
2021年2月～4月受入図書一覧

NO 書名 著者名 出版者 請求記号

1 光文社古典新訳文庫 光文社

2 舞楽装束図解

3 Al-Shabaab in Somalia:The History and Ideology of a Militant Islamist Group '16 Jarle Hansen, Stig
Oxford University
Press, New York

4 新・コンメンタール民法（家族法）(新・コンメンタールシリーズ) 日本評論社

5 Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣

ハンス・ロスリング,
オーラ・ロスリング,
アンナ・ロスリン
グ・ロンランド著/上
杉周作, 関美和訳

日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

002.7/F11

6 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

7 問いの立て方 (ちくま新書:1551) 宮野公樹著 筑摩書房 002.7/Mi79

8 手帳で夢をかなえる全技術 高田晃著 明日香出版社 002.7/Ta28

9 勉強の哲学 : 来たるべきバカのために 千葉雅也著 文藝春秋 002/C42

10 人間にとって教養とはなにか (SB新書:530) 橋爪大三郎著 SBクリエイティブ 002/H38

11 21世紀のリベラルアーツ
石井洋二郎編/藤垣裕
子, 國分功一郎, 隠
岐さや香執筆

水声社 002/I75

12 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 [正編]

デイヴィッド・S・キ
ダー, ノア・D・オッ
ペンハイム著/小林朋
則訳

文響社 002/Ki12

13 越える・超える (シリーズ人間科学:6) 岡部美香編 大阪大学出版会 002/O37

14 自由になるための技術リベラルアーツ 山口周著 講談社 002/Y24

15 よい判断・意思決定とは何か : 合理性の本質を探る (越境する認知科学:7) 本田秀仁著 共立出版 007.1/H84

16 イラストで学ぶ認知科学 北原義典著 講談社 007.1/Ki64

17 信号、記号、そして言語へ : コミュニケーションが紡ぐ意味の体系 (越境する認知科学:3) 佐治伸郎著 共立出版 007.1/Sa26

18 心を知るための人工知能 : 認知科学としての記号創発ロボティクス (越境する認知科学:5) 谷口忠大著 共立出版 007.1/Ta87
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NO 書名 著者名 出版者 請求記号

19 浅田稔のAI研究道 : 人工知能はココロを持てるか 浅田稔著 近代科学社 007.13/A81

20 AIの倫理学
M.クーケルバーク
[著]/直江清隆訳者代
表

丸善出版 007.13/C83

21 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

22 AIの雑談力 (角川新書:[K-347]) 東中竜一郎 [著] KADOKAWA 007.13/H55

23
ウェブ最適化ではじめる機械学習 : A/Bテスト、メタヒューリスティクス、バンディットアルゴリズムから
ベイズ最適化まで

飯塚修平著
オライリー・ジャパ
ン/オーム社 (発売)

007.13/I27

24 未来技術の倫理 : 人工知能・ロボット・サイボーグ 河島茂生著 勁草書房 007.13/Ka97

25 教養としてのAI講義 : ビジネスパーソンも知っておくべき「人工知能」の基礎知識
メラニー・ミッチェ
ル著/尼丁千津子訳

日経BP/日経BPマーケ
ティング(発売)

007.13/Mi59

26 ITナビゲーター 2021年版

野村総合研究所ICTメ
ディア・サービス産
業コンサルティング
部著

東洋経済新報社 007.3/NoS/'21

27 オードリー・タンデジタルとAIの未来を語る オードリー・タン著 プレジデント社 007.3/Ta86

28 IOWNで未来を描くNTTの研究者たち : 若さ×情熱×想像力
大森久美子著/川添雄
彦監修

NTT出版 007.35/N71

29 世界一やさしいYouTubeビジネスの教科書1年生 KYOKO著 ソーテック社 007.353/Ky4

30 バズる書き方 : 書く力が、人もお金も引き寄せる (SB新書:531) 成毛眞著 SBクリエイティブ 007.353/N53

31 アーカイブの思想 : 言葉を知に変える仕組み 根本彰 [著] みすず書房 007.5/N64

32 スキルアップ!情報検索 : 基本と実践 新訂第2版
中島玲子, 安形輝,
宮田洋輔著

日外アソシエーツ 007.58/Su54

33 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

34 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

35 データベース入門 第2版 (Computer science library:14) 増永良文著 サイエンス社 007.609/Ma68

36 テキストマイニングの基礎技術と応用 (テキストアナリティクス:2)
那須川哲哉編著/吉田
一星 [ほか] 著

岩波書店 007.609/N56

37 基本操作から活用技まで一番詳しい解説書 (iPad完全マニュアル. iPad Perfect Manual. 2020) スタンダーズ 007.63/Su83
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38 Windows 10最強活用全書 (日経BPパソコンベストムック) 日経PC21編
日経BP/日経BPマーケ
ティング(発売)

007.634/N73

39 PowerPointでかんたん!動画作成 : オンライン教材・授業動画・解説動画・プロモ動画を手軽に作って配信 澤崎敏文著 技術評論社 007.6383/Sa98

40 Excel & Wordの資料をスマートに見せる本 : たった1秒で見た目が変わる! 中山真敬著 宝島社 007.6384/N45

41 マンガでわかるExcel : Seven‐day Seminar on Excel : 今日から役立つ!時短ワザを習得!
羽毛田睦土監修/あき
ばさやか漫画/リブロ
ワークス編集

KADOKAWA 007.6384/R33

42 マンガで学ぶエクセルVBA・マクロ 実用編

きたみあきこ著・監
修/秋内常良シナリオ
/朝戸ころもマンガ/
トレンド・プロマン
ガ制作

マイナビ出版 007.64/Ki66

43 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

44 ひと目でわかるプログラミングのしくみとはたらき図鑑 (イラスト授業シリーズ) 山崎正浩訳 創元社 007.64/W46

45 10代からのプログラミング教室 : できる!わかる!うごく! (14歳の世渡り術) 矢沢久雄著 河出書房新社 007.64/Y67

46 "動く"Webデザインアイディア帳 : jQuery、CSSアニメーションの初心者でもコピペで動く!
久保田涼子, 杉山彰
啓著

ソシム 007.645/Ku14

47 国立情報学研究所二十年の歩み : 2000-2020
国立情報学研究所20
年史編集委員会編

情報・システム研究
機構国立情報学研究
所

007/Ko49

48 情報科学入門 野本弘平著 朝倉書店 007/N94

49 電子図書館・電子書籍貸出サービス調査報告2020 : WithAfterコロナの図書館
植村八潮, 野口武悟,
電子出版制作・流通
協議会編著

電子出版制作・流通
協議会/樹村房 (発
売)

010.21/D59/'20

50 たまたま、図書館長。 : それはドイツからはじまった 鳥越美奈著 郵研社 010.4/To67

51 図書の修理とらの巻 続

書物の歴史と保存修
復に関する研究会編/
野呂聡子ストー
リー・絵

澪標 014.614/ShR/2

52 障害者サービスと著作権法 第2版 (JLA図書館実践シリーズ:26)
日本図書館協会障害
者サービス委員会,
著作権委員会編

日本図書館協会 015.97/N71
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53 アメリカ公立図書館運動開始期の思想と実践
川崎良孝編訳/小南理
恵, 山﨑沙織, 福井
佑介訳

京都図書館情報学研
究会/日本図書館協会
(発売)

016.253/Ka97

54 学校図書館をハックする : 学びのハブになるための10の方法

クリスティーナ・A.
ホルズワイス, スト
ニー・エヴァンス
[著]/松田ユリ子, 桑
田てるみ, 吉田新一
郎訳

新評論 017/H83

55 戦地の図書館 : 海を越えた一億四千万冊 (創元ライブラリ:Lマ2-1)
モリー・グプティ
ル・マニング著/松尾
恭子訳

東京創元社 019.0253/Ma45

56 読書のちから 若松英輔著 亜紀書房 019.04/W21

57 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

58 本には読む順番がある : 「最初の1冊」から「仕上げの1冊」まで 齋藤孝 [著]
クロスメディア・パ
ブリッシング/インプ
レス (発売)

019.12/Sa25

59 東大理IIIスピード読書術 : 超一級の思考力&情報処理力を身につける 佐々木京聖著 学研プラス 019.12/Sa75

60 人生で大切なことは、すべて「書店」で買える。 : 20代で身につけたい本の読み方88 新版 千田琢哉著 日本実業出版社 019.12/Se59

61 読む文化をハックする : 読むことを嫌いにする国語の授業に意味があるのか?

ジェラルド・ドーソ
ン[著]/山元隆春, 中
井悠加, 吉田新一郎
訳

新評論 019.2/D47

62 わたしは読書ボランティア : 子どもたちに読む力と楽しい学校図書館を 柴田幸子著 忘羊社 019.2/Sh18

63 明日の自分が確実に変わる10分読書 吉田裕子著 集英社 019.2/Y86

64 小学校学年別知識読みもの240 : 学校司書おすすめ!
福岡淳子, 金澤磨樹
子編

少年写真新聞社 019.5/F82

65 いつだって本と一緒 岩橋淳著 皓星社 019.5/I92

66 中高生のための本の読み方 : 読書案内・ブックトーク・PISA型読解 大橋崇行著 ひつじ書房 019.5/O28

67 青春の本棚 : 中高生に寄り添うブックガイド 高見京子編著
全国学校図書館協議
会

019.5/Ta43
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68 絵本へのとびら 大嶋裕香著 教文館 019.53/O77

69 今だから読みたい絵本 : “癒し"のことばとアート (サンエイムック) 三栄 019.53/Sa61

70 絵本専門士アナウンサーが教える心をはぐくむ読み聞かせ 杉上佐智枝著
小学館クリエイティ
ブ/小学館(発売)

019.53/Su48

71 世界の自己啓発50の名著 (Liberal arts college)
T・バトラー=ボード
ン [著]/野田恭子,
森村里美訳

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

019.9/B96

72 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

73 あなたは読んだものに他ならない 服部文祥著 本の雑誌社 019.9/H44

74 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

75 私的読食録 (新潮文庫:11183, ほ-16-31)
堀江敏幸, 角田光代
著

新潮社 019.9/H87

76 わたしの、本のある日々 小林聡美著 毎日新聞出版 019.9/Ko12

77 本は3冊同時に読みなさい 佐藤優著 マガジンハウス 019.9/Sa86

78 人間力を高める読書法 (小学館文庫プレジデントセレクト:[Pた3-1]) 武田鉄矢[著] 小学館 019.9/Ta59

79 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

80 大小図輯 (日本書誌学大系:110) 岩崎均史著 青裳堂書店 020.8/2/110

81 著作権法入門 2020-2021
文化庁文化部著作権
課内著作権法令研究
会編著

著作権情報センター
021.2/Bun/'20-
'21

82 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

83 シェイクスピアのファースト・フォリオ : 偶像となった書物の誕生と遍歴
ピーター・W.M.ブレ
イニー著/五十嵐博久
監訳

水声社 022.33/Sh12

84 電子出版学概論 : アフターコロナ時代の出版と図書館 (本の未来を考える=出版メディアパル:No. 39) 湯浅俊彦著 出版メディアパル 023/Y96

85 本屋と図書館の間にあるもの
伊藤清彦著/内野安彦
著

郵研社 024.04/I91

86 ブックオフ大学ぶらぶら学部 夏葉社 024.8/B87

87 岩崎文庫の名品 : 叡智と美の輝き 東洋文庫編 山川出版社 026/To82
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88 江戸のことば絵事典 : 『訓蒙図彙』の世界 (角川選書:647) 石上阿希著 KADOKAWA 031/N37

89 東京の多様性 滝久雄編著
日経BP日本経済新聞
出版本部/日経BPマー
ケティング(発売)

041/Ta71

90 コロナとバカ (小学館新書:390) ビートたけし著 小学館 049/B48

91 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

92 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

93 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

94 中国関係論説資料 61(2019年)第4分冊上 論説資料保存会 051.1/1/61-4-1

95 中国関係論説資料 61(2019年)第4分冊下 論説資料保存会 051.1/1/61-4-2

96 中国関係論説資料 61(2019年)第4分冊増 論説資料保存会 051.1/1/61-4-3

97 世界年鑑 2021 共同通信社編 共同通信社 059/1/'21

98 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

99 「反原発」のメディア・言説史 : 3.11以後の変容 日高勝之著 岩波書店 070.21/H54

100 なぜ、宮崎の小さな新聞が世界中で読まれているのか 松田くるみ著 ごま書房新社 070.67/Mi88

101 サピエンスの未来 : 伝説の東大講義 (講談社現代新書:2605) 立花隆著 講談社 081/16/ 2605

102 土葬の村 (講談社現代新書:2606) 高橋繁行著 講談社 081/16/2606

103 ハイブリッド戦争 : ロシアの新しい国家戦略 (講談社現代新書:2607) 廣瀬陽子著 講談社 081/16/2607

104 フォン・ノイマンの哲学 : 人間のフリをした悪魔 (講談社現代新書:2608) 高橋昌一郎著 講談社 081/16/2608

105 日本の構造 : 50の統計データで読む国のかたち (講談社現代新書:2609) 橘木俊詔著 講談社 081/16/2609

106 仕事と人生 (講談社現代新書:2610) 西川善文著 講談社 081/16/2610

107 発達障害と人間関係 : カサンドラ症候群にならないために (講談社現代新書:2611) 宮尾益知著 講談社 081/16/2611

108 百人一首 : うたものがたり (講談社現代新書:2612) 水原紫苑著 講談社 081/16/2612

109 戦争の中国古代史 (講談社現代新書:2613) 佐藤信弥著 講談社 081/16/2613
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110 感じるオープンダイアローグ (講談社現代新書:2614) 森川すいめい著 講談社 081/16/2614

111 生物はなぜ死ぬのか (講談社現代新書:2615) 小林武彦著 講談社 081/16/2615

112 日本人と神 (講談社現代新書:2616) 佐藤弘夫著 講談社 081/16/2616

113 現代民主主義 : 指導者論から熟議、ポピュリズムまで (中公新書:2631) 山本圭著 中央公論新社 081/17/2631

114 男が介護する : 家族のケアの実態と支援の取り組み (中公新書:2632) 津止正敏著 中央公論新社 081/17/2632

115 日本の歴史的建造物 : 社寺・城郭・近代建築の保存と活用 (中公新書:2633) 光井渉著 中央公論新社 081/17/2633

116 サラ金の歴史 : 消費者金融と日本社会 (中公新書:2634) 小島庸平著 中央公論新社 081/17/2634

117 文部科学省 : 揺らぐ日本の教育と学術 (中公新書:2635) 青木栄一著 中央公論新社 081/17/2635

118 古代日本の官僚 : 天皇に仕えた怠惰な面々 (中公新書:2636) 虎尾達哉著 中央公論新社 081/17/2636

119 英語の読み方 : ニュース、SNSから小説まで (中公新書:2637) 北村一真著 中央公論新社 081/17/2637

120 幣原喜重郎 : 国際協調の外政家から占領期の首相へ (中公新書:2638) 熊本史雄著 中央公論新社 081/17/2638

121 宗教と日本人 : 葬式仏教からスピリチュアル文化まで (中公新書:2639) 岡本亮輔著 中央公論新社 081/17/2639

122 鉄道と政治 : 政友会、自民党の利益誘導から地方の自立へ (中公新書:2640) 佐藤信之著 中央公論新社 081/17/2640

123 小説読解入門 : 『ミドルマーチ』教養講義 (中公新書:2641) 廣野由美子著 中央公論新社 081/17/2641

124 神を統べる者 2 覚醒ニルヴァーナ篇 (中公文庫:[あ-93-2]) 荒山徹著 中央公論新社 081/18/ あ93-2

125 狂った機関車 : 鮎川哲也の選んだベスト鉄道ミステリ (中公文庫:[あ94-1])
鮎川哲也選/日下三蔵
編

中央公論新社 081/18/ あ94-1

126 追懐の筆 : 百鬼園追悼文集 (中公文庫:う9-15) 内田百間著 中央公論新社 081/18/ う9-15

127 大野伴睦回想録 (中公文庫:[お-96-1]) 大野伴睦著 中央公論新社 081/18/ お96-1

128 天命篇 改版 (中公文庫:み36-17) 中央公論新社 081/18/ み36-17

129 招かれた女 (中公文庫:あ10-15) 赤川次郎著 中央公論新社 081/18/あ10-15

130 五郎治殿御始末 (中公文庫:あ59-8) 浅田次郎著 中央公論新社 081/18/あ59-8

131 神を統べる者 1 厩戸御子倭国追放篇 (中公文庫:[あ93-1]) 荒山徹著 中央公論新社 081/18/あ93-1

132 上宮聖徳法王誕生篇 (中公文庫:あ93-3) 中央公論新社 081/18/あ93-3
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133 ウマし (中公文庫:[い-110-5]) 伊藤比呂美著 中央公論新社 081/18/い110-5

