
2020年10月～12月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 問題解決大全 : ビジネスや人生のハードルを乗り越える37のツール 読書猿著 フォレスト出版 002.7/D83

2 メモ活 上阪徹著 学研プラス 002.7/U47

3 暗号技術を支える数学
長瀬智行, 吉岡良雄, 別
宮耕一共著

弘前大学出版会 007.1/A49

4 60分でわかる!AIビジネス最前線 改訂2版 AIビジネス研究会著 技術評論社 007.13/A22

5 人工知能のアーキテクトたち : AIを築き上げた人々が語るその真実 Martin Ford著/水原文訳
オライリー・ジャパン/
オーム社 (発売)

007.13/F39

6 響きあう社会、他者、自己 (人工知能のための哲学塾:未来社会篇) 三宅陽一郎, 大山匠著 ビー・エヌ・エヌ新社 007.13/J52/3

7 世界のAI戦略 : 各国が描く未来創造のビジョン
マルチメディア振興セン
ター編/田中絵麻 [ほか
執筆]

明石書店 007.13/Ma54

8 人工知能に未来を託せますか? : 誕生と変遷から考える 松田雄馬著 岩波書店 007.13/Ma75

9 超AI入門 : ディープラーニングはどこまで進化するのか
松尾豊, NHK「人間って
ナンだ?超AI入門」制作
班編著

NHK出版 007.13/Ma86

10 文系プログラマーだからこそ身につけたいディープラーニングの動きを理解するための数式入門 中西達夫著 ソシム 007.13/N38

11 人工知能グラフィックヒストリー
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 007.13/P59

12 はじめてのAI (やさしく知りたい先端科学シリーズ:6) 土屋誠司著 創元社 007.13/Ts32

13 エンジニアなら知っておきたいAIのキホン : 機械学習・統計学・アルゴリズムをやさしく解説 梅田弘之著 インプレス 007.13/U64

14 高校数学でわかるディープラーニングのしくみ 涌井貞美著 ベレ出版 007.13/W35

15 ビッグデータ超入門
Dawn E.Holmes著/岩崎学
訳

東京化学同人 007.3/H83

16 60分でわかる!IoTビジネス最前線 改訂2版 IoTビジネス研究会著 技術評論社 007.3/I61

17 働き方5.0 : これからの世界をつくる仲間たちへ (小学館新書:[371]) 落合陽一著 小学館 007.3/O15

18 イノベーションはいかに起こすか : AI・IoT時代の社会革新 (NHK出版新書:634) 坂村健著 NHK出版 007.3/Sa33

19 正義を振りかざす「極端な人」の正体 (光文社新書:1088) 山口真一著 光文社 007.3/Y24

20 トレイルブレイザー : 企業が本気で社会を変える10の思考
マーク・ベニオフ, モニ
カ・ラングレー著/渡部
典子訳

東洋経済新報社 007.35/B35

21 コンテンツ産業論 : 文化創造の経済・法・マネジメント 第2版 河島伸子著 ミネルヴァ書房 007.35/Ka97

22 アンチソーシャルメディア : Facebookはいかにして「人をつなぐ」メディアから「分断する」メディアになったか
シヴァ・ヴァイディアナ
サン [著]/松本裕訳

ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

007.353/F17

23 YouTube (ユーチューブ) 完全マニュアル : ビジネスにも役立つ! 第2版 桑名由美著 秀和システム 007.353/Ku97

24 ゼロからはじめるZoom基本&便利技 マイカ著 技術評論社 007.353/Ma31

25 メディアシフト : YouTubeが「テレビ」になる日 関口ケント著 宝島社 007.353/Se27

26 Zoom120%活用術 : ビデオ会議アプリの新定番! Zoomビジネス研究会著 宝島社 007.353/Z5

27 ハッカーと画家 : コンピュータ時代の創造者たち Paul Graham著 オーム社 007.375/G76

28 権利処理と法の実務 (デジタルアーカイブ・ベーシックス:1) 数藤雅彦責任編集 勉誠出版 007.5/D54/1

29 災害記録を未来に活かす (デジタルアーカイブ・ベーシックス:2) 鈴木親彦責任編集 勉誠出版 007.5/D54/2

30 自然史・理工系研究データの活用 (デジタルアーカイブ・ベーシックス:3) 中村覚責任編集 勉誠出版 007.5/D54/3

31 日本の文化をデジタル世界に伝える

京都大学人文科学研究
所・共同研究班「人文学
研究資料にとってのWeb
の可能性を再探する」編
/永﨑研宣著

樹村房 007.5/N21
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32 検索スキルをみがく : 検索技術者検定3級公式テキスト 第2版
原田智子編著/吉井隆明,
森美由紀著

樹村房 007.58/H32

33 プロ司書の検索術 : 「本当に欲しかった情報」の見つけ方 (図書館サポートフォーラムシリーズ) 入矢玲子著 日外アソシエーツ 007.58/I64

34 プログラマーのためのコンピュータ入門 : 内部ではどう動いているか Lepton著 オーム社 007.6/L55

35 RとPythonで学ぶ実践的データサイエンス&機械学習 有賀友紀, 大橋俊介著 技術評論社 007.609/A71

36 ブロックチェーン実践入門 : ビットコインからイーサリアム、DApp開発まで

Bikramaditya Singhal,
Gautam Dhameja,
Priyansu Sekhar Panda
共著/面和成訳

オーム社 007.609/B93

37 マンガでわかるブロックチェーンのトリセツ 森一弥著/佐倉イサミ画 小学館 007.609/Mo51

38 基本がわかるSQL入門 : データベース&設計の基礎から楽しく学ぶ 西村めぐみ著 技術評論社 007.609/N84

39 東京大学のデータサイエンティスト育成講座 : Pythonで手を動かして学ぶデータ分析
塚本邦尊, 山田典一, 大
澤文孝著

マイナビ出版 007.609/To46

40 ローコード革命 篠田ヒロシ著 マイナビ出版 007.61/Sh66

41 Windows 10完全ガイド : 基本操作+疑問・困った解決+便利ワザ : 2020-2021年最新バージョン対応 改訂3版 (一冊に凝縮) 井上香緒里著 SBクリエイティブ 007.634/I57

42 PowerPoint資料作成プロフェッショナルの大原則 松上純一郎著 技術評論社 007.6383/Ma76

43 Excelでできるデータの集計・分析を極めるための本 : ピボットテーブルも関数もぜんぶ使う! : オールカラー版 森田貢士著 ソシム 007.6384/Mo66

44 スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい : 8割の社会人が見落とす資料作成のキホン 四禮静子著 技術評論社 007.6384/Sh87

45 図解!ピボットテーブルのツボとコツがゼッタイにわかる本 : 最初からそう教えてくれればいいのに! 薬師寺国安著 秀和システム 007.6384/Y16

46 リケジョ福岡みなみの親子プログラミング教室
福岡みなみ著/藤沢匡哉
監修

日東書院本社 007.64/F82

47 プログラミングをわが子に教えられるようになる本 郷和貴著 フォレスト出版 007.64/G59

48 PythonによるAIプログラミング入門 : ディープラーニングを始める前に身につけておくべき15の基礎技術
Prateek Joshi著/相川愛
三訳

オライリー・ジャパン/
オーム社 (発売)

007.64/J78

49 小学校6年生までに必要なプログラミング的思考力が1冊でしっかり身につく本 熊谷基継著 かんき出版 007.64/Ku33

50 Pythonによるプログラミング入門 : 東京大学教養学部テキスト : アルゴリズムと情報科学の基礎を学ぶ 森畑明昌著 東京大学出版会 007.64/Mo48

51 Pythonで学ぶはじめてのAIプログラミング : 自然言語処理と音声処理 小高知宏著 オーム社 007.64/O17

52 Python超入門 : モンティと学ぶはじめてのプログラミング 及川えり子著 オーム社 007.64/O32

53 問題解決力を鍛える!アルゴリズムとデータ構造 大槻兼資著 講談社 007.64/O89

54 ブラウザだけで学べるシゴトで役立つやさしいPython (パイソン) 入門 掌田津耶乃著 マイナビ出版 007.64/Sh95

55 ROCK司書の図書館ライブ 大林正智著 郵研社 010.4/O12

56 情報サービス演習 新訂版 (JLA図書館情報学テキストシリーズ3:7)
大谷康晴, 齋藤泰則共編
著

日本図書館協会 010.8/JLA/3-7

57 情報サービス演習 新訂版 (JLA図書館情報学テキストシリーズ3:7)
大谷康晴, 齋藤泰則共編
著

日本図書館協会 010.8/JLA/3-7(1)

58 図書館の基礎と展望 第2版 (ベーシック司書講座・図書館の基礎と展望:1) 二村健著 学文社 010/N75

59 図書館概論 第3版 (ライブラリー図書館情報学:2) 大串夏身, 常世田良著 学文社 010/O26

60 図書館のための和漢古書目録法入門 伊藤洪二著 樹村房 014.3/I91

61 公共図書館でできる知的障害者への合理的配慮 藤澤和子編著 樹村房 015.17/F66

62 れふぁれんす百題噺 (JLA図書館実践シリーズ:42)
槇盛可那子, 樋渡えみ子
編著

日本図書館協会 015.2/Ma34

63 レファレンスブックス : 選びかた・使いかた 4訂版 長澤雅男, 石黒祐子共著 日本図書館協会 015.2/N22

64 図書館サービス概論 (ベーシック司書講座・図書館の基礎と展望:6) 平井歩実, 二村健編著 学文社 015/H64

65 公立図書館における指定管理者制度 : 導入館と非導入館が提供するサービスの比較 水沼友宏著 樹村房 015/Mi96
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66 図書館のための災害復興法学入門 : 新しい防災教育と生活再建への知識 岡本正著 樹村房 015/O42

67 学校経営と学校図書館 (探究学校図書館学:第1巻)
「探究学校図書館学」編
集委員会編著

全国学校図書館協議会 017.08/Ta88/1

68 学校図書館メディアの構成 (探究学校図書館学:第2巻)
「探究学校図書館学」編
集委員会編著

全国学校図書館協議会 017.08/Ta88/2

69 学習指導と学校図書館 (探究学校図書館学:第3巻)
「探究学校図書館学」編
集委員会編著

全国学校図書館協議会 017.08/Ta88/3

70 主体的な学びを支える学校図書館 : 小学校・中学校の授業サポート事例から 和田幸子著 少年写真新聞社 017.2/W12

71 「学校図書館ガイドライン」活用ハンドブック 実践編 堀川照代編著 悠光堂 017/H89

72 学び合い育ち合う学校図書館づくり : 新しい時代の学びのリノベーション 稲井達也著 学事出版 017/I52

73 学校図書館への招待 第2版
坂田仰, 河内祥子編著/
黒川雅子 [ほか執筆]

八千代出版 017/Sa38

74 専門図書館探訪 : あなたの「知りたい」に応えるガイドブック (ライブラリーぶっくす)
青柳英治, 長谷川昭子共
著

勉誠出版 018.021/A57

75 世界の図書館から : アジア研究のための図書館・公文書館ガイド (ライブラリーぶっくす) U-PARL編集 勉誠出版 018.22/U36

76 探究型読書 編集工学研究所 [著]
クロスメディア・パブ
リッシング/インプレス
(発売)

019.12/H52

77 やってはいけない読書術 石井貴士著 きずな出版 019.12/I75

78 究極の読書法 : 人生を変える本の読み方 : 購入法・読書法・保存法の完成版 鴨頭嘉人著
かも出版/サンクチュア
リ出版(発売)

019.12/Ka41

79 「記憶力」と「思考力」を高める読書の技術 木山泰嗣著 日本実業出版社 019.12/Ki84

80 学術書を読む 鈴木哲也著 京都大学学術出版会 019.12/Su96

81 はじめての読書メソッド : 本が苦手な子を本好きにする17の方法 有元秀文, 松原ゆかり著 合同出版 019.2/A73

82 子どもの学びが充実する読書活動15の指導法 稲井達也著 学事出版 019.2/I52

83 子どもの本から世界をみる : 子どもとおとなのブックガイド88 石井郁子 [ほか] 著 かもがわ出版 019.5/Ko21

84 絵本ものがたりFind : 見つける・つむぐ・変化させる (シリーズ絵本をめぐる活動:2) 今田由香, 大島丈志編 朝倉書店 019.53/ShE/2

85 絵本で世界を学ぼう! 吉井潤, 柏原寛一著 青弓社 019.53/Y88

86 読書に学んだライフハック : 「仕事」「生活」「心」人生の質を高める25の習慣 印南敦史著 サンガ 019.9/I54

87 何のために本を読むのか : 新しい時代に自分と世界をとらえ直すヒント (青春新書intelligence:PI-601) 齋藤孝著 青春出版社 019.9/Sa25

88 一生モノの教養が身につく世界の古典 : 必読の名作・傑作200冊 佐藤優監修 宝島社 019.9/Sa86

89 人生の教養を高める読書法 武田鉄矢著 プレジデント社 019.9/Ta59

90 本の世界をめぐる冒険 (NHK出版学びのきほん) (教養・文化シリーズ) ナカムラクニオ著 NHK出版 020.4/N37

91 著作権法入門 第2版
島並良, 上野達弘, 横山
久芳著

有斐閣 021.2/C54

92 駆け出しクリエイターのための著作権Q&A 川上大雅著 玄光社 021.2/Ka94

93 著作権トラブル解決実務ハンドブック 三山裕三編著 青林書院 021.2/Mi77

94 著作権法 第3版 中山信弘著 有斐閣 021.2/N45

95 著作権法コンメンタール 改訂版 1 小倉秀夫, 金井重彦編著 第一法規 021.2/O26/1

96 著作権法コンメンタール 改訂版 2 小倉秀夫, 金井重彦編著 第一法規 021.2/O26/2

97 著作権法コンメンタール 改訂版 3 小倉秀夫, 金井重彦編著 第一法規 021.2/O26/3

98 本の索引の作り方 藤田節子著 地人書館 021.4/F67

99 平成の出版が歩んだ道 : 激変する「出版業界の夢と冒険」30年史 (本の未来を考える=出版メディアパル:No. 38) 能勢仁, 八木壯一共著 出版メディアパル 023.1/N97
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100 藝文類聚訓讀付索引 卷48
遠藤光正 [ほか] 共著/
大東文化大學東洋研究所
編

大東文化大學東洋研究所 032.2/OyJ/D-48

101 中国関係論説資料 61 (2019年) 第2分冊上 論説資料保存会 051.1/1/61-2-1

102 中国関係論説資料 61 (2019年) 第2分冊下 論説資料保存会 051.1/1/61-2-2

103 中国関係論説資料 61 (2019年) 第2分冊増刊 論説資料保存会 051.1/1/61-2-3

104 博物館ななめ歩き 久世番子著 文藝春秋 069.021/Ku99

105 新時代のミュージアム : 変わる文化政策と新たな期待
河島伸子, 小林真理, 土
屋正臣著

ミネルヴァ書房 069.021/Sh63

106 ミュージアム・フリークinアメリカ : エンジョイ!ミュージアムの魅力 栗原祐司著 雄山閣 069.0253/Ku61

107 ミュージアムの憂鬱 : 揺れる展示とコレクション
川口幸也編/川口幸也
[ほか] 執筆

水声社 069.04/Ka92

108 ユネスコと博物館 栗原祐司 [ほか] 著 雄山閣 069.1/U75

109 博物館という問い (博物館の歴史・理論・実践:1) 今村信隆編
京都造形芸術大学東北芸
術工科大学出版局藝術学
舎

069/I44/1

110 博物館を動かす (博物館の歴史・理論・実践:2) 今村信隆編
京都造形芸術大学東北芸
術工科大学出版局藝術学
舎

069/I44/2

111 挑戦する博物館 (博物館の歴史・理論・実践:3) 今村信隆編
京都造形芸術大学東北芸
術工科大学出版局藝術学
舎

069/I44/3

112 現代博物館学入門 栗田秀法編著 ミネルヴァ書房 069/Ku67

113 命を危険にさらして : 5人の女性戦場ジャーナリストの証言
マリーヌ・ジャックマン
[ほか] 著/遠藤ゆかり訳

創元社 070.16/I55

114 消えた銀行員 : 地域金融変革運動体 (講談社現代新書:2584. 捨てられる銀行:4) 橋本卓典著 講談社 081/16/2584

115 証券会社がなくなる日 : IFAが「株式投資」を変える (講談社現代新書:2585) 浪川攻著 講談社 081/16/2585

116 未来の医療年表 : 10年後の病気と健康のこと (講談社現代新書:2586) 奥真也著 講談社 081/16/2586

117 はじめての催眠術 (講談社現代新書:2587) 漆原正貴著 講談社 081/16/2587

118 アフター・リベラル : 怒りと憎悪の政治 (講談社現代新書:2588) 吉田徹著 講談社 081/16/2588

119 ペルソナ : 脳に潜む闇 (講談社現代新書:2589) 中野信子著 講談社 081/16/2589

120 民主主義とは何か (講談社現代新書:2590) 宇野重規著 講談社 081/16/2590

121 私たちはどんな世界を生きているか (講談社現代新書:2591) 西谷修著 講談社 081/16/2591

122 脳から見るミュージアム : アートは人を耕す (講談社現代新書:2592) 中野信子, 熊澤弘著 講談社 081/16/2592

123 部長って何だ! (講談社現代新書:2593) 丹羽宇一郎著 講談社 081/16/2593

124 やばいデジタル : "現実 (リアル)" が飲み込まれる日 (講談社現代新書:2594) NHKスペシャル取材班著 講談社 081/16/2594

125 はじめてのスピノザ : 自由へのエチカ (講談社現代新書:2595) 國分功一郎著 講談社 081/16/2595

126 経済学の堕落を撃つ : 「自由」VS「正義」の経済思想史 (講談社現代新書:2596) 中山智香子著 講談社 081/16/2596

127 左翼の逆襲 : 社会破壊に屈しないための経済学 (講談社現代新書:2597) 松尾匡著 講談社 081/16/2597

128 U : 相模原に現れた世界の憂鬱な断面 (講談社現代新書:2598) 森達也著 講談社 081/16/2598

129 証言羽生世代 (講談社現代新書:2599) 大川慎太郎著 講談社 081/16/2599

130 超解読!はじめてのヘーゲル『法の哲学』 (講談社現代新書:2600) 竹田青嗣, 西研著 講談社 081/16/2600

131 音楽の危機 : 「第九」が歌えなくなった日 (中公新書:2606) 岡田暁生著 中央公論新社 081/17/2606

132 アジアの国民感情 : データが明かす人々の対外認識 (中公新書:2607) 園田茂人著 中央公論新社 081/17/2607

133 万葉集講義 : 最古の歌集の素顔 (中公新書:2608) 上野誠著 中央公論新社 081/17/2608
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134 現代日本を読む : ノンフィクションの名作・問題作 (中公新書:2609) 武田徹著 中央公論新社 081/17/2609

135 ヒトラーの脱走兵 : 裏切りか抵抗か、ドイツ最後のタブー (中公新書:2610) 對馬達雄著 中央公論新社 081/17/2610

136 アメリカの政党政治 : 建国から250年の軌跡 (中公新書:2611) 岡山裕著 中央公論新社 081/17/2611

137 デジタル化する新興国 : 先進国を超えるか、監視社会の到来か (中公新書:2612) 伊藤亜聖著 中央公論新社 081/17/2612

138 古代メソポタミア全史 : シュメル、バビロニアからサーサーン朝ペルシアまで (中公新書:2613) 小林登志子著 中央公論新社 081/17/2613

139 ラファエロ : ルネサンスの天才芸術家 : カラー版 (中公新書:2614) 深田麻里亜著 中央公論新社 081/17/2614

140 物語東ドイツの歴史 : 分断国家の挑戦と挫折 (中公新書:2615) 河合信晴著 中央公論新社 081/17/2615

141 法華経とは何か : その思想と背景 (中公新書:2616) 植木雅俊著 中央公論新社 081/17/2616

142 暗殺の幕末維新史 : 桜田門外の変から大久保利通暗殺まで (中公新書:2617) 一坂太郎著 中央公論新社 081/17/2617

143 板垣退助 : 自由民権指導者の実像 (中公新書:2618) 中元崇智著 中央公論新社 081/17/2618

144 もののけの日本史 : 死霊、幽霊、妖怪の1000年 (中公新書:2619) 小山聡子著 中央公論新社 081/17/2619

145 コロナ危機の政治 : 安倍政権vs.知事 (中公新書:2620) 竹中治堅著 中央公論新社 081/17/2620

146 夜の終りに (中公文庫:[あ-10-14]) 赤川次郎著 中央公論新社 081/18/あ10-14

147 素子の碁 : サルスベリがとまらない (中公文庫:[あ-58-8]) 新井素子著 中央公論新社 081/18/あ58-8

148 眠れない夜は体を脱いで (中公文庫:[あ-91-1]) 彩瀬まる著 中央公論新社 081/18/あ91-1

149 夜ふかしの本棚 (中公文庫:[あ92-1]) 朝井リョウ [ほか] 著 中央公論新社 081/18/あ92-1

150 もちじゅわ中華まんの奇跡 (中公文庫:[い-129-4]. ひぐまのキッチン) 石井睦美著 中央公論新社 081/18/い-129-4

151 犯罪調書 (中公文庫:[い-35-26]) 井上ひさし著 中央公論新社 081/18/い35-26

152 翻弄 : 盛親と秀忠 (中公文庫:[う-28-15]) 上田秀人著 中央公論新社 081/18/う-28-15

153 インフォデミック (中公文庫:[え-21-5]. 巡査長真行寺弘道:[5]) 榎本憲男著 中央公論新社 081/18/え-21-5

154 他人の「何気ない一言」に助けられました。 : 600万人が泣いた魔法の言葉 (中公文庫:[お-94-1]) 大手小町編集部編 中央公論新社 081/18/お-94-1

155 生と死をめぐる断想 (中公文庫:き30-18) 岸本葉子著 中央公論新社 081/18/き30-18

156 私の彼は腐ってる 2 (中公文庫:[く-23-10]) 九条菜月著 中央公論新社 081/18/く-23-10

157 嘘ばっか : 新釈・世界おとぎ話 (中公文庫:[さ-44-2]) 佐野洋子著 中央公論新社 081/18/さ44-2

158 屋根裏博物館(アチック・ミューゼアム)の事件簿 (中公文庫:[さ-81-1]) 澤見彰著 中央公論新社 081/18/さ-81-1

159 千の扉 (中公文庫:[し-54-1]) 柴崎友香著 中央公論新社 081/18/し54-1

160 わが青春無頼帖 増補版 (中公文庫:[し-8-5]) 柴田錬三郎著 中央公論新社 081/18/し8-5

161 ブラザー (中公文庫:[す-29-6]. 警視庁組対特捜K) 鈴峯紅也著 中央公論新社 081/18/す-29-6

162 国富論 改版 1 (中公文庫:[ス-4-4]) アダム・スミス著 中央公論新社 081/18/ス4-4

163 国富論 改版 2 (中公文庫:ス4-5)
アダム・スミス著/大河
内一男監訳

中央公論新社 081/18/ス4-5

164 国富論 改版 3 (中公文庫:ス4-6)
アダム・スミス著/大河
内一男監訳

中央公論新社 081/18/ス4-6

165 すごい宇宙講義 (中公文庫:た95-1) 多田将著 中央公論新社 081/18/た95-1

166 七つの証言 改版 : 新装版 (中公文庫:[と-25-56]. 刑事・鳴沢了) 堂場瞬一著 中央公論新社 081/18/と-25-56

167 文豪と女 : 憧憬・嫉妬・熱情が渦巻く短編集 (中公文庫:[な-52-7]) 長山靖生編 中央公論新社 081/18/な52-7

168 吉原の面影 : 小説集 (中公文庫:[な-73-4]) 永井荷風 [ほか] 著 中央公論新社 081/18/な73-4

169 西から来た死体 : 錦川鉄道殺人事件 (中公文庫:[に-7-67]) 西村京太郎著 中央公論新社 081/18/に-7-67

170 野呂邦暢ミステリ集成 (中公文庫:の17-1) 野呂邦暢著 中央公論新社 081/18/の17-1

171 見返り橋 (中公文庫:は72-5) 中央公論新社 081/18/は72-5

172 女の家 (中公文庫:[ひ-1-2]) 日影丈吉著 中央公論新社 081/18/ひ1-2

173 アクセス (中公文庫:[ほ-17-13]) 誉田哲也著 中央公論新社 081/18/ほ17-13

174 春風篇 改版 (中公文庫:み36-13) 中央公論新社 081/18/み36-13
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175 奇貨居くべし 改版 2 火雲篇 : 新装版 (中公文庫:[み-36-14]) 宮城谷昌光著 中央公論新社 081/18/み-36-14

176 燃える波 (中公文庫:む31-1) 村山由佳著 中央公論新社 081/18/む31-1

177 ずんずん! (中公文庫:や49-3) 山本一力著 中央公論新社 081/18/や49-3

178 盤上の向日葵 上 (中公文庫:[ゆ-6-1]) 柚月裕子著 中央公論新社 081/18/ゆ6-1

179 盤上の向日葵 下 (中公文庫:[ゆ-6-2]) 柚月裕子著 中央公論新社 081/18/ゆ6-2

180 文章読本 (中公文庫:[よ-17-15])
吉行淳之介選/日本ペン
クラブ編/谷崎潤一郎
[ほか著]

中央公論新社 081/18/よ-17-15

181 神話と歴史叙述 改訂版 (講談社学術文庫:[2625]) 三浦佑之 [著] 講談社 081/2/2625

182 満州事変 : 戦争と外交と (講談社学術文庫:[2626]) 臼井勝美 [著] 講談社 081/2/2626

183 レヴィ=ストロース : 構造 (講談社学術文庫:[2627]) 渡辺公三 [著] 講談社 081/2/2627

184 食はイスタンブルにあり : 君府名物考 (講談社学術文庫:[2628]) 鈴木董 [著] 講談社 081/2/2628

185 江戸・東京水道史 (講談社学術文庫:[2629]) 堀越正雄 [著] 講談社 081/2/2629

186 メルロ=ポンティ : 可逆性 (講談社学術文庫:[2630]) 鷲田清一 [著] 講談社 081/2/2630

187 「民都」大阪対「帝都」東京 : 思想としての関西私鉄 (講談社学術文庫:[2631]) 原武史 [著] 講談社 081/2/2631

188 僧侶と海商たちの東シナ海 (講談社学術文庫:[2632]) 榎本渉 [著] 講談社 081/2/2632

189 魂 (ソウル) から心 (マインド) へ : 心理学の誕生 (講談社学術文庫:[2633])
エドワード・S.リード
[著]/村田純一, 染谷昌
義, 鈴木貴之訳

講談社 081/2/2633

190 幻獣の話 (講談社学術文庫:[2634]) 池内紀 [著] 講談社 081/2/2634

191 経済学の思考法 : 稀少性の経済から過剰性の経済へ (講談社学術文庫:[2635]) 佐伯啓思 [著] 講談社 081/2/2635

192 アステカとインカ : 黄金帝国の滅亡 (講談社学術文庫:[2636]) 増田義郎 [著] 講談社 081/2/2636

193 語りえぬものを語る (講談社学術文庫:[2637]) 野矢茂樹 [著] 講談社 081/2/2637

194 パリ歴史探偵 (講談社学術文庫:[2638]) 宮下志朗 [著] 講談社 081/2/2638

195 渋沢栄一「青淵論叢」 : 道徳経済合一説 (講談社学術文庫:[2639]) 鹿島茂編訳 講談社 081/2/2639

196 古代哲学史 (講談社学術文庫:[2640]) 田中美知太郎 [著] 講談社 081/2/2640

197 《英雄》の世紀 : ベートーヴェンと近代の創成者たち (講談社学術文庫:[2641]) 樺山紘一 [著] 講談社 081/2/2641

198 神話から歴史へ : 神話時代夏王朝 (講談社学術文庫:[2651]. 中国の歴史:1) 宮本一夫 [著] 講談社 081/2/2651

199 都市国家から中華へ : 殷周春秋戦国 (講談社学術文庫:[2652]. 中国の歴史:2) 平勢隆郎[著] 講談社 081/2/2652

200 ファーストエンペラーの遺産 : 秦漢帝国 (講談社学術文庫:[2653]. 中国の歴史:3) 鶴間和幸 [著] 講談社 081/2/2653

201 三国志の世界 : 後漢三国時代 (講談社学術文庫:[2654]. 中国の歴史:4) 金文京 [著] 講談社 081/2/2654

202 中華の崩壊と拡大 : 魏晋南北朝 (講談社学術文庫:[2655]. 中国の歴史:5) 川本芳昭 [著] 講談社 081/2/2655

203 絢爛たる世界帝国 : 隋唐時代 (講談社学術文庫:[2656]. 中国の歴史:6) 氣賀澤保規 [著] 講談社 081/2/2656

204 石の肺 : 僕のアスベスト履歴書 (岩波現代文庫:文芸:327) 佐伯一麦著 岩波書店 081/22/B327

205 冬の蕾 : ベアテ・シロタと女性の権利 (岩波現代文庫:文芸:328) 樹村みのり著 岩波書店 081/22/B328

206 青い花 (岩波現代文庫:文芸:329) 辺見庸著 岩波書店 081/22/B329

207 書聖王羲之 : その謎を解く (岩波現代文庫:文芸:330) 魚住和晃著 岩波書店 081/22/B330

208 定本酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫:学術:424) 高橋昌明著 岩波書店 081/22/G424

209 岡本太郎の見た日本 (岩波現代文庫:学術:425) 赤坂憲雄著 岩波書店 081/22/G425

210 政治と複数性 : 民主的な公共性にむけて (岩波現代文庫:学術:426) 齋藤純一著 岩波書店 081/22/G426

211 エル・チチョンの怒り : メキシコ近代とインディオの村 増補 (岩波現代文庫:学術:427) 清水透著 岩波書店 081/22/G427

212 菌世界紀行 : 誰も知らないきのこを追って (岩波現代文庫:社会:322) 星野保著 岩波書店 081/22/S322

213 生物と無生物の間 : ウイルスの話 (岩波新書:青版 245, G87) 川喜田愛郎著 岩波書店 081/6/245

214 暴君 : シェイクスピアの政治学 (岩波新書:新赤版 1846)
スティーブン・グリーン
ブラット [著]/河合祥一
郎訳

岩波書店 081/6-4/1846
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215 ドイツ統一 (岩波新書:新赤版 1847)
アンドレアス・レダー
[著]/板橋拓己訳

岩波書店 081/6-4/1847

216 道教思想10講 (岩波新書:新赤版 1848) 神塚淑子著 岩波書店 081/6-4/1848

217 有島武郎 : 地人論の最果てへ (岩波新書:新赤版 1849) 荒木優太著 岩波書店 081/6-4/1849

218 アメリカ大統領選 (岩波新書:新赤版 1850) 久保文明, 金成隆一著 岩波書店 081/6-4/1850

219 藤原定家 : 『明月記』の世界 (岩波新書:新赤版 1851) 村井康彦著 岩波書店 081/6-4/1851

220 三島由紀夫 : 悲劇への欲動 (岩波新書:新赤版 1852) 佐藤秀明著 岩波書店 081/6-4/1852

221 実践 自分で調べる技術 (岩波新書:新赤版 1853) 宮内泰介, 上田昌文著 岩波書店 081/6-4/1853

222 SDGs : 危機の時代の羅針盤 (岩波新書:新赤版 1854) 南博, 稲場雅紀著 岩波書店 081/6-4/1854

223 地方の論理 (岩波新書:新赤版 1855) 小磯修二著 岩波書店 081/6-4/1855

224 がんと外科医 (岩波新書:新赤版 1856) 阪本良弘著 岩波書店 081/6-4/1856

225 文在寅時代の韓国 : 「弔い」の民主主義 (岩波新書:新赤版 1857) 文京洙著 岩波書店 081/6-4/1857

226 グローバル・タックス : 国境を超える課税権力 (岩波新書:新赤版 1858) 諸富徹著 岩波書店 081/6-4/1858

227 ハンニバル戦争 2 (西洋古典叢書. ローマ建国以来の歴史:6)
リウィウス [著]/安井萠
訳

京都大学学術出版会 089.1/1-2/9-6

228 未来をひらく (ちくま新書:1534. 世界哲学史:別巻) 筑摩書房 102/Se22/別

229 現実性の問題 入不二基義著 筑摩書房 104/I64

230 対話の技法 納富信留著 笠間書院 104/N97

231 贈与の系譜学 (講談社選書メチエ:726) 湯浅博雄著 講談社 104/Y96

232 ヘーゲル哲学のなりたち (加藤尚武著作集:第1巻) 加藤尚武著 未來社 108/Ka86/1

233 技術論 (加藤尚武著作集:第10巻) 加藤尚武著 未來社 108/Ka86/10

234 経済行動の倫理学 (加藤尚武著作集:第11巻) 加藤尚武著 未來社 108/Ka86/11

235 哲学史 (加藤尚武著作集:第12巻) 加藤尚武著 未來社 108/Ka86/12

236 形と美 (加藤尚武著作集:第13巻) 加藤尚武著 未來社 108/Ka86/13

237 平和論 (加藤尚武著作集:第14巻) 加藤尚武著 未來社 108/Ka86/14

238 応用倫理学 (加藤尚武著作集:第15巻) 加藤尚武著 未來社 108/Ka86/15

239 ヘーゲルの思考法 (加藤尚武著作集:第2巻) 加藤尚武著 未來社 108/Ka86/2

240 ヘーゲルの社会哲学 (加藤尚武著作集:第3巻) 加藤尚武著 未來社 108/Ka86/3

241 よみがえるヘーゲル哲学 (加藤尚武著作集:第4巻) 加藤尚武著 未來社 108/Ka86/4

242 ヘーゲル哲学の隠れた位相 (加藤尚武著作集:第5巻) 加藤尚武著 未來社 108/Ka86/5

243 倫理学の基礎 (加藤尚武著作集:第6巻) 加藤尚武著 未來社 108/Ka86/6

244 環境倫理学 (加藤尚武著作集:第7巻) 加藤尚武著 未來社 108/Ka86/7

245 世代間倫理 (加藤尚武著作集:第8巻) 加藤尚武著 未來社 108/Ka86/8

246 生命倫理学 (加藤尚武著作集:第9巻) 加藤尚武著 未來社 108/Ka86/9

247 メシア的時間 : 歴史の時間と生きられた時間 (叢書・ウニベルシタス:1085)
ジェラール・ベンスーサ
ン [著]/渡名喜庸哲, 藤
岡俊博訳

法政大学出版局 112/B35

248 《時間 (とき) 》のかたち 伊藤徹著 堀之内出版 112/I91

249 死を乗り越える読書ガイド : 「おそれ」も「かなしみ」も消えていくブックガイド 一条真也著 現代書林 114.2/I13

250 死の教科書 : 心が晴れる48のヒント (宝島社新書:587) 五木寛之著 宝島社 114.2/I91

251 実存とケア (実存思想論集:35 (第3期第2号)) 実存思想協会編
実存思想協会/知泉書館
(制作・販売)

114.5/JiS/J-35

252 「人間以後」の哲学 : 人新世を生きる (講談社選書メチエ:731) 篠原雅武著 講談社 114/Sh67

7



2020年10月～12月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

253 日本思想史事典

日本思想史事典編集委員
会編/Editorial
Committee of
Encyclopedia of
Japanese Intellectual
History

丸善出版 121.02/N71

254 礼とは何か : 日本の文化と歴史の鍵 桃崎有一郎著 人文書院 121.3/Mo27

255 漢学という視座 (講座近代日本と漢学:第1巻) 牧角悦子, 町泉寿郎編 戎光祥出版 121.53/Ko98/1

256 漢学と漢学塾 (講座近代日本と漢学:第2巻) 江藤茂博, 町泉寿郎編 戎光祥出版 121.53/Ko98/2

257 漢学と医学 (講座近代日本と漢学:第3巻) 町泉寿郎編 戎光祥出版 121.53/Ko98/3

258 漢学と学芸 (講座近代日本と漢学:第4巻) 牧角悦子, 町泉寿郎編 戎光祥出版 121.53/Ko98/4

259 漢学と教育 (講座近代日本と漢学:第5巻) 江藤茂博, 加藤国安編 戎光祥出版 121.53/Ko98/5

260 漢学と近代文学 (講座近代日本と漢学:第6巻) 山口直孝編 戎光祥出版 121.53/Ko98/6

261 漢学と日本語 (講座近代日本と漢学:第7巻) 佐藤進, 小方伴子編 戎光祥出版 121.53/Ko98/7

262 漢学と東アジア (講座近代日本と漢学:第8巻) 江藤茂博編 戎光祥出版 121.53/Ko98/8

263 西田幾多郎生成する論理 : 生死(しょうじ)をめぐる哲学 氣多雅子著 慶應義塾大学出版会 121.63/N81

264 人間・西田幾多郎 : 未完の哲学 藤田正勝著 岩波書店 121.63/N81

265 西田幾多郎全集 別巻 西田幾多郎著 岩波書店 121.9/NiK-2/I-別

266 運命を開く易経の知恵 渡部昇一, 中山理著
モラロジー研究所/廣池
学園事業部 (発売)

123.1/W46

267 名著ではじめる哲学入門 (NHK出版新書:633) 萱野稔人著 NHK出版 130/Ka98

268 哲学の名著50冊が1冊でざっと学べる 岡本裕一朗著 KADOKAWA 130/O42

269 ルクレティウス『事物の本性について』 : 愉しや、嵐の海に (書物誕生 : あたらしい古典入門) 小池澄夫, 瀬口昌久著 岩波書店 131.6/L96

270 自己を超えて : ウィトゲンシュタイン, ハイデガー, レヴィナスと言語の限界 (叢書・ウニベルシタス:972)
ポール・スタンディッ
シュ [著]/齋藤直子訳

法政大学出版局 133.5/St2

271 根源悪の系譜 : カントからアーレントまで (叢書・ウニベルシタス:987)
リチャード・J. バーン
スタイン [著]/阿部ふく
子 [ほか] 訳

法政大学出版局 133/B38

272 Vorlesungen über physische Geographie 2. Teil, 1. Hälfte (Kant's gesammelte Schriften:Bd. 26:4. Abt.. Kant's Vorlesungen:Bd. 3)
bearbeitet von Werner
Stark/unter Mitwirkung
von Reinhard Brandt

Walter de Gruyter
134.21/K1/2-26-
2-1

273 Vorlesungen über physische Geographie 2. Teil, 2. Hälfte (Kant's gesammelte Schriften:Bd. 26:4. Abt.. Kant's Vorlesungen:Bd. 3)
bearbeitet von Werner
Stark/unter Mitwirkung
von Reinhard Brandt

Walter de Gruyter
134.21/K1/2-26-
2-2

274 その場に居合わせる思考 : 言語と道徳をめぐるアドルノ 守博紀著 法政大学出版局 134.9/A16

275 ハイデガー読本 続 秋富克哉 [ほか] 編 法政大学出版局 134.96/H51/2

276 存在と時間 8 (光文社古典新訳文庫:[KBハ1-1]-[KBハ1-8]) ハイデガー著/中山元訳 光文社 134.96/HeM/S-8

277 中動態・地平・竈 : ハイデガーの存在の思索をめぐる精神史的現象学 小田切建太郎著 法政大学出版局 134.96/O81

278 マルティン・ハイデガーの哲学 (古典転生:22)
アルフォンス・ド・
ヴァーレンス著/峰尾公
也訳

月曜社 134.96/W13

279 超越のエチカ : ハイデガー・世界戦争・レヴィナス 横地徳広著 ぷねうま舎 134.96/Y74
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280 哲学探究
ルートウィッヒ・ウィト
ゲンシュタイン著/鬼界
彰夫訳

講談社 134.97/W79

281 現代フランス哲学入門
川口茂雄, 越門勝彦, 三
宅岳史編著

ミネルヴァ書房 135.4/G34

282 ドゥルーズとガタリの『哲学とは何か』を精読する : 「内在」の哲学試論 (講談社選書メチエ:730) 近藤和敬著 講談社 135.5/D55

283 実存から実存者へ (ちくま学芸文庫:[レ-4-2])
エマニュエル・レヴィナ
ス著/西谷修訳

筑摩書房 135.5/L57

284 全体性と無限 (講談社学術文庫:[2566])
エマニュエル・レヴィナ
ス [著]/藤岡俊博訳

講談社 135.5/L57

285 時間と他者 : 新装版 (叢書・ウニベルシタス:178)
エマニュエル・レヴィナ
ス [著]/原田佳彦訳

法政大学出版局 135.5/L57

286 観念に到来する神について : 新装版
エマニュエル・レヴィナ
ス著/内田樹訳

国文社 135.5/L57

287 神・死・時間 : 新装版 (叢書・ウニベルシタス:449)
エマニュエル・レヴィナ
ス [著]/ジャック・ロラ
ン編/合田正人訳

法政大学出版局 135.5/L57

288 評伝レヴィナス : 生と痕跡
サロモン・マルカ著/斎
藤慶典, 渡名喜庸哲, 小
手川正二郎訳

慶應義塾大学出版会 135.5/L57

289 甦るレヴィナス : 『全体性と無限』読解 小手川正二郎著 水声社 135.5/L57

290 Totalité et infini : essai sur l'extériorité : pbk (Le Livre de poche. Biblio, essais:4120) Emmanuel Levinas Kluwer Academic 135.5/L57

291 Autrement qu'être, ou, Au-delà de l'essence (Le livre de poche:4121. Biblio essais) Emmanuel Lévinas
Librairie générale
française

135.5/L57

292 God, death, and time : pbk. : alk. paper (Meridian : crossing aesthetics)
Emmanuel Lé
vinas/translated by
Bettina Bergo

Stanford University
Press

135.5/L57

293 リクール読本
鹿島徹, 越門勝彦, 川口
茂雄編

法政大学出版局 135.5/R36

294 限界の試練 : デリダ、アンリ、レヴィナスと現象学 (叢書・ウニベルシタス:996)
フランソワ=ダヴィッ
ド・セバー [著]/合田正
人訳

法政大学出版局 135.5/Se12

295 根をもつこと : 新装版
シモーヌ・ヴェーユ著/
山崎庸一郎訳

春秋社 135.5/W55

296 サルトル読本 澤田直編 法政大学出版局 135.54/Sa93

297 他性と超越 : 新装版 (叢書・ウニベルシタス:711)

エマニュエル・レヴィナ
ス [著]/ピエール・アヤ
編/合田正人, 松丸和弘
訳

法政大学出版局 135/L57

298 図鑑心理学 : 歴史を変えた100の話
トム・ジャクソン著/清
水寛之, 井上智義監訳・
訳

ニュートンプレス 140.2/J11

299 事例で学ぶロールシャッハ法入門 伊藤宗親編 金子書房 140.7/I91

300 研究事例で学ぶSPSSとAmosによる心理・調査データ解析 第3版 小塩真司著 東京図書 140.7/O77

301 特集/臨床描画と深層心理 (臨床描画研究:Vol.35(2020))
日本描画テスト・描画療
法学会編

日本描画テスト・描画療
法学会/北大路書房 (発
売)

140.72/12/35
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302 生きる勇気 : なにが人生を決めるのか
アルフレッド・アドラー
著/坂東智子訳

