
3月1９日（金）新着図書配架一覧

NO. 書名 著者名 出版者 請求記号

1 人文学の学び方 : 探究と発見の喜び 金子晴勇著 知泉書館 002.7/Ka53

2 レンブラントの身震い (新潮クレスト・ブックス)
マーカス・デュ・ソートイ著/冨永星

訳
新潮社 007.13/D99

3 データベースのしくみ (図解まるわかり) 坂上幸大著 翔泳社 007.6/Sa28

4
金融・経済分析のためのテキストマイニング (テキスト

アナリティクス:6)
和泉潔, 坂地泰紀, 松島裕康著 岩波書店 007.609/Ki48

5 マンガ教養としてのプログラミング講座
タテノカズヒロマンガ/清水亮原作・

監修
中央公論新社 007.64/Ta94

6 自己肯定感を上げるOUTPUT読書術 アバタロー [著]
クロスメディア・パブリッシング/

インプレス (発売)
019.12/A11

7 絵本へのとびら 大嶋裕香著 教文館 019.53/O77

8 図書館の外は嵐 : 穂村弘の読書日記 穂村弘著 文藝春秋 019.9/H83

9
古典籍の世界を旅する : お宝発掘の目利きの力 (平凡社

新書:964)
八木正自著 平凡社 020.21/Y15

10 マンガまるわかり著作権 齋藤理央著/motto漫画 新星出版社 021.2/Sa25

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

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

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

14 発信する博物館 : 持続可能な社会に向けて 小川義和, 五月女賢司編著 ジダイ社 069.021/O24

15
歴史の「基体」を尋ねて (思想史の中の日本と中国:第1

部)
孫歌著/鈴木将久訳 東京大学出版会 122.02/So42/1

16 インド人の論理学 : 問答法から帰納法へ (法蔵館文庫) 桂紹隆著 法藏館 126/Ka88

17 記憶の心理学 : 基礎と応用 ガブリエル・A.ラドヴァンスキー著 誠信書房 141.34/R11

18 思考の自然誌 マイケル・トマセロ著/橋彌和秀訳 勁草書房 141.5/To49
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19 マンガでやさしくわかるアドラー心理学 [1]
岩井俊憲著/星井博文シナリオ制作/深

森あき作画

日本能率協会マネジメントセン

ター
145.9/A16/1

20 マンガでやさしくわかるアドラー心理学 [1]
岩井俊憲著/星井博文シナリオ制作/深

森あき作画

日本能率協会マネジメントセン

ター
145.9/A16/1(1)

21
自己肯定感の教科書 : 何があっても「大丈夫。」と思え

るようになる
中島輝著 SBクリエイティブ 146.8/N42

22
自己肯定感の教科書 : 何があっても「大丈夫。」と思え

るようになる
中島輝著 SBクリエイティブ 146.8/N42(1)

23

自信がなくても行動すれば自信はあとからついてくる :

マインドフルネスと心理療法ACT(アクト)で人生が変わ

る

ラス・ハリス著/岩下慶一訳 筑摩書房 146.811/H33

24 問題のある子ども : なにが、神経症を引き起こすのか
アルフレッド・アドラー著/坂東智子

訳
興陽館 146.82/A16

25
なぜ道徳的であるべきか : Why be moral?問題の再検討

(大阪経済大学研究叢書:第92冊)
杉本俊介著 勁草書房 150/Su38

26 1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 藤尾秀昭監 致知出版社 159.84/F65

27 1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 藤尾秀昭監 致知出版社 159.84/F65(1)

28 自分の時間 : 新装新版
アーノルド・ベネット著/渡部昇一

訳・解説
三笠書房 159/B35

29 自分の時間 : 新装新版
アーノルド・ベネット著/渡部昇一

訳・解説
三笠書房 159/B35(1)

30
やり抜く力 : 人生のあらゆる成功を決める「究極の能

力」を身につける

アンジェラ・ダックワース著/神崎朗

子訳
ダイヤモンド社 159/D93

31
やり抜く力 : 人生のあらゆる成功を決める「究極の能

力」を身につける

アンジェラ・ダックワース著/神崎朗

子訳
ダイヤモンド社 159/D93(1)
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32 私は私のままで生きることにした キム・スヒョン著/吉川南訳 ワニブックス 159/Ki39

33 私は私のままで生きることにした キム・スヒョン著/吉川南訳 ワニブックス 159/Ki39(1)