134 都鄙問答 (中公文庫:い136-1)
石田梅岩著/加藤周一
訳・解説

中央公論新社 081/18/い136-1

135 ウィトゲンシュタイン家の人びと : 闘う家族 (中公文庫:ウ12-1)
アレグザンダー・
ウォー著/塩原通緒訳

中央公論新社 081/18/ウ12-1

136 阿呆旅行 (中公文庫:え22-1) 江國滋著 中央公論新社 081/18/え22-1

137 香港・濁水渓 増補版 (中公文庫:き15-17) 邱永漢著 中央公論新社 081/18/き15-17

138 50代からしたくなるコト、なくていいモノ (中公文庫:[き-30-19]) 岸本葉子著 中央公論新社 081/18/き30-19

139 斑鳩王の慟哭 (中公文庫:く7-23) 黒岩重吾著 中央公論新社 081/18/く7-23

140 任俠浴場 (中公文庫:こ40-38) 今野敏著 中央公論新社 081/18/こ40-38

141 ていだん (中公文庫:こ61-1) 小林聡美著 中央公論新社 081/18/こ61-1

142 世界警察 : 叛逆のカージナルレッド 1 (中公文庫:さ65-12) 沢村鐵著 中央公論新社 081/18/さ65-12

143 愛猿記 (中公文庫:[し-15-18]) 子母澤寛著 中央公論新社 081/18/し15-18

144 ほろよい味の旅 (中公文庫:た24-4) 田中小実昌著 中央公論新社 081/18/た24-4

145 教科書名短篇 : 家族の時間 (中公文庫:ち8-9)
中央公論新社編/幸田
文[ほか著]

中央公論新社 081/18/ち8-9

146 僕と彼女の左手 (中公文庫:つ32-1) 辻堂ゆめ著 中央公論新社 081/18/つ32-1

147 五能線の女 (中公文庫:に7-68) 西村京太郎著 中央公論新社 081/18/に7-68

148 チャリング・クロス街84番地 増補版 (中公文庫:ハ6-2)
ヘレーン・ハンフ編
著/江藤淳訳

中央公論新社 081/18/ハ6-2

149 世直し酒 (中公文庫:は72-6) 中央公論新社 081/18/は72-6

150 応家の人々 (中公文庫:ひ1-3) 日影丈吉著 中央公論新社 081/18/ひ1-3

151 警視庁特殊急襲部隊 改版 : 新装版 (中公文庫:[ほ-17-15]. ジウ:2) 誉田哲也著 中央公論新社 081/18/ほ17-15

152 新世界秩序 改版 : 新装版 (中公文庫:[ほ-17-16]. ジウ:3) 誉田哲也著 中央公論新社 081/18/ほ17-16

153 赤い死の舞踏会 (中公文庫:ホ3-4)
エドガー・アラン・
ポー著/吉田健一訳

中央公論新社 081/18/ホ3-4

154 異常探偵 : 苺さん殺人事件 (中公文庫:[ま52-1]) 前田司郎著 中央公論新社 081/18/ま52-1
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155 わが文学 わが作法 : 文学修行三十年 (中公文庫:み10-26) 水上勉著 中央公論新社 081/18/み10-26

156 孟嘗君と戦国時代 (中公文庫:み36-18) 宮城谷昌光著 中央公論新社 081/18/み36-18

157 窓辺の風 : 宮城谷昌光文学と半生 (中公文庫:み36-19) 宮城谷昌光著 中央公論新社 081/18/み36-19

158 もぐら新章 青嵐 (中公文庫:や53-17) 矢月秀作著 中央公論新社 081/18/や53-17

159 冬の道 : 吉村昭自選中期短篇集 (中公文庫:よ13-15) 吉村昭著/池上冬樹編 中央公論新社 081/18/よ13-15

160 さっぱりと欲ばらず (中公文庫:よ57-4) 吉沢久子著 中央公論新社 081/18/よ57-4

161 物理学の原理と法則 : 科学の基礎から「自然の論理」へ (講談社学術文庫:[2646]) 池内了 [著] 講談社 081/2/2646

162 「イスラーム世界」とは何か : 「新しい世界史」を描く (講談社学術文庫:[2647]) 羽田正 [著] 講談社 081/2/2647

163 異端審問 (講談社学術文庫:[2648]) 渡邊昌美 [著] 講談社 081/2/2648

164 暗殺教団 : 「アサシン」の伝説と実像 (講談社学術文庫:[2649])
バーナード・ルイス
[著]/加藤和秀訳

講談社 081/2/2649

165 疾駆する草原の征服者 : 遼 西夏 金 元 (講談社学術文庫:[2658]. 中国の歴史:8) 杉山正明 [著] 講談社 081/2/2658

166 海と帝国 : 明清時代 (講談社学術文庫:[2659]. 中国の歴史:9) 上田信 [著] 講談社 081/2/2659

167 ラストエンペラーと近代中国 : 清末中華民国 (講談社学術文庫:[2660]. 中国の歴史:10) 菊池秀明 [著] 講談社 081/2/2660

168 科学史・科学哲学入門 (講談社学術文庫:[2663]) 村上陽一郎 [著] 講談社 081/2/2663

169 オスマンvs.ヨーロッパ : 「トルコの脅威」とは何だったのか (講談社学術文庫:[2664]) 新井政美 [著] 講談社 081/2/2664

170 古典について (講談社学術文庫:[2665]) 吉川幸次郎 [著] 講談社 081/2/2665

171 一外交官の見た明治維新 (講談社学術文庫:[2666])
アーネスト・メイス
ン・サトウ [著]/鈴
木悠訳

講談社 081/2/2666

172 メッカ : イスラームの都市社会 (講談社学術文庫:2667) 後藤明[著] 講談社 081/2/2667

173 霧の犬 (岩波現代文庫:文芸:331) 辺見庸著 岩波書店 081/22/B331

174 オーウェルのマザー・グース : 歌の力、語りの力 増補 (岩波現代文庫:文芸:332) 川端康雄著 岩波書店 081/22/B332

175 被差別部落認識の歴史 : 異化と同化の間 (岩波現代文庫:学術:430) 黒川みどり著 岩波書店 081/22/G 430

176 マインド・タイム : 脳と意識の時間 (岩波現代文庫:学術:429)
ベンジャミン・リ
ベット [著]/下條信
輔, 安納令奈訳

岩波書店 081/22/G429
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177 文化としての科学/技術 (岩波現代文庫:学術:431) 村上陽一郎著 岩波書店 081/22/G431

178 方法としての史学史 (岩波現代文庫:学術:432. 歴史論集:1) 成田龍一著 岩波書店 081/22/G432

179 宗教と科学の接点 (岩波現代文庫:学術:435) 河合隼雄著 岩波書店 081/22/G435

180 軍隊と地域 : 郷土部隊と民衆意識のゆくえ 増補 (岩波現代文庫:学術:436) 荒川章二著 岩波書店 081/22/G436

181 井上ひさしの憲法指南 (岩波現代文庫:社会:325) 井上ひさし著 岩波書店 081/22/S325

182 江戸問答 (岩波新書:新赤版 1863)
田中優子, 松岡正剛
著

岩波書店 081/6-4/1863

183 地域衰退 (岩波新書:新赤版 1864) 宮﨑雅人著 岩波書店 081/6-4/1864

184 上杉鷹山 : 「富国安民」の政治 (岩波新書:新赤版 1865) 小関悠一郎著 岩波書店 081/6-4/1865

185 倒産法入門 : 再生への扉 (岩波新書:新赤版 1866) 伊藤眞著 岩波書店 081/6-4/1866

186 ヒンドゥー教10講 (岩波新書:新赤版 1867) 赤松明彦著 岩波書店 081/6-4/1867

187 プライバシーという権利 : 個人情報はなぜ守られるべきか (岩波新書:新赤版 1868) 宮下紘著 岩波書店 081/6-4/1868

188 花粉症と人類 (岩波新書:新赤版 1869) 小塩海平著 岩波書店 081/6-4/1869

189 尊厳 : その歴史と意味 (岩波新書:新赤版 1870)
マイケル・ローゼン
[著]/内尾太一, 峯陽
一訳

岩波書店 081/6-4/1870

190 戦後政治史 第4版 (岩波新書:新赤版 1871)
石川真澄, 山口二郎
著

岩波書店 081/6-4/1871

191 労働組合とは何か (岩波新書:新赤版 1872) 木下武男著 岩波書店 081/6-4/1872

192 時代を撃つノンフィクション100 (岩波新書:新赤版 1873) 佐高信著 岩波書店 081/6-4/1873

193 ピタゴラス伝/マルケラへの手紙/ガウロス宛書簡 (西洋古典叢書:[G115])
ポルピュリオス
[著]/山田道夫訳

京都大学学術出版会 089.1/1/43

194 今を考えるための近世思想 : 時代と向き合った日欧16人の思想家 徳永哲也著 晃洋書房 102/To41

195 犬の力を知っていますか?
池田晶子著/わたく
し、つまりNobody編

毎日新聞出版 104/I32

196 14歳からの哲学 : 考えるための教科書 池田晶子著 トランスビュー 104/I32

197 知ることより考えること 池田晶子著 新潮社 104/I32

198 魂とは何か (さて死んだのは誰なのか)
池田晶子著/わたく
し、つまりNobody編

トランスビュー 104/I32
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199 新・考えるヒント 池田晶子著 講談社 104/I32

200 これからの哲学入門 : 未来を捨てて生きよ 岸見一郎著 幻冬舎 104/Ki58

201 理性の探求 西谷修著 岩波書店 104/N86

202 結果を出したい人は哲学を学びなさい : ビジネスが180度変わる問題解決の授業 小川仁志著 毎日新聞出版 104/O24

203 オン・ビーイング・ミー : 「私」って何? : a personal invitation to philosophy
J.デイヴィッド・
ヴェルマン著/黒澤里
吏訳

ニュートンプレス 104/V56

204 つかふ : 使用論ノート 鷲田清一著 小学館 104/W42

205 生きがいについて (神谷美恵子コレクション) 神谷美恵子著 みすず書房 113/Ka39

206 「空間の構造」〜弁証法 : 物理学・経済学・哲学の共通原理 池田宗彰著 御茶の水書房 116/I32

207 血の日本思想史 : 穢れから生命力の象徴へ (ちくま新書:1561) 西田知己著 筑摩書房 121.02/N81

208 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

209 仁のこころを論語に聴く 恒遠俊輔著 弦書房 123.83/Ko84

210 『論語』 : 孔子の言葉はいかにつくられたか (講談社選書メチエ:743) 渡邉義浩著 講談社 123.83/Ko84

211 渋沢栄一と安岡正篤で読み解く論語 安岡定子著 プレジデント社 123.83/Sh21

212 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

213 アリストテレス「存在論」への導き
ウェルナー・マルク
ス著/木下喬訳

東北大学出版会 131.4/A76

214 信仰と想像力の哲学 : ジョン・デューイとアメリカ哲学の系譜 谷川嘉浩著 勁草書房 133.9/D67

215 理性の構成 : カント実践哲学の探究 (叢書・ウニベルシタス:1124)
オノラ・オニール著/
網谷壮介 [ほか] 訳

法政大学出版局 134.2/Ka59

216 自分で考える勇気 : カント哲学入門 (岩波ジュニア新書:798) 御子柴善之著 岩波書店 134.2/Mi25

217 はじめてのウィトゲンシュタイン (NHKブックス:1266) 古田徹也著 NHK出版 134.97/W79

218 レヴィナスの企て : 『全体性と無限』と「人間」の多層性 渡名喜庸哲著 勁草書房 135.5/L57

219 アイデンティティ : 断片、率直さ (批評の小径)
ジャン=リュック・ナ
ンシー著/伊藤潤一郎
訳

水声社 135.5/N48
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220 自己の解釈学 : フランス哲学の現在へ 佐藤国郎著 アルテ 135.5/Sa85

221 フーコー「性の歴史」入門講義 仲正昌樹著 作品社 135.57/F42

222 肉の告白 (性の歴史:4)
ミシェル・フーコー
[著]/フレデリック・
グロ編/慎改康之訳

新潮社 135.9/FoM/S-4

223 ピアジェ入門 : 活動と構成 : 子どもと学者の認識の起源について

ダニエル・アムリン,
ジャック・ヴォネッ
シュ編/芳賀純, 原田
耕平, 岡野雅雄訳

三和書籍 140.2345/P58

224 質的心理学研究 第20号(2021)
日本質的心理学会
「質的心理学研究」
編集委員会編集

日本質的心理学会/新
曜社(発売)

140.7/NiS/20

225 心理統計法 : progress & application (Progress & application:3)
山田剛史, 川端一光,
加藤健太郎編著

サイエンス社 140.7/Sh69

226 心理学・社会科学研究のための調査系論文の読み方 改訂版
浦上昌則, 脇田貴文
著

東京図書 140.7/U82

227 生きる勇気 : なにが人生を決めるのか
アルフレッド・アド
ラー著/坂東智子訳

興陽館 140/A16

228 現代がわかる心理学 北岡明佳著 丸善出版 140/Ki72

229 ポジティブ心理学 : 科学的メンタル・ウェルネス入門 (講談社選書メチエ:742) 小林正弥著 講談社 140/Ko12

230 自己肯定感を高めるハーバード式ポジティブ心理学 : まんがでわかる
成瀬まゆみ著/前山三
都里まんが

宝島社 140/N54

231
ゼロからわかる心理学 : ネット社会、コロナ禍など、気になる現代社会の心理を読み解く 増補第2版
(ニュートン別冊) (Newtonムック)

ニュートンプレス 140/N99

232 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

233 マインドセット : 「やればできる!」の研究
キャロル・S・ドゥ
エック著/今西康子訳

草思社 141.5/D99

234 世界のエリートが学んできた「自分で考える力」の授業 増補改訂版 (PHP文庫:[か84-1]) 狩野みき著 PHP研究所 141.5/Ka58

235 ヤバい集中力 : 1日ブッ通しでアタマが冴えわたる神ライフハック45 SBクリエイティブ 141.5/Su96
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236 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

237 東大教授が教える知的に考える練習 (草思社文庫:[や3-2]) 柳川範之著 草思社 141.5/Y51

238 創造するエキスパートたち : アーティストと創作ビジョン (越境する認知科学:6) 横地早和子著 共立出版 141.5/Y74

239 感情の哲学入門講義 源河亨著 慶應義塾大学出版会 141.6/G34

240 古代から啓蒙の時代まで (感情の歴史:1)
ジョルジュ・ヴィガ
レロ編/岩下綾 [ほ
か] 訳

藤原書店 141.6/Ka55/1

241 啓蒙の時代から19世紀末まで (感情の歴史:2)
アラン・コルバン編/
井上櫻子 [ほか] 訳

藤原書店 141.6/Ka55/2

242 なくしたものとつながる生き方 尾角光美著 サンマーク出版 141.6/O41

243 感情史とは何か

バーバラ・H. ローゼ
ンワイン, リッカル
ド・クリスティアー
ニ [著]/伊東剛史
[ほか] 訳

岩波書店 141.6/R72

244 なぜあの人のジョークは面白いのか? : 進化論で読み解くユーモアの科学
ジョナサン・シル
バータウン著/水谷淳
訳

東洋経済新報社 141.6/Si4

245 スタンフォードの自分を変える教室 (だいわ文庫:[304-1G])
ケリー・マクゴニガ
ル著/神崎朗子訳

大和書房 141.8/Ma99

246 図解でわかるスタンフォードの自分を変える教室 (だいわ文庫)
ケリー・マクゴニガ
ル監修

大和書房 141.8/Ma99

247
ポジティブ心理学が教えてくれる「ほんものの幸せ」の見つけ方 : とっておきの強みを生かす (フェニッ
クスシリーズ:118)

マーティン・セリグ
マン著/小林裕子訳

141.93/Se47

248 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

249 自殺をとめる解決志向アプローチ : 最初の10分間で希望を見いだす方法
ジョン・ヘンデン著/
河合祐子, 松本由起
子訳

新曜社 145.71/H52

250 嫌われる勇気 (自己啓発の源流「アドラー」の教え:[1])
岸見一郎, 古賀史健
著

ダイヤモンド社 145.9/A16

251 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
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252 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)

253 幸せになる勇気 (自己啓発の源流「アドラー」の教え:2)
岸見一郎, 古賀史健
著

ダイヤモンド社 145.9/A16/2

254 アドラー流自分らしく生きる心理学 (知的生きかた文庫:[な46-1]) 内藤誼人著 三笠書房 146.1/A16

255 こころを軽くする言葉 : 対人関係の不安を消す
アルフレッド・アド
ラー著/長谷川早苗訳
/星野響構成

興陽館 146.1/A16

256 パーソナル精神分析事典 松木邦裕著 金剛出版 146.1/Ma79

257 対人援助職のためのアセスメント入門講義 : ソーシャルワーカー・心理師必携
スーザン・ルーカス
著/池田佳奈, 久納明
里, 佐藤愛子訳

金剛出版 146.3/L96

258 精神科臨床における心理アセスメント入門 改訂増補版 津川律子著 金剛出版 146.3/Ts38

259 それでも人生にイエスと言う
V・E・フランクル著/
山田邦男, 松田美佳
訳

春秋社 146.8/F44

260 空気が読めなくてもそれでいい。 : 非定型発達のトリセツ
細川貂々, 水島広子
著

創元社 146.8/H94

261 アドラー流「へこまない心」のつくり方 (王様文庫:[B169-4]) 岩井俊憲著 三笠書房 146.8/I93

262 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

263 自己肯定感diary : 運命を変える日記 中島輝著 SBクリエイティブ 146.8/N42

264 マンガでわかる自己肯定感 : たった30分読むだけで前向きになれる
中島輝著/なつみ理奈
漫画

講談社 146.8/N42

265 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)

