
№ 書名 著者名 出版者 請求記号

1 出口版学問のすすめ : 「考える変人」が日本を救う! 出口治明著 小学館 002/D53

2 パンデミック下の書店と教室 : 考える場所のために 小笠原博毅, 福嶋聡著 新泉社 002/O22

3 AIリテラシーの教科書 浅岡伴夫, 松田雄馬, 中松正樹著 東京電機大学出版局 007.13/A25

4 AI大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) 松尾豊監修 ニュートンプレス 007.13/Ma86

5 ゼロからわかる人工知能 : 新しい働き方をむかえた人間がAIとつくる社会とは? 増補第2版 仕事編 (ニュートン別冊) (Newtonムック) ニュートンプレス 007.13/N99

6 21世紀最強の職業Web系エンジニアになろう : AI/DX時代を生き抜くためのキャリアガイドブック 勝又健太著 実業之日本社 007.35/Ka88

7 オンライン・セミナーのうまいやりかた 高橋龍征 [著] クロスメディア・パブリッシング/インプレス (発売) 007.35/Ta33

8 GAFA見るだけノート : 4大メガテックの儲けのしくみが2時間でわかる! 田中道昭監修 宝島社 007.35/Ta84

9 できるZoom (ズーム) ビデオ会議が使いこなせる本 法林岳之, 清水理史, できるシリーズ編集部著 インプレス 007.353/D54

10 ホワイトハッカー入門 : 国際資格CEH取得を目指せ! 阿部ひろき著 インプレス 007.375/A13

11 基礎からわかる情報リテラシー : コンピューター・インターネットと付き合う基礎知識 改訂第4版 奥村晴彦, 森本尚之著 技術評論社 007.6/O55

12 今日から使える!データサイエンスがよくわかる本 (図解ポケット) 今西航平, 西沢衛, 酒井健三郎著 秀和システム 007.609/Ky4

13 Kaggleデータ分析入門 : Pythonで動かして学ぶ! (AI & technology) 篠田裕之著 翔泳社 007.609/Sh66

14 学生・研究者のための使える!PowerPointスライドデザイン : 伝わるプレゼン1つの原理と3つの技術 宮野公樹著 化学同人 007.63/Mi79

15 Word&Excel完全ガイド : 基本操作+疑問・困った解決+便利ワザ : 2019/2016/2013/Microsoft 365対応 (一冊に凝縮) 国本温子著 SBクリエイティブ 007.6384/Ku45

16 Word & Excel 2019 (30時間アカデミック) 杉本くみ子, 大澤栄子著 実教出版 007.6384/Su38

17 Outlook (アウトルック) プロ技BESTセレクション : 2019/2016/2013/365対応版 (今すぐ使えるかんたんEx) AYURA著 技術評論社 007.639/A98

18 できるOutlook (アウトルック) パーフェクトブック困った!&便利ワザ大全 : 2019/2016/2013&Microsoft 365対応 三沢友治, できるシリーズ編集部著 インプレス 007.639/Mi51

19 プログラミング英語教本 : プログラミング英語検定公式テキスト 西野竜太郎著 グローバリゼーションデザイン研究所 007.64/N85

20 情報学基礎 和泉順子 [ほか] 共著 培風館 007/J66

21 戦国の図書館 新藤透著 東京堂出版 010.21/Sh62

22 図書館・読書・出版 (統計図表レファレンス事典) 日外アソシエーツ編集 日外アソシエーツ 010.31/N71

23 図書館の基本を求めて : 『風』『談論風発』2017～2019より 10 田井郁久雄著 大学教育出版 010.4/TaK/T-10

24 本との出会いを届けます (ライブラリーぶっくす. 司書のお仕事:2) 大橋崇行著 勉誠出版 013.1/O28/2

25 図書館の新型コロナ対策ガイド 吉井潤著 青弓社 013/Y88

26 苦学と立身と図書館 : パブリック・ライブラリーと近代日本 伊東達也著 青弓社 016.21/I91

27 課題解決のための専門図書館ガイドブック 専門図書館協議会私立図書館小委員会編 読書工房 018/Se69

28 読書の歴史を問う : 書物と読者の近代 改訂増補版 和田敦彦 [著] 文学通信 019.021/W12

29 子どもを読書好きにするために親ができること 白坂洋一著 小学館 019.2/Sh85

30 世界で読み継がれる子どもの本100 コリン・ソルター著/金原瑞人, 安納令奈訳 原書房 019.5/Sa56

31 子育てを元気にする絵本 : ママ・パパ・保育者へ。 大豆生田啓友著 エイデル研究所 019.53/O61

32 言葉である。人間である。 : 読書術極意 藤沢周著 言視舎 019.9/F66

33 ヒトの探究は科学のQ 長谷川眞理子著 青土社 019.9/H36

34 鎌田實の人生図書館 : あなたを変える本と映画と絵本たち400 鎌田實著 マガジンハウス 019.9/Ka31

35 物語の函 (角川文庫:22304. 千夜千冊エディション/世界名作選:1) 松岡正剛 [著] KADOKAWA 019.9/Ma86/1

36 方法文学 (角川文庫:22393. 千夜千冊エディション/世界名作選:2) 松岡正剛 [著] KADOKAWA 019.9/Ma86/2

37 洋書ラビリンスへようこそ : 巨匠の珠玉の作品も未来の古典も! 宮脇孝雄著 アルク 019.9/Mi87

38 暗がりで本を読む 徳永圭子著 本の雑誌社 019.9/To41

39 読書と人生 (角川文庫:22394) 寺田寅彦 [著] KADOKAWA 019/Te43

40 「本をつくる」という仕事 (ちくま文庫:[い-100-1]) 稲泉連著 筑摩書房 022/I52
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41 日本の小さな本屋さん 続 和氣正幸著 エクスナレッジ 024.1/W31/2

42 ギネス世界記録 2021 クレイグ・グレンディ編/岡本晃一 [ほか] 日本語版編集・制作/大木哲 [ほか] 訳 角川アスキー総合研究所/KADOKAWA (発売) 031.5/GiS/'21

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

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

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

46 新しい世界 : 世界の賢人16人が語る未来 (講談社現代新書:2601) クーリエ・ジャポン編 講談社 081/16/2601

47 ファクトで読む米中新冷戦とアフター・コロナ (講談社現代新書:2602) 近藤大介著 講談社 081/16/2602

48 晩年のカント (講談社現代新書:2603) 中島義道著 講談社 081/16/2603

49 教育は変えられる (講談社現代新書:2604) 山口裕也著 講談社 081/16/2604

50 フランクリン・ローズヴェルト : 大恐慌と大戦に挑んだ指導者 (中公新書:2626) 佐藤千登勢著 中央公論新社 081/17/2626

51 戦後民主主義 : 現代日本を創った思想と文化 (中公新書:2627) 山本昭宏著 中央公論新社 081/17/2627

52 英文法再入門 : 10のハードルの飛び越え方 (中公新書:2628) 澤井康佑著 中央公論新社 081/17/2628

53 ロヒンギャ危機 : 「民族浄化」の真相 (中公新書:2629) 中西嘉宏著 中央公論新社 081/17/2629

54 現代音楽史 : 闘争しつづける芸術のゆくえ (中公新書:2630) 沼野雄司著 中央公論新社 081/17/2630

55 軍国日本の興亡 : 日清戦争から日中戦争へ (中公文庫:い65-2) 猪木正道著 中央公論新社 081/18/ い65-2

56 利休の死 : 戦国時代小説集 (中公文庫:い37-7) 井上靖著 中央公論新社 081/18/い37-7

57 江戸落語事始たらふくつるてん (中公文庫:お82-4) 奥山景布子著 中央公論新社 081/18/お82-4

58 生死の狭間で愛は香る (中公文庫:き40-14) 中央公論新社 081/18/き40-14

59 受難華 (中公文庫:き49-1) 菊池寛著 中央公論新社 081/18/き49-1

60 茶の湯 : わび茶の心とかたち (中公文庫:く18-3) 熊倉功夫著 中央公論新社 081/18/く18-3

61 美味礼讃 上 (中公文庫:た33-24) ブリア=サヴァラン著/玉村豊男編訳・解説 中央公論新社 081/18/た33-24

62 美味礼讃 下 (中公文庫:た33-25) ブリア=サヴァラン著/玉村豊男編訳・解説 中央公論新社 081/18/た33-25

63 片隅の人たち (中公文庫:と37-1) 常盤新平著 中央公論新社 081/18/と37-1

64 四季のうた : 天女の雪蹴り (中公文庫:は65-8) 長谷川櫂著 中央公論新社 081/18/は65-8

65 警視庁特殊犯捜査係 : SIT 改版 (中公文庫:ほ17-14) 中央公論新社 081/18/ほ17-14

66 飛翔篇 改版 (中公文庫:み36-16) 中央公論新社 081/18/み36-16

67 砂塵の掟 (中公文庫:わ24-6) 渡辺裕之著 中央公論新社 081/18/わ24-6

68 哲おじさんと学くん : 世の中では隠されているいちばん大切なことについて (岩波現代文庫:学術:428) 永井均著 岩波書店 081/22/G428

69 中国 : キッシンジャー回想録 上 (岩波現代文庫:社会:323) ヘンリー・A.キッシンジャー [著]/塚越敏彦 [ほか] 訳 岩波書店 081/22/S323

70 中国 : キッシンジャー回想録 下 (岩波現代文庫:社会:324) ヘンリー・A.キッシンジャー [著]/塚越敏彦 [ほか] 訳 岩波書店 081/22/S324

71 リベラルとは何か : 17世紀の自由主義から現代日本まで (中公新書:2621) 田中拓道著 中央公論新社 081/17/2621

72 明智光秀 : 織田政権の司令塔 (中公新書:2622) 福島克彦著 中央公論新社 081/17/2622

73 古代マヤ文明 : 栄華と衰亡の3000年 (中公新書:2623) 鈴木真太郎著 中央公論新社 081/17/2623

74 「徴用工」問題とは何か : 朝鮮人労務動員の実態と日韓対立 (中公新書:2624) 波多野澄雄著 中央公論新社 081/17/2624

75 新型コロナの科学 : パンデミック、そして共生の未来へ (中公新書:2625) 黒木登志夫著 中央公論新社 081/17/2625

76 晩夏 : 少年短篇集 (中公文庫:い37-6) 井上靖著 中央公論新社 081/18/ い37-6

77 朝比奈隆ベートーヴェンの交響曲を語る (中公文庫:あ44-2) 朝比奈隆著/東条碩夫編 中央公論新社 081/18/あ44-2

78 汝の名 改版 (中公文庫:あ61-10) 明野照葉著 中央公論新社 081/18/あ61-10

79 雪の階 上 (中公文庫:お64-2) 奥泉光著 中央公論新社 081/18/お64-2

80 雪の階 下 (中公文庫:お64-3) 奥泉光著 中央公論新社 081/18/お64-3

81 野球にときめいて : 王貞治、半生を語る (中公文庫:お95-1) 王貞治著 中央公論新社 081/18/お95-1

82 桂馬の高跳び : 坊っちゃん講釈師一代記 (中公文庫:か92-1) 神田山陽著 中央公論新社 081/18/か92-1



83 初女お母さんの愛の贈りもの : おむすびに祈りをこめて (中公文庫:さ82-1) 佐藤初女著 中央公論新社 081/18/さ82-1

84 幕末暗殺! (中公文庫:す25-34) 鈴木英治著/早見俊著/秋山香乃著/神家正成著/新美健著/誉田龍一著/谷津矢車著 中央公論新社 081/18/す25-34

85 すごい実験 (中公文庫:た95-2) 多田将著 中央公論新社 081/18/た95-2

86 架空の犬と嘘をつく猫 (中公文庫:て11-1) 寺地はるな著 中央公論新社 081/18/て11-1

87 野球は人生そのものだ (中公文庫:な76-1) 長嶋茂雄著 中央公論新社 081/18/な76-1

88 黄河篇 改版 (中公文庫:み36-15) 中央公論新社 081/18/み36-15

89 金曜日の本 (中公文庫:よ39-7) 吉田篤弘著 中央公論新社 081/18/よ39-7

90 和辻哲郎座談 (中公文庫:わ11-4) 和辻哲郎著 中央公論新社 081/18/わ11-4

91 ロボット (中公文庫:チ1-4) カレル・チャペック著/阿部賢一訳 中央公論新社 081/18/チ1-4

92 貞観政要 : 全訳注 (講談社学術文庫:[2642]) 呉兢編/石見清裕訳注 講談社 081/2/2642

93 <名奉行>の力量 : 江戸世相史話 (講談社学術文庫:2643) 藤田覚著 講談社 081/2/2643

94 日本人の原風景 : 風土と信心とたつきの道 (講談社学術文庫:[2644]) 神崎宣武 [著] 講談社 081/2/2644

95 ヴァレリー : 芸術と身体の哲学 (講談社学術文庫:[2645]) 伊藤亜紗著 講談社 081/2/2645

96 中国思想と宗教の奔流 : 宋朝 (講談社学術文庫:[2657]. 中国の歴史:7) 小島毅 [著] 講談社 081/2/2657

97 デモクラシーの整理法 (岩波新書:新赤版 1859) 空井護著 岩波書店 081/6-4/1859

98 英語独習法 (岩波新書:新赤版 1860) 今井むつみ著 岩波書店 081/6-4/1860

99 広島平和記念資料館は問いかける (岩波新書:新赤版 1861) 志賀賢治著 岩波書店 081/6-4/1861

100 太平天国 : 皇帝なき中国の挫折 (岩波新書:新赤版 1862) 菊池秀明著 岩波書店 081/6-4/1862

101 神話伝説集 (西洋古典叢書) ヒュギヌス [著]/五之治昌比呂訳 京都大学学術出版会 089.1/1-2/14

102 図鑑世界の哲学者 サイモン・ブラックバーン監修/熊野純彦日本語版監修/[岩井木綿子訳] 東京書籍 102.8/B52

103 図鑑哲学 : 人生を変える100の話 トム・ジャクソン著/屋代菜海訳 ニュートンプレス 102/J11

104 世界がわかる比較思想史入門 (ちくま新書:1544) 中村隆文著 筑摩書房 102/N37

105 全体主義の克服 (集英社新書:1032C) マルクス・ガブリエル, 中島隆博著 集英社 104/G11

106 人生のレシピ : 哲学の扉の向こう 神崎繁著 岩波書店 104/Ka59

107 世界のエリートが学んでいる哲学・宗教の授業 (PHP文庫:[さ60-4]) 佐藤優著 PHP研究所 104/Sa86

108 哲学トレーニングブック : 考えることが自由に至るために 山口尚著 平凡社 104/Y24

109 哲学の本棚 : 書評集成 寄川条路著 晃洋書房 104/Y84

110 ゼロからはじめる哲学対話 : 哲学プラクティス・ハンドブック 河野哲也編 ひつじ書房 107/Ko78

111 はじめての論理学 : 伝わるロジカル・ライティング入門 (有斐閣ストゥディア) 篠澤和久 [ほか] 著 有斐閣 116/H16

112 一生使える!13歳からの論理ノート (PHP文庫:[お52-3]) 小野田博一著 PHP研究所 116/O67

113 思考の教室 : じょうずに考えるレッスン 戸田山和久著/Todayama Kazuhisa NHK出版 116/To17

114 怨・狂・異の世界 : 日本思想ひとつの潮流 綱澤満昭著 風媒社 121.04/Ts75

115 九鬼周造 (ちくま学芸文庫:[キ29-2]. 近代日本思想選) 九鬼周造著/田中久文編 筑摩書房 121.6/Ku28

116 論語物語 (河出文庫:[し28-1]) 下村湖人著 河出書房新社 123.83/Ko84

117 論語 上 (角川文庫:22396) 吉川幸次郎 [著] KADOKAWA 123.83/Ko84/1

118 論語 下 (角川文庫:22397) 吉川幸次郎 [著] KADOKAWA 123.83/Ko84/2

119 哲学として読む老子 : 全訳 山田史生著 トランスビュー 124.22/R72

120 プラグマティズムはどこから来て、どこへ行くのか 上巻 (現代プラグマティズム叢書:第3巻) ロバート・ブランダム著/加藤隆文 [ほか] 訳 勁草書房 133.9/B71/1

121 プラグマティズムはどこから来て、どこへ行くのか 下巻 (現代プラグマティズム叢書:第4巻) ロバート・ブランダム著/加藤隆文 [ほか] 訳 勁草書房 133.9/B71/2

122 「最強!」のニーチェ入門 : 幸福 (しあわせ) になる哲学 (河出文庫:[や33-4]) 飲茶著 河出書房新社 134.94/N71

123 子どもの心理検査・知能検査 : 保護者と先生のための100%活用ブック 熊上崇, 星井純子, 熊上藤子著 合同出版 140.7/Ko21

124 はじめて出会う心理学 第3版 (有斐閣アルマ:Interest) 長谷川寿一 [ほか] 著 有斐閣 140/H16



125 心理学大図鑑 : the story アン・ルーニー著/平野久美訳 ニュートンプレス 140/R67

126 知覚力を磨く : 絵画を観察するように世界を見る技法 神田房枝著 ダイヤモンド社 141.27/Ka51

127 Think clearly : 最新の学術研究から導いた、よりよい人生を送るための思考法 ロルフ・ドベリ著/安原美津訳 サンマーク出版 141.5/D81

128 表現する認知科学 (「認知科学のススメ」シリーズ:5) 渡邊淳司著/内村直之ファシリテータ 新曜社 141.5/NiK/5

129 思考力改善ドリル : 批判的思考から科学的思考へ 植原亮著 勁草書房 141.5/U36

130 あなたの怒りは武器になる (河出新書:022) 安藤俊介著 河出書房新社 141.6/A47

131 精神科医が教える後悔しない怒り方 伊藤拓著 ダイヤモンド社 141.6/I91

132 ひとはなぜ「認められたい」のか : 承認不安を生きる知恵 (ちくま新書:1547) 山竹伸二著 筑摩書房 141.93/Y45

133 対人コミュニケーションの人間学 : エニアグラムによる自己分析と他者理解 片岡由加, 植田栄子著 丸善出版 141.939/Ka83

134 老いと外出 : 移動をめぐる心理生態学 松本光太郎著 新曜社 143.7/Ma81

135 心理療法家がみた日本のこころ : いま、「こころの古層」を探る (叢書・知を究める:18) 河合俊雄著 ミネルヴァ書房 146.1/Ka93

136 心の革命 : 精神分析の創造 ジョージ・マカーリ [著]/遠藤不比人訳 みすず書房 146.1/Ma33

137 精神分析にとって女とは何か 西見奈子編著/北村婦美, 鈴木菜実子, 松本卓也 [著] 福村出版 146.1/N84

138 ストレスの心理学 : 認知的評価と対処の研究 リチャード・S. ラザルス, スーザン・フォルクマン著 実務教育出版 146.2/L45

139 新・カウンセリングの話 (朝日選書:999) 平木典子著 朝日新聞出版 146.8/H64

140 新陰陽道叢書 第2巻 中世 赤澤春彦編 名著出版 148.4/H94/2

141 生き方について哲学は何が言えるか (ちくま学芸文庫:[ウ27-1]) バーナド・ウィリアムズ著/森際康友, 下川潔訳 筑摩書房 150/W74

142 ユダヤの商法 : 世界経済を動かす : 新装版 藤田田著 ベストセラーズ 159.4/F67

143 松下幸之助「困難を乗り越えるリーダー」になれる7つのすごい!習慣 桑原晃弥著 笠倉出版社 159.4/Ma88

144 活きる力 (小学館文庫プレジデントセレクト:[Pい4-1]) 稲盛和夫著/鹿児島大学稲盛アカデミー編 小学館 159/I53

145 ハートフルネス : スタンフォードの心理学授業 スティーヴン・マーフィ重松著/島田啓介訳 大和書房 159/Mu78

146 世界一100人を同時通訳してわかった「最速」で結果を出す人の成功哲学 小熊弥生著 光文社 159/O26

147 渋沢栄一 君は、何のために「働く」のか 渋沢栄一原著/竹内均編・解説 三笠書房 159/Sh21

148 文化と霊性 樫尾直樹編 慶應義塾大学出版会 160.4/Ka76

149 日本宗教の信仰世界 (日本宗教史:5. History of Japanese religions) 伊藤聡, 佐藤文子編 吉川弘文館 162.1/N71/5

150 ヨーロッパの世俗と宗教 : 近世から現代まで 伊達聖伸編著 勁草書房 162.3/D44

151 図解眠れなくなるほど面白いギリシャ神話 島崎晋著 日本文芸社 164.31/Sh45

152 神々と人間のエジプト神話 : 魔法・冒険・復讐の物語 (歴史文化ライブラリー:517) 大城道則著 吉川弘文館 164.42/O77

153 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] 2020-6 edited by Kate Fleet ... [et al.] Brill 167.033/EnI-3/'20-6

