
2020年9月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 AIと社会と法 : パラダイムシフトは起きるか? 宍戸常寿 [ほか] 編著 有斐閣 007.3/A25

2 アフターソーシャルメディア : 多すぎる情報といかに付き合うか
法政大学大学院メディア
環境設計研究所編/久保田
麻美 [ほか] 著

日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

007.3/H91

3 情報銀行ビジネス参入ガイド : 利活用ビジネスから事業参入まで 森田弘昭著 翔泳社 007.35/Mo66

4 強みを活かして動画で稼ぐ術 : 現役ユーチューバーが伝授 緒方亜希野著 産業能率大学出版部 007.353/O23

5 図書館年鑑 2020
日本図書館協会図書館年
鑑編集委員会編

日本図書館協会 010.59/NiT/'20

6 批判的思考力を育てる学校図書館 : 付:図書館利用記録とプライバシー 渡邊重夫著 青弓社 017/W46

7 読書と豊かな人間性 (放送大学教材:1291939-1-2011) 米谷茂則, 岩崎れい著 放送大学教育振興会 017/Y84

8 M・エンデが読んだ本
ミヒャエル・エンデ編/丘
沢静也訳

岩波書店 019.9/E59

9 物語を売る小さな本屋の物語 : メリーゴーランド京都は子どもの本専門店 鈴木潤著 晶文社 024.067/Su96

10 メディアが動かすアメリカ : 民主政治とジャーナリズム (ちくま新書:1518) 渡辺将人著 筑摩書房 070.253/W46

11 韓国社会の現在 : 超少子化、貧困・孤立化、デジタル化 (中公新書:2602) 春木育美著 中央公論新社 081/17/2602

12 性格とは何か : より良く生きるための心理学 (中公新書:2603) 小塩真司著 中央公論新社 081/17/2603

13 SDGs(持続可能な開発目標) (中公新書:2604) 蟹江憲史著 中央公論新社 081/17/2604

14 民衆暴力 : 一揆・暴動・虐殺の日本近代 (中公新書:2605) 藤野裕子著 中央公論新社 081/17/2605

15 グローバル時代のアメリカ : 冷戦時代から21世紀 (岩波新書:新赤版 1773. シリーズアメリカ合衆国史:4) 古矢旬著 岩波書店 081/6-4/1773

16 カエサル : 内戦の時代を駆けぬけた政治家 (岩波新書:新赤版 1841) 小池和子著 岩波書店 081/6-4/1841

17 美しい数学入門 (岩波新書:新赤版 1842) 伊藤由佳理著 岩波書店 081/6-4/1842

18 人口の中国史 : 先史時代から一九世紀まで (岩波新書:新赤版 1843) 上田信著 岩波書店 081/6-4/1843

19 性からよむ江戸時代 : 生活の現場から (岩波新書:新赤版 1844) 沢山美果子著 岩波書店 081/6-4/1844

20 国際人権入門 : 現場から考える (岩波新書:新赤版 1845) 申惠丰著 岩波書店 081/6-4/1845

21 パンデミック : 世界をゆるがした新型コロナウイルス (Ele-king books)
スラヴォイ・ジジェク著/
中林敦子訳

Pヴァイン/日販ア
イ・ピー・エス(発
売)

139.3/Z4

22 「バカ」の研究

ジャン=フランソワ・マル
ミオン編/ジャン=フラン
ソワ・マルミオン [ほか]
著/田中裕子訳

亜紀書房 140.4/Ma52

23 パン屋ではおにぎりを売れ : 想像以上の答えが見つかる思考法 柿内尚文著 かんき出版 141.5/Ka26

24 あいまいな喪失とトラウマからの回復 : 家族とコミュニティのレジリエンス
ポーリン・ボス著/中島聡
美, 石井千賀子監訳

誠信書房 141.6/B66

25 発達科学から読み解く親と子の心 : 身体・脳・環境から探る親子の関わり 田中友香理著 ミネルヴァ書房 143/Ta84

26 夢分析の治療ポイント : 心の病に苦しむ人に役立つ実践と事例 平井孝男著 創元社 146.1/H64
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27 グリーフケアの時代 : 「喪失の悲しみ」に寄り添う
島薗進, 鎌田東二, 佐久
間庸和著

弘文堂 146.8/G95

28 あいまいな喪失と家族のレジリエンス : 災害支援の新しいアプローチ 黒川雅代子 [ほか] 編著 誠信書房 146.812/A25

29 ケアの形而上学 森村修著 大修館書店 150/Mo56

30 Giving an account of oneself : pbk Judith Butler
Fordham University
Press

154/B96

31 働き方改革で伸びる女性つぶれる女性 東谷由香著
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)

159.4/H55

32 「これからの世界」を生きる君に伝えたいこと ウスビ・サコ著 大和書房 159.7/Sa12

33 2020年6月30日にまたここで会おう : 瀧本哲史伝説の東大講義 (星海社新書:160) 瀧本哲史著
星海社/講談社 (発
売)

159.7/Ta73

34 二枚腰のすすめ : 鷲田清一の人生案内 (教養みらい選書:006) 鷲田清一著 世界思想社 159/W42

35 図解眠れなくなるほど面白い世界の宗教 星川啓慈監修 日本文芸社 160/H92

36 北欧とゲルマンの神話事典 : 伝承・民話・魔術
クロード・ルクトゥ著/広
野和美, 木村高子訳

原書房 164.3/L49

37 命ある限り歩き続ける 横田南嶺著/五木寛之著 致知出版社 180.4/Y78

38 A forest of pearls from the dharma garden (Taishō volume 53, number 2122) v. 3 (BDK English Tripiṭaka)
translated by Koichi
Shinohara

BDK America 183/D88/3

39 特別展聖地をたずねて : 西国三十三所の信仰と至宝 : 西国三十三所草創一三〇〇年記念
京都国立博物館, 読売新
聞社編集

読売新聞社 186.916/Ky6

40 淺草寺日記 第40巻 金龍山浅草寺 188.45/2/40

41 ユダヤ教の精神構造 増補新装版 市川裕著 東京大学出版会 199/I14

42 グローバル時代の歴史学
リン・ハント [著]/長谷
川貴彦訳

岩波書店 201/H98

43 仕事に効く教養としての「世界史」 (祥伝社文庫:て3-1) 出口治明著 祥伝社 204/D53

44 「内戦」の世界史
デイヴィッド・アーミテ
イジ著/平田雅博, 阪本
浩, 細川道久訳

岩波書店 209/A79

45 年号と東アジア : 改元の思想と文化
水上雅晴編/高田宗平編集
協力

八木書店古書出版部/
八木書店 (発売)

210.023/Mi95

46 古文書の研究 : 料紙論・筆跡論 湯山賢一著 青史出版 210.029/Y99

47 日本人と動物の歴史 : 日本人にとって動物とは何か 實吉達郎著 カンゼン 210.04/Sa62

48 氏經卿神事記 第2 (史料纂集:古記録編:[187],[207]) 野村朋弘, 比企貴之校訂
八木書店古書出版部/
八木書店 (発売)

210.08/3/ウ1-2

49 古代東アジア史料論 (同成社古代史選書:34) 小口雅史編 同成社 210.3/O26
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50 大臣闕員騒動 (現代語訳小右記:10) [藤原実資著]/倉本一宏編 吉川弘文館 210.37/F68

51 パレスチナ人とイスラエル : 中東百年紛争の「解」を求めて 森戸幸次著 第三書館 227.99/Mo68

52 国旗の考現学 (MdN新書:007) 吹浦忠正著
エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
ス (発売)

288.9/F73

53 おべんとうの時間がきらいだった 阿部直美著 岩波書店 289.1/A13

54 女帝小池百合子 石井妙子著 文藝春秋 289.1/Ko31

55 天神様の正体 : 菅原道真の生涯 (歴史文化ライブラリー:506) 森公章著 吉川弘文館 289.1/Mo52

56 上杉謙信 (うえすぎけんしん) (人物叢書:[通巻307])
山田邦明著/日本歴史学会
編集

吉川弘文館 289.1/Y19

57 マハティール語録若者よ、元気かい?
チェデット, マット・ロ
ディ編著/稗田奈津江訳

日本マレーシア協会/
紀伊國屋書店 (発売)

289.2/Ma29

58 日本製 三浦春馬 [著] ワニブックス 291.093/Mi67

59 英語で話せる日本図鑑 増補・改訂版 永岡書店編集部編著 永岡書店 291/N18

60 誇れる国・インドと日本 : 仕事・家族・教育、それぞれの文化と生活
塩谷サルフィマクスーダ
著

PHP研究所 302.1/Sh77

61 日本人が参考にすべき現代中国文化 長谷川和三著 日本僑報社 (発売) 302.22/H36

62 幸福な監視国家・中国 (NHK出版新書:595) 梶谷懐, 高口康太著 NHK出版 302.22/Ka23

63 日本の宿題 : 令和時代に解決すべき17のテーマ 竹中平蔵著/原英史著 東京書籍 304/Ta64

64 日本再生の基軸 : 平成の晩鐘と令和の本質的課題 寺島実郎著 岩波書店 304/Te63

65 リベラルの敵はリベラルにあり (ちくま新書:1519) 倉持麟太郎著 筑摩書房 309.1/Ku53

66 新全体主義の思想史 : コロンビア大学現代中国講義
張博樹著/石井知章, 及川
淳子, 中村達雄訳

白水社 311.222/C53

67 活動の奇跡 : アーレント政治理論と哲学カフェ 三浦隆宏著 法政大学出版局 311.234/A68

68 明治憲法史 (ちくま新書:1513) 坂野潤治著 筑摩書房 312.1/B19

69 わが敵「習近平」 楊逸著 飛鳥新社 312.22/Y57

70 中東政治入門 (ちくま新書:1514) 末近浩太著 筑摩書房 312.27/Su15

71 Precarious life : the powers of mourning and violence : pbk Judith Butler Verso 316.4/B96

72 日章旗のもとでユダヤ人はいかに生き延びたか : ユダヤ人から見た日本のユダヤ政策
メロン・メッツィーニ著/
水内龍太訳

勉誠出版 316.88/Me15

73 官製ワーキングプアの女性たち : あなたを支える人たちのリアル (岩波ブックレット:No. 1031)
竹信三恵子, 戒能民江,
瀬山紀子編

岩波書店 318.3/Ka59

74 デジタル×地方が牽引する2030年日本の針路 江川昌史, 藤井篤之著
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