266 セラピストの主体性とコミットメント : 心理臨床の基底部で動くもの 山王教育研究所編 創元社 146.8/Sa65

267 SNSカウンセリング入門 : LINEによるいじめ・自殺予防相談の実際
杉原保史, 宮田智基
著

北大路書房 146.8/Su34

268 その生きづらさ、「かくれ繊細さん」かもしれません 時田ひさ子著 フォレスト出版 146.8/To33

269 心理療法・カウンセリングに生かす認知療法 : 統合的認知療法の実際 東斉彰著 誠信書房 146.811/A99
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270 死と愛 : ロゴセラピー入門 新版
ヴィクトール・E・フ
ランクル [著]/霜山
徳爾訳

みすず書房 146.811/F44

271
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

272 ブリーフセラピー入門 : 柔軟で効果的なアプローチに向けて
日本ブリーフサイコ
セラピー学会編

遠見書房 146.811/N71

273 心理劇入門 : 理論と実践から学ぶ
土屋明美, 茨木博子,
吉川晴美編著

慶應義塾大学出版会 146.812/Sh69

274 静寂なほど人生は美しい : 弱視の音楽療法士が伝える「聞こえない音」の世界 工藤咲良著 Clover出版 146.813/Ku17

275 催眠心理面接法
田中新正, 鶴光代,
松木繁編著

金剛出版 146.814/Sa21

276 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

277
被虐待体験によるこころの傷とその癒し : イメージを用いた心理療法の支援プロセスモデルの構築 (箱庭
療法学モノグラフ:第14巻)

廣澤愛子著 創元社 146.82/H72

278 メンタライジングによる子どもと親への支援 : 時間制限式MBT-Cのガイド
N.ミッジリー [ほか]
著/石谷真一, 菊池裕
義, 渡部京太訳

北大路書房 146.82/Me54

279 子どもの心に出会うとき : 心理臨床の背景と技法 新訂増補 村瀬嘉代子著 金剛出版 146.82/Mu57

280 はじめてのプレイセラピー : 効果的な支援のための基礎と技法 大野木嗣子著 誠信書房 146.82/O67

281 幸せになる60の法則 : 逆転の引き寄せ 奥平亜美衣著 147/O54

282 成功している人の部屋はなぜきれいなのか? (TJ MOOK) 八木龍平監修 宝島社 147/Y16

283 近代イギリス倫理思想史 柘植尚則著 ナカニシヤ出版 150.23/Ts39

284 モラルを育む「理想」の力 : 人はいかにして道徳的に生きられるのか

ウィリアム・デイモ
ン, アン・コルビー
著/渡辺弥生, 山岸明
子, 渡邉晶子訳

北大路書房 150/D34

285 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

286 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
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287 大人の友情 (大活字本シリーズ) 河合隼雄著 埼玉福祉会 158/Ka93

288 子供に読み聞かせたい日本人の物語 占部賢志著 致知出版社 159.2/U81

289 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

290 図解働き方 稲盛和夫著 三笠書房 159.4/I53

291 逆境からの仕事学 (NHK出版新書:505) 姜尚中著 NHK出版 159.4/Ka59

292 これからの生き方。 : 自分はこのままでいいのか?と問い直すときに読む本
北野唯我著/百田ちな
こ絵

世界文化社 159.4/Ki69

293 お金持ちになりたい学生が知っておくべき勉強よりも大切なこと 森谷和正著 秀和システム 159.4/Mo72

294 役割 : なぜ、人は働くのか 佐藤芳直著 プレジデント社 159.4/Sa87

295 Simple rules : 「仕事が速い人」はここまでシンプルに考える

ドナルド・サル,
キャスリーン・アイ
ゼンハート著/戸塚隆
将監訳

三笠書房 159.4/Su55

296 あの天才がなぜ転落 : 伝説の12人に学ぶ「失敗の本質」 玉手義朗著
日経BP社/日経BPマー
ケティング(発売)

159.4/Ta79

297 飽きる勇気 : 好きな2割にフォーカスする生き方 大草直子著 講談社 159.6/O57

298 モヤモヤしている女の子のための読書案内 (14歳の世渡り術) 堀越英美著 河出書房新社 159.7/H89

299 「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ (14歳の世渡り術)
河出書房新社編/磯野
真穂[ほか]著

河出書房新社 159.7/Sh62

300 自分を育てるのは自分 : 10代の君たちへ 東井義雄著 致知出版社 159.7/To26

301 君たちはどう生きるか 吉野源三郎著 マガジンハウス 159.7/Y92

302 漫画君たちはどう生きるか
吉野源三郎原作/羽賀
翔一漫画

マガジンハウス 159.7/YoG

303 いくつになっても、「ずっとやりたかったこと」をやりなさい。
ジュリア・キャメロ
ン著/エマ・ライブ
リー著/菅靖彦訳

サンマーク出版 159.79/C14

304 鎌田式「にもかかわらず」という生き方 鎌田實著 159.79/Ka31

305 生きる力になる言葉 藤尾秀昭著 致知出版社 159.8/F65

306 名言サプリ : 言葉なんかで人生なんて変わらないと思っているあなたに (祥伝社黄金文庫:Gに6-2) 西沢泰生著 祥伝社 159.8/N87
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307 心が元気になる美しい絶景と勇気のことば
パイインターナショ
ナル編著

パイインターナショ
ナル

159.8/P15

308 100年後まで残したい日本人のすごい名言 齋藤孝著 アスコム 159.8/Sa25

309 世界の古典と賢者の知恵に学ぶ言葉の力
シン・ドヒョン, ユ
ン・ナル著/米津篤八
訳

かんき出版 159.8/Sh62

310 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

311 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)

312 漢文で知る中国 : 名言が教える人生の知恵 加藤徹著 NHK出版 159.89/Ka86

313 いつも機嫌がいい人の小さな習慣 : 仕事も人間関係もうまくいく88のヒント 有川真由美著 毎日新聞出版 159/A71

314 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

315 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)

316 あなたはあなたが使っている言葉でできている
ゲイリー・ジョン・
ビショップ [著]/高
崎拓哉訳

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

159/B47

317 道は開ける 文庫版
D. カーネギー[著]/
香山晶訳

創元社 159/C19

318 漫画バビロン大富豪の教え : 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
ジョージ・S・クレイ
ソン原作/坂野旭漫画
/大橋弘祐企画・脚本

文響社 159/C76

319 7つの習慣 普及版

スティーブン・R・コ
ヴィー著/フランクリ
ン・コヴィー・ジャ
パン訳

キングベアー出版 159/C89

320 まんがでわかる7つの習慣 小山鹿梨子まんが 宝島社 159/C89/[1]

321 パラダイムと原則/第1の習慣/第2の習慣 (まんがでわかる7つの習慣:2) 小山鹿梨子まんが 宝島社 159/C89/2

322 第3の習慣/第4の習慣/第5の習慣 (まんがでわかる7つの習慣:3) 小山鹿梨子まんが 宝島社 159/C89/3

323 第6の習慣/第7の習慣/第8の習慣 (まんがでわかる7つの習慣:4) 小山鹿梨子まんが 宝島社 159/C89/4
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324 まんがでわかる7つの習慣Plus 小山鹿梨子まんが 宝島社 159/C89/5

325 成功者がしている100の習慣
ナイジェル・カン
バーランド著/児島修
訳

ダイヤモンド社 159/C95

326 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

327 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)

328 人生を変えるモーニングメソッド : 朝時間が自分に革命をおこす
ハル・エルロッド著/
鹿田昌美訳

大和書房 159/E48

329 幸福のための人間のレベル論 : 「気づいた」人から幸せになれる! 藤本シゲユキ著 さくら舎 159/F62

330 人間学入門 : 人間力を高める 藤尾秀昭監修 致知出版社 159/F65

331 プロの条件 : 人間力を高める5つの秘伝
藤尾秀昭文/武田双雲
書

致知出版社 159/F65

332 小さな人生論 : 「致知」の言葉 [1] 藤尾秀昭 [著] 致知出版社 159/F65/[1]

333 心に響く小さな5つの物語 [1]
藤尾秀昭文/片岡鶴太
郎画

致知出版社 159/F65/1

334 小さな人生論 : 「致知」の言葉 2 藤尾秀昭 [著] 致知出版社 159/F65/2

335 心に響く小さな5つの物語 2
藤尾秀昭文/片岡鶴太
郎画

致知出版社 159/F65/2

336 小さな人生論 : 「致知」の言葉 3 藤尾秀昭 [著] 致知出版社 159/F65/3

337 小さな人生論 : 「致知」の言葉 4 藤尾秀昭 [著] 致知出版社 159/F65/4

338 小さな人生論 : 「致知」の言葉 5 藤尾秀昭 [著] 致知出版社 159/F65/5

339 あやうく一生懸命生きるところだった
ハ・ワン文・イラス
ト/岡崎暢子訳

ダイヤモンド社 159/H45

340 思考は現実化する : アクション・マニュアル、索引つき : [新装版]
ナポレオン・ヒル著/
田中孝顕訳

きこ書房 159/H58

341 生きがいに気づく、いい言葉 : 心が楽になる処方箋 樋野興夫著 PHP研究所 159/H61

342 生きよう今日も喜んで : 平沢興語録 (活学叢書:15) 平沢興著 致知出版社 159/H67

343 偉人賢人の教え (平澤興講話選集生きる力:第1巻) 平澤興著 致知出版社 159/H67/1
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344 古典に学ぶ (平澤興講話選集生きる力:第2巻) 平澤興著 致知出版社 159/H67/2

345 人間、この不思議なるもの (平澤興講話選集生きる力:第3巻) 平澤興著 致知出版社 159/H67/3

346 生き方の知恵 (平澤興講話選集生きる力:第4巻) 平澤興著 致知出版社 159/H67/4

347 自分を育てる (平澤興講話選集生きる力:第5巻) 平澤興著 致知出版社 159/H67/5

348 パーソナル・トランスフォーメーション : コロナでライフスタイルと働き方を変革する 本田直之著 KADOKAWA 159/H84

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

350 99.9%は幸せの素人 星渉著/前野隆司著 KADOKAWA 159/H92

351 生き方 : 人間として一番大切なこと 稲盛和夫著 サンマーク出版 159/I53

352 考え方 : 人生・仕事の結果が変わる 稲盛和夫著 大和書房 159/I53

353 心。 : 人生を意のままにする力 稲盛和夫著 サンマーク出版 159/I53

354 「成功」と「失敗」の法則 稲盛和夫著 致知出版社 159/I53(1)

355 悩む力 [正] (集英社新書:0444C, 0647C) 姜尚中著 集英社 159/Ka59

356 悩む力 続 (集英社新書:0444C, 0647C) 姜尚中著 集英社 159/Ka59/2

357 勝間式ネオ・ライフハック100 : 圧倒的に自由で快適な未来が手に入る! 勝間和代著 KADOKAWA 159/Ka88

358 お金は「教養」で儲けなさい (朝日文庫:[か68-2]) 加谷珪一著 朝日新聞出版 159/Ka98

359 +(プラス)1cm(センチ)Life(ライフ) : たった1cmの差があなたの未来をがらりと変える
キム・ウンジュ文/キ
ム・ジェヨンイラス
ト/小笠原藤子訳

文響社 159/Ki38

360 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

361 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)

362 道をひらく : オーディオブック付 松下幸之助著 PHP研究所 159/Ma88

363 なくなったら困る100のしあわせ 松浦弥太郎著 SBクリエイティブ 159/Ma89

364 しごとのきほんくらしのきほん100 松浦弥太郎著 マガジンハウス 159/Ma89

365 なくなったら困る100のしあわせ 松浦弥太郎著 SBクリエイティブ 159/Ma89
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366 スタンフォードの心理学講義人生がうまくいくシンプルなルール
ケリー・マクゴニガ
ル著

日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

159/Ma99

367 生きることと考えること (講談社現代新書:240) 森有正著 講談社 159/Mo45

368 「やりたいこと」が見つかる時間編集術 : 「4つの資産」と「2つの時間」を使って人生を変える 長倉顕太著 あさ出版 159/N14

369 20代を無難に生きるな 永松茂久著 きずな出版 159/N15

370 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

371 20代を無難に生きるな 永松茂久著 きずな出版 159/N15(1)

372 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)

373 『鬼滅の刃』に学ぶ絶望から立ち上がるための27の言葉
合田周平, 堀田孝之
著

笠倉出版社 159/N37

374 運命を拓(ひら)く : 天風瞑想録 (講談社文庫) 中村天風 [著] 講談社 159/N37

375 心に成功の炎を 中村天風述
日本経営合理化協会
出版局

159/N37

376 科学がつきとめた「運のいい人」 中野信子著 サンマーク出版 159/N39

377 億を稼ぐ人の考え方 中野祐治著 きずな出版 159/N39

378 13歳から分かる!7つの習慣 : 自分を変えるレッスン
「7つの習慣」編集部
監修/大西洋イラスト

日本図書センター 159/N48

379 1%の努力 ひろゆき著 ダイヤモンド社 159/N84

380 修養 (タチバナ教養文庫) 新渡戸稲造 [著] たちばな出版 159/N88

381 自動的に夢がかなっていくブレイン・プログラミング
アラン・ピーズ,
バーバラ・ピーズ著/
市中芳江訳

サンマーク出版 159/P32

382 自己を伸ばす : カーネギー・トレーニング : D・カーネギー
アーサー・ペル著/香
山晶訳

創元社 159/P36

383 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

384 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
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385 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)

386 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

387 世渡りの修養・処世訓言集 渋沢栄一著 徳間書店 159/Sh21

388 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)

389 ものごとに動じない人の習慣術 : 冷静でしなやか、タフな心をつくる秘訣 (KAWADE夢新書:S417) 菅原圭著 河出書房新社 159/Su28

390 あなたはいつからだって幸せになれる! 鈴木真奈美著 159/Su96

391 きっと明日はいい日になる 田口久人著 PHP研究所 159/Ta19

392 ポジティブの教科書 武田双雲著 主婦の友社 159/Ta59

393 ストレスゼロの生き方 : 心が軽くなる100の習慣 Testosterone著 きずな出版 159/Te84

394 アファメーション : 人生を変える!伝説のコーチの言葉と5つの法則
ルー・タイス著/田口
未和訳

フォレスト出版 159/Ti1

395 「言葉」があなたの人生を決める 苫米地英人著 フォレスト出版 159/To49

396 精神科医Tomyが教える1秒で悩みが吹き飛ぶ言葉 Tomy著 ダイヤモンド社 159/To52

397 マンガで「めんどくさい」がなくなる本
鶴田豊和著/藤原ちづ
る作画/鍋島焼太郎シ
ナリオ原作

フォレスト出版 159/Ts87

398 置かれた場所で咲きなさい (幻冬舎文庫:心-7-1) 渡辺和子 [著] 幻冬舎 159/W46

399 「修養」のすすめ : 人間力を高める 渡部昇一著 致知出版社 159/W46

400 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

401 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)

402 自分を休ませる練習 : しなやかに生きるためのマインドフルネス 矢作直樹著 文響社 159/Y16

403 生きる技法 安冨歩著 青灯社 159/Y66

404 自分を強くする : 動じないメンタルと能力が身につく本 横山信弘著 フォレスト出版 159/Y79

405 習慣が10割 吉井雅之著 すばる舎 159/Y88
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406 宗教と風紀 : <聖なる規範>から読み解く現代
高尾賢一郎, 後藤絵
美, 小柳敦史編

岩波書店 160.4/Sh99

407 ジーザス・イン・ディズニーランド : ポストモダンの宗教、消費主義、テクノロジー
デイヴィッド・ライ
アン著/大畑凛 [ほ
か] 訳

新教出版社 161.3/L99

408 Research in the social scientific study of religion : a diversity of paradigms v. 31 : hardback

edited by Ralph W.
Hood Jr., Sariya
Cheruvallil-
Contractor

Brill
161.3059/R1/1-
31

409 教養と生命 : 大正期 (近代日本宗教史:第3巻) 島薗進 [ほか] 編 春秋社 162.1/Ki42/3

410 世界のなかの日本宗教 (日本宗教史:2. History of Japanese religions) 上島享, 吉田一彦編 吉川弘文館 162.1/N71/2

411 漢字文化圏の思想と宗教 : 儒教, 仏教, 道教 福井文雅著
五曜書房/星雲社 (発
売)

162.22/F76

412 魔法 : その歴史と正体 (平凡社ライブラリー:912)
カート・セリグマン
著/平田寛, 澤井繁男
訳

平凡社 163.8/Se47

413 世界の神話大図鑑
フィリップ・ウィル
キンソンほか著/林啓
恵, 飯原裕美訳

三省堂 164/Se22

414 よくわかる中国道教文化
趙益, 王楚著/青山優
太郎訳/劉偉監訳

グローバル科学文化
出版

166/C53

415 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] 2021-1
edited by Kate
Fleet ... [et al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'21-1

416 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] 2021-2
edited by Kate
Fleet ... [et al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'21-2