興陽館 140/A16

303 こころと身体の心理学 (岩波ジュニア新書:923) 山口真美著 岩波書店 141.2/Y24

304 本心は顔より声に出る : 感情表出と日本人 重野純著 新曜社 141.22/Sh29

305 学習と言語の心理学 中島定彦著 昭和堂 141.33/N34

306 無意識と記憶 : ゼーモン/ゴールトン/シャクター (名著精選 : 心の謎から心の科学へ) 高橋雅延, 厳島行雄監修 岩波書店 141.34/Ta33

307 記憶のデザイン (筑摩選書:0198) 山本貴光著 筑摩書房 141.34/Y31

308 「問う力」が最強の思考ツールである
井澤友郭著/吉岡太郎監
修

フォレスト出版 141.5/I98

309 「考える技術」と「地頭力」がいっきに身につく東大思考 西岡壱誠著 東洋経済新報社 141.5/N86

310 10分あったら、どう考える? : 「なぜ?」「もしも…」が生み出す究極のアイデア法 野澤幸司著 大和出版 141.5/N98

311 ポストトゥルース
リー・マッキンタイア著
/居村匠, 大﨑智史, 西
橋卓也訳

人文書院 141.51/Ma19

312 悲しみとともにどう生きるか (集英社新書:1045C) 柳田邦男 [ほか] 著 集英社 141.6/Ka46

313 笑いの哲学 (講談社選書メチエ:729) 木村覚著 講談社 141.6/Ki39

314 「笑い」の解剖 : 経済学者が解く50の疑問 中島隆信著 慶應義塾大学出版会 141.6/N34

315 小さなことで感情をゆさぶられるあなたへ (PHP文庫:[お83-2]) 大嶋信頼著 PHP研究所 141.6/O77

316 別れに苦しむ、あなたへ。 : 失恋、離婚、死別の処方箋 Tomy著 CCCメディアハウス 141.6/To62

317 恋をして生きてきたんだよな 青春bot著 ライツ社 141.62/Se19

318 内向型人間が無理せず幸せになる唯一の方法 (講談社+α新書:828-1A)
スーザン・ケイン [著]/
古草秀子訳

講談社 141.93/C12

319 よくわかるパーソナリティ心理学 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 吉川眞理編著 ミネルヴァ書房 141.93/Y89

320 消えるB型 : もしも西郷どんがB型でなかったら 山上一著 文芸社 141.939/Y21

321 絵本がひらく心理臨床の世界 : こころをめぐる冒険へ 前川あさ美, 田中健夫著 新曜社 146.04/Ma27

322 チェンジング・フォー・グッド : ステージ変容理論で上手に行動を変える

ジェイムス・プロチャス
カ, ジョン・ノークロ
ス, カルロ・ディクレメ
ンテ著/赤松利恵 [ほか]
共訳

法研 146.8/C33

323 メンタライジングの理論と臨床 : 精神分析・愛着理論・発達精神病理学の統合

J・G・アレン, P・フォ
ナギー, A・W・ベイトマ
ン著/上地雄一郎 [ほか]
訳

北大路書房 146.8/Me54

324 日常性の心理療法 大山泰宏著 日本評論社 146.8/O95

325 許す練習 : いつまでも消えない怒りがなくなる 杉山崇著 あさ出版 146.8/Su49

326 複雑性トラウマ・愛着・解離がわかる本
アナベル・ゴンザレス著
/大河原美以監訳

日本評論社 146.811/G63

327 夢の臨床的ポテンシャル : 心理療法にイメージがもたらす癒しと救い 老松克博著 誠信書房 146.815/O32

328 子どものグリーフを支えるワークブック : 場づくりに向けて
子どもグリーフサポート
ステーション編著

梨の木舎 146.82/Ko21

329 死別を体験した子どもによりそう : 沈黙と「あのね」の間で 西田正弘, 高橋聡美著 梨の木舎 146.82/N81

330 トラウマからの解放 : フォルメン線描とイメージ呼吸 田上洋子著 現代書館 146.82/Ta89

331 まじないの文化史 : 見るだけで楽しめる! : 日本の呪術を読み解く (視点で変わるオモシロさ!) 新潟県立歴史博物館監修 河出書房新社 147.1/N72
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332 古代 (新陰陽道叢書:第1巻) 細井浩志編 名著出版 148.4/H94/1

333 道徳の自然誌
マイケル・トマセロ著/
中尾央訳

勁草書房 150.2/To49

334 生まれてこないほうが良かったのか? : 生命の哲学へ! (筑摩選書:0197) 森岡正博著 筑摩書房 150/Mo62

335 自由の余地
ダニエル・C・デネット
著/戸田山和久訳

名古屋大学出版会 151.2/D59

336 13歳からの教育勅語 : 国民に何をもたらしたのか
岩本努著/たけしまさよ
マンガ

かもがわ出版 155/I94

337 『葉隠』の研究 : 思想の分析、評価と批判 種村完司著 九州大学出版会 156/Y31

338 二宮金次郎正伝 二宮康裕著
モラロジー研究所/廣池
学園事業部 (発売)

157.2/N76

339 のびのび働く技術 : 成果を出す人の感情の使い方
リズ・フォスリエン, モ
リー・ウェスト・ダ
フィー著/石垣賀子訳

早川書房 159.4/F41

340 スタンフォード式お金と人材が集まる仕事術 (文春新書:1280) 西野精治著 文藝春秋 159.4/N85

341 世界のエリートはなぜ、「この基本」を大事にするのか? (朝日文庫:[と13-1]) 戸塚隆将著 朝日新聞出版 159.4/To73

342 友だちってなんだろう? : ひとりになる勇気、人とつながる力 齋藤孝著 誠文堂新光社 159.5/Sa25

343 「自分」を生きる : 上手に生きるより潔く 坂東眞理子著 あさ出版 159.6/B18

344 ホントはやなこと、マジでやめてみた : 誰にもジャマされない「自分の時間」が生まれるドイツ式ルール42
アレクサンドラ・ライン
ヴァルト著/柴田さとみ
訳/瀧波ユカリ画

飛鳥新社 159.6/R25

345 世界に通じる「実行力」の育てかた : はじめの一歩を踏み出そう 小林りん著
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)

159.7/Ko12

346 10代から考える生き方選び (岩波ジュニア新書:920) 竹信三恵子著 岩波書店 159.7/Ta64

347 自分を操る超集中力 DaiGo著 かんき出版 159/D17

348 夢中力 (光文社新書:1091) 堀江貴文, 野村克也著 光文社 159/H87

349 スタンフォード式生き抜く力 星友啓著 ダイヤモンド社 159/H92

350 最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方 堀田秀吾著 サンクチュアリ出版 159/H96

351 素直な心に花が咲く : 苦境を乗り切る実践哲学 池田繁美著
モラロジー研究所/廣池
学園事業部(発売)

159/I32

352 壁はいらない (心のバリアフリー) 、って言われても。 今中博之著 河出書房新社 159/I45

353 ユダヤ賢者の知恵 石角完爾著 フォレスト出版 159/I84

354 百年の桜 : 天に愛される道理 : 直筆版 上巻 伊都猛著/伊都猛綴り方 国際協力アカデミー 159/I91/1

355 百年の桜 : 天に愛される道理 : 直筆版 下巻 伊都猛著/伊都猛綴り方 国際協力アカデミー 159/I91/2

356 13歳から分かる!7つの習慣 : 自分を変えるレッスン
「7つの習慣」編集部監
修/大西洋イラスト

日本図書センター 159/N48

357 なにがあっても、ありがとう 鮫島純子著 あさ出版 159/Sa58

358 自分を動かせ : 新装版
サミュエル・スマイルズ
原著/渡部昇一編著

海竜社 159/Sm4

359 宗教に明日はあるか? : 宗教間対話座談会
安蘇谷正彦 [ほか] 著/
中央学術研究所編

佼成出版社 160.4/C66

360 世俗の時代 上
チャールズ・テイラー著
/木部尚志, 山岡龍一,
遠藤知子訳

名古屋大学出版会 161.3/Ta98/1
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361 世俗の時代 下
チャールズ・テイラー著
/石川涼子 [ほか] 訳

名古屋大学出版会 161.3/Ta98/2

362 維新の衝撃 : 幕末〜明治前期 (近代日本宗教史:第1巻) 島薗進 [ほか] 編 春秋社 162.1/Ki42

363 日本宗教史を問い直す (日本宗教史:1. History of Japanese religions) 吉田一彦, 上島享編 吉川弘文館 162.1/N71/1

364 宗教の融合と分離・衝突 (日本宗教史:3. History of Japanese religions) 伊藤聡, 吉田一彦編 吉川弘文館 162.1/N71/3

365 宗教の受容と交流 (日本宗教史:4. History of Japanese religions) 佐藤文子, 上島享編 吉川弘文館 162.1/N71/4

366 日本宗教史研究の軌跡 (日本宗教史:6. History of Japanese religions) 佐藤文子, 吉田一彦編 吉川弘文館 162.1/N71/6

367 モノも石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったこと 奥野克巳著 亜紀書房 163.3/O56

368 世界の神様解剖図鑑 平藤喜久子著 エクスナレッジ 164/H63

369 世界魚類神話 篠田知和基著 八坂書房 164/Sh66

370 世界鳥類神話 篠田知和基著 八坂書房 164/Sh66

371 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] 2020-5
edited by Marc
Gaborieau ... [et al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'20-5

372 イスラームの論理と倫理 中田考, 飯山陽著 晶文社 167.04/N43

373 なぜ人はカルトに惹かれるのか : 脱会支援の現場から 瓜生崇著 法藏館 169.1/U86

374 新宗教を問う : 近代日本人と救いの信仰 (ちくま新書:1527) 島薗進著 筑摩書房 169/Sh45

375 仏教の東漸と西漸 (アジア遊学:251) 荒見泰史編 勉誠出版 180.4/A64

376 科学化する仏教 : 瞑想と心身の近現代 (角川選書:640) 碧海寿広著 KADOKAWA 180.4/O62

377 磧砂版大蔵経目録 : 杏雨書屋蔵 第9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/9

378 「法華経」に学ぶ 村尾泰孝著 村尾泰孝 183.3/H82

379 現代日本における仏教社会福祉事業の歩み(2001~2010年) 長谷川匡俊編
淑徳大学長谷川仏教文化
研究所

187.6/H36

380 長谷川良信の生涯 : トゥギャザー・ウィズ・ヒム (淑徳選書:7) 長谷川匡俊著
淑徳大学長谷川仏教文化
研究所

188.62/H36

381 宿無し弘文 : スティーブ・ジョブズの禅僧 柳田由紀子著
集英社インターナショナ
ル/集英社 (発売)

188.82/O86

382 旧約聖書 : 「戦い」の書物 (世界を読み解く一冊の本) 長谷川修一著 慶應義塾大学出版会 193.1/H36

383 <生きる意味>の教育 : スピリチュアリティを育むカトリック学校 加藤美紀著 教友社 198.27/Ka86

384 アーミッシュカントリーの美しい暮らし : My Friends, Amish 山中麻葉[著]
エムジェイブックス/
アップオン(発売)

198.93/Y34

385 困難な自由 : 増補版・定本全訳 (叢書・ウニベルシタス:905)
エマニュエル・レヴィナ
ス [著]/三浦直希訳

法政大学出版局 199/L57

386 タルムード四講話 : 新装版
エマニュエル・レヴィナ
ス著/内田樹訳

人文書院 199/L57/4

387 タルムード新五講話 : 神聖から聖潔へ : 新装版
エマニュエル・レヴィナ
ス著/内田樹訳

人文書院 199/L57/5

388 表象とアルシーヴの解釈学 : リクールと『記憶、歴史、忘却』 (プリミエ・コレクション:23) 川口茂雄著 京都大学学術出版会 201.1/R36

389 地中海の水中文化遺産 (世界の考古学:25)
中西裕見子, 片桐千亜紀
[著]

同成社 202.5/19/25

390 世界を変えた100のスピーチ 上
コリン・ソルター著/大
間知知子訳

原書房 209/Sa56/1

391 世界を変えた100のスピーチ 下
コリン・ソルター著/大
間知知子訳

原書房 209/Sa56/2
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392 「宗教」で読み解く世界史 : 教養として知っておきたい 宇山卓栄著 日本実業出版社 209/U98

393 発掘された日本列島 : 新発見考古速報 2020 文化庁編 朝日新聞社 210.025/B89/'20

394 入門埋蔵文化財と考古学 水ノ江和同著 同成社 210.025/Mi96

395 日本古代国家建設の舞台 : 平城宮 (シリーズ「遺跡を学ぶ」:144) 渡辺晃宏著 新泉社 210.025/W46

396 楕円の日本 : 日本国家の構造 山折哲雄, 川勝平太著 藤原書店 210.04/Y42

397 大日本史料 第12編之62
東京帝國大學文科大學史
料編纂掛編纂

東京帝國大學 210.08/16/12-62

398 大日本史料 第3編之30 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)

210.08/16/3-30

399 守光公記 第2 (史料纂集:古記録編 [208])
[廣橋守光著]/中世公家
日記研究会校訂

八木書店出版部/八木書
店 (発売)

210.08/3/モ4-2

400 年中要抄 上 (北山抄注解:巻1) 阿部猛編 東京堂出版 210.09/F68/1

401 吏途指南 (北山抄注解:巻十) 阿部猛編 東京堂出版 210.09/F68/10

402 文学で読む日本の歴史 近代的世界篇 五味文彦著 山川出版社 210.1/GoF/5

403 列島のあけぼの : 旧石器〜古墳時代 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:1) 寺沢大介漫画 講談社 210.1/Te62/1

404 日本大衆文化史
日文研大衆文化研究プロ
ジェクト編著/伊藤慎吾
[ほか執筆]

KADOKAWA 210.12/N71

405 日本書紀 : 編纂一三〇〇年 (別冊太陽. 日本のこころ:284) 遠山美都男監修 平凡社 210.3/N71

406 日本古代地域編成史序説 (古代史研究叢書:9) 関口功一著 岩田書院 210.3/Se27

407 テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編 新古代史の会編 吉川弘文館 210.3/Sh64

408 テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編 新古代史の会編 吉川弘文館 210.3/Sh64

409 筑紫政権からヤマト政権へ : 豊前石塚山古墳 改訂版 (シリーズ「遺跡を学ぶ」:022) 長嶺正秀著 新泉社 210.32/N15

410 東寺百合文書 14
京都府立京都学・歴彩館
編

思文閣出版 210.4/KyG/T-14

411 村上水軍 : その真実の歴史と経営哲学 園尾隆司著
金融財政事情研究会/き
んざい (発売)

210.4/So48

412 仏都鎌倉の一五〇年 (歴史文化ライブラリー:510) 今井雅晴著 吉川弘文館 210.42/I43

413 江戸幕府の歴史編纂事業と創業史 平野仁也著 清文堂出版 210.47/H66

414 イエズス会がみた「日本国王」 : 天皇・将軍・信長・秀吉 (歴史文化ライブラリー:508) 松本和也著 吉川弘文館 210.47/Ma81

415 大内氏の興亡と西日本社会 (列島の戦国史:3) 長谷川博史著 吉川弘文館 210.47/R28/3

416 東日本の統合と織豊政権 (列島の戦国史:7) 竹井英文著 吉川弘文館 210.47/R28/7

417 豊臣政権の形成過程と大坂城 (日本史研究叢刊:34) 中村博司著 和泉書院 210.48/To93

418 維新の残り火・近代の原風景 山城滋著 弦書房 210.58/Y44

419 青い眼が見た幕末・明治 : 12人の日本見聞記を読む 緒方修著 芙蓉書房出版 210.59/O23

420 「明治」という遺産 : 近代日本をめぐる比較文明史 瀧井一博編著 ミネルヴァ書房 210.6/Ta72

421 明治維新を問い直す : 日本とアジアの近現代 (地球社会ライブラリ:1)
マシュー・オーガスティ
ン編

九州大学出版会 210.61/A96

422 明治維新の意味 (新潮選書) 北岡伸一著 新潮社 210.61/Ki72

423 広島の原爆 : 記憶と問い 真鍋禎男著 あけび書房 210.75/Ma43

424 ガダルカナル悲劇の指揮官 NHKスペシャル取材班著 NHK出版 210.75/N77

425 平泉を掘る : 寺院庭園・柳之御所・平泉遺跡群 (平泉の文化史:1) 及川司編 吉川弘文館 212.2/Ka57/1

426 平泉の仏教史 : 歴史・仏教・建築 (平泉の文化史:2) 菅野成寛監修・編 吉川弘文館 212.2/Ka57/2
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427 南木芳太郎日記 : 大阪郷土研究の先覚者 (パイオニア) 4 (大阪市史史料:第89輯)
南木芳太郎 [著]/大阪市
史編纂所編集

大阪市史料調査会 216.3/89/89

428 兵士の碑 : 近代大阪の民衆と戦争 森田敏彦著 清風堂書店 216.3/Mo67

429 大阪遺産 藪田貫編 清文堂出版 216.3/Y12

430 検証奈良の古代仏教遺跡 : 飛鳥・白鳳寺院の造営と氏族 小笠原好彦著 吉川弘文館 216.503/O22

431 長崎出島事典
安高啓明著/石澤一未英
文要旨

柊風舎 219.3/Y66

432 薩摩から日本史を覗く : 歴史の現場への誘い 中村明蔵著 国分進行堂 219.7/N37

433 ものがたる近世琉球 : 喫煙・園芸・豚飼育の考古学 (歴史文化ライブラリー:512) 石井龍太著 吉川弘文館 219.9/I75

434 黒船来航と琉球王国 上原兼善著 名古屋大学出版会 219.905/U36

435 難民たちの日中戦争 : 戦火に奪われた日常 (歴史文化ライブラリー:509) 芳井研一著 吉川弘文館 222.075/Y88

436 敦煌秘笈景教経典四種
武田科学振興財団杏雨書
屋編

武田科学振興財団 222.17/TaK

437 香港の歴史 : 東洋と西洋の間に立つ人々 (世界歴史叢書)
ジョン・M.キャロル著/
倉田明子, 倉田徹訳

明石書店 222.39/C22

438 教養としての「中国史」の読み方 岡本隆司著
PHPエディターズ・グ
ループ/PHP研究所 (発
売)

222/O42

439 タイ史 (世界歴史大系) 飯島明子, 小泉順子編 山川出版社 223.7/I27

440 楽園の島と忘れられたジェノサイド : バリに眠る狂気の記憶をめぐって 倉沢愛子著 千倉書房 224/Ku55

441 黒死病 : 疫病の社会史 : 新装版
ノーマン・F.カンター著
/久保儀明, 楢崎靖人訳

青土社 230.4/C15

442 コレラの世界史 : 新装版 見市雅俊著 晶文社 230.6/Mi18

443 池上彰のまんがでわかる現代史 欧米
池上彰著/鍋田吉郎シナ
リオ/松原裕美まんが

小学館 230.7/I33

444 ドイツ人はなぜヒトラーを選んだのか : 民主主義が死ぬ日 (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ:3-13)
ベンジャミン・カー
ター・ヘット著/寺西の
ぶ子訳

亜紀書房 234.072/H53

445 アウシュヴィッツ潜入記 : 収容者番号4859
ヴィトルト・ピレツキ
[著]/杉浦茂樹訳

みすず書房 234.074/P65

446 ポーランドの歴史を知るための55章 (エリア・スタディーズ:181. ヒストリー) 渡辺克義編著 明石書店 234.9/W46

447 アーレント読本 日本アーレント研究会編 法政大学出版局 234/N71

448 歴史の中のロシア革命とソ連 塩川伸明著 有志舎 238.07/Sh73

449 スターリン時代の記憶 : ソ連解体後ロシアの歴史認識論争 立石洋子著 慶應義塾大学出版会 238.07/Ta94

450 戦争の歌がきこえる 佐藤由美子著 柏書房 253.07/Sa87

451 アメリカが見た山本五十六 : 「撃墜計画」の秘められた真実 上
ディック・レイア著/芝
瑞紀 [ほか] 訳

原書房 253.07/Y31/1

452 アメリカが見た山本五十六 : 「撃墜計画」の秘められた真実 下
ディック・レイア著/芝
瑞紀 [ほか] 訳

原書房 253.07/Y31/2

453 カリグラからイヴァン雷帝、ヴォワザン夫人まで (「悪」が変えた世界史:上)
ヴィクトル・バタジオン
編/神田順子, 田辺希久
子, 松永りえ訳

原書房 280.4/B27/1
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454 ランドリューから毛沢東、ビン・ラーディンまで (「悪」が変えた世界史:下)
ヴィクトル・バタジオン
編/神田順子 [ほか] 訳

原書房 280.4/B27/2

455 理系。 (文春文庫:[か-75-4])
川村元気著/[養老孟司ほ
か述]

文藝春秋 281.04/Ka95

456 たずねる・わかる聖徳太子 : 聖徳太子一四〇〇年遠忌 (淡交ムック)
古谷正覚著/千田稔著/石
川知彦著/中村秀樹著

淡交社 288.44/Sh96

457 福沢諭吉と渋沢栄一 : 学問と実業、対極の二人がリードした新しい日本 (青春新書intelligence:PI-598) 城島明彦著 青春出版社 289.1/F85

458 アフターコロナを勝ち抜く処方箋 : 名古屋どえりゃあ列伝 黒川公明著
時局社/出版文化社(発
売)

289.1/Ku74

459 マインドトーク : あなたと私の心の話 みたらし加奈著 ハガツサブックス 289.1/Mi59

460 反省記 : ビル・ゲイツとともに成功をつかんだ僕が、ビジネスの“地獄"で学んだこと 西和彦著 ダイヤモンド社 289.1/N83

461 信長徹底解読 : ここまでわかった本当の姿 堀新, 井上泰至編 文学通信 289.1/O17

462 アフリカ出身サコ学長、日本を語る ウスビ・サコ著 朝日新聞出版 289.1/Sa12

463 シャツとダンス : 「アパレルの革命児」が起こした奇跡 玉置美智子著 文藝春秋 289.1/Sa13

464 西郷南洲翁遺訓 : 高潔な精神と広い度量 (Contemporary Classics)
西郷隆盛[著]/道添進編
訳

日本能率協会マネジメン
トセンター

289.1/Sa18

465 「現代語訳」ベスト・オブ・渋沢栄一 渋沢栄一著/木村昌人編 NHK出版 289.1/Sh21

466 生命(いのち)だけは平等だ。 徳田虎雄著
PHPエディターズ・グ
ループ

289.1/To35

467 図説豊臣秀吉 柴裕之編著 戎光祥出版 289.1/To93

468 宇喜多秀家 : 秀吉が認めた可能性 (中世から近世へ) 大西泰正著 平凡社 289.1/U59

469 資本主義と闘った男 : 宇沢弘文と経済学の世界 佐々木実著 講談社 289.1/U99

470 輪島聞声の生涯 : 日本女子教育の先駆者 (淑徳選書:6) 米村美奈著
淑徳大学長谷川仏教文化
研究所

289.1/W16

471 学びて厭わず、教えて倦まず : “知の巨人"渡部昇一が遺した学ぶべきもの
織田哲司, 下永裕基,
江藤裕之著

辰巳出版 289.1/W46

472 李登輝秘録 河崎眞澄著
産経新聞出版/日本工業
新聞社 (発売)

289.2/R48

473 李登輝 : いま本当に伝えたいこと 早川友久著 ビジネス社 289.2/R48

474 愛する日本人へ : 日本と台湾の梯となった巨人の遺言 李登輝著 宝島社 289.2/R48

475 日台を繋いだ台湾人学者の半生 : 楊合義回顧録 楊合義著 展転社 289.2/Y73

476 英国の闇チャーチル : 世界大戦を引き起こした男 渡辺惣樹著 ビジネス社 289.3/C67

477 フェリペ2世 : スペイン帝国のカトリック王 (世界史リブレット人:52) 立石博高著 山川出版社 289.3/F18

478 私はヒトラーの秘書だった (草思社文庫:ユ1-1)
トラウデル・ユンゲ著/
高島市子訳/足立ラーベ
加代訳

草思社 289.3/H77

479 ローザ・ルクセンブルク : 闘い抜いたドイツの革命家 (世界史リブレット人:87) 姫岡とし子著 山川出版社 289.3/L97

480 発酵学の革命 : マイヤーホッフと酒の旅 (学術選書:091) 木村光著 京都大学学術出版会 289.3/Me95

481 ウンコはどこから来て、どこへ行くのか : 人糞地理学ことはじめ (ちくま新書:1523) 湯澤規子著 筑摩書房 290.1/Y99

482 歴史は景観から読み解ける : はじめての歴史地理学 上杉和央著 ベレ出版 290.18/U47

483 基本地図帳 改訂版 2020-2021 二宮書店編集部著 二宮書店
290.38/N76/'20-
'21

484 謎解き日本列島 : 全国各地の地理・歴史文化のナゾに迫る! 宇田川勝司著 ベレ出版 291.04/U26
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485 三頭の虎はひとつの山に棲めない : 日中韓、英国人が旅して考えた
マイケル・ブース著/永
峯涼訳

KADOKAWA 291.09/B64

486 アイヌ語地名の南限を探る 筒井功著 河出書房新社 291.2/Ts93

487 大学的富山ガイド : こだわりの歩き方
富山大学地域づくり研究
会編/大西宏治, 藤本武
責任編集

昭和堂 291.42/To79

488 大学的愛媛ガイド : こだわりの歩き方

愛媛大学・松山大学「え
ひめの価値共創プロジェ
クト」編/若林良和, 市
川虎彦責任編集

昭和堂 291.83/E35

489 1日1ページ、読むだけで身につく日本の教養365 : 毎日の習慣が1年後の自分をつくる 齋藤孝監修 文響社 291/Sa25

490 シベリア最深紀行 : 知られざる大地への七つの旅 (文春学藝ライブラリー:雑英:32) 中村逸郎著 文藝春秋 292.91/N37

491 デンマーク文化読本 : 日本との文化交流史から読み解く 長島要一著 丸善出版 293.895/N22

492 ハーバードはなぜ日本の「基本」を大事にするのか (日経プレミアシリーズ:425) 佐藤智恵著
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)

302.1/Sa85

493 インド : 混沌と発展のはざまで (池上彰の世界の見方) 池上彰著 小学館 302.25/I33

494 東大塾現代アメリカ講義 : トランプのアメリカを読む
矢口祐人編/Yujin
Yaguchi

東京大学出版会 302.53/Y16

495 天声人語 2020年1月-6月 朝日新聞論説委員室著 朝日新聞出版 304/A82/'20

496 命の経済 : パンデミック後、新しい世界が始まる
ジャック・アタリ著/林
昌宏, 坪子理美訳

プレジデント社 304/A95

497 自立へ追い立てられる社会 広瀬義徳, 桜井啓太編 インパクト出版会 304/H72

498 Beyond smart life : 好奇心が駆動する社会 日立京大ラボ編著
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)

304/H77

499 社会人として必要なニュースの読み方が5時間でざっと学べる : イラスト図解 池上彰著 KADOKAWA 304/I33

500 コロナ後の世界 (文春新書:1271)
ジャレド・ダイアモンド
[ほか著]/大野和基編

文藝春秋 304/Ko79

501 健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて 熊代亨著 イースト・プレス 304/Ku35

502 超AI時代の生存戦略 : 「2040年代」シンギュラリティに備える34のリスト 落合陽一著 大和書房 304/O15

503 2030年の世界地図帳 : あたらしい経済とSDGs、未来への展望 落合陽一著 SBクリエイティブ 304/O15(1)

504 変質する世界 : ウィズコロナの経済と社会 (PHP新書:1230) Voice編集部編 PHP研究所 304/P56

505 ポストコロナ期を生きるきみたちへ (犀の教室 : Liberal Arts Lab)

内田樹編/斎藤幸平著/青
木真兵著/えらいてん
ちょう著/後藤正文著/白
井聡著/岩田健太郎著/雨
宮処凛著/増田聡著/平田
オリザ著/想田和弘著/兪
炳匡著/山崎雅弘著/三砂
ちづる著/仲野徹著/中田
考著/釈徹宗著/池田清彦
著/平川克美著/鷲田清一
著

晶文社 304/U14
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506 「時代」を見抜く力 : 渡部昇一的思考で現代を斬る 渡部昇一著 育鵬社/扶桑社(発売) 304/W46

507 国道3号線 : 抵抗の民衆史 森元斎著 共和国 309.0219/Mo55

508 社会はこうやって変える! : コミュニティ・オーガナイジング入門
マシュー・ボルトン著/
藤井敦史 [ほか] 訳

法律文化社 309/B63

509 問いからはじめる社会運動論 (有斐閣ストゥディア) 濱西栄司 [ほか] 著 有斐閣 309/To26

510 みんなの「わがまま」入門 富永京子著 左右社 309/To55

511 丸山真男と戦後民主主義 清水靖久著 北海道大学出版会 311.21/Ma59

512 ファシズム : 警告の書

マデレーン・オルブライ
ト, ビル・ウッドワード
[著]/白川貴子, 高取芳
彦訳

みすず書房 311.8/A41

513 三島由紀夫事件50年目の証言 : 警察と自衛隊は何を知っていたか 西法太郎著 新潮社 311.8/Mi53

514 日本は「右傾化」したのか 小熊英二, 樋口直人編 慶應義塾大学出版会 312.1/O26

515 昭和陸軍と政治 : 「統帥権」というジレンマ (歴史文化ライブラリー:513) 高杉洋平著 吉川弘文館 312.1/Ta54

516 われわれが習近平体制と命がけで闘う13の理由 : 中国の知識人による決死の「内部告発」 金文学著 ビジネス社 312.22/Sh99

517 中東を丸かじりする : 政治構造の基底にある本質・要因を探る : 混迷する中東政治の構造究明を目指して 石田裕了著
ミヤオビパブリッシング
/宮帯出版社 (発売)

312.27/I72

518 愛国とナチの間 : メルケルのドイツはなぜ躓いたのか 高野弦著 朝日新聞出版 312.34/Me66

519 沈みゆくアメリカ覇権 : 止まらぬ格差拡大と分断がもたらす政治 (小学館新書) 中林美恵子著 小学館 312.53/N31

520 独裁者が変えた世界史 上
オリヴィエ・ゲズ編/神
田順子訳/清水珠代訳/松
尾真奈美訳/濱田英作訳

原書房 313.8/G91/1

521 独裁者が変えた世界史 下

オリヴィエ・ゲズ編/神
田順子訳/田辺希久子訳/
村上尚子訳/松尾真奈美
訳/濱田英作訳

原書房 313.8/G91/2

522 人権の世界地図
Andrew Fagan [著]/長島
隆, 江崎一朗, 石田安実
共訳

丸善出版 316.1/F11

523 レイシズムとは何か (ちくま新書:1528) 梁英聖著 筑摩書房 316.8/R96

524 アイヌの権利とは何か : 新法・象徴空間・東京五輪と先住民族
テッサ・モーリス=スズ
キ, 市川守弘 [著]/北大
開示文書研究会編

かもがわ出版 316.81/Mo78

525 戦後アイヌ民族活動史 竹内渉著 解放出版社 316.81/Ta67

526 アメリカ黒人史 : 奴隷制からBLMまで (ちくま新書:1539)
ジェームス・M・バーダ
マン著/森本豊富訳

筑摩書房 316.853/V42

527 公務員法と労働法の交錯 小嶌典明, 豊本治編著 ジアース教育新社 317.3/Ko39

528 「新書」から気づく公務員の職員力 : 公共の仕事の意味を考える力 三宅正伸著 晃洋書房 317.3/Mi76

529 子育て支援と高齢者福祉 (地域づくりの基礎知識:2) 高田哲, 藤本由香里編
神戸大学出版会/神戸新
聞総合出版センター (発
売)

318.08/C43/2

530 農業・農村の資源とマネジメント (地域づくりの基礎知識:3) 中塚雅也編
神戸大学出版会/神戸新
聞総合出版センター (発
売)

318.08/C43/3
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531 災害から一人ひとりを守る (地域づくりの基礎知識:4)
北後明彦, 大石哲, 小川
まり子編

神戸大学出版会/神戸新
聞総合出版センター (発
売)

318.08/C43/4

532 都構想の真実 : 「大阪市廃止」が導く日本の没落 藤井聡著
啓文社書房/啓文社 (発
売)

318.263/F57

533 大阪都構想2.0 : 副首都から国を変える 松浪ケンタ [著] 祥伝社 318.263/Ma83

534 いちからわかる!地方公務員仕事のきほん : 市町村職員研修
市町村職員研修教材開発
委員会編集

ぎょうせい 318.3/Sh24

535 「やさしい日本語」で伝わる!公務員のための外国人対応 岩田一成, 柳田直美著 学陽書房 318.5/I97

536 「関係人口」創出で地域経済をうるおすシティプロモーション2.0 : まちづくり参画への「意欲」を高めるためには 河井孝仁著 第一法規 318.6/Ka93

537 まちの未来を描く!自治体のSDGs 高木超著 学陽書房 318.6/Ta29

538 転換期・名古屋の都市公共政策 : リニア到来と大都市の未来像
伊藤恭彦, 小林直三, 三
浦哲司編著

ミネルヴァ書房 318.755/Te36

539 世界の「住所」の物語 : 通りに刻まれた起源・政治・人種・階層の歴史
ディアドラ・マスク著/
神谷栞里訳

原書房 318.9/Ma64

540 アイルランドの地方政府 : 自治体ガバナンスの基本体系
マーク・キャラナン著/
藤井誠一郎訳

明石書店 318.9339/C13

541 地域自治の比較社会学 : 日本とドイツ 山崎仁朗著 東信堂 318/Y48

542 グローバル関係学とは何か (グローバル関係学:1) 酒井啓子編集 岩波書店 319.08/G95/1

543 紛争が変える国家 (グローバル関係学:4) 末近浩太, 遠藤貢編集 岩波書店 319.08/G95/4

544 「みえない関係性」をみせる (グローバル関係学:5) 福田宏, 後藤絵美編集 岩波書店 319.08/G95/5

545 ローカルと世界を結ぶ (グローバル関係学:7)
五十嵐誠一, 酒井啓子編
集

岩波書店 319.08/G95/7

546 13歳からの日本外交 : それって、関係あるの!? 孫崎享著 かもがわ出版 319.1/Ma29

547 戦争のなかの日本 戸部良一著 千倉書房 319.1/To13

548 平成時代の日韓関係 : 楽観から悲観への三〇年
木村幹, 田中悟, 金容民
編著

ミネルヴァ書房 319.1021/H51

549 つくられる「嫌韓」世論 : 憎悪を生み出す言論を読み解く 村山俊夫著 明石書店 319.1021/Mu62

550 日台関係史 : 1945-2020 増補版 川島真 [ほか] 著 東京大学出版会 319.1022/N88

551 反日種族主義との闘争 李栄薫編著 文藝春秋 319.2101/I97

552 「米中新冷戦」と中国外交 : 北東アジアのパワーポリティクス 松本はる香編著 白水社 319.22/Ma81

553 チベットの主張 : チベットが中国の一部という歴史的根拠はない
チベット亡命政権編・著
/亀田浩史日本語訳

集広舎 319.229/C42

554 南シナ海 : ベトナムからの発言 (シリーズ : ベトナムを知る)
ディン・キム・フック著
/橋本和孝訳

ビスタピー・エス/極東
書店 (発売)

319.231/D76

555 新興大国インドの行動原理 : 独自リアリズム外交のゆくえ 伊藤融著 慶應義塾大学出版会 319.25/I91

556 樺太における日ソ戦争の終結 : 知取協定
ニコライ・ヴィシネフス
キー著/小山内道子訳

御茶の水書房 319.3801/V82

557 日米同盟を考える : 「共同体」の幻想の行方 浅海保著 作品社 319.53/A86

558 核兵器はなくせる (岩波ジュニア新書:880) 川崎哲著 岩波書店 319.8/Ka97

559
核のない未来を! : ヒロシマから世界へ 届けよう核被害者の声を! : 世界核被害者フォーラム報告記録集&追録 : グローバル危機の時代に問
い直す/ 森瀧春子, 田室武勝責任編集

世界核被害者フォーラム
実行委員会, 2020.7

319.8/Mo66

560 最新世界紛争地図
パスカル・ボニファス,
ユベール・ヴェドリーヌ
[著]/神奈川夏子訳

ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

319/B64
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561 パワー・シフト : 新しい世界秩序に向かって
リチャード・フォーク
[著]/前田幸男 [ほか]
訳

岩波書店 319/F13

562 ゲーテとサヴィニー (詩人法律家:続)
オイゲン・ヴォールハウ
プター著/堅田剛編訳

御茶の水書房 320.28/W83/2

563 いまはそれアウトです! : 社会人のための身近なコンプライアンス入門 菊間千乃著 アスコム 320.4/Ki28

564 著作権法50年の歩みと展望 : 特集 (ジュリスト増刊. 論究ジュリスト:no. 34 : 2020 Summer) 有斐閣 320.5/Y96

565 法学を学ぶのはなぜ? : 気づいたら法学部、にならないための法学入門 森田果著 有斐閣 320.7/Mo66

566 法学六法 '21
池田真朗 [ほか] 編集代
表

信山社 320.91/H81/'21

567 レクチャー法哲学 (αブックス) 那須耕介, 平井亮輔編 法律文化社 321.1/N56

568 AIで変わる法と社会 : 近未来を深く考えるために 宇佐美誠編 岩波書店 321.1/U92

569 法思想史を読み解く : 古典/現代からの接近
戒能通弘, 神原和宏, 鈴
木康文著

法律文化社 321.2/H92

570 持続可能な世界への法 : Law and sustainabilityの推進 (早稲田大学比較法研究所叢書:48) 中村民雄編
早稲田大学比較法研究所
/成文堂 (発売)

321.3/N37

571 「法のカタチ」から考える法学の基礎 西田真之著 ミネルヴァ書房 321/N81

572 法学 : 法制史家のみた 追補第2版 利光三津夫, 林弘正著 成文堂 321/R41

573 Rechtsgeschichte und römisches Recht : Studienwörterbuch 4., überarbeitete Aufl
herausgegeben von
Thomas Olechowsi und
Richard Gamauf

MANZ'sche Verlags- und
Universitä
tsbuchhandlung

322.32/O59

574 総論・統治 (憲法:2) 渡辺康行 [ほか] 著 日本評論社 323.14/Ke51

575 憲法の地図 : 条文と判例から学ぶ 大島義則著 法律文化社 323.14/O77

576 憲法演習ノート : 憲法を楽しむ21問 第2版
宍戸常寿編著/大河内美
紀 [ほか] 著

弘文堂 323.14/Sh91

577 憲法判例の射程 第2版
横大道聡編著/赤坂幸一
[ほか] 著

弘文堂 323.14/Y74

578 基本的人権の事件簿 : 憲法の世界へ 第6版 (有斐閣選書:[185]) 棟居快行 [ほか] 著 有斐閣 323.143/Ki17

579 18歳から考える人権 第2版 (From 18) 宍戸常寿編 法律文化社 323.143/Sh91

580 行政法ガール 2 大島義則著 法律文化社 323.9/O77/2

581 国家賠償法コンメンタール 第3版 西埜章著 勁草書房 323.96/N85

582 実務解説行政訴訟 (勁草法律実務シリーズ) 大島義則編著 勁草書房 323.96/O77

583 新解説世界憲法集 第5版
初宿正典, 辻村みよ子編
/江島晶子 [ほか] 執筆

三省堂 323/Sh92

584 法律家・法の解釈・財産法・財産法判例評釈(1)(総則・物権) (来栖三郎著作集:1) 来栖三郎著 信山社出版 324.08/Ku79/1

585 契約法・財産法判例評釈(2)債権・その他 (来栖三郎著作集:2) 来栖三郎著 信山社出版 324.08/Ku79/2

586 家族法家族法判例評釈「親族・相続」 (来栖三郎著作集:3) 信山社出版 324.08/Ku79/3

587 試験によく出るマンガでわかる民法の判例 1総則・物権編
千葉博著/田中へこ, 小
金井すず作画

かんき出版 324.098/C42/1

588 物権法講義 河上正二著 日本評論社 324.2/Ka94

589 物権法 第2版 (民法講義:2) 松井宏興著 成文堂 324.2/Ma77

590 民法「財産法」講義 長坂純著 勁草書房 324.2/N21

591 担保物権法講義 河上正二著 日本評論社 324.3/Ka94

592 「債権法改正」の文脈 : 新旧両規定の架橋のために 森田修著 有斐閣 324.4/Mo67

593 改正民法[債権法]における判例法理の射程 : 訴訟実務で押さえるべき重要論点のすべて 長坂純, 川地宏行編集 第一法規 324.4/N21
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594 債権総論 第4版 中田裕康著 岩波書店 324.4/N43

595 債権 : 民法第521条〜第696条 : 令和2年までの法改正に対応 2 (別冊法学セミナー:no. 264. 新基本法コンメンタール)
鎌田薫, 潮見佳男, 渡辺
達徳編/池田清治 [ほか
執筆]

日本評論社 324.4/Sa21/2

596 詐害行為取消権の行使方法とその効果 高須順一著 商事法務 324.4/Ta54

597 不法行為法 : 民法を学ぶ 第2版 窪田充見著 有斐閣 324.55/Ku14

598 図解民法(親族・相続) 令和2年版 田中千草, 鈴木潤子監修 大蔵財務協会 324.6/Z6/'20

599 成年後見の実務 : フローチャートとポイント
成年後見センター・リー
ガルサポート編著

新日本法規出版 324.65/Se19

600 一問一答・新しい相続法 : 平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説 第2版 (一問一答シリーズ)
堂薗幹一郎, 野口宣大編
著

商事法務 324.7/D89

601 磯野家の相続 : 波平の遺産は、どうなる!? 令和版 (PHP文庫:[は61-2]) 長谷川裕雅著 PHP研究所 324.7/H36

602 トラブル事案にまなぶ「泥沼」相続争い解決・予防の手引 加藤剛毅著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

324.7/Ka86

603 ここが知りたい!Q&A相続入門 前川清成著 民事法研究会 324.7/Ma27

604 事例で学ぶ生前贈与の法務リスクと税務リスク 湊義和, 湊信明共編著 大蔵財務協会 324.7/Mi39

605 相続対策の「御法度」事例集 : これだけはやっちゃダメ! 相続診断協会編 日本法令 324.7/So95

606 相続・遺言を巡る法律問題 : 弁護士が知識と経験で解決した困難事例
関戸勉編著/福澤武文編
著/戸田智彦編著/露木肇
子[ほか著]

第一法規 324.7/So95

607
事例でわかる過去から現在の相続に関する法律と実務 : 明治・大正・昭和・平成・令和 旧民法施行前・旧民法・応急措置法・新民法・改正
民法等

末光祐一著 日本加除出版 324.7/Su17

608 遺言モデル文例と実務解説 改訂版 満田忠彦編/小圷眞史編 青林書院 324.77/Mi63

609 ゼロからはじめる「家族信託」活用術 : 士業・専門家のための 改訂版 斎藤竜著 税務研究会出版局 324.82/Sa25

610 履行請求権と損害軽減義務 : 履行期前の履行拒絶に関する考察 増補新装版 吉川吉樹著 東京大学出版会 324.9/Y89

611 民法総則 (新・考える民法:1) 平野裕之著 慶應義塾大学出版会 324/H66/1

612 物権・担保物権 (新・考える民法:2) 平野裕之著 慶應義塾大学出版会 324/H66/2

613 債権総論 (新・考える民法:3) 平野裕之著 慶應義塾大学出版会 324/H66/3

614 債権各論 (新・考える民法:4) 慶應義塾大学出版会 324/H66/4

615 民法への招待 第6版 池田真朗著 税務経理協会 324/I32

616 マンガ版民法入門 : この1冊で民法の〈急所〉と〈落とし穴〉がわかる! : あなたの暮らしと財産を守る民法超活用講座 第4版
円山雅也原案/鳥飼規世
マンガ/小早川浩原作・
解説