318.6/E29

75 冷戦 : ワールド・ヒストリー 上
O.A.ウェスタッド著/山本
健, 小川浩之訳

岩波書店 319.02/W62/1

76 冷戦 : ワールド・ヒストリー 下
O.A.ウェスタッド著/山本
健, 小川浩之訳

岩波書店 319.02/W62/2
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77 戦後日本を問いなおす : 日米非対称のダイナミズム (ちくま新書:1515) 原彬久著 筑摩書房 319.1053/H32

78 目に見えぬ侵略 : 中国のオーストラリア支配計画
クライブ・ハミルトン著/
山岡鉄秀監訳/奥山真司訳

飛鳥新社 319.2207/H26

79 なぜ原爆が悪ではないのか : アメリカの核意識 宮本ゆき著 岩波書店 319.8/Mi77

80 民法学雑纂 (平井宜雄著作集:3) 平井宜雄著 有斐閣 320.8/H64/3

81 法とフィクション 来栖三郎著 東京大学出版会 321/Ku79

82 天平の律令官人とくらし 出川広著 桜山社 322.134/D53

83 ローマ法入門 新版 船田享二著 有斐閣 322.32/F89

84 The Oxford handbook of Roman law and society pbk. (Oxford handbooks)
edited by Paul J. du
Plessis, Clifford Ando
and Kaius Tuori

Oxford University
Press

322.32/O93

85 新約聖書とローマ法・ローマ社会 オンデマンド版
A.N.シャーウィン・ホワ
イト著/保坂高殿訳

日本キリスト教団出
版局

322.32/Sh14

86 最新土地・建物の法律と手続き : 図解で早わかり : 民法改正対応! 松岡慶子監修 三修社 324.2/Ma86

87 民法(財産法) 第2版 (新・コンメンタール) 松岡久和, 中田邦博編 日本評論社 324.2/Ma86

88 現代土地所有権論 : 所有者不明土地と人口減少社会をめぐる法的諸問題 (学術選書:171. 民法) 吉田克己著 信山社 324.23/Y86

89 伊藤真の民法入門 : 講義再現版 第7版 伊藤真著 日本評論社 324/I91

90 私は負けない : 「郵便不正事件」はこうして作られた
村木厚子著/江川紹子聞き
手・構成

中央公論新社 326.21/Mu45

91 経済学・経営学のための英語論文の書き方 : アクセプトされるポイントと戦略 中谷安男著
中央経済社/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

330.7/N43

92 ExcelとRではじめるやさしい経済データ分析入門 隅田和人 [ほか] 著 オーム社 331.19/E93

93 「競争」は社会の役に立つのか : 競争の倫理入門
クリストフ・リュトゲ著/
嶋津格訳

慶應義塾大学出版会 331.844/L96

94 英国 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
332.33/A68/'20-
'21

95 ロシア 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
332.38/A68/'20-
'21

96 フィンランド 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
332.3892/A68/'20
-'21

97 チリ 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
332.66/A68/'20-
'21

98 ジム・ロジャーズ世界的投資家の思考法 ジム・ロジャーズ著 講談社 333.6/R62

99 グローバル経済統合と地域集積 : 循環、成長、格差のメカニズム 高阪章著
日経BP日本経済新聞
出版本部

333.7/Ko82

100 国際協力ってなんだろう : 現場に生きる開発経済学 (岩波ジュニア新書:668) 高橋和志, 山形辰史編著 岩波書店 333.8/Ta33

101 日本の少子化対策はなぜ失敗したのか? : 結婚・出産が回避される本当の原因 (光文社新書:1067) 山田昌弘著 光文社 334.31/Y19

102 帝国の遺産としてのイギリス福祉国家と移民 : 脱国民国家化と新しい紐帯 (シリーズ・現代の福祉国家:16) 日野原由未著 ミネルヴァ書房 334.433/H61
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103 図解渋沢栄一と「論語と算盤」 齋藤孝著 フォレスト出版 335.13/Sh21

104 渋沢栄一 : 日本のインフラを創った民間経済の巨人 (ちくま新書:1516) 木村昌人著 筑摩書房 335.13/Sh21

105 リーダーの戦い方 : 最強の経営者は「自分解」で勝負する 内田和成著
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)

335.13/U14

106 SDGsが生み出す未来のビジネス (できるビジネス) 水野雅弘, 原裕著 インプレス 335.15/Mi96

107 コンプライアンス実務ハンドブック 長瀬佑志, 斉藤雄祐著
日本能率協会マネジ
メントセンター

335.15/N22

108 集中力 (EIシリーズ : Emotional intelligence)

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 336.2/D28

109 入社1年目から差がつくロジカル・シンキング練習帳 グロービス著/岡重文執筆 東洋経済新報社 336.2/G95

110 理想のチームプレーヤー : 成功する組織のメンバーに欠かせない要素を知り、成長・採用・育成に活かす方法
パトリック・レンシオー
ニ著/樋口武志訳

サンガ 336.3/L54

111 Good Team : 成果を出し続けるチームの創り方 齋藤秀樹著
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

336.3/Sa25

112 組織と個人を同時に助けるコンサルテーション : 企業や学校、対人援助サービスで使えるシステムズセンタード・アプローチ

スーザン・ギャン, イ
ヴォンヌ・アガザリアン
編/嶋田博之, 杉山恵理子
監訳/LHS研究会訳

金剛出版 336.4/G19

113
ほめ方・叱り方100の法則 : 信頼感を基盤にした人材育成の基本 : 他者に任せ、他者を動かし、他者を通して成果をあげる人に必要不可欠な技
術

桑原晃弥著
日本能率協会マネジ
メントセンター

336.4/Ku95

114 パワハラ防止ガイドブック : 判断基準、人事管理、相談対応がわかる
橘大樹, 吉田寿, 野原蓉
子著

経団連出版 336.4/P28

115 新コーチングが人を活かす : 気持ちと能力を高める最新コミュニケーション技術 鈴木義幸 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

336.4/Su96

116 新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A : 今すぐ役立つ書式例も掲載!! : コロナ禍を乗り越えるために! 杜若経営法律事務所編 労働調査会 336.48/Ka26

117 ハーバード・ジュリアードを首席卒業した私が見てきた新・世界の常識 : 複雑化する時代を生き抜く54の思考と言動 廣津留すみれ著 KADOKAWA 336.49/H75

118 言葉ダイエット : メール、企画書、就職活動が変わる最強の文章術 橋口幸生著 宣伝会議 336.55/H37

119 クラウドファンディングで人生が変わる! : 6人の成功ストーリー 川辺友之著
セルバ出版/創英社
(発売)/三省堂書店
(発売)

336.82/Ka91

120 GAFAの決算書 : 超エリート企業の利益構造とビジネスモデルがつかめる 齋藤浩史著 かんき出版 336.83/Sa25

121 金融のしくみと証券市場 : 「経済の血液」はどう流れるか 玉山和夫著 中西出版 338.15/Ta79

122 地域が活性化する地方創生SDGs戦略と銀行のビジネスモデル 中村中著 ビジネス教育出版社 338.54/N37
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123 感染爆発・新型コロナ危機 : パンデミックから世界恐慌へ 田中宇著
花伝社/共栄書房 (発
売)

338.9/Ta84

124 金融資本市場と公共政策 : 進化するテクノロジーとガバナンス
神作裕之, 小野傑, 湯山
智教編著/藤田勉 [ほか
著]

金融財政事情研究会/
きんざい(発売)

338/Ki48

125 金融不安定化原理 : イノベーションの罠と深化の構造分析 大村敬一著
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)

338/O64

126 これで、ICT活用・プログラミング×『学び合い』は成功する! 水落芳明, 齋藤博編著 学事出版 357.199/Mi96

127 臆病者のコミュニケーション : 考える、思いつく、伝える 藤島淳著 講談社 361.454/F66

128 統計から読み解く47都道府県ランキング 消費・子供・スポーツ編 久保哲朗著 日東書院本社 361.91/Ku14

129 人口減少社会のコミュニティ・プラクティス : 実践から課題解決の方策を探る (熊本学園大学付属社会福祉研究所社会福祉叢書:28) 仁科伸子著 御茶の水書房 361.98/N85

130 「よりよい生存」ウェルビーイング学入門 : 場所・関係・時間がつくる生 (生存科学叢書) 藤原成一著 日本評論社 361/F68

131 よくわかる社会政策 : 雇用と社会保障 第3版 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)
石畑良太郎, 牧野富夫,
伍賀一道編著

