
2021/2/27

№ 書名 著者名 出版者 請求記号

1 書評キャンパスat読書人 2019 大学生と「週刊読書人」編集部著 読書人 019.9/D83/'19

2 育児幸福感 : 育児で感じる幸せな気持ち 清水嘉子著 東京図書出版/リフレ出版 (発売) 143.5/Sh49

3 A forest of pearls from the dharma garden (Taishō volume 53, number 2122) v. 4 (BDK English Tripiṭaka) translated by Harumi Hirano Ziegler BDK America 183/D88/4

4 大蔵経 : 成立と変遷 新編 京都仏教各宗学校連合会編 法藏館 183/Ky6

5 The Madhyama āgama (Middle-length discourses) (Taishō volume 1, number 26) v. 2 (BDK English Tripiṭaka) edited by Bhikkhu Anālayo and Roderick S. Bucknell BDK America 183.1/MaA/2

6 金光明最勝王経 (息災護国三経之一) 三蔵法師義浄制譯 真言密教学会 183.2/Ko75/1

7 光明皇后御傳 改訂増補版 光明宗法華寺編 吉川弘文館 (発売) 288.44/Ko69

8 歌人源頼政とその周辺 中村文編 青簡舎 289.1/Mi38

9 格差拡大の真実 : 二極化の要因を解き明かす 経済協力開発機構(OECD)編著/小島克久, 金子能宏訳 明石書店 331.85/O71

10 一から始める中小企業経理の本 古川佳代著 ブイツーソリューション/星雲社 (発売) 336.9/F93

11 中国会計基準のコンバージェンス : 理論と実証の融合 蒋飛鴻著 中央経済社 (発行)/中央経済グループパブリッシング (発売) 336.92/Sh95

12 税に関する論文入選論文集 第16回 2020年 納税協会連合会 345.04/NoK/Z-16

13 あなたの年金がすべてわかる 2021年版 (人生設計応援mook) 西村利孝監修/自由国民社法律書編集部編集/生活と法律研究所編集 自由国民社 364.6/J55/'21

14 図解いちばん親切な年金の本 : 知っておきたい暮らしのお金 20-21年版 清水典子監修 ナツメ社 364.6/Sh49/'20-'21

15 長谷川良信と近代社会事業の先覚者たち : 戦前期仏教社会事業点描 : 生誕130年記念出版 長谷川匡俊著 淑徳大学アーカイブズ 369/H36

16 こども・家庭分野の地域包括支援とコミュニティソーシャルワーク : 特集 (コミュニティソーシャルワーク:22) 日本地域福祉研究所/中央法規出版 (発売) 369.16/KoS/22

17 医学概論 (最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座:1) 中央法規出版 369.17/N71/1

18 福祉サービスの組織と経営 (最新社会福祉士養成講座:1) 中央法規出版 369.17/N71/1

19 心理学と心理的支援 (最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座:2) 中央法規出版 369.17/N71/2

20 高齢者福祉 (最新社会福祉士養成講座:2) 中央法規出版 369.17/N71/2

21 社会学と社会システム (最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座:3) 中央法規出版 369.17/N71/3

22 社会福祉の原理と政策 (最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座:4) 中央法規出版 369.17/N71/4

23 社会福祉調査の基礎 (最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座:5) 中央法規出版 369.17/N71/5

24 保健医療と福祉 (最新社会福祉士養成講座:5) 中央法規出版 369.17/N71/5

25 地域福祉と包括的支援体制 (最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座:6) 中央法規出版 369.17/N71/6

26 社会保障 (最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座:7) 中央法規出版 369.17/N71/7

27 障害者福祉 (最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座:8) 中央法規出版 369.17/N71/8

28 権利擁護を支える法制度 (最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座:9) 中央法規出版 369.17/N71/9

29 強度行動障害のある人の「暮らし」を支える : 強度行動障害支援者養成研修「基礎研修・実践研修」テキスト 牛谷正人, 肥後祥治, 福島龍三郎編 中央法規出版 369.28/Ky2

30 学校保健の動向 令和2年度版 日本学校保健会/丸善出版 (発売) 374.9/N71/'20

31 みんなでつくる学校のスポーツ安全 金澤良, 三森寧子, 齋藤千景編著 少年写真新聞社 374.92/Mi44

32 まるごと授業国語 : 全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える : 菊池省三・岡篤の授業実践の特別映像つき : パソコン専用DVD付 新版 1年上 (喜楽研のDVDつき授業シリーズ) 岡篤, 菊池省三著/原田善造他企画・編集/わかる喜び学ぶ楽しさを創造する教育研究所編集部編集 喜楽研 375.82/Ki51/1-1

33 まるごと授業国語 : 全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える : 菊池省三・岡篤の授業実践の特別映像つき : パソコン専用DVD付 新版 2年上 (喜楽研のDVDつき授業シリーズ) 中村幸成 [ほか] 著/原田善造他企画・編集/わかる喜び学ぶ楽しさを創造する教育研究所編集部編集 喜楽研 375.82/Ki51/2-1

