監修/青柳正

規 [ほか] 執筆
美術出版社 702.1/Ts45

2660 もっと知りたい薬師寺の歴史 (アート・ビギナーズ・コレクション)
藤岡穣, 安永拓世,

金子隆之著
東京美術 702.17/Mo95

2661 高山寺の美術 : 明恵上人と鳥獣戯画ゆかりの寺 土屋貴裕編 吉川弘文館 702.17/Ts32

2662 先史・殷・周・秦・漢 (中国美術全史:第1巻)
李松著/古田真一監

修・翻訳

科学出版社東京/東

京大学出版会 (発

売)

702.22/L68/1

2663 ヴァイマル文化の芸術と教育 : バウハウス・シンボル生成・陶冶 眞壁宏幹著 慶應義塾大学出版会 702.34/Ma33

2664 レオナルド・ダ・ヴィンチ (ちくまプリマー新書:350. よみがえる天才:2) 池上英洋著 筑摩書房 702.37/L55

2665 アーティストの手紙 : ダ・ヴィンチ、ゴヤ、モネ、ロダン、ウォーホル…100人の気がかり
マイケル・バード著

/大坪健二訳
マール社 702.8/B46

2666 和漢のコードと自然表象 : 十六、七世紀の日本を中心に (アジア遊学:246)
島尾新, 宇野瑞木,

亀田和子編
勉誠出版 704/W24

2667 美意識の値段 (集英社新書:1008B) 山口桂著 集英社 706.7/Y24
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2668 国際建築 (バウハウス叢書:1)

ヴァルター・グロピ

ウス[編]著/貞包博

幸訳

中央公論美術出版 708/B28/1

2669 無対象の世界 : 新装版 (バウハウス叢書:11)

カジミール・マレー

ヴィチ著/五十殿利

治訳

中央公論美術出版 708/B28/11

2670 デッサウのバウハウス建築 (新装版バウハウス叢書:12)
ヴァルター・グロピ

ウス著/利光功訳
中央公論美術出版 708/B28/12

2671 キュービスム (バウハウス叢書:13)
アルベール・グレー

ズ著/貞包博幸訳
中央公論美術出版 708/B28/13

2672 バウハウスの舞台 : 新装版 (バウハウス叢書:4)

オスカー・シュレン

マー, L.モホリ=ナ

ギ, ファルカス・モ

ルナール著/利光功

訳

中央公論美術出版 708/B28/4

2673 絵画・写真・映画 (新装版バウハウス叢書:8)
L.モホリ=ナギ著/

利光功訳
中央公論美術出版 708/B28/8

2674 点と線から面へ : 新装版 (バウハウス叢書:9)

ヴァシリー・カン

ディンスキー著/宮

島久雄訳

中央公論美術出版 708/B28/9

2675 アートプロジェクトのピアレビュー : 対話と支え合いの評価手法
熊倉純子監修・編著

/槇原彩編著
水曜社 709.1/Ku33

2676 重要文化財法隆寺金堂壁画写真ガラス原板 : 文化財写真の軌跡 : 特別陳列 奈良国立博物館編集 奈良国立博物館 709.165/H89

2677 正倉院展 令和元年(第71回) 奈良国立博物館 709.2/Sho/N-'19

2678 世界遺産ガイド 2020改訂版 複合遺産編 (世界遺産シリーズ)

古田陽久著/世界遺

産総合研究所企画・

編集

シンクタンクせとう

ち総合研究機構
709/SeI
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2679 世界遺産ガイド 2020改訂版 危機遺産編 (世界遺産シリーズ)

古田陽久著/世界遺

産総合研究所企画・

編集

シンクタンクせとう

ち総合研究機構
709/SeI

2680 世界遺産ガイド 2020改訂版 自然遺産編 (世界遺産シリーズ)

古田陽久著/世界遺

産総合研究所企画・

編集

シンクタンクせとう

ち総合研究機構
709/SeI

2681 世界遺産ガイド 2020改訂版 文化遺産編 (世界遺産シリーズ)

古田陽久著/世界遺

産総合研究所企画・

編集

シンクタンクせとう

ち総合研究機構
709/SeI

2682 ユネスコ遺産の基礎知識 2020改訂版 (世界遺産シリーズ. 世界遺産ガイド)

古田陽久/世界遺産

総合研究所企画・編

集

シンクタンクせとう

ち総合研究機構
709/SeI

2683 世界遺産キーワード事典 2020改訂版 (世界遺産シリーズ)

古田陽久著/世界遺

産総合研究所企画・

編集

シンクタンクせとう

ち総合研究機構
709/SeI

2684 毘沙門天 : 北方鎮護のカミ 奈良国立博物館編

奈良国立博物館 :

NHK奈良放送局/朝

日新聞社 : 文化庁 :

日本芸術文化振興会

/NHKプラネット近

畿

718.1/N51

2685 絵画社会学素描 3 倉橋重史著 晃洋書房 720.1/KuS/K-3

2686 やさしい日本絵画 : 一生モノの基礎知識 (マンガで教養)
山下裕二監修/マキ

ゾウマンガ
朝日新聞出版 721.02/Ma38

2687 かわいい江戸の絵画史 金子信久監修 エクスナレッジ 721.025/Ka53

2688 江戸の花鳥画譜 狩野博幸監修 河出書房新社 721.025/Ka58

2689 中世仏教絵画の図像誌 : 経説絵巻・六道絵・九相図 山本聡美著 吉川弘文館 721.1/Y31
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2690 中世やまと絵史論 高岸輝著 吉川弘文館 721.2/Ta29

2691 まんが訳酒呑童子絵巻 (ちくま新書:1493) 山本忠宏編 筑摩書房 721.2/Y31

2692 雪舟決定版 : 生誕六〇〇年 (別冊太陽. 日本のこころ:278)
島尾新, 山下裕二監

修
平凡社 721.3/Se88

2693 伊藤若冲 (ちくまプリマー新書:349. よみがえる天才:1) 辻惟雄著 筑摩書房 721.4/I91

2694 Hokusai note
STARDUST

HD./SDP (発売)
721.8/Ka88

2695 教えてコバチュウ先生!浮世絵超入門 小林忠著 小学館 721.8/Ko12

2696 未来へ : 原爆の図丸木美術館学芸員作業日誌2011-2016 岡村幸宣著 新宿書房 721.9/Ma54

2697 中國繪畫總合圖録 3編 第6卷 總索引 鈴木敬編 東京大學出版會 722.2/ChK/3-6

2698 ルーヴルに学ぶ美術の教養 : 世界のビジネスエリートは知っている 木村泰司著
ディスカヴァー・

トゥエンティワン
723.3/Mu81

2699 ロンドン・ナショナル・ギャラリー展完全ガイドブック : 展覧会を10倍楽しむ方法を教えます! (AERA MOOK) 朝日新聞出版著 朝日新聞出版 723.3/N57

2700 ロンドン・ナショナル・ギャラリー : 名画でひもとく西洋美術史 (別冊太陽:スペシャル)
小池寿子, 高橋明也

監修
平凡社 723.3/R66

2701 図説モネ「睡蓮」の世界 安井裕雄著 創元社 723.35/Mo33

2702 ピカソと人類の美術
大高保二郎, 永井隆

則編
三元社 723.36/P59

2703 はじめての西洋絵画 : 一生モノの基礎知識 (マンガで教養)
川瀬佑介著/にしう

ら染マンガ
朝日新聞出版 723/Ka97

2704 新怖い絵 (角川文庫:な50-9) 中野京子 [著] KADOKAWA 723/N39

2705 絵画の材料 三浦明範著
武蔵野美術大学出版

局
724.32/Mi67

2706 中野の森BAND 能町みね子著
ルーフトップ/ロフ

トブックス編集部
726.1/N94

2707 マンガの認知科学 : ビジュアル言語で読み解くその世界
ニール・コーン著/

中澤潤訳
北大路書房 726.101/C83
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2708 ドラえもん論 : ラジカルな「弱さ」の思想 (Ele-king books) 杉田俊介著

Pヴァイン/日販ア

イ・ピー・エス (発

売)

726.101/D87

2709 マンガ/漫画/MANGA : 人文学の視点から 前川修, 奥村弘編

神戸大学出版会/神

戸新聞総合出版セン

ター(発売)

726.101/Ma27

2710 マンガ学 : マンガによるマンガのためのマンガ理論 完全新訳版
スコット・マクラウ

ド著/椎名ゆかり訳
復刊ドットコム 726.101/Ma99

2711 白土三平伝 : カムイ伝の真実 (小学館文庫:[も26-1]) 毛利甚八著 小学館 726.101/Sh86

2712 北澤楽天と岡本一平 : 日本漫画の二人の祖 (集英社新書:1019F) 竹内一郎著 集英社 726.101/Ta67

2713 文学としてのマンガ 山田利博著 武蔵野書院 726.101/Y19

2714 マンガ・スタディーズ (ブックガイドシリーズ基本の30冊)
吉村和真, ジャク

リーヌ・ベルント編
人文書院 726.101/Y91

2715 マンガ創作塾 : 構想、描き方、見せ方まで : 美少女/ロボット/描写の極意 赤津豊著 玄光社 726.107/A33

2716
明日から絵描きで生きたい僕が身につけるべきは画力だけでなく××力だった : 神絵師13人の自己プロデュース

論

COJIRASE LUNCH

BOX監修/Ryota-H

[ほか] 話し手/宮本

祐輔聞き手

玄光社 726.501/C83

2717 キャラクターデザインを極める (Seibundo mook. イラストノート : 描く人のためのメイキングマガジン:No. 52) 誠文堂新光社 726.507/Se17

2718 トミーのコンセプトアート教室 : マンガと添削で楽しく学べる
富安健一郎著/佐倉

おりこマンガ
玄光社 726.507/To59

2719 私の絵本ろん : 中・高校生のための絵本入門 : 新装版 (平凡社ライブラリー:902) 赤羽末吉著 平凡社 726.601/A28

2720 日本の絵本 : 昭和期の作家たち (連続講座「絵本の愉しみ」:4) 吉田新一著 朝倉書店 726.601/Y86/4

2721 ポスター芸術の歴史 : アートミュージアム : ミュシャ、ロートレックからシュルレアリスムまで
デイヴィッド・ライ

マー著/井上廣美訳
原書房 727.6/R94
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2722 世界のかわいい散歩道 MdN編集部編

エムディエヌコーポ

レーション/インプ

レス (発売)

748/E55

2723 Why Drag?
マグナス・ヘイス

ティングス写真
国書刊行会 748/H38

2724 13(サーティーン) : ハンセン病療養所からの言葉 石井正則著 トランスビュー 748/I75

2725 印刷白書 2019 日本印刷技術協会著 日本印刷技術協会 749.09//'19

2726 Made in Kyoto : 京都の匠
前﨑信也, 山本真紗

子編
IBCパブリッシング 750.2162/Ma28

2727 輪島漆器からみる伝統産業の衰退と発展 安嶋是晴著 晃洋書房 752.2/Y64

2728 よみがえった奇跡の紅型 中川なをみ著 あすなろ書房 753.8/N32

2729 カルティエ、時の結晶
国立新美術館, 日本

経済新聞社編集
日本経済新聞社 755/C23

2730 現代日本刀の生成 : 物質性をめぐる人類学的研究 青木啓将著 言叢社 756.6/A53

2731 時代別日本の配色事典 城一夫著
パイインターナショ

ナル
757.3/J67

2732 大正・昭和の色彩と商品デザイン (配色事典:応用編, v. 2. A dictionary of color combinations) 青幻舎 757.3/Se17/2

2733 ウィリアム・モリスのフラワー・パターン : ヴィクトリア&アルバート博物館コレクションを中心に

[ウィリアム・モリ

ス作]/ローワン・ベ

イン著/城下真知子

翻訳

青幻舎インターナ

ショナル/青幻舎

(発売)

757/Mo78

2734 教科書に載った名曲 : 原題邦題事典
日外アソシエーツ編

集

日外アソシエーツ/

紀伊國屋書店 (発

売)

760.31/N71

2735 なぜ東大生の2人に1人はピアノを習っていたのか 中村三郎著 秀和システム 760.7/N37

2736 「わらべうた」から始める音楽教育 : 実践と理論に基づく 乳児の遊び編 十時やよい著 明治図書出版 760.7/To73
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2737 音楽でメシが食えるか? : 富澤一誠の根源的「音楽マーケティング論」
富澤一誠著/辻堂真

理著
言視舎 760.9/To59

2738 音楽で起業する : 8人の音楽起業家たちのストーリー 八木良太著 スタイルノート 760.9/Y16

2739 ゼロから分かる!図解クラシック音楽
宮本文昭, 富田隆監

修
世界文化社 760/Mi77

2740 音楽社会学序説 (平凡社ライブラリー:292)
Th.W.アドルノ著/

高辻知義, 渡辺健訳
平凡社 761.13/A16

2741 絆の音楽性 : つながりの基盤を求めて

スティーヴン・マ

ロック, コルウィ

ン・トレヴァーセン

編

音楽之友社 761.14/Ma39

2742 音楽知覚認知ハンドブック : 音楽の不思議の解明に挑む科学 小川容子 [ほか] 編 北大路書房 761.14/O65

2743 前向きに、考える : 演奏家のためのメンタル強化術 矢野龍彦著 音楽之友社 761.9/Y58

2744 古関裕而の昭和史 : 国民を背負った作曲家 (文春新書:1256) 辻田真佐憲著 文藝春秋 762.1/Ko83

2745 評伝古関裕而 新版 菊池清麿著 彩流社 762.1/Ko83

2746 はじめてのクラシック : 一生モノの基礎知識 (マンガで教養)

飯尾洋一監修/IKE

マンガ/朝日新聞出

版編著

朝日新聞出版 762.3/I31

2747 ベートーヴェンが読んだ本 藤田俊之著

幻冬舎メディアコン

サルティング/幻冬

舎 (発売)

762.34/B32

2748 リズム表現曲集 改訂版 1
音楽教育の会常任委

員会編
子どもの未来社 763.2/O65/1

2749 リズム表現曲集 改訂版 2
音楽教育の会常任委

員会編
子どもの未来社 763.2/O65/2
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2750 オペラがわかる101の質問

ザビーネ・ヘンツェ

=デーリング, ジー

クハルト・デーリン

グ著/長木誠司訳

アルテスパブリッシ

ング
766.1/H52

2751 世界の国歌・国旗 弓狩匡純著 KADOKAWA 767.5/Y96

2752 童謡名曲事典 長田暁二著 全音楽譜出版社 767.7/O72

2753 命の限りに : Iwatani Tokiko Award 10th anniversary
文藝春秋メディア事

業局編

岩谷時子音楽文化振

興財団
767.8/I97

2754 乃木坂46のドラマトゥルギー : 演じる身体/フィクション/静かな成熟 香月孝史著 青弓社 767.8/N93

2755 世阿弥の稽古哲学 増補新装版 西平直著 東京大学出版会 773.28/Z2

2756 マンガでわかる能・狂言

マンガでわかる能・

狂言編集部編/ス

ペースオフィスマン

ガ

誠文堂新光社 773/Ma43

2757 近代歌舞伎年表 名古屋篇 第14巻
国立劇場近代歌舞伎

年表編纂室編
八木書店

774.26/KoG/K-3-

14

2758 やさしい歌舞伎 : 一生モノの基礎知識 (マンガで教養)
千駄キャサリン執筆

/白川蟻んマンガ
朝日新聞出版 774/Se59

2759 浅利慶太 : 叛逆と正統 : 劇団四季をつくった男 梅津齊著
日之出出版/マガジ

ンハウス(発売)
775.1/A88

2760 寺山修司を待ちながら : 時代を挑発し続けた男の文化圏 石田和男著 言視舎 775.1/Te67

2761 『ミス・サイゴン』の世界 : 戦禍のベトナムをくぐり抜けて 麻生享志著 小鳥遊書房 775.4/A93

2762 宝塚の21世紀 : 演出家とスターが描く舞台
井上理惠, 鈴木国男,

関谷由美子著
社会評論社 775.4/Ta51

2763 映画とは“フィロソフィー" (最後の講義完全版) 大林宣彦著 主婦の友社 778.04/O12

2764 ディズニーCEOが実践する10の原則
ロバート・アイガー

著/関美和訳
早川書房 778.067/W37
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2765 映画でみる移民/難民/レイシズム 中村一成著 影書房 778.2/N37

2766 移動するメディアとプロパガンダ : 日中戦争期から戦後にかけての大衆芸術 (アジア遊学:247)
西村正男, 星野幸代

編
勉誠出版 778.2/N84

2767 拾われた男 松尾諭著 文藝春秋 778.21/Ma86

2768 ヒトラーと映画 : 総統の秘められた情熱
ビル・ニーヴン著/

若林美佐知訳
白水社 778.234/H77

2769 オードリー・ヘップバーンの言葉 (だいわ文庫:[327-1D]) 山口路子著 大和書房 778.253/H52

2770 マーティン・スコセッシ : 映画という洗礼 佐野亨編 河出書房新社 778.253/Sc9

2771 アメリカ文学と映画

杉野健太郎編集責任

/諏訪部浩一, 山口

和彦, 大地真介編著

三修社 778.253/Su42

2772 低予算の超・映画制作術 : 『カメラを止めるな!』はこうして撮られた 曽根剛著 玄光社 778.4/Ka35

2773 映画制作の教科書プロが教える60のコツ : 企画・撮影・編集・上映 (コツがわかる本) 衣笠竜屯監修
メイツユニバーサル

コンテンツ
778.4/Ki47

2774 映画監督が教えるまた観たい!と思わせる動画の法則

スティーヴ・ストッ

クマン著/Bスプラ

ウト訳

ボーンデジタル 778.4/St7

2775 ミッキーマウスヒストリー : ウォルトから世界へ

アンドレアス・デ

ジャ, マイケル・ラ

ブリー著/宮川未葉

訳

静山社 778.77/D78

2776 アニメーションの基礎知識大百科 増補改訂版 神村幸子著 グラフィック社 778.77/Ka37

2777 にっぽんアニメ創生記

渡辺泰, 松本夏樹,

Frederick S Litten

著/中川譲訳

集英社 778.77/N77

2778 高畑勲をよむ : 文学とアニメーションの過去・現在・未来
中丸禎子 [ほか] 編

著
三弥井書店 778.77/Ta33
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2779 映画で見直す同時代史 梅野正信著
ITSC静岡学術出版

事業部
778/U73

2780 インドにおける大衆芸能と都市文化 : タマーシャーの踊り子による模倣と欲望の上演 飯田玲子著 ナカニシヤ出版 779.0225/I26

2781 落語家のもの覚え (ちくま文庫:[た47-2]) 立川談四楼著 筑摩書房 779.13/Ta94

2782 どこからお話ししましょうか : 柳家小三治自伝 柳家小三治著 岩波書店 779.13/Y53

2783 解剖学 (はじめて学ぶ健康・スポーツ科学シリーズ:1)
齋藤健治編/大山卞

圭悟, 山田洋著
化学同人 780.1/H16/1

2784 スタンフォード式人生を変える運動の科学
ケリー・マクゴニガ

ル著/神崎朗子訳
大和書房 780.1/Ma15

2785 スポーツマンシップバイブル : スポーツに関わるすべての人が必読の「スポーツの真髄」 (Toyokan books) 中村聡宏著 東洋館出版社 780.1/N37