417 現代イスラームの徒然草
アフマド・アミーン
原著/水谷周編訳

国書刊行会 167.04/A45

418 統一教会と私 (論創ノンフィクション:006) 仲正昌樹著 論創社 169.21/N35

419 神様のおつかい動物手帖 : 全国の寺社で会える!神使のヒミツとは? (サクラムック:35) 笠倉出版社 175.9/Ka72

420 のんびり、ゆったり、ほどほどに : 「がんばらない菩薩」のすすめ ひろさちや著 佼成出版社 180.4/H72

421 生の仏教死の仏教 (ちくま学芸文庫:[キ31-1]) 京極逸蔵著 筑摩書房 180.4/Ky3
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422 思いやりのある生活 (知恵の森文庫)

ダライ・ラマ十四世
テンジン・ギャム
ツォ[著]/沼尻由起子
訳

光文社 180.9/B79

423 だれでもわかるゆる仏教入門 松崎智海著 ナツメ社 180/Ma92

424 仏教の誕生 (河出新書:023) 佐々木閑著 河出書房新社 180/Sa75

425 釈迦にまなぶ (ひろさちやのいきいき人生:1) ひろさちや著 春秋社 181/H72/1

426 禅にまなぶ (ひろさちやのいきいき人生:2) ひろさちや著 春秋社 181/H72/2

427 浄土にまなぶ (ひろさちやのいきいき人生:3) ひろさちや著 春秋社 181/H72/3

428 密教にまなぶ (ひろさちやのいきいき人生:4) ひろさちや著 春秋社 181/H72/4

429 イエスにまなぶ (ひろさちやのいきいき人生:5) ひろさちや著 春秋社 181/H72/5

430 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

431 名僧のことばでわかる仏教入門 (宝島社新書:595) 釈徹宗監修 宝島社 182.88/Sh12

432 仏典解題事典 第3版 斎藤明 [ほか] 編 春秋社 183.03/B97

433
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

434 金光明最勝王經 : 息災護國三經之一
唐三藏法師義淨奉制
譯/知玄編集

眞言密教学会 183.2/Ko75/1

435 般若心経絵本 諸橋精光作 小学館 183.2/M75

436 寂聴般若心経 : 生きるとは 新装版 瀬戸内寂聴著 183.2/Se93

437 妙法蓮華經 : 息災護國三經之三
姚秦三藏法師鳩摩羅
什奉詔譯/知玄編集

眞言密教学会 183.3/My

438
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

439 ブッダの獅子吼 : 原始仏典・法華経の仏教入門 北川達也著
COBOL/日販アイ・
ピー・エス(発売)

183/Ki63

440 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
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441 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

442 反応しない練習 : あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」 草薙龍瞬著 KADOKAWA 184/Ku83

443 姿とかたちの仏像事典
小峰彌彦文/小峰和子
画

里文出版 186.8/Ko64

444 鑑真和上と戒律のあゆみ : 凝然国師没後七百年 : 特別展
京都国立博物館, 日
本経済新聞社 [編]

日本経済新聞社/京都
新聞

188.12/G19

445 山寺立石寺 : 霊場の歴史と信仰 (歴史文化ライブラリー:523) 山口博之著 吉川弘文館 188.4/Y24

446 眠れないほど面白い空海の生涯 (王様文庫:6885, [D12-14]) 由良弥生著 三笠書房 188.52/Ku27

447 苦のすがた (空海名言法話全集 : 空海散歩:第1巻)
白象の会著/白象の会
発起人編

筑摩書房 188.54/Ku27/1

448 世のながれ (空海名言法話全集 : 空海散歩:第2巻)
白象の会著/白象の会
発起人編

筑摩書房 188.54/Ku27/2

449 たすけあい (空海名言法話全集 : 空海散歩:第3巻)
白象の会著/白象の会
発起人編

筑摩書房 188.54/Ku27/3

450 こころをつくる (空海名言法話全集 : 空海散歩:第4巻)
白象の会著/白象の会
発起人編

筑摩書房 188.54/Ku27/4

451 法を伝える (空海名言法話全集 : 空海散歩:第5巻) 白象の会著 筑摩書房 188.54/Ku27/5

452 さとりの記述 (空海名言法話全集 : 空海散歩:第6巻) 白象の会著 筑摩書房 188.54/Ku27/6

453 生きて死ぬ力 増補版 石上智康著 中央公論新社 188.74/I92

454 栄西 : 大いなる哉、心や (ミネルヴァ日本評伝選) 中尾良信著 ミネルヴァ書房 188.82/Mi44

455 現代語訳瑩山禅師『洞谷記』
[瑩山紹瑾著]/東隆眞
監修/『洞谷記』研究
会編

春秋社 188.84/Ke29

456 無心のすすめ : 無駄なものをそぎ落とす (中公新書ラクレ:711) 枡野俊明著 中央公論新社 188.84/Ma68

457 気持ちが折れない禅の習慣 枡野俊明著 秀和システム 188.84/Ma68

458 2万人の人生を変えた23通の手紙 : 夢をかなえる「いちばん簡単な考え方」 立花大敬著/池田光編 イースト・プレス 188.84/Ta13

459 教義学要綱 ハンディ版
カール・バルト著/天
野有, 宮田光雄訳

新教出版社 191.9/B25

460 不寛容論 : アメリカが生んだ「共存」の哲学 (新潮選書) 森本あんり著 新潮社 192.53/Mo55
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461 強情な子 : 戦争孤児の自分史
荒川義治著/創立九〇
周年記念出版編集委
員会編

大阪水上隣保館 198.321/A63

462 グローバル・ヒストリー : 批判的歴史叙述のために
ゼバスティアン・コ
ンラート著/小田原琳
訳

岩波書店 201.16/C86

463 歴史を活かす力 : 人生に役立つ80のQ&A (文春新書:1291) 出口治明著 文藝春秋 204/D53

464 歴史を変えた自然災害 : ポンペイから東日本大震災まで
ルーシー・ジョーン
ズ著/大槻敦子訳

原書房 204/J72

465 大航海時代の日本人奴隷 : アジア・新大陸・ヨーロッパ 増補新版 (中公選書:116)
ルシオ・デ・ソウザ,
岡美穂子著

中央公論新社 209.5/So84

466 ヴィジュアル歴史百科 DK社編著/小林朋則訳 原書房 209/D87

467 最高の教養!世界全史 : 「35の鍵」で流れを読み解く (PHP文庫:[み62-1]) 宮崎正勝著 PHP研究所 209/Mi88

468 近世墓標 (考古調査ハンドブック:21) 三好義三著 ニューサイエンス社 210.02/KoC/21

469 恋する日本史
『日本歴史』編集委
員会編

吉川弘文館 210.04/N71

470 日本史「今日は何の日」事典 : 367日+360日・西暦換算併記 吉川弘文館編集部編 吉川弘文館 210.04/Y89

471 日本の装束解剖図鑑 : 古代から現代までイラストで読み解く有職故実の世界 八條忠基著 エクスナレッジ 210.098/H11

472 図解版日本史は逆から学べ 河合敦著 210.1/Ka93

473 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

474 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

475 先史・古代の気候と社会変化 (気候変動から読みなおす日本史:3)
中塚武, 若林邦彦,
樋上昇編集

臨川書店 210.1/Ki22/3

476 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

477 気候変動から近世をみなおす : 数量・システム・技術 (気候変動から読みなおす日本史:5)
鎌谷かおる, 渡辺浩
一編集

臨川書店 210.1/Ki22/5

478 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

479 東アジアのなかの日本文化 村井章介著 北海道大学出版会 210.12/Mu42
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480 律令国家と東アジア (日本の対外関係:2)
荒野泰典, 石井正敏,
村井章介編

吉川弘文館 210.18/NiT/2

481 縄文文化の知恵と技 松田真一著
青垣出版/星雲社 (発
売)

210.25/Ma75

482 日本はこうしてつくられた : 大和を都に選んだ古代王権の謎 : カラー版 安部龍太郎著 小学館 210.3/A13

483
俾弥呼と邪馬壹国 : 古田武彦『「邪馬台国」はなかった』発刊五十周年 (古代に真実を求めて : 古田史学
論集:第24集)

明石書店 210.3/FuT/K-24

484 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

485 海人族の古代史 前田速夫著 河出書房新社 210.3/Ma26

486 地形で読み解く古代史の謎 (PHP文庫:[せ3-27]) 関裕二著 PHP研究所 210.3/Se44

487 地形と地理でわかる古代史の謎 : カラー版 (宝島社新書:593) 千田稔監修 宝島社 210.3/Se59

488 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

489 女帝の古代王権史 (ちくま新書:1555) 義江明子著 筑摩書房 210.3/Y87

490 倭王権と前方後円墳 岸本直文著 塙書房 210.32/Ki58

491 東大寺の考古学 : よみがえる天平の大伽藍 (歴史文化ライブラリー:518) 鶴見泰寿著 吉川弘文館 210.35/Ts85

492 摂関家の中世 : 藤原道長から豊臣秀吉まで (歴史文化ライブラリー:521) 樋口健太郎著 吉川弘文館 210.36/H56

493 国風文化  : 貴族社会のなかの「唐」と「和」 (シリーズ古代史をひらく)
吉村武彦, 吉川真司,
川尻秋生編

岩波書店 210.36/Ko46

494 中世日本の王権神話 阿部泰郎著 名古屋大学出版会 210.4/A13

495 中世日本の世界像 阿部泰郎著 名古屋大学出版会 210.4/A13

496 災害と生きる中世 : 旱魃・洪水・大風・害虫 水野章二著 吉川弘文館 210.4/Mi96

497 夢語り・夢解きの中世 (読みなおす日本史) 酒井紀美著 吉川弘文館 210.4/Sa29

498 源氏将軍断絶 : なぜ頼朝の血は三代で途絶えたか (PHP新書:1243) 坂井孝一著 PHP研究所 210.42/Mi38

499 南北朝武将列伝 南朝編
亀田俊和, 生駒孝臣
編

戎光祥出版 210.45/Ka33

500 享徳の乱と戦国時代 (列島の戦国史:1) 久保健一郎著 吉川弘文館 210.47/R28/1

501 応仁・文明の乱と明応の政変 (列島の戦国史:2) 大薮海著 吉川弘文館 210.47/R28/2
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502 室町幕府分裂と畿内近国の胎動 (列島の戦国史:4) 天野忠幸著 吉川弘文館 210.47/R28/4

503 東日本の動乱と戦国大名の発展 (列島の戦国史:5) 丸島和洋著 吉川弘文館 210.47/R28/5

504 毛利領国の拡大と尼子・大友氏 (列島の戦国史:6) 池享著 吉川弘文館 210.47/R28/6

505 織田政権の登場と戦国社会 (列島の戦国史:8) 平井上総著 吉川弘文館 210.47/R28/8

506 天下人の誕生と戦国の終焉 (列島の戦国史:9) 光成準治著 吉川弘文館 210.47/R28/9

507 戦国合戦図屏風の歴史学 高橋修著 勉誠出版 210.47/Ta33

508 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

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

510 明治維新の教え : 中国はなぜ近代日本に学ぶのか
馬国川著/大脇小百合
訳

中信出版日本/CCCメ
ディアハウス (発売)

210.58/Ma29

511 一冊でわかる幕末 (世界のなかの日本の歴史) 大石学監修 河出書房新社 210.58/O33

512 江戸のコレラ騒動 (角川文庫:22478) 高橋敏 [著] KADOKAWA 210.58/Ta33

513 陰謀の日本近現代史 (朝日新書:800) 保阪正康著 朝日新聞出版 210.6/H91

514 歴史認識日韓の溝 : 分かり合えないのはなぜか (ちくま新書:1565) 渡辺延志著 筑摩書房 210.6/W46

515 二・二六事件を読み直す 堀真清[著] みすず書房 210.7/H89

516 戦争からの歩み : 最新技術で古写真を彩色 (TJ MOOK) 210.7/Ta51

517 満洲難民 : 北朝鮮・三八度線に阻まれた命 (幻冬舎文庫:い-65-1) 井上卓弥 [著] 幻冬舎 210.75/I57

518 硫黄島栗林中将の最期 (文春新書:761) 梯久美子著 文藝春秋 210.75/Ku61

519 「象徴」のいる国で 菊地史彦著 作品社 210.76/Ki24

520 城の政治戦略 (角川選書:646) 大石泰史著 KADOKAWA 215.404/O33

521 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

522 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

523 王宮と王都 (講座畿内の古代学:第3巻)
広瀬和雄, 山中章,
吉川真司編

雄山閣 216.03/Ko98/3

524 京都という地域文化 : 地方史研究協議会第70回(京都)大会成果論集 地方史研究協議会編 雄山閣 216.2/C43
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525 明治大正大阪市史編纂日誌 上 (大阪市史史料:第90輯) 大阪市史編纂所編集 大阪市史料調査会 216.3/89/90

526 命の救援電車 : 大阪大空襲の奇跡 坂夏樹著 さくら舎 216.306/Sa34

527 鹿児島県の歴史入門 麓純雄著 南方新社 219.7/F87

528 九州考古学の現在(いま) 西谷正著 海鳥社 219/N86

529 東アジアにおける知の往還 (アジア遊学:255)
国文学研究資料館,
高麗大学校グローバ
ル日本研究院共編

勉誠出版 (発売) 220/Ko45

530 これならわかる韓国・朝鮮の歴史Q&A 第2版 三橋広夫著 大月書店 221.01/Mi63

531 朝鮮史の誕生 : 朝鮮独立戦争と東アジアの歴史学 印藤和寛著 かんよう出版 221.05/I57

532 地図でスッと頭に入る三国志 渡邉義浩監修 昭文社 222.043/R12

533 台湾における「日本」認識 : 宗主国位相の発現・転回・再検証 三尾裕子編 風響社 222.406/Mi48

534
Catalogue of the Old Uyghur manuscripts and blockprints in the Serindia Collection of the
Institute of Oriental Manuscripts, RAS v. 1

[compiled by Olga
Lundysheva, Anna
Turanskaya, Hiroshi
Umemura]

Toyo Bunko 222.8/C26/1

535 国家の「余白」: メコンデルタ 生き残りの社会史 (地域研究叢書:42) 下條尚志著 京都大学学術出版会 223.107/Sh52

536 イラン史 (YAMAKAWA SELECTION) 羽田正編 山川出版社 227.2/H29

537 二つの世界大戦への道 : ドイツと日本の軌跡から 中井晶夫著 えにし書房 234.07/N34

538 白い骨片 : ナチ収容所囚人の隠し撮り
クリストフ・コニェ
著/宇京頼三訳

白水社 234.074/Ko43

539 一冊でわかるロシア史 (世界と日本がわかる国ぐにの歴史) 関眞興著 河出書房新社 238/Se39

540 古代エジプト人の24時間 : よみがえる3500年前の暮らし
ドナルド・P.ライア
ン著/市川恵里訳

河出書房新社 242.03/R93

541 先住民vs.帝国興亡のアメリカ史 : 北米大陸をめぐるグローバル・ヒストリー
アラン・テイラー著/
橋川健竜訳

ミネルヴァ書房 250/Ta98

542 二十歳(ハタチ)のとき、何をしていたか? (Magazine House mook) (Popeye books) [マガジンハウス] 280.4/Ma29

543 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

544 氏名の誕生 : 江戸時代の名前はなぜ消えたのか (ちくま新書:1567) 尾脇秀和著 筑摩書房 288.1/O93

28



2021年2月～4月受入図書一覧

NO 書名 著者名 出版者 請求記号

545 推古天皇 : 遺命に従うのみ群言を待つべからず (ミネルヴァ日本評伝選) 義江明子著 ミネルヴァ書房 288.41/Su51

546 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

547 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

548 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

549 福澤諭吉の思想的格闘 : 生と死を超えて 松沢弘陽著 岩波書店 289.1/F85

550 井深大の箴言 : 2025年のパラダイムシフト : 21世紀日本の盛衰は“時のリーダー"で決まる! 豊島文雄著 ごま書房新社 289.1/I12

551 市川房枝 : 後退を阻止して前進 (ミネルヴァ日本評伝選) 村井良太著 ミネルヴァ書房 289.1/I14

552 散るぞ悲しき : 硫黄島総指揮官・栗林忠道 (新潮文庫:8487, か-50-1) 梯久美子著 新潮社 289.1/Ku61

553 家老の忠義 : 大名細川家存続の秘訣 (歴史文化ライブラリー:519) 林千寿著 吉川弘文館 289.1/Ma77

554 熊楠 : 生命と霊性 安藤礼二著 河出書房新社 289.1/Mi36

555 歌人源頼政とその周辺 中村文編 青簡舎 289.1/Mi38

556 「三井」の基礎を築いた三野村利左衛門の生涯 : 幕末から明治期
永峯光寿著/三野村暢
禧編

高文研 289.1/Mi46

557 音楽学研究物語 : 村井範子が語る日本における音楽学研究のあけぼのとその時代
村井範子, 中西紗織
著

芸術現代社 289.1/Mu41

558 謙信越山 乃至政彦著 289.1/N28

559 人生は旅、人は旅人 : わが青春の碑 中島正史著 289.1/N42

560 渋沢栄一伝 : 道理に欠けず、正義に外れず 井上潤著 ミネルヴァ書房 289.1/Sh21

561 渋沢栄一「論語と算盤」の思想入門 (NHK出版新書:641) 守屋淳著 NHK出版 289.1/Sh21

562 渋沢栄一 : 変わり身の早さと未来を見抜く眼力 (平凡社新書:959) 橘木俊詔著 平凡社 289.1/Sh21

563 幣原喜重郎 (人物叢書:[通巻308])
種稲秀司著/日本歴史
学会編集

吉川弘文館 289.1/Sh26

564 蓑虫放浪 : 蓑虫山人放浪伝
望月昭秀文/田附勝写
真

国書刊行会 289.1/To31

565 遠山啓 : 行動する数楽者の思想と仕事 友兼清治編著
太郎次郎社エディタ
ス

289.1/To79

566
ひらけ!モトム : 大学生のぼくが世田谷の一角で介助をしながらきいた、団塊世代の重度身体障害者・上田
さんの人生

岩下紘己著 出版舎ジグ 289.1/U32
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567 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