34 20代を無難に生きるな 永松茂久著 きずな出版 159/N15

35 在り方 : 自分の軸を持って生きるということ 永松茂久著 サンマーク出版 159/N15

36 20代を無難に生きるな 永松茂久著 きずな出版 159/N15(1)

37 在り方 : 自分の軸を持って生きるということ 永松茂久著 サンマーク出版 159/N15(1)

38
20歳のときに知っておきたかったこと 新版 (スタン

フォード大学集中講義:[1])

ティナ・シーリグ著/高遠裕子訳/三ツ

松新解説
CCCメディアハウス 159/Se15

39
20歳のときに知っておきたかったこと 新版 (スタン

フォード大学集中講義:[1])

ティナ・シーリグ著/高遠裕子訳/三ツ

松新解説
CCCメディアハウス 159/Se15(1)

40 渋沢栄一「生き方」を磨く 渋沢栄一原著/竹内均編・解説 三笠書房 159/Sh21

41 渋沢栄一「生き方」を磨く 渋沢栄一原著/竹内均編・解説 三笠書房 159/Sh21(1)

42
世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 : 人生のモ

ヤモヤから解放される自己理解メソッド
八木仁平著 KADOKAWA 159/Y15

43
世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 : 人生のモ

ヤモヤから解放される自己理解メソッド
八木仁平著 KADOKAWA 159/Y15/(1)

44 明治仏教研究事始め : 復刻版『明治仏教』 中西直樹編・解説 不二出版 182.1/N38

45
仏典をよむ : 死からはじまる仏教史 増補 (角川文

庫:22495)
末木文美士 [著] KADOKAWA 183/Su16

46
新しい気候観と日本史の新たな可能性 (気候変動から読

みなおす日本史:1)
中塚武 [ほか] 編集 臨川書店 210.1/Ki22/1

47
古気候の復元と年代論の構築 (気候変動から読みなおす

日本史:2)
中塚武, 對馬あかね, 佐野雅規編集 臨川書店 210.1/Ki22/2

48 気候変動と中世社会 (気候変動から読みなおす日本史:4) 伊藤啓介, 田村憲美, 水野章二編集 臨川書店 210.1/Ki22/4
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49
近世の列島を俯瞰する : 南から北へ (気候変動から読み

なおす日本史:6)
鎌谷かおる, 佐藤大介編集 臨川書店 210.1/Ki22/6

50 マンガで読み解く真説・古事記 関裕二著/近藤たかし作画 講談社 210.3/Ko39

51 地図でスッと頭に入る古代史 瀧音能之監修 昭文社 210.3/Ta73

52 豊臣秀吉文書集 7 名古屋市博物館編 吉川弘文館 210.47/To93/7

53 関ケ原合戦全史 : 1582-1615 渡邊大門著 草思社 210.48/W46

54 畿内制 (講座畿内の古代学:第1巻) 広瀬和雄, 山中章, 吉川真司編 雄山閣 216.03/Ko98/1

55 古墳時代の畿内 (講座畿内の古代学:第2巻) 雄山閣 216.03/Ko98/2

56 九州考古学の現在(いま) 西谷正著 海鳥社 219/N86

57 私の修業時代 2 上廣倫理財団編/山極壽一[ほか述] 弘文堂 281/U36/2

58 大正天皇実録 補訂版 第6 宮内省図書寮編修 ゆまに書房 288.41/Tai/K-6

59
起業の天才! : 江副浩正8兆円企業リクルートをつくった

男
大西康之著 東洋経済新報社 289.1/E98

60
なぜ僕はここで働くのか : 東大中退・ハーバード大卒の

27歳が考える、これからの「働き方」
山田寛久著 ダイヤモンド社 289.1/Y19

61
曽国藩 : 天を畏れ勤・倹・清を全うした官僚 (世界史リ

ブレット人:71)
清水稔著 山川出版社 289.2/So32

62 地名の政治地理学 : 地名は誰のものか 田邉裕著 古今書院 290.189/Ta83

63
池上彰の今さら聞けない日本のこと : よくわかる図解入

り
池上彰著 海竜社 302.1/I33

64 スウェーデン福祉大国の深層 : 金持ち支配の影と真実 近藤浩一著 水曜社 302.3893/Ko73

65 エマニュエル・トッドの思考地図 エマニュエル・トッド著/大野舞訳 筑摩書房 307/To17

66 世界一ポップな国際ニュースの授業 (文春新書:1266) 藤原帰一, 石田衣良著 文藝春秋 319.04/F68

67 「境界」に現れる危機 (グローバル関係学:2) 松永泰行編集 岩波書店 319.08/G95/2

68 多元化する地域統合 (グローバル関係学:3) 石戸光, 鈴木絢女編集 岩波書店 319.08/G95/3(1)
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69 大学4年間の国際政治学が10時間でざっと学べる 小原雅博著 KADOKAWA 319/Ko27