2786 なるほど最新スポーツ科学入門
伊東浩司, 吉田孝久,

青木和浩編
化学同人 780.1/N53

2787 コツとカンの運動学 : わざを身につける実践
日本スポーツ運動学

会編
大修館書店 780.1/N71

2788 大学生のための最新健康・スポーツ科学
日本大学文理学部体

育学研究室編
八千代出版 780.1/N71

2789 スポーツパフォーマンス分析入門 : 基礎となる理論と技法を学ぶ

ピーター・オドノ

ヒュー著/橘肇, 長

谷川悦示訳

大修館書店 780.1/O17

2790 スポーツ・バイオメカニクス入門 : 絵で見る講義ノート 第4版
金子公宥, 藤原敏行

著
杏林書院 780.11/Ka53

2791 姿勢と運動の力学がやさしくわかる本 : イラストで学ぶバイオメカニクスの基本
勝平純司, 山本敬三

著/江原義弘監修
ナツメ社 780.11/Ka87

2792 スポーツバイオメカニクス完全準拠ワークブック 宮西智久著 化学同人 780.11/Mi79
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2793 わかった気になるスポーツバイオメカニクス : 講義ノート

東海大学体育学部ス

ポーツバイオメカニ

クス研究室編/小河

原慶太, 山田洋著

東海大学出版部 780.11/To28

2794 よくわかるスポーツ文化論 改訂版 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 井上俊, 菊幸一編著 ミネルヴァ書房 780.13/I57

2795 2020東京オリンピック・パラリンピックを社会学する : 日本のスポーツ文化は変わるのか
日本スポーツ社会学

会編集企画委員会編
創文企画 780.13/O71

2796 未来を拓くスポーツ社会学 山田明編 みらい 780.13/Y19

2797 アスリートのメンタルは強いのか? (犀の教室)
荒井弘和編/雨宮怜

[ほか] 著
晶文社 780.14/A62

2798 アスリートのメンタルケア : 選手の心の悩みケースブック

内田直編著/西多昌

規, 関口邦子, 石原

心著

大修館書店 780.14/U14

2799 これからの健康とスポーツの科学 第5版 安部孝, 琉子友男編 講談社 780.19/A13

2800 エッセンシャルスポーツ栄養学
高田和子, 海老久美

子, 木村典代編
市村出版 780.19/E74

2801 図解スポーツ健康科学入門 北條達也編著 金芳堂 780.19/H81

2802 基礎から学ぶ!スポーツ救急医学 令和版 輿水健治著
ベースボール・マガ

ジン社
780.19/Ko86

2803 スポーツ・健康科学概論テキスト
森田恭光, 島﨑あか

ね編著
杏林書院 780.19/Mo67

2804 外科・内科、心理的問題、トレーニング、栄養、環境あらゆる角度から応える (ネッターのスポーツ医学全書:1)

クリストファー・

C・マッデン [ほか]

編/フランク・H・

ネッター作画/藤田

真樹子訳

エルゼビア・ジャパ

ン/ガイアブックス

(発売)

780.19/N66/1

2805 アスリートのための解剖学 : トレーニングの効果を最大化する身体の科学 大山卞圭悟著 草思社 780.19/O95
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2806 グローバル・アスレティックトレーナーがつくるスポーツの未来のかたち

立命館大学スポーツ

健康科学部GATプロ

グラム編

晃洋書房 780.19/R48

2807 スポーツ少年の運動能力を飛躍的に向上させる強い「眼」の作り方 立花龍司著 竹書房 780.19/Ta13

2808 基礎から学ぶ!スポーツ障害 令和版 鳥居俊著
ベースボール・マガ

ジン社
780.19/To67

2809 女子栄養大学のスポーツ栄養教室 上西一弘監修 女子栄養大学出版部 780.19/U44

2810 アスリートのための朝食術 : 一人暮らしでも、朝練の日でも、遠征の日でもこれなら続けられる

早稲田大学スポーツ

栄養研究所, エーム

サービス株式会社著

女子栄養大学出版部 780.19/W41

2811
茨城県パラスポーツガイド : 茨城県の障がい者スポーツを知ってみんなで楽しもう : 筑波大学大学院人間総合科

学研究科体育学専攻アダプテッド体育・スポーツ学寄附講座

松原豊, 齊藤まゆみ,

杉山文乃編著
ジアース教育新社 780.2131/I11

2812 ドイツのスポーツ都市 : 健康に暮らせるまちのつくり方 高松平藏著 学芸出版社 780.234/Ta42

2813 スポーツ/アート 中尾拓哉編 森話社 780.4/N42

2814 スポーツ・アイデンティティ : どのスポーツを選ぶかで人生は決まる 田崎健太著 太田出版 780.4/Ta99

2815 ポスト・スポーツの時代 山本敦久著 岩波書店 780.4/Y31

2816 子ども・青少年のスポーツライフ・データ : 4～21歳のスポーツライフに関する調査報告書 2019
[笹川スポーツ財団

編]
笹川スポーツ財団 780.59/Sa75/'19

2817 スポーツクラブの社会学 : 『「コートの外」より愛をこめ』の射程 水上博司 [ほか] 著 青弓社 780.6/Su75

2818 スポーツ立国論 : 日本人だけが知らない「経済、人材、健康」すべてを強くする戦略 安田秀一著 東洋経済新報社 780.9/Y62

2819 逆境をはねかえす広島型スポーツマネジメント学 : 地域とプロスポーツをともに元気にするマネジメント戦略 藤本倫史著 晃洋書房 780/F62

2820 2030年のスポーツのすがた (スポーツ白書:2020) 笹川スポーツ財団 780/SuH/'20

2821 今こそ「スポーツとは何か?」を考えてみよう! 玉木正之著 春陽堂書店 780/Ta78

2822 魔法のストレッチ
黒田美帆, 大村佳子

著
マキノ出版 781.4/Ku72

2823 伝統ゲーム大事典 : 子供から大人まであそべる世界の遊戯 高橋浩徳著 朝倉書店 781.9/Ta33

2824 「遊ぶ」が勝ち : 新装版 (中公新書ラクレ:684) 為末大著 中央公論新社 782.3/Ta81
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2825 なぜ"ブブカ"はスポーツでもビジネスでも成功し続けるのか セルゲイ・ブブカ著 小学館 782.4/B81

2826 走る医師団が答える「ランニングケア」 : 現役サブスリーランナー100人の悩みを解決 松田芳和著 カンゼン 782/Ma75

2827 陸上競技ルールブック 2020年度版 日本陸上競技連盟編 あい出版 782/N71/'20

2828 『能町みね子のときめきサッカーうどんサポーター』、略して能サポ (講談社文庫:の17-2) 能町みね子 [著] 講談社 783.47/Ka31

2829 サッカー13の視点 : 13人の研究者によるアカデミックサッカー講義
大串哲朗, 山本敦久,

島崎崇史編
創文企画 783.47/Sa42

2830 平尾誠二を語る 橋野薫, 込山駿著 草思社 783.48/H67

2831 フェデラーの一瞬

デイヴィッド・フォ

スター・ウォレス著

/阿部重夫訳

河出書房新社 783.5/W36

2832 野球と暴力 : 殴らないで強豪校になるために 元永知宏著 イースト・プレス 783.7/Mo87

2833 迫りくる戦時体制と職業野球 (プロ野球の誕生:[1]) 中西満貴典著 彩流社 783.7/N38

2834 リーグ元年の万華鏡 (プロ野球の誕生:2) 中西満貴典著 彩流社 783.7/N38/2

2835 日本野球の源流 : ベースボールの誕生・伝来から明治野球の発展へ 岡野進著 右文書院 783.7/O45

2836 プロ野球vs.オリンピック : 幻の東京五輪とベーブ・ルース監督計画 (筑摩選書:0189) 山際康之著 筑摩書房 783.7/Y23

2837 慶應大学法学部卒女子プロが教えるゴルフ「脳内整理」メキメキ上達術 (Zaiten books) 永野千秋著 財界展望新社 783.8/N16

2838 ひとつひとつ。少しずつ。 鈴木明子著 KADOKAWA 784.65/Su96

2839 羽生結弦を生んだ男都築章一郎の道程 (集英社新書:ノンフィクション:1005N) 宇都宮直子著 集英社 784.65/Ts99

2840 ただ波に乗る 水野英莉著 晃洋書房 785.3/Mi96

2841 日日是好日 : 「お茶」が教えてくれた15のしあわせ (新潮文庫:8562, も-34-1) 森下典子著 新潮社 791.049/Mo65

2842 茶室設計 最新版 (エクスナレッジムック. 世界で一番やさしい : 115のキーワードで学ぶ:30) 桐浴邦夫著 エクスナレッジ 791.6/Ki54

2843 香道の文化史 (歴史文化ライブラリー:499) 本間洋子著 吉川弘文館 792.021/H85

2844
Strategies of adaptation in tourist communication : linguistic insights : hardback [i.e. pbk] (Utrecht studies

in language and communication:31)

edited by Gudrun

Held
Brill 801.03/H51

2845 文体再見 (新典社選書:94) 半沢幹一著 新典社 801.6/H29

2846 学問としての翻訳 : 『季刊翻訳』『翻訳の世界』とその時代
佐藤=ロスベアグ・

ナナ [著]
みすず書房 801.7/Ki21
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2847 本当の翻訳の話をしよう (Switch library)
村上春樹, 柴田元幸

著

スイッチ・パブリッ

シング
801.7/Mu43

2848 ぼくは翻訳についてこう考えています : 柴田元幸の意見100 柴田元幸著 アルク 801.7/Sh18

2849 日本手話研究所50周年記念号 (手話・言語・コミュニケーション:No. 8) 日本手話研究所編 文理閣 801.92/N71

2850 ひと目でわかる実用手話辞典 第2版
NPO手話技能検定

協会監修
新星出版社 801.92/Sh99

2851 日本の手話いろいろ : イラストで見る全国各地の手話 2
全国手話通訳問題研

究会編
文理閣 801.92/Z3/2

2852 学際的科学としての言語学研究 : 吉田光演教授退職記念論集 (ひつじ研究叢書:言語編:第170巻)
田中雅敏, 筒井友弥,

橋本将編
ひつじ書房 801/G16

2853 ことばの不思議の国 : 言語学の魅力がわかる本 (叢書インテグラーレ:018)

広島大学大学院総合

科学研究科編/柴田

美紀責任編集

丸善出版 801/H73

2854 はじめての語用論 : 基礎から応用まで 加藤重広, 澤田淳編 研究社 801/Ka86

2855
音読で外国語が話せるようになる科学 : 科学的に正しい音読トレーニングの理論と実践 (サイエンス・アイ新

書:SIS-444)
門田修平著 SBクリエイティブ 807/Ka14

2856 人前であがらずに話せる100の法則 : あがりメカニズムから導き出した実践法 新田祥子著
日本能率協会マネジ

メントセンター
809.2/N88

2857 話すチカラ
齋藤孝, 安住紳一郎

著
ダイヤモンド社 809.2/Sa25

2858 声の文化を楽しむ : 朗読のすすめ 好本惠著

日外アソシエーツ/

紀伊國屋書店 (発

売)

809.4/Y91

2859 日本語の連続/不連続 : 百年前の「かきことば」を読む (平凡社新書:935) 今野真二著 平凡社 810.26/Ko75

2860 日本語「起源」論の歴史と展望 : 日本語の起源はどのように論じられてきたか 長田俊樹編 三省堂 810.29/O72

2861 明解日本語学辞典
森山卓郎, 渋谷勝己

編
三省堂 810.33/Mo73
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2862 日本語力で切り開く未来 (インターナショナル新書:049) 齋藤孝著

集英社インターナ

ショナル/集英社

(発売)

810.4/Sa25

2863 データに基づく日本語のモダリティ研究
田窪行則, 野田尚史

編
くろしお出版 810.4/Ta74

2864 図解眠れなくなるほど面白い大人のための日本語と漢字 山口謠司監修 日本文芸社 810.4/Y24

2865 文法 第55号 2018年 第2分冊 (日本語学論説資料:第2分冊) 論説資料保存会 810.5/3/55-2

2866 文法 第55号 2018年 第2分冊(増刊) (日本語学論説資料:第2分冊) 論説資料保存会 810.5/3/55-2-2

2867 そのまんまの日本語 : 自然な会話で学ぶ 遠藤織枝編 ひつじ書房 810.7/E59

2868 日本語教育よくわかる文法 藤原雅憲著 アルク 810.7/F68(1)

2869 日本語教育よくわかる文法 藤原雅憲著 アルク 810.7/F68(2)

2870 日本語教育よくわかる文法 藤原雅憲著 アルク 810.7/F68(3)

2871 日本語教育よくわかる文法 藤原雅憲著 アルク 810.7/F68(4)

2872 日本語教育よくわかる文法 藤原雅憲著 アルク 810.7/F68(5)

2873 日本語を教えるための教材研究入門
深澤のぞみ, 本田弘

之著
くろしお出版 810.7/F72

2874 どうすれば論文・レポートが書けるようになるか : 学習者から学ぶピア・レスポンス授業の科学

石黒圭, 烏日哲編著

/井伊菜穂子 [ほか]

著

ココ出版 810.7/I73

2875 日本語教育よくわかる教授法 : 「コース・デザイン」から「外国語教授法の史的変遷」まで 小林ミナ著 アルク 810.7/Ko12(1)

2876 日本語教育よくわかる教授法 : 「コース・デザイン」から「外国語教授法の史的変遷」まで 小林ミナ著 アルク 810.7/Ko12(2)

2877 日本語教育よくわかる教授法 : 「コース・デザイン」から「外国語教授法の史的変遷」まで 小林ミナ著 アルク 810.7/Ko12(3)

2878 日本語教育よくわかる教授法 : 「コース・デザイン」から「外国語教授法の史的変遷」まで 小林ミナ著 アルク 810.7/Ko12(4)

2879 日本語教育よくわかる教授法 : 「コース・デザイン」から「外国語教授法の史的変遷」まで 小林ミナ著 アルク 810.7/Ko12(5)

2880 学習を評価する (国際交流基金日本語教授法シリーズ:12) 国際交流基金著 ひつじ書房 810.7/Ko51/12

2881 読むことを教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ:7) 国際交流基金著 ひつじ書房 810.7/Ko51/7

2882 初級を教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ:9) 国際交流基金著 ひつじ書房 810.7/Ko51/9
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2883 日本語教育よくわかる音声 松崎寛, 河野俊之著 アルク 810.7/Ma92(1)

2884 日本語教育よくわかる音声 松崎寛, 河野俊之著 アルク 810.7/Ma92(2)

2885 日本語教育よくわかる音声 松崎寛, 河野俊之著 アルク 810.7/Ma92(3)

2886 日本語教育よくわかる音声 松崎寛, 河野俊之著 アルク 810.7/Ma92(4)

2887 日本語教育よくわかる音声 松崎寛, 河野俊之著 アルク 810.7/Ma92(5)

2888 超基礎・日本語教育
森篤嗣編著/太田陽

子 [ほか] 著
くろしお出版 810.7/Mo45

2889 日本語教育よくわかる語彙
秋元美晴, 押尾和美,

丸山岳彦著
アルク 810.7/N71(1)

2890 日本語教育よくわかる語彙
秋元美晴, 押尾和美,

丸山岳彦著
アルク 810.7/N71(2)

2891 日本語教育よくわかる語彙
秋元美晴, 押尾和美,

丸山岳彦著
アルク 810.7/N71(3)

2892 日本語教育よくわかる語彙
秋元美晴, 押尾和美,

丸山岳彦著
アルク 810.7/N71(4)

2893 日本語教育よくわかる語彙
秋元美晴, 押尾和美,

丸山岳彦著
アルク 810.7/N71(5)

2894 蚕と戦争と日本語 : 欧米の日本理解はこうして始まった 小川誉子美著 ひつじ書房 810.7/O24

2895 日本語を教えるための第二言語習得論入門 大関浩美著 くろしお出版 810.7/O98

2896 日本語教育に生かす第二言語習得研究 改訂版 迫田久美子著 アルク 810.7/Sa43

2897 多文化共生のコミュニケーション : 日本語教育の現場から 改訂版 徳井厚子著 アルク 810.7/To37

2898 若者言葉ネーミングテレビの言葉ほか (山口仲美著作集:7. 現代語の諸相:1) 山口仲美著 風間書房 810.8/Y24/7

2899 コピーライターじゃなくても知っておきたい心をつかむ超言葉術 阿部広太郎著 ダイヤモンド社 810/A13

2900 やさしい日本語のしくみ : 日本語学の基本 改訂版 庵功雄 [ほか] 著 くろしお出版 810/Y61

2901 「上代のことばと文字」入門 (上代文学研究法セミナー)
瀬間正之編/笹原宏

之 [ほか] 執筆
花鳥社 811.02/Se51

191



2020年4月～8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

2902 類語活用辞典 新装版
磯貝英夫, 室山敏昭

編
東京堂出版 813.5/I85

2903 近世の語彙 : 身分階層の時代 (シリーズ「日本語の語彙」:4)
小野正弘編/平林香

織[ほか]著
朝倉書店 814.08/H54/4

2904 四民平等の時代 (シリーズ「日本語の語彙」:5. 近代の語彙:1)
陳力衛編/村山昌俊

[ほか] 著
朝倉書店 814.08/H54/5

2905 新敬語「マジヤバイっす」 : 社会言語学の視点から 中村桃子著
白澤社/現代書館

(発売)
814.9/N37

2906 日本語の語彙・表記 (コーパスで学ぶ日本語学)
小椋秀樹編/小椋秀

樹 [ほか] 著
朝倉書店 814/O26

2907 文の成立と主語・述語 竹林一志著 花鳥社 815/Ta58

2908 詳解公用文の書き方 : 分かりやすく正確な公用文を書くために 瀬口至著 夢の友出版 816.4/Se16

2909 大学1年生の君が、はじめてレポートを書くまで。 川崎昌平著 ミネルヴァ書房 816.5/Ka97

2910 ことばと表現 : 大学での日本語表現の基礎 君野隆久著

京都造形芸術大学東

北芸術工科大学出版

局藝術学舎

816.5/Ki33

2911 能力を最大限に発揮できる独学による論文の書き方 最上心瑛著

ブイツーソリュー

ション/星雲社 (発

売)

816.5/Mo16

2912 留学生のための論理的な文章の書き方 新訂版
二通信子, 佐藤不二

子著

スリーエーネット

ワーク
816.5/N88

2913 段落論 : 日本語の「わかりやすさ」の決め手 (光文社新書:1051) 石黒圭著 光文社 816/I73

2914 一目でわかる文章術 : 文章は「見た目」で決まる
石黒圭編著/青木優

子 [ほか] 著
ぱる出版 816/I73

2915 だれでも書ける最高の読書感想文 (角川文庫:17451) 斎藤孝 [著]

角川書店/角川グ

ループパブリッシン

グ

816/Sa25
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2916 伝わる文章の基本 : 初心者からプロまで一生使える 高橋廣敏著 総合法令出版 816/Ta33