154 日本仏教はじまりの寺元興寺 : 一三〇〇年の歴史を語る 元興寺, 元興寺文化財研究所編 吉川弘文館 188.55/G19

155 考古学ガイドブック : ビジュアル版 (シリーズ「遺跡を学ぶ」:別冊05) 小野昭著 新泉社 202.5/O67

156 金融が解る世界の歴史 藤田勉, 幸田博人著 金融財政事情研究会/きんざい (発売) 204/F67

157 人類前史 : 失われた文明の鍵はアメリカ大陸にあった 上 グラハム・ハンコック著/大地舜, 榊原美奈子訳 双葉社 209.2/H28/1

158 人類前史 : 失われた文明の鍵はアメリカ大陸にあった 下 グラハム・ハンコック著/大地舜, 榊原美奈子訳 双葉社 209.2/H28/2

159 駒形丸事件 : インド太平洋世界とイギリス帝国 (ちくま新書:1543) 秋田茂, 細川道久著 筑摩書房 209.7/A37

160 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 : 公立高校教師YouTuberが書いた 経済編 山﨑圭一著 SBクリエイティブ 209/Y43

161 吉備の超巨大古墳 : 造山古墳群 (シリーズ「遺跡を学ぶ」:148) 西田和浩著 新泉社 210.025/Ts68

162 花月日記 第1 (史料纂集:古記録編:[209]) 野村朋弘, 比企貴之校訂 八木書店出版部/八木書店 (発売) 210.08/3/カ6-1

163 顔の考古学 : 異形の精神史 (歴史文化ライブラリー:514) 設楽博己著 吉川弘文館 210.25/Sh92

164 古事記及び日本書紀の研究 : 完全版 津田左右吉著 毎日ワンズ 210.3/Ko39

165 日本古代の都城と交通 中村太一著 八木書店出版部/八木書店 (発売) 210.3/N37

166 「国譲り神話」の真実 : 神話は歴史を記憶する 田中英道著 勉誠出版 210.3/Ta84



167 古代史の基礎知識 新版 (角川選書:643) 吉村武彦編 KADOKAWA 210.3/Y91

168 巨大古墳の時代を解く鍵 : 黒姫山古墳 (シリーズ「遺跡を学ぶ」:147) 橋本達也著 新泉社 210.32/Ku72

169 大坂の陣豊臣方人物事典 第2版 柏木輝久著 宮帯出版社 210.52/Ka77

170 1932年の大日本帝国 : あるフランス人記者の記録 アンドレ・ヴィオリス著/大橋尚泰訳 草思社 210.7/V79

171 HANI-本 : 群馬県公式はにわガイドブック「ハニぼん」 : あなたの知らない、はにわの世界 : イチ推しはにわ200体 右島和夫, 若狭徹監修 群馬県 213.303/Mi16

172 歩く大阪・読む大阪 : 大阪の文化と歴史 平田達治著 鳥影社 : ロゴス企画 216.3/H68

173 大和の古墳を歩く 森下惠介著 同成社 216.503/Mo65

174 沖縄戦75年戦火の記憶を追う 琉球新報社編集局編著 高文研 219.906/R98

175 アジアをめぐる大国興亡史1902-1972 : 中西輝政古稀記念論集 中西輝政編著 PHP研究所 220.7/N38

176 シルクロード全史 : 文明と欲望の十字路 上 ピーター・フランコパン著/須川綾子訳 河出書房新社 220/F44/1

177 シルクロード全史 : 文明と欲望の十字路 下 ピーター・フランコパン著/須川綾子訳 河出書房新社 220/F44/2

178 証言天安門事件を目撃した日本人たち : 「一九八九年六月四日」に何が起きたのか 六四回顧録編集委員会編 ミネルヴァ書房 222.077/R63

179 ナチの妻たち : 第三帝国のファーストレディー ジェイムズ・ワイリー著/大山晶訳 中央公論新社 234.074/W98

180 はじめて学ぶドイツの歴史と文化 南直人 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 234/H16

181 古代エジプト解剖図鑑 : 神秘と謎に満ちた古代文明のすべて 近藤二郎著 エクスナレッジ 242.03/Ko73

182 Women : 世界を変えた偉大な女性たち キアラ・パスクアレッティ・ジョンソン著/貝塚泉, 中尾眞樹, 渡邊真里訳 ポプラ社 280.4/P26

183 戦時リーダーシップ論 : 歴史をつくった九人の教訓 アンドルー・ロバーツ著/三浦元博訳 白水社 280.4/R52

184 伊達一族の中世 : 「独眼龍」以前 (歴史文化ライブラリー:515) 伊藤喜良著 吉川弘文館 288.3/D44

185 渋沢栄一の生涯 : ビジュアル図解日本資本主義の父 渋沢栄一研究会著 宝島社 289.1/Sh21

186 国難の商人 : 白石正一郎の明治維新 宮本雅史著 産経新聞出版/日本工業新聞社 (発売) 289.1/Sh82

187 内山完造の世界 : 日中友好に生涯を捧げた岡山人 (岡山文庫:319) 猪木正実著 日本文教出版 289.1/U25

188 路地の子 (新潮文庫:11278, う-23-2) 上原善広著 新潮社 289.1/U36

189 12の場所からたどるマリー・アントワネット 上 ジャン=クリスティアン・プティフィス編/土居佳代子訳 原書房 289.3/Ma51/1

190 12の場所からたどるマリー・アントワネット 下 ジャン=クリスティアン・プティフィス編/土居佳代子訳 原書房 289.3/Ma51/2

191 建国の父ジョージ・ワシントン 下 (アメリカ人の物語:5) 西川秀和著 悠書館 289.3/W43/5

192 エデュケーション : 大学は私の人生を変えた タラ・ウェストーバー著/村井理子訳 早川書房 289.3/W62

193 学びなおすと地理はおもしろい 宇野仙著 ベレ出版 290.1/U77

194 読んで旅する秘密の地図帳 : フシギな謎と新発見! おもしろ地理学会編 青春出版社 290.4/O63

195 古地図と地形図で発見!江戸・東京古道を歩く 荻窪圭著 山川出版社 291.36/O25

196 地図でスッと頭に入るアメリカ50州 デイビッド・セイン監修 昭文社 295.3/Th1

197 ありえないことが現実になるとき : 賢明な破局論にむけて (ちくま学芸文庫:[テ14-1]) ジャン=ピエール・デュピュイ著/桑田光平, 本田貴久訳 筑摩書房 301/D97

198 「自粛」と「緊縮」で日本は自滅する : 菅総理への直言 藤井聡著 ビジネス社 302.107/F57

199 ブロークン・ブリテンに聞け ブレイディみかこ著 講談社 302.33/B71

200 ドイツ文化事典 石田勇治編集代表 丸善出版 302.34/I72

201 人類2.0 : アフターコロナの生き方 小林慎和著 プレジデント社 304/Ko12

202 Werke, Artikel, Entwürfe Bd. 8. Oktober 1848 bis Februar 1849. Text (Karl Marx, Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA):1. Abt.) Karl Marx, Friedrich Engels/bearbeitet von Jürgen Herres und François Melis De Gruyter Akademie Forschung 308/MaK/M-8-1

203 Werke, Artikel, Entwürfe Bd. 8. Oktober 1848 bis Februar 1849. Apparat (Karl Marx, Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA):1. Abt.) Karl Marx, Friedrich Engels/bearbeitet von Jürgen Herres und François Melis De Gruyter Akademie Forschung 308/MaK/M-8-2

204 戦中・戦後の経験と戦後思想 : 一九三〇-一九六〇年代 北河賢三, 黒川みどり編著 現代史料出版/東出版 (発売) 309.021/Ki63

205 政治家の覚悟 (文春新書:1287) 菅義偉著 文藝春秋 310.4/Su29

206 14歳からの政治入門 池上彰著 マガジンハウス 310/I33

207 領土の政治理論 (サピエンティア:61) マーガレット・ムーア著/白川俊介訳 法政大学出版局 311.1/Mo39

208 三島由紀夫「最後の1400日」 本多清著 毎日ワンズ 311.8/Mi53



209 言論の不自由 : 香港、そしてグローバル民主主義にいま何が起こっているのか ジョシュア・ウォン, ジェイソン・Y・ゴー著/中里京子訳 河出書房新社 312.2239/Ko85

210 生証言香港弾圧の恐ろしい真実 小川善照 [ほか] 著 宝島社 312.2239/N47

211 僕の大統領は黒人だった : バラク・オバマとアメリカの8年 上 タナハシ・コーツ著/池田年穂, 長岡真吾, 矢倉喬士訳 慶應義塾大学出版会 312.53/O11/1

212 僕の大統領は黒人だった : バラク・オバマとアメリカの8年 下 タナハシ・コーツ著/池田年穂, 長岡真吾, 矢倉喬士訳 慶應義塾大学出版会 312.53/O11/2

213 地政学 (サクッとわかるビジネス教養) 奥山真司監修 新星出版社 312.9/O57

214 多文化共生社会に生きる : グローバル時代の多様性・人権・教育 李修京編著 明石書店 316.1/I85

215 多様性ファシリテーション・ガイド : 参加型学習の理論と実践 森田ゆり著 解放出版社 316.1/Mo67

216 2020年個人情報保護法改正と実務対応 岩瀬ひとみ, 河合優子, 津田麻紀子編著/西村あさひ法律事務所データ保護プラクティスグループ著 商事法務 316.1/N79/'20

217 解放しない人びと、解放されない人びと : 奴隷廃止の世界史 (シリーズ・グローバルヒストリー:2) 鈴木英明著 東京大学出版会 316.8/Su96

218 内モンゴル紛争 : 危機の民族地政学 (ちくま新書:1546) 楊海英著 筑摩書房 316.822/Y74

219 イスラエルの起源 : ロシア・ユダヤ人が作った国 (講談社選書メチエ:738) 鶴見太郎著 講談社 316.88/Ts85

220 会計検査院ガイドブック 2020年版 経済調査会編集 経済調査会 317.249/Ka21/'20

221 もう少し知りたい防火法令の基礎知識 上巻 小林恭一著 近代消防社 317.79/Ko12/1

222 地域歴史遺産と現代社会 (地域づくりの基礎知識:1) 奥村弘, 村井良介, 木村修二編 神戸大学出版会/神戸新聞総合出版センター (発売) 318.08/C43/1

223 働き方とイノベーション (地域づくりの基礎知識:5) 山口隆英, 鴨谷香編 神戸大学出版会/神戸新聞総合出版センター (発売) 318.08/C43/5

224 「大阪都構想」ハンドブック : 「特別区設置協定書」を読み解く 大阪の自治を考える研究会編著 公人の友社 318.263/O73

225 自治体職員スタートブック : 自治体のしくみと仕事の基本がわかる! 第3次改訂版 新規採用研修研究会編著 学陽書房 318.3/Sh64

226 コミュニティマネジメント : つながりを生み出す場、プロセス、組織 坂倉杏介, 醍醐孝典, 石井大一朗著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売) 318.6/Ko69

227 きみのまちに未来はあるか? : 「根っこ」から地域をつくる (岩波ジュニア新書:915) 除本理史, 佐無田光著 岩波書店 318.6/Y74

228 米軍基地と沖縄地域社会 (シリーズ沖縄の地域自治組織:1:北中部編) 難波孝志編 ナカニシヤ出版 318.899/N48

229 分断された都市 : 再生するアメリカ都市の光と影 アラン・マラック著/山納洋訳 学芸出版社 318.953/Ma39

230 都市危機のアメリカ : 凋落と再生の現場を歩く 矢作弘著 岩波書店 318.953/Y16

231 テレビが伝えない国際ニュースの真相 : バイオ・サイバー戦争と米英の逆襲 (SB新書:526) 茂木誠著 SBクリエイティブ 319.04/Mo16

232 移民現象の新展開 (グローバル関係学:6) 松尾昌樹, 森千香子編集 岩波書店 319.08/G95/6

233 歴史認識はどう語られてきたか 木村幹著 千倉書房 319.1021/Ki39

234 韓国問題の新常識 (PHP新書:1236) Voice編集部編 PHP研究所 319.1021/P56

235 日中の「戦後」とは何であったか : 戦後処理、友好と離反、歴史の記憶 波多野澄雄, 中村元哉編著 中央公論新社 319.1022/H42

236 新・日英同盟 : 100年後の武士道と騎士道 岡部伸著 白秋社/星雲社(発売) 319.1033/O37

237 国家と市場 : 国際政治経済学入門 (ちくま学芸文庫:[ス24-1]) スーザン・ストレンジ著/西川潤, 佐藤元彦訳 筑摩書房 319/St8

238 問題演習基本七法 : 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法/刑法/刑事訴訟法 2020 法学教室編集室編 有斐閣 320/H81/'20

239 法学部入門 : はじめて法律を学ぶ人のための道案内 第3版 吉永一行編/中村邦義, 二本柳高信著 法律文化社 321/Y92

240 国民の権利及び義務/国会 (有斐閣コンメンタール. 注釈日本国憲法:3) 長谷部恭男編/川岸令和 [ほか] 著 有斐閣 323.14/H35/3

241 日本国憲法論 第2版 (法学叢書:7) 佐藤幸治著 成文堂 323.14/Sa85

242 はじめての行政法 第6版 (3日でわかる法律入門) 尾崎哲夫著 自由国民社 323.9/O96

243 民法でみる法律学習法 : 知識を整理するためのロジカルシンキング 第2版 金井高志著 日本評論社 324.07/Ka44

244 子どもの育ちを支える、家族を支える (Gleam Books. 多様化する家族と法:2) 二宮周平著 朝陽会 324.6/N76/2

245 相続のきほんのきほん さむらい行政書士法人編著 セルバ出版/三省堂書店/創英社 (発売) 324.7/Sa59

246 フレッシャーズのための民事法入門 第2版 今尾真 [ほか] 編著 成文堂 324/F92

247 落語でわかる「民法」入門 森章太著 日本実業出版社 324/Mo65

248 はじめての民法 第4版 (3日でわかる法律入門) 尾崎哲夫著 自由国民社 324/O96

249 物権 2: §§180-294 (有斐閣コンメンタール. 新注釈民法:5) 小粥太郎編 有斐閣 324/Sh61/5

250 刑事政策におけるソーシャルワークの有効性 : 高齢者犯罪への対応に関する日独比較研究 鷲野明美著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売) 326.3/W43



251 司法・犯罪心理学 : 社会と個人の安全と共生をめざす (公認心理師の基本を学ぶテキスト:19) 門本泉編著 ミネルヴァ書房 326.34/Ka14

252 犯罪からの社会復帰を問いなおす : 地域共生社会におけるソーシャルワークのかたち 掛川直之著 旬報社 326.56/Ka24

253 ゼミナール民事訴訟法 渡部美由紀, 鶴田滋, 岡庭幹司著 日本評論社 327.2/Z2

254 AI裁判 小川進著 緑風出版 327.62/O24

255 少年事件弁護の軌跡 : 少年法の光芒と隘路 若穂井透著 日本評論社 327.8/W18

256 司法福祉学研究 20(2020) 日本司法福祉学会編 日本司法福祉学会/生活書院 (発売) 327.85/N71/20-'20

257 海洋ガバナンス : 海洋基本法制定海のグローバルガバナンスへ 寺島紘士著/Hiroshi Terashima 西日本出版社 329.269/Te63

258 国連って誰のことですか : 巨大組織を知るリアルガイド (Shinzansha booklet) 岩谷暢子著 信山社 329.33/Ko51

259 グレート・リセット : ダボス会議で語られるアフターコロナの世界 クラウス・シュワブ, ティエリ・マルレ著/藤田正美, チャールズ清水, 安納令奈訳 日経ナショナルジオグラフィック社/日経BPマーケティング(発売) 330.4/Sc8

260 ヒューマン・ネットワーク : 人づきあいの経済学 マシュー・O.ジャクソン著/依田光江訳 早川書房 331.04/J11

261 経済学のためのゲーム理論入門 ロバート・ギボンズ [著]/福岡正夫, 須田伸一訳 岩波書店 331.19/G42

262 入門経済学 : アセモグル/レイブソン/リスト ダロン・アセモグル, デヴィッド・レイブソン, ジョン・リスト著/岩本千晴訳 東洋経済新報社 331/N99

263 図解でわかる14歳から考える資本主義 インフォビジュアル研究所著 太田出版 332.06/I54

264 スティグリッツ×ファーガソン不確実性への挑戦 : コロナ危機の本質 (欲望の資本主義:4) 丸山俊一, NHK「欲望の資本主義」制作班著 東洋経済新報社 332.06/Ma59

265 財産権の経済史 小林延人編 東京大学出版会 332.106/Ko12

266 フェルドマン教授の未来型日本経済最新講義 ロバート・フェルドマン著 文藝春秋 332.107/F18

267 マンガでわかる日本経済入門 中野剛志著/山田一喜漫画 講談社 332.107/N39

268 沖縄経済入門 第2版 沖縄国際大学経済学科編/宮城和宏監修/浦本寛史監修/比嘉正茂監修 沖縄国際大学経済学科/編集工房東洋企画(発売) 332.199/O52

269 中国 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 332.22/A68/'20-'21

270 フィリピン 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 ARC国別情勢研究会 332.248/A68/'20-'21

271 ドイツ 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 ARC国別情勢研究会 332.34/A68/'20-'21

272 エジプト 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 332.42/A68/'20-'21

273 ベネズエラ 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 332.613/A68/'20-'21

274 オーストラリア 2020/21年版 (ARCレポート : 経済・貿易・産業報告書) ARC国別情勢研究会編集 ARC国別情勢研究会 332.71/A68/'20-'21

275 国際貿易 : グローバル化と政策の経済分析 ジョン・マクラレン著/柳瀬明彦訳 文眞堂 333.6/Ma99

276 アフターコロナ次世代の投資戦略 : 財政・金融の危機を資産づくりのチャンスに変える 吉田繁治著 ビジネス社 333.6/Y86

277 人口変動と家族の実証分析 津谷典子 [ほか] 編著 慶應義塾大学出版会 334.32/J52

278 不確実な世界に生きる難民 : 北インド・ダラムサラにおけるチベット難民の仲間関係と生計戦略の民族誌 片雪蘭著 大阪大学出版会 334.4254/P99

279 経営学って何か教えてください! : マネジメント・ジャングルを彷徨う (創成社新書:64) 亀川雅人著 創成社 335.1/Ka34

280 資本主義の再構築 : 公正で持続可能な世界をどう実現するか レベッカ・ヘンダーソン著/高遠裕子訳 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) 335.13/H52

281 渋沢栄一とドラッカー : 未来創造の方法論 國貞克則著 KADOKAWA 335.13/Sh21

282 SDGsの考え方と取り組みがこれ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!) バウンド著 技術評論社 335.15/B28

283 SDGsの正体 : メディア報道ではわからない真の目的とは 村井哲之著 PHPエディターズ・グループ/PHP研究所 (発売) 335.15/Mu42

284 SDGsの本質 : 企業家と金融によるサステナビリティの追求 御友重希, 横田浩一, 原琴乃編著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売) 335.15/Sc9

285 世界「倒産」図鑑 : 波乱万丈25社でわかる失敗の理由 荒木博行著 日経BP/日経BPマーケティング (発売) 335.2/A64

286 世界のトップ企業50はAIをどのように活用しているか? バーナード・マー[著]/マット・ワード[著]/安藤貴子訳 ディスカヴァー・トゥエンティワン 335.2/Ma52

287 マネジメントの文明史 : ピラミッド建設からGAFAまで 武藤泰明著 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) 335.2/Mu93

288 レガシー・カンパニー : 世代を超える永続企業その「伝統と革新」のドラマ 5 ダイヤモンド経営者倶楽部編 ダイヤモンド社 335.21/D28/5

289 煌めくオンリーワン・ナンバーワン企業 : 21世紀を拓くエクセレントカンパニー 2020年版 ぎょうけい新聞社編著 ぎょうけい新聞社/浪速社 (発売) 335.21/G99/'20

290 VUCA時代のグローバル戦略 パンカジュ・ゲマワット著/月谷真紀訳 東洋経済新報社 335.5/G39

291 国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え : 今始まる、あなたのヒーローズ・ジャーニー (企業変革シリーズ:1) 久野康成著 TCG出版/出版文化社 (発売) 335.5/Ku48

292 2025年を制覇する破壊的企業 (SB新書:525) 山本康正著 SBクリエイティブ 335.5/Y31



293 日本の持株会社 : 解禁20年後の景色 下谷政弘, 川本真哉編 有斐閣 335.56/Sh54

294 世界一わかりやすいDX(デジタルトランスフォーメーション)入門 : GAFAな働き方を普通の日本の会社でやってみた。 各務茂雄著 東洋経済新報社 336.1/Ka16

295 デジタルケイパビリティDXを成功に導く組織能力 野村総合研究所著 日経BP/日経BPマーケティング(発売) 336.17/N95

296 デザイン思考の教科書 : ハーバード・ビジネス・レビューデザインシンキング論文ベスト10 (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 336.2/D28