568 養老孟司入門 : 脳・からだ・ヒトを解剖する (ちくま新書:1556) 布施英利著 筑摩書房 289.1/Y84

569 人間の価値 : 李登輝の言葉

李登輝著/早川友久,
ランカクリエイティ
ブパートナーズ株式
会社企画編集協力

289.2/R48

570 ロッテを創った男重光武雄論 松崎隆司著 ダイヤモンド社 289.2/Sh28

571 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

572 ウィリアム・アダムス : 家康に愛された男・三浦按針 (ちくま新書:1552)
フレデリック・クレ
インス著

筑摩書房 289.3/A16

573 ダーウィンが愛した犬たち : 進化論を支えた陰の主役
エマ・タウンゼンド
著/渡辺政隆訳

勁草書房 289.3/D42

574 文学で読むピーター・ドラッカー 佐川和茂著 大阪教育図書 289.3/D92

575 法哲学者H.L.A.ハートの生涯 : 悪夢、そして高貴な夢 上
ニコラ・レイシー著/
中山竜一, 森村進,
森村たまき訳

岩波書店 289.3/H53/1

576 法哲学者H.L.A.ハートの生涯 : 悪夢、そして高貴な夢 下
ニコラ・レイシー著/
中山竜一, 森村進,
森村たまき訳

岩波書店 289.3/H53/2

577 ぼくがアメリカ人をやめたワケ
ロジャー・パルバー
ス著/大沢章子訳

集英社インターナ
ショナル/集英社(発
売)

289.3/P96

578 あいまいな時空間情報の分析
浅見泰司, 薄井宏行
編著

古今書院 290.1/A86

579 旅がもっと面白くなる地理の教科書 松本穂高著 ベレ出版 290.1/Ma81

580 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

581 新詳高等地図 : 最新版 復刻版 (復刻版地図帳:昭和39年版) 帝国書院編集部編 帝国書院 290.38/Te25/'64

582 1964年と2020年くらべて楽しむ地図帳 松井秀郎編 山川出版社 291.04/Ma77

583 不思議な島旅 : 千年残したい日本の離島の風景 (朝日新書:797) 清水浩史著 朝日新聞出版 291.09/Sh49

584 京都を学ぶ : 文化資源を発掘する 洛東編 京都学研究会編 ナカニシヤ出版 291.62/KyK/5
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585 中東・オリエント文化事典

鈴木董, 近藤二郎,
赤堀雅幸編集代表/岡
田保良 [ほか] 編集
委員

丸善出版 292.7/C68

586 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

587 ずばり東京2020 (筑摩選書:0200) 武田徹著 筑摩書房 302.136/Ta59

588 地図で見る東南アジアハンドブック 新版

ユーグ・テルトレ著/
セシル・マラン, メ
ラニー・マリー地図
製作/鳥取絹子訳

原書房 302.23/Te75

589 アラブは、美しい。 (Pen books:030) ペン編集部編 CCCメディアハウス 302.27/C27

590 人間の土地へ 小松由佳著
集英社インターナ
ショナル/集英社 (発
売)

302.275/Ko61

591 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

592 アフリカ人類の未来を握る大陸 (集英社新書:1054A) 別府正一郎著 集英社 302.4/B37

593 自分の頭で考える日本の論点 (幻冬舎新書:603, て-3-2) 出口治明著 幻冬舎 304/D53

594 日本の盲点 (PHP新書:1247) 開沼博著 PHP研究所 304/Ka21

595 2040年の未来予測 成毛眞著
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

304/N53

596 社会を知るためには (ちくまプリマー新書:359) 筒井淳也著 筑摩書房 304/Ts93

597 ポストコロナ期を生きるきみたちへ (犀の教室)
内田樹編/斎藤幸平
[ほか] 著

晶文社 304/U14

598 研究者が知っておきたいアカデミックな世界の作法 : 国際レベルの論文執筆と学会発表へのチャレンジ 谷本寛治著 中央経済社 307/Ta88

599 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

600
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
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601
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

602 リベラリズムと正義の限界
M.J.サンデル著/菊池
理夫訳

勁草書房 309.1/Sa62

603 公共哲学 : 政治における道徳を考える (ちくま学芸文庫:[サ28-1])
マイケル・サンデル
著/鬼澤忍訳

筑摩書房 311.1/Sa62

604 これからの「正義」の話をしよう : いまを生き延びるための哲学
マイケル・サンデル
著/鬼澤忍訳

早川書房 311.1/Sa62

605 Justice : a reader : pbk
edited by Michael
J. Sandel

Oxford University
Press

311.1/Sa62

606 民主主義の壊れ方 : クーデタ・大惨事・テクノロジー
デイヴィッド・ラン
シマン著/若林茂樹訳

白水社 311.7/R86

607 高校生のための人物に学ぶ日本の政治経済史 (シリーズ・16歳からの教養講座:2) 猪木武徳編著 ミネルヴァ書房 312.1/I56

608 「小さな主語」で語る香港デモ 石井大智編著
現代人文社/大学図書
(発売)

312.2239/I75

609
ポスト社会主義の政治 : ポーランド、リトアニア、アルメニア、ウクライナ、モルドヴァの準大統領制
(ちくま新書:1559)

松里公孝著 筑摩書房 312.3/Ma92

610 アメリカを動かす宗教ナショナリズム (ちくま新書:1553) 松本佐保著 筑摩書房 312.53/Ma81

611 データプライバシーの国際政治 : 越境データをめぐる対立と協調 須田祐子著 勁草書房 316.1/Su13

612 全国のあいつぐ差別事件 2020年度版
部落解放・人権政策
確立要求中央実行委
員会編

部落解放・人権政策
確立要求中央実行委
員会/解放出版社 (発
売)

316.36/172/'20

613 Al-Shabaab and Boko Haram : guerrilla insurgency or strategic terrorism? : hc John Maszka World Scientific 316.4/M69

614 Boko Haram and the war on terror (Praeger security international) Caroline Varin
Praeger, an imprint
of ABC-CLIO, LLC

316.4/V42

615 近現代北海道とアイヌ民族 : 和人関係の諸相 東村岳史著 三元社 316.81/H55

616 排外主義と在日コリアン : 互いを「バカ」と呼び合うまえに 川端浩平著 晃洋書房 316.81/Ka91

617 世界を不幸にする植民地主義国家・中国 楊海英著 徳間書店 316.822/Y74
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618 その虐殺は皆で見なかったことにした : トルコ南東部ジズレ地下、黙認された惨劇 舟越美夏著 河出書房新社 316.8274/F89

619 ルワンダの今 : ジェノサイドを語る被害者と加害者 (ブックレット《アジアを学ぼう》:別巻20) 片山夏紀著 風響社 316.8455/Ka84

620 世界と僕のあいだに
タナハシ・コーツ著/
池田年穂訳

慶應義塾大学出版会 316.853/C81

621 世界を動かす変革の力 : ブラック・ライブズ・マター共同代表からのメッセージ アリシア・ガーザ著 明石書店 316.853/G24

622 夜と霧 新版
ヴィクトール・E・フ
ランクル [著]/池田
香代子訳

みすず書房 316.88/F44

623 いのちの証言 : ナチスの時代を生き延びたユダヤ人と日本人 六草いちか著 晶文社 316.88/R63

624 Introduction to emergency management 7th ed
George D. Haddow,
Jane A. Bullock,
Damon P. Coppola

Butterworth-
Heinemann

317.1/I57

625 警察官の出世と人事 (光文社新書:1104) 古野まほろ著 光文社 317.7/F93

626
自治体職員のための判例の読み方・活かし方 : トラブル回避のポイントがわかれば法的リスクを抑えた条
例・政策が立案できる!

松村享著 318.3/Ma82

627 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

628 自由の限界 : 世界の知性21人が問う国家と民主主義 (中公新書ラクレ:715)
エマニュエル・トッ
ド [ほか] 著/鶴原徹
也聞き手・編

中央公論新社 319.04/J55

629 「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

630 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

631 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)

632 世界の中の近代日本と東アジア : 対外政策と認識の形成 大日方純夫著 吉川弘文館 319.102/O14

633 アジアは日本をどう見てきたか : 朝鮮、中国、東南アジア、インドの対日観 小倉和夫著
アジア・ユーラシア
総合研究所

319.201/O26

634 反日種族主義と日本人 (文春新書:1258) 久保田るり子著 文藝春秋 319.2101/Ku14

635 見えない手 : 中国共産党は世界をどう作り変えるか
クライブ・ハミルト
ン, マレイケ・オー
ルバーグ著/森孝夫訳

飛鳥新社 319.22/C62
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636 ヨーロッパ冷戦史 (ちくま新書:1550) 山本健著 筑摩書房 319.3/Y31

637 アフターコロナ時代の米中関係と世界秩序 (U.P.plus) 川島真, 森聡編 東京大学出版会 319.5302/Ka97

638 新型コロナに翻弄された世界編 (一気にわかる!池上彰の世界情勢:2021) 毎日新聞出版 319/I33/'21

639 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

640 有斐閣法律用語辞典 第5版 法令用語研究会編 有斐閣 320.33/H87

641 法律の学び方 : シッシー&ワッシーと開く法学の扉 青木人志著 有斐閣 320.7/A53

642 重要判例解説 令和2年度 (ジュリスト:1557号) 有斐閣 320.98/J99/'20

643 法の思想と歴史2020 第1号 石部雅亮責任編集 信山社 321.05/H85/1

644 ウォーミングアップ法学 第2版
石山文彦編/山本紘之
編/堀川信一編

ナカニシヤ出版 321/I83

645 法解釈の方法論 : その諸相と展望
山本敬三, 中川丈久
編

有斐閣 321/Y31

646
Römisches Privatrecht : ein Studienbuch 22., überarbeitete und erw. Aufl : print (Juristische
Kurz-Lehrbücher)

begründet von Max
Kaser/in 17.-21.
Aufl. bearbeitet
von Rolf Knü
tel/fortgeführt
von Sebastian
Lohsse

C.H.Beck 322.32/Ka74

647 人権という幻 : 対話と尊厳の憲法学 遠藤比呂通著 勁草書房 323.01/E59

648 国家とは何か、或いは人間について : 怒りと記憶の憲法学 遠藤比呂通著 勁草書房 323.01/E59

649 イレズミと法 : 大阪タトゥー裁判から考える 小山剛, 新井誠編 尚学社 323.01/Ko97

650 憲法 第4版 樋口陽一著 勁草書房 323.14/H56

651 総論・統治 第2版 (日評ベーシック・シリーズ. 憲法:1) 新井誠 [ほか] 著 日本評論社 323.14/Ke51/1

652 人権 第2版 (日評ベーシック・シリーズ. 憲法:2) 新井誠 [ほか] 著 日本評論社 323.14/Ke51/2

653 憲法 第7版 辻村みよ子著 日本評論社 323.14/Ts44

654 憲法学の現在地 : 判例・学説から探究する現代的論点
山本龍彦, 横大道聡
編著

日本評論社 323.14/Y31

655 教育判例で読み解く憲法 第2版 柳瀬昇著 学文社 323.14/Y56
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656 ガイドブックドイツの憲法判例
鈴木秀美, 三宅雄彦
編/西土彰一郎 [ほか
執筆]

信山社 323.34/Su96

657 親族・相続 第2版 (判例プラクティス. 民法:3)
松本恒雄, 潮見佳男,
羽生香織編/青竹美佳
[ほか] 執筆

信山社出版 324.098/Sh69

658 総則 (有斐閣ストゥディア. 民法:1)
香川崇, 竹中悟人,
山城一真著

有斐閣 324.1/So65

659 債権回収のことならこの1冊 : 貸金・売掛金・賠償金etc… 第5版 (はじめの一歩)
石原豊昭, 内海徹共
著/生活と法律研究所
企画・編集

324.4/I74

660 新契約各論 1 (法律学の森) 潮見佳男著 信山社出版 324.52/Sh74/1

661 新契約各論 2 (法律学の森) 潮見佳男著 信山社出版 324.52/Sh74/2

662 成年後見制度の生成と展開 新井誠著 有斐閣 324.65/A62

663 税理士が見つけた!本当は怖い相続の失敗事例55 (失敗から学ぶ実務講座シリーズ:11)
辻・本郷税理士法人
編著

東峰書房 324.7/Ts41

664 民法visual materials 第3版
池田真朗編著/石田剛
[ほか] 著

有斐閣 324/I32

665 Before/After会社法改正 田中亘 [ほか] 編著 弘文堂 325.2/B32

666 会社法 第5版 (Legal quest) 伊藤靖史 [ほか] 著 有斐閣 325.2/Ka21

667 会社法 第3版 田中亘著 東京大学出版会 325.2/Ta84

668 数字でわかる会社法 第2版
田中亘編著/飯田秀総
[ほか] 著

有斐閣 325.2/Ta84

669 会社法 第15版 (リーガルマインド) 弥永真生著 有斐閣 325.2/Y51

670
税理士が見つけた!本当は怖い会社設立～はじめての決算失敗事例55 (失敗から学ぶ〈実務講座シリー
ズ〉:08)

本郷孔洋監修/辻・本
郷税理士法人会社設
立センター編著

東峰書房 325.241/Ts41

671 月経と犯罪 : “生理"はどう語られてきたか 田中ひかる著 平凡社 326.3/Ta84

672 死刑廃止を考える 新版 (岩波ブックレット:No.1040) 菊田幸一著 岩波書店 326.41/Ki29

673 刑法の時間
佐久間修, 橋本正博
編/岡部雅人 [ほか]
著

有斐閣 326/Sa45
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674 民事訴訟法 第7版 伊藤眞著 有斐閣 327.2/I91

675 論点理解編 (基本刑事訴訟法:2) 吉開多一 [ほか] 著 日本評論社 327.6/Ki17/2

676 中国の近代的刑事裁判 : 刑事司法改革からみる中国近代法史 久保茉莉子著 東京大学出版会 327.922/Ku13

677 西欧における民事裁判の発達と展開 : 西欧大陸民事訴訟史概観 林屋礼二著 有斐閣 (発売) 327.93/H48

678 憲法裁判権の動態 増補版 (憲法研究叢書) 宍戸常寿著 弘文堂 327.934/Sh91

679 グローバル・ヒストリーと国際法

C.H. アレクサンドロ
ヴィッチ著/D. アー
ミテイジ, J. ピッツ
編/大中真 [ほか] 訳

日本経済評論社 329.02/A41

680 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

681 国際私法 第7版 (有斐閣Sシリーズ:55) 櫻田嘉章著 有斐閣 329.8/Sa46

682 The Oxford handbook of international law in armed conflict : pbk

edited by Andrew
Clapham and Paola
Gaeta/assistant
editors, Tom Haeck,
Alice Priddy

Oxford University
Press

329/C75

683 それをお金で買いますか : 市場主義の限界
マイケル・サンデル
著/鬼澤忍訳

早川書房 331.15/Sa62

684 人新世の「資本論」 (集英社新書:1035A) 斎藤幸平著 集英社 331.6/Ma59

685 新自由主義の暴走 : 格差社会をつくった経済学者たち
ビンヤミン・アッペ
ルバウム著/藤井清美
訳

早川書房 331.7/A59

686 AIは社会を豊かにするのか (人工知能の経済学:2) 馬奈木俊介編著 ミネルヴァ書房 331.81/Ma43

687 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

688 格差は拡大しているか : OECD加盟国における所得分布と貧困
OECD編著/小島克久,
金子能宏訳

明石書店 331.85/O71

689 ミクロ経済学の第一歩 新版 (有斐閣ストゥディア) 安藤至大著 有斐閣 331/A47
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690 行動経済学 エッセンシャル版 (ハヤカワ文庫:NF570)
ミシェル・バデリー
著/土方奈美訳

早川書房 331/B14

691 入門マクロ経済学 第6版
中谷巌, 下井直毅,
塚田裕昭著

日本評論社 331/N99

692 ミクロ経済学って大体こんな感じです 竹内健蔵著 有斐閣 331/Ta67

693 マンガでわかるミクロ経済学
滝川好夫著/松浦はこ
マンガ

新星出版社 331/Ta71

694 改革か革命か : 人間・経済・システムをめぐる対話

トーマス・セドラ
チェク, デヴィッ
ド・グレーバー著/ロ
マン・フルパティ聞
き手/三崎和志, 新井
田智幸訳

以文社 332.06/Se14

695 お金の日本史 : 和同開珎から渋沢栄一まで 井沢元彦著 KADOKAWA 332.1/I98

696 人口減少時代の成長に向けた土台づくり (地域の経済:2019)
内閣府政策統括官(経
済財政分析担当)編集

日経印刷/全国官報販
売協同組合 (発売)