2917 大学一年生の文章作法 (岩波テキストブックス:α) 山本幸司著 岩波書店 816/Y31

2918 生きる力を身につける14歳からの読解力教室 犬塚美輪著 笠間書院 817.5/I59

2919 社会を生き抜く伝える力A to Z : 心・言葉・声11のレッスン
荒木晶子監修/新木

睦子[ほか]著
実教出版 817.8/Sh12

2920 初級沖縄語 花薗悟著 研究社 818.99/H28

2921 新HSK1級必ず☆でる単スピードマスター入門450語 : HSK主催機関認可 李禄興原著 Jリサーチ出版 820.7/R47/1

2922 新HSK1級必ず☆でる単スピードマスター入門450語 : HSK主催機関認可 李禄興原著 Jリサーチ出版 820.7/R47/1(1)

2923 新HSK2級必ず☆でる単スピードマスター基礎550語 : HSK主催機関認可 李禄興原著 Jリサーチ出版 820.7/R47/2

2924 新HSK2級必ず☆でる単スピードマスター基礎550語 : HSK主催機関認可 李禄興原著 Jリサーチ出版 820.7/R47/2(1)

2925 新HSK3級必ず☆でる単スピードマスター初級650語 : HSK主催機関認可 李禄興原著 Jリサーチ出版 820.7/R47/3

2926 新HSK3級必ず☆でる単スピードマスター初級650語 : HSK主催機関認可 李禄興原著 Jリサーチ出版 820.7/R47/3(1)

2927 新HSK4級必ず☆でる単スピードマスター初中級800語 : HSK主催機関認可 李禄興原著 Jリサーチ出版 820.7/R47/4

2928 新HSK4級必ず☆でる単スピードマスター初中級800語 : HSK主催機関認可 李禄興原著 Jリサーチ出版 820.7/R47/4(1)

2929 最短最速で上達する中国語学習法 : ビジネス中国語なんて超簡単! 高橋勇進著
CCCメディアハウ

ス
820.7/Ta33

2930 中国語検定HSK公認テキスト 改訂版 4級
宮岸雄介著/スプ

リックス編
スプリックス 820.79//['18]

2931 中国語検定HSK公認テキスト 改訂版 1級
宮岸雄介著/スプ

リックス編
スプリックス 820.79//['19]

2932 中国語検定HSK公認テキスト 改訂版 2級
宮岸雄介著/スプ

リックス編
スプリックス 820.79//['19]

2933 中国語検定HSK公認テキスト 改訂版 3級
宮岸雄介著/スプ

リックス編
スプリックス 820.79//['19]

2934 中国語検定HSK公認長文テキスト 改訂版 5級
スプリックス中国語

教育事業部編著
スプリックス 820.79//['19]
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2935 中国語検定HSK公認長文テキスト 改訂版 5級
スプリックス中国語

教育事業部編著
スプリックス 820.79//['19]

2936 初中級レベル : HSK3級準拠 (Standard course : 中国語の世界標準テキスト:3) 于淼, 李琳编 スプリックス 820.79/Ky5/3

2937 初中級レベル : HSK3級準拠 (Standard course : 中国語の世界標準テキスト:3) 于淼, 李琳编 スプリックス 820.79/Ky5/3(1)

2938 中級レベル : HSK4級準拠 上 (Standard course : 中国語の世界標準テキスト:4) 董政, 張軍编 スプリックス 820.79/Ky5/4-1

2939 中級レベル : HSK4級準拠 上 (Standard course : 中国語の世界標準テキスト:4) 董政, 張軍编 スプリックス 820.79/Ky5/4-1(1)

2940 中級レベル : HSK4級準拠 下 (Standard course : 中国語の世界標準テキスト:4) 董政, 張軍编 スプリックス 820.79/Ky5/4-2

2941 中級レベル : HSK4級準拠 下 (Standard course : 中国語の世界標準テキスト:4) 董政, 張軍编 スプリックス 820.79/Ky5/4-2(1)

2942 超入門!書いて覚える中国語ドリル : オールカラー 王婷婷著 ナツメ社 820/O85

2943 中国語標準テキスト : 初級 孫路易著 郁文堂 820/So48/1

2944 中国語標準テキスト : 初級 孫路易著 郁文堂 820/So48/1(1)

2945 四声完全マスター : 中国語らしい発音になる! 胡興智著 コスモピア 821.1/Ko54

2946 四声完全マスター : 中国語らしい発音になる! 胡興智著 コスモピア 821.1/Ko54/(1)

2947 漢字とアジア : 文字から文明圏の歴史を読む (ちくま文庫:[い96-1]) 石川九楊著 筑摩書房 821.2/I76

2948 中国語簡体字練習帳 : 書き込み式 2
ALA中国語教室, ア

スク出版編集部編
アスク出版 821.27/A41/2

2949 やさしくくわしい中国語文法の基礎 改訂新版 守屋宏則, 李軼倫著 東方書店 825/Mo72

2950 完全マスター中国語の文法 改訂版 瀬戸口律子著 語研 825/Se93

2951 『人民日報』で学ぶ「論説体中国語」翻訳ドリル 初・中級 三潴正道著 浙江出版集団東京 827.5/Mi65

2952 『人民日報』で学ぶ「論説体中国語」翻訳ドリル 初・中級 三潴正道著 浙江出版集団東京 827.5/Mi65(1)

2953 場面でマスター!中国語会話 氷野善寛 [ほか] 著 駿河台出版社 827.8/B16

2954 場面でマスター!中国語会話 氷野善寛 [ほか] 著 駿河台出版社 827.8/B16(2)

2955 場面でマスター!中国語会話 氷野善寛 [ほか] 著 駿河台出版社 827.9/B16(1)

2956 アイヌ語の世界 新装普及版 田村すゞ子著 吉川弘文館 829.2/Ta82

2957 英語史を学び英語を学ぶ : 英語の現在と過去の対話 (開拓社言語・文化選書:84) 高橋英光著 開拓社 830.2/Ta33

2958 英語学論説資料 第52号 (2018年分) 第1分冊 論説資料保存会 830.4/42/52-1

2959 英語学論説資料 第52号 (2018年分) 第2分冊 論説資料保存会 830.4/42/52-2
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2960 英語学論説資料 第52号 (2018年分) 第3分冊 論説資料保存会 830.4/42/52-3

2961 英語学論説資料 第52号 (2018年分) 第4分冊 論説資料保存会 830.4/42/52-4

2962 英語学論説資料 第52号 (2018年分) 第5分冊 論説資料保存会 830.4/42/52-5

2963 英語学論説資料 第52号 (2018年分) 第6分冊 論説資料保存会 830.4/42/52-6

2964 英語上達40レッスン : 言語学から見た4技能の伸ばし方
畠山雄二編/縄田裕

幸[ほか]著
朝倉書店 830.7/H41

2965 ヘレン・ケラーの言語習得 : 奇跡と生得性 (開拓社言語・文化選書:85) 米山三明著 開拓社 830.7/Ke32

2966 アジアNo.1英語教師の超勉強法 : 世界最大の教育機関ピアソンが選んだ 嶋津幸樹著 DHC 830.7/Sh46

2967 「使える英語」はなぜ身につかないか : 英語4技能の文化的なハードル
尾見康博, 島津由以

子, 丑丸直子著
金子書房 830.7/Ts52

2968 英語バカのすすめ : 私はこうして英語を学んだ (ちくまプリマー新書:348) 横山雅彦著 筑摩書房 830.7/Y79

2969 キクタン英検2級ワークブック 一杉武史編著 アルク 830.79/H77

2970 NHK基礎英語3 CAN-DOチェックサクッとおさらい!書き込み式ワークブック スタート編 (語学シリーズ)
投野由紀夫監修

/NHK出版編
NHK出版 830/N71/1

2971 NHK基礎英語3 16日間完全マスター!書き込み式ワークブック 夏の総まとめ編 (語学シリーズ)
投野由紀夫監修

/NHK出版編
NHK出版 830/N71/2

2972 NHK基礎英語3 CAN-DOチェックしっかりおさらい!書き込み式ワークブック 総集編 (語学シリーズ)
投野由紀夫監修

/NHK出版編
NHK出版 830/N71/3

2973 英語とつきあうための50の問い : 英語を学ぶ・教える前に知っておきたいこと
田中富士美, 野沢恵

美子編著
明石書店 830/Ta84

2974 CNNニュース・リスニング : CD&電子書籍版付き 2020[春夏]
「CNN English

Express」編集部編
朝日出版社 831.1/AsS/'20-1

2975 ナチュラル英語を絶対聞き取る!5段変速リスニング完全マスター 新田晴彦著 コスモピア 831.1/N88

2976 英語50語の語源書 赤瀬修著
愛媛新聞サービスセ

ンター
832/A32
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2977 ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険

コーリー・スタン

パー著/鴻巣友季子

[ほか] 訳

左右社 833/St1

2978 大学留学を成功させる英語キーフレーズ600+ 岡本茂紀著 コスモピア 834.4/O42

2979 英熟語図鑑 : お勉強感ゼロで身につく

清水建二, すずきひ

ろし著/本間昭文イ

ラスト

かんき出版 834.4/Sh49

2980 Wordquest(ワードクエスト) : 世界とつながる上級英単

九州大学共創学部

ワードクエスト編集

委員会編

九州大学出版会 834/Ky9

2981 NHK基礎英語これだけ英単語300
NHK「基礎英語」

制作班編

ディスカヴァー・

トゥエンティワン
834/N69

2982 Collins COBUILD English usage 4th ed : ja : [pbk.] Collins 835.033/C84

2983 音と形態 (ネイティブ英文法:3)
都田青子, 平田一郎

著
朝倉書店 835.08/H41/3

2984 英語の複数と冠詞 : ネイティブの感覚を読む 小泉賢吉郎著
ジャパンタイムズ出

版
835.2/Ko38

2985 節のタイプと発話力, そして発話の内容 (「英文法大事典」シリーズ:6)

Rodney

Huddleston,

Geoffrey K. Pullum

著/畠山雄二編集委

員長/松本マスミ

[ほか] 訳

開拓社 835/HuR/6

2986 日本語を活用して学ぶ英文法
石居康男, 桒原和生

著

神田外語大学出版局

/ぺりかん社 (発売)
835/I75

2987 「おかしな英語」で学ぶ生きた英文法
唐澤一友, 福田一貴

著
亜紀書房 835/Ka62
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2988 英文が読めるようになるマンガ英文法教室
こいけかずとし文+

絵
ベレ出版 835/Ko31

2989 「自分カメラ」の日本語「観客カメラ」の英語 : 英文法のコアをつかむ 熊谷高幸著 新曜社 835/Ku33

2990 NHK基礎英語3 書いて確認1週間で仕上げる中3の英文法 (語学シリーズ)
投野由紀夫監修

/NHK出版編
NHK出版 835/N71

2991 英文法をこわす : 感覚による再構築 (NHK出版新書:621) 大西泰斗著 NHK出版 835/O66

2992 否定表現 (「シリーズ」英文法を解き明かす : 現代英語の文法と語法:8. ことばとスコープ:2) 五十嵐海理著 研究社 835/ShE/8

2993
ニュース英語で上級を目指せ!書ける話せる反訳トレーニング : 高校生からはじめる「現代英語」 (語学シリー

ズ)
伊藤サム著 NHK出版 836/I91

2994 天声人語 : 英文対照 v. 200 2020春
朝日新聞論説委員室

編/英文朝日訳
原書房 837.5/13/200

2995 ミル『自由論』原書精読への序説 薬袋善郎著 研究社 837.5/Mi27

2996 英日翻訳の技術 : 認知言語学的発想
鍋島弘治朗, マイケ

ル・ブルックス著
くろしお出版 837.5/N11

2997 英語で読む大統領演説 (放送大学教材:1420119-1-2011) 宮本陽一郎著 放送大学教育振興会 837.7/Mi77

2998 シンプルな英語で話す世界史 : 対訳

ジェームス・M・

バーダマン, 松園伸

著/written by

James M.

Vardaman and

Shin Matsuzono

ジャパンタイムズ出

版
837.7/V42

2999 おもてなしの基礎英語全フレーズ集 (語学シリーズ. NHK CD BOOK) 井上逸兵著 NHK出版 837.8/I57

3000 ネイティブの"こども英語"で通じる英会話 甲斐ナオミ著 あさ出版 837.8/Ka21

3001 起きてから寝るまで子育て英語表現1000
吉田研作監修/春日

聡子執筆・解説
アルク 837.8/Ka79

3002 ネイティブを動かすプレミアム英会話50 : 漫画で覚える
加藤友朗著/現代洋

子漫画
新潮社 837.8/Ka86
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3003 Mr.コーパス投野由紀夫のより抜き表現360 : NHK基礎英語データベース (語学シリーズ)

投野由紀夫監修・解

説/NHK「基礎英

語」制作班編

NHK出版 837.8/N69

3004 解くだけで思いのままに英語が話せる! : ゼッタイ覚えたい英会話フレーズ100 塚本亮著 三修社 837.8/Ts54

3005 English for tourism intermediate 観光英検センター編 三修社 837.8/Z3/2

3006 アメリカ大使館神といわれた同時通訳者 : 英日・日英通訳のカミワザ 松本道弘著 さくら舎 837/N87

3007 ディストピア・フィクション論 : 悪夢の現実と対峙する想像力 : Is this the life we really want? 円堂都司昭著 作品社 901.3/E59

3008 これは小説ではない 佐々木敦著 新潮社 901.3/Sa75

3009 たった40分で誰でも必ず小説が書ける超ショートショート講座 増補新装版 田丸雅智著 WAVE出版 901.307/Ta79

3010 「クリティカル・ワード」文学理論 : 読み方を学び文学と出会いなおす
三原芳秋, 渡邊英理,

鵜戸聡編
フィルムアート社 901/Ku67

3011 プルーストから村上春樹へ : 「時間」で読み解く世界文学 (幻冬舎ルネッサンス新書:197, [お-8-1]) 岡本正明著

幻冬舎メディアコン

サルティング/幻冬

舎 (発売)

902.05/O42

3012 世界魔法道具の大図鑑

バッカラリオ, オリ

ヴィエーリ文/ソー

マ絵/山崎瑞花訳

西村書店 902.3/B13

3013 日本文学を読む/日本の面影 (新潮選書) ドナルド・キーン著 新潮社 910.2/Ke18

3014 奈良の文学とことば (奈良大ブックレット:08)
山田昇平 [ほか] 著/

奈良大学編
ナカニシヤ出版 910.2/N51

3015 紫式部ひとり語り (角川文庫:22058. 角川ソフィア文庫||カドカワ ソフィア ブンコ:[C119-1]) 山本淳子[著] KADOKAWA 910.23/Mu56

3016 古代中世文学論考 第40集
古代中世文学論考刊

行会編
新典社 910.23/Shi/K-40

3017 平安文学の人物と史的世界 : 随筆・私家集・物語 高橋由記著 武蔵野書院 910.23/Ta33

3018 現代文学は「震災の傷」を癒やせるか : 3・11の衝撃とメランコリー 千葉一幹著 ミネルヴァ書房 910.26/C42

3019 百年の批評 : 近代をいかに相続するか 福嶋亮大著 青土社 910.26/F84

3020 匂いと香りの文学誌 (春陽堂ライブラリー:001) 真銅正宏著 春陽堂書店 910.26/Sh62
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3021 明治の教養 : 変容する「和」「漢」「洋」 鈴木健一編 勉誠出版 910.261/Su96

3022 天皇論 : 江藤淳と三島由紀夫 富岡幸一郎著 文藝春秋 910.268/E78

3023 江藤淳は甦える 平山周吉著 新潮社 910.268/E78

3024 百田尚樹をぜんぶ読む (集英社新書:1018F)
杉田俊介, 藤田直哉

著
集英社 910.268/H99

3025 「井上ひさし」を読む : 人生を肯定するまなざし (集英社新書:1014F)

小森陽一, 成田龍一

編著/今村忠純 [ほ

か著]

集英社 910.268/I57

3026 開高健思考する人 (ロング新書) 谷沢永一著 ロングセラーズ 910.268/Ka21

3027
松本清張が「砂の器」を書くまで : ベストセラーと新聞小説の一九五〇年代 (早稲田大学エウプラクシス叢

書:021)
山本幸正著 早稲田大学出版部 910.268/Ma81

3028 三島由紀夫 (Century books. 人と思想:197) 熊野純彦著 清水書院 910.268/Mi53

3029 三島由紀夫を巡る旅 : 悼友紀行 (新潮文庫:11280, き-30-6)
徳岡孝夫, ドナル

ド・キーン著
新潮社 910.268/Mi53

3030 宮沢賢治論 中村稔著 青土社 910.268/Mi89

3031 森鷗外事典 平川祐弘編 新曜社 910.268/Mo61

3032 村上春樹の世界 (講談社文芸文庫:[かP6]) 加藤典洋 [著] 講談社 910.268/Mu43

3033 ふたりの村上 : 村上春樹・村上龍論集成 吉本隆明著 論創社 910.268/Mu43

3034 漱石を知っていますか (新潮文庫:11316, あ-7-41) 阿刀田高著 新潮社 910.268/N58

3035 漱石文体見本帳 北川扶生子著 勉誠出版 910.268/N58

3036 漱石深読 小森陽一著 翰林書房 910.268/N58

3037 司馬遼太郎と昭和 (週刊朝日MOOK) 朝日新聞出版 910.268/Sh17

3038 『豊饒の海』の時代 (三島由紀夫研究:20)
松本徹 [ほか] 責任

編集
鼎書房 910.28/MiY/K-20

3039 国文学年次別論文集 平成26(2014)年 中世1 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'14-4-1

3040 国文学年次別論文集 平成26(2014)年 中世2 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'14-4-2

3041 国文学年次別論文集 平成26(2014)年 近世1 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'14-5-1
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3042 国文学年次別論文集 平成26(2014)年 近世2 学術文献刊行会編集 朋文出版 910.4/9/'14-5-2

3043 四季の創造 : 日本文化と自然観の系譜 (角川選書:638)
ハルオ・シラネ著/

北村結花訳
KADOKAWA 910.4/Sh84

3044 玉葉和歌集 下 (和歌文学大系:39-40) 中川博夫著 明治書院 911.145/KyT/G-2

3045 風葉和歌集新注 3 (新注和歌文学叢書:20, 23, 28)
名古屋国文学研究会

著
青簡舎 911.147/FuW/N-3

3046 そのままでいい : 100万いいね!を集めた176の言葉 田口久人 [著]
ディスカヴァー・

トゥエンティワン
911.56/Ta19

3047 絵の内と外 : 谷川俊太郎の世界を描く
谷川俊太郎詩/後藤

眞理子編
講談社 911.56/Ta88

3048 面白くて眠れなくなる『古事記』 島崎晋著

PHPエディター

ズ・グループ/PHP

研究所 (発売)

913.2/Ko39

3049 【令和版】全訳小説伊勢物語 服部真澄著 講談社 913.32/H44

3050 千年の眠りを醒ます『伊勢物語』 服部真澄著 講談社 913.32/H44

3051 はじめて読む源氏物語
今井上編/青島麻子

[ほか著]
花鳥社 913.36/I43

3052 源氏物語=反復と模倣 熊野純彦著 作品社 913.36/Mu56

3053 『源氏物語』の光と影 (新典社研究叢書:324) 西田禎元著 新典社 913.36/N81

3054 御伽草子集 : 新装版 (新潮日本古典集成) 松本隆信校注 新潮社 913.49/Ma81

3055 迷宮の月 安部龍太郎著 新潮社 913.6/A13

3056 ハイパー (わたし、定時で帰ります。:[2]) 朱野帰子 [著] 新潮社 913.6/A33/[2]