自由国民社 324/Ma59

617 民法演習サブノート210問 第2版
沖野眞已, 窪田充見, 佐
久間毅編著

弘文堂 324/Mi47

618 債権 第2版 (パンデクテンシステムで学ぶ民法. 2) (民法教材シリーズ:6)
久留米大学西原慎治研究
室

324/N82

619 公論の空間を発見する (広がる民法:5:学説解読編) 大村敦志著 有斐閣 324/O64

620 人権 : 旧民法から見た新債権法 (民法読解:旧民法財産編1) 有斐閣 324/O64/2-1

621 債権担保 (請求権から考える民法:3) 遠山純弘著 信山社 324/To79/3

622 会社法 第2版 黒沼悦郎著 商事法務 325.2/Ku75

623 プリンシプル会社法
高橋英治編著/伊藤吉洋
[ほか]著

弘文堂 325.2/Ta33

624 ビジネスツール手形法・小切手法 池島真策著 税務経理協会 325.6/I34
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625 事例で学ぶ手形法・小切手法 第5版 丸山秀平著 法学書院 325.6/Ma59

626 支払決済法 (商事法講義:3) 松嶋隆弘, 大久保拓也編
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

325/Ma87/3

627 團藤重光研究 : 法思想・立法論、最高裁判事時代 (龍谷大学社会科学研究所叢書:第128巻) 福島至編著 日本評論社 326.04/F84

628 刑法判例百選 第8版 1: 総論 (別冊ジュリスト:no. 250-251(56巻4-5号)) 佐伯仁志, 橋爪隆編 有斐閣 326.098/Sa14/1

629 刑法判例百選 第8版 2: 各論 (別冊ジュリスト:no. 250-251(56巻4-5号)) 佐伯仁志, 橋爪隆編 有斐閣 326.098/Sa14/2

630 交通犯罪対策の研究 新版 川本哲郎著 成文堂 326.23/Ka95

631 司法・犯罪心理学 (有斐閣ブックス:[686]) 藤岡淳子編 有斐閣 326.34/F65

632 司法犯罪心理学 : progress & application (Progress & application:14) 越智啓太著 サイエンス社 326.34/O15

633 刑務所で世の中のしくみを教える : 府中刑務所「生活設計・金融講座」 石森久雄著 芙蓉書房出版 326.52/I78

634 刑法演習サブノート210問 井田良 [ほか] 編著 弘文堂 326/Ke23

635 刑法 1: 総論 (日評ベーシック・シリーズ) 亀井源太郎 [ほか] 著 日本評論社 326/Ke23/1

636 刑法 2: 各論 (日評ベーシック・シリーズ) 亀井源太郎 [ほか] 著 日本評論社 326/Ke23/2

637 刑法学への誘い 全訂新版 松村格著 八千代出版 326/Ma82

638 検事失格 (新潮文庫:10150, い-120-1) 市川寛著 新潮社 327.13/I14

639 実践民事執行法民事保全法 第3版 平野哲郎著 日本評論社 327.3/H66

640 ルポ闘う情状弁護へ : 「知的・発達障害と更生支援」、その新しい潮流 佐藤幹夫著 論創社 327.6/Sa86

641 あなたも明日は裁判員!?
飯考行, 裁判員ラウンジ
編著

日本評論社 327.67/I27

642 裁判官だから書けるイマドキの裁判 (岩波ブックレット:No.1037)
日本裁判官ネットワーク
著

岩波書店 327/N71

643 ルポ入管 : 絶望の外国人収容施設 (ちくま新書:1521) 平野雄吾著 筑摩書房 329.94/H66

644 経済学者の勉強術 : いかに読み、いかに書くか 根井雅弘著 人文書院 330.7/N62

645 英語対訳で読む「経済」入門 : 経済の基礎も英語も学べる! 新版 (じっぴコンパクト新書:382) 大島朋剛監修 実業之日本社 330/O77

646 行動経済学の現在と未来 依田高典, 岡田克彦編著 日本評論社 331.04/I18

647 16歳からのはじめてのゲーム理論 : "世の中の意思決定"を解き明かす6.5個の物語 鎌田雄一郎著 ダイヤモンド社 331.19/Ka31

648 計量経済学 (New liberal arts selection) 西山慶彦 [ほか] 著 有斐閣 331.19/Ke26

649 統計データの分析 (専門基礎ライブラリー. 経済系のための情報活用 : Office2019対応:2)
櫻本健編著/藤野裕 [ほ
か] 著

実教出版 331.19/Sa47/2

650 経済学者はこう考えてきた : 古典からのアプローチ (平凡社新書:893) 根井雅弘著 平凡社 331.2/N62

651 日本の経済学史 橘木俊詔著 法律文化社 331.21/Ta13

652 解読ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』 (講談社選書メチエ:706) 橋本努著 講談社 331.5/H38

653 マルクス経済学の方法と現代世界 伊藤誠著 桜井書店 331.6/I91

654 ラディカルに自己刷新するマルクス 岩崎信彦著 かもがわ出版 331.6/I96

655 21世紀に生きる資本論 : 労働する個人・物質代謝・社会的陶冶
鈴木敏正, 高田純, 宮田
和保編

ナカニシヤ出版 331.6/Ma59

656 マルクス資本論 (角川選書:1001. シリーズ・世界の思想) 佐々木隆治著 KADOKAWA 331.6/Ma59

657 マルクス経済学 第3版 大西広著 慶應義塾大学出版会 331.6/O66

658 新訳哲学の貧困
カール・マルクス著/的
場昭弘編・訳・著

作品社 331.6/P94

659 宇野経済学方法論私解 櫻井毅著 社会評論社 331.6/U77

660 世界をダメにした10の経済学 : ケインズからピケティまで
ビョルン・ヴァフルロー
ス著/関美和訳

日本経済新聞出版社 331.7/W14

661 スマートフォンは誰を豊かにしたのか : シュンペーター『経済発展の理論』を読み直す (いま読む!名著) 小林大州介著 現代書館 331.72/Sc8

662 資本主義はいかに衰退するのか : ミーゼス、ハイエク、そしてシュンペーター (NHKブックス:1258) 根井雅弘著 NHK出版 331.72/Sc8
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663 値段と価値 : なぜ私たちは価値のないものに、高い値段を付けるのか?
ラジ・パテル著/福井昌
子訳

作品社 331.84/P27

664 経済学の名著50冊が1冊でざっと学べる 蔭山克秀著 KADOKAWA 331/Ka18

665 これさえ読めばサクッとわかる経済学の教科書 川野祐司著 文眞堂 331/Ka96

666 マクロ経済学の再構築 : ケインズとシュンペーター 吉川洋著 岩波書店 331/Ke67

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

668 マンガでわかるこんなに危ない!?日本経済 : アフターコロナの経済学
消費増税反対botちゃん
著/藤井聡監修

ビジネス社 331/Sh95/1

669 ホモ・デジタリスの時代 : AIと戦うための(革命の)哲学
ダニエル・コーエン著/
林昌宏訳

白水社 332.06/C83

670 新・資本主義論 : 「見捨てない社会」を取り戻すために
ポール・コリアー著/伊
藤真訳

白水社 332.06/C84

671 国家・企業・通貨 : グローバリズムの不都合な未来 (新潮選書) 岩村充著 新潮社 332.06/I94

672 シン・ニホン : AI×データ時代における日本の再生と人材育成 安宅和人著 ニューズピックス 332.107/A94

673 日本人の勝算 : 人口減少×高齢化×資本主義
デービッド・アトキンソ
ン著

東洋経済新報社 332.107/A94

674 技術進歩と日本経済 : 新時代の市場ルールと経済社会のゆくえ 福田慎一編 東京大学出版会 332.107/F74

675 コロナ危機の経済学 : 提言と分析
小林慶一郎, 森川正之編
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)

332.107/Ko12

676 なぜ日本経済は後手に回るのか (角川新書:[K-336]) 森永卓郎[著] KADOKAWA 332.107/Mo57

677 ポストコロナの「日本改造計画」 : デジタル資本主義で強者となるビジョン 竹中平蔵著 PHP研究所 332.107/Ta64

678 世界史のなかの東アジアの奇跡 杉原薫著 名古屋大学出版会 332.2/Su34

679 解説韓国経済 高安雄一著 学文社 332.21/Ta57

680 現代中国を読み解く三要素 : 経済・テクノロジー・国際関係
川島真, 21世紀政策研究
所編著

勁草書房 332.22/Ka97

681 中国経済史 : 古代から19世紀まで
リチャード・フォン・グ
ラン [著]/山岡由美訳

みすず書房 332.22/V89

682 香港 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
332.2239/A68/'20
-'21

683 タイ 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
332.237/A68/'20-
'21

684 名画で学ぶ経済の世界史 : 国境を越えた勇気と再生の物語 田中靖浩著 マガジンハウス 332.3/Ta84

685 スウェーデン 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
332.3893/A68/'20
-'21

686 米国 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
332.53/A68/'20-
'21

687 米国経済白書 2020
大統領経済諮問委員会
[編]/『米国経済白書』
翻訳研究会訳

蒼天社出版 332.53/C89/'20

688 なぜ中間層は没落したのか : アメリカ二重経済のジレンマ
ピーター・テミン著/栗
林寛幸訳

慶應義塾大学出版会 332.53/Te33

689 ブラジル 2020/21年版 (ARCレポート : 経済・貿易・産業報告書:2020/21) ARC国別情勢研究会編集 ARC国別情勢研究会
332.62/A68/'20-
'21

690 ニュージーランド 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
332.72/A68/'20-
'21
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691 世界経済の歴史 : グローバル経済史入門 第2版
金井雄一, 中西聡, 福澤
直樹編

名古屋大学出版会 332/Se22

692 エコノリーガル・スタディーズのすすめ : 社会を見通す法学と経済学の複眼思考
柳川隆, 高橋裕, 大内伸
哉編

有斐閣 333.09/E44

693 貿易戦争の政治経済学 : 資本主義を再構築する
ダニ・ロドリック著/岩
本正明訳

白水社 333.6/R59

694 米中決戦後の世界地図 : 日本再興が始まる 渡邉哲也著 徳間書店 333.6/W46

695 世界をアップデートしよう (国際協力キャリアガイド : 世界を目指す仕事と学びの進路ガイダンス:2020-21)
国際開発ジャーナル社/
丸善出版 (発売)

333.8//'20-21

696 SDGs時代のグローバル開発協力論 : 開発援助・パートナーシップの再考
重田康博, 真崎克彦, 阪
本公美子編著/古沢広祐
[ほか] 著

明石書店 333.8/Sc9

697 政策評価のための因果関係の見つけ方 : ランダム化比較試験入門

エステル・デュフロ, レ
イチェル・グレナス
ター, マイケル・クレー
マー著/石川貴之, 井上
領介, 名取淳訳

日本評論社 333.8/Se19

698 地図とデータで見るSDGsの世界ハンドブック

イヴェット・ヴェレ,
ポール・アルヌー著/蔵
持不三也訳/クレール・
ルヴァスール地図製作

原書房 333.8/V65

699 アフリカにおけるジェンダーと開発 : 女性の収入向上支援と世帯内意思決定 甲斐田きよみ著 春風社 333.8445/Ka21

700 未来を見る力 : 人口減少に負けない思考法 (PHP新書:1232) 河合雅司著 PHP研究所 334.31/Ka93

701 移民とAIは日本を変えるか 翁邦雄著 慶應義塾大学出版会 334.31/O52

702 となりの外国人 (マイナビ新書) 芹澤健介著 マイナビ出版 334.41/Se83

703 ペンとミシンとヴァイオリン : アフガン難民の抵抗と民主化への道 清末愛砂著 寿郎社 334.4257/Ki92

704 世界最高峰の経営教室 広野彩子編・著
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

335.04/H71

705 現代経営学の基本問題 百田義治編著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

335.1/H99

706 Handbook on corporate governance in financial institutions pbk. (Research handbooks in business and management series)
edited by Christine A.
Mallin

Edward Elgar
Publishing

335.15/Ma39

707 SDGsアクション : 「ターゲット実践」インプットからアウトプットまで
松木喬, 松本麻木乃著/
日刊工業新聞社編

日刊工業新聞社 335.15/Ma79

708 SDGs思考 : 2030年のその先へ17の目標を超えて目指す世界
田瀬和夫, SDGパート
ナーズ著

インプレス 335.15/Ta92

709 平成の経営 伊丹敬之著 日本経済新聞出版社 335.21/I88

710 大学発ベンチャー創出のエコシステム : ケースブック 忽那憲治編著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

335.21/Ku94

711 中国デジタル・イノベーション : ネット飽和時代の競争地図 岡野寿彦著
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)

335.222/O45

712 先進事例で学ぶ地域経済論×中小企業論 長山宗広編著 ミネルヴァ書房 335.35/N25
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713 本気で取り組むガバナンス・開示改革 : 経営者とアナリストによる価値共創 水口啓子著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

335.4/Mi94

714 ベーシック経済法 : 独占禁止法入門 第5版 (有斐閣アルマ:Basic) 川濵昇 [ほか] 著 有斐閣 335.57/B39

715 経済法 : 独占禁止法と競争政策 第9版 (有斐閣アルマ:Specialized) 岸井大太郎 [ほか] 著 有斐閣 335.57/Ke29

716 法人職員・公務員のための労働法 判例編 小嶌典明著 ジアース教育新社 335.7/Ko39/1

717 Big business : 巨大企業はなぜ嫌われるのか
タイラー・コーエン著/
池村千秋訳

NTT出版 335/C89

718 女性の起業は「キャラづくり」で成功する : 人間性・魅力を高めて、あなただけのファンを増やす方法 増田悦子著 コスミック出版 335/Ma66

719 成功する起業家になれる24のチェックリスト 松岡孝敬著 大学教育出版 335/Ma86

720 起業大全 : スタートアップを科学する9つのフレームワーク 田所雅之著 ダイヤモンド社 335/Ta16

721 ニューコンセプト大全 : 仕事のアイデアが生まれる50の思考法 電通Bチーム著 KADOKAWA 336.1/D61

722 Amazon, IKEA, Appleから学ぶ企業成長の方程式 : 独自経営モデル 星野雄滋著 ロギカ書房 336.1/H92

723 儲かるSDGs : 危機を乗り越えるための経営戦略 三科公孝[著]
クロスメディア・パブ
リッシング/インプレス
(発売)

336.1/Mi53

724 外資系コンサルの30分で提案書を書く技術 : スルーされない資料がサクッとまとまる 森秀明著 ダイヤモンド社 336.1/Mo48

725 大前研一 ポスト・コロナ時代の稼ぎ方 (「BBT×プレジデント」エグゼクティブセミナー選書:Vol.11) 大前研一編著 プレジデント社 336.1/O61

726 DXの真髄 : 日本企業が変革すべき21の習慣病
安部慶喜共著/柳剛洋共
著

日経BP/日経BPマーケ
ティング(発売)

336.17/A13

727 データ分析人材になる。 : 目指すは「ビジネストランスレーター」 木田浩理 [ほか] 著
日経BP/日経BPマーケ
ティング(発売)

336.17/D65

728 デジタル戦略の教科書 今枝昌宏著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.17/I41

729 問題解決のためのデータ分析応用講座 高橋威知郎著 ビジネス教育出版社 336.17/Ta33

730 わけるとつなぐ : これ以上シンプルにできない「論理思考」の講義 深沢真太郎著 ダイヤモンド社 336.2/F72

731 武器としての図で考える習慣 : 「抽象化思考」のレッスン 平井孝志著 東洋経済新報社 336.2/H64

732 なぜ、一流は歩きながら仕事をするのか? : スティーブ・ジョブズもやっていた! 伊庭正康[著]
クロスメディア・パブ
リッシング/インプレス
(発売)

336.2/I11

733 目標達成するリーダーが絶対やらないチームの動かし方 伊庭正康著 日本実業出版社 336.3/I11

734 図解組織を変えるファシリテーターの道具箱 : 働きがいと成果を両立させるパワーツール50
森時彦編著/伊藤保, 松
田光憲著

ダイヤモンド社 336.3/Mo68

735 他者と働く : 「わかりあえなさ」から始める組織論 宇田川元一著 ニューズピックス 336.3/U26

736 よきリーダーは哲学に学ぶ
アリソン・レイノルズ
[ほか] 著/石井ひろみ訳

CCCメディアハウス 336.3/Y74

737
人材育成・人事の教科書 : ハーバード・ビジネス・レビューHR論文ベスト11 (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 336.4/D28

738 従業員満足のための人的資源管理
岩出博編著/加藤恭子
[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)

336.4/I92

739 虹色チェンジメーカー : LGBTQ視点が職場と社会を変える (小学館新書:384) 村木真紀著 小学館 336.4/Mu45
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740 永守重信の人材革命 : 実践力人材を育てる! 日経トレンディ編
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

336.4/N15

741 デジタル時代の人材マネジメント : 組織の構築から人材の選抜・評価・処遇まで 内藤琢磨編著 東洋経済新報社 336.4/N29

742 企業競争力を高めるこれからの人事の方向性 労務行政研究所編 労務行政 336.4/R66

743 女性のキャリア支援 (シリーズダイバーシティ経営) 武石恵美子, 高崎美佐著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.4/Ta62

744 世界一わかりやすい教える技術 : 「教えること」を教える先生が書いた、教え方のバイブル! 向後千春著 技術評論社 336.47/Ko26

745 残念な部下を戦力にする方法 : 「学び」が定着し、「行動」が変わる「スティッキー・ラーニング」 坂井伸一郎著 フォレスト出版 336.47/Sa29

746 留学生・日本で働く人のためのビジネスマナーとルール
武田聡子, 長崎清美著/
日本語教育研究所編

日本能率協会マネジメン
トセンター

336.47/Ta59

747 テレワーク時代の「心のケア」マネジメント : 労務管理者必読 : テレワーカーが抱える重大リスクとその対策 和田隆著 方丈社 336.48/W12

748 プレゼン資料のデザイン図鑑 前田鎌利著 ダイヤモンド社 336.49/Ma26

749 オンラインで伝える力 野村絵理奈著 ポプラ社 336.49/N95

750 すごい!オンライン会話術 : 対面以上にうまくいく 白崎あゆみ著 PHP研究所 336.49/Sh85

751 Microsoft Teams全事典 : テレワーク必携 : Microsoft 365&無料版対応 (できるポケット)
インサイトイメージ著/
できるシリーズ編集部著

インプレス 336.57/I57

752 AIの導入を考えはじめたら読む本 : 中小企業でもできる!AI活用のすすめ
坂田岳史編著/ウィキ京
都研究会著

同友館 336.57/Sa38

753 Zoom&Slack完全マニュアル : テレワークを効率化! 八木重和著 秀和システム 336.57/Y16

754 CFOポリシー : 財務・非財務戦略による価値創造 柳良平著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.8/Y53

755 企業価値とオプション評価のロジックと実務 : 基礎的手法・数理・法務のすべて
神田秀樹, 太田洋子, 阿
久澤利直著

金融財政事情研究会/き
んざい (発売)

336.83/Ki16

756 決算書の読み方見るだけノート : あの企業の儲ける力がゼロからわかる! 小宮一慶監修 宝島社 336.83/Ko65

757 世界一楽しい決算書の読み方 : 会計クイズを解くだけで財務3表がわかる
大手町のランダムウォー
カー著/わかるイラスト

KADOKAWA 336.83/O85

758 粉飾&黒字倒産を読む : 「あぶない決算書」を見抜く技術 矢部謙介著 日本実業出版社 336.83/Y11

759 Excelで学ぶ管理会計 長坂悦敬著 オーム社 336.84/N21

760 会計・ファイナンス入門 第3版 鯖田豊則著 税務経理協会 336.9/Sa11

761 連結精算表から理解する連結会計入門 吉田剛, 植野和宏著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336.92/Y86

762 ケーススタディ税理士実務質疑応答集 令和2年度版法人税務編
右山昌一郎監修/野原武
夫, 宮森俊樹編集

ぎょうせい 336.98/Ke61/'20

763 ケーススタディ税理士実務質疑応答集 令和2年版個人税務編
右山昌一郎監修/寺島敬
臣, 宮森俊樹編集

ぎょうせい 336.98/Ke61/'20

764 The visual MBA : イラストレーターが名門カレッジ2年間の講義をまとめた : 経営学の要点を学べるスケッチノート
ジェイソン・バロン著/
関美和訳

ダイヤモンド社 336/B24

765 ビジネス名著100見るだけノート : エリートの教養が2時間で身につく! 平野敦士カール監修 宝島社 336/H66

766 世界最強の現場力を学ぶトヨタのPDCA
桑原晃弥著/秋田恵微イ
ラスト

ビジネス教育出版社 336/Ku95

767 ワイズカンパニー : 知識創造から知識実践への新しいモデル
野中郁次郎, 竹内弘高著
/黒輪篤嗣訳

東洋経済新報社 336/N95
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768 職場の科学 : 日本マイクロソフト働き方改革推進チーム×業務改善士が読み解く「成果が上がる働き方」 沢渡あまね著 文藝春秋 336/Sa97

769 サプライチェーンのシェアリングモデル : トヨタグループにおける付加価値の創造と分配 下野由貴著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

336/Sh54

770 ファイナンス機械学習 : 金融市場分析を変える機械学習アルゴリズムの理論と実践
マルコス・ロペス・デ・
プラド著/大和アセット
マネジメント訳

金融財政事情研究会/き
んざい (発売)

338.01/L88

771 テクノロジー・バブル : なぜ「熱狂」が生まれるのか(生まれないのか)?
ブレント・ゴールド
ファーブ, デヴィッド・
カーシュ著/渡部典子訳

日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

338.155/G61

772 最も賢い億万長者 : 数学者シモンズはいかにしてマーケットを解読したか 上
グレゴリー・ザッカーマ
ン著/水谷淳訳

ダイヤモンド社 338.18/Si6/1

773 最も賢い億万長者 : 数学者シモンズはいかにしてマーケットを解読したか 下
グレゴリー・ザッカーマ
ン著/水谷淳訳

ダイヤモンド社 338.18/Si6/2

774 やさしく日本の金融史 落合功著 学文社 338.21/O15

775 中国の金融経済を学ぶ : 加速するモバイル決済と国際化する人民元 小原篤次 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 338.222/C62

776 マネーの魔術史 : 支配者はなぜ「金融緩和」に魅せられるのか (新潮選書) 野口悠紀雄著 新潮社 338.3/N93

777 金融法務入門 (Beginner series) 藤池智則, 高木いづみ著 経済法令研究会 338.5/F57

778 金融機関職員のための相続・遺言・遺言信託入門 横田卓也著/山崎悠士著
金融財政事情研究会/き
んざい(発売)

338.5/Y78

779 ピンチをチャンスに変えた金融人 (失敗から学ぶ:2) 日本金融通信社編
日本金融通信社/ビーケ
イシー (発売)

338.51/N71/2

780 人<財>こそが、地域の礎 : 地銀と公立大連携講座成功の軌跡
清水銀行, 静岡県立大学
編

静岡新聞社 338.6/Sh49

781 実践から学ぶ地方創生と地域金融 山口省蔵, 江口晋太朗著 学芸出版社 338.6/Y24

782 消える地銀生き残る地銀 野崎浩成著
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)

338.61/N98

783
T・ロウ・プライス : 人、会社、投資哲学 : チームワークとリサーチを重視する顧客本位な資産運用会社を創設 (ウィザード・ブック・シ
リーズ:288)

コーネリウス・C.ボンド
著/井田京子訳

パンローリング 338.8/P93

784 新・国際金融のしくみ (有斐閣アルマ:Specialized) 西村陽造, 佐久間浩司著 有斐閣 338.9/N84

785 フィンテック (やさしく知りたい先端科学シリーズ:4) 大平公一郎著 創元社 338/O29

786 会計検査事例100選 令和2年版 公会計研究協会編 公会計研究協会 343.8//'20

787 財政赤字の神話 : MMTと国民のための経済の誕生
ステファニー・ケルトン
著/土方奈美訳

早川書房 343/Ke33

788 デジタル経済と税 : AI時代の富をめぐる攻防 森信茂樹著 日本経済新聞出版社 345.1/Mo59

789 理論・歴史 (現代租税法講座:第1巻)
渋谷雅弘, 弘中聡浩, 神
山弘行編集担当

日本評論社 345.12/G34/1

790 租税法 第23版 (法律学講座双書) 金子宏著 弘文堂 345.12/Ka53

791 租税史回廊 中里実著 税務経理協会 345.2/N46

792 マンガもめる前に備えたい残念な相続
内藤克著/花輪みのるマ
ンガ/サイドランチシナ
リオ

日本経済新聞出版社 345.53/N29
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793 「みなし贈与」のすべて 伊藤俊一著 ロギカ書房 345.54/I91

794 日本の統計 2020 総理府統計局編 大蔵省印刷局 351/Som/'20

795 データでみる県勢 2021年版 矢野恒太記念会編 国勢社 351/YaT/'21

796 ベトナム統計年鑑 2018年版

ベトナム社会主義共和国
統計総局著/Nguyen Thi
Thanh Thuy (グェン
ティ タン トゥイ) 訳

ビスタ ピー・エス/極東
書店 (発売)

352.31/V68/'18

797 後期近代の眩暈 : 排除から過剰包摂へ : 新装版
ジョック・ヤング著/木
下ちがや, 中村好孝, 丸
山真央訳

青土社 360/Y84

798 社会再構築の挑戦 : 地域・多様性・未来
谷富夫, 稲月正, 高畑幸
編著

ミネルヴァ書房 361.04/Sh12

799 支援と物語 (ナラティヴ) の社会学 : 非行からの離脱、精神疾患、小児科医、高次脳機能障害、自死遺族の体験の語りをめぐって
水津嘉克, 伊藤智樹, 佐
藤恵編著

生活書院 361.04/Sh26

800 その問題、やっぱり数理モデルが解決します : データ時代を生き抜くための数理モデル入門 浜田宏著 ベレ出版 361.16/H22

801 ヴェーバー入門 : 理解社会学の射程 (ちくま新書:1535) 中野敏男著 筑摩書房 361.234/W51

802 関係からはじまる : 社会構成主義がひらく人間観
ケネス・J・ガーゲン著/
鮫島輝美, 東村知子訳

ナカニシヤ出版 361.4/G36

803 プレゼンテーション入門 : 学生のためのプレゼン上達術 (アカデミック・スキルズ) 大出敦編著/直江健介著 慶應義塾大学出版会 361.4/O31

804 歪んだ正義 : 「普通の人」がなぜ過激化するのか 大治朋子著 毎日新聞出版 361.4/O35

805 思いやりの力 : 共感と心の健康 櫻井茂男著 新曜社 361.4/Sa47

806 プレゼンテーション実践トレーニング
杉田祐一, 谷田昭吾著/
野呂幾久子編

ナカニシヤ出版 361.4/Su47

807 異文化コミュニケーションの基礎知識 : 「私」を探す、世界と「関わる」 伊藤明美著 大学教育出版 361.45/I89

808 すべてを疑え! : フェイクニュース時代を生き抜く技術 古賀純一郎著 旬報社 361.45/Ko24

809 イラスト図解デマの心理学 : 怖い群集心理のメカニズム 齊藤勇監修 宝島社 361.45/Sa25

810 戦争をいかに語り継ぐか : 「映像」と「証言」から考える戦後史 (NHKブックス:1263) 水島久光著 NHK出版 361.453/Mi96

811 メディア・コンテンツ・スタディーズ : 分析・考察・創造のための方法論 岡本健, 田島悠来編 ナカニシヤ出版 361.453/O42

812 メディア論の名著30 (ちくま新書:1530) 佐藤卓己著 筑摩書房 361.453/Sa87

813 あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 : 10代から知っておきたい 森山至貴著 WAVE出版 361.454/Mo73

814 その言い方は「失礼」です! (幻冬舎新書:601, よ-7-2) 吉原珠央著 幻冬舎 361.454/Y87

815 先祖返りの国へ : 日本の身体-文化を読み解く
エンゾ・早川, エバレッ
ト・ブラウン著

晶文社 361.5/E64

816 BLの教科書
堀あきこ, 守如子編/堀
あきこ [ほか執筆]

有斐閣 361.5/H87

817 大学で学ぶゾンビ学 : 人はなぜゾンビに惹かれるのか (扶桑社新書:330) 岡本健著 扶桑社 361.5/O42

818 サブカルチャーの心理学 : カウンターカルチャーから「オタク」「オタ」まで 山岡重行編著 福村出版 361.5/Y42

819 監視カメラと閉鎖する共同体 : 敵対性と排除の社会学 朝田佳尚著 慶應義塾大学出版会 361.7/A81

820 環境問題の社会学 : 環境制御システムの理論と応用 茅野恒秀, 湯浅陽一編著 東信堂 361.7/C47

821 変貌する豊田 : グローバル化と社会の変化に直面するクルマのまち
丹辺宣彦, 中村麻理, 山
口博史編著

東信堂 361.78/To93

822 現代の差別と排除をみる視点 (差別と排除の「いま」:1) 町村敬志 [ほか] 編著 明石書店 361.8/G34

823 スーパーリッチ : 世界を支配する新勢力 (ちくま新書:1524) 太田康夫著 筑摩書房 361.83/O84
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824 部落問題の実相 (部落問題とは何だったのか : 東上高志の仕事:1) 東上高志著 部落問題研究所 361.86/To27/1

825 幸福の世界経済史 : 1820年以降、私たちの暮らしと社会はどのような進歩を遂げてきたのか
OECD開発センター編著/
徳永優子訳

明石書店 361.9/OrE

826 OECD幸福度白書 : より良い暮らし指標 : 生活向上と社会進歩の国際比較 [1]
OECD編著/徳永優子 [ほ
か] 訳

明石書店 361.9/OrE(1)

827 良質な質的研究のための、かなり挑発的でとても実践的な本 : 有益な問い、効果的なデータ収集と分析、研究で重要なこと
デイヴィッド・シル
ヴァーマン著/渡辺忠温
訳

新曜社 361.9/Si4

828 GDPを超える幸福の経済学 : 社会の進歩を測る

ジョセフ・E.スティグ
リッツ, ジャン=ポー
ル・フィトゥシ, マル
ティーヌ・デュラン編著
/経済協力開発機構
(OECD)編/西村美由起訳

明石書店 361.9/St6

829 自分でするDIY社会学 景山佳代子, 白石真生編 法律文化社 361/Ka18

830 ジレンマの社会学 三隅一人, 高野和良編著 ミネルヴァ書房 361/Mi55

831 訪問診療・訪問看護のための在宅診療報酬Q&A 2020-21年版
栗林令子監修/医学通信
社編集部編集

医学通信社
364.4/I23/'20-
'21

832 医療保険制度の再構築 : 失われつつある「社会保険としての機能」を取り戻す 西沢和彦著 慶應義塾大学出版会 364.4/N87

833 年金財政はどうなっているか (信山社新書:8102) 石崎浩著 信山社 364.6/I84

834 社会保障法へのアプローチ : 方法としての『「ソモソモ」と「深掘り」』 久塚純一著 成文堂 364/H76

835 「概観」社会保障法総論・社会保険法 第2版 伊奈川秀和著 信山社 364/I52

836 社会保障法制の将来構想 菊池馨実著 有斐閣 364/Ki24

837 みんなにお金を配ったら : ベーシックインカムは世界でどう議論されているか?
アニー・ローリー [著]/
上原裕美子訳

みすず書房 364/L95

838 SDGsのまちづくり : 持続可能なマンション再生 : 住み続けられるマンションであるために
山口幹幸, 高見沢実, 大
木祐悟編著

プログレス 365.35/Sc9

839 消費者法判例百選 第2版 (別冊ジュリスト:No.249) 河上正二, 沖野眞已編 有斐閣 365/Ka94

840 買い物難民対策で田舎を残す (岩波ブックレット:No. 1033) 村上稔著 岩波書店 365/Mu43

841 統計で考える働き方の未来 : 高齢者が働き続ける国へ (ちくま新書:1526) 坂本貴志著 筑摩書房 366.021/Sa32

842 民主化と労使関係: インドネシアのムシャワラー労使紛争処理と行動主義の源流 (地域研究叢書:41) 水野広祐著 京都大学学術出版会 366.0224/Mi96

843 現場からみた労働法 : 働き方改革をどう考えるか 小嶌典明著 ジアース教育新社 366.14/Ko39/1

844 雇用社会の現状をどう読み解くか (現場からみた労働法:2) ジアース教育新社 366.14/Ko39/2

845 解雇規制を問い直す : 金銭解決の制度設計
大内伸哉, 川口大司編著
/山本陽大, 川田恵介他
著

有斐閣 366.14/O91

846 やさしい労働基準法・労災保険法・労働安全衛生法 改訂2版 労働調査会出版局編
全国労働基準関係団体連
合会/労働調査会 (発売)

366.15/R59

847 雇用関係の制度分析 : 職場を質的に科学する (Minerva人文・社会科学叢書:240) 樋口純平, 西村純編著 ミネルヴァ書房 366.2/H56

848 会社を変える障害者雇用 : 人も組織も成長する新しい職場づくり 紺野大輝著 新泉社 366.28/Ko75

849 パワハラとメンタルヘルス対策の法律知識 : 労務管理者必携! (Daily法学選書)
デイリー法学選書編修委
員会編

三省堂 366.3/D53
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850 Q&A「職場のハラスメント」アウト・セーフと防止策 布施直春著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

366.3/F96

851 135の判例に学ぶパワーハラスメントの真実 中村孝雄著 労働新聞社 366.3/N37

852 裁判所の判断がスグわかる本 : パワハラ・セクハラ 中野公義著 日本法令 366.3/N39

853 人間らしい働き方とジェンダー平等の実現へ : 労働組合の役割ととりくみ (労働総研ブックレット:No.10)
労働総研女性労働研究部
会編

本の泉社 366.38/R59

854 アルバイトから学ぶ仕事入門
佐野薫, 江利川良枝, 高
木直人編著/岡田一範
[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)

366/A79

855 「許せない」がやめられない : SNSで蔓延する「#怒りの快楽」依存症 坂爪真吾著 徳間書店 367.1/Sa38

856 女性の世界地図 : 女たちの経験・現在地・これから
ジョニー・シーガー著/
中澤高志 [ほか] 訳

明石書店 367.1/Se11

857 On female body experience : "Throwing like a girl" and other essays : pbk (Studies in feminist philosophy) Iris Marion Young
Oxford University
Press

367.1/Y95

858 家族のトリセツ (NHK出版新書:637) 黒川伊保子著 NHK出版 367.3/Ku74

859 失踪の社会学 : 親密性と責任をめぐる試論 中森弘樹著 慶應義塾大学出版会 367.3/N36

860 「母と息子」の日本論 品田知美著 亜紀書房 367.3/Sh57

861 パリのすてきなおじさん
金井真紀文と絵/広岡裕
児案内

柏書房 367.5/Ka44

862
ぼくは6歳、紅茶プランテーションで生まれて。 : スリランカ・農園労働者の現実から見えてくる不平等 (「いのち」を大切にされない地球
の子どもたち)

栗原俊輔著 合同出版 367.6/I55

863 若者のアイデンティティ形成 : 学校から仕事へのトランジションを切り抜ける

ジェームズ・E・コテ &
チャールズ・G・レヴィ
ン著/河井亨, 溝上慎一
訳

東信堂 367.68/C88

864 特別講義「ひきこもり大学」 : 当事者が伝える「心のトビラ」を開くヒント
ひきこもり大学出版チー
ム編

潮出版社 367.68/H57

865 愛と性と存在のはなし (NHK出版新書:640) 赤坂真理著 NHK出版 367.9/A32

866 LGBTとハラスメント (集英社新書:1027B) 神谷悠一, 松岡宗嗣著 集英社 367.9/Ka39

867 イエスの意味はイエス、それから…
カロリン・エムケ [著]/
浅井晶子訳

みすず書房 367.93/E52

868 どんなわたしも愛してる
ジョナサン・ヴァン・ネ
ス著/安達眞弓訳

集英社 367.97/V33

869 誰かの理想を生きられはしない : とり残された者のためのトランスジェンダー史 吉野靫著 青土社 367.98/Y92

870 包括的性教育 : 人権、性の多様性、ジェンダー平等を柱に 浅井春夫著 大月書店 367.99/A83

871 性暴力被害を聴く : 「慰安婦」から現代の性搾取へ 金富子, 小野沢あかね編 岩波書店 368.4/Ki38

872 罪を犯した女たち 藤野京子著 金剛出版 368.6/F64

873 京アニ事件 (平凡社新書:948) 津堅信之著 平凡社 368.61/Ky6

874 あっち側の彼女、こっち側の私 : 性的虐待、非行、薬物、そして少年院をへて 結生著/小坂綾子著 朝日新聞出版 368.71/Y97

875 ソーシャルワークはマイノリティをどう捉えてきたのか : 制度的人種差別とアメリカ社会福祉史 西﨑緑著 勁草書房 369.0253/N87

876 「依存」の思想 : 「生きる」ための支点 大槻宏樹著 早稲田大学出版部 369.04/O89

877 はじめて学ぶ介護の日本語生活知識とコミュニケーション
三橋麻子, 丸山真貴子,
堀内貴子, 鈴木健司著

スリーエーネットワーク 369.07/H16

878 「概観」社会福祉法 第2版 伊奈川秀和著 信山社 369.12/I52
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879 福祉小六法 2021 大阪ボランティア協会編 中央法規出版 369.12/OsB/'21

880 施設内暴力 : 利用者からの暴力への理解と対応 市川和彦, 木村淳也著 誠信書房 369.13/I14

881 「概観」社会福祉・医療運営論 伊奈川秀和著 信山社 369.13/I52

882 現代ソーシャルワーク論 : 社会福祉の理論と実践をつなぐ 改訂版 家高将明, 堀清和編著 晃洋書房 369.16/I21

883 いっしょに考える外国人支援 : 関わり・つながり・協働する 南野奈津子編著 明石書店 369.16/Mi37

884 ソーシャルワークの専門性とは何か
マルコム・ペイン著/竹
内和利訳

ゆみる出版 369.16/P29

885 ソーシャルワークの哲学的基盤 : 理論・思想・価値・倫理
フレデリック・G.リー
マー著

明石書店 369.16/R21

886 セーフティケアの介護・看護 : 腰痛を起こさない介助技術と福祉用具 改訂版 上田喜敏編著
ヒューマン・ヘルスケ
ア・システム

369.16/U32

887 スーパービジョントレーニング : 対人援助専門職の専門性の向上と成長を支援する
ジェーン・ワナコット著
/野村豊子 [ほか] 訳

学文社 369.16/W85

888 介護保険制度と介護支援 (介護支援専門員基本テキスト:第1巻)
介護支援専門員テキスト
編集委員会編

長寿社会開発センター 369.17/Ka21/1

889 介護保険サービス (介護支援専門員基本テキスト:第2巻)
介護支援専門員テキスト
編集委員会編

長寿社会開発センター 369.17/Ka21/2

890 高齢者保健医療・福祉の基礎知識 (介護支援専門員基本テキスト:第3巻)
介護支援専門員テキスト
編集委員会編

長寿社会開発センター 369.17/Ka21/3

891 楽に動ける福祉用具の使い方 : 多職種協働による環境整備 第2版
窪田静, 栄健一郎, 樋口
由美編集

日本看護協会出版会 369.18/R12

892 高齢者虐待と介護支援専門員 : 発見力向上に向けた課題と提案 本郷秀和著 中央法規出版 369.26/H84

893 介護リーダーが困ったとき読む本 最新版 (Do books) 三田村薫著 同文舘出版 369.26/Mi58

894 Q&Aでわかる!介護施設の紛争予防・対応マニュアル 長野佑紀著 日本医事新報社 369.26/N16

895 あなたの老後を助けるケアマネさんの仕事がわかる本 (岩波ブックレット:No.1038) 沖藤典子著 岩波書店 369.26/O51

896 地域包括支援センター実務必携 高橋紘士編 オーム社 369.26/Ta33

897 地域特性がみえてくる地域診断 : 地域包括支援センターの活動充実を目指して 都筑千景編著 医歯薬出版 369.26/Ts99

898 先進地域に学ぶ地域包括支援センター活動事例集
全国保健センター連合会
編集

中央法規出版 369.26/Z3

899 訪問看護ステーションの災害対策 : マニュアルの作成と活用 第2版 全国訪問看護事業協会編 日本看護協会出版会 369.261/Z3

900 高齢者のレクリエーション&健康ゲーム : 元気とリハビリのために!無理なく楽しめる : 新装版 原田律子編著 いかだ社 369.263/H32

901 高齢者の手あそび・指あそび&足体操 : 毎日元気!歌と身近な道具で楽しむベスト40 新装版 原田律子編著 いかだ社 369.263/H32

902 脳イキイキ!手あそび指あそび 小山混著 主婦の友社 369.263/Ko97

903 毎日1曲!脳が元気になる!歌って手拍子 長野祐亮著 リットーミュージック 369.263/N16

904 認知症の人もいっしょにできる高齢者レクリエーション 尾渡順子著 講談社 369.263/O93

905 障害学のアイデンティティ : 日本における障害者運動の歴史から 堀智久著 生活書院 369.27/H89

906 施設内虐待 : なぜ援助者が虐待に走るのか 市川和彦著 誠信書房 369.27/IcK/S(1)

907 当事者に聞く自立生活という暮らしのかたち 河本のぞみ著 三輪書店 369.27/Ka95

908 私たちはふつうに老いることができない : 高齢化する障害者家族 児玉真美著 大月書店 369.27/Ko18

909 障害者白書 令和2年版 内閣府編 勝美印刷 (印刷) 369.27/N28/'20

910 そうだったのか!仕組みがわかる・使える障害者福祉 改訂版 (仕事がはかどるケアマネ術シリーズ:1) 小澤温監修 第一法規 369.27/O97

911 色覚差別と語りづらさの社会学 : エピファニーと声と耳 徳川直人著 生活書院 369.275/To36
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912 難聴者と中途失聴者の心理学 : 聞こえにくさをかかえて生きる
難聴者の心理学的問題を
考える会編/今尾真弓
[ほか執筆]

かもがわ出版 369.276/N48

913 耳の聞こえない人、オモロイやん!と思わず言っちゃう本 大谷邦郎編著 星湖舎 369.276/O84

914 ACT・ケアマネジメント・ホームヘルプサービス : 精神障害者地域生活支援の新デザイン 大島巌編著 精神看護出版 369.28/O77

915 日本の精神科医療の歴史的検証と政策提言 : 汝・精神病院から出でて再び故郷 (街) に帰らん : 20万精神病院長期入院者人権救済申立書 滝沢武久著 武久出版 369.28/Ta73

916 災害・支援・ケアの社会学 : 地域保健とジェンダーの視点から 板倉有紀著 生活書院 369.3/I87

917 防災福祉先進国・スイス : 災害列島・日本の歩むべき道 川村匡由著 旬報社 369.3/Ka95

918 飯舘村からの挑戦 : 自然との共生をめざして (ちくま新書:1540) 田尾陽一著 筑摩書房 369.36/F84

919 ロヒンギャ差別の深層 宇田有三著 高文研 369.38/U27

920 マララが見た世界 : わたしが出会った難民の少女たち
マララ・ユスフザイ著/
西田佳子訳

潮出版社 369.38/Y85

921 子どもの未来図 : 子ども期の危機と貧困化に抗する政策的課題 浅井春夫著 自治体研究社 369.4/A83

922 子どもを守る仕事 (ちくまプリマー新書:361)
佐藤優, 遠藤久江, 池上
和子著

筑摩書房 369.4/Ko21

923 子どもを支える家庭養護のための里親ソーシャルワーク (MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:12)
伊藤嘉余子, 福田公教編
著