70
ガザ、西岸地区、アンマン : 「国境なき医師団」を見に

行く
いとうせいこう著 講談社 329.36/I91

71 武器になる経済ニュースの読み方 高橋洋一著 332.107/Ta33

72 チャイナテック : 中国デジタル革命の衝撃 趙瑋琳著 東洋経済新報社 332.22/C53

73 スイスの謎 : 経済の空間的秩序 加藤幸治著 春風社 332.345/Ka86

74 キーワードで読む経済地理学 オンデマンド版 経済地理学会編 原書房 332.9/Ke29

75 経済地理学への招待 伊藤達也, 小田宏信, 加藤幸治編著 ミネルヴァ書房 332.9/Ke29

76 進化する企業城下町 : 進化経済地理学からのアプローチ 外枦保大介著 古今書院 332.9/So75

77
松下幸之助に学んだ実践経営学 : 自主責任経営の真髄と

は 新版 (PHP文庫:[お15-2])
小川守正著 PHP研究所 335.04/Ma88

78
経営という冒険を楽しもう! : 売上ゼロ!コロナ禍から120

日でV字回復した奇跡の物語
仲村恵子著 鳥影社 335.13/Y45

79 マンガでわかるビジネス統計超入門
綱島佑介著/十常アキ漫画/奥津圭介シ

ナリオ制作
講談社 336.1/Ts75

80 最高の質問力 (PHP新書:1245) 鎌田靖著 PHP研究所 336.49/Ka31

81
学部生のための企業分析テキスト : 業界・経営・財務分

析の基本

高橋聡, 福川裕徳, 三浦敬編著/岩崎瑛

美 [ほか] 著
創成社 336.83/G16

82 ビジネススクールで身につける会計×戦略思考 大津広一著
日経BP日本経済新聞出版本部/日経

BPマーケティング (発売)
336.84/O89

83 近世の朝廷財政と江戸幕府 佐藤雄介著 東京大学出版会 342.1/Sa87

84
プレゼン基本の基本 : 心理学者が提案するプレゼンリテ

ラシー
下野孝一, 吉田竜彦共著 コロナ社 361.4/Sh54

85 民主主義のための社会保障 香取照幸著 東洋経済新報社 364/Ka86
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86 女性差別はどう作られてきたか (集英社新書:1052B) 中村敏子著 集英社 367.2/N37

87 半グレ : 反社会勢力の実像 (新潮新書:887) NHKスペシャル取材班著 新潮社 368.51/N69

88
ソーシャルワークの基盤と専門職 (新・Minerva社会福

祉士養成テキストブック:4)
空閑浩人, 白澤政和, 和気純子編著 ミネルヴァ書房 369.08/Mi43/4

89

ソーシャルワークの理論と方法 : 社会福祉士・精神保健

福祉士共通/社会福祉士専門 (社会福祉学習双書

2021:10)

『社会福祉学習双書』編集委員会編 全国社会福祉協議会 369.08/Z3/'21-10

90 心理学と心理的支援 (社会福祉学習双書 2021:11) 『社会福祉学習双書』編集委員会編 全国社会福祉協議会 369.08/Z3/'21-11

91
社会学と社会システム/社会福祉調査の基礎 (社会福祉学

習双書 2021:12)
『社会福祉学習双書』編集委員会編 全国社会福祉協議会 369.08/Z3/'21-12

92
権利擁護を支える法制度/刑事司法と福祉 (社会福祉学習

双書 2021:13)
『社会福祉学習双書』編集委員会編 全国社会福祉協議会 369.08/Z3/'21-13

93 介護概論 改訂第12版 (社会福祉学習双書 2021:15) 『社会福祉学習双書』編集委員会編集 全国社会福祉協議会 369.08/Z3/'21-15

94

ソーシャルワークの基盤と専門職 : 社会福祉士・精神保

健福祉士共通/社会福祉士専門 (社会福祉学習双書

2021:9)