3057 一房の葡萄 (ハルキ文庫:あ-20-1) 有島武郎著 角川春樹事務所 913.6/A76

3058 流人道中記 上 浅田次郎著 中央公論新社 913.6/A81/1

3059 流人道中記 下 浅田次郎著 中央公論新社 913.6/A81/2

3060 落花狼藉 朝井まかて著 双葉社 913.6/A83
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3061 フリークス (角川文庫:16776) 綾辻行人 [著]

角川書店/角川グ

ループパブリッシン

グ (発売)

913.6/A98

3062 十字架のカルテ : the psychiatrist 知念実希人著 小学館 913.6/C46

3063 レゾンデートル (実業之日本社文庫:ち1-4) 知念実希人著 実業之日本社 913.6/C46

3064 彼女たちの場合は 江國香織著 集英社 913.6/E44

3065 二十三時の夜食カフェ (マカン・マラン) 古内一絵著 中央公論新社 913.6/F92/1

3066 女王さまの夜食カフェ (マカン・マラン:ふたたび) 古内一絵著 中央公論新社 913.6/F92/2

3067 きまぐれな夜食カフェ (マカン・マラン:みたび) 古内一絵著 中央公論新社 913.6/F92/3

3068 さよならの夜食カフェ (マカン・マラン:おしまい) 古内一絵著 中央公論新社 913.6/F92/4

3069 おおきな森 古川日出男著 講談社 913.6/F93

3070 雨と詩人と落花と (徳間文庫:は40-4. [徳間時代小説文庫]) 葉室麟著 徳間書店 913.6/H26

3071 「あの絵」のまえで 原田マハ著 幻冬舎 913.6/H32

3072 少年と犬 馳星周著 文藝春秋 913.6/H36

3073 猫君 畠中恵著 集英社 913.6/H41

3074 コード・ブルー : ドクターヘリ緊急救命 [1st シーズン] (扶桑社文庫:[は10-1],[は10-2],[あ17-1],[あ17-2])
林宏司脚本/沢村光

彦ノベライズ
扶桑社 913.6/H48/1

3075 素敵な日本人 (光文社文庫:[ひ6-17]) 東野圭吾著 光文社 913.6/H55

3076 疾風ロンド (実業之日本社文庫:ひ12) 東野圭吾著 実業之日本社 913.6/H55

3077 ボックス! 上 (講談社文庫:[ひ-43-5], [ひ-43-6]) 百田尚樹 [著] 講談社 913.6/H99/1

3078 ボックス! 下 (講談社文庫:[ひ-43-5], [ひ-43-6]) 百田尚樹 [著] 講談社 913.6/H99/2

3079 雲を紡ぐ 伊吹有喜著 文藝春秋 913.6/I12

3080 じんかん 今村翔吾著 講談社 913.6/I44

3081 魔眼の匣の殺人 今村昌弘著 東京創元社 913.6/I44

3082 シーソーモンスター 伊坂幸太郎著 中央公論新社 913.6/I68

3083 アイネクライネナハトムジーク (幻冬舎文庫:い-57-1) 伊坂幸太郎 [著] 幻冬舎 913.6/I68

3084 逆ソクラテス 伊坂幸太郎著 集英社 913.6/I68
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3085 赤い砂を蹴る 石原燃著 文藝春秋 913.6/I74

3086 大江戸剣花帳 : ひぐらし武士道 新装版 上 (徳間文庫:か2-86. [徳間時代小説文庫]) 門田泰明著 徳間書店 913.6/Ka14/1

3087 大江戸剣花帳 : ひぐらし武士道 新装版 下 (徳間文庫:か2-87. [徳間時代小説文庫]) 門田泰明著 徳間書店 913.6/Ka14/2

3088 タイム・ラッシュ (新潮文庫:8992, か-58-1. 天命探偵真田省吾) 神永学著 新潮社 913.6/Ka37/1

3089 虹色ほたる : 永遠の夏休み 上 (アルファポリス文庫) 川口雅幸 [著]
アルファポリス/星

雲社 (発売)
913.6/Ka92/1

3090 虹色ほたる : 永遠の夏休み 下 (アルファポリス文庫) 川口雅幸 [著]
アルファポリス/星

雲社 (発売)
913.6/Ka92/2

3091 某 川上弘美著 幻冬舎 913.6/Ka94

3092 小説学を喰らう虫 : マンモス学校法人に棲みついた暴君の大罪 北村守著 現代書林 913.6/Ki68

3093 カゲロボ 木皿泉著 新潮社 913.6/Ki97

3094 パーマネント神喜劇 (新潮文庫:11285, ま-48-2) 万城目学著 新潮社 913.6/Ma34

3095 かのこちゃんとマドレーヌ夫人 (角川文庫:17777) 万城目学 [著]

角川書店/角川グ

ループパブリッシン

グ (発売)

913.6/Ma34

3096 いけない 道尾秀介著 文藝春秋 913.6/Mi13

3097 高校入試 (角川文庫:19655, [み42-1]) 湊かなえ著 KADOKAWA 913.6/Mi39

3098 草花たちの静かな誓い (集英社文庫:[み32-10]) 宮本輝著 集英社 913.6/Mi77

3099 雨の日も、晴れ男 (文春文庫:[み-35-1]) 水野敬也著 文藝春秋 913.6/Mi96

3100 繋渡り もちぎ著 KADOKAWA 913.6/Mo12

3101 京都寺町三条のホームズ (双葉文庫:も-17-01) 望月麻衣著 双葉社 913.6/Mo12/1

3102 白衣の嘘 (角川文庫:21409) 長岡弘樹 [著] KADOKAWA 913.6/N18

3103 夢見る帝国図書館 中島京子著 文藝春秋 913.6/N34

3104 泣くな研修医 中山祐次郎著 幻冬舎 913.6/N45

3105 騒がしい楽園 中山七里著 朝日新聞出版 913.6/N45/2

3106 新章 : 神様のカルテ 夏川草介著 小学館 913.6/N58

3107 あっけらかん (集英社文庫:の9-5. よろず相談屋繁盛記) 野口卓著 集英社 913.6/N93
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3108 私以外みんな不潔 能町みね子著 幻冬舎 913.6/N94

3109 王の祭り 小川英子著 ゴブリン書房 913.6/O24

3110 半七捕物帳 : 江戸探偵怪異譚 (新潮文庫:11243, み-22-121)
岡本綺堂著/宮部み

ゆき編
新潮社 913.6/O42

3111 半七捕物帳 : 時代推理小説 1 : 新装版 (光文社文庫) 岡本綺堂著 光文社 913.6/O42/1

3112 半七捕物帳 : 時代推理小説 2 : 新装版 (光文社文庫) 岡本綺堂著 光文社 913.6/O42/2

3113 半七捕物帳 : 時代推理小説 3 : 新装版 (光文社文庫) 岡本綺堂著 光文社 913.6/O42/3

3114 半七捕物帳 : 時代推理小説 4 : 新装版 (光文社文庫) 岡本綺堂著 光文社 913.6/O42/4

3115 半七捕物帳 : 時代推理小説 5 : 新装版 (光文社文庫) 岡本綺堂著 光文社 913.6/O42/5

3116 半七捕物帳 : 時代推理小説 6 : 新装版 (光文社文庫) 岡本綺堂著 光文社 913.6/O42/6

3117 罪の轍 奥田英朗著 新潮社 913.6/O54

3118 駆け入りの寺 澤田瞳子著 文藝春秋 913.6/Sa93

3119 稚児桜 : 能楽ものがたり 澤田瞳子著 淡交社 913.6/Sa93

3120 君が夏を走らせる (新潮文庫:11312, せ-12-4) 瀬尾まいこ著 新潮社 913.6/Se77

3121 燃えよ剣 新装版 司馬遼太郎著 文藝春秋 913.6/Sh17

3122 「銀の鰊亭」の御挨拶 小路幸也著 光文社 913.6/Sh96

3123 業平 : 小説伊勢物語 高樹のぶ子著

日経BP日本経済新

聞出版本部/日経BP

マーケティング (発

売)

913.6/Ta29

3124 トラペジウム (角川文庫:た89-1) 高山一実 [著] KADOKAWA 913.6/Ta56

3125 首里の馬 高山羽根子著 新潮社 913.6/Ta56

3126 星に仄めかされて 多和田葉子著 講談社 913.6/Ta97

3127 銀花の蔵 遠田潤子著 新潮社 913.6/To17

3128 破局 遠野遥著 河出書房新社 913.6/To63

3129 綺譚集 (創元推理文庫:542-02) 津原泰水著 東京創元社 913.6/Ts39

3130 傲慢と善良 辻村深月著 朝日新聞出版 913.6/Ts44
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3131 想い人の心得 (ツナグ) 辻村深月著 新潮社 913.6/Ts44

3132 小川洋子と読む内田百間アンソロジー (ちくま文庫:[う12-26])
内田百間著/小川洋

子編
筑摩書房 913.6/U14

3133 告解 薬丸岳著 講談社 913.6/Y16

3134 Iの悲劇 米澤穂信著 文藝春秋 913.6/Y84

3135 巴里マカロンの謎 (創元推理文庫:[Mよ1-11]) 米澤穂信著 東京創元社 913.6/Y84/4

3136 嘆きの美女 (朝日文庫) 柚木麻子著 朝日新聞出版 913.6/Y99

3137 NHK国際放送が選んだ日本の名作 (双葉文庫:え-10-01)
朝井リョウ [ほか]

著
双葉社 913.68/N69

3138 戦国の教科書 天野純希 [ほか] 著 講談社 913.68/Se64

3139 小説をめぐって (井上ひさし発掘エッセイ・セレクション) 井上ひさし著 岩波書店 914.6/I55

3140 社会とことば (井上ひさし発掘エッセイ・セレクション) 井上ひさし著 岩波書店 914.6/I55/1

3141 芝居とその周辺 (井上ひさし発掘エッセイ・セレクション) 井上ひさし著 岩波書店 914.6/I55/2

3142 道行きや : Hey,you bastards!I'm still here! 伊藤比呂美著 新潮社 914.6/I91

3143 またね。 : 木内みどりの「発熱中!」 木内みどり著 岩波書店 914.6/Ki81

3144 私の考え (新潮新書:856) 三浦瑠麗著 新潮社 914.6/Mi67

3145 生者と死者をつなぐ : 鎮魂と再生のための哲学 森岡正博著 春秋社 914.6/Mo62

3146 向田邦子ベスト・エッセイ (ちくま文庫:[む13-1])
向田邦子著/向田和

子編
筑摩書房 914.6/Mu27

3147 猫を棄てる : 父親について語るとき 村上春樹著/高妍絵 文藝春秋 914.6/Mu43

3148 お家賃ですけど (文春文庫:[の-16-5]) 能町みね子著 文藝春秋 914.6/N94

3149 お話はよく伺っております (文春文庫:[の-16-7]) 能町みね子著 文藝春秋 914.6/N94

3150 結婚の奴 能町みね子著 平凡社 914.6/N94

3151 文字通り激震が走りました (文春文庫:[の-16-8]) 能町みね子著 文藝春秋 914.6/N94

3152 旅ごはん (Moe books) 小川糸著 白泉社 914.6/O24

3153 蝶の唆え : 現代のファーブルが語る自伝エッセイ 奥本大三郎著 小学館 914.6/O55

3154 もものかんづめ (集英社文庫) さくらももこ著 集英社 914.6/Sa46

204



2020年4月～8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

3155 達人、かく語りき (沢木耕太郎セッションズ「訊いて、聴く」:1) 沢木耕太郎編著 岩波書店 914.6/Sa94/1

3156 青春の言葉たち (沢木耕太郎セッションズ「訊いて、聴く」:2) 沢木耕太郎編著 岩波書店 914.6/Sa94/2

3157 陶酔と覚醒 (沢木耕太郎セッションズ「訊いて、聴く」:3) 沢木耕太郎編著 岩波書店 914.6/Sa94/3

3158 星をつなぐために (沢木耕太郎セッションズ「訊いて、聴く」:4) 沢木耕太郎編著 岩波書店 914.6/Sa94/4

3159 人間の品性 (新潮新書:858) 下重暁子著 新潮社 914.6/Sh52

3160 「群れない」生き方 : ひとり暮らし、私のルール 曾野綾子著 河出書房新社 914.6/So44

3161 ポップス大作戦 武田花著 文藝春秋 914.6/Ta59

3162 万葉学者、墓をしまい母を送る 上野誠著 講談社 914.6/U45

3163 吉本隆明全集 22 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/22

3164 サガレン : 樺太/サハリン境界を旅する 梯久美子著 KADOKAWA 915.6/Mi89

3165 司馬遼太郎 : 旅する感性 桑島秀樹著 世界思想社 915.6/Sh17

3166 もう逃げない。 : いままで黙っていた「家族」のこと
和歌山カレー事件林

眞須美死刑囚長男著
ビジネス社 916/H48

3167 誤作動する脳 (シリーズケアをひらく) 樋口直美著 医学書院 916/H56

3168 刑務所わず。 : 塀の中では言えないホントの話 堀江貴文著 文藝春秋 916/H87

3169 ハイパーハードボイルドグルメリポート 上出遼平著 朝日新聞出版 916/Ka37

3170 家族、捨ててもいいですか? : 一緒に生きていく人は自分で決める 小林エリコ著 大和書房 916/Ko12

3171 「新編」日本女性文学全集 12 渡邊澄子編集
菁柿堂/星雲社 (発

売)
918.6/ShN/12

3172 夜告げ鳥 : 初期作品集 三島由紀夫著 平凡社 918.68/Mi53

3173 定本漱石全集 第28巻 : 総索引 夏目金之助著 岩波書店 918.68/NaS/28

3174 杜甫研究年報 第3号 日本杜甫学会編
日本杜甫学会/勉誠

出版
921.43/To24/3

3175 桃源の水脈 : 東アジア詩画の比較文化史 芳賀徹著 名古屋大学出版会 921/H12

3176 中国古典名劇選 2
後藤裕也, 西川芳樹,

林雅清編訳
東方書店 922.5/ChK/2
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3177 驚鴻記校注
多口洞天人編/竹村

則行校注
中国書店 922.5/W97

3178 やさしい三国志 : 一生モノの基礎知識 (マンガで教養)
明加マンガ/朝日新

聞出版編著
朝日新聞出版 923.5/R12

3179 『紅楼夢』の世界 : きめこまやかな人間描写 (京大人文研東方学叢書:10) 井波陵一著 臨川書店 923.6/So62

3180 杜牧 (新釈漢文大系:詩人編:9) 齋藤茂著 明治書院 928/1-2/9

3181 アイヌの物語世界 改訂版 (平凡社ライブラリー:899) 中川裕著 平凡社 929.2/N32

3182 ラストアイヌ : 反骨のアイヌ歌人森竹竹市の肖像 川嶋康男著
柏艪舎/星雲社 (発

売)
929.21/Mo66

3183 ガラン版千一夜物語 5 西尾哲夫訳 岩波書店 929.763/A61/5

3184 ガラン版千一夜物語 6 西尾哲夫訳 岩波書店 929.763/A61/6

3185 無の国の門 : 引き裂かれた祖国シリアへの旅
サマル・ヤズベク著

/柳谷あゆみ訳
白水社 929.763/Y67

3186 図説アーサー王物語 普及版
アンドレア・ホプキ

ンズ著/山本史郎訳
原書房 930.2/H86

3187 よくわかるイギリス文学史 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)
浦野郁, 奥村沙矢香

編著
ミネルヴァ書房 930.2/U84

3188 怪物 (モンスター) のトリセツ (取扱説明書) : ドラキュラのロンドン、ハリー・ポッターのイギリス 坂田薫子著 音羽書房鶴見書店 930.26/Sa37

3189 ジェイン・オースティン家族の記録
ディアドリ・ル・

フェイ著
彩流社 930.268/A96

3190 ルイス・キャロルの実像
エドワード・ウェイ

クリング著
小鳥遊書房 930.268/C22

3191 ディケンズの眼 : 作家の試行と試練 梅宮創造著 早稲田大学出版部 930.268/D72

3192 「ホームズ」から「シャーロック」へ : 偶像を作り出した人々の物語

マティアス・ボース

トレム著/ないとう

ふみこ, 中村久里子

訳

作品社 930.268/D89
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3193
Jonathan Swift as a conservative trimmer : an ideological reading of his English politico-religious

writings,1701-1726 (明治大学人文科学研究所叢書)
中島渉著 金星堂 930.268/N34

3194 エドガー・アラン・ポー : 極限の体験、リアルとの出会い (関西学院大学研究叢書:第220編) 西山けい子著 新曜社 930.268/P76

3195 女同士の絆 : レズビアン文学の行方 平林美都子編著 彩流社 930.27/H63

3196 洋書天国へようこそ : 深読みモダンクラシックス 宮脇孝雄著 アルク 930.27/Mi87

3197 エリザベス・ボウエン : 二十世紀の深部をとらえる文学
エリザベス・ボウエ

ン研究会編
彩流社 930.278/B68

3198 ビアトリクス・ポターの謎を解く 臼井雅美著 英宝社 930.278/P85

3199 個から群衆へ : アメリカ国民文学の鼓動 佐久間みかよ著 春風社 930.29/Sa45

3200 バートルビー : 偶然性について
ジョルジョ・アガン

ベン著/高桑和巳訳
月曜社 933.6/A19

3201 誇りと偏見

ジェーン・オース

ティン著/パーカー

敬子訳

あさ出版パートナー

ズ : あさ出版
933.6/A96

3202 嵐が丘 (新潮文庫:7194, フ-5-4)
エミリー・ブロンテ

[著]/鴻巣友季子訳
新潮社 933.6/B75

3203 鏡の国のアリス

ルイス・キャロル著

/高山宏訳/佐々木マ

キ絵

亜紀書房 933.6/C22

3204 不思議の国のアリス

ルイス・キャロル/

高山　宏/佐々木

マキ

亜紀書房 933.6/C22

3205 オリバー・ツイスト (光文社古典新訳文庫:[KAテ1-4])
ディケンズ著/唐戸

信嘉訳
光文社 933.6/D72

3206 クリスマス・キャロル (光文社古典新訳文庫:[KAテ1-1])
ディケンズ著/池央

耿訳
光文社 933.6/D72
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3207 ミドルマーチ 3 (光文社古典新訳文庫:[KAエ1-1], [KAエ1-3], [KAエ1-4])
ジョージ・エリオッ