297 自信 (EIシリーズ : emotional intelligence) ハーバード・ビジネス・レビュー編集部編/DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集部訳 ダイヤモンド社 336.3/D28

298 笑うリーダー : リーダーシップが身につく24のヒント 伊東伸著 ダイヤモンド社 336.3/I91

299 最軽量のマネジメント : マネジャーにすべてを背負わせるのはもうやめよう。 (サイボウズ式ブックス) 山田理著 サイボウズ/ライツ社 (発売) 336.3/Sa17

300 英語de人事 : 日英対訳による実践的人事 白木三秀, ブライアン・シャーマン著 文眞堂 336.4/Sh83

301 リモートワーク : チームが結束する次世代型メソッド リセット・サザーランド, カースティン・ジャニーン=ネルソン著/上田勢子, 山岡希美訳 明石書店 336.4/Su83

302 ここからはじめる働く人のポジティブメンタルヘルス : 事例で学ぶ考え方と実践ポイント 川上憲人著 大修館書店 336.48/Ka94

303 マインドフル・リスニング (EIシリーズ : emotional intelligence) ハーバード・ビジネス・レビュー編集部編/DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集部訳 ダイヤモンド社 336.49/H34

304 仕事の成果って、「報・連・相」で決まるんです。 : 「信頼される」「トラブルがなくなる」「評価が上がる」7つのルール 三上ナナエ著 大和出版 336.49/Mi21

305 たった3行で99%伝える!すごい箇条書きの技術 鈴置貞治著 秀和システム 336.55/Su98

306 実践財務諸表分析 : 会計理論ならびに日本基準、国際会計基準の財務諸表の解説から,分析の実践例まで 第3版 新田忠誓 [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) 336.83/J54

307 財務諸表と企業分析入門 改訂版 古賀智敏著 千倉書房 336.83/Ko24

308 入門会計学 : 決算書が読めるようになるエッセンス 改訂版 (専門基礎ライブラリー) 片山覚 [ほか] 著 実教出版 336.9/N99

309 Financial statement fraud : strategies for detection and investigation : cloth Gerard M. Zack J. Wiley 336.92/Z1

310 経営戦略とマーケティング (ケースメソッドMBA実況中継 : NUCB Business School:01) 牧田幸裕[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 336/Ke61/1

311 リーダーシップ (ケースメソッドMBA実況中継 : NUCB Business School:02) 高木晴夫 [著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 336/Ke61/2

312 ビジネスモデル (ケースメソッドMBA実況中継 : NUCB Business School:03) 小山龍介[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 336/Ke61/3

313 行動経済学 (ケースメソッドMBA実況中継 : NUCB Business School:04) 岩澤誠一郎 [著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 336/Ke61/4

314 ビジネスエリート必読の名著15 大賀康史著 自由国民社 336/O24

315 村上世彰、高校生に投資を教える。 村上世彰著 KADOKAWA 338.155/Mu43

316 デジタル化する世界と金融 : 北欧のIT政策とポストコロナの日本への教訓 山岡浩巳, 加藤出, 長内智著 金融財政事情研究会/きんざい(発売) 338.2389/D54

317 金融規制の原則 ジョン・アーマー [ほか] 著/明日の金融システムを考える会訳 金融財政事情研究会/きんざい (発売) 338.3/Ki48

318 新実務家のための税務相談 第2版 民法編 本山敦, 伊川正樹編 有斐閣 345.12/Mo92/1

319 マンガでわかるこんなにヤバいコロナ大不況 消費税凍結とMMTが日本経済を救う! 消費増税反対botちゃん著/藤井聡監修 宝島社 345.71/Sh95

320 税金入門 2020年度版 (Beginner series) 中央総研編著 経済法令研究会 345/KoK/'20

321 データブックオブザワールド Vol.33(2021) 二宮書店 350.9/N76/33-'21

322 社会問題とは何か : なぜ、どのように生じ、なくなるのか? (筑摩選書:0199) ジョエル・ベスト著 筑摩書房 360/B39

323 社会的認知 : 現状と展望 唐沢かおり編 ナカニシヤ出版 361.4/Ka62

324 いじめとひきこもりの人類史 (新潮新書:881) 正高信男著 新潮社 361.4/Ma63

325 日本人は論理的でなくていい 山本尚著 産経新聞出版/日本工業新聞社 (発売) 361.42/Y31

326 スタンフォード大学名誉学長が教える本物のリーダーが大切にすること ジョン・L・ヘネシー著/瀧口範子訳 ダイヤモンド社 361.43/H52

327 12才までに身につけたい人間関係のコツ (花まる学習会式) 花まる学習会著 日本能率協会マネジメントセンター 361.454/H27

328 12才までに身につけたい気持ちの伝え方 (花まる学習会式) 花まる学習会著 日本能率協会マネジメントセンター 361.454/H27

329 「聞く力」こそが最強の武器である 國武大紀著 フォレスト出版 361.454/Ku46

330 元コミュ障アナウンサーが考案した会話がしんどい人のための話し方・聞き方の教科書 吉田尚記著 アスコム 361.454/Y86

331 人はなぜ憎しみあうのか : 「群れ」の生物学 上 マーク・W・モフェット著/小野木明恵訳 早川書房 361.6/Mo15/1

332 人はなぜ憎しみあうのか : 「群れ」の生物学 下 マーク・W・モフェット著/小野木明恵訳 早川書房 361.6/Mo15/2

333 ノットワーキング : 結び合う人間活動の創造へ 山住勝広, ユーリア・エンゲストローム編 新曜社 361.6/Y49

334 これからの「共生社会」を考える : 多様性を受容するインクルーシブな社会づくり 日本共生社会推進協会編 福村出版 361.8/N71



335 他者を感じる社会学 : 差別から考える (ちくまプリマー新書:363) 好井裕明著 筑摩書房 361.8/Y88

336 アンダークラス2030 : 置き去りにされる「氷河期世代」 橋本健二著 毎日新聞出版 361.85/H38

337 社会保障 改訂 (福祉ライブラリ) 川村匡由編著/安部雅仁 [ほか] 共著 建帛社 364.021/Ka95

338 診療報酬・介護報酬のしくみと考え方 : 令和2年度改定対応 : 改定の意図を知り看護管理に活かす 第5版 福井トシ子, 齋藤訓子編集 日本看護協会出版会 364.4/F76

339 保険薬事典Plus+ : 適応・用法付 : 薬効別薬価基準 令和2年8月版 薬業研究会編集 じほう 364.4/Y16/'20

340 「仮住まい」と戦後日本 : 実家住まい・賃貸住まい・仮設住まい 平山洋介著 青土社 365.31/H69

341 障害者とともに働く (岩波ジュニア新書:925) 藤井克徳, 星川安之著 岩波書店 366.28/F57

342 パワハラ問題 : アウトの基準から対策まで (新潮新書:878) 井口博著 新潮社 366.3/P28

343 変わろうとする組織変わりゆく働く女性たち : 学際的アプローチから見据える共幸の未来 安藤史江編著/筒井淳也[ほか著] 晃洋書房 366.38/A47

344 私たちはどう働くべきか 池上彰著 徳間書店 366/I33

345 ジェンダーで読む映画評/書評 杉本貴代栄著 学文社 367.1/Su38

346 女のお悩み動物園 : Let's talk about our troubles ジェーン・スー著 小学館 367.21/J48

347 高校生ワーキングプア : 「見えない貧困」の真実 (新潮文庫:11341, え-20-13) NHKスペシャル取材班著 新潮社 367.68/N69

348 ヒューマン・セクソロジー : 生きていること、生きていくこと、もっと深く考えたい 改訂新版 狛潤一 [ほか] 著 子どもの未来社 367.9/H99

349 同性婚論争 : 「家族」をめぐるアメリカの文化戦争 小泉明子著 慶應義塾大学出版会 367.97/Ko38

350 LGBTと女子大学 : 誰もが自分らしく輝ける大学を目指して 日本女子大学人間社会学部LGBT研究会編 学文社 367.97/N71

351 おやこで話すはじめてのLGBTs : きみは世界でただひとり 鶴岡そらやす著/一芒イラスト 日本能率協会マネジメントセンター 367.97/Ts86

352 性のおはなしQ&A : 幼児・学童に伝えたい30のこと 浅井春夫著 エイデル研究所 367.99/A83

353 反社会的勢力・不当要求対策の現在と未来 : 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会40周年記念論文集 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会編 金融財政事情研究会 368.51/N71

354 半グレと芸能人 (文春新書:1286) 大島佑介著 文藝春秋 368.51/O77

355 女子少年院の少女たち : 「普通」に生きることがわからなかった 中村すえこ著 さくら舎 368.71/N37

356 介護福祉士国家試験対策図でわかる!重要ポイント88 2021年 木村久枝監修 日本医療企画 369.079//'21

357 介護福祉士国家試験らくらく暗記マスター 2021 暗記マスター編集委員会編集 中央法規出版 369.079//'21

358 介護福祉士国家試験一問一答ポケットブック 2021 介護福祉士国家試験受験対策研究会編集 中央法規出版 369.079//'21

359 社会福祉士国家試験らくらく暗記マスター 2021 暗記マスター編集委員会編 中央法規出版 369.079//'21

360 社会福祉法法令規則集 : 令和2年4月1日現在 3訂版 林光行編 実務出版 369.12/H48

361 日本赤十字社と皇室 : 博愛か報国か (歴史文化ライブラリー:505) 小菅信子著 吉川弘文館 369.15/Ko89

362 地域を変えるソーシャルワーカー (岩波ブックレット:No.1039) 朝比奈ミカ, 菊池馨実編 岩波書店 369.16/A82

363 相談援助職のための事例研究入門 : 文章・事例・抄録の書き方とプレゼンテーション 福富昌城, 白木裕子編著 中央法規出版 369.16/F84

364 ソーシャルワーク実践のためのカルチュラルコンピテンス : 宗教・信仰の違いを乗り越える シーラ・ファーネス, フィリップ・ギリガン著/井上牧子, 山中裕剛, 星野晴彦訳 明石書店 369.16/F92

365 ソーシャルワークにおける権利擁護とはなにか : 「発見されていない権利」の探求 日田剛著 旬報社 369.16/H77

366 高度専門職業としてのソーシャルワーク : 理論・構想・方法・実践の科学的統合化 太田義弘, 中村佐織, 安井理夫編著 光生館 369.16/Ko21

367 実存的・科学的ソーシャルワーク : エコシステム構想にもとづく支援技術 安井理夫著 明石書店 369.16/Y64

368 ソーシャルワーカーのためのアドラー心理学 : どうすればクライエントを支援することができるのか 佐藤健陽著 アルテ/星雲社 (発売) 369.17/A16

369 高齢者福祉 (新・Minerva社会福祉士養成テキストブック:10) 大和三重, 岡田進一, 斉藤雅茂編著 ミネルヴァ書房 369.17/Sh64/10

370 刑事司法と福祉 (新・Minerva社会福祉士養成テキストブック:15) 蛯原正敏, 清水義悳, 羽間京子編著 ミネルヴァ書房 369.17/Sh64/15

371 介護支援専門員のためのケアプラン作成事例集 5訂 後藤佳苗編著 中央法規出版 369.26/G72

372 地域包括ケアのまちづくり : 老いても安心して住み続けられる地域を目指す総合的な試み 東京大学高齢社会総合研究機構編 東京大学出版会 369.26/To46

373 訪問看護業務の手引 令和2年4月版 [社会保険研究所編] 社会保険研究所 369.261/Sh12/'20-4

374 訪問看護実務相談Q&A 令和2年版 全国訪問看護事業協会編集 中央法規出版 369.261/Z3/'20

375 70歳の新人施設長が見た介護施設で本当にあったとても素敵な話 川村隆枝著 アスコム 369.263/Ka95

376 スウェーデンにおける障害者の生活保障 : 政策・運動・実践 清原舞著 生活書院 369.27/Ki85



377 トコトン生きるための15問 玉木幸則著 解放出版社 369.27/Ta78

378 精神障害者の生活技能訓練ガイドブック R.P.リバーマン, W.J.デリシ, K.T.ムシャー著/池淵恵美監訳/宮内勝[ほか]訳 医学書院 369.28/Se19

379 障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本 : ダウン症の娘をもつ「相続のプロ」が明かす財産管理のしくみ 鹿内幸四朗著/杉谷範子監修 大和出版 369.28/Sh33

380 事例から学ぶ支援を深める相談技術 : 現場実践から導き出された17のメソッド 吉田悦規著 中央法規出版 369.28/Y86

381 災害時の英語 : パンデミックに対応した最新版 増補改訂版 デイビッド・A・セイン著 アスク出版 369.3/Th1

382 災害ケースマネジメント◎ガイドブック 津久井進著 合同出版 369.3/Ts68

383 海外引揚の研究 : 忘却された「大日本帝国」 加藤聖文著 岩波書店 369.37/Ka86

384 支援者支援養育論 : 子育て支援臨床の再構築 (新・Minerva福祉ライブラリー:38) 藤岡孝志著 ミネルヴァ書房 369.4/F65

385 子どもを虐待から守る科学 : アセスメントとケアのエビデンス 原田隆之編/堀口康太, 田附あえか, 原田隆之著 金剛出版 369.4/H32

386 子ども虐待と向きあう : 兵庫・大阪の教育福祉の現場から 新版 兵庫民主教育研究所子どもの人権委員会編 三学出版 369.4/H99

387 子ども虐待は、なくせる : 当事者の声で変えていこう 今一生著 日本評論社 369.4/Ko71

388 母子生活支援施設の現状と課題 武藤敦士著 みらい 369.41/Mu93

389 障害児通所支援ハンドブック : 児童発達支援 保育所等訪問支援 放課後等デイサービス 新版 宮田広善, 光真坊浩史編著/山根希代子, 酒井康年, 岸良至他著 エンパワメント研究所 369.49/Mi84

390 命あるがままに : 医療的ケアの必要な子どもと家族の物語 野辺明子, 前田浩利編著 中央法規 369.49/N91

391 現代の地域福祉 (福祉ライブラリ) 都築光一編著/日下輝美 [ほか] 共著 建帛社 369/Ts99

392 学校の大問題 : これからの「教育リスク」を考える (SB新書:524) 石川一郎著 SBクリエイティブ 370.4/I76

393 ドリーム・ハラスメント : 「夢」で若者を追い詰める大人たち (イースト新書:124) 高部大問著 イースト・プレス 370.4/Ta28

394 LGBTQ+の児童・生徒・学生への支援 : 教育現場をセーフ・ゾーンにするために 葛西真記子編著 誠信書房 371.4/Ka72

395 幼児保育・要支援児教育 (牛島義友著作選集:第1巻) クレス出版 371.4/U93/1

396 女子・家族 (牛島義友著作選集:第2巻) クレス出版 371.4/U93/2

397 教育・人間形成 (牛島義友著作選集:第3巻) クレス出版 371.4/U93/3

398 青少年 1 (牛島義友著作選集:第4-5巻) クレス出版 371.4/U93/4

399 青少年 2 (牛島義友著作選集:第4-5巻) クレス出版 371.4/U93/5

400 思春期問題としての不登校 : 自我体験に関する現象学的解明を手がかりとして 加藤誠之著 風間書房 371.42/Ka86

401 登校拒否・ひきこもりからの"出発 (たびだち)" : 「よい子」の苦悩と自己形成 前島康男著 東京電機大学出版局 371.42/Ma27

402 登校拒否・不登校 : 親たちのあゆみ 登校拒否・不登校問題全国連絡会25年のあゆみ編集委員会編 かもがわ出版 371.42/To34

403 スクールソーシャルワークハンドブック : 実践・政策・研究 キャロル・リッペイ・マサット, マイケル・S・ケリー, ロバート・コンスタブル編著 明石書店 371.43/Su54

404 教育相談の理論と実践 内田利広編著 ふくろう出版 371.43/U14

405 社会力育ての現場を訪ねて : ラボ教育メソッドの魅力と価値 門脇厚司著 冨山房インターナショナル 371.5/R11

406 シュタイナー教育100年 : 80カ国の人々を魅了する教育の宝庫 広瀬俊雄 [ほか] 編 昭和堂 371.5/Sh99

407 新時代の道徳教育 : 「考え、議論する」ための15章 貝塚茂樹著 ミネルヴァ書房 371.6/Ka21

408 教育学をつかむ 改訂版 (Textbooks tsukamu) 木村元, 小玉重夫, 船橋一男著 有斐閣 371/Ky4

409 日本のオンライン教育最前線 : アフターコロナの学びを考える 石戸奈々子編著 明石書店 372.107/I72

410 公教育としての学校を問い直す : コロナ禍のオンライン教育・貧困・関係性をまなざす (教育方法:49) 日本教育方法学会編 図書文化社 372.107/N71

411 教育格差の経済学 : 何が子どもの将来を決めるのか (NHK出版新書:631) 橘木俊詔著 NHK出版 372.107/Ta13

412 カナダの「開かれた」学校づくりと教育行政 平田淳著 東信堂 372.51/H68

413 貧困・障がい・国籍 : 教育のインクルーシブ化に学校はどう備えるか 共生社会の学校づくり研究会編/礒田勝 [ほか] 著 学事出版 373.1/Ky5

414 教育法規の要点がよくわかる本 : これだけは知っておきたい教員に必要な法令知識! 新訂第2版 菱村幸彦編著 教育開発研究所 373.22/H76

415 #教職教養 : #分野別#項目別 2021年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリーズ:1. 全国まるごと過去問題集) 協同教育研究会編集 協同出版 373.7//'21

416 #一般教養 : #分野別#項目別 2021年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリーズ:2. 全国まるごと過去問題集) 協同教育研究会編集 協同出版 373.7//'21

417 #小学校教諭 : #分野別#項目別 2021年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリーズ:3. 全国まるごと過去問題集) 協同教育研究会編集 協同出版 373.7//'21

418 #国語科 : #分野別#項目別 2021年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリーズ:4. 全国まるごと過去問題集) 協同教育研究会編集 協同出版 373.7//'21



419 #社会科 : #分野別#項目別 2021年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリーズ:5. 全国まるごと過去問題集) 協同教育研究会編集 協同出版 373.7//'21

420 #英語科 : #分野別#項目別 2021年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリーズ:6. 全国まるごと過去問題集) 協同教育研究会編集 協同出版 373.7//'21

421 #数学科 : #分野別#項目別 2021年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリーズ:7. 全国まるごと過去問題集) 協同教育研究会編集 協同出版 373.7//'21

422 教員採用試験一般教養ポイントチェック15日間 2022 (教育ジャーナル選書) 学研教育みらい/学研プラス (発売) 373.7//'22

423 教員採用試験教職教養ポイントチェック15日間 2022 (教育ジャーナル選書) 学研教育みらい/学研プラス (発売) 373.7//'22

424 人文科学 2022年度 (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験対策参考書/一般教養:1) ティーエーネットワーク/東京アカデミー七賢出版 (発売) 373.7//'22

425 社会科学 2022年度 (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験対策参考書/一般教養:2) ティーエーネットワーク/東京アカデミー七賢出版 (発売) 373.7//'22

426 自然科学 2022年度 (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験対策参考書/一般教養:3) ティーエーネットワーク/東京アカデミー七賢出版 (発売) 373.7//'22

427 教員採用試験一般教養36日間 2022 (教育ジャーナル選書) 津金邦明監修 学研教育みらい/学研プラス (発売) 373.7//'22

428 教員採用試験教職教養36日間 2022 (教育ジャーナル選書) 津金邦明監修 学研教育みらい/学研プラス (発売) 373.7//'22

429 教育原理教育史 2022年度 (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験対策参考書/教職教養:1) ティーエーネットワーク/東京アカデミー七賢出版 (発売) 373.7//'22

430 教育心理教育法規 2022年度 (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験対策参考書/教職教養:2) ティーエーネットワーク/東京アカデミー七賢出版 (発売) 373.7//'22

431 教員採用試験教職教養よく出る過去問224 2022年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'22

432 和歌山県の教職教養参考書 2022年度版 (和歌山県の教員採用試験「参考書」シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

433 和歌山県の一般教養参考書 2022年度版 (和歌山県の教員採用試験「参考書」シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

434 和歌山県の小学校教諭参考書 2022年度版 (和歌山県の教員採用試験「参考書」シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

435 兵庫県の教職・一般教養参考書 '22年度版 (兵庫県の教員採用試験「参考書」シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

436 兵庫県の小学校教諭参考書 2022年度版 (兵庫県の教員採用試験「参考書」シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

437 兵庫県の英語科参考書 2022年度版 (兵庫県の教員採用試験「参考書」シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

438 神戸市の教職教養参考書 2022年度版 (神戸市の教員採用試験「参考書」シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

439 神戸市の一般教養参考書 2022年度版 (神戸市の教員採用試験「参考書」シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

440 奈良県の教職教養参考書 '22年度版 (奈良県の教員採用試験「参考書」シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