『社会福祉学習双書』編集委員会編 全国社会福祉協議会 369.08/Z3/'21-9

95 精神医学と精神医療 (最新精神保健福祉士養成講座:1) 日本ソーシャルワーク教育学校連盟編 中央法規出版 369.17/N71/1

96
刑事司法と福祉 (最新社会福祉士養成講座精神保健福祉

士養成講座:10)

日本ソーシャルワーク教育学校連盟編

集
中央法規出版 369.17/N71/10

97
ソーシャルワークの基盤と専門職 : 共通・社会専門 (最

新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養成講座:11)

日本ソーシャルワーク教育学校連盟編

集
中央法規出版 369.17/N71/11

98
ソーシャルワークの理論と方法 : 共通科目 (最新社会福

祉士養成講座精神保健福祉士養成講座:12)

日本ソーシャルワーク教育学校連盟編

集
中央法規出版 369.17/N71/12
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99
ソーシャルワーク演習 : 共通科目 (最新社会福祉士養成

講座精神保健福祉士養成講座:13)

日本ソーシャルワーク教育学校連盟編

集
中央法規出版 369.17/N71/13

100
現代の精神保健の課題と支援 (最新精神保健福祉士養成

講座:2)
中央法規出版 369.17/N71/2

101
精神障害リハビリテーション論 (最新精神保健福祉士養

成講座:3)
中央法規出版 369.17/N71/3

102 児童・家庭福祉 (最新社会福祉士養成講座:3) 中央法規出版 369.17/N71/3

103 精神保健福祉制度論 (最新精神保健福祉士養成講座:4) 日本ソーシャルワーク教育学校連盟編 中央法規出版 369.17/N71/4

104 貧困に対する支援 (最新社会福祉士養成講座:4)
日本ソーシャルワーク教育学校連盟編

集
中央法規出版 369.17/N71/4

105 精神保健福祉の原理 (最新精神保健福祉士養成講座:5) 中央法規出版 369.17/N71/5

106
ソーシャルワークの理論と方法 : 社会専門 (最新社会福

祉士養成講座:6)
中央法規出版 369.17/N71/6

107
ソーシャルワークの理論と方法 : 精神専門 (最新精神保

健福祉士養成講座:6)
中央法規出版 369.17/N71/6

108
ソーシャルワーク演習 : 社会専門 (最新社会福祉士養成

講座:7)

日本ソーシャルワーク教育学校連盟編

集
中央法規出版 369.17/N71/7

109
ソーシャルワーク演習 : 精神専門 (最新精神保健福祉士

養成講座:7)
中央法規出版 369.17/N71/7

110
ソーシャルワーク実習指導 : ソーシャルワーク実習 : 精

神専門 (最新精神保健福祉士養成講座:8)
日本ソーシャルワーク教育学校連盟編 中央法規出版 369.17/N71/8

111
ソーシャルワーク実習指導・ソーシャルワーク実習 : 社

会専門 (最新社会福祉士養成講座:8)
日本ソーシャルワーク教育学校連盟編 中央法規出版 369.17/N71/8
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112
福祉政策とソーシャルワークをつなぐ : 生活困窮者自立