ミネルヴァ書房 364.1/Y79

132 介護保険解体の危機 : 誰もが安心できる超高齢社会のために 下野恵子著 法政大学出版局 364.48/Sh54

133 日本の若者たちは社会保障をどう見ているのか 阿部敦著 関西学院大学出版会 364/A12

134 社会保障制度指さしガイド : 2018年度版 第4版
いとう総研編/伊東利洋執
筆

日総研出版 364/I91/'18

135 生活を支える社会のしくみを考える : 現代日本のナショナル・ミニマム保障 門野圭司編著 日本経済評論社 364/Ka14

136 トピック社会保障法 2020 第14版
本沢巳代子, 新田秀樹編
著

不磨書房/信山社 (発
売)

364/Mo93

137 自己責任の時代 : その先に構想する、支えあう福祉国家
ヤシャ・モンク [著]/那
須耕介, 栗村亜寿香訳

みすず書房 364/Mo96

138 ベーシックインカムを問いなおす : その現実と可能性
佐々木隆治, 志賀信夫編
著/今野晴貴 [ほか著]

法律文化社 364/Sa75

139 社会保障入門 橘木俊詔著 ミネルヴァ書房 364/Ta13

140 ネットではわからない空き家問題の片づけ方 : 60分でつかめる 大久保恭子著 主婦の友社 365.3/O54

141 トピック労働法 山田省三, 石井保雄編著 信山社 366.14/Y19

142 発達障害の人の雇用と合理的配慮がわかる本 石井京子 [ほか] 著 弘文堂 366.28/H43

143 働き方改革の世界史 (ちくま新書:1517)
濱口桂一郎, 海老原嗣生
著

筑摩書房 366.5/H23

144 ブルシット・ジョブ : クソどうでもいい仕事の理論
デヴィッド・グレーバー
[著]/酒井隆史, 芳賀達
彦, 森田和樹訳

岩波書店 366/G75
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145 デンマークの女性が輝いているわけ : 幸福先進国の社会づくり
澤渡夏代ブラント, 小島
ブンゴード孝子著

大月書店 367.2389/B71

146 目に見えない傷 : ドメスティック・バイオレンスを知り、解決するために
レイチェル・ルイーズ・
スナイダー [著]/庭田よ
う子訳

みすず書房 367.253/Sn

147 若者支援とソーシャルワーク : 若者の依存と権利 岡部茜著 法律文化社 367.68/O37

148 国際セクシュアリティ教育ガイダンス : 科学的根拠に基づいたアプローチ 改訂版
ユネスコ編/浅井春夫訳/
艮香織訳/田代美江子訳/
福田和子訳/渡辺大輔訳

明石書店 367.99/U75

149 相模原事件・裁判傍聴記 : 「役に立ちたい」と「障害者ヘイト」のあいだ 雨宮処凛著 太田出版 368.61/A42

150 性暴力被害の実際 : 被害はどのように起き,どう回復するのか 齋藤梓・大竹裕子編著 金剛出版 368.64/Sa25

151 変わる福祉社会の論点 第2版
増田幸弘, 三輪まどか,
根岸忠編著/新田秀樹 [ほ
か] 著

信山社 369.021/Ka96

152 東アジア都市の居住と生活 : 福祉実践の現場から 全泓奎編著 東信堂 369.022/J72

153 21世紀の現代社会福祉用語辞典 第2版 九州社会福祉研究会編 学文社 369.033/Ky9

154 現代社会福祉用語の基礎知識 第13版
成清美治, 加納光子編集
代表

学文社 369.033/N52

155 ケアが生まれる場 : 他者とともに生きる社会のために 森明子編 ナカニシヤ出版 369.04/Mo45

156 貧困プログラム : 行財政計画の視点から
神野直彦, 山本隆, 山本
惠子編著/岩満賢次 [ほ
か] 著

関西学院大学出版会 369.11/H61

157 地域包括ケアとエリアマネジメント : データの見える化を活用した健康まちづくりの可能性 (新・Minerva福祉ライブラリー:33) 佐無田光, 平子紘平編著 ミネルヴァ書房 369.11/Sa59

158 コミュニティソーシャルワークの新たな展開 : 理論と先進事例
宮城孝, 菱沼幹男, 大橋
謙策編

中央法規出版 369.16/Ko69

159 ソーシャルワーカーになりたい : 自己との対話を通した支援の解体新書 芦沢茂喜, 山岸倫子著 生活書院 369.17/A92

160 社会保障 第6版 (新・社会福祉士養成講座:12)
社会福祉士養成講座編集
委員会編

中央法規出版 369.17/ShS/12

161 高齢者に対する支援と介護保険制度 第6版 (新・社会福祉士養成講座:13)
社会福祉士養成講座編集
委員会編

中央法規出版 369.17/ShS/13

162 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 第6版 (新・社会福祉士養成講座:14)
社会福祉士養成講座編集
委員会編

中央法規出版 369.17/ShS/14

163 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 第7版 (新・社会福祉士養成講座:15)
社会福祉士養成講座編集
委員会編

中央法規出版 369.17/ShS/15

164 低所得者に対する支援と生活保護制度 第5版 (新・社会福祉士養成講座:16)
社会福祉士養成講座編集
委員会編

中央法規出版 369.17/ShS/16

165 朝鮮王朝の貧困政策 : 日中韓比較研究の視点から 朴光駿著 明石書店 369.2/P16

166 貧困と就労自立支援再考 : 経済給付とサービス給付
埋橋孝文, 同志社大学社
会福祉教育・研究支援セ
ンター編

法律文化社 369.2/U99
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167 ソーシャルワーカーのための女性支援ガイドブック
女性の暮らしやすさを考
えるソーシャルワーク研
究会編著

中央法規出版 369.25/J76

168 住民主体の楽しい「通いの場」づくり : 「地域づくりによる介護予防」進め方ガイド 近藤克則編 日本看護協会出版会 369.26/Ko73

169 ケースから学ぶ高齢者ケアにおける介護倫理 第2版 箕岡真子, 稲葉一人著 医歯薬出版 369.26/Mi46

170 イラスト図解いちばんわかりやすい介護術 : 動きが見える 三好春樹著 永岡書店 369.26/Mi91

171 がんばらなくても誤嚥は減らせる!シンプル食サポート : 誰でもできる毎日できる高齢者の食事支援 佐藤彰紘著 医歯薬出版 369.26/Sa85

172 「絆」を築くケア技法ユマニチュード : 人のケアから関係性のケアへ 大島寿美子著 誠文堂新光社 369.263/O77

173 看取り犬・文福 : 人の命に寄り添う奇跡のペット物語 若山三千彦著 宝島社 369.263/W28

174 車椅子の横に立つ人 : 障害から見つめる「生きにくさ」 荒井裕樹著 青土社 369.27/A62

175 障害者自立支援給付費・早見表 : 介護給付費単位数表・訓練等給付費単位数表他 2009年4月版 医学通信社 369.27/I23

176 記憶する体 伊藤亜紗著 春秋社 369.27/I89

177 当事者研究 : 等身大の「わたし」の発見と回復 熊谷晋一郎著 岩波書店 369.27/Ku33

178 入門障害者政策 山村りつ編著 ミネルヴァ書房 369.27/Y32

179 日本の精神科入院の歴史構造 : 社会防衛・治療・社会福祉 後藤基行著 東京大学出版会 369.28/G72

180 知的・発達障害における福祉と医療の連携 市川宏伸編著 金剛出版 369.28/I14

181 ACT入門 : 精神障害者のための包括型地域生活支援プログラム 西尾雅明著 金剛出版 369.28/N86

182 災害・防災の心理学 : 教訓を未来につなぐ防災教育の最前線 木村玲欧著 北樹出版 369.3/Ki39

183 図解異常気象のしくみと自然災害対策術
ゲリー・マッコール著/内
藤典子訳

原書房 369.3/Ma99

184 防災白書 令和2年版 内閣府編集
日経印刷/全国官報販
売協同組合 (発売)

369.3/N28/'20

185 災害に備える心理教育 : 今日からはじめる心の減災 窪田由紀 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 369.3/Sa17

186 震災復興の公共人類学 : 福島原発事故被災者と津波被災者との協働 関谷雄一, 高倉浩樹編 東京大学出版会 369.31/Se44

187 子どもの心の声を聴く : 子どもアドボカシー入門 (岩波ブックレット:No. 1032) 堀正嗣著 岩波書店 369.4/H89

188 貧困・外国人世帯の子どもへの包括的支援 : 地域・学校・行政の挑戦 柏木智子, 武井哲郎編著 晃洋書房 369.4/Ka77

189 いのちはどう生まれ、育つのか : 医療、福祉、文化と子ども (岩波ジュニア新書:799) 道信良子編著 岩波書店 369.4/Mi13

190 子育て支援 (保育士を育てる:4) 佐藤純子, 高玉和子編著 一藝社 369.4/Sa85

191 居場所づくりにいま必要なこと : 子ども・若者の生きづらさに寄りそう
柳下換, 高橋寛人編著/鈴
木健 [ほか] 著

明石書店 369.4/Y16

192 行列のできる児童相談所 : 子ども虐待を人任せにしない社会と行動のために 井上景著 北大路書房 369.43/I57

193 里親制度の史的展開と課題 : 社会的養護における位置づけと養育実態 貴田美鈴著 勁草書房 369.43/Ki12

194 児童虐待の社会福祉学 : なぜ児童相談所が親子を引き離すのか 篠原拓也著 大学教育出版 369.43/Sh67

195 社会福祉の形成と展開 (福祉の基本体系シリーズ:10) 井村圭壯, 今井慶宗編著 勁草書房 369/I49

8



2020年9月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

196 20のテーマでわかるこれからの福祉と介護 : 自立した生活を支えるための知のレシピ (新・Minerva福祉ライブラリー:32) 小笠原浩一著 ミネルヴァ書房 369/O22