441 奈良県の小学校教諭参考書 2022年度版 (奈良県の教員採用試験「参考書」シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

442 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の教職・一般教養参考書 '22年度版 (大阪府の教員採用試験「参考書」シリーズ:1) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

443 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の小学校教諭参考書 '22年度版 (大阪府の教員採用試験「参考書」シリーズ:2) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

444 大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の社会科参考書 2022年度版 (大阪府の教員採用試験「参考書」シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

445 ホットでほっとな学級びらき・授業びらき : 知恵とワザをどう仕掛けるか 前田勝洋著 黎明書房 374.1/Ma26

446 with(ウィズ)コロナの学級経営と授業づくり 『授業力&学級経営力』編集部編 明治図書出版 374.1/Me25

447 必ずリーダー資質が育つ学級づくり : 主体的・対話的な人間性を育む活動 齋藤浩編著 学事出版 374.12/Sa25

448 キーワードでひく小学校通知表所見辞典 新版 山中伸之編著/内田聡, 須永吉信, 松島広典著 さくら社 374.12/Y34

449 教員という仕事 : なぜ「ブラック化」したのか (朝日新書:791) 朝比奈なを著 朝日新聞出版 374.3/A82

450 マンガ中学教員日記 : 今日も働き放題 (こころライブラリー) 田中へこ漫画 講談社 374.37/U14

451 学校法人会計基準の課題 : 「継続性」と「健全性」を把握する観点からの見直し 久下眞一著 三省堂書店/創英社 374.5/Ku21

452 学びのインフラ5.0 : 「次世代の学校」をつくる4条件 (新教育ライブラリPremier(プレミア):vol. 3) ぎょうせい編集・発行 ぎょうせい 374/G99

453 Withコロナの新しい学校経営様式 : ニューノーマルな教育システムの展望 篠原清昭, 大野裕己編著 ジダイ社 374/Sh67

454 イラスト版3ステップで早わかり!主体的・対話的で深い学び実現の指導法100 : 若手教師必携!ベーシックフレーム 千葉雄二, 村野聡, 久野歩著/井手本美紀イラスト 学芸みらい社 375.1/I63

455 コミュニケーション・デザインの学びをひらく : 教科横断で育てる協働的課題解決の力 お茶の水女子大学附属中学校編 明石書店 375.1/O15

456 一人で思う、二人で語る、みんなで考える : 実践!ロジコミ・メソッド (岩波ジュニア新書:921) 追手門学院大学成熟社会研究所編 岩波書店 375.1/O85

457 退屈な授業をぶっ飛ばせ! : 学びに熱中する教室 マーサ・ラッシュ [著]/長﨑政浩, 吉田新一郎訳 新評論 375.1/R88

458 学習環境のイノベーション 山内祐平著 東京大学出版会 375.1/Y46

459 授業でも研修でもすぐに使えるグループワークのトリセツ 木村玲欧著 北樹出版 375.13/Ki39

460 ゼロから学べるオンライン学習 秋山貴俊, 長瀬拓也編著 明治図書出版 375.199/A38



461 Youtubeで授業/学級経営やってみた! 原口直著 東洋館出版社 375.199/H32

462 やってみよう!小学校はじめてのオンライン授業 続 堀田龍也, 樋口万太郎編著 学陽書房 375.199/H56/2

463 即実践!小学校のプログラミング授業 (教育技術mook) 柏メディア教育研究会, 柏市教育委員会編 小学館 375.199/Ka77

464 「問い」の質を深め問題解決する社会科学習 : 横浜発 横浜市小学校社会科研究会編著 東洋館出版社 375.3/Y75

465 せいかつ : 指導書 下 第二部詳説 : セット 寺尾愼一著作者代表 啓林館 375.312/Ke26/2

466 新しい生活 : 教師用指導書 下 : 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/To46/2

467 新しい社会 : 教師用指導書 5下 : 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/To46/5-2

468 もうひとつの道徳の教科書 道徳の教科書編集委員会編 冨山房インターナショナル 375.35/D88

469 小学算数 : 教師用指導書 1年下 : 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/N71/1-2

470 小学算数 : 教師用指導書 2年下 : 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/N71/2-2

471 小学算数 : 教師用指導書 3年下 : 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/N71/3-2

472 小学算数 : 教師用指導書 4年下 : 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/N71/4-2

473 小学算数 : 教師用指導書 5年下 : 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/N71/5-2

474 校庭の雑草 4版第2刷 (野外観察ハンドブック) 岩瀬徹, 川名興, 飯島和子共著 全国農村教育協会 375.42/Ko93

475 多様な性の視点でつくる学校教育 : セクシュアリティによる差別をなくすための学びへ 眞野豊著 松籟社 375.49/Ma46

476 わたしたちの家庭科 : 学習指導書 5・6下巻 : 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・6-2

477 図画工作 : 教師用指導書 1・2下 : 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・2-2

478 図画工作 : 教師用指導書 3・4下 : 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・4-2

479 図画工作 : 教師用指導書 5・6下 : 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・6-2

480 小学校音楽イチ押し授業モデル : 新学習指導要領対応 低学年 今村行道編著/津田正之編著 明治図書出版 375.762/I44/1

481 小学校音楽イチ押し授業モデル : 新学習指導要領対応 中学年 今村行道, 津田正之編著 明治図書出版 375.762/I44/2

482 小学校音楽イチ押し授業モデル : 新学習指導要領対応 高学年 今村行道, 津田正之編著 明治図書出版 375.762/I44/3

483 あたらしい国語科教育学の基礎 山元隆春 [ほか] 著 溪水社 375.8/A94

484 3ステップで学びの土台をつくる国語授業のこだわり33 牧園浩亘著 東洋館出版社 375.82/Ma38

485 語りと教育の近代史 : 児童文化の歴史から現代の教育を問い直す 松山鮎子著 大学教育出版 375.82/Ma91

486 新しい国語 : 教師用指導書 1下 : 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/To46/1-2

487 新しい国語 : 教師用指導書 2下 : 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/To46/2-2

488 新しい国語 : 教師用指導書 3下 : 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/To46/3-2

489 新しい国語 : 教師用指導書 4下 : 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/To46/4-2

490 小学校国語科どの子も必ず書けるようになる「書くこと」の授業づくり : すぐに使える練習ドリル付き 長谷川祥子編著/小川智勢子, 西山悦子著 明治図書出版 375.862/H36

491 中学校国語科クラス全員が必ず書けるようになる指導技術 : すぐに使える練習ドリル付き 長谷川祥子編著/加賀谷いづみ, 西山明人著 明治図書出版 375.863/H36

492 迷走する英語教育をただす : 中村敬の理論・思想・実践をもとに 中村敬, 峯村勝共著 かもがわ出版 375.893/N37

493 小学校英語教育ハンドブック : 理論と実践 : 小学校英語教育学会20周年記念誌 小学校英語教育学会20周年記念誌編集委員会編 東京書籍 375.8932/Sh95

494 小学校英語×ICT : 「楽しい!」を引き出す活動アイデア60 (小学校英語サポートBOOKS) 東口貴彰著 明治図書出版 375.8932/To23

495 國語讀本 : 尋常小學校用 坪内雄藏著 富山房企畫/冨山房インターナショナル (発売) 375.9/Ts15

496 國語讀本 : 高等小學校用 坪内雄藏著 富山房企畫/冨山房インターナショナル (発売) 375.9/Ts15

497 イスラーム/ムスリムをどう教えるか : ステレオタイプからの脱却を目指す異文化理解 荒井正剛, 小林春夫編著 明石書店 375/A62

498 認定こども園運営ハンドブック 令和2年版 中央法規出版編集部編集 中央法規出版 376.1/C66/'20

499 子どもと共に歩む保育 改訂版 和田幸子, 伊藤美加, 山﨑玲奈編著 三学出版 376.1/Ko21

500 仮説・実践・検証思考する保育実践例15 : 子どもが育つ!保育者も育つ! 増田修治著 チャイルド社 376.1/Ma66

501 豊かな育ちのための保育内容総論 垂見直樹編著 ミネルヴァ書房 376.1/Ta91

502 保育の中に心地よい暮らしをつくる : 新しい保育のスタイル ユリア著 かもがわ出版 376.1/Y99



503 子どもの理解と援助 (新保育ライブラリ) 清水益治編著/無藤隆編著 北大路書房 376.11/Sh49

504 発達を学ぶちいさな本 : 子どもの心に聴きながら 白石正久文・写真 クリエイツかもがわ 376.11/Sh82

505 子どもの理解と援助 : 子どもの育ちと学びの理解と保育実践 藪中征代, 玉瀬友美編著 萌文書林 376.11/Y12

506 ブラジル天使が舞い降りる村のカノア保育園 : 21歳女性保育士、ブラジルの貧しい漁村にひとり飛び込み保育園を作る! 鈴木真由美著 サンパティック・カフェ/星雲社 (発売) 376.1262/Su96

507 幼稚園・幼保連携型認定こども園教員採用試験問題200選 '21年度版 (保育士・幼稚園採用試験シリーズ) 幼稚園採用試験研究会編 大阪教育図書 376.14//'21

508 まんがでわかる保育士らくらく要点マスター 2021年版 キャリア・ステーション編著 実務教育出版 376.14//'21

509 収録科目福祉・教育系 (この1冊で合格!桜子先生の保育士必修テキスト. 下) KADOKAWA 376.14//['20]

510 収録科目保育系 (この1冊で合格!桜子先生の保育士必修テキスト. 上) KADOKAWA 376.14//['20]

511 よくわかる子どもの健康と安全 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 丸尾良浩, 竹内義博編著 ミネルヴァ書房 376.14/Ma57

512 遊びが育つ保育 : ごっこ遊びを通して考える (保育ナビブック) 河邉貴子, 田代幸代編著 フレーベル館 376.156/Ka91

513 戦前期日本人学校の異文化理解へのアプローチ : マニラ日本人小學校と復刻版『フィリッピン讀本』 小林茂子編著 明石書店 376.9/Ko12

514 大学が「知」のリーダーたるための成果重視マネジメント (大学改革支援・学位授与機構大学改革マネジメントシリーズ) 大学改革支援・学位授与機構編著 ぎょうせい 377.1/D16

515 探究型アプローチの大学教育実践 : 早大生が「複言語で育つ子ども」を考える授業 川上郁雄, 12名の早稲田大学学部生著 くろしお出版 377.15/Ka94

516 教育工学における大学教育研究 (教育工学選書:2:6) 村上正行, 田口真奈編著 ミネルヴァ書房 377.15/Mu43

517 大学での学び : その哲学と拡がり 田中俊也著 関西大学出版部 377.15/Ta84

518 2020年以降の高等教育政策を考える : グランドデザイン答申を受けて 大槻達也, 小林雅之, 小松親次郎編著 桜美林大学出版会/論創社 (発売) 377.21/N79

519 大学の今。企業が知っておくべき50のこと (リクルートムック) リクルート 377.21/R42/'20-'21

520 卓越する大学 : 教育・研究の新たなパラダイムに挑む21世紀のフロントランナー 2021年度版 大学通信 377.21/Ta74/'21

521 科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略 改訂第7版 児島将康著 羊土社 377.7/Ko39

522 通年採用時代の就活デザイン : 選んだ企業の内定を勝ち取る5つのメソッド アーロン・ズー著 白桃書房 377.95/Z3

523 過激派の時代 : the kagekiha : 1964-1968 北井一夫著 札幌宮の森美術館/平凡社 (発売) 377.96/Ki64

524 ちがうものをみている : 特別支援学級のこどもたち のえみ作 石風社 378.04/N92

525 手話の学校と難聴のディレクター : ETV特集「静かで、にぎやかな世界」制作日誌 (ちくま新書:1541) 長嶋愛著 筑摩書房 378.2/Me26

526 吃音のある子どもと家族の支援 : 保護者の声に寄り添い、学ぶ : 暮らしから社会へつなげるために 堅田利明, 菊池良和編著 学苑社 378.5/Ka81

527 学びの地図の構築と各教科の授業づくりモデル : 特別支援学校新学習指導要領 (特別支援教育サポートBOOKS) 菅野敦, 城田和晃編著 明治図書出版 378.6/Ka57

528 知的障害・発達障害における「行為」の心理学 : ソヴィエト心理学の視座と特別支援教育 國分充, 平田正吾編著/奥住秀之 [ほか著] 福村出版 378.6/Ko45

529 発達の気になる子の「できた!」が増えるトレーニング : 誤学習・未学習を防ぐ! 橋本美恵, 鹿野佐代子著 翔泳社 378.8/H38

530 発達障害のある子のサポートブック : 教育・保育の現場から寄せられた不適応行動・学習困難への対応策3300 第2版 (学研のヒューマンケアブックス) 榊原洋一 [ほか] 著 学研教育みらい/学研プラス (発売) 378.8/H43

531 発達が気になる子の学校生活における合理的配慮 : 教師が活用できる|親も知っておきたい 鴨下賢一編著/池田千紗 [ほか] 著 中央法規出版 378.8/Ka41

532 社会面のコグトレ : 認知ソーシャルトレーニング 1 宮口幸治, 宮口英樹著 三輪書店 378.8/Mi73/1

533 対人マナートレーニング/段階式問題解決トレーニング編 (社会面のコグトレ : 認知ソーシャルトレーニング:2) 石附智奈美, 井阪幸恵著 三輪書店 378.8/Mi73/2

534 "うつ""ひきこもり"の遠因になる発達障害の"二次障害"を理解する本 : 発達障害が暮らしに影響を与えることがある : 親子で理解する発達障害の本 宮尾益知監修 河出書房新社 378.8/Mi81

535 発達の気になる子の大人になるためのチャレンジ : 未来に飛び立て! 学齢期編 鹿野佐代子, 橋本美恵著 翔泳社 378.8/Sh33

536 ユーキャンの発達障害の子の保育さいしょの一冊 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) 378.8/Y97

537 障害の重い子どもの発達と生活 細渕富夫著 全国障害者問題研究会出版部 378/H93

538 特別支援教育における3観点の「学習評価」通知表の各教科・段階別文例集と記入例 特別支援教育の実践研究会編 明治図書出版 378/To35

539 賢い子を育てる夫婦の会話 天野ひかり著/汐見稔幸監修 あさ出版 379.9/A43

540 ハーバードで学んだ最高の読み聞かせ : 思考力・読解力・伝える力が伸びる 加藤映子著 かんき出版 379.9/Ka86

541 世界で一番カンタンな投資とお金の話 : 生涯投資家vs生涯漫画家 村上世彰, 西原理恵子著 文藝春秋 379.9/Mu43

542 親子で取り組む作文教室 : 魔法の質問で「コトバの力」を伸ばそう 山口拓朗著 日本能率協会マネジメントセンター 379.9/Y24

543 アイヌの祈り 堀内昭彦写真・著 求龍堂 382.11/H89

544 縄文の衣 : 日本最古の布を復原 増補版 尾関清子著 雄山閣 383.1/O98



545 国別世界食文化ハンドブック ヘレン・C・ブリティン著/小川昭子, 海輪由香子, 八坂ありさ訳 柊風舎 383.8/B74

546 食をめぐる人類学 : 飲食実践が紡ぐ社会関係 (東北アジア研究専書) 櫻田涼子, 稲澤努, 三浦哲也編著 昭和堂 383.823/Sh96

547 生活用具 (北海道民具事典:1) 北海道新聞社 383.93/H82/1

548 生業・生産用具 交通・運搬・通信用具 (北海道民具事典:2) 北海道民具事典編集委員会編 北海道新聞社 383.93/H82/2

549 よくわかる児童文化 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 川勝泰介編著 ミネルヴァ書房 384.5/Ka94

550 江戸のスポーツ歴史事典 谷釜尋徳著 柏書房 384.8/Ta87

551 花街と芸妓・舞妓の世界 : 継がれゆく全国各地の芸と美と技 松田有紀子 [ほか] 著/溝縁ひろし写真 誠文堂新光社 384.9/Ka16

552 しめ飾り造形とその技法 : 藁を綯い、春を寿ぐ ことほき[著] 誠文堂新光社 386.1/Ko94

553 夜ふけに読みたい神秘なアイルランドのおとぎ話 加藤洋子, 吉澤康子, 和爾桃子編訳/アーサー・ラッカム挿絵 平凡社 388.339/Y73

554 日本民謡事典 1 竹内勉編著 朝倉書店 388.91/Ta67/1

555 日本民謡事典 2 竹内勉編著 朝倉書店 388.91/Ta67/2

556 日本民謡事典 3 竹内勉編著 朝倉書店 388.91/Ta67/3

557 新しい軍隊 : 「多様化戦」が軍隊を変える、その時自衛隊は… 松村五郎著 内外出版 390/Ma82

558 誰でもわかる孫子の兵法 (図書館版誰でもわかる古典の世界:3) 武馬久仁裕編著 黎明書房 399.23/So48

559 SUPER理科事典 : 知りたいことがすぐ分かる! 4訂版 齊藤隆夫監修 受験研究社 403.6/Sa25

560 科学技術社会論とは何か (科学技術社会論の挑戦:1) 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/F56/1

561 「つなぐ」「こえる」「動く」の方法論 (科学技術社会論の挑戦:3) 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/F56/3

562 マンガでわかる!今日からドヤれる科学リテラシー講座 : 教えて!夜子先生 くられ原案・解説/くがほたるマンガ 化学同人 404/Ku54

563 科学技術社会と大学の倫理 (高等教育研究論集:第4巻) 羽田貴史著 東信堂 407/H42

564 理科系のための入門英語論文ライティング 改訂版 廣岡慶彦著 朝倉書店 407/H71

565 「顔」の進化 : あなたの顔はどこからきたのか (ブルーバックス:B2159) 馬場悠男著 講談社 408/11/2159

566 トポロジカル物質とは何か : 最新・物質科学入門 (ブルーバックス:B2162) 長谷川修司著 講談社 408/11/2162

567 脳の大統一理論 : 自由エネルギー原理とはなにか (岩波科学ライブラリー:299) 乾敏郎, 阪口豊著 岩波書店 408/14/299

568 本当は私だって数学が好きだったんだ : 知りたかった本質へのアプローチ : 数学を教える使命と学ぶ心構え (知の扉シリーズ) 長岡亮介著 技術評論社 410.7/N18

569 数学パズル大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) 小谷善行監修 ニュートンプレス 410.79/Ko92

570 よくわかるデジタル数学 : 離散数学へのアプローチ 阿部圭一著 近代科学社 410.9/A13

571 数学 数と数式編 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) [木村俊一監修] ニュートンプレス 410/Ki39

572 学びなおす算数 (ちくま新書:1545) 小林道正著 筑摩書房 410/Ko12

573 数学プレイ・マップ 新版 (ちくま学芸文庫:[モ6-8]) 森毅著 筑摩書房 410/Mo69

574 オイラー博士の素敵な数式 (ちくま学芸文庫:[ナ30-1]) ポール・J・ナーイン著/小山信也訳 筑摩書房 410/N27

575 図解かけ算とわり算で面白いほどわかる微分積分 佐々木淳著 ソーテック社 413.3/Sa75

576 零和への道 : ζの十二箇月 黒川信重著 現代数学社 413.5/Ku74

577 基礎から発展まで三角関数 (専門数学への懸け橋) 小林道正著 ベレ出版 413.59/Ko12

578 ベクトル : 使いこなせば数学ができる 物理がわかる (Newtonライト : 理系脳をきたえる!) (Newtonムック) ニュートンプレス 414.7/N99

579 黄金比 : 秘められた数の不思議 ゲイリー・B・マイスナー著/赤尾秀子訳 創元社 414/Me26

580 理解から応用への関数解析 オンデマンド版 (岩波オンデマンドブックス) 藤田宏著 岩波書店 415.5/F67

581 データサイエンスのための統計学入門 : 予測、分類、統計モデリング、統計的機械学習とR/Pythonプログラミング 第2版 Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck著/黒川利明訳/大橋真也技術監修 オライリー・ジャパン/オーム社 (発売) 417/D65