支援制度から考える
椋野美智子編著 ミネルヴァ書房 369.2/Mu28

113
生活不安定層のニーズと支援 : シングル・ペアレント、

単身女性、非正規就業者の実態
西村幸満著 勁草書房 369.2/N84

114 子育て支援の経済学 山口慎太郎著 日本評論社 369.4/Y24

115 流行に踊る日本の教育 石井英真編著/熊井将太 [ほか] 著 東洋館出版社 370.4/I75

116
博士号につながる「教科教育実践学」論文の書き方 : 院

生・修了生・教員が明かすアクセプトの秘訣

菊地章編/兵庫教育大学大学院連合学

校教育学研究科共同研究プロジェクト

(W)研究グループ著

九州大学出版会 370.7/H99

117
学級担任のための「メンタルケア」ブック : 心理テク

ニックで子どもの深層にアプローチ!
岩田将英著 明治図書出版 371.43/I97

118 教師の仕事がブラック化する本当の理由 喜入克著 草思社 374.3/Ki18

119 子どもをひらく授業を求めて 加藤利明著 一莖書房 375.1/Ka86

120
検証・全国学力調査 : 悉皆式を止め、抽出式で3年に一

度で
吉益敏文 [ほか] 編 学文社 375.17/Ke51

121 哲学から<てつがく>へ! : 対話する子どもたちとともに 森田伸子著 勁草書房 375.352/Mo67

122
国語教科書の定番教材を検討する! : 教科書でつくられる

日本人の教養
石井正己編 三弥井書店 375.8/I75

123
応用スキル&実践事例集 (学びの質を高める!ICTで変え

る国語授業:2)
野中潤編著 明治図書出版 375.8/N95

124
たしかな教材研究で読み手を育てる「モチモチの木」の

授業 (国語科重要教材の授業づくり)
國本裕司著/立石泰之編 明治図書出版 375.852/Ku45

125
あらためて、ライティングの高大接続 : 多様化する新入

生、応じる大学教師
春日美穂 [ほか] 著 ひつじ書房 375.86/A66
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126 楽しく書く力が育つ10分間ミニサクワーク 1・2年 細川太輔, 井上陽童編著 375.862/H94/1・2

127 楽しく書く力が育つ10分間ミニサクワーク 3・4年 細川太輔, 成家雅史編著 375.862/H94/3・4

128 楽しく書く力が育つ10分間ミニサクワーク 5・6年 細川太輔, 藤村由紀子編著 375.862/H94/5・6

129 学生参加による高等教育の質保証 山田勉著 東信堂 377.15/Y19

130 教職協働による大学改革の軌跡 村上雅人著 東信堂 377.28/Sh18

131 科学が照らす未来 (AERAムック) 朝日新聞出版 377.28/WaD

132
「沈黙」の自伝的民族誌 : サイレント・アイヌの痛みと

救済の物語
石原真衣著 北海道大学出版会 382.11/I74

133 生活道具の文化誌 : 日用品から大型調度品まで
エイミー・アザリート著/大間知知子

訳
原書房 383.93/A99

134 龍の起源 (角川文庫:22521) 荒川紘 [著] KADOKAWA 388/A63

135 文化人類学 カレッジ版第4版
波平恵美子編集/波平恵美子 [ほか] 執

筆
医学書院 389/N47

136
自然界における左と右 新版 上 (ちくま学芸文庫:[カ50-

1])

マーティン・ガードナー著/坪井忠二,

藤井昭彦, 小島弘訳
筑摩書房 404/G22/1

137
自然界における左と右 新版 下 (ちくま学芸文庫:[カ50-

2])

マーティン・ガードナー著/坪井忠二,

藤井昭彦, 小島弘訳
筑摩書房 404/G22/2

138

無とは何か : 「無(ゼロ)」のおどろくべき正体とは

(Newtonライト : 理系脳をきたえる!:2.0) (Newtonムッ

ク)

ニュートンプレス 404/N99

139
次なるパンデミックを回避せよ : 環境破壊と新興感染症

(岩波科学ライブラリー:301)
井田徹治著 岩波書店 408/14/301

140 思考ツールとしての数学 第2版 川添充, 岡本真彦著 共立出版 410/Ka98

141 考える力をつけるための微積分教科書 第2版 小藤俊幸著 学術図書出版社 413.3/Ko94

9/16



3月1９日（金）新着図書配架一覧

NO. 書名 著者名 出版者 請求記号

142
難しい数式はまったくわかりませんが、確率・統計を教

えてください!
ヨビノリたくみ著 SBクリエイティブ 417.04/Y72

143
いちばんやさしいベイズ統計入門 : 「結果」から「原

因」を探し出す
佐々木淳著 SBクリエイティブ 417/Sa75

144
星座の起源 : 古代エジプト・メソポタミアにたどる星座

の歴史
近藤二郎著 誠文堂新光社 440.242/Ko73

145
野外観察のための日本産両生類図鑑 : 日本に生息する両

生類100種類を網羅 第3版
関慎太郎著 緑書房 487.8/Se39

146 野鳥と木の実ハンドブック 増補改訂版 叶内拓哉著 文一総合出版 488.1/Ka58

147 あたらしい脳科学と人工知能の教科書 (AI & technology) 我妻幸長著 翔泳社 491.371/A99

148 たたかう免疫 : 人体vsウイルス真の主役 NHKスペシャル取材班著 講談社 491.8/N69

149
エビデンスに基づく看護実践のためのシステマティック

レビュー
牧本清子編集 日本看護協会出版会 492.907/Ma34

150

がん化学療法の薬抗がん剤・ホルモン剤・分子標的薬・

免疫チェックポイント阻害薬・支持療法薬はや調べノー

ト : これだけは押さえておきたい 第4版(2021・2022年

版) (Yori-souがんナーシング:別冊)