ミネルヴァ書房 369.4/MIH/12

924 保護者支援・子育て支援 (Minerva保育士等キャリアアップ研修テキスト:6)
小野崎佳代, 石田幸美編
著

ミネルヴァ書房 369.4/O67

925 赤ちゃんポストの真実 森本修代著 小学館 369.41/Mo55

926 保育所運営ハンドブック 令和2年版 中央法規出版編集部編集 中央法規出版 369.42/ChH/H-'20

927 すぐ役に立つ!児童相談所のしごとQ&A 児童虐待問題研究会編著 ぎょうせい 369.43/J48

928 ぼっちゃんが、あんちゃんになった : 至誠学園のこどもたちと共に生きて75年 高橋利一著 誠文堂新光社 369.43/Sh89

929 子どもに寄り添うライフストーリーワーク : 社会的養護の現場から 園部博範, 秋月穂高編著 北大路書房 369.43/So44

930 子育ての村ができた!発達支援、家族支援、共に生きるために : 向き合って、寄り添って、むぎのこ37年の軌跡 北川聡子, 小野善郎共編 福村出版 369.49/Ki63

931 なければ創ればいい! : 重症児デイからはじめよう!
鈴木由夫, 全国重症児者
デイサービス・ネット
ワーク編著

クリエイツかもがわ 369.49/Su96

932 裁判と障害者 : 特集 (福祉労働 : 障害者・保育・教育の総合誌:132) 現代書館 369/G34/132

933 政権交代とインクルーシブ教育の行方 : 特集 (福祉労働 : 障害者・保育・教育の総合誌:138) 現代書館 369/G34/138

934 介護保険のしくみ 第3版 (介護がわかる:1) メディックメディア 369/I67/1

935 生活を支える制度 第3版 (介護がわかる:2) メディックメディア 369/I67/2

936 社会福祉学における人権論 篠原拓也著 大学教育出版 369/Sh67

937 ストーリーで学ぶ地域福祉 (有斐閣ストゥディア) 加山弾 [ほか] 著 有斐閣 369/Su84

938 よくわかる福祉社会学 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 武川正吾 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 369/Y79

939 将来の夢なんか、いま叶えろ。 : 堀江式・実践型教育革命 堀江貴文著 実務教育出版 370.4/H87

940 新たな挑戦 (まんがで知る未来への学び:3) 前田康裕著 さくら社 370.4/Ma26/3

941 街角の共育学 : 無関心でいない、あきらめない、他人 (ひと) まかせにしないために 松森俊尚著 現代書館 370.4/Ma81

942 0才から100才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と育てる人のための教科書 落合陽一著 小学館 370.4/O15

943 教えない「教える授業」 : すぐれた教育の実践に学ぶ 佐久間勝彦著 一莖書房 370.4/Sa45

944
向かい風が吹いていても : カウンターを生きる10人の声 (標題紙の責任表示表記: 菅間正道聞き手, 松元ヒロ [ほか述]) (その他の述者: 清
水眞砂子, 奥田知志, 落合恵子, 辛淑玉, 塚本晋也, 三上智恵, 安田菜津紀, 小熊英二, 高橋源一郎)

菅間正道編 子どもの未来社 370.4/Su24

31



2020年10月～12月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

945 ポスト・コロナショックの学校で教師が考えておきたいこと 東洋館出版社編 東洋館出版社 370.4/To86

946 法規で学ぶ教育制度 (よくわかる!教職エクササイズ:7)
古田薫編著/山下晃一編
著

ミネルヴァ書房 370.4/Y79/7

947 英語教育論文執筆ガイドブック : ジャーナル掲載に向けたコツとヒント 廣森友人編著 大修館書店 370.7/H71

948 特別活動 (MINERVAはじめて学ぶ教職:14)
吉田武男編著/京免徹雄
編著

ミネルヴァ書房 370.8/Mi43/14

949 教育の法制度と経営 (未来の教育を創る教職教養指針:5) 勝野正章編著 学文社 370.8/Y48/5

950 教育のディープラーニング : 世界に関わり世界を変える

マイケル・フラン, ジョ
アン・クイン, ジョア
ン・マッキーチェン著/
濱田久美子訳

明石書店 370/Ky4

951 特別活動の理論と実践 (アクティベート教育学:11) 上岡学, 林尚示編著 ミネルヴァ書房 371.08/A39/11

952 教えることの再発見 ガート・ビースタ著 東京大学出版会 371.1/B41

953 シティズンシップの教育思想 小玉重夫著 白澤社/現代書館 (発売) 371.2/Ko18

954 京都学派とマルクス主義 (日本教育学の系譜:続) 小笠原道雄 [ほか] 著 勁草書房 371.21/N71/2

955 日本一小さな私立学校の大きなこころを育む教え 相大二郎著
PHPエディターズ・グ
ループ

371.21/To19

956 時代背景から読み解く西洋教育思想 藤井千春編著 ミネルヴァ書房 371.23/F57

957 西洋教育思想史 第2版 眞壁宏幹編 慶應義塾大学出版会 371.23/Ma33

958 大学なんか行っても意味はない? : 教育反対の経済学
ブライアン・カプラン
[著]/月谷真紀訳

みすず書房 371.3/C16

959 子ども・学校・社会 : 教育と文化の社会学 稲垣恭子編 世界思想社 371.3/I52

960 教育文化の社会学 (放送大学大学院教材:8920737-1-1711. 人間発達科学プログラム) 稲垣恭子著 放送大学教育振興会 371.3/I52

961 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(1)

962 子どもの貧困と「ケアする学校」づくり : カリキュラム・学習環境・地域との連携から考える 柏木智子著 明石書店 371.3/Ka77

963 教育政治学を拓く : 18歳選挙権の時代を見すえて 小玉重夫著 勁草書房 371.3/Ko18

964 変容する社会と教育のゆくえ (教育社会学のフロンティア:2)
日本教育社会学会編/稲
垣恭子, 内田良責任編集

岩波書店 371.3/N71/2

965 教育心理学 : 保育・学校現場をよりよくするために 石上浩美, 矢野正編著 嵯峨野書院 371.4/I73

966 教師を目指す人のための新教育心理学 : bubblingパーソナリティgang ageエスATI 改訂版
川島眞, 小林和久, 藤田
勉共著

世音社 371.4/Ky5

967 ワークで学ぶ発達と教育の心理学 竹尾和子, 井藤元編 ナカニシヤ出版 371.4/Ta64

968 不登校の予防と対応 : 教育カウンセリングで徹底サポート! (教育エクレ)
会沢信彦, 諸富祥彦, 大
友秀人編著

図書文化社 371.42/F97

969 いじめ・自殺ストップ作文集
再チャレンジ東京企画・
編集

国書刊行会 371.42/Sa17

970 いじめと不登校の社会学 : 集団状況と同一化意識 竹川郁雄著 法律文化社 371.42/Ta62

971 ひきこもれ : ひとりの時間をもつということ (SB新書:519) 吉本隆明著 SBクリエイティブ 371.42/Y91

972 学校に行きたくない君へ 続 全国不登校新聞社編 ポプラ社 371.42/Z3/2

973 小学校でのスクールカウンセリングに活かすアドラー心理学 : どうすれば子ども、保護者、学校を勇気づけられるのか 山口麻美著 アルテ/星雲社 (発売) 371.43/A16

974 小学生のための「レジリエンス」指導者ガイド : You Can Do It! Education program
マイケル.E.バーナード
著/山本利枝, 松本有貴
訳

ティティエスレジリエン
ス研究所/星雲社 (発売)

371.43/B38
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975 「チーム学校」を実現するスクールソーシャルワーク : 理論と実践をつなぐメゾ・アプローチの展開
大塚美和子, 西野緑, 峯
本耕治編著

明石書店 371.43/C45

976 学校臨床力を磨く事例検討の進め方 : かかわり合いながら省察する教師のために 角田豊編著 創元社 371.43/Ka28

977 LGBTQの子どもへの学校ソーシャルワーク : エンパワメント視点からの実践モデル 寺田千栄子著 明石書店 371.43/Te43

978 大人につきあう子どもたち : 子育てへの文化歴史的アプローチ (越境する認知科学:4) 伊藤崇著 共立出版 371.45/I91

979 動物と子どもの関係学 : 発達心理からみた動物の意味 ゲイル・F. メルスン著
ビイング・ネット・プレ
ス/星雲社 (発売)

371.45/Me36

980 アニメに学ぶ心理学 : 『千と千尋の神隠し』を読む 増補改訂版 (言視books) 愛甲修子著 言視舎 371.47/A25

981 人生行動科学としての思春期学 笠井清登 [ほか] 編 東京大学出版会 371.47/J52

982 SDGsで変えるこれからの学び (新教育ライブラリPremier(プレミア):vol.1)
株式会社ぎょうせい編
集・発行

ぎょうせい 371.5/G99

983 変容するフリースクール実践の意味 : 設立者のナラティヴ分析から 橋本あかね著 明石書店 371.5/H38

984 「発達障害」とされる外国人の子どもたち : フィリピンから来日したきょうだいをめぐる、10人の大人たちの語り 金春喜著 明石書店 371.5/Ki41

985 グローバル化のなかの異文化間教育 : 異文化間能力の考察と文脈化の試み 西山教行, 大木充編著 明石書店 371.5/N87

986 イエナプラン 共に生きることを学ぶ学校

フレーク・フェルトハウ
ズ著/ヒュバート・ウィ
ンタース著/リヒテルズ
直子訳

ほんの木 371.5/V56

987 子どものための哲学教育ハンドブック : 世界で広がる探究学習

M. R.グレゴリー, J.ヘ
インズ, K.ムリス編/豊
田光世, 田中伸, 田端健
人訳者代表

東京大学出版会 371.6/Ko21

988 人生の意味を問う教室 : 知性的な信仰あるいは不信仰のための教育
ネル・ノディングズ著/
井藤元, 小木曽由佳訳

春風社 371.6/N92

989 Rによる教育データ分析入門
小林雄一郎, 濱田彰, 水
本篤共著

オーム社 371.8/R49

990 よい教育とはなにか : 倫理・政治・民主主義
ガート・ビースタ著/藤
井啓之, 玉木博章訳

白澤社/現代書館 (発売) 371/B41

991 ダイバーシティ時代の教育の原理 : 多様性と新たなるつながりの地平へ
藤田由美子, 谷田川ルミ
編著/奥野佐矢子 [ほか]
著

学文社 371/F67

992 教育原理 (やさしく学ぶ教職課程) 古賀毅編著 学文社 371/Ko25

993 教育の原理 : 子供・学校・社会をみつめなおす 紺野祐 [ほか] 著
学術出版会/日本図書セ
ンター (発売)

371/Ky4

994 生活事例からはじめる教育原理
竹石聖子, 内山絵美子編
著

青踏社 371/Ta62

995 追いついた近代消えた近代 : 戦後日本の自己像と教育 苅谷剛彦著 岩波書店 372.107/Ka67

996 掃除で心は磨けるのか : いま、学校で起きている奇妙なこと (筑摩選書:0173) 杉原里美著 筑摩書房 372.107/Su34

997 近江商人の魂を育てた寺子屋 : 川島俊蔵の教えに学ぶ 中野正堂著 法藏館 372.161/N39

998 ハーモニーの教育 : ポスト・コロナ時代における世界の新たな見方と学び方
リチャード・ダン著/神
田和可子 [ほか] 訳

山川出版社 372.33/D97

999 デジタル社会の学びのかたち : 教育とテクノロジの新たな関係 Ver.2
A.コリンズ, R.ハルバー
ソン著/稲垣忠編訳

北大路書房 372.53/C84

1000 諸外国の教育動向 2019年度版 (教育調査:第157集)
文部科学省総合教育政策
局 [編]

明石書店 372/Mo31/'19
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1001 問いからはじめる教育史 (有斐閣ストゥディア) 岩下誠 [ほか] 著 有斐閣 372/To26

1002 教師教育研究ハンドブック 日本教師教育学会編 学文社 373.7/N71

1003 カラフルな学校づくり : ESD実践と校長マインド 住田昌治著 学文社 374.04/Su65

1004 子どもの学びが深まる・広がる通知表所見文例集 小学校低学年 評価実践研究会著 東洋館出版社 374.12/H99/1

1005 子どもの学びが深まる・広がる通知表所見文例集 小学校中学年 評価実践研究会著 東洋館出版社 374.12/H99/2

1006 子どもの学びが深まる・広がる通知表所見文例集 小学校高学年 評価実践研究会著 東洋館出版社 374.12/H99/3

1007 新3観点保護者の信頼を得る通知表所見の書き方&文例集 : 小学校低学年 田中耕治編著 日本標準 374.12/Ta84/1

1008 新3観点保護者の信頼を得る通知表所見の書き方&文例集 : 小学校中学年 田中耕治編著 日本標準 374.12/Ta84/2

1009 新3観点保護者の信頼を得る通知表所見の書き方&文例集 : 小学校高学年 田中耕治編著 日本標準 374.12/Ta84/3

1010 教職論ハンドブック 改訂版 山口健二 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 374.3/Ky5

1011 教師の声を聴く : 教職のジェンダー研究からフェミニズム教育学へ 浅井幸子 [ほか] 編著 学文社 374.3/Ky5

1012 いい教師の条件 : いい先生、ダメな先生はここが違う (SB新書:521) 諸富祥彦著 SBクリエイティブ 374.3/Mo77

1013 全職員が定時で帰るスクールリーダーの職員室革命 中村浩二著 明治図書出版 374.3/N37

1014 障害教師論 : インクルーシブ教育と教師支援の新たな射程 中村雅也著 学文社 374.3/N37

1015 子どもの生命を脅かす教師の精神 : 子どもの生命が輝く、教師・教育・研究の在り方 成田孝著 大学教育出版 374.3/N52

1016 障害のある先生たち : 「障害」と「教員」が交錯する場所で
羽田野真帆, 照山絢子,
松波めぐみ編

生活書院 374.3/Sh95

1017 駆け出し教師のための鬼速成長メソッド 熱海康太著 明治図書出版 374.35/A95

1018 教員の報酬制度と労使関係 : 労働力取引の日米比較 (国際産業関係研究所叢書:第3巻) 岩月真也著 明石書店 374.37/I97

1019 学校法人会計要覧 令和2年版 日本公認会計士協会編 経理研究会 374.5/GaK/G-'20

1020 図解でわかるはじめての学校法人会計 岡部雅人著 清文社 374.5/O37

1021 学校保健統計(学校保健統計調査報告書) 令和元年度
文部科学省生涯学習政策
局政策課調査統計企画室
[編]

進英プリント/全国官報
販売協同組合 (発売)

374.9/MoK/G-'19

1022 学校トラウマの実際と対応 : 児童・生徒への支援と理解 藤森和美編著 誠信書房 374.92/F62

1023 学校弁護士 : スクールロイヤーが見た教育現場 (角川新書:K-[334]) 神内聡[著] KADOKAWA 374/J52

1024 問題解決学習で育む「資質・能力」 : 誠実な対話力、確かな情動力、互恵的つながり力 藤井千春著 明治図書出版 375.1/F57

1025 教育効果を可視化する学習科学

ジョン・ハッティ, グレ
ゴリー・イエーツ著/原
田信之訳者代表/森久佳
[ほか] 訳

北大路書房 375.1/H43

1026 「主体的・対話的で深い学び」のための授業設計 (「教えて考えさせる授業」を創る:アドバンス編) 市川伸一著 図書文化社 375.1/I14

1027 コロナ時代の教師のしごと : これからの授業と教育課程づくりのヒント

教育科学研究会「教室と
授業を語る」分科会, 中
村(新井)清二, 石垣雅也
編著

旬報社 375.1/Ko79

1028 高学年児童がなぜか言うことをきいてしまう教師の言葉かけ 丸岡慎弥著 学陽書房 375.1/Ma57

1029 反転授業の実践知 : ICT教育を生かす「新しい学び」21の提言
反転授業研究会・問学教
育研究部編/中西洋介著

明石書店 375.1/N38

1030 「おさるのジョージ」を教室で実現 : 好奇心を呼び起こせ!
ウェンディ・L・オスト
ロフ [著]/池田匡史, 吉
田新一郎訳

新評論 375.1/O78

1031 教師が変わる・児童生徒も変わる授業づくりの診断書 RTF教育ラボ著 ハガツサブックス 375.1/R79

1032 「アクティブ・ラーニング」は何をめざすか : 「主体的、対話的な学び」のあるべき姿を求めて 佐藤公治著 新曜社 375.1/Sa85

1033 若手教師のための一斉授業入門 多賀一郎著 黎明書房 375.1/Ta17
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1034 全国学力テストはなぜ失敗したのか : 学力調査を科学する 川口俊明著 岩波書店 375.17/Ka92

1035 部活動学 : 子どもが主体のよりよいクラブをつくる24の視点 神谷拓監修
ベースボール・マガジン
社

375.18/Ka39

1036 やってみよう!小学校はじめてのオンライン授業
樋口万太郎, 堀田龍也編
著

学陽書房 375.199/H56

1037 教育AIが変える21世紀の学び : 指導と学習の新たなかたち

ウェイン・ホルムス, マ
ヤ・ビアリック, チャー
ルズ・ファデル著/関口
貴裕編訳/東京学芸大学
大学院・教育AI研究プロ
グラム訳

北大路書房 375.199/Ky4

1038 子どもが「学び合う」オンライン授業! 西川純編著 学陽書房 375.199/N83

1039 70の事例でわかる・できる!小学校オンライン授業ガイド 佐藤正範編著 明治図書出版 375.199/Sa86

1040 教室の中の応用行動分析学 : その「行動」には理由がある : エビデンスのある「ほめる」「しかる」を手に入れたいから… 有川宏幸著 明治図書出版 375.2/A71

1041 新しい時代の生活指導 (有斐閣アルマ:Interest) 山本敏郎 [ほか] 著 有斐閣 375.2/A94

1042 チーム学校時代の生徒指導 (生徒指導研究のフロンティアシリーズ:3) 佐古秀一編著 学事出版 375.2/Se19/3

1043 100万人が受けたい!主体的・対話的で深い学びを創る中学社会科授業モデル 河原和之編著 明治図書出版 375.3/Ka92

1044 社会科授業の教科書 改訂版 3・4年 (授業づくりの教科書) 有田和正著 さくら社 375.312/A77/3・4

1045 社会科授業の教科書 改訂版 5・6年 (授業づくりの教科書) 有田和正著 さくら社 375.312/A77/5・6

1046 せいかつ : 指導書 上 第二部詳説: セット 寺尾愼一著作者代表 啓林館 375.312/Ke26/1

1047 小学社会 : 教師用指導書 3年 : セット
「小学社会」指導書編集
委員会編著

日本文教出版 375.312/N71/3

1048 小学社会 : 教師用指導書 4年 : セット
「小学社会」指導書編集
委員会編著

日本文教出版 375.312/N71/4

1049 小学社会 : 教師用指導書 5年 : セット
「小学社会」指導書編集
委員会編著

日本文教出版 375.312/N71/5

1050 小学社会 : 教師用指導書 6年 : セット
「小学社会」指導書編集
委員会編著

日本文教出版 375.312/N71/6

1051 あたらしいせいかつ : 教師用指導書 上 : セット
「新しい生活」編集委員
会, 東京書籍株式会社編
集部編/東京書籍著

東京書籍 375.312/To46/1

1052 新しい社会 : 教師用指導書 3 : セット
「新しい社会」編集委員
会, 東京書籍株式会社編
集部編/東京書籍著

東京書籍 375.312/To46/3

1053 新しい社会 : 教師用指導書 4 : セット
「新しい社会」編集委員
会, 東京書籍株式会社編
集部編/東京書籍著

東京書籍 375.312/To46/4

1054 新しい社会 : 教師用指導書 5上 : セット
「新しい社会」編集委員
会, 東京書籍株式会社編
集部編/東京書籍著

東京書籍 375.312/To46/5-1
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1055 新しい社会 : 教師用指導書 6 政治・国際編 : セット
「新しい社会」編集委員
会, 東京書籍株式会社編
集部編/東京書籍著

東京書籍 375.312/To46/6-1

1056 新しい社会 : 教師用指導書 6 歴史編 : セット
「新しい社会」編集委員
会, 東京書籍株式会社編
集部編/東京書籍著

東京書籍 375.312/To46/6-2

1057 多文化共生のためのシティズンシップ教育実践ハンドブック
多文化共生のための市民
性教育研究会編著

明石書店 375.314/Ta12

1058 教育と愛国 : 誰が教室を窒息させるのか
斉加尚代 , 毎日放送映
像取材班著

岩波書店 375.32/Sa21

1059 歴史人物エピソードからつくる社会科授業42+α (社会科授業サポートBOOKS) 山の麓の会編著 明治図書出版 375.322/Y38

1060 道徳教育はこうすれば「もっと」おもしろい : 未来を拓く教育学と心理学のコラボレーション 荒木寿友, 藤澤文編著 北大路書房 375.35/ArN/D-3

1061 道徳を図解する。 : 道徳の授業をもっと楽しくするための30の秘密
前田治著/加藤マンヤカ
バーデザイン

大学教育出版 375.35/Ma26

1062 どうとく : きみがいちばんひかるとき : 学習指導書 1年 : セット 光村図書出版著 光村図書出版 375.352/Mi65/1

1063 どうとく : きみがいちばんひかるとき : 学習指導書 2年 : セット 光村図書出版著 光村図書出版 375.352/Mi65/2

1064 どうとく : きみがいちばんひかるとき : 学習指導書 3年 : セット 光村図書出版著 光村図書出版 375.352/Mi65/3

1065 どうとく : きみがいちばんひかるとき : 学習指導書 4年 : セット 光村図書出版著 光村図書出版 375.352/Mi65/4

1066 どうとく : きみがいちばんひかるとき : 学習指導書 5年 : セット 光村図書出版著 光村図書出版 375.352/Mi65/5

1067 どうとく : きみがいちばんひかるとき : 学習指導書 6年 : セット 光村図書出版著 光村図書出版 375.352/Mi65/6

1068 しょうがくどうとく : いきるちから : 教師用指導書 1 セット
「小学道徳生きる力」指
導書編集委員会編著

日本文教出版 375.352/N71/1

1069 しょうがくどうとく : いきるちから : 教師用指導書 2 セット
「小学道徳生きる力」指
導書編集委員会編著

日本文教出版 375.352/N71/2

1070 しょうがくどうとく : いきるちから : 教師用指導書 3 セット
「小学道徳生きる力」指
導書編集委員会編著

日本文教出版 375.352/N71/3

1071 しょうがくどうとく : いきるちから : 教師用指導書 4 セット
「小学道徳生きる力」指
導書編集委員会編著

日本文教出版 375.352/N71/4

1072 しょうがくどうとく : いきるちから : 教師用指導書 5 セット
「小学道徳生きる力」指
導書編集委員会編著

日本文教出版 375.352/N71/5

1073 しょうがくどうとく : いきるちから : 教師用指導書 6 セット
「小学道徳生きる力」指
導書編集委員会編著

日本文教出版 375.352/N71/6

1074 問いで紡ぐ小学校道徳科授業づくり 田沼茂紀編著 東洋館出版社 375.352/Ta89

1075 社会につながる道徳授業 : 山下幸の道徳授業づくり (道徳授業改革シリーズ) 山下幸著 明治図書出版 375.353/Y44

1076 カリキュラム・マネジメントで実現する学びの未来 : STE(A)M教育を始める前に : カリキュラム・マネジメント実践10
中川一史, 小林祐紀, 兼
宗進, 佐藤幸江編著・監
修

翔泳社 375.4/Ka66

1077 君たちは,数学で何を学ぶべきか : オンライン授業の時代にはぐくむ《自学》の力
長岡亮介著/宮﨑淳 [ほ
か] 寄稿

日本評論社 375.41/N18

1078 たのしく学べる算数・数学 : イラスト英語図鑑
Kirsteen Rogers著/戸張
直子訳

オーム社 375.41/R62

1079 板書&イラストでよくわかる365日の全授業 : 小学校算数 1年下
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/Ku34/1-2
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1080 板書&イラストでよくわかる365日の全授業 : 小学校算数 2年下
宮本博規, 藤本邦昭, 米
原秀一編著/熊本市算数
教育研究会著

明治図書出版 375.412/Ku34/2-2

1081 板書&イラストでよくわかる365日の全授業 : 小学校算数 3年下
宮本博規, 緒方裕, 瀬田
浩明編著/熊本市算数教
育研究会著

明治図書出版 375.412/Ku34/3-2

1082 板書&イラストでよくわかる365日の全授業 : 小学校算数 4年下
宮本博規, 緒方裕, 園田
耕久編著/熊本市算数教
育研究会著

明治図書出版 375.412/Ku34/4-2

1083 板書&イラストでよくわかる365日の全授業 : 小学校算数 5年下
宮本博規, 松本公一, 余
宮忠義編著/熊本市算数
教育研究会著

明治図書出版 375.412/Ku34/5-2

1084 板書&イラストでよくわかる365日の全授業 : 小学校算数 6年下
宮本博規, 松本公一, 清
水修編著/熊本市算数教
育研究会著

明治図書出版 375.412/Ku34/6-2

1085 小学算数 : 教師用指導書 1年上 : セット
「小学算数」指導書編集
委員会編著

日本文教出版 375.412/N71/1-1

1086 小学算数 : 教師用指導書 2年上 : セット
「小学算数」指導書編集
委員会編著

日本文教出版 375.412/N71/2-1

1087 小学算数 : 教師用指導書 3年上 : セット
「小学算数」指導書編集
委員会編著

日本文教出版 375.412/N71/3-1

1088 小学算数 : 教師用指導書 4年上 : セット
「小学算数」指導書編集
委員会編著

日本文教出版 375.412/N71/4-1

1089 小学算数 : 教師用指導書 5年上 : セット
「小学算数」指導書編集
委員会編著

日本文教出版 375.412/N71/5-1

1090 小学算数 : 教師用指導書 6年 : セット
「小学算数」指導書編集
委員会編著

日本文教出版 375.412/N71/6

1091 数学的な見方・考え方を働かせる算数授業 実践編
加固希支男, 山本大貴,
松瀬仁著

明治図書出版 375.412/Su23

1092 あたらしいさんすう : 教師用指導書 1-1 : セット

「新しい算数」編集委員
会, 東京書籍株式会社編
集部編/東京書籍株式会
社著

東京書籍 375.412/To46/1-1

1093 あたらしいさんすう : 教師用指導書 1-2 : セット

「新しい算数」編集委員
会, 東京書籍株式会社編
集部編/東京書籍株式会
社著

東京書籍 375.412/To46/1-2

1094 あたらしいさんすう : 教師用指導書 2上 : セット

「新しい算数」編集委員
会, 東京書籍株式会社編
集部編/東京書籍株式会
社著

東京書籍 375.412/To46/2-1

1095 あたらしいさんすう : 教師用指導書 3上 : セット

「新しい算数」編集委員
会, 東京書籍株式会社編
集部編/東京書籍株式会
社著

東京書籍 375.412/To46/3-1
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1096 あたらしいさんすう : 教師用指導書 4上 : セット

「新しい算数」編集委員
会, 東京書籍株式会社編
集部編/東京書籍株式会
社著

東京書籍 375.412/To46/4-1

1097 あたらしいさんすう : 教師用指導書 5上 : セット

「新しい算数」編集委員
会, 東京書籍株式会社編
集部編/東京書籍株式会
社著

東京書籍 375.412/To46/5-1

1098 あたらしいさんすう : 教師用指導書 6 : セット

「新しい算数」編集委員
会, 東京書籍株式会社編
集部編/東京書籍株式会
社著

東京書籍 375.412/To46/6

1099 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 算数 小学校1年下
中田寿幸, 森本隆史編著
/筑波大学附属小学校算
数部企画・編集

東洋館出版社 375.412/Ts66/1-2

1100 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 算数 小学校2年下
山本良和編著/筑波大学
附属小学校算数部企画・
編集

東洋館出版社 375.412/Ts66/2-2

1101 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて算数 小学校3年下 (板書シリーズ)
田中博史監修/尾崎正彦
編著/筑波大学附属小学
校算数部企画・編集

東洋館出版社 375.412/Ts66/3-2

1102 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて算数 小学校4年下 (板書シリーズ)
田中博史監修/大野桂編
著/筑波大学附属小学校
算数部企画・編集

東洋館出版社 375.412/Ts66/4-2

1103 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて算数 小学校5年下 (板書シリーズ)
田中博史監修/盛山隆雄
編著/筑波大学附属小学
校算数部企画・編集

東洋館出版社 375.412/Ts66/5-2

1104 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて算数 小学校6年下 (板書シリーズ)
田中博史監修/夏坂哲志
編著/筑波大学附属小学
校算数部企画・編集

東洋館出版社 375.412/Ts66/6-2

1105 たのしく学べる理科・科学 : イラスト英語図鑑
Sarah Khan著/戸張直子
訳

オーム社 375.42/Kh

1106 授業で語るこれからの理科教育 森本信也編著 東洋館出版社 375.42/Mo55

1107 たのしい理科 : 教師用指導書 3年 朱書編 日置光久 [ほか] 著 大日本図書 375.422/D25/3

1108 たのしい理科 : 教師用指導書 4年 朱書編 日置光久 [ほか] 著 大日本図書 375.422/D25/4

1109 たのしい理科 : 教師用指導書 5年 朱書編 日置光久 [ほか] 著 大日本図書 375.422/D25/5

1110 たのしい理科 : 教師用指導書 6年 朱書編 日置光久 [ほか] 著 大日本図書 375.422/D25/6

1111 本質がわかる・やりたくなる新理科の授業 5年 小佐野正樹, 八田敦史著 子どもの未来社 375.422/H85/5

1112 本質がわかる・やりたくなる新理科の授業 6年 長江真也, 宮﨑亘著 子どもの未来社 375.422/H85/6

1113 わくわく理科 : 指導書 3 第二部詳説 : セット 石浦章一著作者代表 啓林館 375.422/Ke26/3

1114 わくわく理科 : 指導書 4 第二部詳説 : セット 石浦章一著作者代表 啓林館 375.422/Ke26/4

1115 わくわく理科 : 指導書 5 第二部詳説 : セット 石浦章一著作者代表 啓林館 375.422/Ke26/5

1116 わくわく理科 : 指導書 6 第二部詳説 : セット 石浦章一著作者代表 啓林館 375.422/Ke26/6
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1117 理科実験の教科書 新版 3年 (授業づくりの教科書) 宮内主斗, 平松大樹編著 さくら社 375.422/R41/3

1118 理科実験の教科書 新版 4年 (授業づくりの教科書) 宮内主斗, 中嶋久編著 さくら社 375.422/R41/4

1119 理科実験の教科書 新版 5年 (授業づくりの教科書) 宮内主斗編著 さくら社 375.422/R41/5

1120 理科実験の教科書 新版 6年 (授業づくりの教科書) 宮内主斗, 横須賀篤編著 さくら社 375.422/R41/6

1121 100均グッズからICTまで中学校理科アイテム&アイデア100 (中学校理科サポートBOOKS) 窪田一志著 明治図書出版 375.423/Ku14

1122 すぐ授業に使える性教育実践資料集 中学校改訂版 日本性教育協会編 小学館 375.49/N71/2

1123 みんなのほけん : 教師用指導書 3・4年 : セット 森昭三 [ほか] 著 学研教育みらい 375.492/G16/3・4

1124 みんなのほけん : 教師用指導書 5・6年 : セット 森昭三 [ほか] 著 学研教育みらい 375.492/G16/5・6

1125 新しいほけん : 教師用指導書 3・4 : セット

「新しい保健」編集委員
会, 東京書籍株式会社編
集部編/東京書籍株式会
社著

東京書籍
375.492/To46/3・
4

1126 新しいほけん : 教師用指導書 5・6 : セット

「新しい保健」編集委員
会, 東京書籍株式会社編
集部編/東京書籍株式会
社著

東京書籍
375.492/To46/5・
6

1127 わたしたちの家庭科 : 学習指導書 5・6上巻 : セット
小学校家庭科学習指導書
作成委員会著

開隆堂
375.52/Ka21/5・
6-1

1128 新しい家庭 : 教師用指導書 5・6(1): セット
東京書籍著/「新しい家
庭」編集委員会, 東京書
籍株式会社編集部編

東京書籍
375.52/To46/5・
6-1

1129 新しい家庭 : 教師用指導書 5・6(2): セット
東京書籍著/「新しい家
庭」編集委員会, 東京書
籍株式会社編集部編

東京書籍
375.52/To46/5・
6-2

1130 小学校家庭科 資質・能力を育む学習指導と評価の工夫 筒井恭子編著 東洋館出版社 375.52/Ts93

1131 職業人生はじめの一歩 : 生きがいとキャリアを考えるワークブック 越田年彦著 清水書院 375.6/Ko84

1132 クレヨンから版画まで小学校図工絵の指導テクニック&題材48 (図工科授業サポートbooks) 北村仁著 明治図書出版 375.72/Ki68

1133 小学校新学習指導要領図画工作科題材&授業プラン : 指導計画から授業展開までよくわかる! (図工科授業サポートbooks) 岡田京子編著 明治図書出版 375.72/O38

1134 子どもが世界に触れる瞬間(とき) : 子どもが自分らしく創造する図画工作科の学びの豊かさ 笠雷太著 東洋館出版社 375.72/R98

1135 小学校図工テッパン題材モデル : 新学習指導要領対応 : 指導から評価まですべてが分かる! 低学年
長坂博子, 竹井史編著/
愛知県造形教育研究会著

明治図書出版 375.72/Sh95/1

1136 小学校図工テッパン題材モデル : 新学習指導要領対応 : 指導から評価まですべてが分かる! 中学年
長坂博子, 竹井史編著/
愛知県造形教育研究会著

明治図書出版 375.72/Sh95/2

1137 小学校図工テッパン題材モデル : 新学習指導要領対応 : 指導から評価まですべてが分かる! 高学年
長坂博子, 竹井史編著/
愛知県造形教育研究会著

明治図書出版 375.72/Sh95/3

1138 図画工作 : 教師用指導書 1・2上 : セット
日本児童美術研究会, 日
本文教出版編著

日本文教出版
375.722/N71/1・
2-1

39



2020年10月～12月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1139 図画工作 : 教師用指導書 3・4上 : セット
日本児童美術研究会, 日
本文教出版編著

日本文教出版
375.722/N71/3・
4-1

1140 図画工作 : 教師用指導書 5・6上 : セット
日本児童美術研究会, 日
本文教出版編著

日本文教出版
375.722/N71/5・
6-1

1141 小学書写 : 教師用指導書 1年 : セット
「小学書写」指導書編集
委員会編著

日本文教出版 375.732/N71/1

1142 小学書写 : 教師用指導書 2年 : セット
「小学書写」指導書編集
委員会編著

日本文教出版 375.732/N71/2

1143 小学書写 : 教師用指導書 3年 : セット
「小学書写」指導書編集
委員会編著

日本文教出版 375.732/N71/3

1144 小学書写 : 教師用指導書 4年 : セット
「小学書写」指導書編集
委員会編著

日本文教出版 375.732/N71/4

1145 小学書写 : 教師用指導書 5年 : セット
「小学書写」指導書編集
委員会編著

日本文教出版 375.732/N71/5

1146 小学書写 : 教師用指導書 6年 : セット
「小学書写」指導書編集
委員会編著

日本文教出版 375.732/N71/6

1147 新しい書写 : 教師用指導書 1 : セット
新しい書写編集委員会,
東京書籍株式会社編集部
編集

東京書籍 375.732/To46/1

1148 新しい書写 : 教師用指導書 2 : セット
新しい書写編集委員会,
東京書籍株式会社編集部
編集

東京書籍 375.732/To46/2

1149 新しい書写 : 教師用指導書 3 : セット
新しい書写編集委員会,
東京書籍株式会社編集部
編集

東京書籍 375.732/To46/3

1150 新しい書写 : 教師用指導書 4 : セット
新しい書写編集委員会,
東京書籍株式会社編集部
編集

東京書籍 375.732/To46/4

1151 新しい書写 : 教師用指導書 5 : セット
新しい書写編集委員会,
東京書籍株式会社編集部
編集

東京書籍 375.732/To46/5

1152 新しい書写 : 教師用指導書 6 : セット
新しい書写編集委員会,
東京書籍株式会社編集部
編集

東京書籍 375.732/To46/6

1153 こなっしーの音楽授業をステキにする100のアイデア (音楽科授業サポートBOOKS) 小梨貴弘著 明治図書出版 375.762/Ko71

1154 おんがくのおくりもの : 小学音楽 : 教師用指導書 1 : セット [全点セット]
教育出版株式会社編集局
編

教育出版 375.762/Ky4/1

1155 おんがくのおくりもの : 小学音楽 : 教師用指導書 2 : セット [全点セット]
教育出版株式会社編集局
編

教育出版 375.762/Ky4/2

1156 おんがくのおくりもの : 小学音楽 : 教師用指導書 3 : セット [全点セット]
教育出版株式会社編集局
編

教育出版 375.762/Ky4/3

1157 おんがくのおくりもの : 小学音楽 : 教師用指導書 4 : セット [全点セット]
教育出版株式会社編集局
編

教育出版 375.762/Ky4/4

1158 おんがくのおくりもの : 小学音楽 : 教師用指導書 5 : セット [全点セット]
教育出版株式会社編集局
編

教育出版 375.762/Ky4/5

1159 おんがくのおくりもの : 小学音楽 : 教師用指導書 6 : セット [全点セット]
教育出版株式会社編集局
編

教育出版 375.762/Ky4/6
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1160 小学校音楽科教育法 : 学力の構築をめざして 第4版 吉富功修, 三村真弓編著 ふくろう出版 375.762/Y92

1161 国語科教材研究の起点 : 素材と向き合うことの意義と視点 中條敦仁著 ナカニシヤ出版 375.8/C63

1162 withコロナの国語授業づくり 『国語教育』編集部編 明治図書出版 375.8/Me25

1163 学級経営・行事にも使える!わくわく楽しい群読指導&群読詩 秋山欣彦著 明治図書出版 375.82/A38

1164 AI時代の国語授業のつくり方 : 学び合いで授業をアップデート 細川太輔著 学陽書房 375.82/H94

1165 課題・対話・学習シート3つのしかけで生まれるわくわく国語授業 (国語科授業サポートBOOKS) 稲葉久子著 明治図書出版 375.82/I51

1166 小学校国語 : 学習指導書 1 : セット 光村図書出版著 光村図書出版 375.82/Mi65/1

1167 小学校国語 : 学習指導書 2 : セット 光村図書出版著 光村図書出版 375.82/Mi65/2

1168 小学校国語 : 学習指導書 3 : セット 光村図書出版著 光村図書出版 375.82/Mi65/3

1169 小学校国語 : 学習指導書 4 : セット 光村図書出版著 光村図書出版 375.82/Mi65/4

1170 小学校国語 : 学習指導書 5 : セット 光村図書出版著 光村図書出版 375.82/Mi65/5

1171 小学校国語 : 学習指導書 6 : セット 光村図書出版著 光村図書出版 375.82/Mi65/6

1172 読み書きが得意になる!対話力がアップする!国語あそび101 三好真史著 学陽書房 375.82/Mi91

1173 板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校1年下 岡﨑智子, 福田淳佑編著 東洋館出版社 375.82/N37/1-2

1174 板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校2年下 大村幸子, 土屋晴裕編著 東洋館出版社 375.82/N37/2-2

1175 板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校3年下 岡﨑智子, 福田淳佑編著 東洋館出版社 375.82/N37/3-2

1176 板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校4年下 成家雅史, 廣瀬修也編著 東洋館出版社 375.82/N37/4-2

1177 板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校5年下 井上陽童, 小木和美編著 東洋館出版社 375.82/N37/5-2

1178 板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校6年下 海沼秀樹, 西川義浩編著 東洋館出版社 375.82/N37/6-2

1179 もうやめて。“国語の力"を育てない国語の授業 : 「やりたい!」「できた!」「もっとできる!」が聞こえる授業のつくり方 丹生裕一著 溪水社 375.82/Ta89

1180 新しい国語 : 教師用指導書 1上: セット
新しい国語編集委員会,
東京書籍株式会社編集部
編/東京書籍著

東京書籍 375.82/To46/1-1

1181 新しい国語 : 教師用指導書 2上: セット
新しい国語編集委員会,
東京書籍株式会社編集部
編/東京書籍著

東京書籍 375.82/To46/2-1

1182 新しい国語 : 教師用指導書 3上: セット
新しい国語編集委員会,
東京書籍株式会社編集部
編/東京書籍著

東京書籍 375.82/To46/3-1

1183 新しい国語 : 教師用指導書 4上: セット
新しい国語編集委員会,
東京書籍株式会社編集部
編/東京書籍著

東京書籍 375.82/To46/4-1

1184 新しい国語 : 教師用指導書 5: セット
新しい国語編集委員会,
東京書籍株式会社編集部
編/東京書籍著

東京書籍 375.82/To46/5-1

1185 新しい国語 : 教師用指導書 6: セット
新しい国語編集委員会,
東京書籍株式会社編集部
編/東京書籍著

東京書籍 375.82/To46/6-1

1186 小学校国語物語文の発問大全
二瓶弘行, 青木伸生編著
/国語"夢"塾著

明治図書出版 375.852/N71
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1187 芦田恵之助の教育思想 : とらわれからの解放をめざして 山田直之著 春風社 375.86/A92

1188 英語教育のための国際英語論 : 英語の多様性と国際共通語の視点から
柴田美紀, 仲潔, 藤原康
弘著

大修館書店 375.893/E37

1189 とっておき!魅せる!英語授業プラン : 思考プロセスを重視する中学校・高校CLILの実践 : 教科の学習内容を深め,英語力を磨く指導法
柏木賀津子, 伊藤由紀子
編著

明治図書出版 375.893/Ka77

1190 英語のしくみと教え方 : こころ・ことば・学びの理論をもとにして 白畑知彦, 中川右也編 くろしお出版 375.893/Sh81

1191 タスク・プロジェクト型の英語授業 高島英幸編著 大修館書店 375.893/Ta54

1192 Here we go! 5 学習指導書: セット 小泉仁 [ほか] 著 光村図書出版 375.8932/Mi65/5

1193 Here we go! 6 学習指導書: セット 小泉仁 [ほか] 著 光村図書出版 375.8932/Mi65/6

1194 すぐれた小学校英語授業 : 先行実践と理論から指導法を考える 泉惠美子 [ほか] 編 研究社 375.8932/Su49

1195 New horizon elementary : English course : 教師用指導書 5 : セット

東京書籍著/New horizon
elementary English
course編集委員会, 東京
書籍株式会社編集部編集

東京書籍 375.8932/To46/5

1196 New horizon elementary : English course : 教師用指導書 6 : セット

東京書籍著/New horizon
elementary English
course編集委員会, 東京
書籍株式会社編集部編集

東京書籍 375.8932/To46/6

1197 リテリングを活用した英語指導 : 理解した内容を自分の言葉で発信する 佐々木啓成著 大修館書店 375.8934/Sa75

1198 保育のための教育原理 垂見直樹 [ほか] 著 ミネルヴァ書房 376.1/H81

1199 乳児保育 1 (保育士を育てる:5-6)
中野由美子編著/高橋弥
生編

一藝社 376.1/H81/5

1200 遊びからはじまる (こどものみらい叢書:4) 松崎行代著 世界思想社 376.1/Ma92

1201 子ども家庭支援の心理学入門 大倉得史, 新川泰弘編著 ミネルヴァ書房 376.1/O57

1202 子どもの豊かな明日を育む教育原理 余公敏子, 余公裕次著 光生館 376.1/Y78

1203 フレーベルの幼稚園の原理 : 批判的検討
ウィリアム・H.キルパト
リック著/笹川啓一 [ほ
か] 訳

東信堂 376.11/F48

1204 赤ちゃんが大人になる道筋と育て直し : 三つ子の魂、乳幼児体験の大切さ 角田春高著 一粒書房 376.11/Ka28

1205 赤ちゃんは知っている : 認知科学のフロンティア 新版
J. メレール, E. デュ
プー [著]/加藤晴久, 増
茂和男訳

藤原書店 376.11/Me21

1206 子どもの感情表現を育てるあそび60 : すぐに保育に使える! 野村恵里著 中央法規出版 376.11/N95

1207 保育者のための子どもの「怒り」へのかかわり方 : アンガーマネジメントのテクニック 野村恵里著 中央法規出版 376.11/N95

1208 「見えない力」を育てる武蔵野幼稚園の教え : 「あと伸び」する子どもは強い心をもっている! 原田小夜子著 清流出版 376.128/Mu82

1209 子どもの保健 (新保育ライブラリ) 加藤則子/布施晴美編著 北大路書房 376.14/Ka86

1210 教育原理 (乳幼児 教育・保育シリーズ) 坂越正樹 [ほか] 編著 光生館 376.14/Ky4

1211 保育の場で役立つ食物アレルギー対応 : 職種間連携から考える
小野内初美, 朴賢晶編著
/有尾正子[ほか]共著

建帛社 376.14/O67

1212 心を育てる保育環境 : 思いと環境をつなぐ保育の空間デザイン (教育技術. 新幼児と保育MOOK) 佐藤将之著 小学館 376.14/Sa86
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1213 採用と育成の好循環を生み出す園長の仕事術 : 子ども主体の保育を実現するリーダーシップ 田澤里喜, 若月芳浩編著 中央法規出版 376.14/Ta99