197 教育現場は困ってる : 薄っぺらな大人をつくる実学志向 (平凡社新書:943) 榎本博明著 平凡社 370.4/E63

198 子ども問題 (教育学年報:8) 藤田英典 [ほか] 編 世織書房 370.4/Ky4/8

199 AI時代の教師・授業・生きる力 : これからの「教育」を探る 渡部信一編著 ミネルヴァ書房 370.4/W45

200 日本語指導が必要な子どもの“育ち"を保障する (クレスコ : 教育誌:225(2019.12)) 大月書店 370.5/O89

201 事例でわかる!愛着障害 : 現場で生かせる理論と支援を 米澤好史著 ほんの森出版 371.43/Y84

202 最新教育原理 第2版 安彦忠彦, 石堂常世編著 勁草書房 371/A13

203 English language teaching & learning in Asian contexts Koji Igawa Umeda Shuppan 372.2/I23

204 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(1)

205 専門家として教師を育てる : 教師教育改革のグランドデザイン 佐藤学著 岩波書店 373.7/Sa86

206 教育現場で役立つ情報リテラシー 守屋誠司 [ほか] 著 実教出版 374.1/Ky4

207 教師という接客業 齋藤浩著 草思社 374.3/Sa25

208 教員人生十か条 : 厳しい教育現場を生き抜く50の知恵 山崎直人編 溪水社 374.3/Y43

209 学校に還す心理学 : 研究知見からともに考える教師の仕事
有馬道久, 大久保智生,
岡田涼, 宮前淳子編

ナカニシヤ出版 374.35/G16

210 釜石の奇跡 : どんな防災教育が子どもの"いのち"を救えるのか? NHKスペシャル取材班著 イースト・プレス 374.92/N69

211 学校を変える15分 : 常識を破れば子どもは伸びる 隂山英男著 中村堂 375.1/Ka18

212 社会に生きる個性 : 自己と他者・拡張的パーソナリティ・エージェンシー (学びと成長の講話シリーズ:第3巻) 溝上慎一著 東信堂 375.1/Mi93/3

213 学びの「エンゲージメント」 : 主体的に学習に取り組む態度の評価と育て方 (クレイス叢書:02) 櫻井茂男著 図書文化社 375.1/Sa47

214 道徳教育における人物伝教材の研究 : 人は偉人を模倣する 渡邊毅著 ナカニシヤ出版 375.35/W46

215 小学校1時間で達成できる具体的なねらいからつくる道徳の授業 (道徳科授業サポートBOOKS) 服部敬一編著 明治図書出版 375.352/H44

216 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 2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/W25/2

217 子どもの学びがみえてくる体育授業研究のすゝめ 木原成一郎 [ほか] 編 創文企画 375.49/Ko21

218 学びがグーンと充実する!小学校音楽授業プラン&ワークシート 低学年
津田正之, 酒井美恵子編
著

明治図書出版 375.762/Ts34/1

219 学びがグーンと充実する!小学校音楽授業プラン&ワークシート 中学年
津田正之, 酒井美恵子編
著

明治図書出版 375.762/Ts34/2

220 学びがグーンと充実する!小学校音楽授業プラン&ワークシート 高学年
津田正之, 酒井美恵子編
著

明治図書出版 375.762/Ts34/3

221 国語科授業の教科書 改訂版 (授業づくりの教科書) 野口芳宏著 さくら社 375.82/N93
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書名 著者名 出版者 請求記号

222 新しい英語科授業の実践 : グローバル時代の人材育成をめざして 改訂版 石田雅近 [ほか] 著 金星堂 375.893/A94

223 学び手はいかにアイデンティティを構築していくか : 保幼小におけるアセスメント実践「学びの物語」

マーガレット・カー著/
ウェンデ ィ・リー著/大
宮勇雄訳者代表/塩崎美穂
訳者代表

ひとなる書房 376.11/C22

224 変革期の大学入試 (東北大学大学入試研究シリーズ:[3]) 宮本友弘編 金子書房 376.8/Mi77

225 英語に強くなる小学校選び 2021 (AERA MOOK) 朝日新聞出版 376.82//'21

226 できちゃいました!フツーの学校 (岩波ジュニア新書:922)
富士晴英とゆかいな仲間
たち著

岩波書店 376/F56

227 エビデンスの時代のFD : 現在から未来への架橋
A・L・ビーチ [ほか] 著/
林透 [ほか] 訳

東信堂 377.15/E14

228 コロナで大学への進学・授業と就職はどうなる!? (AERA MOOK) 朝日新聞出版 377.21//'21

229 武庫川学院80年史
武庫川女子大学出版
部

377.28/Mu27

230 「自閉症学」のすすめ : オーティズム・スタディーズの時代
野尻英一, 高瀬堅吉, 松
本卓也編著

ミネルヴァ書房 378.8/J48

231 インプットの効率を上げる勉強術100の法則 : 記憶の定着を意識すると勉強の成果が変わる! 和田秀樹著
日本能率協会マネジ
メントセンター

379.7/W12

232 古代の食生活 : 食べる・働く・暮らす (歴史文化ライブラリー:507) 吉野秋二著 吉川弘文館 383.8/Y92

233 遊びと装いの仕事 (江戸の仕事図鑑:下巻) 飯田泰子著 芙蓉書房出版 384.3/I26/2

234 カサうしろに振るやつ絶滅しろ! : 絶滅してほしい!?迷惑生物図鑑 (ビッグ・コロタン)
氏田雄介原案/武田侑大絵
/CHOCOLATE Inc.制作

小学館 385.9/U57

235 国防態勢の厳しい現実 : 国防の主役たるべき国民に軍事プロが訴える自衛隊の苦しい実態 高井三郎著 勉誠出版 392.1076/Ta34

236 先端技術と米中戦略競争 : 宇宙、AI、極超音速兵器が変える戦い方 布施哲著 秀和システム 392.53/F96

237 研究するって面白い! : 科学者になった11人の物語 (岩波ジュニア新書:841) 伊藤由佳理編著 岩波書店 402.8/I91

238 南極ではたらく : かあちゃん、調理隊員になる 渡貫淳子著 平凡社 402.979/W46

239 物理学者が解き明かす重大事件の真相 下條竜夫著 ビジネス社 404/G32

240 数学大図鑑 : The story
アン・ルーニー著/吉富節
子訳

ニュートンプレス 410.2/R67

241 東大の先生!文系の私に超わかりやすく高校の数学を教えてください! 西成活裕著/郷和貴聞き手 かんき出版 410/N85

242 微分と積分 : 知識ゼロから考え方が身につく永久保存版 改訂第2版 (ニュートン別冊) (Newtonムック) ニュートンプレス 413.3/N99

243 はじめよう!数値例で学ぶ初めての統計学 吉川卓也 [ほか] 著 税務経理協会 417/H16

244 マンガで学ぶ重力 : グラヴィティ・エクスプレス (サイエンスコミックシリーズ)
チョジンホ文・絵/金重明
訳

マイナビ出版 423.6/C53

245 化学大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) [桜井弘監修] ニュートンプレス 430/N99

246 宇宙大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) ニュートンプレス 440/N99

247 天気予報のすべてがわかる! : 最新 (GEOペディア) 青木寿史監修 清水書院 451.28/A53

248 地球温暖化は解決できるのか : パリ協定から未来へ! (岩波ジュニア新書:837) 小西雅子著 岩波書店 451.85/Ko75
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249 いちばんやさしい生化学 坂本順司著 講談社 464/Sa32

250 マンガで学ぶゲノム : ゲノム・エクスプレス (サイエンスコミックシリーズ)
チョジンホ文・絵/キムウ
ジェ監修/金重明訳

マイナビ出版 467.3/C53

251 土中環境 : 忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技 高田宏臣著 建築資料研究社 468.2/Ta28

252 さとやま : 生物多様性と生態系模様 (岩波ジュニア新書:686. 「知の航海」シリーズ) 鷲谷いづみ著 岩波書店 468/W44

253 動物の言葉 : 驚異のコミュニケーション・パワー (日経BPムック. ナショナルジオグラフィック別冊)
ブランドン・ケイム著/安
納令奈訳

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)

481.78/Ke25

254 まとまりがない動物たち : 個性と進化の謎を解く
ジョン・A・シヴィック著
/染田屋茂, 鍋倉僚介訳

原書房 481.78/Sh92

255 世界の海へ、シャチを追え! (岩波ジュニア新書:872) 水口博也著 岩波書店 489.6/Mi36

256 王朝貴族の病状診断 新装版 服部敏良著 吉川弘文館 490.21/H44

257 日本医療史 新村拓編 吉川弘文館 490.21/Sh64

258 すぐに使える診療英語
加藤秀一, Timothy
M.Sullivan著

南山堂 490.7/Ka86

259 空気を読む脳 (講談社+α新書:823-1C) 中野信子[著] 講談社 491.371/N39

260 シンプル生化学 改訂第7版
野口正人, 五十嵐和彦編
集

南江堂 491.4/N93

261
ナイチンゲールの『病院覚え書』から看護の視点で病院を見直そう! : 「ナイチンゲール看護研究会・滋賀」の学びと歩み : 平成30年6月〜令
和元年7月

城ケ端初子編著
ナイチンゲール看護
研究会・滋賀/サンラ
イズ出版(発売)

492.9/N71

262 「いつもと違う」と感じ、思わず行う行為は実践の知なのか (シリーズ「看護の知」) 大谷則子著 日本看護協会出版会 492.9/O95

263 看護研究ミニマム・エッセンシャルズ 川口孝泰著 医学書院 492.907/Ka92

264 看護の現場ですぐに役立つ看護英語のキホン : 看護師さんのための外国人患者接遇と会話! (ナースのためのスキルアップノート) 松井美穂著 秀和システム 492.907/Ma77