582 統計学わかりません!! 五十嵐中, 佐條麻里著 東京図書 417/I23

583 算数だけで統計学! : 中学校で習う数学の知識を前提としない徹底解説 石井俊全著 ベレ出版 417/I75

584 フリー統計ソフトEZR (Easy R) でカンタン統計解析 : サラっとできる! 神田善伸著 オーム社 417/Ka51

585 統計学図鑑 栗原伸一, 丸山敦史共著 オーム社 417/Ku61

586 いっきにわかる!統計学 (TJ mook) 野口哲典, 松本健太郎監修 宝島社 417/N93



587 統計学を哲学する 大塚淳著 名古屋大学出版会 417/O88

588 データ分析の先生!文系の私に超わかりやすく統計学を教えてください! 高橋信著/郷和貴聞き手 かんき出版 417/Ta33

589 やさしくわかる物理学のための数学 : 高校レベルからはじめる! ノマド・ワークス著 ナツメ社 421.5/N94

590 すべての答えは小学校理科にある : 理科の授業で大学入試問題を解きほぐす 電気・磁気編 山下芳樹著 電気書院 427/Y44

591 化学が好きになる数の物語100話 ジョエル・レビー著/佐藤聡訳 ニュートンプレス 430.4/L57

592 エネルギーと電池 (神奈川大学入門テキストシリーズ. 化学の魅力:3) 松本太, 郡司貴雄著 御茶の水書房 430.4/Ma81

593 人類は宇宙をどう見てきたか (シリーズ宇宙総合学:2) 伊藤和行 [ほか] 著/京都大学宇宙総合学研究ユニット編集 朝倉書店 440.4/Sh88/2

594 人類はなぜ宇宙へ行くのか (シリーズ宇宙総合学:3) 土山明 [ほか] 著/京都大学宇宙総合学研究ユニット編集 朝倉書店 440.4/Sh88/3

595 宇宙にひろがる文明 (シリーズ宇宙総合学:4) 嶺重慎 [ほか] 著/京都大学宇宙総合学研究ユニット編集 朝倉書店 440.4/Sh88/4

596 人生が変わる宇宙講座 (ハヤカワ文庫:NF565) ニール・ドグラース・タイソン著/田沢恭子訳 早川書房 440.4/Ty8

597 世界で一番美しい深宇宙図鑑 : 太陽系から宇宙の果てまで ホヴァート・スヒリング著/武井摩利訳 創元社 440/Sc3

598 宇宙の謎に迫る : 最新 : 天文学最前線 (GEOペディア) 竹内薫監修 清水書院 440/Ta67

599 日本の星空ツーリズム : 見かた・行きかた・楽しみかた 縣秀彦編著 緑書房 442/A19

600 ビジュアル銀河大図鑑 (National geographic) ナショナルジオグラフィック編著/竹花秀春訳 日経ナショナルジオグラフィック社/日経BPマーケティング (発売) 443.6/N57

601 ゼロからわかる宇宙論 : 最新科学が描きだす138億歳の宇宙 (ニュートン別冊) (Newtonムック) ニュートンプレス 443.9/N99

602 地図学の聖地を訪ねて : 地形図片手にたどる測量の原点と地理教科書ゆかりの地 松山洋編著 二宮書店 448.9/Ma91

603 誰でもわかる日本の二十四節気と七十二侯 (図書館版誰でもわかる古典の世界:1) 脳トレーニング研究会編 黎明書房 449.34/N97

604 地球大百科事典 上 : 地球物理編 Paul L. Hancock, Brian J. Skinner [編]/井田喜明, 木村龍治, 鳥海光弘監訳 朝倉書店 450/H28/1

605 地球大百科事典 下 : 地質編 Paul L. Hancock, Brian J. Skinner [編]/井田喜明, 木村龍治, 鳥海光弘監訳 朝倉書店 450/H28/2

606 地球進化46億年 : 地学、古生物、恐竜でたどる (ワニブックス「Plus」新書:314) 高橋典嗣著 ワニブックス 450/Ta33

607 今の空から天気を予想できる本 武田康男著 緑書房 451.28/Ta59

608 気象予報士が楽しく教える!雲と天気のよくばり自由研究 : 気象観測が今日からできる 金子大輔著 保育社 451.61/Ka53

609 水の科学 : 水の自然誌と生命、環境、未来 第2版 清田佳美著 オーム社 452.9/Se17

610 海洋科学入門 : 海の低次生物生産過程 第2版 多田邦尚, 一見和彦, 山口一岩著 恒星社厚生閣 452/Ka21

611 地形でとらえる環境と暮らし 西城潔 [ほか] 著 古今書院 454/C44

612 パンダの祖先はお肉が好き!? : 動物園から広がる古生物の世界と進化 : 人気動物のルーツを辿る!! 土屋健著/ACTOW絵 笠倉出版社 457.8/Ts32

613 恐竜まみれ : 発掘現場は今日も命がけ 小林快次著 新潮社 457.87/Ko12

614 化石先生は夢を掘る : 忠類ナウマンゾウからサッポロカイギュウまで 木村方一著 北海道新聞社 457.89/Ki39

615 もがいて、もがいて、古生物学者!! : みんなが恐竜博士になれるわけじゃないから 木村由莉著 ブックマン社 457/Ki39

616 心理職のための身につけておきたい生物学の基礎知識 高瀬堅吉著 誠信書房 460/Ta53

617 命のものさし : 動物の命・人間の命・わたしの命 今西乃子著/浜田一男写真 合同出版 461.1/I45

618 400年生きるサメ,4万年生きる植物 : 生物の寿命はどのように決まるのか (DOJIN選書:85) 大島靖美著 化学同人 461.1/O77

619 コタン生物記 新版 1 樹木・雑草篇 更科源蔵, 更科光著 青土社 462.11/Sa69/1

620 コタン生物記 新版 2 野獣・海獣・魚族篇 更科源蔵, 更科光著 青土社 462.11/Sa69/2

621 コタン生物記 新版 3 野鳥・水鳥・昆虫篇 更科源蔵, 更科光著 青土社 462.11/Sa69/3

622 生物の進化大事典 スティーヴ・パーカー編/日暮雅通, 中川泉訳 三省堂 467.5/P24

623 なぜ田んぼには多様な生き物がすむのか 大塚泰介, 嶺田拓也編 京都大学学術出版会 468/O88

624 生物多様性を問いなおす : 世界・自然・未来との共生とSDGs (ちくま新書:1542) 高橋進著 筑摩書房 468/Ta33

625 形とくらしの雑草図鑑 : 見分ける、身近な300種 新版 (野外観察ハンドブック) 岩瀬徹, 飯島和子著 全国農村教育協会 470.38/I96

626 帰化&外来植物見分け方マニュアル950種 : 瞬時に同定できる 森昭彦著・写真・イラスト 秀和システム 471.71/Mo45

627 快楽としての動物保護 : 『シートン動物記』から『ザ・コーヴ』へ (講談社選書メチエ:736) 信岡朝子著 講談社 480.9/N91

628 外来どうぶつミニ図鑑 鈴木欣司著 全国農村教育協会 481.7/Su96



629 あなたの中の動物たち : ようこそ比較認知科学の世界へ 渡辺茂著 教育評論社 481.78/W46

630 昆虫探検(エクスプローラ)図鑑1600 新版 川邊透著・写真 全国農村教育協会 486.038/Ka91

631 毎日が楽しくなる「虫目」のススメ : 虫と、虫をめぐる人の話 鈴木海花著 全国農村教育協会 486.04/Su96

632 日本の野鳥さえずり・地鳴き図鑑 : スマホ・PCで鳴き声を聴き分ける全192種 増補改訂版 植田睦之監修 メイツユニバーサルコンテンツ 488.038/U48

633 ホッキョクグマ : 北極の象徴の文化史 マイケル・エンゲルハード著/山川純子訳 白水社 489.57/E61

634 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 490.15/D97

635 こどもホスピスの奇跡 : 短い人生の「最期」をつくる 石井光太著 新潮社 490.15/I75

636 ブラック・ジャックの解釈学 : 内科医の視点 國松淳和著 金芳堂 490/Ku45

637 人体のふしぎ : 精密な解剖図でカラダの仕組みがよくわかる! 矢沢サイエンスオフィス編著 ワン・パブリッシング 491.1/Y67

638 体内時計のミステリー : 最新科学が明かす睡眠・肥満・季節適応 ラッセル・G・フォスター, レオン・クライツマン著/石田直理雄訳 大修館書店 491.3/F41

639 14歳からの生物学 : 学校では教えてくれない「ヒト」の科学 サリー・ヒル編/松田良一, 岡本哲治監訳 白水社 491.3/H58

640 説明できる解剖生理 : 病態・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) 491.31/Ta66

641 認知症のある方も食べられるようになるスプーンテクニック 増補改訂版 佐藤良枝著 日総研出版 491.343/Sa87

642 動物が教えてくれるLOVE戦略 : モテ親父になろう! 竹内久美子著 ビジネス社 491.35/Ta67

643 創造性と脳システム : どのようにして新しいアイデアは生まれるか エルコノン・ゴールドバーグ著/武田克彦監訳 新曜社 491.371/G61

644 脳科学のはなし (科学の眼で見る日常の疑問) 稲場秀明著 技報堂出版 491.371/I51

645 薬理学 : 疾患と薬の作用がひと目でわかる 第2版 (初めの一歩は絵で学ぶ : doctor's illustration) 黒山政一, 香取祐介著 じほう 491.5/Ku78

646 イラストで理解するかみくだき薬理学 改訂2版 町谷安紀著 南山堂 491.5/Ma18

647 これならわかる!かんたんポイント心電図 第2版 奥出潤著 医学書院 492.123/O54

648 これならわかる!かんたんポイント心電図 第2版 奥出潤著 医学書院 492.123/O54(1)

649 腹痛の「なぜ?」がわかる本 : 痛みのメカニズムがみえれば診療が変わる! 腹痛を「考える」会著 医学書院 492.14/F84

650 院内研修パーフェクトbook : 効果的・効率的・魅力的な教育・研修を企画・運営できるようになる! (Nursing business:2020年秋季増刊(通巻199号). ナーシングビジネス) 内藤知佐子編著 メディカ出版 492.9/Me14/199

651 看護白書 : 特定行為研修を修了した認定看護師の活用 令和2年版 日本看護協会編 日本看護協会出版会 492.9/N71/'20

652 看護学生スタートアップトレーニング : 4科目の学びを「看護」につなげるワークブック : 理科・数学・国語・社会 改訂2版 児玉善子監修/鳥井元純子監修/水方智子監修 メディカ出版 492.907/Ka54

653 英語で学ぶプライマリーケア 西牟田祐美子編著 講談社 492.907/N84

654 臨床看護英語 : let's listen, speak and learn 第6版 仁木久恵, ナンシー・シャーツ‐ホプコ, 横田まり子著 医学書院 492.907/R45

655 解いて、わかる!覚えて合格!小児看護学問題集 : 看護師国家試験対策 2021年 井上昌子編著 PILAR PRESS 492.9079//'21

656 PASS NOTE : 看護師国試 2021年版 チャレンジテスト看護師国試対策室編 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売) 492.9079//'21

657 看護師国家試験必修問題ファイナルチェック360問 2021年 Nursing Canvas看護師国試対策室編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス(発売) 492.9079//'21

658 解いて、わかる!覚えて合格!在宅看護論問題集 : 看護師国家試験対策 2021年 多次淳一郎著 PILAR PRESS 492.9079//'21

659 必修問題まんてんGET! : 看護師国家試験対策ブック 2021 看護師国家試験対策研究会編 メディカ出版 492.9079//'21

660 看護師国試これだけ覚える必修問題 '21年版 小木曽加奈子監修 成美堂出版 492.9079//'21

661 看護師国試これだけ覚える一般問題 '21年版 小木曽加奈子監修 成美堂出版 492.9079//'21

662 解剖生理学レベルアップテスト50 : 看護学生のための5分間テスト : 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]

663 デルカン : 国試直前対策ブック : ここが出る看護婦国家試験ポイント [2021] 御供泰治編著/石原英子, 松下美惠著 メディカ出版 492.9079//['21]

664 直前α : 看護師国試対策ブック : 公衆衛生・関係法規・社会福祉 2021 今西春彦編著 メディカ出版 492.9079/I45/'21

665 看護補助者へのタスクシフト : ケア習熟度確認表業務マニュアル作成と活用 井上裕美子編著 日総研出版 492.911/I57

666 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(1)

667 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(2)

668 ミッフィーの早引き検査値・数式ハンドブック : 新型コロナウイルス完全対応 増補改訂版 奈良信雄監修 エクスナレッジ 492.911/N51

669 ゴードン博士の看護診断アセスメント指針 : よくわかる機能的健康パターン 第2版 マージョリー・ゴードン著/早野真佐子訳 照林社 492.913/G67

670 看護診断のためのよくわかる中範囲理論 第2版 黒田裕子監修 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売) 492.913/Ku72(1)



671 看護に活かす基準・指針・ガイドライン集 2020 日本看護協会編 日本看護協会出版会 492.915/N71/'20

672 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(1)

673 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(2)

674 ドレーン管理 : 看るべきところがよくわかる (ナースビギンズ) 藤野智子, 福澤知子編集 南江堂 492.9163/F64(1)

675 ドレーン管理 : 看るべきところがよくわかる (ナースビギンズ) 藤野智子, 福澤知子編集 南江堂 492.9163/F64(2)

676 看護の現場ですぐに役立つ術前・術後ケアの基本 : 患者さんが安心できる観察ポイントが身に付く! (ナースのためのスキルアップノート) 大口祐矢著 秀和システム 492.9163/O26(1)

677 看護の現場ですぐに役立つ術前・術後ケアの基本 : 患者さんが安心できる観察ポイントが身に付く! (ナースのためのスキルアップノート) 大口祐矢著 秀和システム 492.9163/O26(2)

678 あっそうか!ロイとゴードンで母性小児看護過程11事例 改訂版 内藤直子, 下村明子編著 ふくろう出版 492.921/N29(1)

679 女性・家族に寄り添い健康を支えるウィメンズヘルスケアの追求 第2版 (Nursing textbook series. 母性看護学:1 概論) 有森直子編著 医歯薬出版 492.924/B66/1

680 母性 : 症状分類別看護過程と援助技術 : ウエルネス看護診断による 改訂版 西村正子, 湯舟貞子編著 日総研出版 492.924/N84

681 根拠と事故防止からみた小児看護技術 第3版 浅野みどり編集 医学書院 492.925/A87

682 NICU看護myポケットマニュアル : Nポケ 國島美穂編著/小西美樹編著/平岩美緒編著/古田惠香編著/北東功医学監修 メディカ出版 492.925/N71

683 がん化学療法ケアガイド : 治療開始前からはじめるアセスメントとセルフケア支援 改訂版 (ベスト・プラクティスコレクション) 濱口恵子, 本山清美編集 中山書店 492.926/H23(1)

684 がん化学療法ケアガイド : 治療開始前からはじめるアセスメントとセルフケア支援 改訂版 (ベスト・プラクティスコレクション) 濱口恵子, 本山清美編集 中山書店 492.926/H23(2)

685 成人看護技術 : 慢性看護 第2版 (看護実践のための根拠がわかる) 宮脇郁子, 籏持知恵子編著 メヂカルフレンド社 492.926/Mi87(1)

686 成人看護技術 : 慢性看護 第2版 (看護実践のための根拠がわかる) 宮脇郁子, 籏持知恵子編著 メヂカルフレンド社 492.926/Mi87(2)

687 看護の現場ですぐに役立つ心臓カテーテル看護の基本 : 患者さんへのアセスメント技術が身に付く! (ナースのためのスキルアップノート) 岩崎純恵著 秀和システム 492.9263/I96

688 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(1)

689 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(2)

690 いちばん使える整形外科ならではの看護技術 : 整形外科ナースならここまでやる! : 超ビジュアル系book!640点の画像・イラストで見てわかる (整形外科看護:2020秋季増刊 (通巻326号)) 萩野浩編 メディカ出版 492.9264/Me14/326

691 精神科看護ケアプラン キャサリン・M・フォーティナッシュ,パトリシア・A・ハラデー‐ウォレット著/北島謙吾,川野雅資監訳 医学書院エムワイダブリュー 492.927/F39

692 精神科看護師のための体の見かた : バイタルサイン+フィジカルアセスメントで異変のキャッチと状態像の把握がすぐ身につく! 本田明著 メディカ出版 492.927/H84

693 看護師のための認知症患者さんとのコミュニケーション&“困った行動"にしない対応法 : 問題は患者さん?関わり方? 浅野均編著/堀内ふき監修 メディカ出版 492.929/A87

694 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(1)

695 認知症plus身体疾患 : 加齢変化をふまえた適切な治療とケアのためのかかわり (認知症plusシリーズ:11) 高山成子, 大津美香, 久米真代編著 日本看護協会出版会 492.929/N76

696 看護管理者のためのキャリアデザイン支援術 : スタッフを支え・成長を促す面談スキル向上! 濱田安岐子著 メディカ出版 492.984/H22

697 耳鼻咽喉科 (病気がみえる:vol. 13) 医療情報科学研究所編集 Medic Media 492/IrJ/B-13

698 皮膚科 (病気がみえる:vol. 14) 医療情報科学研究所編集 Medic Media 492/IrJ/B-14

699 糖尿病と妊娠の医学 : 糖尿病妊婦治療の歴史と展望 第3版 大森安惠著 文光堂 493.123/O63

700 今日からできるフレイル対策 : 在宅時代の落とし穴 飯島勝矢著 KADOKAWA 493.185/I27

701 みんなのひきこもり : つながり時代の処世術 加藤隆弘著 木立の文庫 493.7/Ka86

702 メンタルヘルス時代の精神医学入門 : こころの病の理解と支援 松本卓也, 野間俊一編著 ミネルヴァ書房 493.7/Ma81

703 現代社会とメンタルヘルス : 包摂と排除 中谷陽二責任編集/斎藤環, 森田展彰, 小西聖子編集/小池純子 [ほか] 編集協力 星和書店 493.7/N43

704 対人援助職のための精神医学講座 : グループディスカッションで学ぶ 西園マーハ文著 誠信書房 493.7/N87

705 精神薬理学エセンシャルズ : 神経科学的基礎と応用 第4版 スティーブン M.ストール著 メディカル・サイエンス・インターナショナル 493.7/St1

706 自律神経を整える最善の知恵とコツ : イライラ・不安・不眠を解消!名医が教える 主婦の友社編 主婦の友社 493.733/Sh99

707 認知症でも心は豊かに生きている : 認知症になった認知症専門医長谷川和夫100の言葉 長谷川和夫著 中央法規出版 493.758/H36

708 狂気の歴史 : 古典主義時代における : 新装版 ミシェル・フーコー著/田村俶訳 新潮社 493.76/F42

709 大人の発達障害グレーゾーンの人たち (健康ライブラリー:スペシャル) 林寧哲, OMgray事務局監修 講談社 493.76/H48

710 自閉スペクトラム症 : 「発達障害」最新の理解と治療革命 (幻冬舎新書:593, お-6-12) 岡田尊司著 幻冬舎 493.76/O38

711 おとなの発達障害 : 診断・治療・支援の最前線 (光文社新書:1084) 小野和哉, 林寧哲, 柏淳ほか著 光文社 493.76/O86

712 心理学からみた統合失調症 (シリーズ公認心理師の向き合う精神障害:1) 横田正夫編 朝倉書店 493.763/Y78



713 敏感すぎる心がスーッとラクになる本 長沼睦雄 [監修] 扶桑社 493.79/N16

714 サンフォード感染症治療ガイド : 日本語版 2020 David N. Gilbert [ほか] 編集/井口成一 [ほか] 日本語版翻訳 ライフサイエンス出版 493.8/Sa62/'20

715 新型コロナウイルスを制圧する : ウイルス学教授が説く、その「正体」 河岡義裕著/河合香織聞き手 文藝春秋 493.87/Ka96

716 百年前のパンデミックと皇室 : 梨本宮伊都子妃の見たスペイン風邪 小田部雄次著 敬文舎 493.87/N55

717 ウイルス・ハンター : アメリカCDCの挑戦と死闘 (ハヤカワ文庫:NF561) エド・レジス著/渡辺政隆訳 早川書房 493.87/R24

718 お母さんがもっと元気になる乳児健診 : 健診を楽しくすすめるエビデンス&テクニック : あなたの一言がお母さんを楽にする! 新版 水野克己著 メディカ出版 493.92/Mi96

719 「発達障害」とはなんだろう? : 真の自尊ルネッサンスへ (「こころ学」シリーズ:3) 石川憲彦著 ジャパンマシニスト社 493.937/I76

720 発達障害最初の一歩 : お友だちとのかかわり方、言葉の引き出し方、「療育」の受け方、接し方 松永正訓著 中央公論新社 493.937/Ma83

721 これでわかる自閉スペクトラム症 : 基礎知識・症例とサポートのヒント 市川宏伸監修 成美堂出版 493.9375/I14

722 1週間で学ぶ新生児学 第4版 河井昌彦著 金芳堂 493.95/Ka93

723 写真で見る赤ちゃんとお母さんにやさしい母乳育児支援 : 助産師のための「母乳育児成功のための10ヵ条とその後に」の実践ガイド 日本助産師会母乳育児支援業務基準検討特別委員会編 日本助産師会出版 493.983/N71

724 腫瘍学 : 知っておきたいがんの知識とケア (初めの一歩は絵で学ぶ : doctor's illustration) 元雄良治著 じほう/ビーコム 494.5/Mo92

725 透析治療と意思決定 : Dialysis Treatment (Nursing Todayブックレット:08) Nursing Todayブックレット編集部編集 日本看護協会出版会 494.93/N99