332.107/N28

697 武器になる経済ニュースの読み方 高橋洋一著 332.107/Ta33

698 北陸から見る日本経済 根本博, 大野尚弘著 北國新聞社 332.14/N64

699 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

700 中国経済データハンドブック 2020年版 日中経済協会
332.2203/N71/'2
0

701 台湾 2021/22 (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
332.224/A68/'21
-'22

702 スリランカ 2020/21 (ARCレポート : 経済・貿易・産業報告書)
ARC国別情勢研究会編
集

ARC国別情勢研究会
332.259/A68/'20
-'21

703 トルコ 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
332.274/A68/'20
-'21

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

705 ウクライナ 2021/22年版 (ARCレポート : 経済・貿易・産業報告書:2021/22)
ARC国別情勢研究会編
集

ARC国別情勢研究会
332.386/A68/'21
-'22

706 格差のない未来は創れるか? : 今よりもイノベーティブで今よりも公平な未来
ジョシュア・ガンズ,
アンドリュー・リー
著/神月謙一訳

ビジネス教育出版社 332.53/G19
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707 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

708 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

709 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

710 100年に1度の激動期を展望 (この一冊でわかる世界経済の新常識:2021)
日経BP/日経BPマーケ
ティング(発売)

333.6/D28/'21

711 リープフロッグ : 逆転勝ちの経済学 (文春新書:1292) 野口悠紀雄著 文藝春秋 333.6/N93

712 図解SDGs入門 村上芽著
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)

333.8/Mu43

713 マンガで世界を救うぞ! : SDGsマンガ化計画
SDGs×マンガのチカ
ラ編/御茶漬海苔 [ほ
か作]

講談社エディトリア
ル

333.8/Sc9

714 日本型開発協力の形成 (シリーズ「日本の開発協力史を問いなおす」:1. 政策史:1:1980年代まで) 東京大学出版会 333.8/Sh88/1

715 出生率回復と「自由な社会」 (少子化論:続) 学文社 334.31/Ma75/2

716 多文化共生の社会への条件 : 日本とヨーロッパ、移民政策を問いなおす 宮島喬著 東京大学出版会 334.41/Mi75

717 現代アフリカの土地と権力 (研究双書:no. 631) 武内進一編
日本貿易振興機構ア
ジア経済研究所

334.6/Ta67

718 経営に求められる力 稲盛和夫著 サンマーク出版 335.04/I53

719 願望をかなえる経営 稲盛和夫著 サンマーク出版 335.04/I53

720 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

721 1からの経営学 第3版
加護野忠男, 吉村典
久編著

碩学舎/中央経済グ
ループパブリッシン
グ(発売)

335.1/Ka19

722 感染症時代の経営学 中川功一編著 千倉書房 335.1/N32

723 スティーブ・ジョブズ驚異のイノベーション : 人生・仕事・世界を変える7つの法則
カーマイン・ガロ著/
井口耕二訳

日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

335.13/J56

724 税理士が見つけた!本当は怖い事業承継の失敗事例55 4訂版 (失敗から学ぶ〈実務講座シリーズ〉:03)
徳田孝司監修/木村信
夫, 楮原達也編著

東峰書房 335.13/Ki39
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725 ゼロからの二代目経営 : 実力ゼロ・経験ゼロ・引継ぎゼロの事業承継物語 大原照平著
日本経営センター/三
恵社 (発売)

335.13/O27

726 成長する企業トップの成功戦略を解明する : ニューノーマル時代を乗り切る経営 大塚英樹著
講談社ビーシー/講談
社 (発売)

335.13/O88

727 論語と算盤 : 渋沢栄一の名著を「生の言葉」で読む。 渋沢栄一著 興陽館 335.13/Sh21

728 渋沢栄一『論語と算盤』を読む 原口泉著 幻冬舎 335.13/Sh21

729 渋沢栄一に学ぶ大転換期の乗り越え方 (光文社新書:1118) 田口佳史著 光文社 335.13/Sh21

730 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

731 小さな会社のSDGs実践の教科書 : 1冊で基礎からアクション、マネジメントまでわかる 青柳仁士著 翔泳社 335.15/A57

732 ESGはやわかり (日経文庫:1432:A92) 小平龍四郎著
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)

335.15/Ko17

733 まんが図解倒産のすべて 帝国データバンク著 宝島社 335.21/Te25

734 ケースブックアメリカ経営史 新版 (有斐閣ブックス:[419]) 安部悦生 [ほか] 著 有斐閣 335.253/Ke61

735 ヤマトグループ100年史
ヤマトホールディン
グス株式会社編/小島
尚烈, 石井晋執筆

ヤマトホールディン
グス

335.48/Y45

736 日本企業のグローバル事業展開 石戸修著 溪水社 335.5/I72

737 新興国のビジネスと政治 : インドネシアバクリ・ファミリーの経済権力 (地域研究叢書:43) 小西鉄著 京都大学学術出版会 335.5/Ko75

738 入門ソーシャルセクター : 新しいNPO/NGOのデザイン 宮垣元編著 ミネルヴァ書房 335.89/Mi72

739 BCGが読む経営の論点 2021
ボストンコンサル
ティンググループ編

日経BP日本経済新聞
出版本部/日経BPマー
ケティング(発売)

335/B66/'21

740 日本一やさしい経営の教科書 小井土まさひこ著 あさ出版 335/Ko29

741 ルール・チェンジ : 武器としてのビジネス法
森・濱田松本法律事
務所編

日経BP日本経済新聞
出版本部

335/Mo48

742 コロナ禍に立ち向かう働き方と法 和田肇編著 日本評論社 336.021/W12
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743
ビジネスモデルの教科書 : ハーバード・ビジネス・レビュービジネスモデル論文ベスト11 (Harvard
business review : Diamond ハーバード・ビジネス・レビュー)

ハーバード・ビジネ
ス・レビュー編集部
編/Diamondハーバー
ド・ビジネス・レ
ビュー編集部訳

ダイヤモンド社 336.1/D28

744 小さな会社は「ドラッカー戦略」で戦わずに生き残る 藤屋伸二著 336.1/F68

745 MBAの経営戦略が10時間でざっと学べる 菅野寛著 KADOKAWA 336.1/Ka57

746 はじめてのプロデュース思考 : 自分仕事未来を簡単アップデート 川本真督著 ザメディアジョン 336.1/Ka95

747 ビジネスを変える100のブルーオーシャン (日経BP総研2030展望) 日経BP総研編著
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

336.1/N73

748 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

749 変貌する日本のイノベーション・システム
鈴木潤, 安田聡子,
後藤晃編

有斐閣 336.17/H52

750 すぐ動けない人のための時間割仕事術 藤井孝一著 朝日新聞出版 336.2/F57

751 マッキンゼーのエリートが大切にしている39の仕事の習慣 (知的生きかた文庫:お75-1) 大嶋祥誉著 三笠書房 336.2/O77

752 恐れのない組織 : 「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす
エイミー・C・エドモ
ンドソン著/野津智子
訳

英治出版 336.3/E22

753 リーダーとしてのあり方 稲盛和夫著 336.3/I53

754 誰もが人を動かせる! : あなたの人生を変えるリーダーシップ革命 森岡毅著
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

336.3/Mo62

755 社労士と税理士が教える会社のしくみ : ドゥーアン社長の逆境 : ヒドイ会社はどこがダメなのか?
堀下和紀, 岩浅公三
著

336.4/H89

756
法律家が教えるLGBTフレンドリーな職場づくりガイド : 従業員が安心して実力を発揮できる職場をつくる
ために : よくわかるステップバイステップ

LGBTとアライのため
の法律家ネットワー
ク著/藤田直介, 東由
紀編著

法研 336.4/L59

757 トランスジェンダーと職場環境ハンドブック : 誰もが働きやすい職場づくり
東優子, 虹色ダイ
バーシティ, ReBit著

日本能率協会マネジ
メントセンター

336.4/To66

758 オンライン採用 : 新時代と自社にフィットした人材の求め方 伊達洋駆著 336.42/D44
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759 働かないおじさんが御社をダメにする : ミドル人材活躍のための処方箋 (PHP新書:1249) 白河桃子著 PHP研究所 336.42/Sh83

760 経営学習論 : 人材育成を科学する 増補新装版 中原淳著 東京大学出版会 336.47/N33

761 自分の小さな「箱」から脱出する方法 : 人間関係のパターンを変えれば、うまくいく!
アービンジャー・イ
ンスティチュート著/
冨永星訳

大和書房 336.49/A67

762 心に刺さる「物語」の力 : ストーリーテリングでビジネスを変える (フェニックスシリーズ:117)
キンドラ・ホール著/
湊麻里訳

パンローリング 336.49/H21

763 人が動きたくなる言葉を使っていますか ひきたよしあき著 大和書房 336.49/H57

764 英国王室に学ぶビジネスマナーズとエチケット : 国際マナーズ&エチケット 石丸千佳子著
平成出版/星雲社 (発
売)

336.49/I77

765 1分で話せ : 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術 伊藤羊一著 SBクリエイティブ 336.49/I91

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

767 オンラインで仕事が変わる、組織が変わる、学びが変わる 香取一昭, 大川恒著
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)

336.49/Ka86

768 人を動かす20の質問術 : デキる人はこっそり使ってる! (ポプラ新書:201) 安田正著 ポプラ社 336.49/Y62

769 世界一やさしいプレゼン・資料作成の教科書1年生 渡辺克之著 ソーテック社 336.55/W46

770 Microsoft Teams目指せ達人基本&活用術 東弘子著 マイナビ出版 336.57/A99

771 Chatwork or Slackビジネスチャット+Zoomビデオ会議で今日から始めるテレワーク!! : 超簡単全部無料 小宮紳一監修 秀和システム 336.57/Ko65

772 Slack (スラック) &Zoom (ズーム) &Trello (トレロ) テレワーク基本+活用ワザ (できるfit) 大野浩誠 [ほか] 著 インプレス 336.57/Sl

773 決算書の読み方の基本 : 会社の活動とお金の流れが見えてくる 天野敦之著 日本実業出版社 336.83/A43

774 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

775 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
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776 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

777 ストーリーで分かる会計マインド入門 加藤弘之著
幻冬舎メディアコン
サルティング/幻冬舎
(発売)

336.9/Ka86

778 MBAのアカウンティングが10時間でざっと学べる 西山茂著 KADOKAWA 336.9/N87

779
第190回～第197回 (簿記能力検定試験最新過去問題集基礎簿記会計 : 公益社団法人全国経理教育協会主催
文部科学省・日本簿記学会後援. 令和2年度版) (全経過去問題シリーズ)

全国経理教育協会/
ネットスクール (発
売)

336.91//'20

780
第190回～第197回 (簿記能力検定試験過去問題集3級商業簿記 : 公益社団法人全国経理教育協会主催 文部
科学省・日本簿記学会後援. 令和2年度版) (全経過去問題シリーズ)

全国経理教育協会/
ネットスクール (発
売)

336.91//'20

781
第190回～第197回 (簿記能力検定試験過去問題集2級商業簿記 : 公益社団法人全国経理教育協会主催 文部
科学省・日本簿記学会後援. 令和2年度版) (全経過去問題シリーズ)

全国経理教育協会/
ネットスクール (発
売)

336.91//'20

782
第190回～第197回 (簿記能力検定試験過去問題集2級工業簿記 : 公益社団法人全国経理教育協会主催 文部
科学省・日本簿記学会後援. 令和2年度版) (全経過去問題シリーズ)

全国経理教育協会/
ネットスクール (発
売)

336.91//'20

783
第190回～第197回 (簿記能力検定試験過去問題集1級商業簿記・会計学 : 公益社団法人全国経理教育協会主
催 文部科学省・日本簿記学会後援. 令和2年度版) (全経過去問題シリーズ)

全国経理教育協会/
ネットスクール (発
売)

336.91//'20

784
第190回～第197回 (簿記能力検定試験過去問題集1級原価計算・工業簿記 : 公益社団法人全国経理教育協会
主催 文部科学省・日本簿記学会後援. 令和2年度版) (全経過去問題シリーズ)

全国経理教育協会/
ネットスクール (発
売)

336.91//'20

785 日商簿記2級過去問題集 : 合格のための総仕上げ 2021年度受験対策用
資格の大原簿記講座
著

336.91//'21

786 日商簿記3級過去問題集 : 過去問題12回分+得点アップのためのパワーアップ問題1回分 2021年度
資格の大原簿記講座
著

336.91//'21

787 入門簿記会計 藤浪英也著 同友館 336.91/F64

788 80分でマスター!ガチ速簿記入門 金川顕教著 扶桑社 336.91/Ka43

789 簿記の教科書1年生 : オールカラー版 : イラスト解説だから、はじめてでもわかる 改訂版 宇田川敏正監修 新星出版社 336.91/U96

790 保険契約の会計 : 利益測定に関する基礎概念の解明 羽根佳祐著
中央経済社/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

336.92/H29
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791 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

792
公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55 2訂版 (失敗から学ぶ実務講座シリー
ズ:01)

辻・本郷税理士法人
編著

東峰書房 336.983/Ts41

793 ドラッカーの教え見るだけノート : 毎朝5分で学ぶビジネスリーダー「ゼロ」からの心得! 藤屋伸二監修 336/D92

794 先人たちに学ぶマネジメント : 戦国武将から近現代の企業家まで 岩井善弘, 齊藤聡著 ミネルヴァ書房 336/I93

795 クレーマー対応の実務必携Q&A : 知っておくべき基礎知識から賢い解決法まで (実務必携Q&Aシリーズ)

岡本健志, 香川希理,
川田剛, 木村裕史,
斎藤悠貴, 鈴木哲広,
藤川元, 北條孝佳著

336/Ku59

796 MBAの超基本見るだけノート : 世界で戦えるビジネススキル 嶋田毅監修 宝島社 336/Sh36

797 鬼速PDCA : まんがでわかる
冨田和成[著]/菅原亮
きんまんが

クロスメディア・パ
ブリッシング/インプ
レス(発売)

336/To58

798 トヨタの描く未来 : トヨタ式新しい時代の働き方 桑原晃弥著
リベラル社/星雲社
(発売)

336/To93

799 みんなが欲しかった!FPの教科書2級AFP '20-'21年版 滝澤ななみ著 TAC出版事業部
338.079//'20-
'21

800 みんなが欲しかった!FPの教科書3級 '20-'21年版 滝澤ななみ著 TAC出版事業部
338.079//'20-
'21

801 みんなが欲しかった!FPの問題集2級AFP '20-'21年版 滝澤ななみ著
TAC株式会社出版事業
部

338.079//'20-
'21

802 みんなが欲しかった!FPの問題集3級 '20-'21年版 滝澤ななみ著 TAC出版事業部
338.079//'20-
'21

803 一発合格!FP技能士3級完全攻略実戦問題集 20→21年版 前田信弘著 ナツメ社
338.079//'20-
'21

804 一発合格!FP技能士2級AFP完全攻略実戦問題集 20→21年版 前田信弘著 ナツメ社
338.079//'20-
'21

805 ゼロからスタート!岩田美貴のFP2級1冊目の教科書 2020-'21年版
岩田美貴著/LEC東京
リーガルマインド監
修

KADOKAWA
338.079//'20-
'21

806 一発合格!マンガで攻略!FP技能士2級AFP 20→21年版 前田信弘著 ナツメ社
338.079//'20-
'21
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807 一発合格!マンガで攻略!FP技能士3級 20→21年版 前田信弘著 ナツメ社
338.079//'20-
'21

808 史料で読む日本の金融 浜中秀一郎著 きんざい 338.21/H25

809 銀行のことよくわからないまま社会人になった人へ 津田倫男著 海竜社 338.21/Ts34

810 ドキュメント日銀漂流 : 試練と苦悩の四半世紀 西野智彦著 岩波書店 338.3/N85

811 金融リテラシー入門 基礎編
幸田博人, 川北英隆
編著

金融財政事情研究会/
きんざい (販売)

338/Ko16/[1]

812 金融リテラシー入門 応用編
幸田博人, 川北英隆
編著

金融財政事情研究会/
きんざい (発売)

338/Ko16/[2]