古瀬純司編著 メディカ出版 492.926/F94

151
これならわかる!脳神経外科の看護ケア (ナースのための

基礎book)
横浜新都市脳神経外科病院監修・執筆 ナツメ社 492.926/Y75

152

看護管理者のための超実践目標管理考え方・立て方・指

導の仕方 : NG事例を赤ペン添削! : 「組織が伸びる病棟

目標」「スタッフが育つ個人目標」へと劇的変化

河野秀一著 メディカ出版 492.983/Ka96
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153

ゲーム・ネットの世界から離れられない子どもたち : 子

どもが社会から孤立しないために (子どものこころの発

達を知るシリーズ:10)

吉川徹著 合同出版 493.937/KoK/10

154
看護のための法学 : 自律的・主体的な看護をめざして 第

5版 (法学シリーズ職場最前線:1)
野﨑和義, 柳井圭子著 ミネルヴァ書房 498.14/N98

155 蜜蜂と蜂蜜の秘密を探る! : 蜂蜜と免疫 竹内実著 北隆館 498.5/Ta67

156 工場の経済地理学 改訂新版 松原宏, 鎌倉夏来著 原書房 509.29/Ma73

157 気候変動への「適応」を考える : 不確実な未来への備え 肱岡靖明著 丸善出版 519.1/H56

158
帝国奈良博物館の誕生 : 設計図と工事録にみる建設の経

緯 : 特別陳列
奈良国立博物館 奈良国立博物館 526.069/N51

159 EXPO'70 : 驚愕!大阪万国博覧会のすべて
Minami Nakawada, atmosphere ltd.

著
ダイヤモンド社 606.9163/N43

160 柿 (ものと人間の文化史:185) 今井敬潤著 法政大学出版局 625.4/I43

161
赤レンガを守った経営者たち : 富岡製糸場世界遺産への

軌跡
佐滝剛弘著 上毛新聞社事業局出版部 639.067/To56

162 ウマの博物図鑑
デビー・バズビー, カトリン・ラトラ

ンド著/小林朋則訳
原書房 645.2/B95

163 アート思考のものづくり 延岡健太郎著
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)
675.3/N91

164 ブランディングデザインの教科書 西澤明洋著 パイインターナショナル 675/N87

165
新幹線は地域をどう変えるのか : フォーラム新幹線学

2020
櫛引素夫著 古今書院 686.21/Ku86

166
「小さな鉄道」の記憶 : 軽便鉄道・森林鉄道・ケーブル

カーと人びと
旅の文化研究所編 七月社 686.21/Ta12
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167 東アジアのなかの満鉄 : 鉄道帝国のフロンティア 林采成著 名古屋大学出版会 686.2225/L62