265 臨床活用事例でわかる中範囲理論 : 成人老年小児母性精神在宅 黒田裕子監修・執筆 日総研出版 492.913/Ku72

266 先輩ナースが書いた手術看護ノート : ケアの根拠がわかる 齋藤直美著 照林社 492.9163/Sa25

267 周産期ケアマニュアル 新訂版第3版 立岡弓子編著 サイオ出版 492.923/Ta94

268 ロイ適応モデルを用いた母性看護過程 : 事例を用いた論理的思考の展開 Neo-Nursing研究会著 創英社/三省堂書店 492.924/N65

269
消化器の治療と検査サクッと攻略!はやわかりデータベース : 定番+最新処置のケアの知識をチェック&アップデート (消化器ナーシング:2020春
季増刊)

メディカ出版 492.9263/Sh67

270 事例で考えよう!HBOCカウンセリングの進め方 大川恵, 青木美紀子編集 医学と看護社 492.928/O46

271 高齢者の特徴と日常生活看護のポイント (高齢者看護セミナー:1)
青木民子, 河上淳子, 石
島千佳子編集

メジカルビュー社 492.929/Ko79/1
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272 今どきナースが育つ支援体制と個別対応

谷原弘之編著/川崎医科大
学附属病院看護部, 川崎
医科大学総合医療セン
ター看護部執筆

日総研出版 492.984/Ta87

273 コミュニティアズパートナー : 地域看護学の理論と実際 第2版

エリザベス T.アンダーソ
ン, ジュディス・マク
ファーレイン編集/金川克
子, 早川和生監訳

医学書院 492.99/A46

274 公衆衛生看護学.jp 第5版 荒賀直子 [ほか]  編集 インターメディカル 492.99/Ko87

275 訪問看護がわかるいまこれからのKey word : 過去・現在を読み解き、未来をひらく
宮崎和加子編著/春日広
美, 竹森志穂, 宮田乃有
著

メディカ出版 492.993/Mi88

276 インスリンポンプ療法マニュアル : CSII療法・CGM・SAP療法導入・管理の手引き 改訂第3版 小林哲郎, 難波光義編集 南江堂 493.123/Ko12

277 医療スタッフのための動機づけ面接法 : 逆引きMI学習帳 北田雅子, 磯村毅著 医歯薬出版 493.72/Ki62/1

278 医療スタッフのための動機づけ面接2 : 糖尿病などの生活習慣病におけるMI実践 北田雅子, 村田千里著 医歯薬出版 493.72/Ki62/2

279 高次脳機能障害学 第2版 (標準言語聴覚障害学)
藤田郁代, 阿部晶子編/阿
部晶子 [ほか] 執筆

医学書院 493.73/F67

280 この1冊で極める頭痛の診断学 : 患者の痛みの理解と,適切な診断・治療のために 柴田靖著 文光堂 493.74/Sh18

281 児童期虐待を生き延びた人々の治療 : 中断された人生のための精神療法

メリレーヌ・クロアトル,
リサ・R.コーエン, カレ
スタン・C.ケーネン [共]
著/河瀬さやか [ほか] 訳

星和書店 493.743/J48

282 まるごとわかる!認知症 羽生春夫, 櫻井博文著 南山堂 493.758/H29

283 統合失調症臨床の経験 : 心の平和をめぐって 工藤潤一郎著 ラグーナ出版 493.763/Ku17

284 コロナうつはぷかぷか思考でゆるゆる鎮める : みんな不安。でも、それでいい 藤野智哉著 ワニブックス 493.764/F64

285 呼吸器内科医が解説!新型コロナウイルス感染症COVID-19
粟野暢康, 出雲雄大監
修・編集

医療科学社 493.87/A97

286 子どもの「コミュ障」 : 発達障害のもう一つの顔 大井学著 金子書房 493.937/O32

287 あきらめない心 : 心臓外科医は命をつなぐ (新潮文庫:10508, あ-87-1) 天野篤著 新潮社 494.643/A43

288 透析患者の薬ちゃちゃっとガイド : ナースが服薬指導に使える418製剤の要点ぎゅっ! (透析ケア:2020年夏季増刊(通巻348号)) 浦田元樹, 陳尾祐介編 メディカ出版 494.93/Me14/348

289 ウィメンズヘルスケア 2020年版 (助産師基礎教育テキスト:第2巻) 吉沢豊予子責任編集 日本看護協会出版会 495.9/J76/2

290 これで使える!保健師のためのデータ活用ブック 中板育美編著 東京図書 498.019/N34

291 羅針盤としての政策史 : 歴史研究からヘルスケア・福祉政策の展望を拓く 猪飼周平編著 勁草書房 498.1/I31

292 生命倫理と公共政策 成澤光著 法政大学出版局 498.1/N54
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293 パンデミックを阻止せよ! : 感染症を封じ込めるための10のケーススタディ 新型コロナウイルス対応改訂版 (DOJIN選書:84) 浦島充佳著 化学同人 498.6/U84

294 失敗しない!動機づけ面接 : 明日からの産業保健指導が楽しくなる 磯村毅著 南山堂 498.8/I85

295 メンタルが強い人の習慣 : 外資系エリート1万人をみてきた産業医が教える 武神健之著 PHP研究所 498.8/Ta59

296 行動変容を促すヘルス・コミュニケーション : 根拠に基づく健康情報の伝え方 初版
C.エイブラハム, M.クー
ルズ編

北大路書房 498/A14

297 The Routledge handbook of medical anthropology : pbk (Routledge handbooks)

edited by Lenore
Manderson, Elizabeth
Cartwright and Anita
Hardon

Routledge 498/Ma43

298 よくわかる公衆衛生学の基本としくみ 第2版 (図解入門. メディカルサイエンスシリーズ)
上地賢, 安藤絵美子, 雜
賀智也著

秀和システム 498/Y79

299 薬事法令ハンドブック : 薬事法、薬事法施行令、薬事法施行規則 令和2年度版 薬事日報社 499.091/Y16/'20

300 これからのエネルギー (岩波ジュニア新書:746) 槌屋治紀著 岩波書店 501.6/Ts32

301 福祉のまちづくり : その思想と展開 : 障害当事者との共生に向けて 高橋儀平著 彰国社 518.8/Ta33

302 生活環境主義でいこう! : 琵琶湖に恋した知事 (岩波ジュニア新書:594)
嘉田由紀子語り/古谷桂信
構成

岩波書店 519.8161/Ka13

303 群集マネジメント総論 : 理論と実践
東京大学社会連携部門群
集マネジメント研究会
[編]

東京大学出版会 519.9/To46

304 グレタ・トゥーンベリ (信念は社会を変えた!6人のインタビュー:1)
グレタ・トゥーンベリ
[著]

あすなろ書房 519/Th9

305 本当の自由を手に入れるお金の大学 両@リベ大学長著 朝日新聞出版 591/R96

306 農学が世界を救う! : 食料・生命・環境をめぐる科学の挑戦 (岩波ジュニア新書:861)
生源寺眞一, 太田寛行,
安田弘法編著

岩波書店 610.1/N93

307 マメと縄文人 (ものが語る歴史:40) 中山誠二著 同成社 616.7/N45

308 水族育成学入門
間野伸宏, 鈴木伸洋共編
著

成山堂書店 666/Ma46

309 マンガでわかる!セールストークの基本
松田友一著/星井博文マン
ガ原作/まさきりょうマン
ガ

すばる舎 673.3/Ma75

310 グレークレームを“ありがとう!"に変える応対術
天野泰守監修/日本対応進
化研究会編

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)

673.3/N71

311 小売経営論 高嶋克義, 高橋郁夫著 有斐閣 673.7/Ta54

312 崖っぷちの会社を立て直したスーパーな女 : なぜ、普通の主婦がたった6年半で300億円の借金を返済できたのか? 清川照美著 ダイヤモンド社 673.868/Ki86

313 ワタキューセイモア会長・安道光二の『感謝、謙虚、そして思いやりの心を』 村田博文著 財界研究所 673.93/A47

314 そばうどん 2020 (柴田書店MOOK) 柴田書店 673.971/Sh18/'20

315 すぐに役立つこれだけは知っておきたい空き家対策の法律・税金と活用法
北川ワタル, 服部真和監
修

三修社 673.99/Ki63
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316 大正昭和レトロチラシ : 商業デザインにみる大大阪 橋爪節也著 青幻舎 674.7/H38