ト著/廣野由美子訳
光文社 933.6/E46/3

3208 ライフ・アフター・ライフ (海外文学セレクション)
ケイト・アトキンソ

ン著/青木純子訳
東京創元社 933.7/A94

3209 サンセット・パーク
ポール・オースター

[著]/柴田元幸訳
新潮社 933.7/A96

3210 掃除婦のための手引き書 : ルシア・ベルリン作品集
ルシア・ベルリン著

/岸本佐知子訳
講談社 933.7/B38

3211 リプレイ 35刷改版 (新潮文庫:ク-14-1)
ケン・グリムウッド

[著]/杉山高之訳
新潮社 933.7/G86

3212 日はまた昇る (新潮文庫:7205, ヘ-2-13)
ヘミングウェイ

[著]/高見浩訳
新潮社 933.7/H52

3213 消えた心臓/マグヌス伯爵 (光文社古典新訳文庫:[KAシ10-1])
M.R.ジェイムズ著/

南條竹則訳
光文社 933.7/J18

3214 ダブリナーズ (新潮文庫:8655, シ-3-3)
ジョイス [著]/柳瀬

尚紀訳
新潮社 933.7/J85

3215 「クマのプーさん」の世界 小野俊太郎著 小鳥遊書房 933.7/Mi28

3216 友だち (新潮クレスト・ブックス)
シーグリッド・ヌー

ネス著/村松潔訳
新潮社 933.7/N99

3217 ザリガニの鳴くところ
ディーリア・オーエ

ンズ著/友廣純訳
早川書房 933.7/O93

3218 サラの鍵 (新潮クレスト・ブックス)
タチアナ・ド・ロネ

著/高見浩訳
新潮社 933.7/R72

3219 歌え、葬られぬ者たちよ、歌え
ジェスミン・ウォー

ド著/石川由美子訳
作品社 933.7/W38
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3220 暇なんかないわ大切なことを考えるのに忙しくて : ル=グウィンのエッセイ

アーシュラ・K・ル

=グウィン著/谷垣

暁美訳

河出書房新社 934.7/L52

3221 ほら吹き男爵の冒険 (光文社古典新訳文庫:[KAヒ3-1])
ビュルガー著/酒寄

進一訳
光文社 943.6/B92

3222 「ハイジ」が見たヨーロッパ 森田安一著 河出書房新社 943.6/Sp9

3223 みずうみ/三色すみれ/人形使いのポーレ (光文社古典新訳文庫:[KAシ9-1])
シュトルム著/松永

美穂訳
光文社 943.6/St7

3224 不安 : ペナルティキックを受けるゴールキーパーの… 復刻
ペーター・ハントケ

著/羽白幸雄訳
三修社 943.7/H29

3225 アウステルリッツ 改訳
W・G・ゼーバルト

著/鈴木仁子訳
白水社 943.7/Se12

3226 地獄は克服できる (草思社文庫:[ヘ1-7])

ヘルマン・ヘッセ著

/フォルカー・ミ

ヒェルス編/岡田朝

雄訳

草思社 944.7/H53

3227 ネオナチの少女

ハイディ・ベネケン

シュタイン著/平野

卿子訳

筑摩書房 946/B35

3228 すべては消えゆく : マンディアルグ最後の傑作集 (光文社古典新訳文庫:[KAマ5-1])
マンディアルグ著/

中条省平訳
光文社 953.7/P62

3229 ドイツ人の村 : シラー兄弟の日記 (叢書《エル・アトラス》)
ブアレム・サンサー

ル著/青柳悦子訳
水声社 953.7/Sa66

3230 コロナの時代の僕ら
パオロ・ジョルダー

ノ著/飯田亮介訳
早川書房 974.7/G47

3231 バフチン : カーニヴァル・対話・笑い 増補 (平凡社ライブラリー:896) 桑野隆著 平凡社 980.2/B15
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3232 戦争と平和 2 (光文社古典新訳文庫:[KAト3-7, 3-8])
トルストイ著/望月

哲男訳
光文社 983.6/To47/2

3233 ボヘミアの森と川そして魚たちとぼく
オタ・パヴェル著/

菅寿美, 中村和博訳
未知谷 989.53/P28

3234 ポーランド・ポズナンの少女たち : イェジッツェ物語シリーズ22作と遊ぶ
田村和子, スプリス

ガルト友美著
未知谷 989.8/Mu85

3235 中世の言語と読者 : ラテン語から民衆語へ : 新装版

エーリヒ・アウエル

バッハ [著]/小竹澄

栄訳

八坂書房 992.02/A96

3236 日本件名図書目録 2019 1 人名・地名・団体名
日外アソシエーツ株

式会社編

日外アソシエーツ/

紀伊國屋書店 (発

売)

B025.1/7/'19-1

3237 日本件名図書目録 2019 2 一般件名(あ-しょ)
日外アソシエーツ株

式会社編

日外アソシエーツ/

紀伊國屋書店 (発

売)

B025.1/7/'19-2-1

3238 日本件名図書目録 2019 2 一般件名(しら-わ)
日外アソシエーツ株

式会社編

日外アソシエーツ/

紀伊國屋書店 (発

売)

B025.1/7/'19-2-2

3239 ねこの絵本いっぱい! : サムソン、ダヤン、山猫博士、しろきち… DBジャパン編集 DBジャパン B726.6/D49

3240 近代戦争文学事典 第14輯 (和泉事典シリーズ:3-7, 10-11, 15, 17, 22, 25, 30-31, 35) 矢野貫一編 和泉書院 B910.26/YaK/S-14

3241 高校生からはじめる「現代英語」 : NHKラジオ 2020-7

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD375.89/N69/'20

-7

3242 高校生からはじめる「現代英語」 : NHKラジオ 2020-8

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD375.89/N69/'20

-8
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3243 実践ビジネス英語 2020-4 (NHK CD. NHKラジオ)

杉田敏講師/NHKエ

デュケーショナル制

作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD670.93/N69/'20

-4

3244 入門ビジネス英語 : NHK CD NHKラジオ 2020-4 (NHK CD. NHKラジオ)

柴田真一講師/NHK

エデュケーショナル

制作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD670.93/N69/'20

-4

3245 実践ビジネス英語 2020-5 (NHK CD. NHKラジオ)

杉田敏講師/NHKエ

デュケーショナル制

作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD670.93/N69/'20

-5

3246 入門ビジネス英語 : NHK CD NHKラジオ 2020-5 (NHK CD. NHKラジオ)

柴田真一講師/NHK

エデュケーショナル

制作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD670.93/N69/'20

-5

3247 実践ビジネス英語 2020-6 (NHK CD. NHKラジオ)

杉田敏講師/NHKエ

デュケーショナル制

作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD670.93/N69/'20

-6

3248 入門ビジネス英語 : NHK CD NHKラジオ 2020-6 (NHK CD. NHKラジオ)

柴田真一講師/NHK

エデュケーショナル

制作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD670.93/N69/'20

-6

3249 実践ビジネス英語 2020-7 (NHK CD. NHKラジオ)

杉田敏講師/NHKエ

デュケーショナル制

作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD670.93/N69/'20

-7

3250 実践ビジネス英語 2020-8 (NHK CD. NHKラジオ)

杉田敏講師/NHKエ

デュケーショナル制

作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD670.93/N69/'20

-8

3251 ラジオ英会話 : ハートでつかめ!英語の極意 2020-4 (NHK CD. NHKラジオ)

大西泰斗講師/NHK

エデュケーショナル

制作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD830/N69/'20-4
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3252 ラジオ英会話 : ハートでつかめ!英語の極意 2020-5 (NHK CD. NHKラジオ)

大西泰斗講師/NHK

エデュケーショナル

制作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD830/N69/'20-5

3253 ラジオ英会話 : ハートでつかめ!英語の極意 2020-6 (NHK CD. NHKラジオ)

大西泰斗講師/NHK

エデュケーショナル

制作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD830/N69/'20-6

3254 ラジオ英会話 : ハートでつかめ!英語の極意 2020-7 (NHK CD. NHKラジオ)

大西泰斗講師/NHK

エデュケーショナル

制作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD830/N69/'20-7

3255 ラジオ英会話 : ハートでつかめ!英語の極意 2020-8 (NHK CD. NHKラジオ)

大西泰斗講師/NHK

エデュケーショナル

制作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD830/N69/'20-8

3256 遠山顕の英会話楽習 2020-4 (NHK CD. NHKラジオ)

遠山顕講師/NHKエ

デュケーショナル制

作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD837.8/N69/'20-

4

3257 英会話タイムトライアル 2020-4 (NHK CD. NHKラジオ)

スティーブ・ソレイ

シィ講師/NHKエ

デュケーショナル制

作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD837.8/N69/'20-

4

3258 遠山顕の英会話楽習 2020-5 (NHK CD. NHKラジオ)

遠山顕講師/NHKエ

デュケーショナル制

作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD837.8/N69/'20-

5

3259 英会話タイムトライアル 2020-5 (NHK CD. NHKラジオ)

スティーブ・ソレイ

シィ講師/NHKエ

デュケーショナル制

作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD837.8/N69/'20-

5
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3260 遠山顕の英会話楽習 2020-6 (NHK CD. NHKラジオ)

遠山顕講師/NHKエ

デュケーショナル制

作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD837.8/N69/'20-

6

3261 英会話タイムトライアル 2020-6 (NHK CD. NHKラジオ)

スティーブ・ソレイ

シィ講師/NHKエ

デュケーショナル制

作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD837.8/N69/'20-

6

3262 遠山顕の英会話楽習 2020-7 (NHK CD. NHKラジオ)

遠山顕講師/NHKエ

デュケーショナル制

作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD837.8/N69/'20-

7

3263 遠山顕の英会話楽習 2020-8 (NHK CD. NHKラジオ)

遠山顕講師/NHKエ

デュケーショナル制

作協力

NHKサービスセン

ター/NHK出版 (発

売)

CD837.8/N69/'20-

8

3264 サービス接遇検定準1級/1級面接合格マニュアル : 改訂版 文部科学省後援 ビジネス系検定公式受験参考書 早稲田教育出版 DV336/J55

3265 セネガルを越える人と地域ラジオ (みんぱく映像民族誌:第34集)
国立民族学博物館撮

影・製作
国立民族学博物館 DV382/MiE/34

3266 ネパールのサーランギ音楽 (みんぱく映像民族誌:第35集)
国立民族学博物館撮

影・製作
国立民族学博物館 DV382/MiE/35

3267 常ならざる音 : 耳を通して異界とつながる (みんぱく映像民族誌:第36集)
国立民族学博物館撮

影・製作
国立民族学博物館 DV382/MiE/36

3268 カンボジアクメール人の伝統芸能 (みんぱく映像民族誌:第37集)
国立民族学博物館撮

影・製作
国立民族学博物館 DV382/MiE/37

3269 こどものとも年少版 福音館書店 E//

3270 こどものとも 福音館書店 E//

3271 かがくのとも 福音館書店 E//

3272 どんなおしごとするのかな (こどものとも年少版:518号) 小輪瀬護安さく 福音館書店 E//20
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3273 ぼくのつり (こどものとも:770号)
管瞭三原案/かんか

おる作
福音館書店 E//20

3274 すてきなボタン・シャツ (かがくのとも:614号) 五味太郎 [著] 福音館書店 E//20

3275 くずのしげみでみつけたむしたち (かがくのとも:615号)
小林俊樹ぶん/長谷

川哲雄え
福音館書店 E//20

3276 うさぎさんのたんじょうび (こどものとも年少版:519号) 小川かなこさく 福音館書店 E//20

3277 スーパーてるてる (こどものとも:771号) みねおみつさく 福音館書店 E//20

3278 まる! (かがくのとも:616号)

佐藤雅彦+山本晃士

ロバート(ユーフラ

テス)[作]

福音館書店 E//20

3279 へらへらおじさん (こどものとも:772号) 佐々木マキさく 福音館書店 E//20

3280 だれかいるみたい (こどものとも年少版:520号)

イチンノロブ・ガン

バートル文/津田紀

子訳/バーサンスレ

ン・ボロルマー絵

福音館書店 E//20

3281 せっせせっせ (こどものとも年少版:521号) 花山かずみさく 福音館書店 E//20

3282 ひふみよかぞえうた (こどものとも:773号) 土橋とし子さく 福音館書店 E//20

3283 カンガルーのふくろ (かがくのとも:617号) 中島良二さく 福音館書店 E//20

3284 あのころ、純ちゃんがいた
蔀たけし作/藤本タ

クヤ絵
文芸社 E/19

3285 ぱかぱかももんちゃん (ももんちゃんあそぼう)
とよたかずひこさ

く・え
童心社 E/22
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3286 タンタンタンゴはパパふたり

ジャスティン・リ

チャードソン&ピー

ター・パーネル文/

ヘンリー・コール絵

/尾辻かな子, 前田

和男訳

ポット出版 E/23

3287 And Tango makes three : hardcover

by Justin

Richardson and

Peter

Parnell/illustrated

by Henry Cole

Simon & Schuster

Books for Young

Readers

E/23

3288 ビーナスとセリーナ : テニスを変えた伝説の姉妹

リサ・ランサム文/

ジェイムズ・ランサ

ム絵/飯田藍日本語

版監修/松浦直美訳

西村書店東京出版編

集部
E/23

3289 映画ひつじのショーンUFOフィーバー!
アードマン・アニ

メーションズ原作
金の星社 E/24

3290 おとうさんぼくね… 長谷川義史さく・え 保育社 E/25

3291 ププッちいさなしょちょうのだいピンチ!? (おしりたんてい) トロルさく・え ポプラ社 E/27

3292 ドクルジン (亜紀書房えほんシリーズ〈あき箱〉:1) ミロコマチコ [作] 亜紀書房 E/27

3293 こどもたちはまっている (亜紀書房えほんシリーズ〈あき箱〉:3) 荒井良二著 亜紀書房 E/31

3294 マツオとまいにちおまつりの町 (亜紀書房えほんシリーズ〈あき箱〉:2) スケラッコ作 亜紀書房 E/31

3295
くらしの中のプログラミング : 天才プログラマー矢倉大夢がわかりやすく日本語訳! (こどものためのプログラミ

ング)

ヘザー・リオンズ著

/矢倉大夢訳
保育社 K007/L99

3296
アイデアを形にする、シェアする : 天才プログラマー矢倉大夢がわかりやすく日本語訳! (こどものためのプログ

ラミング)

ヘザー・リオンズ著

/矢倉大夢訳
保育社 K007/L99
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3297
役立つアプリを作ってみよう! : 天才プログラマー矢倉大夢がわかりやすく日本語訳! (こどものためのプログラ

ミング)

ヘザー・リオンズ著

/矢倉大夢訳
保育社 K007/L99

3298
ゲームとアニメーション : 天才プログラマー矢倉大夢がわかりやすく日本語訳! (こどものためのプログラミン

グ)

ヘザー・リオンズ著

/矢倉大夢訳
保育社 K007/L99

3299 知るって、なに? 第2版 (こども哲学)

オスカー・ブルニ

フィエ文/西宮かお

り訳/パスカル・ル

メートル絵

朝日出版社 K100/B72

3300 よいこととわるいことって、なに? 第2版 (こども哲学)

オスカー・ブルニ

フィエ文/クレマ

ン・ドゥヴォー絵/

西宮かおり訳/重松

清日本版監修

朝日出版社 K100/B72

3301 きもちって、なに? 第2版 (こども哲学)

オスカー・ブルニ

フィエ文/セル

ジュ・ブロック絵/

西宮かおり訳/重松

清日本版監修

朝日出版社 K100/B72

3302 人生って、なに? 第2版 (こども哲学)

オスカー・ブルニ

フィエ文/ジェロー

ム・リュイエ絵/西

宮かおり訳/重松清

日本版監修

朝日出版社 K100/B72
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3303 いっしょにいきるって、なに? 第2版 (こども哲学)

オスカー・ブルニ

フィエ文/フレデ

リック・ベナグリア

絵/西宮かおり訳/重

松清日本版監修

朝日出版社 K100/B72

3304 自分って、なに? 第2版 (こども哲学)

オスカー・ブルニ

フィエ文/オーレリ

アン・デバ絵/西宮

かおり訳/重松清日

本版監修

朝日出版社 K100/B72

3305 自由って、なに? 第2版 (こども哲学)

オスカー・ブルニ

フィエ文/フレデ

リック・レベナ絵/

西宮かおり訳/重松

清日本版監修

朝日出版社 K100/B72

3306 アハメドくんのいのちのリレー

鎌田実著/安藤俊彦

画/ピーター・バラ

カン英訳

集英社 K227/Ka31

3307 五体不満足 (講談社青い鳥文庫:210-1)
乙武洋匡作/武田美

穂絵
講談社 K369/O86

3308 古代(縄文時代～平安時代) (ビジュアル日本の住まいの歴史:1)
家具道具室内史学会

著
ゆまに書房 K383/Ka19/1

3309 月の満ち欠けのひみつ : ミヅキさんのムーンクッキー (もっとたのしく夜空の話) 関口シュン絵・文 子どもの未来社 K446/Se27

3310 月の力のひみつ : 魔女が教えるムーンパワー (もっとたのしく夜空の話) 関口シュン絵・文 子どもの未来社 K446/Se27

3311 星座のひみつ : 星と仲良くなるキャンプ (もっとたのしく夜空の話)
関口シュン絵・文/

木村直人監修
子どもの未来社 K446/Se27

3312 日食・月食のひみつ : おいしいお月見 (もっとたのしく夜空の話) 関口シュン絵・文 子どもの未来社 K446/Se27
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3313 義足と歩む : ルワンダに生きる日本人義肢装具士 松島恵利子著 汐文社 K494/Ma87

3314 地下都市のたんけん (土木の世界 : ドボジョママに聞く) 星の環会編 星の環会 K510/H92

3315 トンネルのたんけん (土木の世界 : ドボジョママに聞く)
福手勤監修/星の環

会編
星の環会 K514/H92

3316 橋のたんけん (土木の世界 : ドボジョママに聞く)
福手勤監修/星の環

会編
星の環会 K515/H92

3317 ダムのたんけん (土木の世界 : ドボジョママに聞く) 星の環会編 星の環会 K517/H92

3318 港のたんけん (土木の世界 : ドボジョママに聞く)
福手勤監修/星の環

会編
星の環会 K517/H92

3319 水道のたんけん (土木の世界 : ドボジョママに聞く)
福手勤監修/星の環

会編
星の環会 K518/H92

3320 こまったさんのレシピブック

寺村輝夫レシピ原案

/岡本颯子絵/さわの

めぐみレシピ監修

あかね書房 K596/Te54

3321 整理整頓 (学校では教えてくれない大切なこと:1)
入江久絵マンガ・イ

ラスト
[旺文社] K597/I64

3322 美術館って、おもしろい! : 展覧会のつくりかた、働く人たち、美術館の歴史、裏も表もすべてわかる本

モラヴィア美術館著

/阿部賢一, 須藤輝

彦訳

河出書房新社 K706/Mo41

3323 こどもアナウンスブック : 正しい発声とつたえる力 図書館版
常世晶子, 茂木亜希

子著
子どもの未来社 K809/To34

3324 サイテーなあいつ (子どもの文学. 青い海シリーズ:17)
花形みつる作/垂石

眞子絵
童話館出版 K913/H27

3325 ザ・ラストメッセージ海猿 (小学館ジュニアシネマ文庫)

橋口いくよ著/佐藤

秀峰原作/福田靖脚

本

小学館 K913/H37

3326 図書館につづく道 草谷桂子著 子どもの未来社 K913/Ku81
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3327 冒険者たち : ガンバと15ひきの仲間 新版 (岩波少年文庫:044)
斎藤惇夫作/薮内正