1214 持続可能な社会をめざす0歳からの保育 : 環境教育に取り組む実践研究のあゆみ
井上美智子, 登美丘西こ
ども園著

北大路書房 376.154/I55

1215 保育実践に生かす保育内容「環境」/ 上中修編著 第2版
保育出版社/教育情報出
版(販売)

376.154/U43

1216 ことばの響き・リズムに出合うパネルシアター
高橋司編著/鈴木範之ほ
か[著]

大東出版社 376.156/Ta33

1217 ユーキャンのあそびなんでも大百科 第2版 (U-CANの保育スマイルBOOKS)
ユーキャン学び出版スマ
イル保育研究会編

ユーキャン学び出版/自
由国民社 (発売)

376.156/Y97

1218 幼児期の運動あそびと健康 : 理論と実践
高木信良編著/山崎英幸
[ほか]著

不昧堂出版 376.157/Ta29

1219 全国特色ある研究校便覧 令和2・3年度 全国連合小学校長会編 第一公報社
376.21/Z3/'20-
'21

1220 変動する大学入試 : 資格か選抜かヨーロッパと日本 伊藤実歩子編著 大修館書店 376.87/I91

1221 大学入試がわかる本 : 改革を議論するための基礎知識 中村高康編 岩波書店 376.87/N37

1222 14年合格者のメッセージ (東大理3 : 天才たちのメッセージ : 合格の秘訣:29) データハウス 376.87/To46/'14

1223 海外で学ぶ子どもの教育 : 日本人学校、補習授業校の新たな挑戦 佐藤郡衛 [ほか] 著 明石書店 376.9/Ka21

1224 大学という理念 : 絶望のその先へ 吉見俊哉著 東京大学出版会 377.04/Y91

1225 大学改革と質保証を再考する (大学評価学会年報『現代社会と大学評価』:第16号)
大学評価学会年報編集委
員会編

大学評価学会/晃洋書房
(発売)

377.1/D16/16

1226 日本の大学経営 : 自律的・協働的改革をめざして 両角亜希子著 東信堂 377.1/Mo77

1227 大学におけるハラスメント対応ガイドブック : 問題解決のための防止・相談体制づくり 山内浩美, 葛文綺編 福村出版 377.1/Y46

1228 SDのための速解大学教職員の基礎知識 2020コロナ版
「速解大学教職員の基礎
知識」委員会, 上杉道世
編著

学校経理研究会 377.11/N71/'20

1229 すぐにできる!双方向オンライン授業 : Zoom、Teams、Googleソフトを活用して、質の高い講義と化学実験を実現
福村裕史, 飯箸泰宏, 後
藤顕一編

化学同人 377.15/Su49

1230 大学1年生からのプロジェクト学習の始めかた 常盤拓司, 西山敏樹著 慶應義塾大学出版会 377.15/To33

1231 ともに生きるための教育学へのレッスン40 : 明日を切り拓く教養
北海道大学教育学部 [ほ
か] 編

明石書店 377.15/To62

1232 大学卒業研究ゼミの質的研究 : 先輩・後輩関係がつくる学びの文化への状況的学習論からのアプローチ 山田嘉徳著 ナカニシヤ出版 377.15/Y19

1233 未来を変える大学選び (AERA MOOK. 国公立大学by AERA:2021) 朝日新聞出版 377.21//'21

1234 「社会人教授」の大学論 宮武久佳著 青土社 377.21/Mi85

1235 日本近代大学史 寺﨑昌男著 東京大学出版会 377.21/Te62

1236 「大学教育と社会」ノート : 高等教育論への誘い 山内乾史著 学文社 377.21/Y38

1237 博士号のとり方 : 学生と指導教員のための実践ハンドブック
E・M・フィリップス,
D・S・ピュー著/角谷快
彦訳

名古屋大学出版会 377.5/P55

1238 大学でのピア・サポート入門 : 始める・進める・深める
日本ピア・サポート学会
企画/春日井敏之, 増田
梨花, 池雅之編著

ほんの森出版 377.9/D16

1239 キャンパスライフサポートブック : こころ・からだ・くらし 香月菜々子, 古田雅明著 ミネルヴァ書房 377.9/Ka87

1240 大学生のためのセーフティーネット : 学生生活支援を考える
全国大学生活協同組合連
合会教職員委員会編

大学教育出版 377.9/Z3
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1241 キャリアデザイン入門 : 自分を探し、自分をつくる 古田克利著 ナカニシヤ出版 377.95/F94

1242 納得の自己分析 : ワークと自分史が効く! : 本当に役立つ就活の教科書! 岡本恵典著
日本能率協会マネジメン
トセンター

377.95/O42

1243 吃音の合理的配慮 菊池良和著 学苑社 378.5/Ki24

1244 イラストでわかる子どもの吃音サポートガイド : 1人ひとりのニーズに対応する環境整備と合理的配慮 小林宏明著 合同出版 378.5/Ko12

1245 「ラーニングマップ」から学びを創り出そう : 知的障害のある子どものための国語、算数・数学 山元薫, 笹原雄介編著 ジアース教育新社 378.6/Y31

1246 知的障害特別支援学校における「深い学び」の実現 : 指導と評価の一体化事例18
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

1247 発達障害の子どもたちから教わった35のチェンジスキル : 大人が変われば、子どもが変わる 阿部利彦著 合同出版 378.8/A13

1248 発達障害のある子の相談・支援のキホン52 : 本人理解にもとづくコミュニケーションとかかわり方 阿佐野智昭著 中央法規出版 378.8/A87

1249 家庭で育てる発達が気になる子の実行機能
鴨下賢一編著/小玉武志
[ほか] 著/にしかわたく
マンガ

中央法規出版 378.8/Ka41

1250 発達に遅れがある子どものための文字・文章の読み書き指導 川間弘子著 ジアース教育新社 378.8/Ka95

1251 不器用な子どもがしあわせになる育て方 宮口幸治著 かんき出版 378.8/Mi73

1252 1日5分!教室でできる英語コグトレ 小学校5・6年生 宮口幸治, 正頭英和著 東洋館出版社 378.8/Mi73/5・6

1253 発達障害のある子どもと周囲との関係性を支援する : コミュニケーション支援のための6つのポイントと5つのフォーカス 野口晃菜, 陶貴行編著 中央法規出版 378.8/N93

1254 高校で学ぶ発達障がいのある生徒のための社会参加をみすえた自己理解 : 「よさ」を活かす指導・支援 大阪府教育委員会編著 ジアース教育新社 378.8/O73

1255 知的障害を伴わない発達障害児・者のきょうだいの体験に関する研究 : 目に見えない障害とどのように向き合っていくのか 大瀧玲子著 風間書房 378.8/O83

1256 ADHD注意欠如・多動症の本 : 本人も周囲も楽になりのびのび生きていける (育ちあう子育ての本) 司馬理英子著 主婦の友社 378.8/Sh17

1257 学びをめぐる多様性と授業・学校づくり
宇野宏幸, 日本LD学会第
29回大会実行委員会編著

金子書房 378.8/U77

1258 「国語」「算数・数学」の学習指導案づくり・授業づくり : 特別支援学校新学習指導要領 (特別支援教育サポートBOOKS)
新井英靖編著/茨城大学
教育学部附属特別支援学
校著

明治図書出版 378/A62

1259 ゼロから学ぶ障害のある子ども・若者のセクシュアリティ 伊藤修毅著
全国障害者問題研究会出
版部

378/I91

1260 子どもたちが笑顔で育つムーブメント療育 小林保子, 花岡純子編著 クリエイツかもがわ 378/Ko12

1261 みんなにやさしい授業の実践 : 学習のユニバーサルデザイン
古田島真樹, 古田島恵津
子編著

ジアース教育新社 378/Ko17

1262 海のいる風景 : 重症心身障害のある子どもの親であるということ 新版 児玉真美著 生活書院 378/Ko18

1263 学校現場にいかす特別支援教育ワークブック : 多様な子どもたちへの理解を深める 向後礼子, 山本智子編著 ミネルヴァ書房 378/Ko26

1264 特別支援教育の基礎・基本 2020
国立特別支援教育総合研
究所著作

ジアース教育新社 378/Ko49/'20

1265 資質・能力を育む国語 (特別支援学校新学習指導要領・授業アシスト) 是枝喜代治編著 明治図書出版 378/Ko79

1266 特別支援教育コーディネーターの仕事術100 増田謙太郎著 明治図書出版 378/Ma66

1267 障害がある子どもの時計・お金の基礎学習 : 時計を読むお金を数える絵の向きや位置を理解する (学研のヒューマンケアブックス) 宮城武久著
学研教育みらい/学研プ
ラス (発売)

378/Mi73

1268 特別支援教育への招待 改訂版
宮城教育大学特別支援教
育講座編

教育出版 378/Mi73

1269 主体性をはぐくむ障がい児保育 野村朋, 荒木美知子編 文理閣 378/N95

1270 高等学校における特別支援教育の展開 (ハンディシリーズ発達障害支援・特別支援教育ナビ)
小田浩伸編著/小田浩伸
[ほか著]

金子書房 378/O17
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1271 資質・能力を育む算数・数学 (特別支援学校新学習指導要領・授業アシスト) 関戸英紀編著 明治図書出版 378/Se25

1272 多感覚を生かして学ぶ小学校英語のユニバーサルデザイン : 学びはじめにつまずかせない! (特別支援教育サポートBOOKS) 飯島睦美 [ほか] 著 明治図書出版 378/Ta46

1273 学習社会の創造 : 働きつつ学び貧困を克服する経済を (学術選書:093) 池上惇著 京都大学学術出版会 379.4/I33

1274 学び直しの現象学 : 大学院修了者への聞き取りを通して 岩崎久志著 晃洋書房 379.4/I96

1275 問いのデザイン : 創造的対話のファシリテーション 安斎勇樹, 塩瀬隆之著 学芸出版社 379.6/A49

1276 独学大全 : 絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技法 読書猿著 ダイヤモンド社 379.7/D83

1277 ぼくの「自学ノート」 梅田明日佳著 小学館 379.7/U64

1278 自然あそびで子どもの非認知能力が育つ 長谷部雅一著 東洋館出版社 379.9/H35

1279 無条件の愛情 : 自主性を育む家庭教育
アルフィー・コーン著/
友野清文, 飯牟禮光里訳

丸善プラネット/丸善出
版 (発売)

379.9/Ko27

1280 子育てのストレスを減らす10の「魔法のことば」 : 子育てをハックする
キンバリー・モーラン
[著]/阿部良子訳/吉田新
一郎訳

新評論 379.9/Mo41

1281 諸外国の生涯学習 : アメリカ合衆国, イギリス, フランス, ドイツ, 中国, 韓国 (教育調査:第155集)
文部科学省生涯学習政策
局 [編]

明石書店 379/Mo31

1282 くらしの昭和史 : 昭和のくらし博物館から (朝日選書:962) 小泉和子著 朝日新聞出版 382.1/Ko38

1283 「本読み」の民俗誌 : 交叉する文字と語り 川島秀一著 勉誠出版 382.123/Ka97

1284 ポストコロナ時代の東アジア : 新しい世界の国家・宗教・日常 (アジア遊学:253) 玄武岩, 藤野陽平編 勉誠出版 382.2/H99

1285 モンゴルの親族組織と政治祭祀 : オボク・ヤス (骨) 構造 楊海英著 風響社 382.226/Y74

1286 マンガ人類学講義 : ボルネオの森の民には、なぜ感謝も反省も所有もないのか 奥野克巳, MOSA著 日本実業出版社 382.2435/O56

1287 ラマレラ最後のクジラの民
ダグ・ボック・クラーク
著/上原裕美子訳

NHK出版 382.246/C76

1288 世界服飾大図鑑 コンパクト版
DK社編/深井晃子日本語
版監修/秋山淑子[ほか]
訳

河出書房新社 383.1/D87

1289 学校制服とは何か : その歴史と思想 (朝日新書:788) 小林哲夫著 朝日新聞出版 383.1/Ko12

1290 昆虫食文化事典 新訂普及版 三橋淳著 八坂書房 383.8/Mi63

1291 おいしい昆虫記 (Natsume-sha science) 佐伯真二郎著 ナツメ社 383.8/Sa14

1292 平成・令和食ブーム総ざらい : 何が食べたいの、日本人? (インターナショナル新書:059) 阿古真理著
集英社インターナショナ
ル/集英社 (発売)

383.81/A38

1293 中世日本の茶と文化 : 生産・流通・消費をとおして (アジア遊学:252) 永井晋編 勉誠出版 383.889/N14

1294 なつかしの小学校図鑑
奥成達文/ながたはるみ
絵

いそっぷ社 384.5/O56

1295 成人式とは何か (岩波ブックレット:No.1035) 田中治彦著 岩波書店 385.3/Ta84

1296 民間信仰からみた上野国 関口功一著 [関口功一] 387/Se27

1297 社会人類学年報 VOL.46(2020)
東京都立大学社会人類学
会編

弘文堂 389.059/ShJ/'20

1298 近代戦争論 (シリーズ戦争学入門)
リチャード・イングリッ
シュ著/矢吹啓訳

創元社 391.1/E61

1299 イスラエル諜報機関暗殺作戦全史 上
ロネン・バーグマン著/
山田美明, 長尾莉紗, 飯
塚久道訳

早川書房 391.6/B38/1

1300 イスラエル諜報機関暗殺作戦全史 下
ロネン・バーグマン著/
山田美明, 長尾莉紗, 飯
塚久道訳

早川書房 391.6/B38/2
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1301 報道写真集祈り : 忘れるな拉致
新潟日報社/新潟日報事
業社 (発売)

391.61/Y78

1302 ここまでできる自衛隊 : 国際法・憲法・自衛隊法ではこうなっている 稲葉義泰著 秀和システム 392.1076/I51

1303 普天間飛行場、どう取り戻す? : 対立か協調かの選択肢 橋本宏著
時事通信出版局/時事通
信社 (発売)

395.39/H38

1304 科学技術が広げる未来社会の可能性と選択肢 (科学技術白書:令和2年版) 文部科学省編集
日経印刷/全国官報販売
協同組合 (発売)

402.106//'20

1305 ぶっ飛び!科学教室 : 科学オタクが贈るとっておきのネタと実験
ヘレン・アーニー, ス
ティーブ・モールド著/
藤崎百合訳

化学同人 404/A79

1306 科学技術と社会 : 具体的課題群 (科学技術社会論の挑戦:2)
藤垣裕子責任編集/小林
傳司 [ほか] 協力編集

東京大学出版会 404/F56/2

1307 脳と森から学ぶ日本の未来 : "共生進化"を考える 稲本正著/小林廉宜写真 WAVE出版 404/I53

1308 科学の名著50冊が1冊でざっと学べる 西村能一著 KADOKAWA 404/N84

1309 為末大の未来対談 : 僕たちの可能性ととりあえずの限界の話をしよう
為末大著/[安宅和人ほか
述]

プレジデント社 404/Ta81

1310 スケール : 生命、都市、経済をめぐる普遍的法則 上
ジョフリー・ウェスト著
/山形浩生, 森本正史訳

早川書房 404/W62/1

1311 スケール : 生命、都市、経済をめぐる普遍的法則 下
ジョフリー・ウェスト著
/山形浩生, 森本正史訳

早川書房 404/W62/2

1312 「お家にある材料」でおもしろ科学の実験図鑑 : 今日から理系思考!
セルゲイ・ウルバン著/
黒木章人訳

原書房 407/U85

1313 さいえんす川柳 : 「研究者あるある」傑作選 (ブルーバックス) 川柳 in the ラボ編 講談社 408/11

1314 免疫の守護者 : 制御性T細胞とはなにか (ブルーバックス:B-2109) 坂口志文, 塚﨑朝子著 講談社 408/11/2109

1315 日本史サイエンス : 蒙古襲来、秀吉の大返し、戦艦大和の謎に迫る (ブルーバックス:B-2149) 播田安弘著 講談社 408/11/2149

1316 連星からみた宇宙 : 超新星からブラックホール、重力波まで (ブルーバックス:B-2150) 鳴沢真也著 講談社 408/11/2150

1317 「意思決定」の科学 : なぜ、それを選ぶのか (ブルーバックス:B-2151) 川越敏司著 講談社 408/11/2151

1318 認知バイアス : 心に潜むふしぎな働き (ブルーバックス:B-2152) 鈴木宏昭著 講談社 408/11/2152

1319 多角形と多面体 : 図形が織りなす不思議世界 (ブルーバックス:B-2153) 日比孝之著 講談社 408/11/2153

1320 細胞とはなんだろう : 「生命が宿る最小単位」のからくり (ブルーバックス:B-2154) 武村政春著 講談社 408/11/2154

1321 見えない宇宙の正体 : ダークマターの謎に迫る (ブルーバックス:B-2155) 鈴木洋一郎著 講談社 408/11/2155

1322 新型コロナ7つの謎 : 最新免疫学からわかった病原体の正体 (ブルーバックス:B-2156) 宮坂昌之著 講談社 408/11/2156

1323 脳を司る「脳」 : 最新研究で見えてきた、驚くべき脳のはたらき (ブルーバックス:B-2157) 毛内拡著 講談社 408/11/2157

1324 科学とはなにか : 新しい科学論、いま必要な三つの視点 (ブルーバックス:B-2158) 佐倉統著 講談社 408/11/2158

1325 ウイルスと人間 新版 (岩波科学ライブラリー:296) 山内一也著 岩波書店 408/14/296

1326 医療倫理超入門 (岩波科学ライブラリー:297)
マイケル・ダン, ト
ニー・ホープ[著]/児玉
聡, 赤林朗訳

岩波書店 408/14/297

1327 電柱鳥類学 : スズメはどこに止まってる? (岩波科学ライブラリー:298) 三上修著 岩波書店 408/14/298

1328 公式より大切な「数学」の話をしよう
ステファン・ボイスマン
著/塩崎香織訳

NHK出版 410.4/B86

1329 なるほど!毎日の役立つ数学 近藤宏樹著 さくら舎 410.4/Ko73

1330 ルート4 (笑う数学) 日本お笑い数学協会著 KADOKAWA 410.4/N71/2
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1331 数学、それは宇宙の言葉 : 数学者が語る50のヴィジョン
サム・パーク編/蟹江幸
博訳

岩波書店 410.4/P23

1332 数学が好きになる数の物語100話
コリン・スチュアート著
/赤池ともえ訳

ニュートンプレス 410.4/St9

1333 文系もハマる数学 : 読み出したら止まらない! (青春新書PLAY BOOKS:P-1170) 横山明日希著 青春出版社 410.4/Y79

1334 数学する精神 : 正しさの創造、美しさの発見 増補版 (中公新書:1912) 加藤文元著 中央公論新社 410/Ka86

1335 ライブ講義大学生のための応用数学入門 奈佐原顕郎著 講談社 410/N55

1336 数式をプログラムするってつまりこういうこと : Pythonによるデータ分析のための数学再入門
鈴木雅也, 渡辺将人, 井
上史斗著

ソシム 410/Su78

1337 うれしたのし東大数学 改訂第2版 安田亨著 ホクソム/星雲社 (発売) 410/Y62

1338 ホモロジー代数 (岩波基礎数学選書) 河田敬義著 岩波書店 411.76/Ka92

1339 代数学 改訂新編 第1巻
藤原松三郎著/浦川肇,
高木泉, 藤原毅夫編著

内田老鶴圃 411/F68/1

1340 数学の世界 : 素数, 虚数, πなど, 数が織りなす不思議な世界 数と数式編 (ニュートン別冊) (Newtonムック) ニュートンプレス 412/N99

1341 微分形式の理論 : およびその物理科学への応用
H. フランダース著/岩堀
長慶訳

岩波書店 413.3/F31

1342 学び楽しむ微積分 齋藤洋介著 プレアデス出版 413.3/Sa25

1343 文系でも必ずわかる中学数学×Python : 超簡単プログラミング入門 谷尻かおり著
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

413.5/Ta87

1344 フーリエ級数 (岩波全書:283) 猪狩惺著 岩波書店 413.59/I23

1345 Excelによるやさしい統計解析 : 分析手法の使い分けと統計モデリングの基礎 荒川俊也著 オーム社 417/A63

1346 大学生の統計学 : 弱点克服 汪金芳 [ほか] 著 東京図書 417/D16

1347 大学1・2年生のためのすぐわかる統計学 藤田岳彦, 吉田直広著 東京図書 417/F67

1348 データサイエンスの基礎 (データサイエンス入門) 濵田悦生著/狩野裕編 講談社 417/H22

1349 文系でも仕事に使えるデータ分析はじめの一歩 本丸諒著 かんき出版 417/H85

1350 統計 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 木村直之編集 ニュートンプレス 417/Ki39

1351 楽しみながら学ぶベイズ統計
ウィル・カート著/水谷
淳訳

SBクリエイティブ 417/Ku78

1352 数式なしでわかるデータサイエンス : ビッグデータ時代に必要なデータリテラシー
Annalyn Ng, Kenneth
Soo共著/上藤一郎訳

オーム社 417/N69

1353 jamoviで学ぶ心理統計学 小野寺孝義, 大藤弘典著 ナカニシヤ出版 417/O67

1354 使える51の統計手法 志賀保夫, 姫野尚子共著 オーム社 417/Sh27

1355 文系のための統計学の教室 涌井良幸, 涌井貞美著 SBクリエイティブ 417/W35

1356 絵でわかる物理学の歴史 (絵でわかるシリーズ) 並木雅俊著 講談社 420.2/N47

1357 物理学 : 力学から物性論まで
ランダウ [ほか共著]/小
野周, 豊田博慈訳

岩波書店 420/B97

1358 物理が楽しくなる!キャラ図鑑 川村康文著 新星出版社 420/Ka95

1359 この世界の謎を解き明かす高校物理再入門 吉田伸夫著 技術評論社 420/Y86

1360 アインシュタインの戦争 : 相対論はいかにして国家主義に打ち克ったか
マシュー・スタンレー著
/水谷淳訳

新潮社 421.2/E39

1361 すごい物理学入門 (河出文庫:[ロ3-2])
カルロ・ロヴェッリ著/
関口英子訳

河出書房新社 421/R76
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1362 古典力学の数学的方法
V.I.アーノルド [著]/安
藤韶一, 蟹江幸博, 丹羽
敏雄訳

岩波書店 423.1/A79

1363 素粒子の探求で宇宙がみえてくる : 波場センセイのとっておき50話
波場直之著/コダマアキ
コ挿絵

丸善出版 429.6/H11

1364 吉野彰特別授業ロウソクの科学 (NHK100分de名著. 読書の学校) 吉野彰著 NHK出版 430.4/F15

1365 「量子化学」のことが一冊でまるごとわかる 齋藤勝裕著 ベレ出版 431.19/Sa25

1366 宇宙飛行士、「ホーキング博士の宇宙」を旅する
若田光一著/小山宙哉イ
ラスト

日本実業出版社 440.4/H45

1367 図解身近にあふれる「天文・宇宙」が3時間でわかる本 : 思わずだれかに話したくなる 塚田健著 明日香出版社 440.4/Ts52

1368 知識ゼロでも楽しく読める!宇宙のしくみ : イラスト&図解 松原隆彦監修 西東社 440/Ma73

1369 図解最新宇宙の話 : 眠れなくなるほど面白い! 渡部潤一監修 日本文芸社 440/W46

1370 太陽系大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) [渡部潤一監修] ニュートンプレス 444/N99

1371 365日の月の満ち欠けがわかる (月のこよみ. 2021) 誠文堂新光社 446/Ts63/'21

1372 図説地球科学
杉村新, 中村保夫, 井田
喜明編

岩波書店 450/Z8

1373 守ります人と自然とこの地球 2020 (気象業務はいま:2020) 気象庁編 研精堂印刷 451.2/Ki58/'20

1374 雷 小林文明著 成山堂書店 451.77/Ko12

1375 地球を支配する水の力 : 気象予測の謎に挑んだ科学者たち
セアラ・ドライ著/東郷
えりか訳

河出書房新社 451.8/D92

1376 図解でわかる14歳から知る気候変動
インフォビジュアル研究
所著

太田出版 451.85/I54

1377 気候大異変 : いま地球で何が起こっているのか (別冊日経サイエンス:240) 日経サイエンス編集部編
日経サイエンス/日経BP
マーケティング (発売)

451.85/N73

1378 47都道府県知っておきたい気象・気象災害がわかる事典 三隅良平著 ベレ出版 451.91/Mi55

1379 体感!海底凸凹地図 : 海の底を空想散歩 (ビジュアルはてなマップ) 加藤義久, 池原研監修 技術評論社 452.8/Ka86

1380 海岸と人間の歴史 : 生態系・護岸・感染症
オーリン・H・ピルキー,
J・アンドリュー・G・
クーパー著/須田有輔訳

築地書館 454.7/P65

1381 学名で楽しむ恐竜・古生物 土屋健著/谷村諒絵 イースト・プレス 457.034/Ts32

1382 生命誌からみた人間社会 : かわる (中村桂子コレクション : いのち愛づる生命誌:3) 中村桂子著 藤原書店 460.8/N37/3

1383 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 第4版
和田勝著/高田耕司編集
協力

羊土社 460/W12

1384 ヒトがいまあるのはウイルスのおかげ! : 役に立つウイルス・かわいいウイルス・創造主のウイルス 武村政春著 さくら舎 465.8/Ta63

1385 微生物図鑑 : 世界一やさしい!
鈴木智順監修/WOODYイラ
スト

新星出版社 465/Su96

1386 プランクトンは海の語り部 : 変わりゆく極域 (北水ブックス) 松野孝平著 海文堂出版 468.6/Ma84

1387 都市生態系の歴史と未来 (人と生態系のダイナミクス:3)
飯田晶子, 曽我昌史, 土
屋一彬著

朝倉書店 468/H77/3

1388 魚食の人類史 : 出アフリカから日本列島へ (NHKブックス:1264) 島泰三著 NHK出版 469.2/Sh43

1389 善と悪のパラドックス : ヒトの進化と「自己家畜化」の歴史
リチャード・ランガム著
/依田卓巳訳

NTT出版 469.2/W92

1390 陸上植物の形態と進化 長谷部光泰著 裳華房 471.1/H35

1391 タネはどこからきたか? :新装版
鷲谷いづみ文/埴沙萠写
真

山と溪谷社 471.7/W44
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1392 すごい!へんてこ生物 : ヴィジュアル版 (祥伝社新書:613)
NHK「へんてこ生物アカ
デミー」制作班監修

祥伝社 480.4/N69

1393 神経をめぐる生物学 : AIを学ぶ第一歩 斎藤徹編著
アドスリー/丸善出版
(発売)

481.37/Sa25

1394 はかない命の物語 (生き物の死にざま) 稲垣栄洋著 草思社 481.7/I52

1395 ペンギンが教えてくれた物理のはなし (河出文庫:[わ8-1]) 渡辺佑基著 河出書房新社 481.7/W46

1396 海の極小!いきもの図鑑 : 誰も知らない共生・寄生の不思議 星野修著 築地書館 481.72/H92

1397 イヌは何を考えているか : 脳科学が明らかにする動物の気持ち
グレゴリー・バーンズ著
/野中香方子, 西村美佐
子訳

化学同人 481.78/B38

1398 ママ、最後の抱擁 : わたしたちに動物の情動がわかるのか
フランス・ドゥ・ヴァー
ル [著]/柴田裕之訳

紀伊國屋書店 481.78/W11

1399 Zoology図鑑動物の世界 東京書籍 481/Sm6

1400 美しき小さな虫たちの図鑑 原有正写真・文 山と溪谷社 486.021/H32

1401 吸血昆虫ブユの不思議な世界 : 謎めいた新種の発見と新興寄生虫感染症の解明 高岡宏行著 明石書店 486.9/Ta49

1402 もしも虫と話せたら
ペズル文/じゅえき太郎
絵

プレジデント社 486/P48

1403 日本の野鳥 : フィールド図鑑 第2版
水谷高英イラスト/叶内
拓哉解説

文一総合出版 488.038/Mi97

1404 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 (新潮文庫:11314, か-84-2) 川上和人著 新潮社 488.04/Ka94

1405 里山に暮らすアナグマたち : フィールドワーカーと野生動物 金子弥生著 東京大学出版会 489.58/Ka53

1406 産後の母親と家族のメンタルヘルス : 自己記入式質問票を活用した育児支援マニュアル 吉田敬子 [ほか] 執筆 母子保健事業団 489.7/B66

1407 与えるサルと食べるシカ : つながりの生態学 辻大和著 地人書館 489.95/Ts49

1408 人生で大事なことはみんなゴリラから教わった 山極寿一著 家の光協会 489.97/Y23

1409 死を受け入れること : 生と死をめぐる対話 小堀鷗一郎, 養老孟司著 祥伝社 490.14/Ko14

1410 エンド・オブ・ライフ 佐々涼子著
集英社インターナショナ
ル/集英社 (発売)

490.14/Sa78

1411 ラスト・ソング : 人生の最期に聴く音楽 佐藤由美子著 ポプラ社 490.14/Sa87

1412 死に逝く人は何を想うのか : 遺される家族にできること (ポプラ新書:116) 佐藤由美子著 ポプラ社 490.14/Sa87

1413 ルポ「命の選別」 : 誰が弱者を切り捨てるのか? 千葉紀和, 上東麻子著 文藝春秋 490.15/C42

1414 だから、もう眠らせてほしい : 安楽死と緩和ケアを巡る、私たちの物語 西智弘著 晶文社 490.154/N86

1415 Excelで学ぶ医療・看護のための統計入門
石村友二郎, 今福恵子著
/石村貞夫監修

東京図書 490.19/I78

1416 医学全史 : 西洋から東洋・日本まで (ちくま新書:1536) 坂井建雄著 筑摩書房 490.2/Sa29

1417 パンデミックと漢方 : 日本の伝統創薬 渡辺望著 勉誠出版 490.9/W46

1418 解剖生理をひとつひとつわかりやすく。
学研メディカル秀潤社/
学研プラス(発売)

491.1/G16

1419 なんでやねん!根拠がわかる解剖学・生理学要点50 川畑龍史, 濱路政嗣著 メディカ出版 491.1/Ka91

1420 あたらしい人体解剖学アトラス 第2版
トーマス R. ゲスト著/
佐藤達夫訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナル

491.1038/G38

1421 解剖生理学 : 学生の声を聞いてつくった 安谷屋均著 南山堂 491.3/A16

1422 生体のしくみ標準テキスト : 新しい解剖生理 第3版 高松研, 堀内ふき監修 医学映像教育センター 491.31/Ta42
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1423 トートラ人体解剖生理学

Gerard J.Tortora,
Bryan Derrickson[著]/
佐伯由香 [ほか] 編訳/
石橋隆治 [ほか] 訳

丸善出版 491.31/To69

1424 生きる力 : 引き算の縁と足し算の縁 笠井信輔著 KADOKAWA 491.329/Ka72

1425 口から食べる幸せをサポートする包括的スキル : KTバランスチャートの活用と支援 第2版 小山珠美編 医学書院 491.343/Ko97

1426 Lifespan (ライフスパン) : 老いなき世界
デビッド・A・シンクレ
ア, マシュー・D・ラプ
ラント著/梶山あゆみ訳

東洋経済新報社 491.358/Si8

1427 世界一ゆかいな脳科学講義 : 頭の中をぐるぐるめぐる11日間

アンジェリーク・ファ
ン・オムベルヘン文/ル
イーゼ・ペルディユース
絵/塩崎香織訳

河出書房新社 491.371/O61

1428 説明できる病態生理 : 解剖・疾患・アセスメントにつながる! 竹田津文俊編著
学研メディカル秀潤社/
学研プラス (発売)

491.6/Ta66

1429 遺伝子 (NHKスペシャル. 人体:2)
NHKスペシャル「人体」
取材班編

医学書院 491.69/N69

1430 感染制御の基本がわかる微生物学・免疫学 増澤俊幸著 羊土社 491.7/Ma69

1431 キャラでわかる! : はじめての免疫図鑑
岡田晴恵著/いとうみつ
る絵

日本図書センター 491.8/O38

1432 免疫 : からだを護る不思議なしくみ 第6版 矢田純一著 東京化学同人 491.8/Y66

1433 臨床看護で知っておきたい検査ガイドブック 江口正信編著 サイオ出版 492.1/E33

1434 医者は患者の何をみているか : プロ診断医の思考 (ちくま新書:1532) 國松淳和著 筑摩書房 492.1/Ku45

1435 つながる!臨床検査 : データから患者を知る 長尾哲彦著 医学と看護社 492.1/N18

1436 臨床検査データブック : コンパクト版 第10版
黒川清, 春日雅人, 北村
聖編

医学書院 492.1/R45

1437 まるごと図解心電図の見かた : オールカラー 山内豊明著 照林社 492.123/Y46

1438 呼吸音聴診ガイドブック 山内豊明著 医学書院 492.13/Y46

1439 解剖と病態生理から迫る呼吸器画像診断 (画像診断:Vol.40, No.11 増刊号) 楠本昌彦, 高橋雅士編集
学研メディカル秀潤社/
学研プラス (発売)

492.4338/Ku92

1440 病院の設備が一番わかる : 病院の設備と機器の用途を検査から入院の順序で解説 (しくみ図解:046) 稲葉明, 山崎ひろみ著 技術評論社 492.8/I51

1441 一般教養としての「看護学概論」 : Introduction to Nursing (Nursing Todayブックレット:05) 深井喜代子執筆 日本看護協会出版会 492.9/F71

1442 ストレングスにもとづく看護ケア 第3巻 : 実践編 Laurie N.Gottlieb [著] 看護の科学社 492.9/G72/3

1443 ヘンダーソン看護論と看護実践への応用 金子道子編著 照林社 492.9/H52

1444 国際看護 : 国際社会の中で看護の力を発揮するために (看護学テキストnice)
森淑江, 山田智惠里, 正
木治恵編集

南江堂 492.9/Ko51

1445 国際看護学入門 第2版 日本国際看護学会編 医学書院 492.9/N71

1446 基礎から学ぶ遺伝看護学 : 「継承性」と「多様性」の看護学 西垣昌和, 渡邉淳編集 羊土社 492.9/N81

1447 エッセンシャル看護情報学 第3版 太田勝正, 前田樹海編著 医歯薬出版 492.9/O82

1448 JBI:推奨すべき看護実践 : 海外エビデンスを臨床で活用する (essentials of EBP)
植木慎悟, 山川みやえ編
集

日本看護協会出版会 492.9/U39

1449 パトリシア・R・アンダーウッド論文集 : 看護理論の臨床活用
パトリシア・R・アン
ダーウッド著

日本看護協会出版会 492.9/U75
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1450 移行理論と看護 : 実践, 研究, 教育
アフアフ・イブラヒム・
メレイス監修・編集/片
田範子監訳

学研メディカル秀潤社/
学研プラス(発売)

492.901/Me33

1451 看護を学ぶ人のための心理学 : ヒューマン・ケアを科学する 遠藤公久編 弘文堂 492.9014/E59

1452 レズビアンヘルスと看護研究 : レズビアン・バイセクシュアル女性が安心して受けられる医療・健康支援とは 藤井ひろみ著 晃洋書房 492.9014/F57

1453 看護と身体拘束 : 看護の可視化のために 第2版 竹田壽子著 三恵社 492.9015/Ta59

1454 マンガでわかるナースの統計学 : データの見方から説得力ある発表資料の作成まで 第2版
田久浩志, 小島隆矢共著
/こやまけいこ作画

オーム社 492.9019/Ta74

1455 看護学教育における授業展開 : 質の高い講義・演習・実習の実現に向けて 第2版 舟島なをみ監修 医学書院 492.907/F89

1456 はじめてでも迷わない!看護のためのケーススタディ 古橋洋子編 医学書院 492.907/F93

1457 基本がわかる看護研究ビギナーズNOTE 改訂第2版 古橋洋子著
学研メディカル秀潤社/
学研プラス(発売)

492.907/F93

1458 看護教員ハンドブック 第2版
古橋洋子編集/高橋佳子
[ほか] 執筆

医学書院 492.907/F93

1459 学生・新人看護師の目の色が変わるアイスブレイク30
内藤知佐子, 宮下ルリ
子, 三科志穂著

医学書院 492.907/G16

1460 看護学生のための科学的作文レッスン : 論文・レポートが変わる! 倉茂好匡著 医学書院 492.907/Ku55

1461 よくわかる看護研究論文のクリティーク : 研究手法別のチェックシートで学ぶ 第2版 (essentials of EBP)
牧本清子, 山川みやえ編
著

日本看護協会出版会 492.907/Ma34

1462 看護学生のための5分間テスト : 老年看護学レベルアップテスト40 (毎日コツコツ!スピードトレーニング)
SENKOSHAメディカルドリ
ル編集部編集

宣広社 492.9079//['20]

1463 看護師国家試験対策出題傾向がみえる老年看護学 : 短期集中!完全制覇! 2020年
高橋ゆかり編著/古市清
美著

PILAR PRESS 492.9079//'20

1464 基礎看護学 第8版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:1) 医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.9079//'20-
'21-1

1465 看護の統合と実践/健康支援と社会保障制度 第8版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:10) 医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.9079//'20-
'21-10

1466 成人看護学総論 第8版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:2) 医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.9079//'20-
'21-2

1467 消化管/肝胆膵/循環器 第8版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:3) 医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.9079//'20-
'21-3

1468 内分泌・代謝/腎・泌尿器 第8版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:4) 医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.9079//'20-
'21-4

1469 免疫/血液/感染症/呼吸器 第8版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:5) 医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.9079//'20-
'21-5

1470 脳・神経/運動器/感覚器 第8版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:6) 医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.9079//'20-
'21-6

1471 老年看護学/小児看護学 第8版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:7) 医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.9079//'20-
'21-7

1472 女性生殖器/母性看護学 第8版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:8) 医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.9079//'20-
'21-8

1473 精神看護学/在宅看護論 第8版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:9) 医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.9079//'20-
'21-9

1474 看護学生のための重要疾患ドリル : 授業・実習・国試に役立つ! 2021 フラピエかおり編著 メヂカルフレンド社 492.9079//'21

1475 これならわかる!看護に役立つくすりの知識 (ナースのための基礎Book) 赤瀬智子, 佐橋幸子監修 ナツメ社 492.911/A32

1476 くすりに関するナースのギモン (日ごろの?をまとめて解決) 林太祐編著 照林社 492.911/H48
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1477 看護過程の展開 (看護がみえる:vol. 4) メディックメディア 492.911/I67/4

1478 ぐんぐんのびる看護技術 : そのコツとポイント 川﨑久子編著 サイオ出版 492.911/Ka97

1479 わかる!使える!バイタルサインフィジカルアセスメント (プチナースBooks) 中村充浩著 照林社 492.911/N37

1480 悲しいくらい人に聞けない看護技術 中山有香里著 メディカ出版 492.911/N45

1481 解剖学・生理学と基礎的理解 (アウェアネス介助論 : 気づくことから始める介助論:上巻) 澤口裕二著 シーニュ 492.911/Sa93/1

1482 接触と動きと介助の実際 (アウェアネス介助論 : 気づくことから始める介助論:下巻) 澤口裕二著 シーニュ 492.911/Sa93/2

1483 看護技術プラクティス 第4版 竹尾惠子監修
学研メディカル秀潤社/
学研プラス (発売)

492.911/Ta64

1484 看護のための薬のガイドブック サイオ出版 492.911/U14

1485 臨床判断を鍛えるアセスメント力がつく検査値の読み方 : 看護師による看護師のための 道又元裕監修 ナツメ社 492.913/Mi13

1486 アセスメントに自信がつく臨床推論入門 : 看護の臨床判断能力を高める推論トレーニング 小澤知子編著 メディカ出版 492.913/O97

1487 フィジカルアセスメント (看護師特定行為研修共通科目テキストブック) 武田裕子編著 メディカルレビュー社 492.913/Ta59

1488 看護過程から理解する看護診断 改訂3版 滝島紀子著 丸善出版 492.913/Ta73

1489 ここだけおさえて!院内で出合う症状・疾患がわかるBOOK 山中克郎編著 照林社 492.913/Y34

1490 運動/感覚・認知/性・生殖機能障害 (機能障害からみる看護過程:3)
高島尚美 [ほか] 編集/
江川隆子編集協力

中央法規出版 492.914/I42/3

1491 緊急度・重症度からみた症状別看護過程+病態関連図 第3版 井上智子, 窪田哲朗編集 医学書院 492.914/I57

1492 病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図 第4版 井上智子, 窪田哲朗編 医学書院 492.914/I57

1493 疾患別看護過程の展開 第6版
石川ふみよ, 高谷真由美
監修

学研メディカル秀潤社/
学研プラス (発売)

492.914/I76

1494 看護の現場ですぐに役立つ疾患別看護過程 : 患者さんへの適切なアセスメントが身に付く! (ナースのためのスキルアップノート)
横山美樹著/西村礼子著/
伊東美奈子著/太田雄馬
著

秀和システム 492.914/Ka54

1495 事例で学ぶ疾患別看護過程 : 患者さんの全体像がみえる!アセスメント力がつく! Vol.1
瀬戸奈津子, 菅原美樹総
監修

学研メディカル秀潤社/
学研プラス (発売)

492.914/Se93/1

1496 基礎と臨床がつながる疾患別看護過程 Part2 (Nursing canvas book:4, 12)
菅原美樹, 瀬戸奈津子総
監修

学研メディカル秀潤社/
学研マーケティング (発
売)

492.914/Su28/2

1497 日常性の再構築をはかるクリティカルケア看護 : 基礎から臨床応用まで
古賀雄二, 深谷智惠子編
集

中央法規出版 492.916/Ko25

1498 概論・周手術期看護 改訂第3版 (看護学テキストnice. 成人看護学/急性期看護:1) 林直子, 佐藤まゆみ編集 南江堂 492.916/Ky8/1

1499 救急看護・クリティカルケア 改訂第3版 (看護学テキストnice. 成人看護学/急性期看護:2) 佐藤まゆみ, 林直子編集 南江堂 492.916/Ky8/2