317 フィジカルインターネット : 企業間の壁崩す物流革命

エリック・バロー, ブノ
ア・モントルイユ, ラッ
セル・D.メラー著/荒木勉
訳

日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

675.4/F25

318 アクティブ・ラーニングのためのマーケティング・ショートケース : ビジネススクール流思考力トレーニング
余田拓郎, 田嶋規雄, 川
北眞紀子著

中央経済社/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

675/A39

319 SNSマーケティング100の法則 : すぐに始めたい人の導入法・活用法
カーツメディアワークス
著

日本能率協会マネジ
メントセンター

675/Ka88

320 「コミュニティ」づくりの教科書 : ファンをはぐくみ事業を成長させる 河原あず, 藤田祐司著 ダイヤモンド社 675/Ka92

321 自由すぎる公式SNS「中の人」が明かす企業ファンのつくり方
日経トレンディ, 日経ク
ロストレンド編集

日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

675/N73

322 ブランディングが9割 : なぜか小さい会社でも勝てる不思議なカラクリ 乙幡満男著 青春出版社 675/O86

323 総代理店契約書 : 輸入用 (そのまま使えるモデル英文契約書シリーズ) 日本商事仲裁協会 678.4/N71/1

324 総代理店契約書 : 輸出用 (そのまま使えるモデル英文契約書シリーズ) 日本商事仲裁協会 678.4/N71/2

325 基礎から学ぶ貿易実務 : 日英対訳 曽我しのぶ著 日本関税協会 678.4/So26

326 絵でみる貿易のしくみ 改訂2版 (絵でみるシリーズ) 片山立志著
日本能率協会マネジ
メントセンター

678/Ka84

327 イスラム文化と観光 : ムスリム・インバウンドの教科書 林良隆著 晃洋書房 689.4/H48

328 スポーツツーリズム入門
ジェームス・ハイアム,
トム・ヒンチ著/伊藤央
二, 山口志郎訳

晃洋書房 689/H55

329 Spotify : 新しいコンテンツ王国の誕生
スベン・カールソン,
ヨーナス・レイヨンフー
フブッド著/池上明子訳

ダイヤモンド社 694.5/E42

330 カオス・領土・芸術 : ドゥルーズと大地のフレーミング (叢書・ウニベルシタス:1113)
エリザベス・グロス
[著]/小倉拓也, 佐古仁
志, 瀧本裕美子訳

法政大学出版局 701.1/D55

331 アート・プロデュースの冒険 境新一編著 論創社 704/Sa29

332 仏像の秘密を読む (角川文庫:22226) 山崎隆之 [著] KADOKAWA 718/Y48

333 イタリア絵画史 (ちくま学芸文庫:[ロ12-1])
ロベルト・ロンギ著/和田
忠彦, 丹生谷貴志, 柱本
元彦訳

筑摩書房 723.37/L86

334 日本マンガ全史 : 「鳥獣戯画」から「鬼滅の刃」まで (平凡社新書:944) 澤村修治著 平凡社 726.101/Sa95

335 古伊万里図鑑 (ちくま学芸文庫:[ハ55-1]) 秦秀雄著 筑摩書房 751.1/H41

336 わたしたちに音楽がある理由(わけ) : 音楽性の学際的探究 今川恭子編著 音楽之友社 761.1/I42

337 ベートーヴェンとバロック音楽 : 「楽聖」は先人から何を学んだか (オルフェ・ライブラリー) 越懸澤麻衣著 音楽之友社 762.34/B32

338 シューマンとその時代 (大作曲家とその時代シリーズ)
アルンフリート・エード
ラー著/山崎太郎訳

西村書店東京出版編
集部

762.34/Sc8
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339 消された唱歌の謎を解く 喜多由浩著
産経新聞出版/日本工
業新聞社(発売)

767.7/Ki74

340 演劇思考 : 「人生」と「ビジネス」を成功に導く「ストーリー」 砂岡誠 [ほか] 著 生産性出版 770.4/E61

341 能のふるさと散歩 改訂新版 京都・奈良編 岩田アキラ写真・文 檜書店 773/I97

342 ヒトラーもの、ホロコーストもの、ナチス映画大全集 : 戦後75年を迎えて 坂和章平著
ブイツーソリュー
ション/星雲社 (発
売)

778.2/H77

343 映画の領分 四方田犬彦著 岩波書店 778.2/Y81

344 アニメーターはどう働いているのか : 集まって働くフリーランサーたちの労働社会学 松永伸太朗著 ナカニシヤ出版 778.77/Ma83

345 基礎から学ぶスポーツ心理学 蓑内豊 [ほか] 著 中西出版 780.14/Ki59

346 観るまえに読む大修館スポーツルール 2020 大修館書店編集部編集 大修館書店 780.36/Ta24/'20

347 スポーツアドミニストレーション論 : スポーツビジネスの最前線から学ぶ理論と実際 (ASC叢書:2) 花内誠編著 晃洋書房 780.9/H28

348 スポーツ法学 : 標準テキスト 第3版 浦川道太郎 [ほか] 編著 エイデル研究所 780/Su75

349 スポーツと法の現代的諸問題 吉田勝光著 成文堂 780/Y86

350 レジャー・レクリエーション用語集 前橋明編著 大学教育出版 781.9/Ma26

351 市民マラソンがスポーツ文化を変えた 続 (研究双書:第172冊) 亀井克之 [ほか] 著 関西大学出版部 782.3/Sh48/2

352 ONE TEAM! : ラグビー日本代表に学ぶ最強組織のつくり方 今泉清著
日本能率協会マネジ
メントセンター

783.48/I43

353 香の文化史 : 日本における沈香需要の歴史 第2版 (生活文化史選書) 松原睦著 雄山閣 792.02/Ma73

354 eスポーツ産業論 (青山学院大学総合研究所叢書)

青山学院大学総合研究所
研究ユニット「五輪eス
ポ」編/川又啓子 [ほか]
著

同友館 798.5/A58

355 デジタルゲーム研究入門 : レポート作成から論文執筆まで 小林信重編著 ミネルヴァ書房 798.5/Ko12

356 まるわかり!eスポーツ・ビジネス (日経MOOK) 日本経済新聞出版編
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)

798.5/N71

357 論理と会話
ポール・グライス著/清塚
邦彦訳

勁草書房 801.01/G85

358 アルファベットの事典
ローラン・プリューゴー
プト著/南條郁子訳

創元社 801.1/P49

359 今そこにある多言語なニッポン
柿原武史, 上村圭介, 長
谷川由起子編

くろしお出版 802.1/I46

360 東アジア言語接触の研究 (關西大學東西學術研究所研究叢刊:51) (文化交渉と言語接触研究・資料叢刊:6) 沈国威, 内田慶市編著 関西大学出版部 802.2/Sh64

361 ピジン・クレオル諸語の世界 : ことばとことばが出合うとき 西江雅之著 白水社 802/N81

362 コミュニケーションと言語におけるキャラ 定延利之著 三省堂 810.1/Sa13

363 国語学一般 国語史 文字・表記 第55号 2018年 (平成30年) (日本語学論説資料:第1分冊) 論説資料保存会 810.5/3/55-1
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364 文章・文体 音声・音韻 第55号 2018年 (平成30年) (日本語学論説資料:第4分冊) 論説資料保存会 810.5/3/55-4

365 方言 第55号 2018年 (平成30年) (日本語学論説資料:第4分冊(増刊)) 論説資料保存会 810.5/3/55-4-2

366 たのしい読みもの55 初級&初中級 (できる日本語準拠)
できる日本語教材開発プ
ロジェクト著

アルク 810.7/D54

367 教え方ガイド&イラストデータCD-ROM 初級 (できる日本語)
できる日本語教材開発プ
ロジェクト著

アルク 810.7/D54/1

368 わたしのことばノート 初級 (できる日本語)
できる日本語教材開発プ
ロジェクト著

凡人社 810.7/D54/1

369 わたしの文法ノート 初級 (できる日本語)
できる日本語教材開発プ
ロジェクト著

凡人社 810.7/D54/1

370 教え方ガイド&イラストデータCD-ROM 初中級 (できる日本語)
できる日本語教材開発プ
ロジェクト著

アルク 810.7/D54/2

371 わたしのことばノート 初中級 (できる日本語)
できる日本語教材開発プ
ロジェクト著

凡人社 810.7/D54/2

372 わたしの文法ノート 初中級 (できる日本語)
できる日本語教材開発プ
ロジェクト著

凡人社 810.7/D54/2

373 初級日本語文法と教え方のポイント 市川保子著
スリーエーネット
ワーク

810.7/I14

374 中級日本語文法と教え方のポイント 市川保子著
スリーエーネット
ワーク

810.7/I14

375 「やさしい日本語」表現事典 庵功雄編著 丸善出版 810.7/I61

376 みんなの日本語 第2版 初級1: 標準問題集
スリーエーネットワーク
編著

スリーエーネット
ワーク

810.7/Su76/1-1-
24

377 みんなの日本語 第2版 初級1: 教え方の手引き
スリーエーネットワーク
編著

スリーエーネット
ワーク

810.7/Su76/1-1-
25

378 みんなの日本語 第2版 初級2: 標準問題集
スリーエーネットワーク
編著

スリーエーネット
ワーク

810.7/Su76/1-2-
20

379 みんなの日本語 第2版 初級2: 絵教材CD-ROMブック
スリーエーネットワーク
編著

スリーエーネット
ワーク

810.7/Su76/1-2-3

380 みんなの日本語 中級1: 標準問題集
スリーエーネットワーク
編著

スリーエーネット
ワーク

810.7/Su76/2-1-
12

381 みんなの日本語 中級2: 本冊
スリーエーネットワーク
編著

スリーエーネット
ワーク

810.7/Su76/2-2-1

382 みんなの日本語 中級2: 教え方の手引き
スリーエーネットワーク
編著

スリーエーネット
ワーク

810.7/Su76/2-2-
10

383 ことばの危機 : 大学入試改革・教育政策を問う (集英社新書:1024B)
阿部公彦 [ほか] 著/東京
大学文学部広報委員会編

集英社 810.7/To46

384 中級日本語文法要点整理ポイント20 友松悦子, 和栗雅子著
スリーエーネット
ワーク

810.7/To62

385 言葉の探求コミュニケーション実話 (山口仲美著作集:8. 現代語の諸相:2) 山口仲美著 風間書房 810.8/Y24/8

386 レポート・論文をさらによくする「引用」ガイド 佐渡島紗織 [ほか] 著 大修館書店 816.5/R28

387 入門・やさしい日本語 : 外国人と日本語で話そう 吉開章著 アスク出版 817.8/
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388 できる日本語 中級本冊
できる日本語教材開発プ
ロジェクト著