726 性感染症 : プライベートゾーンの怖い医学 (角川新書:[K-340]) 尾上泰彦[著] KADOKAWA 494.99/O67

727 周産期超音波の見かた : これから始める! : オールカラー 改訂2版 金井雄二著 メディカ出版 495.5/Ka44

728 胎児心拍数モニタリング講座 : 大事なサインを見逃さない! : オールカラー 改訂3版 藤森敬也著 メディカ出版 495.6/F62(1)

729 産婦人科診療ガイドライン 産科編2020 日本産科婦人科学会, 日本産婦人科医会編集・監修 日本産科婦人科学会 495/N71/'18

730 しあわせ歯ならびのつくり方 : 矯正しないための0歳からの子育て 浅川幸子著 時事通信出版局/時事通信社 (発売) 497.7/A84

731 赤ちゃんのころ (子どものお口どう育つの? : 口腔機能の発達がわかる本. 乳児期編) 医歯薬出版 497.7/Ta82/1

732 幼稚園のころ (子どものお口どう育つの? : 口腔機能の発達がわかる本. 幼児期編) 医歯薬出版 497.7/Ta82/2

733 小学生のころ (子どものお口どう育つの? : 口腔機能の発達がわかる本. 学童期編) 医歯薬出版 497.7/Ta82/3

734 看護師・保健師をめざす人のやさしい統計処理 : 保健・医療データの活用 豊田修一, 星山佳治, 宮崎有紀子執筆 実教出版 498.019/Ka54

735 死にゆく子どもを救え : 途上国医療現場の日記 吉岡秀人著 冨山房インターナショナル 498.0223/Y92

736 生きるを支えあう : 一人の人として、看護職者として 福岡富子著 文芸社 498.14/F82

737 看護師のための医療安全につながる接遇 : 自分と患者を守るコミュニケーション力 福岡かつよ著 中央法規出版 498.14/F82

738 Letters : 今を生きる「看護」の話を聞こう : 私もエールをもらった10人のストーリー 白石弓夏著 メディカ出版 498.14/Sh82

739 より安全な医療をめざして : リアルワールドの医療安全対策 チャールズ・ヴィンセント, レネ・アマルベルティ著 へるす出版 498.163/V75

740 ミッフィーの早引き栄養の基本ハンドブック 2020年最新改訂版 中村丁次監修/足立香代子監修/川島由起子監修 エクスナレッジ 498.58/Mi15

741 国会議員に読ませたい台湾のコロナ戦 藤重太 産経新聞出版 498.6/F57

742 コロナウイルスの終息とは、撲滅ではなく共存 (SB新書:516) 池上彰, 「池上彰緊急スペシャル!」制作チーム著 SBクリエイティブ 498.6/I33

743 人類vs感染症 : 新型コロナウイルス世界はどう闘っているのか 國井修著 CCCメディアハウス 498.6/Ku43

744 新型コロナから見えた日本の弱点 : 国防としての感染症 (光文社新書:1081) 村中璃子著 光文社 498.6/Mu51

745 ウイルスとは何か : コロナを機に新しい社会を切り拓く 村上陽一郎, 中村桂子, 西垣通著 藤原書店 498.6/U56

746 職場の「しんどい」がスーッと消え去る大全 : 1万人超を救ったメンタル産業医の 井上智介著 大和出版 498.8/I57

747 生きるための法医学 : 私へ届いた死者からの聲 (じっぴコンパクト新書:383) 佐藤喜宣著 実業之日本社 498.9/Sa87

748 医療AIの夜明け : AIドクターが医者を超える日 岡田正彦著 オーム社 498/O38

749 経済学を知らずに医療ができるか!? : 医療従事者のための医療経済学入門 康永秀生著 金芳堂 498/Y65

750 差別化を以て戦わずして勝つ : 誇り高き企業集団ウエルシアの挑戦 (評言社MIL新書:003) 池野隆光著 評言社 499.095/U46

751 薬名「語源」事典 阿部和穂著 武蔵野大学出版会 499.1/A13

752 ラルース美しいハーブの図鑑 ジェラール・デュブュイーニュ, フランソワ・クプラン著/ピエール・ヴィーニュ, デリア・ヴィーニュ植物画/グロッセ世津子訳 ONDORI/中央経済グループパブリッシング (発売) 499.87/D52

753 薬用植物辞典 NTS薬用植物辞典編集委員会編集 エヌ・ティー・エス 499.87/N98

754 世界を変えた発明発見 : ビジュアルスタディ : 写真で振り返るテクノロジーの歴史 : 19世紀から現在まで ジャンニ・モレッリ編/熊谷玲美訳 すばる舎 502/Mo43



755 2030年 : すべてが「加速」する世界に備えよ ピーター・ディアマンディス著/スティーブン・コトラー著/土方奈美訳 ニューズピックス 504/D71

756 よくわかる最新鉄道の技術と仕組み : 要素技術と運行のシステムを学ぶ (How-nual図解入門) 阿佐見俊介 [ほか] 著 秀和システム 516/Y79

757 コンパクトシティのアーバニズム : コンパクトなまちづくり,富山の経験 中島直人, 高柳百合子, 永野真義編/富山アーバニズム研究会著 東京大学出版会 518.8/Ko78

758 地域価値を上げる都市開発 : 東京のイノベーション 山本和彦著 学芸出版社 518.8/Mo46

759 海洋プラスチックごみ問題の真実 : マイクロプラスチックの実態と未来予測 (DOJIN選書:86) 磯辺篤彦著 化学同人 519.4/I85

760 環境問題の数理科学 発展編 J.ハート著/蛯名邦禎, 冨塚明監訳/粟屋かよ子, 矢吹哲夫訳 丸善出版 519/H33/2

761 環境問題の数理科学 発展編 J.ハート著/蛯名邦禎, 冨塚明監訳/粟屋かよ子, 矢吹哲夫訳 丸善出版 519/H33/2(1)

762 「環境の科学」が一冊でまるごとわかる 齋藤勝裕著 ベレ出版 519/Sa25

763 和室学 : 世界で日本にしかない空間 (住総研住まい読本) 松村秀一, 服部岑生編 平凡社 521.85/Ma82

764 世界の夢の動物園 ナターシャ・ムーザー著/百合田香織訳 エクスナレッジ 523.05/Me93

765 Wonder architecture : 世界のビックリ建築を追え。 白井良邦著 扶桑社 523.07/Sh82

766 建築構造 最新改訂版 (エクスナレッジムック. 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ:02) 江尻憲泰著 エクスナレッジ 524/E41

767 いちばんやさしいパースと背景画の描き方 : 建築が分かればパースはうまくなる 中山繁信著 エクスナレッジ 525.18/N45

768 昭和レトロ間取り探訪 : 大大阪時代の洋風住宅デザイン 橋爪紳也著 青幻舎 527.1/H38

769 仏具とノーベル賞京都・島津製作所創業伝 鵜飼秀徳著 朝日新聞出版 535.067/Sh46

770 自動車流通の経営史 : メーカーとディーラーの関係を中心に 四宮正親著 日本経済評論社 537.09/Sh67

771 宇宙の覇者ベゾスvsマスク : Elon Musk, Jeff Bezos, and the quest to colonize the cosmos クリスチャン・ダベンポート著/黒輪篤嗣訳 新潮社 538.9/D46

772 IoT開発がこれ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!) 坂東大輔著 技術評論社 547.48/B18

773 IT全史 : 情報技術の250年を読む (祥伝社黄金文庫:Gな15-1) 中野明著 祥伝社 547.48/N39

774 Webのしくみ : Webをいかすための12の道具 (Computer and web sciences library:6) 矢吹太朗著 サイエンス社 547.4833/Y12

775 5Gのしくみ (図解まるわかり) 飯盛英二, 田原幹雄, 中村隆治著 翔泳社 547.5/F12

776 ヒューマノイドロボット 改訂2版 梶田秀司編著 オーム社 548.3/Ka23

777 戦艦大和建造秘録 : 資料・写真集 完全復刻改訂版 原勝洋編著 ベストセラーズ 556.91/Y45

778 身近なプラスチックがわかる : 暮らしと密接するプラスチックどう付き合うかを考えるための入門書 (ファーストブック) 西岡真由美著 技術評論社 578.4/N86

779 日本の刃物研ぎの技法 : この1冊を読めば和の刃物の知識と研ぎ方がわかる 大工道具研究会編 誠文堂新光社 581.7/D22

780 フードテック革命 : 世界700兆円の新産業「食」の進化と再定義 田中宏隆, 岡田亜希子, 瀬川明秀著 日経BP/日経BPマーケティング (発売) 588.09/F52

781 発酵はおいしい! : イラストで読む世界の発酵食品 ferment books, おのみさ著 パイインターナショナル 588.51/F21

782 世界のビール図鑑 ティム・ウェブ, ステファン・ボーモント [著]/村松静枝訳 ガイアブックス 588.54/W51

783 世界のウイスキー図鑑 デイヴ・ブルーム著/村松静枝, 鈴木宏子翻訳 ガイアブックス 588.57/B76

784 モダリーナのファッションパーツ図鑑 : デザインの用語や特徴がイラストでわかる 新版 溝口康彦著 マール社 589.2/Mi93

785 「わたし」のための金融リテラシー 小島明子, 橋爪麻紀子, 黒田一賢著 金融財政事情研究会/きんざい (発売) 591/W47

786 だしの研究 : だしの仕組みを理解して、自在に使いこなすための、調理とサイエンス 山本晴彦 [ほか著]/柴田書店編 柴田書店 596.21/D43

787 日本料理の仕事大観 : 一流の技・知恵・秘伝 上巻 榎園豊治著 旭屋出版 596.21/E63/1

788 日本料理の仕事大観 : 一流の技・知恵・秘伝 下巻 榎園豊治著 旭屋出版 596.21/E63/2

789 すしのサイエンス 土田美登世文/高橋潤技術指導/佐藤秀美監修 誠文堂新光社 596.21/Ts26

790 北欧料理大全 : 家庭料理、伝統料理の調理技術から食材、食文化まで。本場のレシピ101 カトリーネ・クリンケン著/リーネ・ファルク写真/くらもとさちこ訳 誠文堂新光社 596.23/Kl6

791 日本産魚料理大全 改訂新版 西潟正人著 緑書房 596.35/N81

792 野菜保存のアイデア帖 島本美由紀著 パイインターナショナル 596.37/Sh38

793 パンの魅力と製パン技法 坂田隆敏著 旭屋出版 596.63/Sa38

794 フランス菓子大全 FERRANDI Paris著/後藤祐子, 大町良子, 新村良子訳 東京書籍 596.65/F22

795 感動を生む菓子づくり : プティ・ガトー51のスタイル 神田広達著 旭屋出版 596.65/Ka51

796 「だし」でおいしい健康レシピ : 「和風だし」の滋養ですっきりキレイに! 山岸一茂, 永瀬直子, 冨澤浩一著 旭屋出版 596/D43



797 裏を見て「おいしい」を買う習慣 : カラダのために未来のために 岩城紀子著 主婦の友社 596/G95

798 手づくり調味料のある暮らし 荻野恭子著 暮しの手帖社 596/O25

799 夜泣きが止まる本 : 子どもも親も毎日ぐっすり眠れる! 菊池清著 風鳴舎 599.4/Ki24

800 親になる前から学びたい安心の子育て塾 田下昌明著 モラロジー研究所/廣池学園事業部 (発売) 599/Ta93

801 屯田兵とは何か : その遺勲と変遷 有馬尚経著 幻冬舎メディアコンサルティング/幻冬舎 (発売) 611.2411/A72

802 2030年のフード&アグリテック : 農と食の未来を変える世界の先進ビジネス70 野村アグリプランニング&アドバイザリー株式会社編/佐藤光泰, 石井佑基著 同文舘出版 611.7/N95

803 地図とデータで見る農業の世界ハンドブック ジャン=ポール・シャルヴェ著/太田佐絵子訳/クレール・ルヴァスール地図製作 原書房 612.9/C35

804 豆の歴史 (「食」の図書館) ナタリー・レイチェル・モリス著/竹田円訳 原書房 616.7/Mo78

805 野菜データの「見える化」 : データ活用による野菜振興 槇晋介著 農林統計出版 621.4/Ma36

806 甘いバナナの苦い現実 石井正子編著/アリッサ・パレデス [ほか著] コモンズ 625.81/I75

807 甘いバナナの苦い現実 石井正子編著/アリッサ・パレデス [ほか著] コモンズ 625.81/I75(1)

808 羊の人類史 サリー・クルサード著/森夏樹訳 青土社 645.4/C89

809 養蜂大全 : セイヨウミツバチの群の育成から採蜜、女王作り、給餌、冬越しまで飼育のすべてがわかる!ニホンミツバチ&蜜源植物も網羅 松本文男著 誠文堂新光社 646.9/Ma81

810 たまご大事典 2訂版 (I/O books) 高木伸一著/I/O編集部編集 工学社 648.3/Ta36

811 木本植物の生理生態 小池孝良 [ほか] 編 共立出版 653.12/Mo21

812 原色木材大事典200種 : 日本で手に入る木材の基礎知識を網羅した決定版 新版 村山忠親, 村山元春著 誠文堂新光社 657.038/Mu62

813 わさびの日本史 : 鮨・蕎麦・刺身…和食との出会いを探る 山根京子著 文一総合出版 657.86/Y36

814 魚の疑問50 (みんなが知りたいシリーズ:15) 高橋正征著 成山堂書店 662.1/Ta33

815 世界のビジネスシーンで使われている大人の「格上げ」英単語 (Power English) マヤ・バーダマン著 講談社 670.93/V42

816 テレワークでも売れる新しい営業様式 : 直接会わずに成果を出すテクニックとマネジメントとは 藤本篤志著 技術評論社 673.3/F62

817 すごい接客 宮田佳子著 現代書林 673.3/Mi85

818 Amazonで12年間働いた僕が学んだ未来の仕事術 パク・ジョンジュン著/藤田麗子訳 PHP研究所 673.36/A43

819 アマゾン化する未来 : ベゾノミクスが世界を埋め尽くす ブライアン・デュメイン著/小林啓倫訳 ダイヤモンド社 673.36/A43

820 ワークマン式「しない経営」 : 4000億円の空白市場を切り拓いた秘密 土屋哲雄著 ダイヤモンド社 673.78/W35

821 だれかの記憶に生きていく 木村光希著 朝日新聞出版 673.93/Ki39

822 図形で魅せる広告レイアウトデザイン パイインターナショナル編著 パイインターナショナル 674.3/P15

823 可愛くしてください! : ふわっとしたデザインリクエストに応える本 : テイストで探せるデザイン辞典 Power Design Inc. 著 ソシム 674.3/P87

824 ヨーロッパの看板図鑑 : 美しい街角 : 路地裏のアート 上野美千代写真・文 光村推古書院 674.8/U45

825 ブランド・インキュベーション戦略 : 第三の力を活かしたブランド価値協創 : ブランドは,こうして生まれ育っていた 和田充夫 [ほか] 著 有斐閣 675/B91

826 サブスクリプション (やさしく知りたい先端科学シリーズ:7) 小宮紳一著 創元社 675/Ko65

827 トリガー : 人を動かす行動経済学26の切り口 楠本和矢著 イースト・プレス 675/Ku92

828 世界のエリートが学んでいるMBAマーケティング必読書50冊を1冊にまとめてみた 永井孝尚著 KADOKAWA 675/N14

829 地場伝統企業のものづくりブランディング : 玉川堂,勝沼醸造,白鳳堂,能作はなぜ成長し続けるのか 長沢伸也, 川村亮太著 晃洋書房 675/N22

830 ファンベースなひとたち : ファンと共に歩んだ企業10の成功ストーリー 佐藤尚之, 津田匡保著/おぐらなおみ漫画 日経BP/日経BPマーケティング (発売) 675/Sa87

831 コロナショックとグローバリゼーション (通商白書:令和2年版) 経済産業省編 昭和情報プロセス 678.21/Ke29/'20

832 図解仕事の流れが一目でわかる!はじめての貿易実務 最新版 木村雅晴著 ナツメ社 678.4/Ki39

833 江戸時代の瀬戸内海交通 (歴史文化ライブラリー:516) 倉地克直著 吉川弘文館 683.2174/Ku51

834 関西人はなぜ阪急を別格だと思うのか : ブランド力を徹底検証! (交通新聞社新書:145) 伊原薫著 交通新聞社 686.067/H29

835 四大空港&ローカル空港の謎 : 思わず行ってみたくなる「全国の空港」大全 (イースト新書Q:Q068) 風来堂 [編] イースト・プレス 687.91/F92

836 観光は滅びない : 99.9%減からの復活が京都からはじまる (星海社新書:168) 中井治郎著 星海社/講談社 (発売) 689.2162/N34

837 観光まちづくりリーダー論 : 地域を変革に導く人材の育成に向けて 井手拓郎著 法政大学出版局 689.4/I19

838 宿泊産業論 : ホテルと旅館の事業展開 徳江順一郎編著/石川達也 [ほか] 著 創成社 689.8/To35



839 新しい時代の観光学概論 : 持続可能な観光振興を目指して 島川崇著 ミネルヴァ書房 689/Sh37

840 5Gが促すデジタル変革と新たな日常の構築 (情報通信白書:令和2年版) 総務省編 日経印刷/全国官報販売協同組合 (発売) 692.1//'20

841 スケッチで学ぶ美術解剖学 加藤公太著 玄光社 701.5/Ka86

842 世界をこの眼で見ぬきたい。 : 岡本太郎と語り合う12人 平野暁臣編 小学館クリエイティブ/小学館 (発売) 702.16/O42

843 浮世絵の解剖図鑑 : 江戸の暮らしがよく分かる 牧野健太郎著 エクスナレッジ 721.8/Ma35

844 動物デッサンの基本とコツ : ゼロから学ぶプロの技法 : 驚くほどリアルに描ける!完成度が上がる! 宮永美知代著 ソーテック社 725/Mi79

845 マンガ! : 大英博物館マンガ展図録(Mangaマンガ) ニコル・クーリッジ・ルーマニエール, 松葉涼子編/山川早霧, 飯原裕美訳 三省堂 726.101/R76

846 トートロジー考 : 内島すみれマンガ評論集 内島すみれ著 北冬書房 726.101/U16

847 思い出のスケッチブック : 『クマのプーさん』挿絵画家が描くヴィクトリア朝ロンドン E・H・シェパード著/永島憲江訳 国書刊行会 726.501/Sh14

848 配色アイデア帳 : マンガキャラ&世界観が引き立つ! 都外川八恵監修 西東社 726.507/To73

849 楽しい!美しい!情報を図で伝えるデザイン パイインターナショナル編著 パイインターナショナル 727/P15

850 伝わるデザインの授業 : 一生使える8つの力が身につく 武田英志著 翔泳社 727/Ta59

851 写真が映えるデジタル処理のコツ : 色調整の基本が身につく : Lightroom/Lightroom Classic (玄光社MOOK) 桐生彩希著 玄光社 744.4/Ki54

852 ルースコレクターズ・マニュアル : 宝石を楽しむ なかがわ著 創元社 755.3/N32

853 One day esquisse : 考える「視点」がみつかるデザインの教室 原田祐馬著 誠文堂新光社 757.07/H32

854 日本のデザイン1945- ナオミ・ポロック編著/北川玲訳 河出書房新社 757.087/P77

855 色の楽しみ : 衣食住の配色アイデア×基礎知識×覚えておきたい240色 (暮らしの図鑑) 暮らしの図鑑編集部編 翔泳社 757.3/Ku55

856 アルヴァ・アアルトのインテリア : 建築と調和する家具・プロダクトのデザイン [アルヴァ・アアルト作]/小泉隆文・写真 学芸出版社 757.8/A11

857 未来を予知する妄想の力 : 1000のイノベーションを生んだ森田恭通の仕事術 森田恭通著 KADOKAWA 757.8/Mo67

858 面白いほどわかる!クラシック入門 松本大輔著 青弓社 760/Ma81

859 レコード歌謡の誕生 (近代日本の音楽百年 : 黒船から終戦まで:第3巻) 細川周平著 岩波書店 762.1/H94/3

860 つながりと流れがよくわかる西洋音楽の歴史 岸本宏子 [ほか] 著/河合千明イラスト アルテスパブリッシング 762.3/Ts75

861 ベートーベンの真実 谷克二著/鷹野晃写真 KADOKAWA 762.34/B32

862 ドヴォルジャーク : その人と音楽・祖国 黒沼ユリ子著 冨山房インターナショナル 762.348/D99

863 伝記オリヴィエ・メシアン : 音楽に生きた信仰者 上 ピーター・ヒル, ナイジェル・シメオネ著/藤田茂訳 音楽之友社 762.35/Me73/1

864 伝記オリヴィエ・メシアン : 音楽に生きた信仰者 下 ピーター・ヒル, ナイジェル・シメオネ著/藤田茂訳 音楽之友社 762.35/Me73/2

865 楽器学入門 : 写真でわかる!楽器の歴史 守重信郎著 時事通信出版局/時事通信社 (発売) 763/Mo63

866 応用インプロの挑戦 : 医療・教育・ビジネスを変える即興の力 テレサ・ロビンズ・デュデク, ケイトリン・マクルアー編/絹川友梨監訳 新曜社 771.7/R51