813 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

814 図説日本の財政 令和2年度版 廣光俊昭編著 財経詳報社 342.1/ZuN/'20

815 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

816 租税と法の接点 : 租税実務におけるルール・オブ・ロー 佐藤修二著 大蔵財務協会 345.12/Sa87

817 地図でみる世界の地域格差 : 都市集中と地域発展の国際比較 [2007年版]
OECD編著/由井義通
[ほか] 訳

明石書店 350.9/OrE/'07

818 世界の統計 2021 総務省統計局編 日本統計協会 350.9/Som/'21

819 統計でみる日本 2021 日本統計協会編 日本統計協会 351/N71/'21

820 人口動態統計 令和元年
厚生省大臣官房統計
情報部編

厚生統計協会 358.1/KoR/J-'19

821 パンク社会学 : ここでしか言えない社会問題の即興解決法 前田益尚著 晃洋書房 360.4/Ma26

822 いまを生きるための社会学
友枝敏雄, 樋口耕一,
平野孝典編

丸善出版 361.04/I46

823 現代社会への多様な眼差し : 社会学の第一歩 新版 大関雅弘編著 晃洋書房 361.04/O98

824 グラウンデッド・セオリーの構築 第2版
キャシー・シャーマ
ズ著

ナカニシヤ出版 361.16/C35

825 ライフストーリー・インタビュー : 質的研究入門
桜井厚, 小林多寿子
編著

せりか書房 361.16/Sa47

826 バウマン道徳社会学への招待 : 論文・インタビュー翻訳集
[バウマン著]/園部雅
久訳

Sophia University
Press上智大学出版/
ぎょうせい (発売)

361.233/B28
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827 ブループリント : 「よい未来」を築くための進化論と人類史 上
ニコラス・クリスタ
キス著/鬼澤忍, 塩原
通緒訳

ニューズピックス 361.3/C58

828 ブループリント : 「よい未来」を築くための進化論と人類史 下
ニコラス・クリスタ
キス著/鬼澤忍, 塩原
通緒訳

ニューズピックス 361.3/C58/2

829 「3密」から「3疎」への社会戦略 : ネットワーク分析で迫るリモートシフト 金光淳著 明石書店 361.3/Ka45

830 友人の社会史 : 1980-2010年代私たちにとって「親友」とはどのような存在だったのか 石田光規著 晃洋書房 361.4/I72

831 モラルの起源 : 実験社会科学からの問い (岩波新書:新赤版 1654) 亀田達也著 岩波書店 361.4/Ka33

832
生きることに疲れたあなたが一番にしなければならないこと : 加藤諦三の新・人間関係論 (早稲田新
書:001)

加藤諦三著 早稲田大学出版部 361.4/Ka86

833 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

834 自分というジレンマ : 批判・反抗・反問する私たちの射影 田島司著 ナカニシヤ出版 361.4/Ta26

835 読んでわかる社会心理学 (ライブラリ読んでわかる心理学:10)
辻川典文 [ほか] 共
著

サイエンス社 361.4/Y82

836 反コミュニケーション (現代社会学ライブラリー:11. Library of contemporary sociology) 奥村隆著 弘文堂 361.45/O55

837 はじめてのメディア研究 : 「基礎知識」から「テーマの見つけ方」まで 第2版
浪田陽子, 福間良明
編

世界思想社 361.453/N47

838 記録と記憶のメディア論 (「シリーズ」メディアの未来:9)
谷島貫太, 松本健太
郎編

ナカニシヤ出版 361.453/ShM/9

839 メディアと感情の政治学
カリン・ウォール=ヨ
ルゲンセン著/三谷文
栄, 山腰修三訳

勁草書房 361.453/W14

840 こうすれば必ず人は動く
D・カーネギー著/田
中孝顕訳

きこ書房 361.454/C19

841 わかりあえないことから : コミュニケーション能力とは何か (講談社現代新書:2177) 平田オリザ著 講談社 361.454/H68

842 Advances in experimental social psychology v. 63
edited by Bertram
Gawronski

Academic Press, an
imprint of Elsevier

361.5/A3/63

843 自己啓発の時代 : 「自己」の文化社会学的探究 牧野智和著 勁草書房 361.5/Ma35

844 ポスト・コロナ時代のビジネスと会計 大野俊雄著
神戸学院大学出版会/
エピック (発売)

361.7/O67
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845 地域学をはじめよう (岩波ジュニア新書:927) 山下祐介著 岩波書店 361.7/Y44

846 都市に聴け : アーバン・スタディーズから読み解く東京 町村敬志著 有斐閣 361.78/Ma17

847 多様性との対話 : ダイバーシティ推進が見えなくするもの (青弓社ライブラリー:100) 岩渕功一編著 青弓社 361.8/I92

848
日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション : 人種、ジェンダー、性的指向:マイノリティに向けられ
る無意識の差別

デラルド・ウィン・
スー著/マイクロアグ
レッション研究会訳

明石書店 361.8/Su15

849 ヒューマンライブラリーへの招待 : 生きた「本」の語りがココロのバリアを溶かす 坪井健著 明石書店 361.8/Ts15

850 絶望死のアメリカ : 資本主義がめざすべきもの
アン・ケース, アン
ガス・ディートン
[著]/松本裕訳

みすず書房 361.85/C25

851 被差別部落女性の主体性形成に関する研究 熊本理抄著 解放出版社 361.86/Ku34

852 被差別部落認識の歴史 : 異化と同化の間 (岩波現代文庫:学術:430) 黒川みどり著 岩波書店 361.86/Ku74

853 初めてでもできる社会調査・アンケート調査とデータ解析 第3版 安藤明之著 日本評論社 361.9/A47

854 地域調査ことはじめ : あるく・みる・かく
梶田真, 仁平尊明,
加藤政洋編

ナカニシヤ出版 361.9/C43

855 質的研究の考え方 : 研究方法論からSCATによる分析まで 大谷尚著 名古屋大学出版会 361.9/O84

856 生きることの社会学 : 人生をたどる12章 川田耕著 世界思想社 361/Ka98

857 21世紀を生きるための社会学の教科書 (ちくま学芸文庫:[フ45-1]) ケン・プラマー著 筑摩書房 361/P74

858 モビリティーズのまなざし : ジョン・アーリの思想と実践
小川(西秋)葉子, 是
永論, 太田邦史編

丸善出版 361/U86

859 #社会保障、はじめました。 猪熊律子著 SCICUS 364.021/I56

860 二〇世紀転換期イギリスの福祉再編 : リスペクタビリティと貧困 山本卓著 法政大学出版局 364.0233/Y31

861
特集1成年後見・権利擁護と社会保障法/特集2福祉国家の変容と社会保障法 : 主要各国の比較研究の視座か
ら (その2)/立法過程研究 (社会保障法研究:第12号)

信山社 364.05/I94/12

862
特集1二〇四〇年を展望した社会保障改革と社会保障法 : 第2回社会保障法フォーラム(その1)/特集2雇用社
会の変容と社会保障法(その1)/立法過程研究/判例研究 (社会保障法研究:第13号)

信山社 364.05/I94/13

863 働き方の多様化と社会保障法/東アジアの最低生活保障 (社会保障法:第36号)
日本社会保障法学会/
法律文化社(発売)

364.05/N71/36

864 どうする日本の福祉政策 (いま社会政策に何ができるか:1) 埋橋孝文編著 ミネルヴァ書房 364.1/U99
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865 老健施設の立場から [令和2年版] (介護白書:令和2年版)
全国老人保健施設協
会編

オフィスTM/TAC株式
会社出版事業部 (発
売)

364.4//'20

866 図解介護保険の改正早わかりガイド 2021年度 井戸美枝著 日本実業出版社 364.48/I19/'21

867 30分でわかる!介護保険の上手な使い方 : 最新2021年改正にも対応! (図解ポケット) 齋藤直路著 秀和システム 364.48/Sa25

868 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

869 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

870 自由原理 : 来るべき福祉国家の理念 橋本努著 岩波書店 364/H38

871 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

872 社会保障の手引 : 施策の概要と基礎資料 2021年版 中央法規出版 364/ShH/'21

873 狙われる18歳!? : 消費者被害から身を守る18のQ&A (岩波ブックレット:No. 1043)
日本弁護士連合会消
費者問題対策委員会
著

岩波書店 365/N71

874 どうする日本の労働政策 (いま社会政策に何ができるか:2) 櫻井純理編著 ミネルヴァ書房 366.11/Sa47

875 職場の法律は小説より奇なり (セオリーbooks) 小嶌典明著 講談社 366.14/Ko39

876 老後レス社会 : 死ぬまで働かないと生活できない時代 (祥伝社新書:622)
朝日新聞特別取材班
[著]

祥伝社 366.28/A82

877 発達障害で問題児でも働けるのは理由(ワケ)がある! (こころライブラリー)
かなしろにゃんこ。
著/石井京子監修・解
説

講談社 366.28/Ka46

878 みんな、どんなふうに働いて生きてゆくの? (自分の仕事を考える3日間:2) 西村佳哲著 弘文堂 366.29/N84

879 専業禁止!! : 副業したら本業成果が上がる仕組み 清水正樹著 小学館 366.29/Sh49

880 途上国の産業人材育成 : SDGs時代の知識と技能
山田肖子, 大野泉編
著

日本評論社 366.29/Y19

881 ハラスメントを行動科学で考えてみました。 : 「不安」「憤り」を断ち切り、今日から楽しい職場にする
網あづさ, 藤原徳子
著/波戸岡光太協力

生産性出版 366.3/A45

882 ハラスメント大全 : それ、やってはいけない! 野原蓉子監修 青春出版社 366.3/N93

883 モチベーションに火をつける働き方の心理学 池田浩著 日本法令 366.94/I32
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884 「働くこと」を思考する : 労働経済学による問題解決へのアプローチ 久米功一著
中央経済社/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

366/Ku37

885 存在しない女たち : 男性優位の世界にひそむ見せかけのファクトを暴く
キャロライン・クリ
アド=ペレス著/神崎
朗子訳

河出書房新社 367.1/C92

886 バナナ・ビーチ・軍事基地 : 国際政治をジェンダーで読み解く
シンシア・エンロー
著/望戸愛果訳

人文書院 367.1/E62

887 特集/コンビニからエロ本がなくなる日 (エトセトラ:VOL.1(2019SPRING/SUMMER)) 田房永子責任編集 エトセトラブックス 367.1/E78/1

888 特集私の私による私のための身体 (エトセトラ:VOL.3(2020SPRING/SUMMER)) 長田杏奈責任編集 エトセトラブックス 367.1/E78/3

889 特集女性運動とバックラッシュ (エトセトラ:VOL.4(2020FALL/WINTER)) 石川優実責任編集 エトセトラブックス 367.1/E78/4

890 イラストで学ぶジェンダーのはなし : みんなと自分を理解するためのガイドブック
アイリス・ゴット
リーブイラスト・文/
野中モモ訳

フィルムアート社 367.1/G72

891 ぼくたちの女災社会 兵頭新児著 二見書房 367.1/H99

892 99%のためのフェミニズム宣言

シンジア・アルッザ,
ティティ・バタ
チャーリャ, ナン
シー・フレイザー共
著/惠愛由訳

人文書院 367.1/Ky8

893 母性の抑圧と抵抗 : ケアの倫理を通して考える戦略的母性主義 元橋利恵著 晃洋書房 367.1/Mo83

894 女性学/男性学 (ヒューマニティーズ. Humanities) 千田有紀著 岩波書店 367.1/Se59

895 わたしたちが沈黙させられるいくつかの問い
レベッカ・ソルニッ
ト著/ハーン小路恭子
訳

左右社 367.1/So34

896 女の子はどう生きるか : 教えて、上野先生! (岩波ジュニア新書:929) 上野千鶴子著 岩波書店 367.1/U45

897 女の子だから、男の子だからをなくす本
ユンウンジュ文/イヘ
ジョン絵/すんみ訳

エトセトラブックス 367.1/Y98

898 週刊文春WOMAN vol.9(2021春号) (文春ムック) 文藝春秋 367.2

899 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

900 女性専用車両の社会学 堀井光俊著
秀明出版会/SHI (発
売)

367.21/H88
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901 品川を彩った女性たちのあゆみ : 自分らしく生きて
品川の女性史を語る
会編著

かもがわ出版 367.2136/Sh58

902 ルポルタージュイスラムに生まれて : 知られざる女性たちの私生活
読売新聞中東特派員
著

ミネルヴァ書房 367.227/Y81

903 カサンドラ : ヴィクトリア朝の理想的女性像への反逆 (ナイチンゲール生誕200年記念出版)
フローレンス・ナイ
チンゲール著/木村正
子訳

日本看護協会出版会 367.233/N71

904 現代家族のリアル : モデルなき時代の選択肢
中込睦子, 中野紀和,
中野泰編著

ミネルヴァ書房 367.3/G34

905 マザリング : 現代の母なる場所 中村佑子著 集英社 367.3/N37

906 「子育て」のとらわれを超える : 発達行動学的「ほどほど親子」論 根ケ山光一著 新曜社 367.3/N62

907 「オトコの育児」の社会学 : 家族をめぐる喜びととまどい
工藤保則, 西川知亨,
山田容編著

ミネルヴァ書房 367.3/O86

908 裁判例にみる家族と暴力 : 家庭福祉の危機と回復 李政元著 関西学院大学出版会 367.3/R39

909 なぜ日本人は世間と寝たがるのか : 空気を読む家族 新装版 佐藤直樹著 春秋社 367.3/Sa87

910 ろう、低身長症、ダウン症の場合 (「ちがい」がある子とその親の物語:1)

アンドリュー・ソロ
モン著/依田卓巳, 戸
田早紀, 高橋佳奈子
訳

海と月社 367.3/So34/1

911 「抜け殻家族」が生む児童虐待 : 少子社会の病理と対策 (叢書現代社会のフロンティア:28) 金子勇著 ミネルヴァ書房 367.6/Ka53

912 トラウマと共に生きる : 性暴力サバイバーと夫たち+回復の最前線 森田ゆり編著 築地書館 367.6/Mo67

913 世界のひきこもり : 地下茎コスモポリタニズムの出現 ぼそっと池井多著 寿郎社 367.68/B66

914 知らないと恥をかく「性」の新常識 (光文社新書:1103) 齋藤賢著 光文社 367.9/Sa25

915 LGBT法律相談対応ガイド 改訂版
東京弁護士会LGBT法
務研究部編著

第一法規 367.97/To46

916 おうち性教育はじめます : 一番やさしい!防犯・SEX・命の伝え方 (MF comic essay)
フクチマミ, 村瀬幸
浩著

KADOKAWA 367.99/F74

917 わが子に伝えたいお母さんのための性教育入門 : おうちで話すいのち・生理・射精・セックス
直井亜紀著/ゆむいマ
ンガ

実務教育出版 367.99/N49

918
「赤ちゃんってどうやってできるの?」にきちんと答える親になる! : 学校もママ友も教えてくれない明る
く楽しい性教育

のじまなみ監修/ふじ
いまさこマンガ

日本図書センター 367.99/N93

919 性の教育ユニバーサルデザイン : 配慮を必要とする人への支援と対応
小栗正幸, 國分聡子
著

金剛出版 367.99/O26
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920 ヤクザと過激派が棲む街 牧村康正著 講談社 368.2/Ma34

921 「死にたい」に現場で向き合う : 自殺予防の最前線 松本俊彦編 日本評論社 368.3/Ma81

922 自殺対策白書 令和2年版 厚生労働省編集
日経印刷/全国官報販
売協同組合 (発売)

368.3/N28/'20

923 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

924 ダブル・ライフを生きる「私」 : 家族に犯罪者をもつということ 高橋康史著 晃洋書房 368.6/Ta33

925 痴漢とはなにか : 被害と冤罪をめぐる社会学 牧野雅子著 エトセトラブックス 368.64/Ma35

926 43回の殺意 : 川崎中1男子生徒殺害事件の深層 (新潮文庫:11396, い-99-9) 石井光太著 新潮社 368.71/I75

927 Q&A少年非行を知るための基礎知識 : 親・教師・公認心理師のためのガイドブック 新版 村尾泰弘著 明石書店 368.71/Mu55

928 アディクション・スタディーズ : 薬物依存症を捉えなおす13章 松本俊彦編 日本評論社 368.81/Ma81

929 つながりから考える薬物依存症 : 安心して失敗を語れる絆・居場所づくり
岩室紳也, 松本俊彦,
安藤晴敏著

大修館書店 368.81/Ts75

930 「つながり」の社会福祉 : 人びとのエンパワメントを目指して
西村昌記, 加藤悦雄
編著

生活書院 369.04/N84

931 「特集」感染症と社会福祉 : コロナ禍と人間 (世界の社会福祉年鑑:2020)
宇佐見耕一 [ほか]
編集代表

旬報社
369.059/Se22/'2
0

932 みんなが欲しかった!ケアマネの教科書 2021年版
TACケアマネ受験対策
研究会編著

369.079//'21

933 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

934
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

935 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

936 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

937 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

938 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

939
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
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940 社会福祉小六法 2021
ミネルヴァ書房編集
部編

ミネルヴァ書房 369.12/MiS/'21

941 福祉は誰のために : ソーシャルワークの未来図 (へるす出版新書:025) 鶴幸一郎 [ほか] 著 へるす出版 369.16/F83

942 ジェンダーからソーシャルワークを問う
横山登志子, 須藤八
千代, 大嶋栄子編著/
鶴野隆浩 [ほか] 著

ヘウレーカ 369.16/J36

943
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

944 こんなにおもしろい社会福祉士の仕事 第2版 飯塚慶子著
中央経済社/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

369.17/I28

945 介護職の専門性と質の向上は確保されるか : 実践現場での人材育成の仕組みづくりに関する研究 任セア著 明石書店 369.17/I49

946 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

947 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

948 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

949 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

950
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

951 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

952 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

953 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

954 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

955 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

956 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

957 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

958 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
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959 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