幸画
岩波書店 K913/Sa25

3328 科学と科学者のはなし : 寺田寅彦エッセイ集 (岩波少年文庫:510)
寺田寅彦[著]/池内

了編
岩波書店 K914/Te43

3329 ネギをうえた人 : 朝鮮民話選 新版 (岩波少年文庫:089) 金素雲編 岩波書店 K929/Ki46

3330 ムギと王さま (岩波少年文庫:082. 本の小べや:1)

ファージョン作/石

井桃子訳/[エドワー

ド・アーディゾーニ

さし絵]

岩波書店 K933/F15/1

3331 影との戦い (岩波少年文庫:588. ゲド戦記:1)

アーシュラ・K. ル=

グウィン作/清水真

砂子訳

岩波書店 K933/L52/1

3332 ライオンと魔女 新版 (岩波少年文庫:034)
C.S.ルイス作/瀬田

貞二訳
岩波書店 K933/L59/1

3333 ドリトル先生アフリカゆき 新版 (岩波少年文庫:021)
ヒュー・ロフティン

グ作/井伏鱒二訳
岩波書店 K933/L82/1

3334 床下の小人たち 新版 (岩波少年文庫:062)
メアリー・ノートン

作/林容吉訳
岩波書店 K933/N96/1

3335 トムは真夜中の庭で 新版 (岩波少年文庫:041)
フィリパ・ピアス作

/高杉一郎訳
岩波書店 K933/P31

3336 ツバメ号とアマゾン号 上 (岩波少年文庫:170-171)
アーサー・ランサム

作/神宮輝夫訳
岩波書店 K933/R16/1-1

3337 ツバメ号とアマゾン号 下 (岩波少年文庫:170-171)
アーサー・ランサム

作/神宮輝夫訳
岩波書店 K933/R16/1-2

3338 ホビットの冒険 新版 下 (岩波少年文庫:058,059)
J.R.R.トールキン作/

瀬田貞二訳
岩波書店 K933/To47/2
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3339 風にのってきたメアリー・ポピンズ 新版 (岩波少年文庫:052)
P.L.トラヴァース作

/林容吉訳
岩波書店 K933/Tr2/1

3340 長い冬 (岩波少年文庫:515)

ローラ・インガル

ス・ワイルダー作/

谷口由美子訳

岩波書店 K933/W73/1

3341 はてしない物語 上 (岩波少年文庫:501-502)

ミヒャエル・エンデ

作/上田真而子, 佐

藤真理子訳

岩波書店 K943/E59/1

3342 はてしない物語 下 (岩波少年文庫:501-502)

ミヒャエル・エンデ

作/上田真而子, 佐

藤真理子訳

岩波書店 K943/E59/2

3343 ふたりのロッテ (岩波少年文庫:138)

エーリヒ・ケスト

ナー作/池田香代子

訳

岩波書店 K943/Ka78

3344 みどりのゆび 新版 (岩波少年文庫:101)
モーリス・ドリュオ

ン作/安東次男訳
岩波書店 K953/D92

3345 星の王子さま 新版 (岩波少年文庫:001)
サン=テグジュペリ

作/内藤濯訳
岩波書店 K953/Sa22

3346 長い長いお医者さんの話 新版 (岩波少年文庫:002)
カレル・チャペック

作/中野好夫訳
岩波書店 K989/C33

3347 Art of rhetoric Rev. ed. / revised by Gisela Striker (The Loeb classical library:193. Aristotle:22)

Aristotle/translated

by John Henry

Freese

Harvard University

Press
LC131.4/A1/14-22

3348 Civil wars Books 1-2 (The Loeb classical library:5, 543-544. Appian:4-6/Roman history:v. 4-6)

Appian/edited and

translated by Brian

McGing

Harvard University

Press
LC232/A59/4
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3349 Civil wars Books 3-4 (The Loeb classical library:5, 543-544. Appian:4-6/Roman history:v. 4-6)

Appian/edited and

translated by Brian

McGing

Harvard University

Press
LC232/A59/5

3350 Civil wars Book 5 (The Loeb classical library:5, 543-544. Appian:4-6/Roman history:v. 4-6)

Appian/edited and

translated by Brian

McGing

Harvard University

Press
LC232/A59/6

3351 History of Rome Books 23-25 (The Loeb classical library:233, 295, 301, 313, 355. Livy:5-6, 9-11)

Livy/edited and

translated by J.C.

Yardley/introductio

n by Dexter Hoyos

Harvard University

Press
LC232/LiT/L-6

3352 講談社まんが学術文庫 講談社
M081/25/（３ケタ

入力）

3353 講談社まんが学術文庫 講談社
M081/25/（３ケタ

入力）

3354 純粋理性批判 (講談社まんが学術文庫:0028)

カント原作/佐藤文

香著/近藤たかしま

んが

講談社 M081/25/028

3355 ふしぎの国のバード 7 (Beam comix) (Harta comix) 佐々大河著 KADOKAWA M291.09/SaT/F-7

3356 ハコヅメ : 交番女子の逆襲 1 (モーニングKC) 泰三子著 講談社 M317.7/Y65/1

3357 ハコヅメ : 交番女子の逆襲 10 (モーニングKC) 泰三子著 講談社 M317.7/Y65/10

3358 ハコヅメ : 交番女子の逆襲 11 (モーニングKC) 泰三子著 講談社 M317.7/Y65/11

3359 ハコヅメ : 交番女子の逆襲 12 (モーニングKC) 泰三子著 講談社 M317.7/Y65/12

3360 ハコヅメ : 交番女子の逆襲 13 (モーニングKC) 泰三子著 講談社 M317.7/Y65/13

3361 ハコヅメ : 交番女子の逆襲 2 (モーニングKC) 泰三子著 講談社 M317.7/Y65/2

3362 ハコヅメ : 交番女子の逆襲 3 (モーニングKC) 泰三子著 講談社 M317.7/Y65/3

3363 ハコヅメ : 交番女子の逆襲 4 (モーニングKC) 泰三子著 講談社 M317.7/Y65/4

3364 ハコヅメ : 交番女子の逆襲 5 (モーニングKC) 泰三子著 講談社 M317.7/Y65/5

221



2020年4月～8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

3365 ハコヅメ : 交番女子の逆襲 6 (モーニングKC) 泰三子著 講談社 M317.7/Y65/6

3366 ハコヅメ : 交番女子の逆襲 7 (モーニングKC) 泰三子著 講談社 M317.7/Y65/7

3367 ハコヅメ : 交番女子の逆襲 8 (モーニングKC) 泰三子著 講談社 M317.7/Y65/8

3368 ハコヅメ : 交番女子の逆襲 9 (モーニングKC) 泰三子著 講談社 M317.7/Y65/9

3369 ゲイ風俗のもちぎさん : セクシュアリティは人生だ。 2 もちぎ著 KADOKAWA M367.97/Mo12/2

3370 ゲイバーのもちぎさん vol.2 (KC Palcy) もちぎ著 講談社 M367.97/Mo12/2

3371 きのう何食べた? 1 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/1

3372 きのう何食べた? 10 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/10

3373 きのう何食べた? 11 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/11

3374 きのう何食べた? 12 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/12

3375 きのう何食べた? 13 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/13

3376 きのう何食べた? 14 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/14

3377 きのう何食べた? 15 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/15

3378 きのう何食べた? 16 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/16

3379 きのう何食べた? 17 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/17

3380 きのう何食べた? 2 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/2

3381 きのう何食べた? 3 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/3

3382 きのう何食べた? 4 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/4

3383 きのう何食べた? 5 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/5

3384 きのう何食べた? 6 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/6

3385 きのう何食べた? 7 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/7

3386 きのう何食べた? 8 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/8

3387 きのう何食べた? 9 (モーニングKC:1648, 1754, 1844, 1942, 2040, 2116, 2158, 2271, 2366, 2446, 2527, 2772) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/9

3388 博論日記

ティファンヌ・リ

ヴィエール作/中條

千晴訳

花伝社/共栄書房

(発売)
M377.5/R49
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3389 子どもを叱りつける親は失格ですか? (MF comic essay)
アベナオミ著/小川

大介監修
KADOKAWA M379.9/A13

3390 ゴールデンカムイ 21 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/21

3391 ゴールデンカムイ 22 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/22

3392 鬼滅の刃 20 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/20

3393 鬼滅の刃 21 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/21

3394 もやしもん 1 (イブニングKC:106, 126, 151, 171, 192, 213, 244, 272, 312, 350, 408, 456) (モーニングKC:2306) 石川雅之著 講談社 M465/I76/1

3395 もやしもん 10 (イブニングKC:106, 126, 151, 171, 192, 213, 244, 272, 312, 350, 408, 456) (モーニングKC:2306) 石川雅之著 講談社 M465/I76/10

3396 もやしもん 11 (イブニングKC:106, 126, 151, 171, 192, 213, 244, 272, 312, 350, 408, 456) (モーニングKC:2306) 石川雅之著 講談社 M465/I76/11

3397 もやしもん 12 (イブニングKC:106, 126, 151, 171, 192, 213, 244, 272, 312, 350, 408, 456) (モーニングKC:2306) 石川雅之著 講談社 M465/I76/12

3398 もやしもん 13 (イブニングKC:106, 126, 151, 171, 192, 213, 244, 272, 312, 350, 408, 456) (モーニングKC:2306) 石川雅之著 講談社 M465/I76/13

3399 もやしもん 2 (イブニングKC:106, 126, 151, 171, 192, 213, 244, 272, 312, 350, 408, 456) (モーニングKC:2306) 石川雅之著 講談社 M465/I76/2

3400 もやしもん 3 (イブニングKC:106, 126, 151, 171, 192, 213, 244, 272, 312, 350, 408, 456) (モーニングKC:2306) 石川雅之著 講談社 M465/I76/3

3401 もやしもん 4 (イブニングKC:106, 126, 151, 171, 192, 213, 244, 272, 312, 350, 408, 456) (モーニングKC:2306) 石川雅之著 講談社 M465/I76/4

3402 もやしもん 5 (イブニングKC:106, 126, 151, 171, 192, 213, 244, 272, 312, 350, 408, 456) (モーニングKC:2306) 石川雅之著 講談社 M465/I76/5

3403 もやしもん 6 (イブニングKC:106, 126, 151, 171, 192, 213, 244, 272, 312, 350, 408, 456) (モーニングKC:2306) 石川雅之著 講談社 M465/I76/6

3404 もやしもん 7 (イブニングKC:106, 126, 151, 171, 192, 213, 244, 272, 312, 350, 408, 456) (モーニングKC:2306) 石川雅之著 講談社 M465/I76/7

3405 もやしもん 8 (イブニングKC:106, 126, 151, 171, 192, 213, 244, 272, 312, 350, 408, 456) (モーニングKC:2306) 石川雅之著 講談社 M465/I76/8

3406 もやしもん 9 (イブニングKC:106, 126, 151, 171, 192, 213, 244, 272, 312, 350, 408, 456) (モーニングKC:2306) 石川雅之著 講談社 M465/I76/9

3407 くも漫。 (torch comics) 中川学著 リイド社 M493.73/N32

3408 銀の匙 15 (少年サンデーコミックス) 荒川弘著 小学館 M610/A63/15

3409 表現の冒険 (ちくま文庫:[け6-1]. 現代マンガ選集) 中条省平編 筑摩書房 M726.1/C63

3410 スヌーピー1950～1952 (完全版ピーナッツ全集:1)

チャールズ・M.

シュルツ著/谷川俊

太郎訳

河出書房新社 M837.5/Sc8/1
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3411 スヌーピー1953～1954 (完全版ピーナッツ全集:2)

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/Sc8/2

3412 スヌーピー1957～1958 (完全版ピーナッツ全集:4)

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/Sc8/4

3413 スヌーピー1959～1960 (完全版ピーナッツ全集:5)

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/Sc8/5

3414 スヌーピー1961～1962 (完全版ピーナッツ全集:6)

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/Sc8/6

3415 スヌーピー1963～1964 (完全版ピーナッツ全集:7)

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/Sc8/7

3416 薔薇はシュラバで生まれる : 70年代少女漫画アシスタント奮闘記 (EAST PRESS COMICS) 笹生那実著 イースト・プレス M914.6/Sa81

3417 井深大 自由闊達にして愉快なる (日経ビジネス人文庫:[い20-1]. 私の履歴書) 井深大著 日本経済新聞出版社 NBB/い20/1

3418 問題解決ラボ : 「あったらいいな」をかたちにする「ひらめき」の技術 (日経ビジネス人文庫:968, [さ19-2]) 佐藤オオキ著 日本経済新聞出版社 NBB/さ19/2

3419 挑戦我がロマン (日経ビジネス人文庫:750, [す7-1]. 私の履歴書) 鈴木敏文著 日本経済新聞出版社 NBB/す7/1

3420 プロ野球伝説の名将 (日経ビジネス人文庫:386. 私の履歴書) 鶴岡一人 [ほか] 著 日本経済新聞出版社 NBB/スポーツ/2

3421 スタンフォードの心理学講義人生がうまくいくシンプルなルール (日経ビジネス人文庫:971, [ま14-1])
ケリー・マクゴニガ

ル著/泉恵理子監訳

日経BP日本経済新

聞出版本部/日経BP

マーケティング (発

売)

NBB/ま14/1

3422 帝国ホテル厨房物語 (日経ビジネス人文庫:私の履歴書||ワタクシ ノ リレキショ) 村上信夫著 日本経済新聞社 NBB/む1/1(1)

3423 反骨の言論人 (日経ビジネス人文庫:私の履歴書||ワタシ ノ リレキショ)
長谷川如是閑[ほか]

著
日本経済新聞出版社 NBB/言論人/1
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3424 中江兆民評論集 (岩波文庫:青(33)-110-2)
中江兆民 [著]/松永

昌三編
岩波書店 イ310.4/N31

3425 けものたちは故郷をめざす (岩波文庫:緑(31)-214-1) 安部公房作 岩波書店 イ913.6/A13/1

3426 唐詩選 上 (岩波文庫:6409-6410,6411-6414,6415-6417a, 赤(32)-009-1, 009-2, 009-3) 前野直彬注解 岩波書店 イ921.43/Ma27/1

3427 唐詩選 下 (岩波文庫:6409-6410,6411-6414,6415-6417a, 赤(32)-009-1, 009-2, 009-3) 前野直彬注解 岩波書店 イ921.43/Ma27/3

3428 童話集幸福な王子 : 他八篇 (岩波文庫:赤(32)-245-5)
オスカー・ワイルド

作/富士川義之訳
岩波書店 イ933.6/W73

3429 真夜中の子供たち 上 (岩波文庫:赤N(37)-206-1, 赤N(37)-206-2)
サルマン・ラシュ

ディ作/寺門泰彦訳
岩波書店 イ933.7/R88/1

3430 中国伝道四五年 : ティモシー・リチャード回想録 (東洋文庫:903)

[ティモシー・リ

チャード著]/蒲豊

彦, 倉田明子監訳

平凡社 ト198.62/R35

3431 太平記秘伝理尽鈔 5 (東洋文庫:709, 721, 732, 763, 902)
今井正之助, 加美宏,

長坂成行校注
平凡社 ト913.435/ImS/T-5

3432 荻生徂徠全詩 1 (東洋文庫:900)
[荻生徂徠著]/荒井

健, 田口一郎訳注
平凡社 ト919.5/O26/1

3433 あたらしいせいかつ 上 田村学 [ほか] 著 東京書籍 教/312/'19

3434 たのしいせいかつ 上 野田敦敬 [ほか] 著 大日本図書 教/312/'19

3435 みんなとまなぶしょうがっこうせいかつ 上 片上宗二 [ほか] 著 学校図書 教/312/'19

3436 せいかつ 上 養老孟司 [ほか] 著 教育出版 教/312/'19

3437 せいかつ 上 嶋野道弘 [ほか] 著 光村図書出版 教/312/'19

3438 せいかつ 上 寺尾愼一 [ほか] 著 啓林館 教/312/'19

3439 わたしとせいかつ 上 村川雅弘 [ほか] 著 日本文教出版 教/312/'19

3440 新しい社会 3 北俊夫 [ほか] 著 東京書籍 教/312/'19

3441 新しい社会 5上 北俊夫 [ほか] 著 東京書籍 教/312/'19

3442 新しい社会 6: 政治・国際編 北俊夫 [ほか] 著 東京書籍 教/312/'19

3443 新しい社会 6: 歴史編 北俊夫 [ほか] 著 東京書籍 教/312/'19
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3444 小学社会 3 大石学 [ほか] 著 教育出版 教/312/'19

3445 小学社会 5 大石学 [ほか] 著 教育出版 教/312/'19

3446 小学社会 6 大石学 [ほか] 著 教育出版 教/312/'19

3447 小学社会 3年 池野範男 [ほか] 著 日本文教出版 教/312/'19

3448 小学社会 5年 池野範男 [ほか] 著 日本文教出版 教/312/'19

3449 小学社会 6年 池野範男 [ほか] 著 日本文教出版 教/312/'19

3450 せいかつ 上 前田好文著 信州教育出版社 教/312/'19

3451 新しい地図帳
北俊夫, 志村喬ほか

著
東京書籍 教/332/'19

3452 楽しく学ぶ小学生の地図帳 3・4・5・6年 帝国書院編集部編 帝国書院 教/332/'19

3453 しょうがくどうとく : ゆたかなこころ 3年 加藤宣行[ほか]著 光文書院 教/352/'18

3454 しょうがくどうとく : ゆたかなこころ 4年 加藤宣行[ほか]著 光文書院 教/352/'18

3455 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 1 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/352/'18

3456 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 1 どうとくノート 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/352/'18

3457 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 2 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/352/'18

3458 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 2 どうとくノート 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/352/'18

3459 しょうがくどうとく : はばたこうあすへ 1 林泰成 [ほか] 著 教育出版 教/352/'19

3460 しょうがくどうとく : はばたこうあすへ 2 林泰成 [ほか] 著 教育出版 教/352/'19

3461 しょうがくどうとく : はばたこうあすへ 3 林泰成 [ほか] 著 教育出版 教/352/'19

3462 しょうがくどうとく : はばたこうあすへ 4 林泰成 [ほか] 著 教育出版 教/352/'19

3463 しょうがくどうとく : はばたこうあすへ 5 林泰成 [ほか] 著 教育出版 教/352/'19

3464 しょうがくどうとく : はばたこうあすへ 6 林泰成 [ほか] 著 教育出版 教/352/'19

3465 あたらしいどうとく 新訂 1
渡邉満, 押谷由夫[ほ

か]著
東京書籍 教/352/'19

3466 あたらしいどうとく 新訂 2
渡邉満, 押谷由夫[ほ

か]著
東京書籍 教/352/'19
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3467 あたらしいどうとく 新訂 3
渡邉満, 押谷由夫[ほ

か]著
東京書籍 教/352/'19

3468 あたらしいどうとく 新訂 4
渡邉満, 押谷由夫[ほ

か]著
東京書籍 教/352/'19

3469 あたらしいどうとく 新訂 5
渡邉満, 押谷由夫[ほ

か]著
東京書籍 教/352/'19

3470 あたらしいどうとく 新訂 6
渡邉満, 押谷由夫[ほ

か]著
東京書籍 教/352/'19

3471 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 1ねん: きづき 松尾直博 [ほか] 著 学校図書 教/352/'19