867 No rules (ノー・ルールズ) : 世界一「自由」な会社、NETFLIX リード・ヘイスティングス, エリン・メイヤー著/土方奈美訳 日経BP : 日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売) 778.067/N66

868 そして映画館はつづく : あの劇場で見た映画はなぜ忘れられないのだろう フィルムアート社編 フィルムアート社 778.09/F27

869 浪花千栄子 : 昭和日本を笑顔にしたナニワのおかあちゃん大女優 (角川文庫:あ113-1) 青山誠著 KADOKAWA 778.21/N48

870 ドキュメンタリー・ストーリーテリング : 「クリエイティブ・ノンフィクション」の作り方 増補改訂版 シーラ・カーラン・バーナード著/島内哲朗訳 フィルムアート社 778.7/B38

871 映像アーカイブ論 : 記録と記憶が照射する未来 辻泰明著 大学教育出版 778/Ts49

872 人生を豊かにしたい人のための講談 (マイナビ新書) 神田松鯉著 マイナビ出版 779.12/Ka51

873 落語キャラクター絵図 : 厳選40席の楽しみ方 (コツがわかる本) 美濃部由紀子著/辻村章宏イラスト メイツユニバーサルコンテンツ 779.13/Mi45

874 落語の行間日本語の了見 重金敦之著 左右社 779.13/Sh28

875 トリックといかさま図鑑 : 奇術・心霊・超能力・錯誤の歴史 (National geographic) マシュー・L・トンプキンス著/定木大介訳 日経ナショナルジオグラフィック社/日経BPマーケティング (発売) 779.3/To62

876 最後の瞽女(ごぜ) : 人間国宝小林ハルの人生 桐生清次著 文芸社 779.7/Ko12

877 身体運動科学アドバンスト 東京大学大学院総合文化研究科身体運動科学研究室編集 杏林書院 780.1/To46

878 走る、泳ぐ、ダマす : アスリートがハマるドーピングの知られざる科学 クリス・クーパー著/西勝英訳 金芳堂 780.19/C87

879 スポーツ医療従事者のための本格フロッシング : 応急処置、治療、コンディショニングのための新メソッド スヴェン・クルーゼ著/長谷川早苗訳 ガイアブックス 780.19/Kr9

880 下肢 (運動器スポーツ外傷・障害の保存療法) 熊井司, 石橋恭之編集 南江堂 780.19/Ku33



881 アスリートの栄養アセスメント 早稲田大学スポーツ栄養研究所編/田口素子責任編集 第一出版 780.19/W41

882 競技力向上のためのウエイトトレーニングの考え方 河森直紀著 ナップ 780.7/Ka95

883 選手の心を動かすパワーワード : スポーツ指導者に学ぶ 笹竹英穂著 大修館書店 780.7/Sa78

884 運動連鎖の教科書 : すべてのフィットネス・パフォーマンスに活かせる「軸トレ」 佐藤拓矢著 新星出版社 780.7/Sa87

885 希望をくれた人 : パラアスリートの背中を押したプロフェッショナル 宮崎恵理著 協同医書出版社 780/Mi88

886 0歳からの体幹遊び 田中日出男, 根本正雄編 冨山房インターナショナル 781.9/Ta84

887 ラグビーの哲学 : 論語に学ぶOne teamの作り方 吉田善一, 福永昇三著 冨山房インターナショナル 783.48/Y86

888 大リーグのメンタルトレーニング 第2版 ケン・ラビザ, トム・ヘンソン著/高妻容一, 遠藤拓哉訳 ベースボール・マガジン社 783.7/R18

889 Rによるセイバーメトリクス入門 Max Marchi, Jim Albert, Benjamin S.Baumer著/露崎博之, Yoshihiro Nishiwaki訳 技術評論社 783.7/R49

890 教育本部オフィシャルブック 2021年度 全日本スキー連盟教育本部著 山と溪谷社 784.3/Z3/'21

891 一碗をどうぞ : 私の歩んできた道 千玄室著 ミネルヴァ書房 791.2/Se63

892 古典で旅する茶の湯八〇〇年史 : 歴史上の人物たちがガイド役! 竹本千鶴著 淡交社 791.2/Ta63

893 スカイホープ最後の飛行 : 3人で読む推理小説 SCRAP著 SCRAP出版 798.4/Sc9

894 60分でわかる!eスポーツ最前線 鴨志田由貴, 青木一世, かぶぷん!著 技術評論社 798.5/R63

895 eスポーツ選手はなぜ勉強ができるのか : トッププロゲーマーの「賢くなる力」 (小学館新書:377) すいのこ著 小学館 798.5/Su51

896 ルリヤ言語と意識 : 新装版 А.Р.ルリヤ著/天野清訳 金子書房 801.04/L97

897 コンピューターは人のように話せるか? : 話すこと・聞くことの科学 トレヴァー・コックス著/田沢恭子訳 白揚社 801.1/C89

898 言語を仕分けるのは誰か : ポーランドの言語政策とマイノリティ 貞包和寛著 明石書店 802.349/Sa13

899 笑う回文教室 : アタマを回してことばであそぼう せとちとせ著 創元社 807.9/Se93

900 世界最高の話し方 : 1000人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた!「伝説の家庭教師」が教える門外不出の50のルール 岡本純子著 東洋経済新報社 809.2/O42

901 リモートワークの日本語 : 最新オンライン仕事術 (小学館新書:[378]) 石黒圭著 小学館 809.6/I73

902 花咲く大和言葉の森へ : 日本語の新起源論から新釈万葉集へ 近藤健二著 松柏社 810.23/Ko73

903 日本語の奥深さを日々痛感しています 朝日新聞校閲センター著 さくら舎 810.4/A82

904 なぜ、読解力が必要なのか? : 社会に出るあなたに伝えたい (講談社+α新書:6-3C) 池上彰 [著] 講談社 810.4/I33

905 井上ひさしの日本語相談 (朝日文庫:[い8-5]) 井上ひさし著 朝日新聞出版 810.4/I57

906 頭のいい一級の語彙力集成 : ピッタリのひとこと1500 山口謠司監修 さくら舎 810.4/Y24

907 日本語教師として抜きん出る : あなたは初級日本語の「常識」が打ち破れますか 海老原峰子著 現代人文社/大学図書 (発売) 810.7/E14

908 リンガフランカとしての日本語 : 多言語・多文化共生のために日本語教育を再考する 青山玲二郎, 明石智子, 李楚成編著 明石書店 810.7/R45

909 日本語のイントネーション : しくみと音読・朗読への応用 郡史郎著 大修館書店 811.14/Ko79

910 類語ニュアンス辞典 中村明編著 三省堂 814.5/N37

911 言葉が思いつかない人のための「語彙トレ55」 近藤勝重著 大和出版 814/Ko73

912 「文」とは何か : 愉しい日本語文法のはなし (光文社新書:1082) 橋本陽介著 光文社 815/H38

913 現代語文法概説 (日本語ライブラリー) 井島正博編著/井上優 [ほか] 著 朝倉書店 815/I29

914 名文を読みかえす : 夏目漱石からプロジェクトXまで 馬場啓一著 いそっぷ社 816.8/B12

915 非論理的な人のための論理的な文章の書き方入門 (ディスカヴァー携書:29) 飯間浩明 [著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 816/I27

916 14歳からの文章術 : 一生ものの「発信力」をつける! 小池陽慈著 笠間書院 816/Ko31

917 書くことについて (角川新書:[K-337]) 野口悠紀雄[著] KADOKAWA 816/N93

918 文章は型が9割 : 当てはめるだけでスラスラ書けるテンプレート44 高橋フミアキ著 フォレスト出版 816/Ta33

919 13歳からの読解力 : 正しく読み解き、自分の頭で考えるための勉強法 山口謠司著 PHPエディターズ・グループ/PHP研究所 (発売) 817.5/Y24

920 口を鍛える中国語作文 : 語順習得メソッド : 日本語→中国語 改訂新版 初級編 平山邦彦著 コスモピア 826.6/H69/1

921 はじめてみようアラビア語 長渡陽一著 ベレ出版 829.76/N24

922 英語教育における自動採点 : 現状と課題 石井雄隆, 近藤悠介編/石井雄隆 [ほか執筆] ひつじ書房 830.7/I75



923 理想のリスニング : 「人間的モヤモヤ」を聞きとる英語の世界 阿部公彦著 東京大学出版会 831.1/A13

924 難訳・和英オノマトペ辞典 松本道弘著 さくら舎 833.2/Ma81

925 読まずにわかるこあら式英語のニュアンス図鑑 こあらの学校著 KADOKAWA 835/Ko11

926 英文法の基礎超入門 : 短期完成! : 目・耳・口・手をフル活用! : 10日間 妻鳥千鶴子著 Jリサーチ出版 835/Ts72

927 村上春樹が英語で楽しく読める本 村上春樹を英語で読む会編著 コスモピア 837.5/Mu43

928 音読で学ぶドイツ語 : 1200の語彙と初級文法が身につく厳選フレーズ集 中川純子著 第三書房 840/N32

929 文学で「学ぶ/身につく/力がつく」創作メソッド (ES books) 榎本秋, 粟江都萌子, 榎本事務所著 DBジャパン 901.307/B89

930 世界の児童文学をめぐる旅 池田正孝著 エクスナレッジ 909.3/I32

931 悲恋の古典文学 (Sekaishiso seminar) 久保朝孝編 世界思想社 910.2/Ku14

932 遁世文学論 陸晩霞著 武蔵野書院 910.24/R42

933 東海道五十三次をよむ 鈴木健一編 三弥井書店 910.25/Su96

934 日本近代小説史 : 新装版 (中公選書:110) 安藤宏著 中央公論新社 910.26/A47

935 眠れないほどおもしろいやばい文豪 (王様文庫:[D59-5]) 板野博行著 三笠書房 910.26/I88

936 文学国語入門 (星海社新書:167) 大塚英志著 星海社/講談社 (発売) 910.26/O88

937 太宰治単行本にたどる検閲の影 安藤宏, 斎藤理生編著/小澤純, 吉岡真緒著 秀明大学出版会/SHI (発売) 910.268/D49

938 子どもの本の海で泳いで 今江祥智著 BL出版 910.268/I41

939 日本人は豚になる : 三島由紀夫の予言 適菜収著 ベストセラーズ 910.268/Mi53

940 暴流(ぼる)の人三島由紀夫 井上隆史著 平凡社 910.268/Mi53

941 三島由紀夫 : なぜ、死んでみせねばならなかったのか (シリーズ・戦後思想のエッセンス) 浜崎洋介著 NHK出版 910.268/Mi53

942 村上春樹のせいで : どこまでも自分のスタイルで生きていくこと イムキョンソン著/渡辺奈緒子訳 季節社 910.268/Mu43

943 やさしい漱石 西村好子著 不知火書房 910.268/N58

944 推理作家の出来るまで 上巻 : 新装版 都筑道夫著 フリースタイル 910.268/Ts99/1

945 推理作家の出来るまで 下巻 : 新装版 都筑道夫著 フリースタイル 910.268/Ts99/2

946 吉本隆明わが昭和史 吉本隆明著 ビジネス社 910.268/Y91

947 国文学年次別論文集 平成26(2014)年 近代4 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'14-6-4

948 誰でもわかる美しい日本語 (図書館版誰でもわかる古典の世界:2) 武馬久仁裕編著 黎明書房 910/B88

949 和歌史 : なぜ千年を越えて続いたか (角川選書:641) 渡部泰明著 KADOKAWA 911.102/W46

950 小倉百人一首を学ぶ人のために 糸井通浩編 世界思想社 911.147/I91

951 詩の魅力/詩の領域 水田宗子著 思潮社 911.5/Mi97

952 枕詞はサッちゃん : 照れやな詩人、父・阪田寛夫の人生 (新潮文庫:11328, な-105-1) 内藤啓子著 新潮社 911.52/Sa37

953 石牟礼道子全詩集 完全版 石牟礼道子著 石風社 911.56/I78

954 古事記の神々 : 付古事記神名辞典 (角川文庫:22305) 三浦佑之 [著] KADOKAWA 913.2/Ko39

955 日本を読もうわかる古事記 (マンガ遊訳) 村上ナッツ文/つだゆみマンガ 西日本出版社 913.2/Mu43

956 熱闘エンドオブエイジア (わかる日本書紀 : 日本を読もう. 2) (マンガ遊訳) 西日本出版社 913.2/Mu43/2

957 慈愛と残虐の帝 (わかる日本書紀 : 日本を読もう. 3) (マンガ遊訳) 西日本出版社 913.2/Mu43/3

958 『竹取物語』から「かぐや姫」へ : 物語の誕生と継承 斉藤みか著 東京堂出版 913.31/Ta66

959 伊勢物語古注釈大成 第6巻 片桐洋一, 山本登朗責任編集 笠間書院 913.32/KaY/I-6

960 中世王朝物語の表現 田淵福子著 世界思想社 913.41/Ta12

961 塩の街 (角川文庫:16082, あ48-3) 有川浩 [著] 角川書店/角川グループパブリッシング (発売) 913.6/A71

962 僕が殺された未来 (宝島社文庫:Cは-8-1. [このミス大賞]) 春畑行成著 宝島社 913.6/H34

963 星間商事株式会社社史編纂室 三浦しをん著 筑摩書房 913.6/Mi67

964 殺人出産 (講談社文庫:[む-31]) 村田沙耶香 [著] 講談社 913.6/Mu59



965 70年分の夏を君に捧ぐ (スターツ出版文庫:Sさ2-2) 桜井千姫著 スターツ出版 913.6/Sa47

966 同姓同名 下村敦史著 幻冬舎 913.6/Sh53

967 まほり 高田大介著 KADOKAWA 913.6/Ta28

968 スーパーカブ [1] (角川スニーカー文庫) トネ・コーケン著 KADOKAWA 913.6/To63/1

969 汚れた手をそこで拭かない 芦沢央著 文藝春秋 913.6/A92

970 ノーブルチルドレンの告別 (メディアワークス文庫:0098) 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/A98/2

971 ノーブルチルドレンの断罪 (メディアワークス文庫:0132) 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/A98/3

972 ノーブルチルドレンの愛情 (メディアワークス文庫:0151, [あ3-9]) 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/A98/4

973 ノーブルチルドレンの追想 (メディアワークス文庫:0228, [あ3-11]) 綾崎隼 [著] KADOKAWA 913.6/A98/5

974 ノーブルチルドレンの初恋 (メディアワークス文庫:[あ3-21]) 綾崎隼[著] KADOKAWA 913.6/A98/6

975 院内刑事(デカ)ザ・パンデミック (講談社文庫:は92-22) 濱嘉之 [著] 講談社 913.6/H26/4

976 ノーマンズランド (光文社文庫:ほ4-16) 誉田哲也著 光文社 913.6/H84/8

977 八月の銀の雪 伊与原新著 新潮社 913.6/I97

978 オルタネート 加藤シゲアキ著 新潮社 913.6/Ka86

979 カラ売り屋、日本上陸 黒木亮著 KADOKAWA 913.6/Ku75

980 その果てを知らず 眉村卓著 講談社 913.6/Ma98

981 手長姫/英霊の声 : 1938-1966 (新潮文庫:11370, み-3-39) 三島由紀夫著 新潮社 913.6/Mi53

982 アンダードッグス 長浦京著 KADOKAWA 913.6/N24

983 帝都地下迷宮 中山七里著 PHP研究所 913.6/N45

984 旅する練習 乗代雄介著 講談社 913.6/N96

985 心淋し川 (うらさびしがわ) 西條奈加著 集英社 913.6/Sa19

986 インビジブル 坂上泉著 文藝春秋 913.6/Sa28

987 罪の声 (講談社文庫:[し104-5]) 塩田武士 [著] 講談社 913.6/Sh77

988 ヒナギクのお茶の場合/海に落とした名前 (講談社文芸文庫:[たAC6]) 多和田葉子 [著] 講談社 913.6/Ta97

989 白日 月村了衛著 KADOKAWA 913.6/Ts63

990 推し、燃ゆ 宇佐見りん著 河出書房新社 913.6/U92

991 湖の女たち 吉田修一著 新潮社 913.6/Y86

992 慈雨 柚月裕子著 集英社 913.6/Y99

993 芥川賞候補傑作選 平成編1 鵜飼哲夫編 春陽堂書店 913.68/U58/1

994 新解さんの謎 (文春文庫) 赤瀬川原平著 文藝春秋 914.6/A32

995 生き抜くヒント (新潮新書:880) 五木寛之著 新潮社 914.6/I91

996 ひとりの時間が僕を救う パーカー著 KADOKAWA 914.6/P16

997 江戸から見ると 1 田中優子著 青土社 914.6/Ta84/1

998 江戸から見ると 2 田中優子著 青土社 914.6/Ta84/2

999 ピタゴラスと豆 (角川文庫:22320) 寺田寅彦 [著] KADOKAWA 914.6/Te43

1000 玉電松原物語 坪内祐三著 新潮社 914.6/Ts15

1001 二十歳の原点 : 二十歳、最後の日記 : 新装版 高野悦子著 カンゼン 915.6/Ta47/3

1002 またいつか歩きたい町 : 私の町並み紀行 (とんぼの本) 森まゆみ著 新潮社 915.6/Mo54

1003 もう一つの重罪 : 桶川ストーカー殺人事件「実行犯」告白手記 久保田祥史著/片岡健編著 リミアンドテッド 916/Ku14

1004 ハンセン病文学全集 8: 短歌 大岡信 [ほか] 編集委員 皓星社 918.6/H29/8

1005 陶淵明 (新釈漢文大系:詩人編:1) 陶淵明 [原著]/釜谷武志著 明治書院 928/1-2/1

1006 アイヌと神々の謡 : カムイユカラと子守歌 (ヤマケイ文庫) 萱野茂著 山と溪谷社 929.21/Ka98



1007 ナクツァン : あるチベット人少年の真実の物語 ナクツァン・ヌロ著/棚瀬慈郎訳 集広舎 929.326/N46

1008 初歩からのシャーロック・ホームズ (中公新書ラクレ:706) 北原尚彦著 中央公論新社 930.268/D89

1009 カズオ・イシグロ : 失われたものへの再訪 : 記憶・トラウマ・ノスタルジア ヴォイチェフ・ドゥロンク著/三村尚央訳 水声社 930.278/I73

1010 21世紀イギリス詩人の群像 : ボーダーを超えることばたち 臼井雅美著 PHPエディターズ・グループ 931.7/U95

1011 金の鍵 ジョージ・マクドナルド作/モーリス・センダック絵/脇明子訳 岩波書店 933.6/Ma14

1012 スティール・キス 上 (文春文庫:[テ-11-41]) ジェフリー・ディーヴァー著/池田真紀子訳 文藝春秋 933.7/D51/12-1

1013 ラスト・タイクーン F・スコット・フィッツジェラルド著/上岡伸雄編訳 作品社 933.7/F29

1014 The story of Doctor Dolittle (Kodansha English library:[214]) told by Hugh Lofting/illustrated by the author Kodansha 933.7/L82

1015 泰緬鉄道からの生還 : ある英国兵が命をかけて綴った捕虜日記一九四二～一九四五 第2版 アルバート・モートン著/チームPOW訳 雄山閣 936/Mo43

1016 多和田葉子/ハイナー・ミュラー : 演劇表象の現場 谷川道子, 山口裕之, 小松原由理編 東京外国語大学出版会 942.7/Ta97

1017 チェーホフの生涯 イレーヌ・ネミロフスキー著/芝盛行訳・解説 未知谷 953.7/C37

1018 フランス組曲 イレーヌ・ネミロフスキー著/野崎歓, 平岡敦訳 白水社 953.7/N64

1019 『星の王子さま』のエニグム : サンテグジュペリ自身が描いた挿絵で謎解く歴史の真実 滝川美緒子著/滝川クリステル訳 高陵社書店 953.7/Sa22

1020 複数性の言葉(エクリチュールの言葉) (終わりなき対話:1) モーリス・ブランショ著/湯浅博雄, 上田和彦, 郷原佳以訳 筑摩書房 954.7/B54/1

1021 限界--経験 (終わりなき対話:2) モーリス・ブランショ著/湯浅博雄 [ほか] 訳 筑摩書房 954.7/B54/2

1022 書物の不在(中性的なもの、断片的なもの) (終わりなき対話:3) モーリス・ブランショ著/湯浅博雄 [ほか] 訳 筑摩書房 954.7/B54/3

1023 19世紀イタリア怪奇幻想短篇集 (光文社古典新訳文庫:[KAハ10-1]) 橋本勝雄編・訳 光文社 973.6/H38

1024 戦争と平和 4 (光文社古典新訳文庫:[KAト3-10]) トルストイ著/望月哲男訳 光文社 983.6/To47/4

1025 テーマ・ジャンルからさがす児童文学 2010 DBジャパン編集 DBジャパン B909/D49/'10

1026 虚血性心疾患 : 総論 第2版 (看護教育シリーズ. コメディカルのための疾患の知識:vol.1) メディカルビジョン制作著作 医学映像教育センター DV492.9/I23/1