1500 写真でわかる急変時の看護アドバンス : 心肺蘇生法を中心に : 処置の流れとポイントを徹底理解! 改訂第2版 (DVD BOOK) 松月みどり監修 インターメディカ 492.916/Ma93

1501 看護の現場ですぐに役立つ急変時対応のキホン : 患者さんを安心させる急変時スキルが身に付く! (ナースのためのスキルアップノート)
住永有梨著/辻本真由美
著

秀和システム 492.916/Su63

1502 周術期ビジュアルナーシング (見てできる臨床ケア図鑑) 針原康編集
学研メディカル秀潤社/
学研プラス (発売)

492.9163/H33

1503 急性期実習に使える!周術期看護ぜんぶガイド (プチナース) 北島泰子, 中村充浩著 照林社 492.9163/Ki65

1504 これならわかる!術前・術後の看護ケア : 周術期看護の基礎知識から退院支援まで (ナースのための基礎book)
中島恵美子, 伊藤有美監
修

ナツメ社 492.9163/N34

1505 新周手術期看護ガイドブック : 退院後の生活につなげる術前・術後ケア
宗廣妙子, 片岡美樹, 杉
浦なおみ編集/慶應義塾
大学病院看護部執筆

中央法規出版 492.9163/Sh69
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1506 外来/病棟における術前看護 第3版 (高齢者と成人の周手術期看護 : 講義から実習へ:1) 竹内登美子編著 医歯薬出版 492.9163/Ta67/1

1507 術中/術後の生体反応と急性期看護 第3版 (高齢者と成人の周手術期看護 : 講義から実習へ:2) 竹内登美子編著 医歯薬出版 492.9163/Ta67/2

1508 開腹術/腹腔鏡下手術を受ける患者の看護 第3版 (高齢者と成人の周手術期看護 : 講義から実習へ:3) 竹内登美子編著 医歯薬出版 492.9163/Ta67/3

1509 看護の現場ですぐに役立つ麻酔ケアの基本 : 患者さんの痛みと不安を取り除く方法を学ぶ! (ナースのためのスキルアップノート) 佐々木克之著 秀和システム 492.9165/Sa75

1510 慢性期看護 : 病気とともに生活する人を支える 改訂第3版 (看護学テキストnice. 成人看護学)
鈴木久美, 籏持知恵子,
佐藤直美編集

南江堂 492.917/Ma47

1511 地域包括ケア病棟における退院支援 : ナースのためのやさしくわかる! 遠藤寛子, 南川雅子編著 ナツメ社 492.9175/E59

1512
看護の現場ですぐに役立つ地域包括ケアのキホン : 患者さんの地域での「安心」をサポートする! 第2版 (ナースのためのスキルアップノー
ト)

荒神裕之, 坂井暢子, 雜
賀智也著

秀和システム 492.9175/Ka54

1513 看護の現場ですぐに役立つ地域包括ケアのキホン : 患者さんの地域での「安心」をサポートする! (ナースのためのスキルアップノート)
荒神裕之, 坂井暢子, 雜
賀智也著

秀和システム 492.9175/Ka54

1514 よくわかる退院支援 : 全領域の実習に活用できる地域包括ケアの実践がみえる 戸村ひかり編著
学研メディカル秀潤社/
学研プラス (発売)

492.9175/To62

1515 はじめての看取りケア : 病棟・在宅・救急外来・災害現場のケアと支援
山﨑智子, 佐々木吉子編
著

メヂカルフレンド社 492.918/Y48

1516 根拠と事故防止からみた母性看護技術 第3版
石村由利子編集/佐世正
勝編集協力

医学書院 492.923/I78

1517 写真でわかる母性看護技術アドバンス : 褥婦・新生児の観察とケア、母乳育児を理解しよう! 新訂版
平澤美惠子, 村上睦子監
修

インターメディカ 492.924/H67

1518 子どものこころを育むケア : 児童・思春期精神科看護の技 船越明子編著 精神看護出版 492.925/F89

1519 看護の現場ですぐに役立つ新生児看護のキホン : 赤ちゃんのいのちを守る技術が身に付く! (ナースのためのスキルアップノート) 菅野さやか編著 秀和システム 492.925/Ka57

1520 「わざ」を伝える (シリーズ「看護の知」) 川名るり著 日本看護協会出版会 492.925/Ka96

1521 看護の現場ですぐに役立つ小児救急看護のキホン : 子どもの健康といのちを守る技術が身に付く! (ナースのためのスキルアップノート) 横山奈緒実編著 秀和システム 492.925/Y79

1522 急性期〜慢性期ずっと看るための心不全完全ガイド : 50の?が!に変わる (ハートナーシング:2020年秋季増刊(通巻451号)) 佐藤直樹編著 メディカ出版
492.9263/Me14/45
1

1523
パーキンソン病の看護と日常生活支援 : 在宅看護・地域医療にかかわる全スタッフ必携! : マインドマップとイラストで実践ポイントが一目
でわかる。解説でエビデンス理解が深まる。

山下哲平編/パーキンソ
ン病看護研究会著

メディカ出版 492.9263/P16

1524 がん放射線療法ケアガイド : 病棟・外来・治療室で行うアセスメントと患者サポート 第3版 (ベスト・プラクティスコレクション) 祖父江由紀子 [ほか] 編 中山書店 492.9264/G19

1525 がんサバイバーシップ : がんとともに生きる人びとへの看護ケア 第2版
近藤まゆみ, 久保五月編
著

医歯薬出版 492.9264/Ko73

1526 看護の現場ですぐに役立つ心臓血管外科看護 : 患者さんの経過に応じて手厚くサポート! (ナースのためのスキルアップノート) 前田浩編著 秀和システム 492.9264/Ma26

1527 これからの腎不全看護 : 個別的なケアを実現するための意思決定支援
守田美奈子, 川上潤子監
修

インターメディカ 492.9264/Mo66

1528 看護に役立つ口腔ケアテクニック 第2版
晴山婦美子, 塚本敦美,
坂本まゆみ編著

医歯薬出版 492.9267/Ka54

1529 Advanced practice nursing in psychiatric and mental health care
edited by Carole A.
Shea ... [et al.]

Mosby 492.927/A16
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1530 精神看護学 新版 遠藤淑美, 末安民生編集 中央法規出版 492.927/E59

1531 せん妄 : すぐに見つけて!すぐに対応! (ナーシング・フォーカス・シリーズ)
一瀬邦弘, 太田喜久子,
堀川直史監修

照林社 492.927/Se69

1532 Psychotherapy for the advanced practice psychiatric nurse Third edition pbk.
edited by Kathleen
Wheeler

Springer Publishing
Company

492.927/W66

1533 図でわかるエビデンスに基づく高齢者の看護ケア 第2版 後閑容子, 金原京子編集 中央法規出版 492.929/G59

1534 根拠と事故防止からみた老年看護技術 第3版 亀井智子編集 医学書院 492.929/Ka34

1535 根拠と事故防止からみた老年看護技術 第3版 亀井智子編集 医学書院 492.929/Ka34(1)

1536 エビデンスに基づく老年看護ケア関連図
工藤綾子, 湯浅美千代編
集

中央法規出版 492.929/Ku17

1537 老年看護 第2版 (パーフェクト臨床実習ガイド : ライフステージに沿った看護技術と看護の展開) 正木治恵編集 照林社 492.929/Ma61(1)

1538 認知症看護 : 認知症の人の「困りごと」に寄り添い, 尊厳あるケアを目指して (ナーシング・プロフェッション・シリーズ)
石川容子, 上野優美, 梅
原里実, 四垂美保, 島橋
誠編著

医歯薬出版 492.929/N76

1539 自己効力感とレジリエンスを高める看護の実践 : 高齢者リハビリテーションに焦点をあてた
バーバラ・レズニック監
修・編集

学研メディカル秀潤社/
学研プラス (発売)

492.929/R28

1540 生活機能からみた老年看護過程+病態・生活機能関連図 第4版
山田律子, 内ケ島伸也編
集

医学書院 492.929/Se17

1541 生活機能からみた老年看護過程+病態・生活機能関連図 第4版
山田律子, 内ケ島伸也編
集

医学書院 492.929/Se17(1)

1542 生活機能からみた老年看護過程+病態・生活機能関連図 第4版
山田律子, 内ケ島伸也編
集

医学書院 492.929/Se17(2)

1543 生活機能からみた老年看護過程+病態・生活機能関連図 第4版
山田律子, 内ケ島伸也編
集

医学書院 492.929/Se17(3)

1544 生活機能からみた老年看護過程+病態・生活機能関連図 第4版
山田律子, 内ケ島伸也編
集

医学書院 492.929/Se17(4)

1545 認知症plus身体拘束予防 : ケアをみつめ直し、抑制に頼らない看護の実現へ (認知症plusシリーズ:09)
鈴木みずえ, 黒川美知代
編

日本看護協会出版会 492.929/Su96

1546 認知症plus転倒予防 : せん妄・排泄障害を含めた包括的ケア (認知症plusシリーズ:01) 鈴木みずえ編 日本看護協会出版会 492.929/Su96

1547 一般病棟の認知症高齢者ケア 田中久美編 メヂカルフレンド社 492.929/Ta84

1548 ナースの困ったに答える高齢者の看護ケア : よくみる疾患よく出合う問題
東京都健康長寿医療セン
ター看護部監修

学研メディカル秀潤社/
学研プラス (発売)

492.929/To46

1549 周産期の看護技術 : カラー写真で学ぶ 第2版 櫛引美代子著 医歯薬出版 492.95/Ku86

1550 Nursing case management : from essentials to advanced practice applications 4th ed
Elaine L. Cohen, Toni
G. Cesta

Elsevier Mosby 492.983/C83

1551 学習課題とクイズで学ぶ看護マネジメント入門 第2版 (看護管理実践Guide) 原玲子著 日本看護協会出版会 492.983/H32

1552 看護管理実践計画の立て方・書き方ガイドブック 原玲子編集 メヂカルフレンド社 492.983/H32

1553 看護カンファレンスガイドブック : 運営・実際・評価・見直し 増補版
看護の科学社「看護実践
の科学」編集部編

看護の科学社 492.983/Ka54

1554 発達障害のある看護職・看護学生支援の基本と実践 北川明編集 メジカルビュー社 492.984/Ki63

1555 ナースの働き方相談室 : 看護部も経営者も気になるQ&A25 竹中君夫著 日本看護協会出版会 492.984/Ta64
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1556 フォレンジック看護ハンドブック : 法と医療の領域で協働する看護実践

ローズ・E.コンスタン
ティノ, パトリシア・A.
クレイン, スーザン・E.
ヤング編著/柳井圭子監
訳

福村出版 492.99/F39

1557 家族看護学 : 理論と実践 第5版
鈴木和子, 渡辺裕子, 佐
藤律子著

日本看護協会出版会 492.99/Ka99

1558 地域の強みを高める公衆衛生看護技術 : ポジティブヘルス推進へのワザトレ! 岡本玲子編著 医歯薬出版 492.99/O42

1559 最新公衆衛生看護学 第3版 2020年版 総論 宮﨑美砂子 [ほか] 編集 日本看護協会出版会
492.99/Sa22/'20-
1

1560 最新公衆衛生看護学 第3版 2020年版 各論1 宮﨑美砂子 [ほか] 編集 日本看護協会出版会
492.99/Sa22/'20-
2

1561 最新公衆衛生看護学 第3版 2020年版 各論2 宮﨑美砂子 [ほか] 編集 日本看護協会出版会
492.99/Sa22/'20-
3

1562 災害看護と心のケア : 福島「なごみ」の挑戦 米倉一磨著 岩波書店 492.99/Y83

1563 訪問看護お悩み相談室 : 報酬・制度・実践のはてなを解決 令和2年版 日本訪問看護財団編集 中央法規出版 492.993/N71/'20

1564 写真でわかる訪問看護アドバンス : 訪問看護の世界を写真と動画で学ぶ! 新訂版 押川真喜子監修 インターメディカ 492.993/O76

1565 訪問看護アセスメント・ハンドブック 山内豊明, 広瀬純子著 中央法規出版 492.993/Y46

1566 介護施設の看護実践ガイド 第2版 日本看護協会編 医学書院 492.996/N71(1)

1567 小児疾患 (看護学テキストnice. 病態・治療論:14)
真部淳, 松藤凡, 小林京
子編集

南江堂 492/B99/14

1568 アレルギー疾患まるわかりBOOK : どんな診察室にも役立つ 橋本浩著 南山堂 493.14/H38

1569 ほんとは怖い健康診断のC・D判定 : 医者がマンガで教える生活習慣病のウソ・ホント 近藤慎太郎絵と文
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

493.18/Ko73

1570 いつもと違う高齢者をみたら : 在宅・介護施設での判断と対応 第2版 荒井千明著 医歯薬出版 493.185/A62

1571 症例から学ぶ高齢者疾患の特徴とその対応 寮隆吉編著 金芳堂 493.185/R97

1572 誰が命を救うのか : 原発事故と闘った医師たちの記録 (論創ノンフィクション:004) 鍋島塑峰著 論創社 493.195/N11

1573 かんテキ循環器 (患者がみえる新しい「病気の教科書 (テキスト)」) 宮川和也編集 メディカ出版 493.2/Mi72

1574 心不全ケア教本 第2版
池亀俊美, 加藤尚子, 大
津美香編集

メディカル・サイエン
ス・インターナショナル

493.235/Sh62

1575 基礎から学び実践に活かす!最後までかかわりつづけるための誤嚥性肺炎ケア基礎知識 (みどりの町のクマ先生シリーズ:3) 井上登太編著 gene 493.38/I55

1576 誤嚥性肺炎の予防とケア : 7つの多面的アプローチをはじめよう 前田圭介著 医学書院 493.38/Ma26

1577 まるごと図解消化器内視鏡ケア : オールカラー 中村美也子編著 照林社 493.4/N37

1578 食べることと出すこと (シリーズケアをひらく) 頭木弘樹著 医学書院 493.46/Ka76

1579 大学生活、大丈夫? : 家族が読む、大学生のメンタルヘルス講座 (KUP医学ライブラリ:2) 梶谷康介著 九州大学出版会 493.7/Ka23

1580 リバーマン実践的精神科リハビリテーション : 新装
ロバート・ポール・リ
バーマン著/安西信雄,
池淵恵美監訳

新樹会創造出版 493.7/L61

1581 プシコナウティカ : イタリア精神医療の人類学 松嶋健著 世界思想社 493.7/Ma87

1582 米国精神医学会治療ガイドラインコンペンディアム
米国精神医学会 [編]/佐
藤光源, 樋口輝彦, 井上
新平監訳

医学書院 493.72/A44
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1583 カプラン臨床精神医学ハンドブック : DSM-5診断基準による診療の手引 第4版

ベンジャミン J. サドッ
ク, サムーン アーマッ
ド, バージニア A. サ
ドック著/岩脇淳, 仙波
純一監訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナル

493.72/Ka61

1584 生活技能訓練基礎マニュアル : 対人的効果訓練 : 自己主張と生活技能改善の手引き ハンディ版

ロバート・ポール・リ
バーマン, ラリー・W・
キング, ウィリアム・
J・デリシ, マイケル・
マカン編著/安西信雄監
訳/宮内勝 [ほか] 共訳

新樹会創造出版 493.72/Se17

1585 精神科退院支援ハンドブック : ガイドラインと実践的アプローチ
井上新平, 安西信雄, 池
淵恵美編集

医学書院 493.72/Se19

1586 やさしくわかる脳卒中 : 急性期の検査・治療・看護・リハビリまで 波多野武人, 平田雅彦編 照林社 493.73/H42

1587 かんテキ脳神経 (患者がみえる新しい「病気の教科書 (テキスト)」) 岡崎貴仁, 青木志郎編集 メディカ出版 493.73/O48

1588 「脳コワさん」支援ガイド (シリーズケアをひらく) 鈴木大介著 医学書院 493.73/Su96

1589 見えない脳損傷MTBI (岩波ブックレット:No.1036) 山口研一郎著 岩波書店 493.73/Y24

1590 トラウマによる解離からの回復 : 断片化された「わたしたち」を癒す
ジェニーナ・フィッ
シャー著/浅井咲子訳

国書刊行会 493.743/F28

1591 トラウマにふれる : 心的外傷の身体論的転回 宮地尚子著 金剛出版 493.743/Mi75

1592 トラウマのことがわかる本 : 生きづらさを軽くするためにできること (健康ライブラリー : イラスト版) 白川美也子監修 講談社 493.743/Sh83

1593 これならできる!身体拘束ゼロの認知症医療・ケア : 大誠会スタイルの理念と技術
大誠会認知症サポート
チーム執筆

照林社 493.758/Ta24

1594 認知症予防 : 読めば納得!脳を守るライフスタイルの秘訣 第3版 山口晴保著 協同医書出版社 493.758/Y24

1595 世界は思考で変えられる : 自閉症の僕が見つけた「いつもの景色」が輝く43の視点 東田直樹著 河出書房新社 493.76/H55

1596 発達障害のウソ : 専門家、製薬会社、マスコミの罪を問う (扶桑社新書:338) 米田倫康著 育鵬社/扶桑社(発売) 493.76/Y82

1597 統合失調症薬物治療ガイドライン
日本神経精神薬理学会編
集

医学書院 493.763/N71

1598 落ち込みやすいあなたへ : 「うつ」も「燃え尽き症候群」も自分で断ち切れる
クラウス・ベルンハルト
著/平野卿子訳

CCCメディアハウス 493.764/B38

1599 落ち込みやすいあなたへ : 「うつ」も「燃え尽き症候群」も自分で断ち切れる
クラウス・ベルンハルト
著/平野卿子訳

CCCメディアハウス 493.764/B38

1600 復職後再発率ゼロの心療内科の先生に「薬に頼らず、うつを治す方法」を聞いてみました 亀廣聡, 夏川立也著 日本実業出版社 493.764/Ka33

1601 鬱は伝染(うつ)る。 : 最もありふれた精神疾患は、どのように蔓延ったのか、どうすれば食い止められるのか
マイケル・D.ヤプコ著/
定政由里子訳

北大路書房 493.764/Y59

1602 敏感すぎて生きづらい人のこころがラクになる方法 長沼睦雄著 永岡書店 493.79/N16

1603 「繊細さん」の本 : 「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる 武田友紀著 飛鳥新社 493.79/Ta59

1604 江戸幕府の感染症対策 : なぜ「都市崩壊」を免れたのか (集英社新書:1038D) 安藤優一郎著 集英社 493.8/A47

1605 感染症はぼくらの社会をいかに変えてきたのか : 世界史のなかの病原体 小田中直樹著
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

493.8/O17

1606 恐ろしい感染症からたくさんの命を救った現代ワクチンの父の物語
Paul A. Offit原著/堀越
裕歩訳

南山堂 493.82/H58

1607 パンデミックを生き抜く : 中世ペストに学ぶ新型コロナ対策 (朝日新書:773) 濱田篤郎著 朝日新聞出版 493.84/H22

1608 J-IDEO+ : 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 中外医学社 493.87/C62
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1609 多職種でコロナの危機と向き合う : COVID-19 Pandemic (Nursing Todayブックレット:07) 梶原絢子編集 日本看護協会出版会 493.87/Ka23

1610 ウイルスの世紀 : なぜ繰り返し出現するのか 山内一也 [著] みすず書房 493.87/Y38

1611 乳幼児健診 : 診察のポイント&保護者の疑問・相談にこたえる (小児科:第58巻第9号(8月臨時増刊号)) 金原出版 493.9/Ka52/58-9

1612 乳幼児健診マニュアル 第6版
福岡地区小児科医会乳幼
児保健委員会編集

医学書院 493.92/F82

1613 乳幼児健診における境界児 : どう診てどう対応するか 前川喜平, 落合幸勝編集 診断と治療社 493.92/Ma27

1614 感覚統合の発達と支援 : 子どもの隠れたつまずきを理解する
A.ジーン・エアーズ著
/Pediatric Therapy
Network改訂/古賀祥子訳

金子書房 493.937/A98

1615 ゲーム・スマホ依存から子どもを守る本 樋口進著 法研 493.937/H56

1616 子ども虐待とトラウマケア : 再トラウマ化を防ぐトラウマインフォームドケア 亀岡智美著 金剛出版 493.937/Ka35

1617 就学前 発達障害が映す子どもたち : 0歳から始まる症状 (シリーズ・症例が語る「発達障害」:1) 崎濱盛三著 ミネルヴァ書房 493.937/Sa42/1

1618 小学校低学年発達障害が映す子どもたち : 症状が表面に見えてくる (シリーズ・症例が語る「発達障害」:2) 崎濱盛三著 ミネルヴァ書房 493.937/Sa42/2

1619 小学校低学年発達障害が映す子どもたち : 症状が表面に見えてくる (シリーズ・症例が語る「発達障害」:2) 崎濱盛三著 ミネルヴァ書房
493.937/Sa42/2(1
)

1620 子どものトラウマがよくわかる本 (健康ライブラリー : イラスト版) 白川美也子監修 講談社 493.937/Sh83

1621 発達障碍は心身症 : 急増現象を社会からみて診る 冨田和巳著 へるす出版 493.937/To58

1622 自閉症は津軽弁を話さないリターンズ : コミュニケーションを育む情報の獲得・共有のメカニズム 松本敏治著 福村出版 493.9375/MaT/2

1623 早産児,低出生体重児の成長と発達のみかた : 出生からAYA世代まで 河野由美, 水野克己編集 東京医学社 493.95/Ko78

1624 新生児学入門 第4版 仁志田博司著 医学書院 493.95/N81

1625 ハイリスク児のフォローアップマニュアル : 小さく生まれた子どもたちへの支援 改訂第2版
ハイリスク児フォロー
アップ研究会編集

メジカルビュー社 493.96/H15

1626 乳幼児を診る : 根拠に基づく育児支援 (総合小児医療カンパニア)
田原卓浩総編集/吉永陽
一郎専門編集

中山書店 493.98/Ta19

1627 子どもの食と栄養 : 保育現場で活かせる食の基本 第2版
太田百合子, 堤ちはる編
著

羊土社 493.983/O84

1628 まるごとわかる!がん 元雄良治著 南山堂 494.5/Mo88(1)

1629 患者さんと家族のための放射線治療Q&A 第2版 2020年版 日本放射線腫瘍学会編 金原出版 494.54/N71/'20

1630 かんテキ整形外科 (患者がみえる新しい「病気の教科書 (テキスト)」) 渡部欣忍編集 メディカ出版 494.7/W46

1631 「生きるを支える」リハビリテーション : Total Restoration of Human Rights (Nursing Todayブックレット:06) 上田敏著/三井さよ著 日本看護協会出版会 494.78/U32

1632 助産師外来で役立つ超音波検査ガイドブック : 正常妊娠がよくわかる 新版 竹村秀雄編著 メディカ出版 495.5/Ta63

1633 How to Follow-up Q&A : 2018アップデート (周産期医学:第48巻第9号) 東京医学社 495.5/To46/48-9

1634 周産期相談310 : お母さんへの回答マニュアル (周産期医学:第49巻増刊号) 東京医学社 495.5/To46/49-増

1635 助産概論 2020年版 (助産師基礎教育テキスト:第1巻) 山本あい子責任編集 日本看護協会出版会 495.9/J76/1

1636 周産期における医療の質と安全 2020年版 (助産師基礎教育テキスト:第3巻) 成田伸責任編集 日本看護協会出版会 495.9/J76/3

1637 妊娠期の診断とケア 2020年版 (助産師基礎教育テキスト:第4巻) 森恵美責任編集 日本看護協会出版会 495.9/J76/4

1638 分娩期の診断とケア 2020年版 (助産師基礎教育テキスト:第5巻) 町浦美智子責任編集 日本看護協会出版会 495.9/J76/5

1639 産褥期のケア新生児期・乳幼児期のケア 2020年版 (助産師基礎教育テキスト:第6巻) 横尾京子責任編集 日本看護協会出版会 495.9/J76/6

1640 ハイリスク妊産褥婦・新生児へのケア 2020年版 (助産師基礎教育テキスト:第7巻) 遠藤俊子責任編集 日本看護協会出版会 495.9/J76/7
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1641 色弱の子どもがわかる本 : 家庭・保育園・学校でできるサポート術 : コミックQ&A 増補改訂版
カラーユニバーサルデザ
イン機構原案/福井若恵
コミック

かもがわ出版 496.45/Ka63

1642 めまいは寝てては治らない : 実践!めまい・ふらつきを治す23のリハビリ 第6版 新井基洋著 中外医学社 496.6/A62

1643 お医者さんも来たくなる地域 (まち) づくり : 医師不足に立ち向かう秋田・鹿角の住民運動 鈴木土身著 旬報社 498.0212/Su96

1644 情熱のアフリカ大陸 : サラヤ「消毒剤普及プロジェクト」の全記録 田島隆雄著
幻冬舎メディアコンサル
ティング/幻冬舎 (発売)

498.0245/Sa69

1645 情熱のアフリカ大陸 : サラヤ「消毒剤普及プロジェクト」の全記録 田島隆雄著
幻冬舎メディアコンサル
ティング/幻冬舎 (発売)

498.0245/Sa69(1)

1646 厚生統計テキストブック 第7版 厚生労働統計協会編集 厚生労働統計協会 498.059/Ko83

1647 国民衛生の動向 2020/2021年 (厚生の指標臨時増刊:第67巻第9号) 厚生労働統計協会編 厚生労働統計協会
498.059/Ko83/'20
-'21-1

1648 新型コロナウイルスと感染症対策 : 特集 (図説国民衛生の動向:2020/2021) 厚生労働統計協会編 厚生労働統計協会
498.059/Ko83/'20
-'21-2

1649 看護六法 令和2年版 看護行政研究会編集 新日本法規出版 498.12/Ko83/'20

1650 最新医療関連法の完全知識 : これだけは知っておきたい医療実務100法 2020年版 安藤秀雄 [ほか] 著 医学通信社 498.12/Sa22/'20

1651 世界一わかりやすい「医療政策」の教科書 津川友介著 医学書院 498.13/Ts38

1652 看護師のための「困難を乗り越える力」 : 自分を思いやる8つのレッスン 秋山美紀著 メヂカルフレンド社 498.14/A38

1653 看護職員の惨事ストレスとケア : 災害・暴力から心を守る 松井豊編著 朝倉書店 498.14/Ma77

1654 「負けるが勝ち」の看護と人生 (シリーズ「看護の知」) 宮子あずさ著 日本看護協会出版会 498.14/Mi76

1655 看護師4年目、もう辞めたい…編 (病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。 : 現役看護師イラストエッセイ:2) いろは出版 498.14/N36/2

1656 看護の現場ですぐに役立つ患者接遇のキホン : 患者さんとのコミュニケーションスキルが身につく! (ナースのためのスキルアップノート) 三瓶舞紀子著 秀和システム 498.14/Sa66

1657 看護サービスの経済・政策論 : 看護師の働き方を経済学から読み解く 第2版 角田由佳著 医学書院 498.14/Ts82

1658 看護師・病院職員のための患者対応Q&A : 医療現場のわかる弁護士らが教える!! 森脇正, 森定理編著 ぎょうせい 498.163/Mo71

1659 ブレインメンタル強化大全 (Sanctuary books) 樺沢紫苑著 サンクチュアリ出版 498.3/Ka11

1660 カラダに良いこと悪いこと : 最新医学でわかった新健康常識 久保明監修 永岡書店 498.3/Ku11

1661 成功する人ほどよく寝ている : 最強の睡眠に変える食習慣 (講談社+α新書:833-1B) 前野博之 [著] 講談社 498.36/Ma27

1662 コロナのせいにしてみよう。 : シャムズの話 國松淳和著 金原出版 498.39/Ku45

1663 メンタルにいいこと超大全 : 自律神経の整え方&ストレスフリーのコツが1時間でサクッとわかる! トキオ・ナレッジ著 宝島社 498.39/To33

1664 からだによく効く食材&食べあわせ手帖 改訂版 三浦理代, 永山久夫監修 池田書店 498.5/Mi67

1665 食品添加物はなぜ嫌われるのか : 食品情報を「正しく」読み解くリテラシー (DOJIN選書:83) 畝山智香子著 化学同人 498.54/U75

1666 緊急提言パンデミック : 寄稿とインタビュー
ユヴァル・ノア・ハラリ
著/柴田裕之訳

河出書房新社 498.6/H32

1667 中国コロナの真相 : インサイドレポート (新潮新書:877) 宮崎紀秀著 新潮社 498.6/Mi88

1668 コロナ危機の社会学 : 感染したのはウイルスか、不安か 西田亮介著 朝日新聞出版 498.6/N81

1669 なぜ台湾は新型コロナウイルスを防げたのか (扶桑社新書:339) 野嶋剛著 育鵬社/扶桑社 (発売) 498.6/N93

1670 看護の現場ですぐに役立つ感染症対策のキホン : 患者さんが安心できる処置が身に付く! 第2版 (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 498.6/O26

1671 最新知見で新型コロナとたたかう (岩波ブックレット:No. 1034) 岡田晴恵著 岩波書店 498.6/O38

1672 人類を脅かす新型コロナウイルス : 緊急出版 (Superサイエンス) 齋藤勝裕著 シーアンドアール研究所 498.6/Sa25
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1673 ウイルスと内向の時代 : コロナ後の大転換を国家と個人はどう生き残るか 佐藤優著 徳間書店 498.6/Sa86

1674 「病者」になることとやめること : 米軍統治下沖縄におけるハンセン病療養所をめぐる人々 鈴木陽子著 ナカニシヤ出版 498.6/Su96

1675 コロナ以後の東アジア : 変動の力学 (U.P.plus)
東大社研現代中国研究拠
点編

東京大学出版会 498.6/To46

1676 コロナ時代を生き抜くための感染しない暮らしのススメ : 距離とマスクと手洗いと 矢野邦夫著 リーダムハウス 498.6/Y58

1677 事例とミニレクチャーで学ぶ産後の母親のメンタルヘルス支援活動 : 企画・立ち上げから実践まで
鈴宮寛子 [ほか] 執筆/
母子衛生研究会編

母子保健事業団 498.7/B66

1678 母子保健の主なる統計 令和元年(2019) 母子衛生研究会編 母子保健事業団 498.7/B66/'19

1679 わが国の母子保健 令和2年 母子衛生研究会 498.7/B66/'20

1680 親子保健24のエッセンス 平岩幹男著 医学書院 498.7/H64

1681 乳幼児健診ハンドブック : 成育基本法から健診の実際まで 新版 平岩幹男著 診断と治療社 498.7/H64

1682 子育て支援における保健相談マニュアル 改訂第3版
田中哲郎監修/日本小児
医事出版社編集

日本小児医事出版社 498.7/N71

1683 危険な人間の系譜 : 選別と排除の思想 中谷陽二著 弘文堂 498.99/N43

1684 くすりの基礎を知る (基本を学ぶ看護シリーズ:4) 今井秀樹 [ほか] 著 東京化学同人 499.1/Ku93

1685 センサが一番わかる : くらしに不可欠なセンサの機能と用途がよくわかる (しくみ図解:023) 松本光春著 技術評論社 501.22/Ma81

1686 再生可能エネルギーが一番わかる : 太陽光、風力、地熱、バイオマス発電の実務と実際 (しくみ図解:037) 今泉大輔著 技術評論社 501.6/I43

1687 エネルギーの物語 : わたしたちにとってエネルギーとは何なのか
マイケル・E・ウェバー
著/柴田譲治訳

原書房 501.6/W51

1688 アクセシブルデザイン : 高齢者・障害者の知覚・認知特性に配慮した人間中心のデザイン
佐川賢, 倉片憲治, 伊藤
納奈著

エヌ・ティー・エス 501.8/A39

1689 ロボジョ! : 杉本麻衣のパテント・ウォーズ 稲穂健市著 楽工社 507.2/I52

1690 知財の正義
ロバート・P・マージェ
ス著/山根崇邦, 前田健,
泉卓也訳

勁草書房 507.2/Me62

1691 はばたき--21世紀の知的財産法 : 中山信弘先生古稀記念論文集
小泉直樹, 田村善之編集
委員

弘文堂 507.2/N45

1692 商標・意匠・不正競争判例百選 第2版 (別冊ジュリスト:no. 248) 茶園成樹 [ほか] 編 有斐閣 507.2/Sh98

1693 知的財産権取引と租税回避 谷口智紀著 成文堂 507.2/Ta87

1694 特許法入門
島並良, 上野達弘, 横山
久芳著

有斐閣 507.23/To33

1695 日本製造業の後退は天下の一大事 : モノづくりこそニッポンの砦 第3弾 伊藤澄夫著 日刊工業新聞社 509.21/I91

1696 トヨタチーフエンジニアの仕事 (講談社+α新書:829-1C) 北川尚人[著] 講談社 509.61/Ki63

1697 最新建設業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 第4版 (How-nual図解入門. 業界研究) 阿部守著 秀和システム 510.9/A13

1698 道路が一番わかる : 道路の構造・工法が手に取るように理解できる (しくみ図解:005) 窪田陽一 [ほか] 著 技術評論社 514/D87

1699 上下水道が一番わかる : 浄水から循環利用まで最重要インフラの上下水道を理解する (しくみ図解:028)
長澤靖之監修・著/井端
和人, 片岡利夫著

技術評論社 518.1/N22

1700 13億人のトイレ : 下から見た経済大国インド (角川新書:[K-328]) 佐藤大介 [著] KADOKAWA 518.51/Sa85

1701 水都東京 : 地形と歴史で読みとく下町・山の手・郊外 (ちくま新書:1520) 陣内秀信著 筑摩書房 518.8/J52

1702 コンパクトシティの拠点づくり : 魅力的な場をつくる都市計画とデザイン
野嶋慎二, 松浦健治郎,
樋口秀編著/浅野純一郎
[ほか] 著

学芸出版社 518.8/Ko78

1703 都市公園のトリセツ : 使いこなすための法律の読み方 平塚勇司著 学芸出版社 518.85/H68

1704 木のストロー 西口彩乃著 扶桑社 519.13/A39

1705 海洋プラスチック : 永遠のごみの行方 (角川新書:[K-318]) 保坂直紀 [著] KADOKAWA 519.4/H91

1706 産廃処理が一番わかる : 廃棄物の種類や処理の流れ法制度を実務に即して解説 (しくみ図解:050) 上川路宏著 技術評論社 519.7/Ka37
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1707 More from less : 資本主義は脱物質化する
アンドリュー・マカ
フィー著/小川敏子訳

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)

519/Ma99

1708 気候変動の時代を生きる : 持続可能な未来へ導く教育フロンティア 永田佳之編著 山川出版社 519/N23

1709 庭 : のびやかな建築の思考
竹山聖, 京都大学竹山研
究室編

エイアンドエフ 520.4/Ta68

1710 Kengo Kuma 2013-2020
edited by Yukiko
Futagawa/text by Kengo
Kuma

エーディーエー・エディ
タ・トーキョー

520.87/Ku33

1711 遊廓 (とんぼの本) 渡辺豪著 新潮社 521.8/W46

1712 民家を知る旅 : 日本の民家見どころ案内 日本民俗建築学会編 彰国社 521.86/N71

1713 ロマネスクとは何か : 石とぶどうの精神史 (ちくま新書:1525) 酒井健著 筑摩書房 523.044/Sa29

1714 日本でもできる!英国の間取り 山田佳世子著 エクスナレッジ 527.1/Y19

1715 居心地のよさを追い求めて : 建築家・永田昌民の軌跡 新建新聞社 527/N23

1716 空調設備が一番わかる : 住まいからオフィスまで快適な屋内環境をつくり出す (しくみ図解:056) 大高敏男 [ほか] 著 技術評論社 528.2/Ku15

1717 つなぐ時計 : 吉祥寺に生まれたメーカーKnotの軌跡 金田信一郎著 新潮社 535.2/Kn4

1718 宇宙に行くことは地球を知ること : 「宇宙新時代」を生きる (光文社新書:1090)
野口聡一, 矢野顕子著/
林公代取材・文

光文社 538.9/N93

1719 電気の基礎が一番わかる : 電気の基本から応用まで生活を支える電気のすべて (しくみ図解:025) 安藤幸司, 常深信彦共著 技術評論社 540/A47

1720 よくわかる最新IoTシステムの導入と運用 : デバイス/ネットワーク/サーバーの3階層 (How-nual図解入門) 西村泰洋著 秀和システム 547.48/N84

1721 通信設備が一番わかる : 情報通信を支える通信設備の基礎から応用まで (しくみ図解:065) 真江島光, 坂林和重著 技術評論社 547/Ma27

1722 発光ダイオードが一番わかる : 少消費電力で長寿命 環境に優しいLEDを知る! (しくみ図解:010) 常深信彦著 技術評論社 549.81/Ts76

1723 電池の覇者 : EVの命運を決する戦い 佐藤登著
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)

572.12/Sa87

1724 光触媒が一番わかる : 光の吸収による作用でさまざまな製品を生み出す (しくみ図解:064) 高島舞, 大谷文章著 技術評論社 572.7/Ta54

1725 洗浄と殺菌のはなし (Do books) (ビジュアル図解)
新名史典編著/隈下祐一,
加藤信一著

同文舘出版 576.5/Sh64

1726 プラスチックが一番わかる : 基本的な性質や実例から、新製品開発のヒントまで (しくみ図解:015) 大石不二夫著 技術評論社 578.4/O33

1727 バイオテクノロジーの法規整 : 交差する公法と知的財産法 斎藤誠著 有斐閣 579.9/Sa25

1728 繊維の種類と加工が一番わかる : 原料・加工・用途などを図解。最終製品までの流れがわかる (しくみ図解:026)
日本繊維技術士センター
編

技術評論社 586/N71

1729 和菓子 伝統と創造 : 何に価値の真正性を見出すのか 補訂版 (文化とまちづくり叢書) 森崎美穂子著 水曜社 588.36/Mo63

1730 乳酸菌の疑問50 (みんなが知りたいシリーズ:14) 日本乳酸菌学会編 成山堂書店 588.51/N71

1731 食品加工が一番わかる : 加工技術から衛生管理、包装・流通構造が学べる (しくみ図解:053) 永井毅監修 技術評論社 588/N14

1732 シンプルなクローゼットが地球を救う : ファッション革命実践ガイド
エリザベス・L・クライ
ン著/加藤輝美訳

春秋社 589.2/C78

1733 繊維・アパレルの構造変化と地域産業 : 海外生産と国内産地の行方 加藤秀雄, 奥山雅之著 文眞堂 589.2/Ka86

1734 売り場は明日をささやく : 大変革期を生き抜くファッションMDの実学 太田伸之著 繊研新聞社 589.2/O84

1735 30日でスキニーデニムの似合う私になる (美人開花シリーズ) 森拓郎著 ワニブックス 595.6/Mo66

1736 18歳からの自炊塾 : 九州大学生き方が変わる3か月 比良松道一著 家の光協会 596/H65

1737 食を料理する : 哲学的考察 増補版 松永澄夫著 東信堂 596/Ma83

1738 がんばらなくてもできるおいしい!すぐレシピ : MOAI's KITCHEN : #OL仕事めし もあいかすみ著 KADOKAWA 596/Mo11

1739 ママ&パパにつたえたい子どもの病気ホームケアガイド 第5版 日本外来小児科学会編著 医歯薬出版 598.3/N71
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1740 ママ&パパにつたえたい子どもの病気ホームケアガイド 第5版 日本外来小児科学会編著 医歯薬出版 598.3/N71(1)

1741 授乳・離乳の支援ガイド : 実践の手引き 2019年改定版
楠田聡 [ほか] 指導/高
橋嘉名芽メニュー指導

母子衛生研究会 599.3/J96

1742 ふたごの子育て : 多胎の赤ちゃんとその家族のために : いっしょうまれいっしょそだち 母子保健事業団 599/B66

1743 パパは脳研究者 : 子どもを育てる脳科学 (扶桑社新書:337) 池谷裕二著 扶桑社 599/I33

1744 地域づくりの経済学入門 : 地域内再投資力論 増補改訂版 (現代自治選書) 岡田知弘著 自治体研究社 601.1/O38

1745 わたしの風景論 : 地域理解×マネジメント×絆 中瀬勲著
神戸新聞総合出版セン
ター

601.164/N42

1746 アジア太平洋と関西 (関西経済白書:2020) アジア太平洋研究所編著
日経印刷/全国官報販売
協同組合 (発売)

602.16/A27/['20]

1747 村の日本近代史 (ちくま新書:1529) 荒木田岳著 筑摩書房 611.22/A64

1748 「メイド・イン・ジャパン」の食文化史 : what is made in Japan? 畑中三応子著 春秋社 611.3/H42

1749 捨てられる食べものたち : 食品ロス問題がわかる本
井出留美著/matsu(マツ
モトナオコ)絵

旬報社 611.32/I19

1750 食品ロスの経済学 増補改訂新版 小林富雄著 農林統計出版 611.32/Ko12

1751 新しい農業経済論 : マクロ・ミクロ経済学とその応用 新版 (有斐閣ブックス:[382])
山口三十四, 衣笠智子,
中川雅嗣著

有斐閣 611/A94

1752 マル農のひと 金井真紀文と絵 左右社 615.71/Ka44

1753 イギリス風景式庭園の美学 : 「開かれた庭」のパラドックス 増補新装版 安西信一著 東京大学出版会 629.23/A49

1754 飼いならす : 世界を変えた10種の動植物
アリス・ロバーツ著/斉
藤隆央訳

明石書店 642/R52

1755 人とペットの心理学 : コンパニオンアニマルとの出会いから別れ 濱野佐代子編著 北大路書房 645.9/H25

1756 世界チーズ大図鑑 改訂版
ジュリエット・ハーバッ
ト監修

柴田書店 648.18/H32

1757 海岸林維持管理システムの構築 : 持続可能な社会資本としてのアプローチ (専修大学商学研究所叢書:19) 岡田穣編著 白桃書房 653.9/O38

1758 世界の水産資源管理 : 地球環境陸・海の生態系と人の将来
小松正之 [ほか] 著/小
松正之編

雄山閣 663.6/Se22

1759 世界基準のビジネス英語表現 : 売上1000億円超!海外営業のプロが教える 原一宏著 アルク 670.93/H32

1760 ネットビジネス進化論 : 何が「成功」をもたらすのか 尾原和啓著 NHK出版 670/O11

1761 近江商人の理念 : 近江商人家訓撰集 増補版 小倉榮一郎著 サンライズ出版 672.161/O26

1762 売り続けたいなら、絶対に自分から営業してはいけない 鎌田龍馬著
セルバ出版/三省堂書店/
創英社 (発売)

673.3/Ka31

1763 マンガでわかる「稼げる営業マン」と「ダメ営業マン」の習慣
菊原智明著/みさき明良
まんが

明日香出版社 673.3/Ki25

1764 Zoom営業の教科書 : 知識ゼロでも安心して始められる! : 営業成績がぐんぐん伸びる! 採用戦略研究所著 ザメディアジョン 673.3/Sa25

1765 潜入ルポamazon帝国 横田増生著 小学館 673.36/A43

1766 ニトリの働き方 似鳥昭雄著 大和書房 673.78/N88

1767 成城石井 世界の果てまで、買い付けに。 : SUPERMARKET 上阪徹著 自由国民社 673.868/Se17

1768 高齢者・障害者へのマナーがわかる本 : 令和時代のユニバーサルコミュニケーション 亀井亜希子著
セルバ出版/創英社 : 三
省堂書店 (発売)

673.9/Ka34

1769 はじめよう!自分サイズのカフェ : my cafe life (Do books) Cafe's life著 同文舘出版 673.98/C11

1770 不動産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!) 畑中学著 技術評論社 673.99/H42