168
社会学で読み解く文化遺産 : 新しい研究の視点とフィー

ルド
木村至聖, 森久聡編 新曜社 709/Ki39

169 ほっとする仏像図鑑 田中ひろみ著 リベラル社/星雲社 (発売) 718/Ta84

170 ゴッホ作品集 冨田章著 723.359/G57

171 シートン動物記 (ヤマケイ文庫)
シートン[原作]/白土三平著/岡本鉄二

画
山と溪谷社 726.1/Sh86

172 ベートーヴェン一曲一生 新保祐司著 藤原書店 762.34/Sh69

173 家族と社会が壊れるとき (NHK出版新書:642) 是枝裕和, ケン・ローチ著 NHK出版 778.233/Ko79

174 認知言語学 (学びのエクササイズ:1) 谷口一美著 ひつじ書房 801/Ta87

175
話者の言語哲学 : 日本語文化を彩るバリエーションと

キャラクター
泉子・K・メイナード著 くろしお出版 810.1/Ma98

176
微妙におかしな日本語 : ことばの結びつきの正解・不正

解 (草思社文庫:[か8-1])
神永曉著 草思社 810.4/Ka37

177 日本人の国語表現力 : 劣化を止めよう 中島武久著
ブイツーソリューション/星雲社(発

売)
810.4/N34

178
漫画に見られる話しことばの研究 : 日本語教育への可能

性 (シリーズ言語学と言語教育:41)
福池秋水著 ひつじ書房 810.7/F76

179 語感力事典 : 日常会話からネーミングまで 山口謠司著 笠間書院 811.1/Y24

180 レトリック (学びのエクササイズ) 森雄一著 ひつじ書房 816.2/Mo73

181
環大阪湾地域におけるアクセント変化の研究 (ひつじ研

究叢書:言語編第180巻)
山岡華菜子著 ひつじ書房 818.6/Y42

182 社会の活性化と方言 (実践方言学講座:第1巻) 半沢康, 新井小枝子編 くろしお出版 818/J54/1

183 方言の教育と継承 (実践方言学講座:第2巻) 大野眞男, 杉本妙子編 くろしお出版 818/J54/2

184 「可能性の文学」への道 : 織田作之助評論選 織田作之助著 本の泉社 904/O17
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185
ひきこもり図書館 : 部屋から出られない人のための12の

物語
頭木弘樹編 毎日新聞出版 908/Ka76

186
時 (とき) の束 (たば) を披 (ひら) く : 古典籍からうまれ

るアートと翻訳 : ないじぇる芸術共創ラボ展
国文学研究資料館 910.2/Ko45

187 無常の鐘声 : 平家物語 (軍記物語講座:第2巻) 松尾葦江編 花鳥社 913.43/Ma85/2

188 カンパニー (新潮文庫:11231, い-135-1) 伊吹有喜著 新潮社 913.6/I12

189 トッカイ : 不良債権特別回収部 (講談社文庫:き68-3) 清武英利 [著] 913.6/Ki93

190 密やかな結晶 : 新装版 (講談社文庫:[お80-5]) 小川洋子 [著] 講談社 913.6/O24

191
ツベルクリンムーチョ (講談社文庫:も28-77. The cream

of the notes:9)
森博嗣 [著] 講談社 914.6/Mo48

192 路上のポルトレ : 憶いだす人びと 森まゆみ著 914.6/Mo54

193 開高健とオーパ!を歩く 増補新版 菊池治男著 915.6/Ka21

194 李白と杜甫の事典 向嶋成美編著 大修館書店 921.43/R39

195 懐古する想像力 : イングランドの批評と歴史
ステファン・コリーニ [著]/近藤康裕

訳
みすず書房 930.27/C84

196
カズオ・イシグロと日本 : 幽霊から戦争責任まで (水声

文庫)

田尻芳樹, 秦邦生編/レベッカ・L・

ウォルコウィッツ [ほか著]
水声社 930.278/Ta26

197 小公子 (角川文庫:22517) バーネット[著]/羽田詩津子訳 KADOKAWA 933.7/B93

198 夜明けの図書館 [1] (Jour comics) 埜納タオ著 双葉社 M015.2/N95/1

199 夜明けの図書館 3 (Jour comics) 埜納タオ著 双葉社 M015.2/N95/3

200 夜明けの図書館 4 (Jour comics) 埜納タオ著 双葉社 M015.2/N95/4

201 夜明けの図書館 5 (Jour comics) 埜納タオ著 双葉社 M015.2/N95/5

202 夜明けの図書館 6 (Jour comics) 埜納タオ著 双葉社 M015.2/N95/6

203 夜明けの図書館 7 (Jour comics) 埜納タオ著 双葉社 M015.2/N95/7

204 編プロ☆ガール (BUNKASHA COMICS) 川崎昌平著 ぶんか社 M021.4/Ka97
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205 編集者の仕事ってなんですかね? (重版未定:1) 中央公論新社 M021.43/Ka97/1