アルク 817.8/DeN/3

389 中国語検定HSK公式過去問集 2018年度版 1級
孔子学院总部, 国家汉办

問題文・音声/スプリック
ス翻訳・解説

スプリックス 820.79//'18

390 中国語検定HSK公式過去問集 2018年度版 1級
孔子学院总部, 国家汉办

問題文・音声/スプリック
ス翻訳・解説

スプリックス 820.79//'18

391 中国語検定HSK公式過去問集 2018年度版 2級
孔子学院总部, 国家汉办

問題文・音声/スプリック
ス翻訳・解説

スプリックス 820.79//'18

392 中国語検定HSK公式過去問集 2018年度版 2級
孔子学院总部, 国家汉办

問題文・音声/スプリック
ス翻訳・解説

スプリックス 820.79//'18

393 中国語検定HSK公式過去問集 2018年度版 3級
孔子学院总部, 国家汉办

問題文・音声/スプリック
ス翻訳・解説

スプリックス 820.79//'18

394 中国語検定HSK公式過去問集 2018年度版 3級
孔子学院总部, 国家汉办

問題文・音声/スプリック
ス翻訳・解説

スプリックス 820.79//'18

395 中国語検定HSK公式過去問集 2018年度版 4級
孔子学院总部, 国家汉办

問題文・音声/スプリック
ス翻訳・解説

スプリックス 820.79//'18

396 中国語検定HSK公式過去問集 2018年度版 4級
孔子学院总部, 国家汉办

問題文・音声/スプリック
ス翻訳・解説

スプリックス 820.79//'18

397 品詞別・例文で覚えるHSK基本語彙 音声ダウンロード版 1級-4級 郭春貴, 郭久美子編著 白帝社 820.79//['20]

398 品詞別・例文で覚えるHSK基本語彙 音声ダウンロード版 1級-4級 郭春貴, 郭久美子編著 白帝社 820.79//['20]

399 ジェンダーと英語教育 : 学際的アプローチ 石川有香編著 大学教育出版 830.7/I76

400 世界一わかりやすい英語の勉強法 カラー改訂版 関正生著 KADOKAWA 830.7/Se33

401 ライティング力を磨く英単語厳選626 東皇佑, 舟口力著 ベレ出版 834/A99

402 英文法には「意味」がある
デイヴィッド・クリスタ
ル著/伊藤盡, 藤井香子訳

大修館書店 835/C94

403 天声人語 : 英文対照 v. 201 2020夏
朝日新聞論説委員室編/国
際発信部訳

原書房 837.5/13/201

404 おもてなしの基礎英語 ニッポン追いかけっこ謎とき・真相編: Episode73-144 (NHKテレビDVD BOOK) 主婦の友社編 主婦の友社 837.8/Sh99/4

405 Bookmark : 翻訳者による海外文学ブックガイド 金原瑞人, 三辺律子編 CCCメディアハウス 902.3/Ka52

406 ぜんぶ本の話 池澤夏樹, 池澤春菜著 毎日新聞出版 904/I35
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407 世界文学アンソロジー : いまからはじめる 秋草俊一郎 [ほか] 編 三省堂 908.3/Se22

408 「文」から「文学」へ : 東アジアの文学を見直す (日本「文」学史:第3冊) 河野貴美子 [ほか] 編 勉誠出版 910.2/N71/3

409 「奇」と「妙」の江戸文学事典 長島弘明編 文学通信 910.25/N22

410 文豪たちの悪口本 彩図社文芸部編 彩図社 910.26/Sa25

411 日本SF誕生 : 空想と科学の作家たち 豊田有恒著 勉誠出版 910.264/To93

412 金閣を焼かなければならぬ : 林養賢と三島由紀夫 内海健著 河出書房新社 910.268/Mi53

413 夏目漱石の人生を切り拓く言葉 (草思社文庫:さ1-6) 齋藤孝著 草思社 910.268/N58

414 龍彦親王航海記 : 澁澤龍彦伝 礒崎純一著 白水社 910.268/Sh21

415 次世代に伝えたい新しい古典 : 「令和」の言語文化の享受と継承に向けて 井上次夫 [ほか] 編 武蔵野書院 910.4/A94

416 「うた」起源考 藤井貞和著 青土社 911.02/F57

417 後拾遺和歌集新風と「をかしき風躰」 実川恵子著 武蔵野書院 911.1354/J55

418 大和物語の達成 : 「歌物語」の脱構築と散文叙述の再評価 : 武蔵野書院創業百周年記念企画 東原伸明, 山下太郎編著 武蔵野書院 913.33/H55

419 源氏物語をめぐって : 紫式部は何を書き残したのか 神明敬子著
幻冬舎メディアコン
サルティング/幻冬舎
(発売)

913.36/G34

420 クスノキの番人 東野圭吾著 実業之日本社 913.6/H55

421 夏の騎士 百田尚樹著 新潮社 913.6/H99

422 カエルの楽園2020 (新潮文庫:11362, ひ-39-3) 百田尚樹著 新潮社 913.6/H99/'20

423 ノーサイド・ゲーム 池井戸潤著 ダイヤモンド社 913.6/I33

424 ホワイトラビット (新潮文庫:11310, い-69-12) 伊坂幸太郎著 新潮社 913.6/I68

425 邦人奪還 : 自衛隊特殊部隊が動くとき 伊藤祐靖著 新潮社 913.6/I91

426 カケラ 湊かなえ著 集英社 913.6/Mi39

427 きたきた捕物帖 宮部みゆき著 PHP研究所 913.6/Mi71

428 ガネーシャと死神 (夢をかなえるゾウ:4) 水野敬也著 文響社 913.6/MiK2/Y-4

429 あんじゅう : 三島屋変調百物語事続 (角川文庫:17958, み28-52) 宮部みゆき [著]
角川書店/角川グルー
プホールディングス
(発売)

913.6/MiM2/M-2

430 泣き童子(わらし) : 三島屋変調百物語参之続 (角川文庫:19796) 宮部みゆき [著] KADOKAWA 913.6/MiM2/M-3

431 あやかし草紙 : 三島屋変調百物語伍之続 (角川文庫:み28-55) 宮部みゆき[著] KADOKAWA 913.6/MiM2/M-5

432 黒武御神火御殿 : 三島屋変調百物語六之続 宮部みゆき著 毎日新聞出版 913.6/MiM2/M-6

433 幽霊を創出したのは誰か? (講談社タイガ:[モA-14]) 森博嗣著 講談社 913.6/Mo48

434 四畳半タイムマシンブルース 森見登美彦著/上田誠原案 KADOKAWA 913.6/Mo54

435 一人称単数 村上春樹著 文藝春秋 913.6/Mu43

436 キスまでの距離 (集英社文庫. おいしいコーヒーのいれ方:1) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/1-1

437 僕らの夏 (集英社文庫. おいしいコーヒーのいれ方:2) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/1-2

438 彼女の朝 (集英社文庫. おいしいコーヒーのいれ方:3) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/1-3
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439 雪の降る音 (集英社文庫. おいしいコーヒーのいれ方:4) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/1-4

440 遠い背中 (集英社文庫. おいしいコーヒーのいれ方:6) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/1-6

441 蜂蜜色の瞳 (集英社文庫. おいしいコーヒーのいれ方:Second season1) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/2-1

442 明日の約束 (集英社文庫. おいしいコーヒーのいれ方:Second season2) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/2-2

443 消せない告白 (集英社文庫:[む-5-25]. おいしいコーヒーのいれ方:Second season 3) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/2-3

444 凍える月 (集英社文庫:[む-5-26]. おいしいコーヒーのいれ方:Second season 4) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/2-4

445 雲の果て (集英社文庫:[む-5-27]. おいしいコーヒーのいれ方:Second season 5) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/2-5

446 彼方の声 (集英社文庫:[む-5-28]. おいしいコーヒーのいれ方:Second season 6) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/2-6

447 ありふれた祈り (集英社文庫:む5-35. おいしいコーヒーのいれ方:Second Season9) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/2-9

448 商う狼 : 江戸商人杉本茂十郎 永井紗耶子著 新潮社 913.6/N14

449 カインの傲慢 中山七里著 KADOKAWA 913.6/N45

450 スキマワラシ 恩田陸著 集英社 913.6/O65

451 木曜日の子ども 重松清著 KADOKAWA 913.6/Sh28

452 カレーライス : 教室で出会った重松清 (新潮文庫:11311, し-43-29) 重松清著 新潮社 913.6/Sh28

453 サキの忘れ物 津村記久子著 新潮社 913.6/Ts74

454 家族八景 改版 (新潮文庫:つ-4-1) 筒井康隆著 新潮社 913.6/Ts93/1

455 水底の橋 (角川文庫:22203, [う25-5]) (鹿の王) 上橋菜穂子 [著] KADOKAWA 913.6/U36

456 続横道世之介 吉田修一著 中央公論新社 913.6/Y86/2

457 ペンギン・ブックスが選んだ日本の名短篇29
ジェイ・ルービン編/村上
春樹序文

新潮社 913.68/R81

458 ゆるく考える 東浩紀著 河出書房新社 914.6/A99

459 ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木香歩著 岩波書店 914.6/N55

460 吉本隆明全集 23 1987-1989 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/23

461 欲が出ました ヨシタケシンスケ著 新潮社 914.6/Y92/2

462 紫式部日記論 久保朝孝著 武蔵野書院 915.35/Ku14

463 紫式部日記・集の新世界 (知の遺産シリーズ:7)
横井孝, 福家俊幸, 久下
裕利編

武蔵野書院 915.35/Mu56

464 三体
劉慈欣著/大森望, 光吉さ
くら, ワン・チャイ訳

早川書房 923.7/R98

465 我的日本 : 台湾作家が旅した日本
呉佩珍, 白水紀子, 山口
守編訳

白水社 925.78/W38

466 ヒョンナムオッパへ : 韓国フェミニズム小説集
チョ・ナムジュ [ほか]
著/斎藤真理子訳

白水社 929.13/H99

467 アーモンド
ソン・ウォンピョン著/矢
島暁子訳

祥伝社 929.13/So41

468 幼い頃に戻る切符をください (アジアの現代文芸:Vietnam(ベトナム):5)
グエン・ニャット・アイ
ン著/伊藤宏美訳/加藤栄
監訳

大同生命国際文化基
金

929.37/N69
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469 イギリス文学と映画
松本朗責任編集/岩田美
喜, 木下誠, 秦邦生編著