1771 不動産激変 : コロナが変えた日本社会 (祥伝社新書:611) 牧野知弘 [著] 祥伝社 673.99/Ma35

1772 あたらしい、あしらい。 : あしらいに着目したデザインレイアウトの本 ingectar‐e著 ソシム 674.3/I54
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1773 今さら聞けないデザインの基本 2020 (Seibundo mook. デザインノート : 最新デザインの表現と思考のプロセスを追う:no. 78, 90) 誠文堂新光社 674.3/Se17/'20

1774 「言葉にできる」は武器になる。 梅田悟司著 日本経済新聞出版社 674.33/U64

1775 #ライブ配信の教科書 : スマホ1台でできる!企業PRとファンづくりの「新常識」 ゆうこす著
日経BP/日経BPマーケ
ティング(発売)

674/Y99

1776 物流が一番わかる : 生産者から消費者へ物資を効率よく届けるための包装・保管・輸送方法 (しくみ図解:061) 齋藤正宏著 技術評論社 675.4/Sa25

1777 キャッシュレス・マーケティング : ウィン-ウィンの仕組みを築く 長谷部智也著
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)

675/H35

1778 SNSマーケティング : 「つながり」と「共感」で利益を生み出す新しいルール 第2版 (MarkeZine BOOKS. デジタル時代の基礎知識) 林雅之, 本門功一郎著 翔泳社 675/H48

1779 仕事に使える動画術 : 成功例に学ぶYouTube活用とオリジナル動画作成法 家子史穂, 千崎達也著 翔泳社 675/I21

1780 バズる動画・ライブ配信確実に拡散するしくみ : インフルエンサーマーケティングの基本がわかる本 飯田祐基著 ダイヤモンド社 675/I26

1781 ケースで学ぶ価値共創マーケティングの展開 : 新たなビジネス領域への挑戦
村松潤一, 藤岡芳郎, 今
村一真編著

同文舘出版 675/Ke61

1782 消費者の心理をさぐる : 人間の認知から考えるマーケティング (心理学叢書) 米田英嗣, 和田裕一編 誠信書房 675/Ko63

1783 基礎から学ぶデータサイエンス講座 : データ分析をビジネスで使う! 坂本松昭著 同友館 675/Sa32

1784 貿易の世界史 : 大航海時代から「一帯一路」まで (ちくま新書:1538) 福田邦夫著 筑摩書房 678.2/F74

1785 これからの東アジア : 保護主義の台頭とメガFTAs 木村福成編著 文眞堂 678.3/Ki39

1786 メガEPA時代の貿易と関税の基礎知識 片山立志著 税務経理協会 678.4/Ka84

1787 自動運転・MaaSビジネスの法務 戸嶋浩二, 佐藤典仁編著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング
(発売)

681.2/To72

1788 交通事故の被害者になったら読む本
ベンチャーサポート法律
事務所著

合同フォレスト/合同出
版 (発売)

681.3/B35

1789 歩行者事故はなぜ起きるのか 松浦常夫著 東京大学出版会 681.3/Ma86

1790 物流発展と生産性 : 戦後日本トラック輸送の発展から (神戸学院大学経済学研究叢書:21) 関谷次博著 晃洋書房 685.6/Se44

1791 新幹線を運行する技術 : 超過密ダイヤを実現する高速鉄道の秘密 (SBビジュアル新書:0021) 梅原淳著 SBクリエイティブ 686.21/U66

1792 数字でみる航空 2020 国土交通省航空局監修 日本航空協会 687.21/Ko45/'20

1793 観光ビジネス未来白書 : 統計に見る実態・分析から見える未来戦略 2020年版 加藤弘治編著 同友館 689.21//'20

1794 人をつなげる観光戦略 : 人づくり・地域づくりの理論と実践 橋本和也編 ナカニシヤ出版 689.4/H38

1795
会いたい気持ちが動かすファンツーリズム : 「韓流」ブームが示唆したもの、「嵐」ファンに教わったこと (流通経済大学社会学部創設30周
年叢書)

幸田麻里子, 臺純子著 流通経済大学出版会 689/Ko18

1796 観光言語を考える 山川和彦編 くろしお出版 689/Y27

1797 スマホ料金はなぜ高いのか (新潮新書:868) 山田明著 新潮社 694.21/Y19

1798 ダーウィン以後の美学 : 芸術の起源と機能の複合性 (叢書・ウニベルシタス:1119)
ヴィンフリート・メニン
グハウス [著]/伊藤秀一
訳

法政大学出版局 701.1/Me51

1799 なぜ脳はアートがわかるのか : 現代美術史から学ぶ脳科学入門
エリック・R.カンデル著
/高橋洋訳

青土社 701.4/Ka51

1800 芸術の中動態 : 受容/制作の基層 森田亜紀著 萌書房 701/Mo66

1801 日本文化の源流を探る (芸術教養シリーズ:22. 伝統を読みなおす:1) 野村朋弘編
京都造形芸術大学東北芸
術工科大学出版局藝術学
舎/幻冬舎 (発売)

702.1/D61/2-1
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1802 暮らしに息づく伝承文化 (芸術教養シリーズ:23. 伝統を読みなおす:2)
小川直之, 服部比呂美,
野村朋弘編

京都造形芸術大学東北芸
術工科大学出版局藝術学
舎/幻冬舎 (発売)

702.1/D61/2-2

1803 風月、庭園、香りとはなにか (芸術教養シリーズ:24. 伝統を読みなおす:3) 野村朋弘編
京都造形芸術大学東北芸
術工科大学出版局藝術学
舎/幻冬舎 (発売)

702.1/D61/2-3

1804 文化を編集するまなざし : 蒐集、展示、制作の歴史 (芸術教養シリーズ:25. 伝統を読みなおす:4) 野村朋弘編
京都造形芸術大学東北芸
術工科大学出版局藝術学
舎/幻冬舎 (発売)

702.1/D61/2-4

1805 東京国立博物館の至宝 六田知弘写真 ブックエンド 702.1/To46

1806 よみがえる正倉院宝物 : 御大典記念特別展 : 再現模造にみる天平の技
宮内庁正倉院事務所 [ほ
か] 編

朝日新聞社 702.135/Sh96

1807 伝説の「サロン」はいかにして生まれたのか : コミュニティという「文化装置」 増淵敏之著 イースト・プレス 702.16/Ma66

1808 中国の美術と工芸 (芸術教養シリーズ:3. アジアの芸術史:造形篇1) 金子典正編
京都造形芸術大学東北芸
術工科大学出版局藝術学
舎/幻冬舎 (発売)

702.2/A27/2-1

1809 朝鮮半島・西アジア・中央アジア・インド (芸術教養シリーズ:4. アジアの芸術史:造形篇2) 金子典正編
京都造形芸術大学東北芸
術工科大学出版局藝術学
舎/幻冬舎 (発売)

702.2/A27/2-2

1810 大学4年間の西洋美術史が10時間でざっと学べる 池上英洋著 KADOKAWA 702.3/I33

1811 メディアとファッション : トマス・ゲインズバラからアルバート・ムーアへ (イギリス美術叢書:5)
小野寺玲子 [ほか] 著/
小野寺玲子責任編集/石
井朗企画構成

ありな書房 702.33/O67/5

1812 よみがえるレオナルド・ダ・ヴィンチ : 作品復元プロジェクト
東京造形大学ダ・ヴィン
チ・プロジェクト編著

東京美術 702.37/L55

1813 レオナルド・ダ・ヴィンチを探して (Artist by Artist)
ジョルジョ・ヴァザーリ
[ほか] 著/神田由布子訳

東京書籍 702.37/L55

1814 人の心を動かすことができなければ、芸術ではない。 : 連続講座「芸術は何処へ?」
高階秀爾編著/京都府立
文化芸術会館企画

ミネルヴァ書房 704/Ta54

1815 ビジネス教養としてのアート 造事務所著 KADOKAWA 704/Z5

1816 明治から昭和へ : 京都画壇の隆盛 (京都の美術250年の夢 : 京都市京セラ美術館開館記念展:第2部) 京都市美術館編 光村推古書院 708.7/Ky6/2

1817 戦後から現代へ : 未来への挑戦 (京都の美術250年の夢 : 京都市京セラ美術館開館記念展:第3部) 京都市美術館編 光村推古書院 708.7/Ky6/3

1818 文化で地域をデザインする : 社会の課題と文化をつなぐ現場から
松本茂章編著/土屋隆英
[ほか] 著

学芸出版社 709.1/Ma81

1819 アートプロジェクトの可能性 : 芸術創造と公共政策の共創 谷口文保著 九州大学出版会 709.1/Ta87

1820 Exhibition of Shōsō-in treasures 2020 : 72nd Nara National Museum 709.2/Sho/E-72

1821 正倉院展 令和2年(第72回) 奈良国立博物館 709.2/Sho/N-'20

1822 世界遺産ガイド 未来への継承編 (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

1823 大仏師運慶 : 工房と発願主そして「写実」とは (講談社選書メチエ:732) 塩澤寛樹著 講談社 712.1/U75

1824 仏師たちの南都復興 : 鎌倉時代彫刻史を見なおす 塩澤寛樹著 吉川弘文館 718.021/Sh79

1825 仏像に会う : 53の仏像の写真と物語 西山厚著 ウェッジ 718/N87

1826 ブルーピリオド 8 (アフタヌーンKC) 山口つばさ著 講談社 720.1/Y24/8
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1827 絵画の歴史 : 洞窟壁画からiPadまで 増補普及版
デイヴィッド・ホック
ニー, マーティン・ゲイ
フォード著/木下哲夫訳

青幻舎インターナショナ
ル/青幻舎 (発売)

720.2/H81

1828 皇室の名宝 : 御即位記念特別展
京都国立博物館[ほか]
編

読売新聞社, 2020.10 720.87/Ky6

1829 鳥獣戯画の国 (たのしい日本美術) 金子信久著 講談社 721.02/Ka53

1830 江戸かわいい動物 (たのしい日本美術) 金子信久著 講談社 721.025/Ka53

1831 武家屋敷の春と秋 : 萬徳寺所蔵「武家邸内図屏風」 (大阪大学総合学術博物館叢書:2) 泉万里著 大阪大学出版会 721.4/I99

1832 原寸復刻「浪花百景」集成 橋爪節也編著 創元社 721.8/H38

1833 ニッポンの浮世絵 : 浮世絵に描かれた「日本のイメージ」 日野原健司, 渡邉晃著 小学館 721.8/H61

1834 ようこそ北斎の世界へ : 英訳付 日野原健司著 東京美術 721.8/Ka88

1835 はたらく浮世絵 : 大日本物産図会
橋爪節也, 曽田めぐみ監
修・執筆

青幻舎 721.9/A47

1836 横山大観の全貌 : 足立美術館コレクション選 (コロナ・ブックス:224) 足立美術館監修 平凡社 721.9/Y79

1837 ゴッホの手紙 (新潮文庫:11342, こ-6-13) 小林秀雄著 新潮社 723.359/G57

1838 ゴッホのあしあと (幻冬舎文庫:は-25-3) 原田マハ[著] 幻冬舎 723.359/G57

1839 もっと知りたいピカソ : 生涯と作品 改訂版 (アート・ビギナーズ・コレクション) 大高保二郎, 松田健児著 東京美術 723.36/P59

1840 キャラがリアルになるとき : 2次元、2・5次元、そのさきのキャラクター論 岩下朋世著 青土社 726.101/I96

1841 iPad Pro+Procreateマンガ・イラストの描き方 多田由美著 玄光社 726.107/Ta16

1842 大人の塗り絵 : そのまますぐに塗れる、名画11枚付き 美しい花編 河出書房新社編集部編 河出書房新社 726.5/Ka92

1843 大人の塗り絵 : すぐ塗れる、美しいオリジナル原画付き 英国クラシックの花々編 大片忠明著 河出書房新社 726.5/Ka92

1844 大人の塗り絵 : すぐ塗れる、美しいオリジナル原画付き 海の生きものたち編 大片忠明著 河出書房新社 726.5/Ka92

1845 アニメ私塾流最速でなんでも描けるようになるキャラ作画の技術 室井康雄著 エクスナレッジ 726.507/Mu73

1846 映えるデザイン : どこで、誰に、何を見せる? ARENSKI編著 日貿出版社 727/A68

1847 図解デザイン : 直感と魅力で伝えるインフォグラフィックス
グラフィック社編/和田
侑子訳

グラフィック社 727/G95

1848 デザイナーじゃないのに!
平本久美子著/よしだゆ
うこ漫画

ソシム 727/H65

1849 失敗しないデザイン 平本久美子著 翔泳社 727/H65

1850 もっと知りたい『臨書』の世界 : 歴代名家100 : 人は古典をいかに理解し継承したか 遠藤昌弘著 匠出版 728.22/E59

1851
iPhoneで作ろうビジネス動画の教科書 : 見てわかる!まねして作れる一生使えるノウハウ満載 : 機材選びから、企画・構成、撮影、編集、公
開まで。

オリカワシュウイチ著
ペンコム/インプレス
(発売)

746.7/O71

1852 日本伝統文化の英語表現事典 人物編
亀田尚己, 三宮優子, 中
道キャサリン著

丸善出版 750.21/N71

1853 問いかけるアイヌ・アート 池田忍編 岩波書店 750.211/I32

1854 あかりの学校 : 心安らぐ手作りのあかり 橋田裕司著 マール社 750/H37

1855 故宮陶磁物語 : 絢爛たる美の歴史 秦偉著/松田徹訳 科学出版社東京 751.2/Ko54

1856 世界を彩る色と文化 : めくって旅す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 757.3/Sa47

1857 北欧フィンランド配色ブック 島塚絵里著 玄光社 757.3/Sh43

1858 音楽が本になるとき : 聴くこと・読むこと・語らうこと 木村元著 木立の文庫 760.4/Ki39

1859 ジュニアのための名曲で学ぶ音楽の基礎 : フォルマシオン・ミュジカル : 楽典・ソルフェージュから音楽史まで 舟橋三十子著 音楽之友社 760/F89

1860 人工知能が音楽を創る : 創造性のコンピュータモデル
デイヴィッド・コープ著
/今井慎太郎, 大村英史,
東条敏訳

音楽之友社 761.8/C87

1861 ヨーロッパ音楽の歴史 金澤正剛著 音楽之友社 762.3/Ka48
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1862 ベートーヴェンとピアノ : 限りなき創造の高みへ 小山実稚恵, 平野昭著 音楽之友社 762.34/B32

1863 バッハ・古楽・チェロ : アンナー・ビルスマは語る : 新装版 (Booksウト)
アンナー・ビルスマ, 渡
邊順生著/加藤拓未編・
訳

アルテスパブリッシング 762.359/B42

1864 日本の流行歌 : 栄枯盛衰の100年、そしてこれから (シリーズニッポン再発見:13. Series Nippon re-discovery) 生明俊雄著 ミネルヴァ書房 767.8/A99

1865 BTSを読む : なぜ世界を夢中にさせるのか
キム・ヨンデ著/桑畑優
香訳

柏書房 767.8/B61

1866 「現場」のアイドル文化論 : 大学教授、ハロプロアイドルに逢いにゆく。 森貴史著 関西大学出版部 767.8/Mo66

1867 日本琴學史
上原作和, 正道寺康子編
著

勉誠出版 768.12/U36

1868 吉本興業史 (角川新書:[K-321]) 竹中功 [著] KADOKAWA 770.67/Ta64

1869 吉本興業の約束 : エンタメの未来戦略 (文春新書:1275) 大﨑洋, 坪田信貴著 文藝春秋 770.67/Y91

1870 Marvel : 倒産から逆転No.1となった映画会社の知られざる秘密

チャーリー・ウェッツェ
ル, ステファニー・
ウェッツェル著/上杉隼
人訳

すばる舎 778.067/Ma11

1871 スタートラインに続く日々 今村彩子著 桜山社 778.21/I44

1872 ぼくの映画人生 (実業之日本社文庫:お10-1) 大林宣彦著 実業之日本社 778.21/O12

1873 高倉健からアホーと呼ばれた男 : 付き人西村泰治が明かす-健さんとの40年 山平重樹著 かや書房 778.21/Ta38

1874 高倉健 : 隠し続けた七つの顔と「謎の養女」 (講談社文庫:も57-1) 森功[著] 講談社 778.21/Ta38

1875 SF映画術 : ジェームズ・キャメロンと6人の巨匠が語るサイエンス・フィクション創作講座
ジェームズ・キャメロン
著/阿部清美訳

DU BOOKS/ディスクユニ
オン (発売)

778.4/C14

1876 シネアスト宮崎駿 : 奇異なもののポエジー
ステファヌ・ルルー
[著]/岡村民夫訳

みすず書房 778.77/Mi88

1877 アニメの社会学 : アニメファンとアニメ制作者たちの文化産業論
永田大輔, 松永伸太朗編
著

ナカニシヤ出版 778.77/N23

1878 アニメ大国建国紀1963-1973 : テレビアニメを築いた先駆者たち 中川右介著 イースト・プレス 778.77/N32

1879 日本アニメ誕生 豊田有恒著 勉誠出版 778.77/To93

1880 落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ (ちくま文庫:[か71-3]) 頭木弘樹著 筑摩書房 779.13/Ka76

1881 新作らくごの舞台裏 (ちくま新書:1533) 小佐田定雄著 筑摩書房 779.13/O72

1882 大学生のための健康・スポーツの基礎知識
青木謙介, 曽我部敦介編
著

創風社出版 780.1/A53

1883 スポーツ人類学 : グローバリゼーションと身体

ニコ・ベズニエ, スーザ
ン・ブロウネル, トーマ
ス・F. カーター著/川島
浩平 [ほか] 訳

共和国 780.13/Su75

1884 勝つための実践的スポーツ心理学 : 試合で力を発揮する練習と心のもち方 江川玟成著 金子書房 780.14/E29

1885 イップスの乗り越え方 : メンタルに起因する運動障害 : 決定版
河野昭典著/飯島智則企
画・構成

BABジャパン 780.14/Ko76

1886 新・スポーツ医学 改訂新版 (やさしいスチューデントトレーナーシリーズ:4)
藤本繁夫, 大久保衞編/
岡田邦夫 [ほか著]

嵯峨野書院 780.19/F62

1887 ジュニアアスリートのスポーツ栄養 井原瑞貴著 文芸社 780.19/I25

1888 生涯スポーツトレーナー教本 : 0歳から100歳まで動ける身体をつくる 改訂版
日本健康スポーツ連盟編
集

国際学園/星雲社 (発売) 780.19/N71

1889 スポーツと運動の生理学 : 実践・指導の現場に役立つ知識と応用
内山秀一, 野坂俊弥, 八
田有洋共著

理工図書 780.193/Su75
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1890 スポーツ地域マネジメント : 持続可能なまちづくりに向けた課題と戦略 原田宗彦著 学芸出版社 780.21/H32

1891 スポーツまちづくりの教科書
松橋崇史, 高岡敦史編著
/笹生心太 [ほか] 著

青弓社 780.21/Ma76

1892 なぜ、子どものスポーツを見ていると力が入るのか : 米国発スポーツペアレンティングのすすめ 谷口輝世子著 生活書院 780.4/Ta87

1893 これからのスポーツガバナンス
早稲田大学スポーツナ
レッジ研究会編

創文企画 780.6/W41

1894 スポーツを変えたテクノロジー : アスリートを進化させる道具の科学
スティーヴ・ヘイク著/
藤原多伽夫訳

白揚社 780.67/H11

1895 ヘタ筋トレ : 失敗しようがない! (美人開花シリーズ)
森拓郎著/も〜さんイラ
スト

ワニブックス 780.7/Mo66

1896 見えないスポーツ図鑑
伊藤亜紗, 渡邊淳司, 林
阿希子著

晶文社 780/Mi15

1897 裁判例からわかるスポーツ事故の法律実務 静岡県弁護士会編集 ぎょうせい 780/Sh94

1898 地域スポーツ論 (Sports perspective series:7) 相原正道 [ほか] 著 晃洋書房 780/Sp6/7

1899 東大アメリカンフットボール部ウォリアーズの軌跡 : 新時代の大学スポーツを目指して 好本一郎著 日外アソシエーツ 783.46/To46

1900 動画でわかるサッカー・コーディネーショントレーニングバイブル 泉原嘉郎著 大修館書店 783.47/I99

1901 プロサッカークラブのマネジメント・コントロール・システム : オックスフォード・ユナイテッドFCの事例 角田幸太郎著 同文舘出版 783.47/Su65

1902 早稲田ラグビー最強のプロセス 相良南海夫著 講談社 783.48/Sa16

1903 ラグビー日本代表One teamの軌跡 : あの感動と勇気が甦ってくる
藤井雄一郎, 藪木宏之著
/伊藤芳明文・構成

講談社 783.48/W39

1904 プロ野球激闘史 広岡達朗著 幻冬舎 783.7/H71

1905 野球を科学する : 最先端のコンディショニング論 笠原政志著 竹書房 783.7/Ka71

1906 紀元2600年の満州リーグ : 帝国日本とプロ野球 坂本邦夫著 岩波書店 783.7/Ko76

1907 サラリーマン球団社長 清武英利著 文藝春秋 783.7/N98

1908 大相撲行司の松翁と四本柱の四色 根間弘海著 専修大学出版局 788.1/N64

1909 ゲームメカニクス大全 : ボードゲームに学ぶ「おもしろさ」の仕掛け
Geoffrey Engelstein,
Isaac Shalev著/小野卓
也訳

翔泳社 798/E61

1910 Handbook of pragmatics : 23rd annual installment hbk.
edited by Jan-Ola Ö
stman, Jef Verschueren

John Benjamins 801.01/VeJ/H-'20

1911 ポライトネスの語用論
ジェフリー・リーチ著/
熊野真理 [ほか] 訳

研究社 801.03/L51

1912 昔話の構造 : 図式語彙で文脈を読み解く (研究叢書:524) 野林正路著 和泉書院 801.2/N91

1913 同時通訳者が「訳せなかった」英語フレーズ 松下佳世編著 イカロス出版 801.7/Ma88

1914 翻訳理論の探求
アンソニー・ピム著/武
田珂代子訳

みすず書房 801.7/P99

1915 言語 : フンボルト/チョムスキー/レネバーグ (名著精選 : 心の謎から心の科学へ) 福井直樹, 渡辺昭監修 岩波書店 801/F76

1916 認知文法と構文文法 (最新英語学・言語学シリーズ:13. 認知言語学:1) 坪井栄治郎, 早瀬尚子著 開拓社 801/Sa22/13

1917 言語の起源 : 人類の最も偉大な発明
ダニエル・L・エヴェ
レット著/松浦俊輔訳

白揚社 802/E89

1918 辞書の新版は進歩とは限らない (渡部昇一ブックス:17. アングロ・サクソン文明落穂集:10) 渡部昇一著
広瀬書院/丸善出版 (発
売)

804.9/W46

1919 対話原理と第二言語の習得と教育 : 第二言語教育におけるバフチン的アプローチ 西口光一著 くろしお出版 807/N81

1920 最高の雑談術 (扶桑社文庫:0691) 外山滋比古著 扶桑社 809.5/To79
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1921 グループディスカッション : 心理学から考える活性化の方法
西口利文, 植村善太郎,
伊藤崇達著

金子書房 809.6/G95

1922 「国語」ってなんだろう (歴史総合パートナーズ:12) 安田敏朗著 清水書院 810.12/Y62

1923 言霊と日本語 (ちくま新書:1531) 今野真二著 筑摩書房 810.23/Ko75

1924 すばやく鍛える読解力 (幻冬舎新書:598, ひ-2-3) 樋口裕一著 幻冬舎 810.4/H56

1925 ことばのみがきかた : 短詩に学ぶ日本語入門 (春陽堂ライブラリー:003) 今野真二著 春陽堂書店 810.4/Ko75

1926 訳せない日本語 : 日本人の言葉と心 (アルファポリス文庫) 大來尚順 [著]
アルファポリス/星雲社
(発売)

810.4/O25

1927 日本語を科学する 説話物語文学編 塩谷典著
ブレーン/北辰堂出版
(発売)

810.4/ShT/3

1928 日本語をつかまえろ! 飯間浩明文/金井真紀絵 毎日新聞出版 810.49/I27

1929 語彙 第55号 2018年(平成30年) (日本語学論説資料:第3分冊) 論説資料保存会 810.5/3/55-3

1930 コミュニケーション・言語学 第55号 2018年(平成30年) (日本語学論説資料:第5分冊) 論説資料保存会 810.5/3/55-5

1931 対照研究 第55号 2018年 (平成30年) (日本語学論説資料:第5分冊(増刊)) 論説資料保存会 810.5/3/55-5-2

1932 ビジネス日本語オール・イン・ワン問題集 : 聴く読む話す書く : 中・上級向け 小野塚若菜 [ほか] 著 The Japan Times 810.7/B42

1933 実戦ビジネス日本語会話 : 人を動かす! 上級
瀬川由美, 紙谷幸子, 北
村貞幸著

スリーエーネットワーク 810.7/J54/1

1934 実戦ビジネス日本語会話 : 人を動かす! 中級1
瀬川由美, 紙谷幸子, 北
村貞幸著

スリーエーネットワーク 810.7/J54/2-1

1935 実戦ビジネス日本語会話 : 人を動かす! 中級2
瀬川由美, 紙谷幸子, 北
村貞幸著

スリーエーネットワーク 810.7/J54/2-2

1936 にほんごで働く!ビジネス日本語30時間 宮崎道子, 郷司幸子著 スリーエーネットワーク 810.7/Mi88

1937 外国人研修生の日本語学習動機と研修環境 : 文化接触を生かした日本語習得支援に向けて 守谷智美著 明石書店 810.7/Mo73

1938 伸ばす!就活能力・ビジネス日本語力 : 日本で働くための「4つの能力」養成ワークブック
長沼スクール東京日本語
学校編/植木香, 木下由
紀子, 藤井美音子著

国書刊行会 810.7/N16

1939 マンガで体験!にっぽんのカイシャ : ビジネス日本語を実践する 日本漢字能力検定協会編 日本漢字能力検定協会 810.7/N71

1940 テーマで学ぶ基礎日本語指導参考書 西口光一著 くろしお出版 810.7/N81

1941 新次元の日本語教育の理論と企画と実践 : 第二言語教育学と表現活動中心のアプローチ 西口光一著 くろしお出版 810.7/N81

1942 NEJ (エヌ・イー・ジェイ) : テーマで学ぶ基礎日本語 vol. 1 西口光一著 くろしお出版 810.7/N81/1-1

1943 NEJ (エヌ・イー・ジェイ) : テーマで学ぶ基礎日本語 vol. 2 西口光一著 くろしお出版 810.7/N81/1-2

1944 テーマで学ぶ中級日本語 西口光一著 くろしお出版 810.7/N81/2

1945 まるごとビジネス日本語初級 Book1
大手町ランゲージグルー
プ [編]

The Japan Times 810.7/O85/1

1946 まるごとビジネス日本語初級 Book2
大手町ランゲージグルー
プ [編]

The Japan Times 810.7/O85/2

1947 まるごとビジネス日本語初級 Book3
大手町ランゲージグルー
プ [編]

The Japan Times 810.7/O85/3

1948 場面に合わせて適切に話そう (ロールプレイで学ぶビジネス日本語:初中級レベル)
村野節子, 山辺真理子,
向山陽子著

スリーエーネットワーク 810.7/R69/1

1949 就活から入社まで (ロールプレイで学ぶビジネス日本語:中級レベル)
村野節子, 山辺真理子,
向山陽子著

スリーエーネットワーク 810.7/R69/2
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1950 グローバル企業でのキャリア構築をめざして (ロールプレイで学ぶビジネス日本語:上級レベル)
村野節子, 山辺真理子,
向山陽子著

スリーエーネットワーク 810.7/R69/3

1951 外国人のためのケーススタディで学ぶビジネス日本語 中級
千駄ケ谷日本語教育研究
所著

スリーエーネットワーク 810.7/Se58/2

1952 学 (まな) ぼう!にほんご 初級1 [テキスト] (初級から上級までの一貫シリーズ:v. 1-6)
日本語教育教材開発委員
会編著

専門教育出版 810.78/N71/1-1

1953 学 (まな) ぼう!にほんご 初級1 練習問題集 (初級から上級までの一貫シリーズ:v. 1-6)
日本語教育教材開発委員
会編著

専門教育出版 810.78/N71/1-3

1954 学 (まな) ぼう!にほんご 初級1 聴解練習問題集 (初級から上級までの一貫シリーズ:v. 1-6)
日本語教育教材開発委員
会編著

専門教育出版 810.78/N71/1-8

1955 学 (まな) ぼう!にほんご 初級2 [テキスト] (初級から上級までの一貫シリーズ:v. 1-6)
日本語教育教材開発委員
会編著

専門教育出版 810.78/N71/2-1

1956 学 (まな) ぼう!にほんご 初級2 教師用マニュアル (初級から上級までの一貫シリーズ:v. 1-6)
日本語教育教材開発委員
会編著

専門教育出版 810.78/N71/2-7

1957 学 (まな) ぼう!にほんご 初級2 聴解練習問題集 (初級から上級までの一貫シリーズ:v. 1-6)
日本語教育教材開発委員
会編著

専門教育出版 810.78/N71/2-8

1958 学 (まな) ぼう!にほんご 初中級 [テキスト] (初級から上級までの一貫シリーズ:v. 1-6)
日本語教育教材開発委員
会編著

専門教育出版 810.78/N71/3-1

1959 学 (まな) ぼう!にほんご 初中級 漢字練習帳 (初級から上級までの一貫シリーズ:v. 1-6)
日本語教育教材開発委員
会編著

専門教育出版 810.78/N71/3-4

1960 学 (まな) ぼう!にほんご 中級 [テキスト] (初級から上級までの一貫シリーズ:v. 1-6)
日本語教育教材開発委員
会編著

専門教育出版 810.78/N71/4-1

1961 学 (まな) ぼう!にほんご 中級 練習問題集 (初級から上級までの一貫シリーズ:v. 1-6)
日本語教育教材開発委員
会編著

専門教育出版 810.78/N71/4-3

1962 学 (まな) ぼう!にほんご 中級 作文練習帳 (初級から上級までの一貫シリーズ:v. 1-6)
日本語教育教材開発委員
会編著

専門教育出版 810.78/N71/4-5

1963 学 (まな) ぼう!にほんご 中上級 [テキスト] (初級から上級までの一貫シリーズ:v. 1-6)
日本語教育教材開発委員
会編著

専門教育出版 810.78/N71/5-1

1964 文字とことば : 文字文化の始まり (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 811.02/Mo19

1965 小学1・2年生で習うのに大人も読めない漢字 構俊一著 幻冬舎 811.2/Ka31

1966 この漢字が読めますか? : 知れば知るほど面白い (PHP文庫:[か82-1]) 加納喜光著 PHP研究所 811.2/Ka58

1967 日本俗語大辞典 : 新装版 米川明彦編 東京堂出版 813.9/Y83

1968 知的な話し方が身につく教養としての日本語 齋藤孝著
リベラル社/星雲社 (発
売)

814.4/Sa25

1969 五感を探るオノマトペ : 「ふわふわ」と「もふもふ」の違いは数値化できる (共立スマートセレクション:29. Kyoritsu smart selection)
坂本真樹著/鈴木宏昭
コーディネーター

共立出版 814/Sa32

1970 日本語文法史研究 5
高山善行, 青木博史, 福
田嘉一郎編

ひつじ書房 815.02/NiB/5

1971 マスコミ用語担当者がつくった使える!用字用語辞典 前田安正 [ほか] 編著 三省堂 816.07/Ma67

1972 類語分類感覚表現辞典 中村明著 東京堂出版 816.07/N37

1973 大学1年生のためのレポート・論文作成法 : 書く意義に気づく15回のライティング講義
名桜大学ライティングセ
ンター監修/大峰光博,
奥本正編集

ふくろう出版 816.5/Me25

1974 マンガでわかる大学生のためのレポート・論文術
小笠原喜康著/近藤たか
し漫画

講談社 816.5/O22

1975 国語教師が教える大学生の長作文練習 : 楽しく身につく豊かな文章表現 : 書評・評論・随筆・小説・レポート 金子泰子著 溪水社 816/Ka53
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1976 独学文章術 : 名文をまねて上達する 礫川全次著 日本実業出版社 816/Ko33

1977 書くのがしんどい 竹村俊助著 PHP研究所 816/Ta63

1978 読みたいことを、書けばいい。 : 人生が変わるシンプルな文章術 田中泰延著 ダイヤモンド社 816/Ta84

1979 高知県のことば (日本のことばシリーズ:39)
上野智子編/平山輝男
[ほか] 編集委員

明治書院 818.84/U45

1980 高知県のことば (日本のことばシリーズ:39)
上野智子編/平山輝男
[ほか] 編集委員

明治書院 818/MeS/N-39

1981 漢字の構造 : 古代中国の社会と文化 (中公選書:108) 落合淳思著 中央公論新社 821.2/O15

1982 韓国語読解ポイント100 初級から中級編 油谷幸利, 金亨貞著 白帝社 829.1/Y99/1

1983 やさしい韓国語で読む韓国の昔ばなし : 多読多聴の韓国語
韓国語学習ジャーナル
hana編集部編

HANA/インプレス (発売) 829.177/Ka56

1984 探偵小説の英語 : 後期近代英語の観点から (開拓社言語・文化選書:86) 秋元実治著 開拓社 830.25/A35

1985 中学英語から始める洋書の世界 林剛司著 青春出版社 830.7/H48

1986 「小川式」突然英語がペラペラになる勉強法 (PHP文庫:[お66-8]) 小川仁志著 PHP研究所 830.7/O24

1987 英語の発信力を強化するレッスン 今井康人著 青灯社 830/I43

1988 自動翻訳大全 : 終わらない英語の仕事が5分で片づく超英語術 坂西優, 山田優著 三才ブックス 830/Sa34

1989 世界一わかりやすい中学英語の授業 カラー改訂版 関正生著 KADOKAWA 830/Se33

1990 英語リスニングの鬼100則 : 英語音声学をもとに身につける! 米山明日香著 明日香出版社 831.1/Y84

1991 日本人の9割がじつは知らない英単語100 (ちくま新書:1522)
橘永久, ジェフリー・ト
ランブリー著

筑摩書房 834/Ta13

1992 英語構文を分析する 上 Andrew Radford著 開拓社 835.1/R11/1

1993 英語構文を分析する 下 Andrew Radford著 開拓社 835.1/R11/2

1994 〈英語〉前置詞イメージ教室 : 前置詞26選トレーニングブック 亀山征史著 南雲堂 835.64/Ka36

1995 英語実証研究の最前線 八木克正 [ほか] 編 開拓社 835/E37

1996 本編 後編 (英文法徹底詳述集 : 上級者・中級者【指導者・語学系学生・翻訳者・ライター等】向け:3) 英文研出版 835/H79/3

1997 情報構造と照応表現 (「英文法大事典」シリーズ:9)

Rodney Huddleston,
Geoffrey K. Pullum
[著]/畠山雄二編集委員
長/保坂道雄 [ほか] 訳

開拓社 835/HuR/9

1998 日本語で理解する英文法 川村健治著 明日香出版社 835/Ka95

1999 英文法の考え方 : 英語学習者のための認知英文法講義 (開拓社言語・文化選書:87) 野村益寛著 開拓社 835/N95

2000 オスカー・ワイルドで学ぶ英文法 倉林秀男, 原田範行著 アスク出版 835/W73

2001 天声人語 : 英文対照 v. 202 2020秋
朝日新聞論説委員室編/
国際発信部訳

原書房 837.5/13/202

2002 英語を読みこなしたいならまず“○○"だけ訳しなさい : 誰も教えてくれなかった“前半"の秘密 かんべやすひろ著 プレイス 837.5/Ka48

2003 英語対訳で読むイソップ物語 : 1冊で古典も英語も教訓も学べる! 新版 (じっぴコンパクト新書:381) 牧野高吉著 実業之日本社 837.7/Ma35

2004 42の事例から考える異文化間英語コミュニケーション (一歩進める英語学習・研究ブックス)
阿部隆夫, 阿部真由美著
作

開拓社 837.8/A13

2005 スヌーピーで学ぶすぐに使える英語表現105
小池直己著・訳/チャー
ルズ・M.シュルツ作

祥伝社 837.8/Ko31

2006 一億人の英会話 : 「話すため」に必要な英文の全パターンドリル (東進ブックス)
大西泰斗, デイビット・
エバンス著

ナガセ 837.8/O66

2007 英会話はすべて2文でつながる : 会話が弾む2文1セット法 佐藤圭著 IBCパブリッシング 837.8/Sa85

2008 キクタンドイツ語会話 : 聞いてマネしてすらすら話せる 入門編 櫻井麻美著 アルク 847.8/Sa47
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2009 新ゼロからスタートフランス語 : だれにでもわかる文法と発音の基本ルール 文法編
アテネ・フランセ責任編
集/島崎貴則著

Jリサーチ出版 850/A94

2010 マルチリンガルになるための“英語"最速マスター術 : 総理大臣の通訳が教える! 坪田充史著
合同フォレスト/合同出
版(発売)

860.4/Ts19

2011 コルシカ語 (文庫クセジュ:1036)
マリ=ジョゼ・ダルベラ=
ステファナッジ著/渡邊
淳也訳

白水社 879/D32

2012 「世界文学」はつくられる : 1827-2020 秋草俊一郎著 東京大学出版会 901.01/A34

2013 「読んだふりしたけど」ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法 三宅香帆著 笠間書院 901.3/Mi76

2014 それを小説と呼ぶ 佐々木敦著 講談社 901.3/Sa75

2015 マナーはいらない : 小説の書きかた講座 三浦しをん著 集英社 901.307/Mi67

2016 文学について
ウンベルト・エーコ
[著]/和田忠彦訳

岩波書店 904/E19

2017 世界文学へのいざない : 危機の時代に何を、どう読むか (ワードマップ)
小倉孝誠編著/宇沢美子
[ほか] 著

新曜社 904/O26

2018 神を待ちのぞむ (須賀敦子の本棚:8)
シモーヌ・ヴェイユ著/
今村純子訳

河出書房新社 908/Su21/8

2019 もうひとつの空の飛び方 : 『枕草子』から『ナルニア国』まで (角川文庫:22242, [お65-33]) 荻原規子[著] KADOKAWA 909.3/O25

2020 和食文芸入門 母利司朗編 臨川書店 910.2/Mo64

2021 日本小説批評の起源 渡部直己著 河出書房新社 910.2/W46

2022 古代中世文学論考 第41集
古代中世文学論考刊行会
編

新典社 910.23/Shi/K-41

2023 古代中世文学論考 第42集
古代中世文学論考刊行会
編

新典社 910.23/Shi/K-42

2024 「翻訳」の文学誌 溝渕園子著 群像社 910.26/Mi93

2025 戦後文学のみた「高度成長」 (歴史文化ライブラリー:511) 伊藤正直著 吉川弘文館 910.264/I91

2026 藤沢周平遺された手帳 (文春文庫:[ふ-1-97]) 遠藤展子著 文藝春秋 910.268/F66

2027 藤沢周平とどめの一文 (新典社新書:81) 半沢幹一著 新典社 910.268/F66

2028
二葉亭四迷、森鷗外の代表作を読み直す : 近代小説の出発、立身出世主義の時代の失業と恋愛 : 二葉亭四迷『浮雲』、森鷗外『舞姫』 (読
み直し文学講座:2)

小森陽一著 かもがわ出版 910.268/F97

2029 花に風 : 林芙美子の生涯 宮田俊行著 海鳥社 910.268/H48

2030 三島由紀夫研究 長谷川泉 [ほか] 共編 右文書院 910.268/Mi53

2031 宮沢賢治『銀河鉄道の夜』と宇宙の旅 : 天文学者が解説する (光文社新書:1076) 谷口義明著 光文社 910.268/Mi89

2032 森鷗外 : 随想 小塩節著 青娥書房 910.268/Mo61

2033 鷗外わが青春のドイツ 金子幸代著 鷗出版 910.268/Mo61

2034 空襲にみる作家の原点 : 森内俊雄と瀬戸内寂聴 富永正志著 論創社 910.268/Mo69

2035 向田邦子の末尾文トランプ (新典社新書:80) 半沢幹一著 新典社 910.268/Mu27

2036 村上春樹謎とき事典 1 根本治久 [著] 若草書房 910.268/Mu43/1

2037 大江健三郎全小説全解説 尾崎真理子著 講談社 910.268/O18

2038 吉本隆明の「こころ」学 : 「資質」・文芸・心的現象 (PP選書 : Problem & Polemic : 課題と争点) 高岡健著 批評社 910.268/Y91

2039 国文学年次別論文集 平成26(2014)年 近代1 学術文献刊行会編集 朋文出版 910.4/9/'14-6-1

2040 国文学年次別論文集 平成26(2014)年 近代2 学術文献刊行会編集 朋文出版 910.4/9/'14-6-2

2041 国文学年次別論文集 平成26(2014)年 近代3 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'14-6-3

2042 うたの動物記 (朝日文庫:[こ42-1]) 小池光著 朝日新聞出版 911.04/Ko31
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2043 田辺聖子の万葉散歩 田辺聖子著 中央公論新社 911.12/Ma48

2044 平安中期和歌文学攷 武田早苗著 武蔵野書院 911.13/Ta59

2045 古今和歌六帖 下 (和歌文学大系:46) 室城秀之著 明治書院 911.137/Ko43/2

2046 短歌ください 双子でも片方は泣く夜もある篇 穂村弘著 メディアファクトリー 911.16/H83

2047 生まれてバンザイ 俵万智作 童話屋 911.168/Ta97

2048 俳諧の詩学 川本皓嗣著 岩波書店 911.3/Ka95

2049 與謝蕪村集 : 新装版 (新潮日本古典集成)
與謝蕪村 [著]/清水孝之
校注

新潮社 911.34/Ta87

2050 ベージュ 谷川俊太郎著 新潮社 911.56/Ta88

2051 金子みすゞの童謡を読む : 西條八十と北原白秋の受容と展開 ナーヘド・アルメリ著 港の人 911.58/Ka53

2052 童謡・わらべうたの言葉とこころ 若井勲夫著 勉誠出版 911.58/W18

2053 神々と英雄の時代 (マンガ遊訳. 日本を読もうわかる日本書紀:1)
村上ナッツ文/つだゆみ
マンガ

西日本出版社 913.2/Mu43/1

2054 源氏物語生々流転 : 論考と資料 池田和臣著 武蔵野書院 913.36/I32

2055 烏に単は似合わない (文春文庫:[あ-65-1]) 阿部智里著 文藝春秋 913.6/A12/1

2056 烏は主を選ばない (文春文庫:[あ-65-2]) 阿部智里著 文藝春秋 913.6/A12/2

2057 黄金 (きん) の烏 (文春文庫:[あ-65-3]) 阿部智里著 文藝春秋 913.6/A12/3

2058 空棺の烏 (文春文庫:[あ-65-4]) 阿部智里著 文藝春秋 913.6/A12/4

2059 玉依姫 (文春文庫:[あ-65-5]) 阿部智里著 文藝春秋 913.6/A12/5

2060 弥栄の烏 (文春文庫:[あ-65-6]) 阿部智里著 文藝春秋 913.6/A12/6

2061 烏百花 蛍の章 (文春文庫:[あ-65-7]) 阿部智里著 文藝春秋 913.6/A12/外１

2062 キャプテンサンダーボルト 新装版 (新潮文庫:11360, い-69-51) 阿部和重, 伊坂幸太郎著 新潮社 913.6/A13

2063 お探し物は図書室まで 青山美智子著 ポプラ社 913.6/A58

2064 ノーブルチルドレンの残酷 (メディアワークス文庫:0089) 綾崎隼[著]
アスキー・メディアワー
クス/角川グループパブ
リッシング(発売)