206 重版未定 2 川崎昌平著 M021.43/Ka97/2

207 残すべきは名でも実でもない-本だ (重版未定:3) 中央公論新社 M021.43/Ka97/3

208
眩しい闇 (呪術廻戦 東京都立呪術高等専門学校. 0) (ジャ

ンプコミックス)
集英社 M147.1/A39/0

209 両面宿儺 (呪術廻戦. 1) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/1

210 宵祭り (呪術廻戦. 10) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/10

211 渋谷事変-開門- (呪術廻戦. 11) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/11

212 渋谷事変-降霊- (呪術廻戦. 12) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/12

213 渋谷事変-霹靂- (呪術廻戦. 13) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/13

214 渋谷事変-理非- (呪術廻戦. 14) (ジャンプコミックス) M147.1/A39/14

215 呪胎戴天 (呪術廻戦. 2) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/2

216 幼魚と逆罰 (呪術廻戦. 3) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/3

217 殺してやる (呪術廻戦. 4) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/4

218 京都姉妹校交流会 (呪術廻戦. 5) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/5

219 黒閃 (呪術廻戦. 6) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/6

220 起首雷同 (呪術廻戦. 7) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/7

221 懐玉 (呪術廻戦. 8) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/8

222 玉折 (呪術廻戦. 9) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/9

223
就活のワナ : あなたの魅力が伝わらない理由 (講談社+α

新書:839-1C)
石渡嶺司[著] 講談社 就職/資格

224 確実内定 : 就職活動が面白いほどうまくいく トイアンナ著 KADOKAWA 就職/資格

225 小学校教諭になるには (なるにはBOOKS:29) 森川輝紀編著/山田恵吾編著 ぺりかん社 就職/資格

226
すべてがわかる世界遺産大事典 : 世界遺産検定1級公式

テキスト 第2版 上
世界遺産検定事務局著

世界遺産アカデミー : 世界遺産検定

事務局/マイナビ出版 (発売)
就職/資格/['20]
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227
すべてがわかる世界遺産大事典 : 世界遺産検定1級公式

テキスト 第2版 下
世界遺産検定事務局著

世界遺産アカデミー : 世界遺産検定

事務局/マイナビ出版 (発売)
就職/資格/['20]

228

最新福祉ビジネス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 (How-nual図解入

門. 業界研究)

大坪信喜著 秀和システム 就職/資格/['21]

229
英検準2級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2021年度

版 (旺文社英検書)
[旺文社] 就職/資格/'21

230

自然科学 1 (大卒程度公務員試験本気で合格!過去問解き

まくり! : 地方上級・国家一般職・国税専門官・財務専門

官・労働基準監督官・裁判所職員・国家総合職:2021-22

年合格目標7)

東京リーガルマインド 就職/資格/'21-'22

231
マクロ経済学 (公務員試験本気で合格!過去問解きまく

り! : 大卒程度. 2021-22年合格目標14)
就職/資格/'21-'22

232
堺市・豊中市・吹田市・茨木市の上級・大卒程度 : 教養

試験 2022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 就職/資格/'22

233
論文試験の秘伝 : 公務員試験国家一般職 (大卒)・地方上

級レベル対応 2022年度採用版
山下純一著 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/'22

234
公務員試験時事問題総まとめ&総チェック 2022年度採用

版
TAC公務員講座編著 TAC出版事業部 就職/資格/'22

235
国税専門官過去問+予想問題集 : 公務員試験 2022年度採

用版
TAC公務員講座編著 TAC株式会社出版事業部 就職/資格/'22

236
ロジカル面接術 : オンライン就活に絶大な威力 : 面接官

も読んでいる本 2023年度版
津田久資,下川美奈著 ワック 就職/資格/'23
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237
これが本当のSPI3テストセンターだ! 2023年度版 (本当

の就職テストシリーズ)
SPIノートの会編著 講談社 就職/資格/'23

238

これが本当のWebテストだ! 2023年度版2 TG-WEB・

ヒューマネージ社のテストセンター編 (本当の就職テス

トシリーズ)

SPIノートの会編著 講談社 就職/資格/'23

239

これが本当のSPI3だ! : 主要3方式「テストセンター・

ペーパーテスト・WEBテスティング」対応 2023年度版

(本当の就職テストシリーズ)

SPIノートの会編著 講談社 就職/資格/'23

240
これが本当のSCOAだ! : SCOAのテストセンター対応

2023年度版 (本当の就職テストシリーズ)
SPIノートの会編著 講談社 就職/資格/'23

241

これが本当のWebテストだ! 2023年度版3 WEBテスティ

ング(SPI3)・CUBIC・TAP・TAL編 (本当の就職テスト

シリーズ)

SPIノートの会編著 講談社 就職/資格/'23

242
これが本当のWebテストだ! 2023年度版1 玉手箱・C-

GAB編 (本当の就職テストシリーズ)
SPIノートの会編著 講談社 就職/資格/'23
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