三修社 930.2/Ma81

470 空とアメリカ文学 石原剛編著 彩流社 930.29/I74

471 『ハックルベリー・フィンの冒けん』をめぐる冒けん 柴田元幸編著 研究社 933.6/Tw

472 ある作家の夕刻 : フィッツジェラルド後期作品集
スコット・フィッツジェ
ラルド著/村上春樹編訳

中央公論新社 933.7/F29

473 エリ・ヴィーゼルの教室から : 世界と本と自分の読み方を学ぶ
アリエル・バーガー著/園
部哲訳

白水社 950.278/W72

474 オルラ/オリーヴ園 (光文社古典新訳文庫:[KAモ2-4]. モーパッサン傑作選)
モーパッサン著/太田浩一
訳

光文社 953.6/Ma95

475 60分でわかるカミュの『ペスト』 大竹稽著/羽鳥まめマンガ あさ出版 953.7/C14

476 三つ編み
レティシア・コロンバニ
著/齋藤可津子訳

早川書房 953.7/C84

477 その日の予定 : 事実にもとづく物語
エリック・ヴュイヤール
[著]/塚原史訳

岩波書店 953.7/V97

478 ジョイス論/プルースト論 : ベケット詩・評論集 新装復刊
サミュエル・ベケット著/
高橋康也 [ほか] 訳

白水社 954.7/B31

479 おお、あなた方人間、兄弟たちよ
アルベール・コーエン著/
紋田廣子訳

国書刊行会 954.7/C83

480 戦争と平和 3 (光文社古典新訳文庫:[KAト3-9]) トルストイ著/望月哲男訳 光文社 983.6/To47/3

481 仏教が伝わったころ : 仏教の伝来と聖徳太子 (日本の歴史:3) 佐藤和彦監修
サン・エデュケー
ショナル

DV210/Sa85/3

482 古代の文化と時代のうつり変わり (中学校社会DVDシリーズ. 歴史:1) 鈴木正幸, 藤井譲治監修 日本コロムビア DV375.32/N71/1

483 うきくさ (かがくのとも:619号) 野坂勇作さく 福音館書店 E//20

484 ぎんいろぴかぴか (こどものとも:775号) 黒﨑美穂文/松成真理子絵 福音館書店 E//20

485 わたし てじなし (こどものとも年少版:523号) 佐々木マキ 福音館書店 E//20

486 ほしのこども
メム・フォックス文/フレ
ヤ・ブラックウッド絵/横
山和江訳

岩波書店 E/27

487 シェルパのポルパ エベレストにのぼる 石川直樹文/梨木羊絵 岩波書店 E/31

488 プログラミングって何? : IT社会のしくみ (学校では教えてくれない大切なこと:25) 関和之マンガ・イラスト [旺文社] K007/Se31

489 AIって何だろう? : 人工知能が拓く世界 (学校では教えてくれない大切なこと:29) 関和之マンガ・イラスト [旺文社] K007/Se31

490 考える力の育て方 (学校では教えてくれない大切なこと:16)
オオタヤスシマンガ・イ
ラスト

[旺文社] K141/O84

20



2020年9月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

491 チョウはなぜ飛ぶか (岩波少年文庫:251) 日高敏隆作 岩波書店 K486/H54

492 音楽が楽しくなる (学校では教えてくれない大切なこと:30)
関和之マンガ・イラスト/
亀田誠治監修

[旺文社] K760/Se31

493 ぼくたちもそこにいた 新版 (岩波少年文庫:567)
ハンス・ペーター・リヒ
ター作/上田真而子訳

岩波書店 K943/R35

494 若い兵士のとき 新版 (岩波少年文庫:571)
ハンス・ペーター・リヒ
ター作/上田真而子訳

岩波書店 K943/R35

495 マンガと図解でわかる世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 山口周監修/PECOマンガ 光文社 M336/Y24

496 ある日突然、慢性疲労症候群になりました。 : この病気、全然「疲労」なんかじゃなかった… ゆらり著/倉恒弘彦監修 合同出版 M493.1/Y99

497 ふいにたてなくなりました。 : おひとりさま漫画家、皮膚筋炎になる 山田雨月著 ぶんか社 M493.14/Y19

498 はっぴーえんど 1: 穏やかな旅路 (ビッグコミックス)
魚戸おさむ著/大津秀一監
修

小学館 M498/U79/1

499 はっぴーえんど 2: 言えない想い (ビッグコミックス)
魚戸おさむ著/大津秀一監
修

小学館 M498/U79/2

500 はっぴーえんど 3: 命をつなぐ (ビッグコミックス)
魚戸おさむ著/大津秀一監
修

小学館 M498/U79/3

501 はっぴーえんど 4 舌と下 (ビッグコミックス)
魚戸おさむ著/大津秀一監
修

小学館 M498/U79/4

502 はっぴーえんど 5: 母帰る (ビッグコミックス)
魚戸おさむ著/大津秀一監
修

小学館 M498/U79/5

503 はっぴーえんど 6: 国境なき医師団 (ビッグコミックス)
魚戸おさむ著/大津秀一監
修

小学館 M498/U79/6

504 はっぴーえんど 7: ひとりじゃない (ビッグコミックス)
魚戸おさむ著/大津秀一監
修

小学館 M498/U79/7

505 はっぴーえんど 8: 幸せな場所 (ビッグコミックス)
魚戸おさむ著/大津秀一監
修

小学館 M498/U79/8

506 はっぴーえんど 9: 最期まで (ビッグコミックス)
魚戸おさむ著/大津秀一監
修

小学館 M498/U79/9

507 スヌーピー1955〜1956 (完全版ピーナッツ全集:3)
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/Sc8/3

508 スヌーピー1965〜1966 (完全版ピーナッツ全集:8)
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/Sc8/8

509 戦略読書 増補版 (日経ビジネス人文庫:977, [み11-1]) 三谷宏治著
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)

NBB/み11/1

510 アメリカの黒人演説集 : キング・マルコムX・モリスン他 (岩波文庫:白(34)-026-1) 荒このみ編訳 岩波書店 イ316.853/A64

511 次郎物語 1 (岩波文庫:緑(31)-225-1) 下村湖人作 岩波書店 イ913.6/Sh53/1

512 次郎物語 2 (岩波文庫:緑(31)-225-2) 下村湖人作 岩波書店 イ913.6/Sh53/2
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513 公務員試験独学で合格する人の勉強法 2022年度版 鶴田秀樹編著 実務教育出版 就職/資格/'22

514 明快!SCOA総合適性検査 [2022年度版] (大学生の就職Focusシリーズ) 就職試験情報研究会著 一ツ橋書店 就職/資格/'22

515 Interpretationes Iuris Antiqui: Dankesgabe Fur Shigeo Nishimura(Philippika Vol.124) H 410 p. 18 Harrassowitz Verlag

516 先輩ナースが書いた看護のトリセツ〜全科病棟に対応13テーマ115項目〜
久保　健太郎/頻中　秀人
/徳野　実和/倉岡　賢治

照林社

517 ズルいくらいに1年目を乗り切る看護技術 中山　有香里 メディカ出版

518 絵でわかる感染症〜withもやしもん〜(絵でわかるシリーズ) 岩田 健太郎／石川 雅之 講談社

519 Genki: An Integrated Course in Elementary Japanese I Textbook [third Edition] P 20 Eri, Banno Japan Times

520 Genki: An Integrated Course in Elementary Japanese I Workbook [third Edition] P 20 Eri, Banno Japan Times

521 中級へ行こう〜日本語の文型と表現55〜 第2版 平井　悦子/三輪　さち子
スリーエーネット
ワーク

522 中級を学ぼう〜日本語の文型と表現56〜 第2版 平井　悦子/三輪　さち子
スリーエーネット
ワーク

523 みんなの日本語 中級1: 教え方の手引き
スリーエーネットワーク
編著

スリーエーネット
ワーク

524 Ｓｉｔｕａｔｉｏｎａｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｊａｐａｎｅｓｅ〜教師用指導書〜　改訂版 築波ランゲージグループ 凡人社

525 Ｓｉｔｕａｔｉｏｎａｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｊａｐａｎｅｓｅ〜ＤＲＩＬＬＳ〜<Ｖｏｌ．１>　第２版
築波ランゲージグループ
著

凡人社

526 Ｓｉｔｕａｔｉｏｎａｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｊａｐａｎｅｓｅ〜ＮＯＴＥＳ〜<Ｖｏｌ．２> 築波ランゲージグループ 凡人社

527 Ｓｉｔｕａｔｉｏｎａｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｊａｐａｎｅｓｅ〜ＤＲＩＬＬＳ〜<Ｖｏｌ．３> 築波ランゲ−ジグル−プ 凡人社

528 【オンデマンド版】法律学基礎論の研究(平井宜雄著作集　1) 平井　宜雄 有斐閣
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