3472 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 1ねん: まなび 松尾直博 [ほか] 著 学校図書 教/352/'19

3473 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 2年: きづき 松尾直博 [ほか] 著 学校図書 教/352/'19

3474 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 2年: まなび 松尾直博 [ほか] 著 学校図書 教/352/'19

3475 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 3年: きづき 松尾直博 [ほか] 著 学校図書 教/352/'19

3476 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 3年: まなび 松尾直博 [ほか] 著 学校図書 教/352/'19

3477 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 4年: きづき 松尾直博 [ほか] 著 学校図書 教/352/'19

3478 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 4年: まなび 松尾直博 [ほか] 著 学校図書 教/352/'19

3479 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 5年: きづき 松尾直博 [ほか] 著 学校図書 教/352/'19

3480 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 5年: まなび 松尾直博 [ほか] 著 学校図書 教/352/'19

3481 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 6年: きづき 松尾直博 [ほか] 著 学校図書 教/352/'19

3482 かがやけみらい : しょうがっこうどうとく 6年: まなび 松尾直博 [ほか] 著 学校図書 教/352/'19

3483 しょうがくどうとく : ゆたかなこころ 1ねん 加藤宣行[ほか]著 光文書院 教/352/'19

3484 しょうがくどうとく : ゆたかなこころ 2年 加藤宣行[ほか]著 光文書院 教/352/'19

3485 しょうがくどうとく : ゆたかなこころ 5年 加藤宣行[ほか]著 光文書院 教/352/'19

3486 しょうがくどうとく : ゆたかなこころ 6年 加藤宣行[ほか]著 光文書院 教/352/'19

3487 どうとく : きみがいちばんひかるとき 1
朝倉喩美子 [ほか]

著
光村図書出版 教/352/'19
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3488 どうとく : きみがいちばんひかるとき 2
朝倉喩美子 [ほか]

著
光村図書出版 教/352/'19

3489 どうとく : きみがいちばんひかるとき 3
朝倉喩美子 [ほか]

著
光村図書出版 教/352/'19

3490 どうとく : きみがいちばんひかるとき 4
朝倉喩美子 [ほか]

著
光村図書出版 教/352/'19

3491 どうとく : きみがいちばんひかるとき 5
朝倉喩美子 [ほか]

著
光村図書出版 教/352/'19

3492 どうとく : きみがいちばんひかるとき 6
朝倉喩美子 [ほか]

著
光村図書出版 教/352/'19

3493 しょうがくどうとく : いきるちから 1
藤永芳純, 島恒生

[ほか] 著
日本文教出版 教/352/'19

3494 しょうがくどうとく : いきるちから 1 どうとくノート
藤永芳純, 島恒生

[ほか] 著
日本文教出版 教/352/'19

3495 しょうがくどうとく : いきるちから 2
藤永芳純, 島恒生

[ほか] 著
日本文教出版 教/352/'19

3496 しょうがくどうとく : いきるちから 2 どうとくノート
藤永芳純, 島恒生

[ほか] 著
日本文教出版 教/352/'19

3497 しょうがくどうとく : いきるちから 3
藤永芳純, 島恒生

[ほか] 著
日本文教出版 教/352/'19

3498 しょうがくどうとく : いきるちから 3 どうとくノート
藤永芳純, 島恒生

[ほか] 著
日本文教出版 教/352/'19

3499 しょうがくどうとく : いきるちから 4
藤永芳純, 島恒生

[ほか] 著
日本文教出版 教/352/'19

3500 しょうがくどうとく : いきるちから 4 道徳ノート
藤永芳純, 島恒生

[ほか] 著
日本文教出版 教/352/'19
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3501 しょうがくどうとく : いきるちから 5
藤永芳純, 島恒生

[ほか] 著
日本文教出版 教/352/'19

3502 しょうがくどうとく : いきるちから 5 道徳ノート
藤永芳純, 島恒生

[ほか] 著
日本文教出版 教/352/'19

3503 しょうがくどうとく : いきるちから 6
藤永芳純, 島恒生

[ほか] 著
日本文教出版 教/352/'19

3504 しょうがくどうとく : いきるちから 6 道徳ノート
藤永芳純, 島恒生

[ほか] 著
日本文教出版 教/352/'19

3505 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 3 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/352/'19

3506 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 3 どうとくノート 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/352/'19

3507 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 4 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/352/'19

3508 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 4 道徳ノート 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/352/'19

3509 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 5 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/352/'19

3510 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 5 道徳ノート 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/352/'19

3511 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 6 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/352/'19

3512 しょうがくせいのどうとく : みんなでかんがえ,はなしあう 6 道徳ノート 横山利弘 [ほか] 著 廣済堂あかつき 教/352/'19

3513 新・みんなのどうとく 1 永田繁雄[ほか]著 学研教育みらい 教/352/'19

3514 新・みんなのどうとく 2 永田繁雄[ほか]著 学研教育みらい 教/352/'19

3515 新・みんなのどうとく 3 永田繁雄[ほか]著 学研教育みらい 教/352/'19

3516 新・みんなのどうとく 4 永田繁雄[ほか]著 学研教育みらい 教/352/'19

3517 新・みんなのどうとく 5 永田繁雄[ほか]著 学研教育みらい 教/352/'19

3518 新・みんなのどうとく 6 永田繁雄[ほか]著 学研教育みらい 教/352/'19

3519 こくご : 特別支援学校小学部知的障害者用 ☆ (文部科学省著作教科書) 東京書籍 教/378.6/'20

3520 こくご : 特別支援学校小学部知的障害者用 ☆☆ (文部科学省著作教科書) 東京書籍 教/378.6/'20

3521 こくご : 特別支援学校小学部知的障害者用 ☆☆☆ (文部科学省著作教科書) 東京書籍 教/378.6/'20

3522 さんすう : 特別支援学校小学部知的障害者用 ☆ (文部科学省著作教科書) 教育出版 教/378.6/'20

3523 さんすう : 特別支援学校小学部知的障害者用 ☆☆(1) (文部科学省著作教科書) 教育出版 教/378.6/'20
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3524 さんすう : 特別支援学校小学部知的障害者用 ☆☆(2) (文部科学省著作教科書) 教育出版 教/378.6/'20

3525 さんすう : 特別支援学校小学部知的障害者用 ☆☆☆ (文部科学省著作教科書) 教育出版 教/378.6/'20

3526 おんがく : 特別支援学校小学部知的障害者用 ☆ (文部科学省著作教科書) 東京書籍 教/378.6/'20

3527 おんがく : 特別支援学校小学部知的障害者用 ☆☆ (文部科学省著作教科書) 東京書籍 教/378.6/'20

3528 おんがく : 特別支援学校小学部知的障害者用 ☆☆☆ (文部科学省著作教科書) 東京書籍 教/378.6/'20

3529 あたらしいさんすう 1-1 藤井斉亮 [ほか] 著 東京書籍 教/412/'19

3530 あたらしいさんすう 1-2 藤井斉亮 [ほか] 著 東京書籍 教/412/'19

3531 あたらしいさんすう 2上 藤井斉亮 [ほか] 著 東京書籍 教/412/'19

3532 あたらしいさんすう 3上 藤井斉亮 [ほか] 著 東京書籍 教/412/'19

3533 あたらしいさんすう 4上 藤井斉亮 [ほか] 著 東京書籍 教/412/'19

3534 あたらしいさんすう 5上 藤井斉亮 [ほか] 著 東京書籍 教/412/'19

3535 あたらしいさんすう 6 藤井斉亮 [ほか] 著 東京書籍 教/412/'19

3536 たのしいさんすう 1ねん 相馬一彦 [ほか] 著 大日本図書 教/412/'19

3537 たのしいさんすう 2年 相馬一彦 [ほか] 著 大日本図書 教/412/'19

3538 たのしいさんすう 3年 相馬一彦 [ほか] 著 大日本図書 教/412/'19

3539 たのしいさんすう 4年 相馬一彦 [ほか] 著 大日本図書 教/412/'19

3540 たのしいさんすう 5年 相馬一彦 [ほか] 著 大日本図書 教/412/'19

3541 たのしいさんすう 6年 相馬一彦 [ほか] 著 大日本図書 教/412/'19

3542 みんなとまなぶしょうがっこうさんすう 1ねん上 一松信 [ほか] 著 学校図書 教/412/'19

3543 みんなとまなぶしょうがっこうさんすう 2年上 一松信 [ほか] 著 学校図書 教/412/'19

3544 みんなとまなぶしょうがっこうさんすう 3年上 一松信 [ほか] 著 学校図書 教/412/'19

3545 みんなとまなぶしょうがっこうさんすう 4年上 一松信 [ほか] 著 学校図書 教/412/'19

3546 みんなとまなぶしょうがっこうさんすう 5年上 一松信 [ほか] 著 学校図書 教/412/'19

3547 みんなとまなぶしょうがっこうさんすう 6年 一松信 [ほか] 著 学校図書 教/412/'19

3548 中学校へのかけ橋 (みんなとまなぶしょうがっこうさんすう:6年) 一松信 [ほか] 著 学校図書 教/412/'19

3549 しょうがくさんすう 1 坪田耕三 [ほか] 著 教育出版 教/412/'19

3550 しょうがくさんすう 2上 坪田耕三 [ほか] 著 教育出版 教/412/'19
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3551 しょうがくさんすう 3上 坪田耕三 [ほか] 著 教育出版 教/412/'19

3552 しょうがくさんすう 4上 坪田耕三 [ほか] 著 教育出版 教/412/'19

3553 しょうがくさんすう 5 坪田耕三 [ほか] 著 教育出版 教/412/'19

3554 しょうがくさんすう 6 坪田耕三 [ほか] 著 教育出版 教/412/'19

3555 わくわくさんすう 1 清水静海 [ほか] 著 啓林館 教/412/'19

3556 わくわくさんすう 2上 清水静海 [ほか] 著 啓林館 教/412/'19

3557 わくわくさんすう 3上 清水静海 [ほか] 著 啓林館 教/412/'19

3558 わくわくさんすう 4上 清水静海 [ほか] 著 啓林館 教/412/'19

3559 わくわくさんすう 5 清水静海 [ほか] 著 啓林館 教/412/'19

3560 わくわくさんすう 6 清水静海 [ほか] 著 啓林館 教/412/'19

3561 しょうがくさんすう 1ねん上 小山正孝 [ほか] 著 日本文教出版 教/412/'19

3562 しょうがくさんすう 2年上 小山正孝 [ほか] 著 日本文教出版 教/412/'19

3563 しょうがくさんすう 3年上 小山正孝 [ほか] 著 日本文教出版 教/412/'19

3564 しょうがくさんすう 4年上 小山正孝 [ほか] 著 日本文教出版 教/412/'19

3565 しょうがくさんすう 5年上 小山正孝 [ほか] 著 日本文教出版 教/412/'19

3566 しょうがくさんすう 6年 小山正孝 [ほか] 著 日本文教出版 教/412/'19

3567 新しい理科 3 毛利衛 [ほか] 著 東京書籍 教/422/'19

3568 新しい理科 4 毛利衛 [ほか] 著 東京書籍 教/422/'19

3569 新しい理科 5 毛利衛 [ほか] 著 東京書籍 教/422/'19

3570 新しい理科 6 毛利衛 [ほか] 著 東京書籍 教/422/'19

3571 たのしい理科 3年 有馬朗人 [ほか] 著 大日本図書 教/422/'19

3572 たのしい理科 4年 有馬朗人 [ほか] 著 大日本図書 教/422/'19

3573 たのしい理科 5年 有馬朗人 [ほか] 著 大日本図書 教/422/'19

3574 たのしい理科 6年 有馬朗人 [ほか] 著 大日本図書 教/422/'19

3575 みんなと学ぶ小学校理科 3年 霜田光一 [ほか] 著 学校図書 教/422/'19

3576 みんなと学ぶ小学校理科 4年 霜田光一 [ほか] 著 学校図書 教/422/'19

3577 みんなと学ぶ小学校理科 5年 霜田光一 [ほか] 著 学校図書 教/422/'19

231



2020年4月～8月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

3578 みんなと学ぶ小学校理科 6年 霜田光一 [ほか] 著 学校図書 教/422/'19

3579 みらいをひらく小学理科 3 養老孟司 [ほか] 著 教育出版 教/422/'19

3580 みらいをひらく小学理科 4 養老孟司 [ほか] 著 教育出版 教/422/'19

3581 みらいをひらく小学理科 5 養老孟司 [ほか] 著 教育出版 教/422/'19

3582 みらいをひらく小学理科 6 養老孟司 [ほか] 著 教育出版 教/422/'19

3583 わくわく理科 3 石浦章一 [ほか] 著 啓林館 教/422/'19

3584 わくわく理科 4 石浦章一 [ほか] 著 啓林館 教/422/'19

3585 わくわく理科 5 石浦章一 [ほか] 著 啓林館 教/422/'19

3586 わくわく理科 6 石浦章一 [ほか] 著 啓林館 教/422/'19

3587 楽しい理科 3年
村松久和, 石田周治

著
信州教育出版社 教/422/'19

3588 楽しい理科 4年
村松久和, 石田周治

著
信州教育出版社 教/422/'19

3589 楽しい理科 5年
村松久和, 石田周治

著
信州教育出版社 教/422/'19

3590 楽しい理科 6年
村松久和, 石田周治

著
信州教育出版社 教/422/'19

3591 たのしいほけん 3・4年 大津一義 [ほか] 著 大日本図書 教/492/'19

3592 たのしいほけん 5・6年 大津一義 [ほか] 著 大日本図書 教/492/'19

3593 わたしたちのほけん 3・4年
成田十次郎 [ほか]

著
文教社 教/492/'19

3594 わたしたちのほけん 5・6年
成田十次郎 [ほか]

著
文教社 教/492/'19

3595 小学ほけん 3・4年 渡邊正樹 [ほか] 著 光文書院 教/492/'19

3596 小学ほけん 5・6年 渡邊正樹 [ほか] 著 光文書院 教/492/'19

3597 みんなのほけん 3・4年 森昭三 [ほか] 著 学研教育みらい 教/492/'19

3598 みんなのほけん 5・6年 森昭三 [ほか] 著 学研教育みらい 教/492/'19
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3599 新しいほけん 3・4 戸田芳雄 [ほか] 著 東京書籍 教/492/'19

3600 新しいほけん 5・6 戸田芳雄 [ほか] 著 東京書籍 教/492/'19

3601 わたしたちの家庭科 5・6
鳴海多恵子 [ほか]

著
開隆堂 教/52/'19

3602 新しい家庭 5・6 浜島京子 [ほか] 著 東京書籍 教/52/'19

3603 ずがこうさく 1・2上
日本造形教育研究会

著
開隆堂 教/722/'19

3604 ずがこうさく 3・4上
日本造形教育研究会

著
開隆堂 教/722/'19

3605 ずがこうさく 5・6上
日本造形教育研究会

著
開隆堂 教/722/'19

3606 ずがこうさく 1・2上
日本児童美術研究会

編
日本文教出版 教/722/'19

3607 ずがこうさく 3・4上
日本児童美術研究会

編
日本文教出版 教/722/'19

3608 ずがこうさく 5・6上
日本児童美術研究会

編
日本文教出版 教/722/'19

3609 あたらしいしょしゃ 1 平形清逸ほか著 東京書籍 教/732/'19

3610 あたらしいしょしゃ 2 平形清逸ほか著 東京書籍 教/732/'19

3611 あたらしいしょしゃ 3 平形清逸ほか著 東京書籍 教/732/'19

3612 あたらしいしょしゃ 4 平形清逸ほか著 東京書籍 教/732/'19

3613 あたらしいしょしゃ 5 平形清逸ほか著 東京書籍 教/732/'19

3614 あたらしいしょしゃ 6 平形清逸ほか著 東京書籍 教/732/'19

3615 みんなとまなぶしょうがっこうしょしゃ 1ねん 渡部清 [ほか] 著 学校図書 教/732/'19

3616 みんなとまなぶしょうがっこうしょしゃ 2年 渡部清 [ほか] 著 学校図書 教/732/'19

3617 みんなとまなぶしょうがっこうしょしゃ 3年 渡部清 [ほか] 著 学校図書 教/732/'19

3618 みんなとまなぶしょうがっこうしょしゃ 4年 渡部清 [ほか] 著 学校図書 教/732/'19
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3619 みんなとまなぶしょうがっこうしょしゃ 5年 渡部清 [ほか] 著 学校図書 教/732/'19

3620 みんなとまなぶしょうがっこうしょしゃ 6年 渡部清 [ほか] 著 学校図書 教/732/'19

3621 しょうがくしょしゃ 1 加藤祐司 [ほか] 著 教育出版 教/732/'19

3622 しょうがくしょしゃ 2 加藤祐司 [ほか] 著 教育出版 教/732/'19

3623 しょうがくしょしゃ 3 加藤祐司 [ほか] 著 教育出版 教/732/'19

3624 しょうがくしょしゃ 4 加藤祐司 [ほか] 著 教育出版 教/732/'19

3625 しょうがくしょしゃ 5 加藤祐司 [ほか] 著 教育出版 教/732/'19

3626 しょうがくしょしゃ 6 加藤祐司 [ほか] 著 教育出版 教/732/'19

3627 しょしゃ 1ねん 宮澤正明 [ほか] 著 光村図書出版 教/732/'19

3628 しょしゃ 2年 宮澤正明 [ほか] 著 光村図書出版 教/732/'19

3629 しょしゃ 3年 宮澤正明 [ほか] 著 光村図書出版 教/732/'19

3630 しょしゃ 4年 宮澤正明 [ほか] 著 光村図書出版 教/732/'19

3631 しょしゃ 5年 宮澤正明 [ほか] 著 光村図書出版 教/732/'19

3632 しょしゃ 6年 宮澤正明 [ほか] 著 光村図書出版 教/732/'19

3633 しょうがくしょしゃ 1ねん 池田利広 [ほか] 著 日本文教出版 教/732/'19

3634 しょうがくしょしゃ 2年 池田利広 [ほか] 著 日本文教出版 教/732/'19

3635 しょうがくしょしゃ 3年 池田利広 [ほか] 著 日本文教出版 教/732/'19

3636 しょうがくしょしゃ 4年 池田利広 [ほか] 著 日本文教出版 教/732/'19

3637 しょうがくしょしゃ 5年 池田利広 [ほか] 著 日本文教出版 教/732/'19

3638 しょうがくしょしゃ 6年 池田利広 [ほか] 著 日本文教出版 教/732/'19

3639 おんがくのおくりもの : 小学音楽 1 新実徳英 [ほか] 著 教育出版 教/762/'19

3640 おんがくのおくりもの : 小学音楽 2 新実徳英 [ほか] 著 教育出版 教/762/'19

3641 おんがくのおくりもの : 小学音楽 3 新実徳英 [ほか] 著 教育出版 教/762/'19

3642 おんがくのおくりもの : 小学音楽 4 新実徳英 [ほか] 著 教育出版 教/762/'19

3643 おんがくのおくりもの : 小学音楽 5 新実徳英 [ほか] 著 教育出版 教/762/'19

3644 おんがくのおくりもの : 小学音楽 6 新実徳英 [ほか] 著 教育出版 教/762/'19

3645 小学生のおんがく 1 小原光一 [ほか] 著 教育芸術社 教/762/'19
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3646 小学生のおんがく 2 小原光一 [ほか] 著 教育芸術社 教/762/'19