1027 狭心症 第2版 (看護教育シリーズ. コメディカルのための疾患の知識:vol.2) メディカルビジョン制作著作 医学映像教育センター DV492.9/I23/2

1028 心筋梗塞 第2版 (看護教育シリーズ. コメディカルのための疾患の知識:vol.3) メディカルビジョン制作著作 医学映像教育センター DV492.9/I23/3

1029 心筋疾患(拡張型心筋症、肥大型心筋症) 第2版 (看護教育シリーズ. コメディカルのための疾患の知識:vol.7) メディカルビジョン制作著作 医学映像教育センター DV492.9/I23/7

1030 ゆめみのえ (こどものとも:779号) 山村浩二作 福音館書店 E//21

1031 プレゼントをかいに (こどものとも年少版:527号) 村田エミコさく 福音館書店 E//21

1032 うみのみちしるべ (かがくのとも:623号) 谷川夏樹さく 福音館書店 E//21

1033 キキとジャックス : なかよしがずっとつづくかたづけのまほう こんどうまりえさく/サリナ・ユーンえとぶん 文響社 E/21

1034 とりあえずありがとう 五味太郎作 絵本館 E/21

1035 とりあえずごめんなさい 五味太郎作 絵本館 E/21

1036 おうちをさがして : みかたをかえてごらん ケイト・テンプル, ジョール・テンプルぶん/テリ・ローズ・ベイントンえ/よしはらなおやく 潮出版社 E/22

1037 やさしいかいじゅう ひさまつまゆこさく・え 冨山房インターナショナル E/22

1038 おかあさんのあんでくれたぼうし (一年生のおはなし:4) 木村由利子文/広野多珂子絵 ひかりのくに E/22

1039 たぬきのいとぐるま (一年生のおはなし:12) 立原えりか文/松永禎郎絵 ひかりのくに E/22

1040 白鳥になった王子 早川鉄兵切り絵・作 能美舎 E/22

1041 あおいちきゅうのいちにち うみ (児童図書館・絵本の部屋) エラ・ベイリーさく/せなあいこやく 評論社 E/24

1042 あおいちきゅうのいちにち サバンナ (児童図書館・絵本の部屋) エラ・ベイリーさく/せなあいこやく 評論社 E/24

1043 あおいちきゅうのいちにち ジャングル (児童図書館・絵本の部屋) エラ・ベイリーさく/せなあいこやく 評論社 E/24

1044 あおいちきゅうのいちにち なんきょく (児童図書館・絵本の部屋) エラ・ベイリーさく/せなあいこやく 評論社 E/24

1045 にんぎょのルーシー SOOSHぶん・え/高橋久美子やく トゥーヴァージンズ E/24

1046 せんそうがやってきた日 ニコラ・デイビス作/レベッカ・コッブ絵/長友恵子訳 鈴木出版 E/25

1047 よんひゃくまんさいのびわこさん 梨木香歩作/小沢さかえ絵 理論社 E/25

1048 しあわせのおうじ : イギリスの名作 オスカー・ワイルド作/木村由利子文/牧野鈴子絵 ひかりのくに E/27



1049 おかあさん! 塚本やすし作・絵 冨山房インターナショナル E/27

1050 ぼくがふえをふいたら 阿部海太作 岩波書店 E/27

1051 ステラとカモメとプラスチック : うみべのおそうじパーティー ジョージナ・スティーブンス作/イジー・バートン絵/いとうのぶこ訳 岩崎書店 E/28

1052 迷子の魂 オルガ・トカルチュク文/ヨアンナ・コンセホ絵/小椋彩訳 岩波書店 E/28

1053 おともだちたべちゃった ハイディ・マッキノンさく/なかにしちかこやく 潮出版社 E/29

1054 まっくろけまっしろけ マックス・アマートさく・え/いけもとなおみやく 潮出版社 E/29

1055 夢をあきらめなかった13人の女の子の物語 チェルシー・クリントン作/アレグザンドラ・ボイガー絵/西田佳子訳 潮出版社 E/29

1056 世界にひかりをともした13人の女の子の物語 チェルシー・クリントン作/アレグザンドラ・ボイガー絵/西田佳子訳 潮出版社 E/29

1057 ポッコとたいこ マシュー・フォーサイス文と絵/青山南訳 化学同人 E/29

1058 かべのあっちとこっち ジョンエイジーさく/なかにしちかこやく 潮出版社 E/30

1059 くらいのなんか「そんなに」こわくない アンナ・ミルボーン文/ダニエル・リエリー絵/青山南訳 すばる舎 E/30

1060 ちいさなメイベルのおおきなゆめ キム・ヒルヤードさく/なかのまゆみやく 潮出版社 E/30

1061 一生の心友をつくる!友だちと仲よくなるBOOK : 小学生のステキルール : めちゃカワMAX!! 渋谷昌三監修 新星出版社 K361/Sh23

1062 子どもを守る言葉『同意』って何? : YES、NOは自分が決める! レイチェル・ブライアン作/中井はるの訳 集英社 K368/B73

1063 そうだったのか!給食クイズ100 1 松丸奨監修 フレーベル館 K374/Ma81/1

1064 ずかん数字 : 見ながら学習調べてなっとく 清水洋美編著/中村滋監修 技術評論社 K410/Sh49

1065 くらべてみよう!数や量 (データの達人 : 表とグラフを使いこなせ!. 1) ポプラ社 K417/Ko75/1

1066 予想してみよう!数値の変化 (データの達人 : 表とグラフを使いこなせ!. 2) ポプラ社 K417/Ko75/2

1067 組み合わせよう!いろんなデータ (データの達人 : 表とグラフを使いこなせ!. 3) ポプラ社 K417/Ko75/3

1068 たしかめよう!予想はホントかな? (データの達人 : 表とグラフを使いこなせ!. 4) ポプラ社 K417/Ko75/4

1069 知っておきたい!地球のしくみ ジョン・ファーンドン文/ティム・ハッチンソン絵 東京書籍 K450/F15

1070 校庭 : セイヨウアブラナ・オオイヌノフグリほか (くらべてみよう!学校のまわりの外国から来た植物:1) 汐文社 K471/Ku51/1

1071 道路 : セイヨウタンポポ・シロツメクサほか (くらべてみよう!学校のまわりの外国から来た植物:2) 汐文社 K471/Ku51/2

1072 田んぼ・畑・川 : セイタカアワダチソウ・オオオナモミほか (くらべてみよう!学校のまわりの外国から来た植物:3) 汐文社 K471/Ku51/3

1073 野菜の教え : 子どもとおとないっしょに楽しめる 春・夏編 (たべもの・食育絵本:1) 群羊社 K626/Ta12/1

1074 野菜の教え : 子どもとおとないっしょに楽しめる 秋・冬編 (たべもの・食育絵本:2) 群羊社 K626/Ta12/2

1075 若冲のまいごの象 (おはなし名画シリーズ:新:22) [伊藤若冲画]/西村和子構成・文 博雅堂出版 K708/O27/22

1076 はじめての英語新辞典英和+和英 : 自由自在 吉田晴世監修/小学教育研究会編著 受験研究社 K833/Sh95

1077 日本の四季を話そう春夏秋冬の写真英語ずかん 秋 大門久美子編 汐文社 K834/D23

1078 かるいお姫さま ジョージ・マクドナルド作/モーリス・センダック絵/脇明子訳 岩波書店 K933/Ma14

1079 飛ぶ教室 (岩波少年文庫:141) エーリヒ・ケストナー作/池田香代子訳 岩波書店 K943/Ka78

1080 城跡の謎 (リンドグレーン・コレクション. 名探偵カッレ) アストリッド・リンドグレーン作/菱木晃子訳/平澤朋子絵 岩波書店 K949/L63

1081 地主館の罠 (リンドグレーン・コレクション. 名探偵カッレ) アストリッド・リンドグレーン作/菱木晃子訳/平澤朋子絵 岩波書店 K949/L63

1082 名探偵カッレ 危険な夏の島 (リンドグレーン・コレクション) アストリッド・リンドグレーン作/菱木晃子訳/平澤朋子絵 岩波書店 K949/L63

1083 ワイドアトラス世界地図帳 新訂第3版 平凡社編 平凡社 L290.38/H51

1084 ワイドアトラス日本地図帳 新訂第3版 平凡社編 平凡社 L291.038/H51

1085 四門出遊 (ブッダ:第2巻) 手塚治虫著 潮出版社 M182/Te95/2

1086 ダイバダッタ (ブッダ:第3巻) 手塚治虫著 潮出版社 M182/Te95/3

1087 ウルベーラの森 (ブッダ:第4巻) 手塚治虫著 潮出版社 M182/Te95/4

1088 アナンダ (ブッダ:第6巻) 手塚治虫著 潮出版社 M182/Te95/6

1089 アジャセ (ブッダ:第7巻) 手塚治虫著 潮出版社 M182/Te95/7

1090 マンガ歎異抄をひらく 和田清人脚本/太田寿漫画 1万年堂出版 M188.74/Sh69



1091 漫画サピエンス全史 人類の誕生編 ユヴァル・ノア・ハラリ原案・脚本/ダヴィッド・ヴァンデルムーレン脚本/ダニエル・カザナヴ漫画/安原和見訳 河出書房新社 M209/H32

1092 戦争は女の顔をしていない 2 小梅けいと作画/スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ原作 KADOKAWA M238.07/Ko63/2

1093 マンガ生涯投資家 村上世彰原作/西アズナブルマンガ 文藝春秋 M289.1/Mu43

1094 中曽根康弘の野望 (歴史劇画大宰相. 第10巻) (講談社文庫:さ119-10) 講談社 M312.8/Sa25/10

1095 鈴木善幸の苦悩 (歴史劇画大宰相. 第9巻) (講談社文庫:さ119-9) 講談社 M312.8/Sa25/9

1096 私の身に起きたこと : とあるウイグル人女性の証言 清水ともみ著 季節社 M316.822/Sh49

1097 ゴールデンカムイ 24 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/24

1098 異形の未来 (ちくま文庫:[け6-4]. 現代マンガ選集) 中野晴行編 筑摩書房 M726.1/N39

1099 はだしのゲン : 完全版 1 中沢啓治著 金の星社 M726.1/N46/1

1100 はだしのゲン : 完全版 2 中沢啓治著 金の星社 M726.1/N46/2

1101 はだしのゲン : 完全版 3 中沢啓治著 金の星社 M726.1/N46/3

1102 はだしのゲン : 完全版 4 中沢啓治著 金の星社 M726.1/N46/4

1103 はだしのゲン : 完全版 5 中沢啓治著 金の星社 M726.1/N46/5

1104 はだしのゲン : 完全版 6 中沢啓治著 金の星社 M726.1/N46/6

1105 はだしのゲン : 完全版 7 中沢啓治著 金の星社 M726.1/N46/7

1106 祇園精舎 (ブッダ:第8巻) 手塚治虫著 潮出版社 M726.1/Te95/8

1107 統合失調症にかかりました さいこ著 朝日新聞出版 M916/Sa21

1108 星の王子さま (岩波文庫:赤N(37)-516-1) サン=テグジュペリ作/内藤濯訳 岩波書店 イ953.7/Sa22

1109 知っておきたい業界別「仕事」を考える本 (森ゼミ×就職活動の神様) 占部礼二著/ユーキャン就職試験研究会編 ユーキャン学び出版 就職/資格

1110 権利関係 (出る順宅建士合格テキスト. 2019年版1) (出る順宅建士シリーズ) 東京リーガルマインド 就職/資格/'19

1111 宅建業法 (出る順宅建士合格テキスト. 2019年版2) (出る順宅建士シリーズ) 東京リーガルマインド 就職/資格/'19

1112 宅建業法 (出る順宅建士ウォーク問過去問題集. 2019年版2) (出る順宅建士シリーズ) 東京リーガルマインド 就職/資格/'19

1113 法令上の制限・税・その他 (出る順宅建士ウォーク問過去問題集. 2019年版3) (出る順宅建士シリーズ) 東京リーガルマインド 就職/資格/'19

1114 法令上の制限・税・その他 (出る順宅建士ウォーク問過去問題集. 2020年版3) (出る順宅建士シリーズ) 東京リーガルマインド 就職/資格/'20

1115 人文科学. 2 (地理・思想・文学・芸術) (公務員試験本気で合格!過去問解きまくり! : 大卒程度. 2020-21年合格目標6) 東京リーガルマインド 就職/資格/'20-'21

1116 自然科学. 1 (物理・化学・数学) (公務員試験本気で合格!過去問解きまくり! : 大卒程度. 2020-21年合格目標7) 東京リーガルマインド 就職/資格/'20-'21

1117 日経業界地図 : 主要企業の実力と次の動きを読む 2021年版 日本経済新聞社編 日本経済新聞社 就職/資格/'21

1118 会社四季報業界地図 2021年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 就職/資格/'21

1119 600字で書く文章表現法 ['21年度版] 平川敬介著 大阪教育図書 就職/資格/'21

1120 マンガ宅建塾 : 宅建士マンガテキスト! 2021年版 宅建学院著 宅建学院 就職/資格/'21

1121 大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市の消防職大卒程度 : 教養試験 2021年度版 (大阪府の公務員試験対策シリーズ) 公務員試験研究会編 協同出版 就職/資格/'21

1122 神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市の消防職大卒程度 : 教養試験 2021年度版 (兵庫県の公務員試験対策シリーズ) 公務員試験研究会編 協同出版 就職/資格/'21

1123 日経キーワード 2021-2022 日経HR編集部編著 日経HR 就職/資格/'21-'22

1124 図解でわかる時事重要テーマ100 : 業界・企業研究にも使える 2022年度版 (日経就職シリーズ) 日経HR編集部編著 日経HR 就職/資格/'22

1125 資格取り方選び方全ガイド 2022年版 高橋書店編集部編 高橋書店 就職/資格/'22

1126 時事&一般常識の完璧対策 2022年度版 (日経就職シリーズ) 日経就職ナビ編集部編著 日経HR 就職/資格/'22

1127 警察官1類・A合格テキスト : 大卒レベル '22年版 コンデックス情報研究所編著 成美堂出版 就職/資格/'22

1128 警察官I類・A過去問題集 : 大卒レベル '22年版 成美堂出版編集部編著 成美堂出版 就職/資格/'22

1129 消防官I類・A過去問題集 : 大卒レベル '22年版 成美堂出版編集部編著 成美堂出版 就職/資格/'22

1130 マスコミ就職読本 2022年度版 1 入門篇 創出版 就職/資格/'22

1131 就職四季報総合版 2022年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 就職/資格/'22

1132 就職四季報女子版 2022年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 就職/資格/'22



1133 就職四季報優良・中堅企業版 2022年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 就職/資格/'22

1134 数学・理科 第3版 (オープンセサミシリーズ. 国家公務員・地方初級:4) ティーエーネットワーク/七賢出版 (発売) 就職/資格/['18]

1135 寺本康之の憲法ザ・ベストハイパー : 公務員試験 寺本康之著 エクシア出版 就職/資格/['20]

1136 最新ホテル業界大研究 第2版 中村正人著 産学社 就職/資格/['20]

1137 最新化粧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) 梅本博史著 秀和システム 就職/資格/['20]

1138 労働法 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ6:[16]. 地方上級・労働基準監督官・国家総合職) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['20]

1139 ミクロ経済学 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ6) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/['20]

1140 寺本康之の論作文バイブル : 公務員試験 寺本康之著 エクシア出版 就職/資格/['20]

1141 JAL客室乗務員になる本 最新版 (イカロスMOOK) 月刊「エアステージ」編集部編集 イカロス出版 就職/資格/['20]

1142 漢字検定準1級頻出度順問題集 [2020] (高橋の漢検シリーズ) 資格試験対策研究会編 高橋書店 就職/資格/['20]

1143 5時間で合格!漢検2級〈超頻出〉ドリル 改訂版 岡野秀夫著 高橋書店 就職/資格/['20]

1144 漢字検定2級頻出度順問題集 [2020] (高橋の漢検シリーズ) 資格試験対策研究会編 高橋書店 就職/資格/['20]

1145 公務員試験一問一答で論点総チェック行政法 : 大卒 山本誠著 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/['20]

1146 最新放送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) 中野明著 秀和システム 就職/資格/['20]

1147 新しい社会 5下 北俊夫 [ほか] 著 東京書籍 教/312/'19

1148 新しい生活 : あしたへジャンプ 下 田村学 [ほか] 著 東京書籍 教/312/'19

1149 みんなとまなぶしょうがっこうせいかつ 下 片上宗二 [ほか] 著 学校図書 教/312/'19

1150 せいかつ 下 養老孟司 [ほか] 著 教育出版 教/312/'19

1151 せいかつ 下 前田好文著 信州教育出版社 教/312/'19

1152 せいかつ 下 嶋野道弘 [ほか] 著 光村図書出版 教/312/'19

1153 せいかつ 下 寺尾愼一 [ほか] 著 啓林館 教/312/'19

1154 わたしとせいかつ 下 村川雅弘 [ほか] 著 日本文教出版 教/312/'19

1155 たのしいせいかつ 下 野田敦敬 [ほか] 著 大日本図書 教/312/'19

1156 新しい算数 : 考えるっておもしろい! 2下 藤井斉亮 [ほか] 著 東京書籍 教/412/'19

1157 新しい算数 : 考えるっておもしろい! 3下 藤井斉亮 [ほか] 著 東京書籍 教/412/'19

1158 新しい算数 : 考えると見方が広がる! 4下 藤井斉亮 [ほか] 著 東京書籍 教/412/'19

1159 新しい算数 : 考えると見方が広がる! 5下 藤井斉亮 [ほか] 著 東京書籍 教/412/'19

1160 ずがこうさく  : みつけたよ 1・2下 日本造形教育研究会著 開隆堂 教/722/'19

1161 図画工作 : 力を合わせて 3・4下 日本造形教育研究会著 開隆堂 教/722/'19

1162 図画工作 : つながる思い 5・6下 日本造形教育研究会著 開隆堂 教/722/'19

1163 ずがこうさく : たのしいなおもしろいな 1・2下 日本児童美術研究会編 日本文教出版 教/722/'19

1164 図画工作 : ためしたよ見つけたよ 3・4下 日本児童美術研究会編 日本文教出版 教/722/'19

1165 図画工作 : 見つめて広げて 5・6下 日本児童美術研究会編 日本文教出版 教/722/'19

1166 あたらしいこくご 1下 秋田喜代美 [ほか] 著 東京書籍 教/82/'19

1167 新しい国語 2下 秋田喜代美 [ほか] 著 東京書籍 教/82/'19

1168 新しい国語 3下 秋田喜代美 [ほか] 著 東京書籍 教/82/'19

1169 新しい国語 4下 秋田喜代美 [ほか] 著 東京書籍 教/82/'19

1170 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 1ねん下 鶴田清司, 大岡信, 新井満 [ほか] 著 学校図書 教/82/'19

1171 みんなと学ぶ小学校こくご 2年下 鶴田清司, 大岡信, 新井満 [ほか] 著 学校図書 教/82/'19

1172 みんなと学ぶ小学校国語 3年下 鶴田清司, 大岡信, 新井満 [ほか] 著 学校図書 教/82/'19

1173 みんなと学ぶ小学校国語 4年下 鶴田清司, 大岡信, 新井満 [ほか] 著 学校図書 教/82/'19

1174 みんなと学ぶ小学校国語 5年下 鶴田清司, 大岡信, 新井満 [ほか] 著 学校図書 教/82/'19



1175 みんなと学ぶ小学校国語 6年下 鶴田清司, 大岡信, 新井満 [ほか] 著 学校図書 教/82/'19

1176 ひろがることば : しょうがくこくご 1下 田近洵一 [ほか] 著 教育出版 教/82/'19

1177 ひろがることば : 小学国語 2下 田近洵一 [ほか] 著 教育出版 教/82/'19

1178 ひろがる言葉 : 小学国語 3下 田近洵一 [ほか] 著 教育出版 教/82/'19

1179 ひろがる言葉 : 小学国語 4下 田近洵一 [ほか] 著 教育出版 教/82/'19

1180 ひろがる言葉 : 小学国語 5下 田近洵一 [ほか] 著 教育出版 教/82/'19

1181 ひろがる言葉 : 小学国語 6下 田近洵一 [ほか] 著 教育出版 教/82/'19

1182 こくご : ともだち 1下 甲斐睦朗 [ほか] 著 光村図書出版 教/82/'19

1183 こくご : 赤とんぼ 2下 甲斐睦朗 [ほか] 著 光村図書出版 教/82/'19

1184 国語 : あおぞら 3下 甲斐睦朗 [ほか] 著 光村図書出版 教/82/'19

1185 国語 : はばたき 4下 甲斐睦朗 [ほか] 著 光村図書出版 教/82/'19