34 まるごと授業国語 : 全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える : 菊池省三・岡篤の授業実践の特別映像つき : パソコン専用DVD付 新版 3年上 (喜楽研のDVDつき授業シリーズ) 羽田純一 [ほか] 著/原田善造他企画・編集/わかる喜び学ぶ楽しさを創造する教育研究所編集部編集 喜楽研 375.82/Ki51/3-1

35 小・中学校で取り組むはじめてのCLIL授業づくり 柏木賀津子, 伊藤由紀子著 大修館書店 375.893/Ka77

36 学びをつなぐ小学校外国語教育のCLIL実践 : 「知りたい」「伝え合いたい」「考えたい」を育てる 笹島茂, 山野有紀編著/磯部聡子 [ほか] 執筆 三修社 375.8932/Sa74

37 私の人生を変えた日本留学 : サウジアラビア人元留学生の言葉 日本サウディアラビア協会 377.6/N71

38 自分のよさを引き出す33のワーク : 自己理解力をアップ! 高山恵子著 合同出版 378.8/Ta56

39 おん祭と春日信仰の美術 : 特集神鹿の造形 : 特別陳列 令和2年度 奈良国立博物館編 仏教美術協会 386.165/Ka79/'20

40 あなたはこうしてウソをつく (岩波科学ライブラリー:300) 阿部修士著 岩波書店 408/14/300

２月27日（土）　新着図書配架一覧
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41 SPSSによる統計処理の手順 第9版 石村光資郎著 東京図書 417/I78

42 物質・材料をまなぶ化学 山口佳隆, 伊藤卓共著 裳華房 430/Y24

43 うつくしすぎる自然博物 ベン・ホアー文/アンジェラ・リッツァ, ダニエル・ロング絵/高里ひろ訳 主婦の友社 460.4/H81

44 うつくしすぎる世界の動物 ベン・ホアー文/ダニエル・ロング, アンジェラ・リッツァ, ダニエラ・テラッツィーニ絵/高里ひろ訳 主婦の友社 480.4/H81

45 「老いの時間」を共に生きる : 心理臨床からの試み (淑徳大学研究叢書:35) 久保田美法著 ナカニシヤ出版 493.758/Ku14

46 発毛・育毛はコロンブスの卵 東田雪子著 角川学芸出版角川出版企画センター 494.8/H55

47 土木遺産 : 世紀を越えて生きる叡智の結晶 5 ヨーロッパ編2, オリエント編 建設コンサルタンツ協会『Consultant』編集部編 ダイヤモンド社 510.92/D28/5

48 土木遺産 : 世紀を越えて生きる叡智の結晶 6 アメリカ・オセアニア編 建設コンサルタンツ協会『Consultant』編集部編 ダイヤモンド社 510.92/D28/6

49 鎮西本山松尾山護国光勝寺宝物目録 光勝寺宝物調査団編 鎮西本山松尾山護国光勝寺 702.17/Ko87

50 お水取り : 特別陳列 [2020] 奈良国立博物館編集 奈良国立博物館 702.17/To17/'20

51 文化財修理の最先端 : 文化財保存修理所開所40周年記念 : 特別企画 京都国立博物館編集・制作 京都国立博物館 709.1/Ky6

52 浪花千栄子の人生劇場 : 昭和の道頓堀に咲いた笑いと涙の一代記! (TJ MOOK) 778.21/N48

53 二十歳の原点ノート : 十四歳から十七歳の日記 : 新装版 高野悦子著 カンゼン 915.6/Ta47/1

54 オメル・セイフェッティン短編選集 (アジアの現代文芸:Turkey(トルコ):1) オメル・セイフェッティン著/鈴木郁子訳 大同生命国際文化基金 929.57/O61

55 和歌山県のⅠ種 (大学卒業程度) : 教養試験 2022年度版 (和歌山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/'22

56 和歌山市・田辺市・紀の川市・橋本市・岩出市のI種・大卒程度 : 公務員試験(教養試験) '22年度版 (和歌山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/'22

57 和歌山市・橋本市・那賀消防組合の消防職Ⅰ種・大卒程度 : 教養試験 2022年度版 (和歌山県の公務員試験対策シリーズ) 公務員試験研究会編 就職/資格/'22

58 和歌山県の警察官A : 教養試験 2022年度版 (和歌山県の公務員試験対策シリーズ) 公務員試験研究会編 就職/資格/'22

59 兵庫県の行政A (大卒程度) : 教養試験 2022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/'22

60 神戸市・姫路市・西宮市・加古川市・尼崎市の大卒程度 : 教養試験 2022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 就職/資格/'22

61 奈良県の警察官A : 教養試験 2022年度版 (奈良県の公務員試験対策シリーズ) 公務員試験研究会編 就職/資格/'22

62 最新医療事務のすべてがわかる本 : 医療事務の仕事と魅力を徹底紹介! 青地記代子監修 日本文芸社 就職/資格/['20]