3647 小学生のおんがく 3 小原光一 [ほか] 著 教育芸術社 教/762/'19

3648 小学生のおんがく 4 小原光一 [ほか] 著 教育芸術社 教/762/'19

3649 小学生のおんがく 5 小原光一 [ほか] 著 教育芸術社 教/762/'19

3650 小学生のおんがく 6 小原光一 [ほか] 著 教育芸術社 教/762/'19

3651 こくご 1上 甲斐睦朗 [ほか] 著 光村図書出版 教/82/'19

3652 こくご 2上 甲斐睦朗 [ほか] 著 光村図書出版 教/82/'19

3653 こくご 3上 甲斐睦朗 [ほか] 著 光村図書出版 教/82/'19

3654 こくご 4上 甲斐睦朗 [ほか] 著 光村図書出版 教/82/'19

3655 こくご 5 甲斐睦朗 [ほか] 著 光村図書出版 教/82/'19

3656 こくご 6 甲斐睦朗 [ほか] 著 光村図書出版 教/82/'19

3657 あたらしいこくご 1上
秋田喜代美 [ほか]

著
東京書籍 教/82/'19

3658 あたらしいこくご 2上
秋田喜代美 [ほか]

著
東京書籍 教/82/'19

3659 あたらしいこくご 3上
秋田喜代美 [ほか]

著
東京書籍 教/82/'19

3660 あたらしいこくご 4上
秋田喜代美 [ほか]

著
東京書籍 教/82/'19

3661 あたらしいこくご 5
秋田喜代美 [ほか]

著
東京書籍 教/82/'19

3662 あたらしいこくご 6
秋田喜代美 [ほか]

著
東京書籍 教/82/'19

3663 ひろがることば : しょうがくこくご [教科書] 1上 田近洵一 [ほか] 著 教育出版 教/82/'19

3664 ひろがることば : しょうがくこくご [教科書] 2上 田近洵一 [ほか] 著 教育出版 教/82/'19

3665 ひろがることば : しょうがくこくご [教科書] 3上 田近洵一 [ほか] 著 教育出版 教/82/'19

3666 ひろがることば : しょうがくこくご [教科書] 4上 田近洵一 [ほか] 著 教育出版 教/82/'19
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3667 ひろがることば : しょうがくこくご [教科書] 5上 田近洵一 [ほか] 著 教育出版 教/82/'19

3668 ひろがることば : しょうがくこくご [教科書] 6上 田近洵一 [ほか] 著 教育出版 教/82/'19

3669 New horizon elementary : English course 5
アレン玉井光江 [ほ

か] 著
東京書籍 教/8932/'19

3670 New horizon elementary : English course 6
アレン玉井光江 [ほ

か] 著
東京書籍 教/8932/'19

3671 Picture dictionary (New horizon elementary : English course)
アレン玉井光江 [ほ

か] 著
東京書籍 教/8932/'19

3672 Junior sunshine 5 萬谷隆一 [ほか] 著 開隆堂 教/8932/'19

3673 Junior sunshine 6 萬谷隆一 [ほか] 著 開隆堂 教/8932/'19

3674 Junior total English 1 吉田研作 [ほか] 著 学校図書 教/8932/'19

3675 Junior total English 2 吉田研作 [ほか] 著 学校図書 教/8932/'19

3676 Crown Jr. 5 酒井英樹 [ほか] 著 三省堂 教/8932/'19

3677 Crown Jr. 6 酒井英樹 [ほか] 著 三省堂 教/8932/'19

3678 One world : smiles 5 金森強 [ほか] 著 教育出版 教/8932/'19

3679 One world : smiles 6 金森強 [ほか] 著 教育出版 教/8932/'19

3680 Here we go! 5 小泉仁 [ほか] 著 光村図書出版 教/8932/'19

3681 Here we go! 6 小泉仁 [ほか] 著 光村図書出版 教/8932/'19

3682 Blue sky : elementary 5 影浦攻 [ほか] 著 啓林館 教/8932/'19

3683 Blue sky : elementary 6 影浦攻 [ほか] 著 啓林館 教/8932/'19

3684 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

3685 アジア遊学 勉誠出版

個別に取る(302.2は

シリーズとしての分

類番号）

3686 福祉業界で働く (なるにはBooks:補巻24) 戸田恭子著 ぺりかん社 就職/資格

3687 検察官になるには (なるにはBooks:130)
飯島一孝著/最高検

察庁協力
ぺりかん社 就職/資格
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3688 ゲーム業界で働く (なるにはBooks:補巻26)
小杉眞紀, 山田幸彦

著
ぺりかん社 就職/資格

3689 史上最強の内定獲得術 武藤孝幸著 秀和システム 就職/資格

3690 就活の鬼十則 : 学歴フィルターをブチ壊す逆転内定術 小杉樹彦著 ワニブックス 就職/資格

3691 逆転の就活 : Fラン大学でも東大に勝てる 吉井伯榮著 光文社 就職/資格

3692 AIエンジニアになるには (なるにはBooks:155) 丸山恵著 ぺりかん社 就職/資格

3693 いちよし証券by AERA : いままでの日本にない証券会社へ (AERA MOOK. 企業研究) 朝日新聞出版 就職/資格

3694 特別支援学校教諭になるには (なるにはBooks:66)

松矢勝宏編著/宮崎

英憲編著/高野聡子

編著

ぺりかん社 就職/資格

3695 120年、その先のNECへ。 : 未来に向けて、学ぶべき20年の出来事1999-2019 : NEC創立120年史

日本電気株式会社

コーポレートアーカ

イブ室編

日本電気 就職/資格

3696 教育業界で働く (なるにはBooks:補巻25) 三井綾子著 ぺりかん社 就職/資格

3697 新合格水準日本語教育能力検定試験問題集 新訂版 アークアカデミー編
アークアカデミー近

畿/凡人社(発売)
就職/資格/['15]

3698 新合格水準日本語教育能力検定試験問題集 新訂版 アークアカデミー編
アークアカデミー近

畿/凡人社(発売)
就職/資格/['15]

3699 新合格水準日本語教育能力検定試験問題集 新訂版 アークアカデミー編
アークアカデミー近

畿/凡人社(発売)
就職/資格/['15]

3700 新合格水準日本語教育能力検定試験問題集 新訂版 アークアカデミー編
アークアカデミー近

畿/凡人社(発売)
就職/資格/['15]

3701 新合格水準日本語教育能力検定試験問題集 新訂版 アークアカデミー編
アークアカデミー近

畿/凡人社(発売)
就職/資格/['15]

3702 サービス接遇検定受験ガイド準1級 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 就職/資格/['17]

3703 プロが教える現場で役立つ色の使い方 桑野優子著
日本カラープランニ

ング協会
就職/資格/['18]
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3704
最新福祉ビジネスと業界のカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 (How-nual図解

入門. 業界研究)
高山善文著 秀和システム 就職/資格/['18]

3705 サービス接遇検定受験ガイド1級 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 就職/資格/['18]

3706 ファッション販売能力検定試験3級公式テキスト 改訂版 (ファッション販売. 3)
日本ファッション教

育振興協会
就職/資格/['19]

3707 ファッションビジネス能力検定試験3級項目別試験問題・解答集 改訂版
日本ファッション教

育振興協会
就職/資格/['19]

3708 ファッション販売能力検定試験問題集3級 改訂版, 4版
日本ファッション教

育振興協会編

日本ファッション教

育振興協会
就職/資格/['19]

3709 ビジネス文書検定受験ガイド3級 改訂新版 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 就職/資格/['19]

3710 ビジネス文書検定受験ガイド1・2級 改訂新版 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 就職/資格/['19]

3711 サービス接遇検定実問題集1-2級 : 第43回-第47回 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 就職/資格/['19]

3712 サービス接遇検定2級公式テキスト : 審査基準に基づく基礎知識を詳説 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 就職/資格/['19]

3713 日本語教育能力検定試験聴解・音声特訓プログラム : 解けば解くほどポイントがわかる

遠藤由美子, 池田悠

子, 奥澤美佐著/

アークアカデミー編

三修社 就職/資格/['19]

3714 日本語教育能力検定試験聴解・音声特訓プログラム : 解けば解くほどポイントがわかる

遠藤由美子, 池田悠

子, 奥澤美佐著/

アークアカデミー編

三修社 就職/資格/['19]

3715 日本語教育能力検定試験聴解・音声特訓プログラム : 解けば解くほどポイントがわかる

遠藤由美子, 池田悠

子, 奥澤美佐著/

アークアカデミー編

三修社 就職/資格/['19]

3716 日本語教育能力検定試験聴解・音声特訓プログラム : 解けば解くほどポイントがわかる

遠藤由美子, 池田悠

子, 奥澤美佐著/

アークアカデミー編

三修社 就職/資格/['19]
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3717 日本語教育能力検定試験聴解・音声特訓プログラム : 解けば解くほどポイントがわかる

遠藤由美子, 池田悠

子, 奥澤美佐著/

アークアカデミー編

三修社 就職/資格/['19]

3718 日本語教育能力検定試験に合格するための記述式問題40 改訂版
石黒圭, 辻和子, 星

野恵子著
アルク 就職/資格/['19]

3719 日本語教育能力検定試験に合格するための記述式問題40 改訂版
石黒圭, 辻和子, 星

野恵子著
アルク 就職/資格/['19]

3720 日本語教育能力検定試験に合格するための記述式問題40 改訂版
石黒圭, 辻和子, 星

野恵子著
アルク 就職/資格/['19]

3721 日本語教育能力検定試験に合格するための記述式問題40 改訂版
石黒圭, 辻和子, 星

野恵子著
アルク 就職/資格/['19]

3722 日本語教育能力検定試験に合格するための記述式問題40 改訂版
石黒圭, 辻和子, 星

野恵子著
アルク 就職/資格/['19]

3723 秘書検定集中講義 : ケーススタディで学ぶ 改訂版 2級 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 就職/資格/['19]

3724 文部科学省後援色彩検定公式テキスト 3級編 色彩検定協会編集 色彩検定協会 就職/資格/['19]

3725 大阪の問題集ベスト選+要点集 : 大阪検定公式精選400問と出題傾向・対策 : なにわなんでも大阪検定
橋爪紳也監修/創元

社編集部編
創元社 就職/資格/['19]

3726 めくって見つける新しいデザインの本 (配色アイデア手帖 : 完全保存版) 桜井輝子著 SBクリエイティブ 就職/資格/['20]

3727 日本の給料&職業図鑑 : 決定版 給料BANK著 宝島社 就職/資格/['20]

3728 ビジネス実務マナー検定受験ガイド1級 増補版 (ビジネス系検定) 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 就職/資格/['20]

3729 ビジネス実務マナー検定受験ガイド2級 増補版 (ビジネス系検定) 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 就職/資格/['20]

3730 ビジネス実務マナー検定受験ガイド3級 増補版 (ビジネス系検定) 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 就職/資格/['20]

3731 秘書検定試験3級実問題集 : 文部省認定 2020年度版 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 就職/資格/['20]

3732 秘書検定集中講義 : ケーススタディで学ぶ 改訂版 3級 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 就職/資格/['20]

3733 銀行業界大研究 新版 伊藤歩著 産学社 就職/資格/['20]

3734 畑中敦子の地方上級・A日程出る順数的処理 : 公務員試験 畑中敦子著 エクシア出版 就職/資格/['20]

3735 販売士(リテールマーケティング)検定試験3級テキスト&問題集 : これ1冊で最短合格 神奈川販売士協会著 秀和システム 就職/資格/['20]
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3736 公務員試験最初でつまずかない行政法 吉田としひろ著 実務教育出版 就職/資格/['20]

3737 医療事務診療報酬請求事務能力認定試験「医科」合格テキスト&問題集 2019年版

診療報酬請求事務研

究会編/森岡浩美

[ほか] 著

日本能率協会マネジ

メントセンター
就職/資格/'19

3738 世界遺産検定公式過去問題集 2020年度版3・4級

世界遺産アカデミー

/世界遺産検定事務

局編著

毎日コミュニケー

ションズ
就職/資格/'20

3739 世界遺産検定公式過去問題集 2020年度版1・2級

世界遺産アカデミー

/世界遺産検定事務

局編著

毎日コミュニケー

ションズ
就職/資格/'20

3740 秘書検定試験2級実問題集 : 文部省認定 2020年度版 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 就職/資格/'20

3741 公務員試験直前予想問題 : 国家一般職・専門職、地方上級 2年度 (公務員試験受験ジャーナル特別企画:4-5) 実務教育出版 就職/資格/'20

3742 會社四季報 2020年2集:春号 東洋經濟新報社 就職/資格/'20

3743 リビングスタイリスト資格試験過去問題集 : 1・2・3級 2020 1・2・3級
HIPS合格対策プロ

ジェクト編

ハウジングエージェ

ンシー出版事業部
就職/資格/'20

3744 第59回～63回 (医療秘書技能検定実問題集3級. 2020年度版2) つちや書店 就職/資格/'20

3745 最新医療事務入門 : 窓口業務から保険請求、統計業務まで 2020年版 木津正昭著 医学通信社 就職/資格/'20

3746
初級者のための医療事務BASIC問題集 : 医療事務・医療秘書・医療事務OA・電子カルテ・医師事務作業補助者

実務能力認定試験 2020
医学通信社 就職/資格/'20

3747 高卒程度公務員直前必勝ゼミ 2年度 (受験ジャーナル別冊) 実務教育出版 就職/資格/'20

3748 英検準1級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2020年度版 [旺文社] 就職/資格/'20

3749 英検1級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2020年度版 [旺文社] 就職/資格/'20

3750 英検2級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2020年度版 [旺文社] 就職/資格/'20

3751 U-CANの旅行業務取扱管理者速習レッスン : 国内総合 2020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/'20
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3752 出る順宅建士過去30年良問厳選問題集 2020年版 (出る順宅建士シリーズ)

東京リーガルマイン

ドLEC総合研究所宅

建士試験部編著

東京リーガルマイン

ド
就職/資格/'20

3753 医療秘書技能検定実問題集2級 2020年度版1: 第59回-第63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/'20

3754 第59回～63回 (医療秘書技能検定実問題集3級. 2020年度版1) つちや書店 就職/資格/'20

3755 直前対策一般常識・統計/白書/労務管理 (よくわかる社労士合格テキスト. 2020年度版別冊)
TAC株式会社出版事

業部
就職/資格/'20

3756 自治体法務検定公式テキスト : 自治検 政策法務編 2020年度検定対応
自治体法務検定委員

会編
第一法規 就職/資格/'20

3757 自治体法務検定公式テキスト : 自治検 基本法務編 2020年度検定対応
自治体法務検定委員

会編
第一法規 就職/資格/'20

3758 面接完全攻略ブック 2年度 (公務員試験受験ジャーナル特別企画:4-5) 実務教育出版 就職/資格/'21

3759 学習スタートブック 3年度試験対応 (公務員試験受験ジャーナル特別企画:1) 実務教育出版 就職/資格/'21

3760 地方上級・国家一般職「大卒」市役所上・中級 : 論文試験頻出テーマのまとめ方 2021年度版 吉岡友治著 実務教育出版 就職/資格/'21

3761 公務員試験六法 2021 三省堂編修所編 三省堂 就職/資格/'21

3762 現職採点官が教える!合格面接術 : 公務員試験 2021年度版 春日文生著 実務教育出版 就職/資格/'21

3763
公務員試験論文・面接で問われる行政課題・政策論のポイント : 「デキる人材」「即戦力」であることをアピー

ルできる!! 2021年度版
高瀬淳一編著 実務教育出版 就職/資格/'21

3764 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 2021年度版
畑中敦子, 津田秀樹

著
エクシア出版 就職/資格/'21

3765 公務員の仕事入門ブック 3年度試験対応 (公務員試験受験ジャーナル特別企画:2) 実務教育出版 就職/資格/'21

3766 最新最強の就職面接 '22年版 福沢恵子著 成美堂出版 就職/資格/'22

3767 最新最強のエントリーシート・自己PR・志望動機 '22年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'22

3768 最新最強のインターンシップ '22年版
成美堂出版編集部編

著
成美堂出版 就職/資格/'22

3769 業界と職種がわかる本 : 就活の基本 : 自分に合った業界・職種をみつけよう! '22年版 岸健二編 成美堂出版 就職/資格/'22
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3770 これが本当のSPI3だ! : テストセンター対応 2022年度版
SPIノートの会, 津

田秀樹編著
洋泉社 就職/資格/'22

3771 公務員試験小論文頻出テーマ完全攻略 : 合格答案はこう書く! '22 今道琢也著 高橋書店 就職/資格/'22

3772 エントリーシート・履歴書 2022 (絶対内定)
杉村太郎, 坂本章紀

著
ダイヤモンド社 就職/資格/'22

3773 面接 2022 (絶対内定)
杉村太郎, 坂本章紀

著
ダイヤモンド社 就職/資格/'22

3774 面接の質問 2022 (絶対内定)
杉村太郎, 坂本章紀

著
ダイヤモンド社 就職/資格/'22

3775 自己分析とキャリアデザインの描き方 2022 (絶対内定) 杉村太郎著 ダイヤモンド社 就職/資格/'22

3776 就職四季報企業研究・インターンシップ版 2022年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 就職/資格/'22

3777 イッキに攻略!判断推理・数的推理一問一答 ['22年度版]
公務員試験予備校

EYE編著
高橋書店 就職/資格/'22

3778 イッキに攻略!公務員試験一般知識一問一答 ['22年度版]
公務員試験予備校

EYE編著
高橋書店 就職/資格/'22

3779 女子就活のキホン : 知りたいコトぜんぶ! 2022年度版 女子就活ネット編 実務教育出版 就職/資格/'22

3780 採用側のプロが書いた就職面接完全対策集 '22年版 菊池一志著 大和書房 就職/資格/'22

3781 内定者の書き方がわかる!エントリーシート自己PR・志望動機完全対策 ['22年版] 坂本直文著 大和書房 就職/資格/'22

3782 面接・グループディスカッション対策 2022年度版 (日経就職シリーズ. ロジカル・プレゼンテーション就活)
高田貴久著/日経HR

編集部編
日経HR 就職/資格/'22

3783 就活のやり方 : いつ・何を・どう? ぜんぶ! : 先輩には聞きづらいシューカツのキホンがわかる! 2022年度版 就職情報研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22

3784 就活ノートの作り方 [2022年度版] (内定獲得のメソッド) 才木弓加著 マイナビ 就職/資格/'22

3785 就活マナー : 要点マスター! [2022] 美土路雅子著
毎日コミュニケー

ションズ
就職/資格/'22

3786 インターンシップ 2022-2024 (絶対内定) 熊谷智宏著 ダイヤモンド社 就職/資格/'22-'24

3787 旅に出たくなる地図 20版 日本 (旅に出たくなる) 帝国書院著 帝国書院 旅行/地図/'20
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