913.6/A98/1

2065 Another : 2001 綾辻行人著 KADOKAWA 913.6/A98/3

2066 pray human 崔実著 講談社 913.6/C39

2067 神話の密室 (新潮文庫:11375, ち-7-36. 天久鷹央の事件カルテ) 知念実希人著 新潮社 913.6/ChM/A-11

2068 D坂の殺人事件 (角川文庫:19651, [え11-1]) 江戸川乱歩 [著] KADOKAWA 913.6/E24

2069 影に対して : 母をめぐる物語 遠藤周作著 新潮社 913.6/E59

2070 われもまた天に 古井由吉著 新潮社 913.6/F93

2071 喪神・柳生連也斎 (P+D BOOKS) 五味康祐著 小学館 913.6/G62

2072 それまでの明日 (ハヤカワ文庫 JA:1446) 原尞著 早川書房 913.6/H32

2073 図書館は、いつも静かに騒がしい (スカイハイ文庫:SH-021) 端島凛著 三交社 913.6/H38

2074 探偵倶楽部 (角川文庫:13967) 東野圭吾 [著] 角川書店 913.6/H55

2075 犯人のいない殺人の夜 新装版 (光文社文庫:[ひ6-15]) 東野圭吾著 光文社 913.6/H55

2076 謎解き茶房で朝食を (富士見L文庫:ひ-1-3-1) 妃川螢 [著] KADOKAWA 913.6/H59

2077 きまぐれロボット 改版 (角川文庫:14094, ほ3-2) 星新一 [著] 角川書店 913.6/H92

2078 マスカレード・ナイト (集英社文庫:[ひ15-12]) 東野圭吾著 集英社 913.6/HiK3/M-3

2079 法廷遊戯 五十嵐律人著 講談社 913.6/I23

2080 アルルカンと道化師 : 半沢直樹 池井戸潤著 講談社 913.6/I33

2081 ギフト、ぼくの場合 今井恭子作 小学館 913.6/I43

2082 オー!ファーザー (新潮文庫:9586, い-69-7) 伊坂幸太郎著 新潮社 913.6/I68

2083 あるキング 完全版 (新潮文庫:い-69-8) 伊坂幸太郎著 新潮社 913.6/I68
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2084 ジャイロスコープ (新潮文庫:10264, い-69-10) 伊坂幸太郎著 新潮社 913.6/I68

2085 首折り男のための協奏曲 (新潮文庫:10628, い-69-11) 伊坂幸太郎著 新潮社 913.6/I68

2086 青春ノ帝国 石川宏千花著 あすなろ書房 913.6/I76

2087 メゾン・ド・ポリス : 退職刑事のシェアハウス (角川文庫:20739, [か59-3]) 加藤実秋 [著] KADOKAWA 913.6/Ka86/1

2088 日没 桐野夏生著 岩波書店 913.6/Ki54

2089 アリス殺し (創元推理文庫:[Mこ-5-4]) 小林泰三著 東京創元社 913.6/Ko12/[1]

2090 最良の嘘の最後のひと言 (創元推理文庫:[Mこ6-1]) 河野裕著 東京創元社 913.6/Ko78

2091 空洞のなかみ 松重豊著 毎日新聞出版 913.6/Ma87

2092 幻想小説とは何か : 三島由紀夫怪異小品集 (平凡社ライブラリー:906) 三島由紀夫著/東雅夫編 平凡社 913.6/Mi53

2093 風よあらしよ 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62

2094 夢のあとさき (集英社文庫:[む-5-20]. おいしいコーヒーのいれ方:10) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/1-10

2095 緑の午後 (集英社文庫. おいしいコーヒーのいれ方:5) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/1-5

2096 坂の途中 (集英社文庫. おいしいコーヒーのいれ方:7) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/1-7

2097 優しい秘密 (集英社文庫. おいしいコーヒーのいれ方:8) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/1-8

2098 聞きたい言葉 (集英社文庫:む5-18. おいしいコーヒーのいれ方:9) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/1-9

2099 記憶の海 (集英社文庫:[む-5-30]. おいしいコーヒーのいれ方:Second season 7) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/2-7

2100 地図のない旅 (集英社文庫:[む-5-31]. おいしいコーヒーのいれ方:Second season 8) 村山由佳著 集英社 913.6/Mu62/2-8

2101 滅びの前のシャングリラ 凪良ゆう著 中央公論新社 913.6/N26

2102 無駄花 中真大著 講談社 913.6/N35

2103 隣はシリアルキラー 中山七里著 集英社 913.6/N45

2104 窓の魚 (新潮文庫:9098, に-24-1) 西加奈子著 新潮社 913.6/N83

2105 うつくしい人 (幻冬舎文庫) 西加奈子 [著] 幻冬舎 913.6/N83

2106 とわの庭 小川糸著 新潮社 913.6/O24

2107 アウア・エイジ
岡本学著/Manabu
Okamoto

講談社 913.6/O42

2108 営繕かるかや怪異譚 (角川文庫:20973, [お72-2]) 小野不由美著 KADOKAWA 913.6/O67/1

2109 塀の中の美容室 (双葉文庫:さ-43-02) 桜井美奈著 双葉社 913.6/Sa47

2110 わたしが消える 佐野広実著 講談社 913.6/Sa66

2111 アンと愛情 坂木司著 光文社 913.6/SaT5/W-3

2112 夜明けのすべて 瀬尾まいこ著 水鈴社/文藝春秋 (発売) 913.6/Se77

2113 ヴェネツィア (新潮文庫:11356, し-12-21. 小説イタリア・ルネサンス:1) 塩野七生著 新潮社 913.6/Sh75/1

2114 この気持ちもいつか忘れる 住野よる著 新潮社 913.6/Su63

2115 真夜中のたずねびと 恒川光太郎著 新潮社 913.6/Ts77

2116 自転しながら公転する 山本文緒著 新潮社 913.6/Y31

2117 Seven stories : 星が流れた夜の車窓から 糸井重里 [ほか] 著 文藝春秋 913.68/Se96

2118 文学は実学である 荒川洋治 [著] みすず書房 914.6/A63

2119 20代で得た知見 F著 KADOKAWA 914.6/F11

2120 定年後の作法 (ちくま新書:1537) 林望著 筑摩書房 914.6/H48

2121 作家の贅沢すぎる時間 : そこで出逢った店々と人々 伊集院静著 双葉社 914.6/I29

2122 死という最後の未来 石原慎太郎, 曽野綾子著 幻冬舎 914.6/I74

2123 バイリンガル・エキサイトメント リービ英雄著 岩波書店 914.6/L57

2124 のっけから失礼します 三浦しをん著 集英社 914.6/Mi67

2125 すべて忘れてしまうから 燃え殻著 扶桑社 914.6/Mo14
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2126 炉辺の風おと 梨木香歩著 毎日新聞出版 914.6/N55

2127 父と子の絆 島田潤一郎著 アルテスパブリッシング 914.6/Sh36

2128 ミンネのかけら : ムーミン谷へとつづく道 冨原眞弓著 岩波書店 914.6/To52

2129 世間とズレちゃうのはしょうがない 養老孟司, 伊集院光著 PHP研究所 914.6/Y84

2130 共同幻想論 改訂新版, 改版 (角川文庫:22186) 吉本隆明 [著] KADOKAWA 914.6/Y91

2131 吉本隆明『マス・イメージ論』を読む 宇田亮一著 小鳥遊書房 914.6/Y91

2132 更級日記上洛の記千年 : 東国からの視座 : 武蔵野書院創業百周年記念論集 和田律子, 福家俊幸編 武蔵野書院 915.36/Su28

2133 旅のつばくろ 沢木耕太郎著 新潮社 915.6/Sa94

2134 毒親と絶縁する (集英社新書:1041E) 古谷経衡著 集英社 916/F95

2135 わたしのおうち : チャレンジドと支援スタッフの物語 伊藤暢彦著 新日本出版社 916/I91

2136 語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心 上巻
京都「被爆2世・3世の
会」編

ウインかもがわ/かもが
わ出版(発売)

916/Ky6/1

2137 仕事本 : わたしたちの緊急事態日記 左右社編集部編 左右社 916/Sa99

2138 特攻と日本軍兵士 : 大学生から「特殊兵器」搭乗員になった兄弟の証言と伝言
広岩近広, 岩井忠正, 岩
井忠熊著

毎日新聞出版 916/To33

2139 森の文学館 : 緑の記憶の物語 (ちくま文庫:[わ-13-5]) 和田博文編 筑摩書房 918.6/W12

2140 二十四節気で読みとく漢詩 古川末喜著 文学通信 921.43/F93

2141 白居易研究年報 第20号(最終号) 白居易研究会編集 勉誠出版 921.43/HaK/H-20

2142 『夷堅志』訳注 丙志 上
[洪邁編纂]/齋藤茂 [ほ
か] 訳注

汲古書院 923.5/KoM/I-3-1

2143 王維・孟浩然 (新釈漢文大系:詩人編:3)
[王維, 孟浩然], 二宮美
那子, 好川聡著

明治書院 928/1-2/3

2144 突然ノックの音が (新潮クレスト・ブックス)
エトガル・ケレット著/
母袋夏生訳

新潮社 929.733/Ke56

2145 インド神話物語ラーマーヤナ 上
デーヴァダッタ・パト
ナーヤク文・画/沖田瑞
穂監訳/上京恵訳

原書房 929.881/P27/1

2146 インド神話物語ラーマーヤナ 下
デーヴァダッタ・パト
ナーヤク文・画/沖田瑞
穂監訳/上京恵訳

原書房 929.881/P27/2

2147 いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨したか : 変容する中世騎士道物語 : ランスロット版 岡本広毅, 小宮真樹子編 みずき書林 930.2/O42

2148 ブロンテ姉妹の食生活 : 生涯、作品、社会をもとに 宇田和子著 開文社出版 930.268/B75

2149 キム (光文社古典新訳文庫:[KAキ1-2])
キプリング著/木村政則
訳

光文社 933.6/Ki49

2150 海に帰る日 (新潮クレスト・ブックス)
ジョン・バンヴィル著/
村松潔訳

新潮社 933.7/B19

2151 オズの魔法使い : ヴィジュアル注釈版 上

ライマン・フランク・
ボーム著/マイケル・パ
トリック・ハーン編/龍
和子訳

原書房 933.7/B28/1

2152 オズの魔法使い : ヴィジュアル注釈版 下

ライマン・フランク・
ボーム著/マイケル・パ
トリック・ハーン編/龍
和子訳

原書房 933.7/B28/2
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2153 ネヴァー・ゲーム
ジェフリー・ディー
ヴァー著/池田真紀子訳

文藝春秋 933.7/D51

2154 オスカー・ワオの短く凄まじい人生 (新潮クレスト・ブックス)
ジュノ・ディアス著/都
甲幸治, 久保尚美訳

新潮社 933.7/D71

2155 サブリナとコリーナ (新潮クレスト・ブックス)
カリ・ファハルド=アン
スタイン著/小竹由美子
訳

新潮社 933.7/F12

2156 いちばんここに似合う人 (新潮クレスト・ブックス)
ミランダ・ジュライ著/
岸本佐知子訳

新潮社 933.7/J93

2157 低地 (新潮クレスト・ブックス)
ジュンパ・ラヒリ著/小
川高義訳

新潮社 933.7/L13

2158 その名にちなんで (新潮クレスト・ブックス)
ジュンパ・ラヒリ著/小
川高義訳

新潮社 933.7/L13

2159 ラウィーニア (河出文庫:[ル2-5])
アーシュラ・K.ル=グ
ウィン著/谷垣暁美訳

河出書房新社 933.7/L52

2160 千年の祈り (新潮クレスト・ブックス)
イーユン・リー著/篠森
ゆりこ訳

新潮社 933.7/L75

2161 未成年 (新潮クレスト・ブックス)
イアン・マキューアン著
/村松潔訳

新潮社 933.7/Ma99

2162 タイガーズ・ワイフ (新潮クレスト・ブックス)
テア・オブレヒト著/藤
井光訳

新潮社 933.7/O14

2163 キャッチャー・イン・ザ・ライ ペーパーバック・エディション
J.D.サリンジャー [著]/
村上春樹訳

白水社 933.7/Sa53

2164 2分間ミステリ (ハヤカワ・ミステリ文庫:HM284-1)
ドナルド・J・ソボル著/
武藤崇恵訳

早川書房 933.7/So12

2165 ウォーターランド (新潮クレスト・ブックス)
グレアム・スウィフト著
/真野泰訳

新潮社 933.7/Sw7

2166 それでもあなたを「赦す」と言う : 黒人差別が引き起こした教会銃乱射事件 (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ:3-11)
ジェニファー・ベリー・
ホーズ著/仁木めぐみ訳

亜紀書房 936/H45

2167 賢者ナータン (光文社古典新訳文庫:[KAレ2-1])
レッシング著/丘沢静也
訳

光文社 942.6/L56

2168 地下 : ある逃亡
トーマス・ベルンハルト
著/今井敦訳

松籟社 943.7/B38

2169 オルガ (新潮クレスト・ブックス)
ベルンハルト・シュリン
ク著/松永美穂訳

新潮社 943.7/Sc4

2170 世界の果てのビートルズ (新潮クレスト・ブックス)
ミカエル・ニエミ著/岩
本正恵訳

新潮社 949.83/N71

2171 人間とは何か : 偏愛的フランス文学作家論 中条省平著 講談社 950.26/C63

2172 言語の七番目の機能 (海外文学セレクション)
ローラン・ビネ著/高橋
啓訳

東京創元社 953.7/B44

2173 本当の豊かさ
ジャン・ジオノ著/山本
省訳

彩流社 954.7/G47

2174 忘却についての一般論 (ExLibris)
ジョゼ・エドゥアルド・
アグアルーザ著/木下眞
穂訳

白水社 969.3/A19
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2175 風の丘 (新潮クレスト・ブックス)
カルミネ・アバーテ著/
関口英子訳

新潮社 973/A11

2176 現代の英雄 (光文社古典新訳文庫:[KAレ1-1])
レールモントフ著/高橋
知之訳

光文社 983.6/L56

2177 アコーディオン弾きの息子 (新潮クレスト・ブックス)
ベルナルド・アチャガ著
/金子奈美訳

新潮社 993.53/A95

2178 高校生からはじめる「現代英語」 : NHKラジオ 2020-11
NHKサービスセンター
/NHK出版 (発売)

CD375.89/N69/'20
-11

2179 高校生からはじめる「現代英語」 : NHKラジオ 2020-9
NHKサービスセンター
/NHK出版 (発売)

CD375.89/N69/'20
-9

2180 実践ビジネス英語 2020-11 (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
-11

2181 実践ビジネス英語 2020-9 (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
-9

2182 学 (まな) ぼう!にほんご 初級1 聴解CD (初級から上級までの一貫シリーズ:v. 1-6)
日本語教育教材開発委員
会編著

専門教育出版 CD810.78/N71/1-2

2183 学 (まな) ぼう!にほんご 中級 聴解CD (初級から上級までの一貫シリーズ:v. 1-6)
日本語教育教材開発委員
会編著

専門教育出版 CD810.78/N71/4-2

2184 ラジオ英会話 : ハートでつかめ!英語の極意 2020-10 (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/'20-10

2185 ラジオ英会話 : ハートでつかめ!英語の極意 2020-11 (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/'20-11

2186 ラジオ英会話 : ハートでつかめ!英語の極意 2020-9 (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/'20-9

2187 英会話タイムトライアル 2020-11 (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-
11

2188 遠山顕の英会話楽習 2020-11 (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-
11

2189 英会話タイムトライアル 2020-9 (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-
9

2190 遠山顕の英会話楽習 2020-9 (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-
9

2191 児童養護施設における施設実習 第1巻 (V-toneビデオライブラリー)
[新宿スタジオ制作・著
作]

新宿スタジオ [制作] DV369.43/Sh63/1

2192 児童養護施設における施設実習 第2巻 (V-toneビデオライブラリー)
[新宿スタジオ制作・著
作]

新宿スタジオ [制作] DV369.43/Sh63/2

2193 認定こども園・保育園 (V-toneビデオライブラリー. さまざまな保育の職場(保育教諭) : 男性保育者の仕事を通じて:第1巻) 新宿スタジオ DV376.14/W27/1

2194 幼稚園・児童福祉施設 (V-toneビデオライブラリー. さまざまな保育の職場(保育教諭) : 男性保育者の仕事を通じて:第2巻) 新宿スタジオ DV376.14/W27/2

2195 育ちあう保育 : 子ども・親・保育者 (ある認定こども園の挑戦:2) 岩波映像制作著作 岩波映像 (販売) DV376/I95/2

2196 『育てにくさ』を理解する : 4つの要因(24事例)からアプローチ アローウィン DV599/A79
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2197 やまねずみのひっこし (こどものとも年少版:524号) 島津よしのり作 福音館書店 E//20

2198 イワンカとマリイカ : ブルガリアの昔話 (こどものとも:776号)
八百板洋子再話/大畑い
くの絵

福音館書店 E//20

2199 かもつれっしゃがゆく (かがくのとも:620号) みねおみつさく 福音館書店 E//20

2200 つくってあそぼうくつしたにんぎょうげき (かがくのとも:621号) 林由未さく 福音館書店 E//20

2201 ようようしょうてんがい (こどものとも:777号) 環ROYぶん/古郡加奈子え 福音館書店 E//20

2202 まだかなまだかな (こどものとも年少版:525号)
オスターグレン晴子文/
エヴァ・エリクソン絵

福音館書店 E//20

2203 ながーくなった (こどものとも年少版:526号) きむらよしおさく 福音館書店 E//21

2204 とりになりたかったこぐまのはなし (こどものとも:778号)
アデール・ド・レェーエ
フ作/中尾幸訳/アヤ井ア
キコ絵

福音館書店 E//21

2205 ななくさつんで : ななくさがゆをつくろう (かがくのとも:622号)
かわしまようこぶん/辻
川奈美え

福音館書店 E//21

2206 ねぐせのしくみ ヨシタケシンスケ作 ブロンズ新社 E/19

2207 つかまえた 田島征三 [作] 偕成社 E/29

2208 セント・キルダの子
ベス・ウォーターズ文・
絵/原田勝訳

岩波書店 E/31

2209 おおきなかぶ : ロシア民話 (こどものとも劇場)
A.トルストイ再話/内田
莉莎子訳/佐藤忠良画

福音館書店 E/36

2210 ぴょーん (ポプラ社のよみきかせ大型絵本) まつおかたつひで作・絵 ポプラ社 E/37

2211 おふとんかけたら (かがくいひろしの大型絵本:5) かがくいひろしさく ブロンズ新社 E/39

2212 だるまさんが (かがくいひろしの大型絵本:1) かがくいひろしさく ブロンズ新社 E/39

2213 もりのおふろ (こどものとも年少版劇場) 西村敏雄さく 福音館書店 E/40

2214 はらぺこあおむし (ビッグブック)
エリック=カールさく/も
りひさしやく

偕成社 E/42

2215 へんしんトンネル (読みきかせ大型絵本) あきやまただし作・絵 金の星社 E/50

2216 おべんとうバス (大きな大きな絵本:25) 真珠まりこ作・絵 チャイルド本社 E/50

2217 ぞうくんのさんぽ (こどものとも劇場)
なかのひろたかさく・え
/なかのまさたかレタリ
ング

福音館書店 E/50

2218 とんとんとん (読みきかせ大型絵本) あきやまただし作・絵 金の星社 E/50

2219 れいぞうこ (ビッグブック. あけて・あけてえほん) 新井洋行作・絵 偕成社 E/56

2220 基本編 (やさしくわかるデジタル時代の情報モラル:1) 松下孝太郎, 山本光著 技術評論社 K007/Ma88/1

2221 スマホ編 (やさしくわかるデジタル時代の情報モラル:2) 松下孝太郎, 山本光著 技術評論社 K007/Ma88/2

2222 インターネット・メール・セキュリティ編 (やさしくわかるデジタル時代の情報モラル:3) 松下孝太郎, 山本光著 技術評論社 K007/Ma88/3

2223 SNS編 (やさしくわかるデジタル時代の情報モラル:4) 松下孝太郎, 山本光著 技術評論社 K007/Ma88/4

2224 動画・ゲーム・ショッピング編 (やさしくわかるデジタル時代の情報モラル:5) 松下孝太郎, 山本光著 技術評論社 K007/Ma88/5

2225 本が好きになる (学校では教えてくれない大切なこと:22)
さやましょうこマンガ・
イラスト

[旺文社] K019/Sa99

2226 自信の育て方 (学校では教えてくれない大切なこと:14) 藤美沖マンガ・イラスト [旺文社] K159/F61
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2227 カッコよくなりたい (学校では教えてくれない大切なこと:5)
はかまた02マンガ・イラ
スト

[旺文社] K159/H17

2228 戦国大名の争い : 戦国時代 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:10) 石垣ゆうき漫画 講談社 K210/N71/10

2229 天下一統 : 安土桃山時代 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:11) 山本航暉漫画 講談社 K210/N71/11

2230 江戸幕府 : 江戸時代前期 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:12) 沢田ひろふみ漫画 講談社 K210/N71/12

2231 江戸の町人文化 : 江戸時代中期 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:13) 能田達規漫画 講談社 K210/N71/13

2232 開国と倒幕 : 江戸時代後期 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:14) いわや晃漫画 講談社 K210/N71/14

2233 明治維新 : 明治時代前期 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:15) 山下てつお漫画 講談社 K210/N71/15

2234 列強をめざして : 明治時代後期 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:16) 山下てつお漫画 講談社 K210/N71/16

2235 大正デモクラシー : 大正時代 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:17) 西山優里子漫画 講談社 K210/N71/17

2236 アジア・太平洋戦争 : 昭和時代前期 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:18) 三枝義浩漫画 講談社 K210/N71/18

2237 復興と高度成長 : 昭和時代中期 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:19) 三枝義浩漫画 講談社 K210/N71/19

2238 律令国家への道 : 飛鳥時代 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:2) 井上正治漫画 講談社 K210/N71/2

2239 昭和・平成・令和 : 昭和後期〜令和時代 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:20) 西山優里子漫画 講談社 K210/N71/20

2240 仏教の時代 : 奈良時代 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:3) 井上正治漫画 講談社 K210/N71/3

2241 平安京遷都 : 平安時代前期 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:4) 井上正治漫画 講談社 K210/N71/4

2242 貴族の栄華 : 平安時代中期 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:5) 池沢理美漫画 講談社 K210/N71/5

2243 源平の争乱 : 平安後期〜鎌倉時代初期 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:6) 神宮寺一漫画 講談社 K210/N71/6

2244 モンゴル軍の来襲 : 鎌倉時代 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:7) 神宮寺一漫画 講談社 K210/N71/7

2245 ふたつの朝廷 : 南北朝時代 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:8) 咲香里漫画 講談社 K210/N71/8

2246 応仁の乱 : 室町時代 (日本の歴史 : 講談社学習まんが:9) 飛鳥あると漫画 講談社 K210/N71/9

2247 お金のこと (学校では教えてくれない大切なこと:3) 関和之マンガ・イラスト [旺文社] K330/Se31

2248 気持ちの伝え方 (学校では教えてくれない大切なこと:6. 友だち関係) 藤美沖マンガ・イラスト [旺文社] K361/F61

2249 考え方のちがい (学校では教えてくれない大切なこと:11. 友だち関係) 藤美沖マンガ・イラスト [旺文社] K361/F61

2250 日本のこと : 伝統・文化・風習 (学校では教えてくれない大切なこと:28)
森崎達也マンガ・イラス
ト

[旺文社] K361/Mo63

2251 身近な危険 : 防災と防犯 (学校では教えてくれない大切なこと:10)
オオタヤスシマンガ・イ
ラスト

[旺文社] K369/O84

2252 勉強が好きになる (学校では教えてくれない大切なこと:13)
入江久絵マンガ・イラス
ト

[旺文社] K379/I64

2253 おばあちゃんの小さかったとき
おちとよこ文/ながたは
るみ絵

福音館書店 K384/O15

2254 ルールとマナー (学校では教えてくれない大切なこと:9) 関和之マンガ・イラスト [旺文社] K385/Se31

2255 けものたちのないしょ話 : 中国民話選 新版 (岩波少年文庫:096) 君島久子編訳 岩波書店 K388/Ki33

2256 宇宙 新版 (小学館の図鑑NEO:9)
大内正己 [ほか] 指導・
執筆

小学館 K403.8/Sho/S-9

2257 数字に強くなる (学校では教えてくれない大切なこと:15) 関和之マンガ・イラスト [旺文社] K410/Se31

2258 からだと心 (学校では教えてくれない大切なこと:18)
松本麻希マンガ・イラス
ト

[旺文社] K498/Ma81

2259 楽しくお手伝い (学校では教えてくれない大切なこと:19)
松本麻希マンガ・イラス
ト

[旺文社] K590/Ma81
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2260 ステキになりたい (学校では教えてくれない大切なこと:4)
オオノマサフミマンガ・
イラスト

[旺文社] K595/O67

2261 物の流れ (学校では教えてくれない大切なこと:7) 関和之マンガ・イラスト [旺文社] K675/Se31

2262 ネットのルール (学校では教えてくれない大切なこと:12) 関和之マンガ・イラスト [旺文社] K694/Se31

2263 文章がうまくなる (学校では教えてくれない大切なこと:23) 関和之マンガ・イラスト 旺文社 K816/Se31

2264 サンドイッチクラブ 長江優子作 岩波書店 K913/N13

2265 ルドルフとノラねこブッチー (児童文学創作シリーズ. ルドルフとイッパイアッテナ:5) 斉藤洋作/杉浦範茂絵 講談社 K913/SaH/R-5

2266 インド神話 (岩波少年文庫:253) 沖田瑞穂編訳 岩波書店 K929/O52

2267 アンチ (Stamp books)
ヨナタン・ヤヴィン作/
鴨志田聡子訳

岩波書店 K929/Y67

2268 サイモンvs人類平等化計画 (Stamp books)
ベッキー・アルバータリ
作/三辺律子訳

岩波書店 K933/A41

2269 どこまでも亀 (Stamp books)
ジョン・グリーン作/金
原瑞人訳

岩波書店 K933/G82

2270 ウィル・グレイソン、ウィル・グレイソン (Stamp books)
ジョン・グリーン, デイ
ヴィッド・レヴィサン作
/金原瑞人, 井上里訳

岩波書店 K933/G82

2271 アラスカを追いかけて (Stamp books)
ジョン・グリーン作/金
原瑞人訳

岩波書店 K933/G82

2272 ペーパータウン (Stamp books)
ジョン・グリーン作/金
原瑞人訳

岩波書店 K933/G82

2273 バイバイ、サマータイム (Stamp books)
エドワード・ホーガン作
/安達まみ訳

岩波書店 K933/H81

2274 クローディアの秘密 新版 (岩波少年文庫:050)
E.L.カニグズバーグ作/
松永ふみ子訳

岩波書店 K933/Ko75

2275 アリブランディを探して (Stamp books)
メリーナ・マーケッタ作
/神戸万知訳

岩波書店 K933/Ma51

2276 ぼくだけのぶちまけ日記 (Stamp books)
スーザン・ニールセン作
/長友恵子訳

岩波書店 K933/N71

2277 空とぶベッドと魔法のほうき (岩波少年文庫:076)
メアリー・ノートン作/
猪熊葉子訳

岩波書店 K933/N96

2278 真夜中のパーティー (岩波少年文庫:042)
フィリパ・ピアス作/猪
熊葉子訳

岩波書店 K933/P31

2279 お話を運んだ馬 新版 (岩波少年文庫:043)
I.B.シンガー作/工藤幸
雄訳

岩波書店 K933/Si8

2280 マルセロ・イン・ザ・リアルワールド (Stamp books)
フランシスコ・X・ス
トーク作/千葉茂樹訳

岩波書店 K933/St7

2281 ホビットの冒険 新版 上 (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/To47/1

2282 農場にくらして (岩波少年文庫:511)
アリソン・アトリー作/
上條由美子, 松野正子訳

岩波書店 K933/U96
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2283 ペーパーボーイ (Stamp books)
ヴィンス・ヴォーター作
/原田勝訳

岩波書店 K933/V49/1

2284 コピーボーイ (Stamp books)
ヴィンス・ヴォーター作
/原田勝訳

岩波書店 K933/V49/2

2285 わたしはイザベル (Stamp books)
エイミー・ウィッティン
グ作/井上里訳

岩波書店 K933/W79

2286 ベルリン1933 : 壁を背にして 上 (岩波少年文庫:623-624)
クラウス・コルドン作/
酒寄進一訳

岩波書店 K943.7/Ko79/2-1

2287 ベルリン1933 : 壁を背にして 下 (岩波少年文庫:623-624)
クラウス・コルドン作/
酒寄進一訳

岩波書店 K943.7/Ko79/2-2

2288 ベルリン1945 : はじめての春 上 (岩波少年文庫:625-626)
クラウス・コルドン作/
酒寄進一訳

岩波書店 K943.7/Ko79/3-1

2289 ベルリン1945 : はじめての春 下 (岩波少年文庫:625-626)
クラウス・コルドン作/
酒寄進一訳

岩波書店 K943.7/Ko79/3-2

2290 あのころはフリードリヒがいた 新版 (岩波少年文庫:520)
ハンス・ペーター・リヒ
ター作/上田真而子訳

岩波書店 K943/R35

2291 飛び込み台の女王 (Stamp books)
マルティナ・ヴィルト
ナー作/森川弘子訳

岩波書店 K943/W73

2292 わたしは倒れて血を流す (Stamp books)
イェニー・ヤーゲルフェ
ルト作/ヘレンハルメ美
穂訳

岩波書店 K949/J14

2293 15の夏を抱きしめて (Stamp books)
ヤン・デ・レーウ作/西
村由美訳

岩波書店 K949/L51

2294 コミック密売人 (Stamp books)
ピエルドメニコ・バッカ
ラリオ作/杉本あり訳

岩波書店 K973/B13

2295 ぼくたちは幽霊じゃない (Stamp books)
ファブリツィオ・ガッ
ティ作/関口英子訳

岩波書店 K973/G26

2296 紙の心 (Stamp books)
エリーザ・プリチェッ
リ・グエッラ作/長野徹
訳

岩波書店 K973/P97

2297 聖 (セイント) おにいさん 18 (モーニングKC:1662, 1720, 1784, 1842, 1906, 1962, 2026, 2168, 2232, 2334, 2434, 2532, 2654, 2773) 中村光著 講談社 M165/N37/18

2298 カピラヴァストウ (ブッダ:第1巻) 手塚治虫著 潮出版社 M182/Te95/1

2299 ハコヅメ : 交番女子の逆襲 14 (モーニングKC) 泰三子著 講談社 M317.7/Y65/14

2300 ハコヅメ : 交番女子の逆襲 15 (モーニングKC) 泰三子著 講談社 M317.7/Y65/15

2301 塀の中の美容室 : The Depth of the Sky (BIG COMICS SPECIAL)
小日向まるこ著/桜井美
奈原作

小学館 M326.52/Ko27

2302 ゲイ風俗のもちぎさん : セクシュアリティは人生だ。 3 もちぎ著 KADOKAWA M367.97/Mo12/3

2303 ゴールデンカムイ 23 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/23

2304 廻る縁 (ジャンプ・コミックス. 鬼滅の刃:22) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/22

2305 幾星霜を煌めく命 (ジャンプコミックス) 集英社 M387/G72/23

2306 鬼滅の刃外伝 (ジャンプコミックス)
平野稜二著/吾峠呼世晴
著

集英社 M387/G72/外

2307 鬼滅の刃公式ファンブック鬼殺隊見聞録 (ジャンプコミックス) 吾峠呼世晴著 集英社 M387/G72/別
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2308 手塚治虫の理科教室 手塚治虫著/福江純解説 いそっぷ社 M404/Te95

2309 だらしない夫じゃなくて依存症でした
三森みさ著/松本俊彦ほ
か監修

時事通信出版局/時事通
信社 (発売)

M493.156/Mi33

2310 アンサングシンデレラ : 病院薬剤師葵みどり 1 (ゼノンコミックス)
荒井ママレ著/富野浩充
医療原案

ノース・スターズ・ピク
チャーズ/徳間書店 (発
売)

M499/A62/1

2311 アンサングシンデレラ : 病院薬剤師葵みどり 2 (ゼノンコミックス)
荒井ママレ著/富野浩充
医療原案

ノース・スターズ・ピク
チャーズ/徳間書店 (発
売)

M499/A62/2

2312 アンサングシンデレラ : 病院薬剤師葵みどり 3 (ゼノンコミックス)
荒井ママレ著/富野浩充
医療原案

ノース・スターズ・ピク
チャーズ/徳間書店 (発
売)

M499/A62/3

2313 アンサングシンデレラ : 病院薬剤師葵みどり 4 (ゼノンコミックス)
荒井ママレ著/富野浩充
医療原案

ノース・スターズ・ピク
チャーズ/徳間書店 (発
売)

M499/A62/4

2314 アンサングシンデレラ : 病院薬剤師葵みどり 5 (ゼノンコミックス)
荒井ママレ著/富野浩充
医療原案

ノース・スターズ・ピク
チャーズ/徳間書店 (発
売)

M499/A62/5

2315 広告会社、男子寮のおかずくん 5 (クロフネcomics) オトクニ著 リブレ M596.3/O86/5

2316 ブルーピリオド 1 (アフタヌーンKC) 山口つばさ著 講談社 M720.1/Y24/1

2317 ブルーピリオド 2 (アフタヌーンKC) 山口つばさ著 講談社 M720.1/Y24/2

2318 ブルーピリオド 3 (アフタヌーンKC) 山口つばさ著 講談社 M720.1/Y24/3

2319 ブルーピリオド 4 (アフタヌーンKC) 山口つばさ著 講談社 M720.1/Y24/4

2320 ブルーピリオド 5 (アフタヌーンKC) 山口つばさ著 講談社 M720.1/Y24/5

2321 ブルーピリオド 6 (アフタヌーンKC) 山口つばさ著 講談社 M720.1/Y24/6

2322 ブルーピリオド 7 (アフタヌーンKC) 山口つばさ著 講談社 M720.1/Y24/7

2323 丁寧な暮らしをする餓鬼 塵芥居士著 KADOKAWA M726.1/C47

2324 ムーミン・コミックス : 英語対訳

トーベ・ヤンソン著/ラ
ルス・ヤンソン著/冨原
眞弓訳・注/安達まみ
訳・注

筑摩書房 M726.1/J23

2325 孤独のグルメ 文庫版 1 (扶桑社文庫:く30-2)
久住昌之原作/谷口ジ
ロー作画

扶桑社 M726.1/Ku92/1

2326 スヌーピー1969〜1970 (完全版ピーナッツ全集:10)
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/Sc8/10

2327 スヌーピー1991〜1992 (完全版ピーナッツ全集:21)
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/Sc8/21

2328 スヌーピー1993〜1994 (完全版ピーナッツ全集:22)
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/Sc8/22

2329 スヌーピー1995〜1996 (完全版ピーナッツ全集:23)
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/Sc8/23

2330 スヌーピー1997〜1998 (完全版ピーナッツ全集:24) 河出書房新社 M837.5/Sc8/24

2331 スヌーピー1999〜2000 (完全版ピーナッツ全集:25) 河出書房新社 M837.5/Sc8/25

2332 スヌーピー1967〜1968 (完全版ピーナッツ全集:9)
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/Sc8/9

2333 スヌーピー1950〜2000 (完全版ピーナッツ全集:別巻) 河出書房新社 M837.5/Sc8/別

80



2020年10月～12月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

2334 イラッとさせない話し方 (日経ビジネス人文庫:978, [か19-1]) 梶原しげる著
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/か19/1

2335 ダークサイド・スキル : 本当に戦えるリーダーになる7つの裏技 (日経ビジネス人文庫:991, [き8-1]) 木村尚敬著
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/き8/1

2336 西田幾多郎講演集 (岩波文庫:青(33)-124-9)
[西田幾多郎講演]/田中
裕編

岩波書店 イ121.63/Ta84

2337 シンボルの哲学 : 理性、祭礼、芸術のシンボル試論 (岩波文庫:青N(38)-602-1)
S.K.ランガー著/塚本明
子訳

岩波書店 イ133.9/L25

2338 全体性と無限 上 (岩波文庫:青(33)-691-1-2)
レヴィナス著/熊野純彦
訳

岩波書店 イ135.5/L57/1

2339 全体性と無限 下 (岩波文庫:青(33)-691-1-2)
レヴィナス著/熊野純彦
訳

岩波書店 イ135.5/L57/2

2340 精神分析の四基本概念 上 (岩波文庫:青N(38)-603-1)

ジャック・ラカン [著]/
ジャック=アラン・ミ
レール編/小出浩之 [ほ
か] 訳

岩波書店 イ146.1/L12/1

2341 精神分析の四基本概念 下 (岩波文庫:青N(38)-603-2)

ジャック・ラカン [著]/
ジャック=アラン・ミ
レール編/小出浩之 [ほ
か] 訳

岩波書店 イ146.1/L12/2

2342 神秘主義 : キリスト教と仏教 (岩波文庫:青(33)-323-6)
鈴木大拙著/坂東性純,
清水守拙訳

岩波書店 イ165/Su96

2343 大衆の反逆 (岩波文庫:白(34)-231-1)
オルテガ・イ・ガセット
著/佐々木孝訳

岩波書店 イ230/O71

2344 ルイ十四世の世紀 1 (岩波文庫:赤(32)-518-3〜6,青-280,5946-5948,赤(32)-518-3,4,5,6)
ヴォルテール著/丸山熊
雄訳

岩波書店 イ235.05/V88/1

2345 ルイ十四世の世紀 2 (岩波文庫:赤(32)-518-3〜6,青-280,5946-5948,赤(32)-518-3,4,5,6)
ヴォルテール著/丸山熊
雄訳

岩波書店 イ235.05/V88/2

2346 ルイ十四世の世紀 3 (岩波文庫:赤(32)-518-3〜6,青-280,5946-5948,赤(32)-518-3,4,5,6)
ヴォルテール著/丸山熊
雄訳

岩波書店 イ235.05/V88/3

2347 ルイ十四世の世紀 4 (岩波文庫:赤(32)-518-3〜6,青-280,5946-5948,赤(32)-518-3,4,5,6)
ヴォルテール著/丸山熊
雄訳

岩波書店 イ235.05/V88/4

2348 職業としての政治 改版 (岩波文庫:白(34)-209-7)
マックス・ヴェーバー著
/脇圭平訳

岩波書店 イ310.4/W51

2349 梁啓超文集 (岩波文庫:青(33)-234-1)
[梁啓超著]/岡本隆司,
石川禎浩, 高嶋航編訳

岩波書店 イ311.222/R97

2350 音楽ノート (岩波文庫:青-276, 5871, 青(33)-501-2, 33-811-1)
ベートーヴェン著/小松
雄一郎訳編

岩波書店 イ762.34/B32

2351 次郎物語 3 (岩波文庫:緑(31)-225-3) 下村湖人作 岩波書店 イ913.6/Sh53/3

2352 次郎物語 4 (岩波文庫:緑(31)-225-4) 下村湖人作 岩波書店 イ913.6/Sh53/4

2353 詩人・菅原道真 : うつしの美学 (岩波文庫:緑(31)-202-4) 大岡信著 岩波書店 イ919.3/Su28

2354 真夜中の子供たち 下 (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/R88/2

2355 暴力批判論 : 他十篇 (岩波文庫:32-463-1. ベンヤミンの仕事:1)
ヴァルター・ベンヤミン
著/野村修編訳

岩波書店 イ944/B35/1
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2356 ケブラ・ナガスト : 聖櫃の将来とエチオピアの栄光 (東洋文庫:904) 蔀勇造訳注 平凡社 ト929.783/Sh92

2357 21世紀の新しい職業図鑑 : 未来の職業ガイド 武井一巳著 秀和システム 就職/資格

2358 国際公務員になるには (なるにはBooks:83) 横山和子著 ぺりかん社 就職/資格

2359 高校やさしくわかりやすい数学2+B (シグマベスト) 堀部和経著 文英堂 就職/資格

2360 高校やさしくわかりやすい数学1+A (シグマベスト) 堀部和経著 文英堂 就職/資格

2361 高校やさしくわかりやすい問題集数学2+B (シグマベスト) 松田親典著 文英堂 就職/資格

2362 高校やさしくわかりやすい問題集数学1+A (シグマベスト) 松田親典著 文英堂 就職/資格

2363 自衛官になるには (なるにはBooks:114) 岡田真理著 ぺりかん社 就職/資格

2364 青年海外協力隊員になるには (なるにはBooks:51) 益田美樹著 ぺりかん社 就職/資格

2365 裁判官になるには (なるにはBooks:132)
飯島一孝著/最高裁判所
協力

ぺりかん社 就職/資格

2366 総則 物権 担保物権 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ6民法 : 地方上級/国家総合職・一般職・専門職. 1) 実務教育出版 就職/資格/['20]

2367 債権総論・各論 家族法 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ6民法 : 地方上級/国家総合職・一般職・専門職:2) 実務教育出版 就職/資格/['20]

2368 郷原豊茂の民法1総則・物権編新まるごと講義生中継 : 公務員試験 第2版 (まるごと講義生中継シリーズ) 郷原豊茂著 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['20]

2369 最新食品業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 第5版 (How-nual図解入門. 業界研究) 中村恵二著 秀和システム 就職/資格/['20]

2370 公務員試験一問一答で論点総チェック憲法 : 大卒 山本誠著 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['20]

2371 自治体法務検定問題集 : 基本法務・政策法務 平成24年度版 自治体法務検定委員会編 第一法規 就職/資格/'12

2372 自治体法務検定問題集 : 基本法務・政策法務 平成25年度版 自治体法務検定委員会編 第一法規 就職/資格/'13

2373 自治体法務検定問題集 : 基本法務・政策法務 平成26年度版 自治体法務検定委員会編 第一法規 就職/資格/'14

2374 自治体法務検定問題集 : 自治検基本法務・政策法務 平成27年度版 自治体法務検定委員会編 第一法規 就職/資格/'15

2375 自治体法務検定問題集 : 基本法務・政策法務 平成28年度版 自治体法務検定委員会編 第一法規 就職/資格/'16

2376 自治体法務検定問題集 : 基本法務・政策法務 平成29年度版 自治体法務検定委員会編 第一法規 就職/資格/'17

2377 自治体法務検定問題集 : 基本法務・政策法務 平成30年度版 自治体法務検定委員会編 第一法規 就職/資格/'18

2378 自治体法務検定問題集 : 基本法務・政策法務 2019年度版 自治体法務検定委員会編 第一法規 就職/資格/'19

2379 CSR企業白書 2020 (東洋経済臨時増刊. Data bank series:12) 東洋経済新報社 就職/資格/'20

2380 ニュースがわかる基礎用語 : 就活ビジネス 2020-2021年版 清水書院編集部編 清水書院
就職/資格/'20-
'21

2381 国立大学法人等職員採用試験攻略ブック 3年度 (受験ジャーナル別冊) 実務教育出版 就職/資格/'21

2382 大卒程度公務員面接対策ハンドブック : 公務員面接の徹底準備と必ず聞かれる64のQ&A 2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'21

2383 成功する!公務員の面接採用試験 : 何をきかれ、どこをみられるか? '22年版 成美堂出版編集部編著 成美堂出版 就職/資格/'22
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