960 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

961 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

962 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

963 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

964 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

965 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

966 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

967 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

968 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

969 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

970 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

971 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

972 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

973 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

974 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

975 ソーシャルワーカーのソダチ : ソーシャルワーク教育・実践の未来のために 後藤広史 [ほか] 著 生活書院 369.17/So63(1)

976 介護人材マネジメントの理論と実践 : 不確実性を活力に変える「創発型人材マネジメント」 菅野雅子著 法政大学出版局 369.17/Su25

977 「縮減」される「就学機会」 : 生活保護制度と大学等就学 三宅雄大著 生活書院 369.2/Mi76

978 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

979 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

980 安全な介護に役立つよくわかる拘縮ケア 池田書店 369.26/A49
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981 残念な介護楽になる介護 (日経プレミアシリーズ:451) 井戸美枝著
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)

369.26/I19

982 コロナ時代の介護事業戦略
小濱道博, 小林香織
著

翔泳社 369.26/Ko27

983 地域包括ケアシステムの深化 : integrated care理論を用いたチェンジマネジメント 筒井孝子著 中央法規出版 369.26/Ts93

984 認知症の人のイライラが消える接し方 (介護Library) 植賀寿夫著 講談社 369.26/U39

985 世界はチャレンジにあふれている : 高齢者ケアをめぐるヨーロッパ&中国紀行 山崎摩耶著 日本医療企画 369.26/Y48

986 介護事業のためのBCP入門 : ゼロからわかる・できる! : 1冊で基本から運用、復旧まで
サンタフェ総合研究
所編

実業之日本社 369.263/G67

987 介護オンブズマンがまとめた特別養護老人ホームの重要事項説明書
介護保険市民オンブ
ズマン機構大阪編著

クリエイツかもがわ 369.263/Ka21

988
世界が注目する日本の介護 : あおいけあで見つけたじいちゃん・ばあちゃんとの向き合い方 (介護
Library)

加藤忠相編著/ひらま
つおさむ漫画

講談社 369.263/Ka86

989 高齢者の生活困難と養護老人ホーム : 尊厳と人権を守るために 河合克義 [ほか] 編 法律文化社 369.263/Ko79

990
あおいけあ流介護の世界 : お年寄りも家族もスタッフもご近所さんもみんな嬉しい・楽しい・次世代介護
スタイル (これからの医療・介護の話をしようシリーズ:2)

森田洋之, 加藤忠相
著

南日本ヘルスリサー
チラボ

369.263/Mo66

991 特養あずみの里裁判を考える : A Nurse Indicted (Nursing Todayブックレット:09)
Nursing Todayブック
レット編集部編集

日本看護協会出版会 369.263/N99

992 事例に学ぶ介護リスクマネジメント : 事故・トラブル・クレーム対応60のポイント 山田滋著 中央法規出版 369.263/Y19

993 わたしが障害者じゃなくなる日 : 難病で動けなくてもふつうに生きられる世の中のつくりかた 海老原宏美著 旬報社 369.27/E14

994 日本の障害差別禁止法制 : 条約から条例まで 池原毅和著 信山社 369.27/I33

995 尊厳なきバリアフリー : 「心・やさしさ・思いやり」に異議あり! 川内美彦著 現代書館 369.27/Ka98

996 幸せつむぐ障がい者支援 : デンマークの生活支援に学ぶ 小賀久著 法律文化社 369.27/Ko24

997 介助の仕事 : 街で暮らす/を支える (ちくま新書:1558) 立岩真也著 筑摩書房 369.27/Ta94

998 きらめく拍手の音 : 手で話す人々とともに生きる
イギルボラ著/矢澤浩
子訳

リトルモア 369.276/I24

999 ブ〜ケを手わたす : 知的障害者の恋愛・結婚・子育て
平井威, 「ぶーけ」
共同研究プロジェク
ト著

学術研究出版/ブック
ウェイ

369.28/H64

1000 発達障害・脱支援道 : 笑顔と自由に満ちた未来のためにできること 廣木道心著 369.28/H71

53



2021年2月～4月受入図書一覧

NO 書名 著者名 出版者 請求記号

1001 ただ、そこにいる人たち : 小松理虔さん「表現未満、」の旅
クリエイティブサ
ポートレッツ, 小松
理虔著

現代書館 369.28/Ku61

1002
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

1003 実習指導とスーパービジョンにおける思考過程 (精神保健福祉士の実践知に学ぶソーシャルワーク:4)
田村綾子編著/上田幸
輝 [ほか] 著

中央法規出版 369.28/Ta82/4

1004 東日本大震災の教訓 : 復興におけるネットワークとガバナンスの意義
D. P. アルドリッチ
著/飯塚明子, 石田祐
訳

ミネルヴァ書房 369.31/A41

1005 学校を災害が襲うとき : 教師たちの3.11 田端健人著 春秋社 369.31/H55

1006 3.11を心に刻んで 2021 (岩波ブックレット:no. 1042) 岩波書店編集部編 岩波書店
369.31/HiD/I-
'21

1007 希望を握りしめて : 阪神淡路大震災から25年を語りあう 牧秀一編 能美舎 369.31/Ma36

1008 震災復興10年の総点検 : 「創造的復興」に向けて (岩波ブックレット:No.1041)
五十嵐敬喜, 加藤裕
則, 渡辺勝道著

岩波書店 369.31/Sh69

1009 防災心理学入門 : 豪雨・地震・津波に備える 矢守克也著 ナカニシヤ出版 369.33/Y49

1010 原発事故自治体からの証言 (ちくま新書:1554) 今井照, 自治総研編 筑摩書房 369.36/F84

1011 あれから七十五年 : 戦後引揚と援護、二十三人の体験記 : 旧満洲と朝鮮半島引揚十二話、援護ほか十一話
引揚げ港・博多を考
える集い編纂/松崎直
子挿画

図書出版のぶ工房 369.37/H57

1012 子ども支援とSDGs : 現場からの実証分析と提言 五石敬路編著 明石書店 369.4/G58

1013 児童福祉六法 令和3年版 中央法規出版 369.4/JiF/'21

1014 福祉心理学を学ぶ : 児童虐待防止と心の支援 菅野恵著 勁草書房 369.4/Ka57

1015 子育て支援の経済学 山口慎太郎著 日本評論社 369.4/Y24

1016 児童養護施設の子どもへの精神分析的心理療法
平井正三, 西村理晃
編/子どもの心理療法
支援会(サポチル)著

誠信書房 369.43/H64

1017 子ども虐待対応法的実務ガイドブック : 児童相談所弁護士による実践的対応と書式 根ケ山裕子編著 日本加除出版 369.43/N62

1018 宮城まり子とねむの木学園 : 愛が愛を生んだ軌跡 渡邊弘著 潮出版社 369.49/Mi73

1019 司法福祉 改訂新版 日本司法福祉学会編 生活書院 369.75/N71
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1020 退院における医療ソーシャルワーカーの実践 : 「退院援助」から「地域ネットワーク構築」へ 高山恵理子著 相川書房 369.92/Ta56

1021 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

1022 地域包括支援体制のいま : 保健・医療・福祉が進める地域づくり (新・Minerva福祉ライブラリー:40) 黒田研二編著 ミネルヴァ書房 369/Ku72

1023 ヤングケアラーわたしの語り : 子どもや若者が経験した家族のケア・介護 澁谷智子編 生活書院 369/Sh23

1024 教育のリーダーシップとハンナ・アーレント
ヘレン・M・ガンター
著/末松裕基, 生澤繁
樹, 橋本憲幸訳

春風社 370.4/A68

1025 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

1026 Future education! : 学校をイノベーションする14の教育論 教育新聞編 岩波書店 370.4/Ky4

1027 学校の役割って何だっけ 竹村公彦著 文芸社 370.4/Ta63

1028 競争原理を超えて : ひとりひとりを生かす教育 オンデマンド版 遠山啓著
太郎次郎社エディタ
ス

370.4/To79

1029 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

1030 教師がまとめる研究論文 : 量的研究・質的研究アクションリサーチ
スーザン・ウォレス
著/三輪建二訳

鳳書房 370.7/W36

1031 仏教と教育学 (仏教教育選集:3) 和田修二編 国書刊行会 370.8/B87/3

1032 教育思想・教育史 (教職教養講座:第2巻)
鈴木晶子, 山名淳,
駒込武編著

協同出版 370.8/KyK/2

1033 人間教育の教授学 : 一人ひとりの学びと育ちを支える (シリーズ・人間教育の探究:4)
鎌田首治朗, 角屋重
樹編著

ミネルヴァ書房 370.8/Sh88/4

1034 「みんなの学校」から社会を変える : 障害のある子を排除しない教育への道 (小学館新書:352)
木村泰子, 高山恵子
著

小学館 370/Ki39

1035 OECD Education2030プロジェクトが描く教育の未来 : エージェンシー、資質・能力とカリキュラム 白井俊著 ミネルヴァ書房 370/Sh82

1036 入門臨床教育学 : 課題を抱える子ども・親・教師への支援 佐々木正昭編著 学事出版 371.04/Sa75

1037 臨床教育学
和田修二, 皇紀夫編
著

アカデミア出版会 371.04/W12
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1038 アドルノの教育思想 : 「アウシュヴィッツ以後」の啓蒙 (関西学院大学研究叢書:第212編) 白銀夏樹著 関西学院大学出版会 371.1/A16

1039 独りともに在る : スピノザと象りの教育思想 田中智志著 一藝社 371.1/Sp5

1040 木村素衞「表現愛」の人間学 : 「表現」「形成」「作ること」の身体論 門前斐紀著 ミネルヴァ書房 371.21/Ki39

1041 啓蒙と教育 : 臨床的人間形成論から (教育思想双書:2-3) 田中毎実著 勁草書房 371.21/Ta84

1042 7人に1人の子どもが貧困 : 主体的な18歳を社会に送り出すための学校コーディネート5つの提言 アスクネット編著 明治図書出版 371.3/A93

1043 子育ての経済学 : 愛情・お金・育児スタイル

マティアス・ドゥプ
ケ, ファブリツィ
オ・ジリボッティ著/
鹿田昌美訳

慶應義塾大学出版会 371.3/D81

1044 教育社会とジェンダー 新版
河野銀子, 藤田由美
子編著

学文社 371.3/Ka96

1045 理解するってどういうこと? : 「わかる」ための方法と「わかる」ことで得られる宝物

エリン・オリ
ヴァー・キーン著/山
元隆春, 吉田新一郎
訳

新曜社 371.4/Ke18

1046 中学生期における「暗示」の教育的効果 : Evidenceの可能性 内田昭利著 風間書房 371.4/U14

1047 拡張的学習の挑戦と可能性 : いまだここにないものを学ぶ
ユーリア・エンゲス
トローム著

新曜社 371.41/E61

1048
暴力を受けていい人はひとりもいない : CAP(子どもへの暴力防止)とデートDV予防ワークショップで出会っ
た子どもたちが教えてくれたこと

阿部真紀著 高文研 371.42/A13

1049 学校、行かなきゃいけないの? : これからの不登校ガイド (14歳の世渡り術) 雨宮処凛著 河出書房新社 371.42/A42

1050 明日、学校へ行きたくない : 言葉にならない思いを抱える君へ
茂木健一郎著/信田さ
よ子著/山崎聡一郎著

KADOKAWA 371.42/A93

1051 学校における自殺予防教育のすすめ方 : だれにでもこころが苦しいときがあるから
窪田由紀編/窪田由紀
[ほか] 著

遠見書房 371.42/Ku14

1052 不登校宣言 : フリースクール「あうるの森」の子どもたち
学びスペースあうる
の森著

新潟日報事業社 (発
売)

371.42/Ma43

1053 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

1054 これからの教育相談 : 答えのない問題に立ち向かえる教師を目指して
高岸幸弘, 井出智博,
蔵岡智子著

北樹出版 371.43/Ko79

1055 スクールカウンセラーと担任教師の協働 : 教師はどんな期待を持って協働に臨み,何を得ているか 山本渉著 日本評論社 371.43/Y31
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1056 解決志向で子どもとかかわる : 子どもが課題をのり越え、力を発揮するために

ジュディス・ミル
ナー, ジャッキー・
ベイトマン著/竹之内
裕一, バレイ(佐俣)
友佳子訳

金剛出版 371.45/Mi28

1057 日本の子ども研究 : 復刻版解題と原著論文 大泉溥編 クレス出版 371.45/O35

1058 チャイルド・アートの発達心理学 : 子どもの絵のへんてこさには意味がある 鈴木忠著 新曜社 371.45/Su96

1059 国際バカロレア教員になるために : TOKとDP6教科の学びと授業づくり 半田淳子編著 大修館書店 371.5/H29

1060 京都市の在日外国人児童生徒教育と多文化共生 : 在日コリアンの子どもたちをめぐる教育実践 磯田三津子著 明石書店 371.5/I85

1061 「人種」「民族」をどう教えるか : 創られた概念の解体をめざして
中山京子 [ほか] 編
著

明石書店 371.5/J52

1062 にほんでいきる : 外国からきた子どもたち 毎日新聞取材班編 明石書店 371.5/Ma31

1063 ホリスティック教育講義 中川吉晴著
出版館ブック・クラ
ブ

371.5/N32

1064
複数言語環境で生きる子どものことば育て : 「まなざし」に注目した実践 (早稲田大学エウプラクシス叢
書:022)

中野千野著 早稲田大学出版部 371.5/N39

1065 小さな学校の時代がやってくる : スモールスクール構想・もうひとつの学校のつくり方 辻正矩著 築地書館 371.5/Ts43

1066 シュタイナー学校の道徳教育 井藤元著 イザラ書房 371.6/St3

1067 教育の原理 (ミネルヴァ教職専門シリーズ:1)
深谷潤, 広岡義之編
著

ミネルヴァ書房 371/F72

1068 「助力」としての教育 : 福沢諭吉の教育思想, 村井実の教育理論, 宮城まり子の教育実践 松丸修三著 川島書店 371/F85

1069 臨床教育学への招待 : 実存的視点より 広岡義之著 あいり出版 371/H71

1070 大正新教育の実践 (プラクシス) : 交響する自由へ
橋本美保, 田中智志
編著

東信堂 372.106/H38

1071 境界線の学校史 : 戦後日本の学校化社会の周縁と周辺 木村元編 東京大学出版会 372.107/Ki39

1072 日本の教育はダメじゃない : 国際比較データで問いなおす (ちくま新書:1549)
小松光, ジェル
ミー・ラプリー著

筑摩書房 372.107/Ko61

1073 日本の植民地教育を問う : 植民地教科書には何が描かれていたのか
佐藤広美, 岡部芳広
編

皓星社 372.2/Sa85

1074 韓国のオルタナティブスクール : 子どもの生き方を支える「多様な学びの保障」へ 宋美蘭編著 明石書店 372.21/So42

1075 北欧の教育最前線 : 市民社会をつくる子育てと学び 北欧教育研究会編著 明石書店 372.389/H82
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1076 「探究」する学びをつくる : 社会とつながるプロジェクト型学習 藤原さと著 平凡社 372.53/F68

1077 教育の歴史と思想 (ミネルヴァ教職専門シリーズ:2)
貝塚茂樹, 広岡義之
編著

ミネルヴァ書房 372/Ka21

1078 歴史教育の比較史 近藤孝弘編 名古屋大学出版会 372/Ko73

1079 教育政策・行政の考え方 (有斐閣ストゥディア)
村上祐介, 橋野晶寛
著

有斐閣 373.1/Mu43

1080 世界のテスト・ガバナンス : 日本の学力テストの行く末を探る
佐藤仁, 北野秋男編
著

東信堂 373.1/Sa85

1081 解説教育六法 2021
解説教育六法編修委
員会編

三省堂 373.2/Ka21/'21

1082 教育小六法 2021
勝野正章 [ほか] 編
集委員

学陽書房 373.2/KyS/'21

1083 文部科学法令要覧 令和3年版
文部科学法令研究会
監修

ぎょうせい 373.22/G99/'21

1084 必携教職六法 2022年度版

若井彌一上席編集委
員/坂田仰, 梅野正
信, 古賀一博編集委
員

協同出版 373.22/H57/'22

1085 教育法規便覧 : 学校の法律がこれ1冊でわかる 令和3年版
窪田眞二, 小川友次
著

学陽書房 373.22/KyH/'21

1086
大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の国語科参考書 2022年度版 (大阪府の教員採用試験「参考書」シリー
ズ:3)

協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1087
大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の英語科参考書 2022年度版 (大阪府の教員採用試験「参考書」シリー
ズ:5)

協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1088
大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の数学科参考書 2022年度版 (大阪府の教員採用試験「参考書」シリー
ズ:6)

協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1089 神戸市の小学校教諭参考書 2022年度版 (神戸市の教員採用試験「参考書」シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1090 神戸市の国語科参考書 2022年度版 (神戸市の教員採用試験「参考書」シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1091 神戸市の社会科参考書 2022年度版 (神戸市の教員採用試験「参考書」シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1092 神戸市の英語科参考書 2022年度版 (神戸市の教員採用試験「参考書」シリーズ:6) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1093 神戸市の数学科参考書 2022年度版 (神戸市の教員採用試験「参考書」シリーズ:7) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1094 和歌山県の国語科参考書 2022年度版 (和歌山県の教員採用試験「参考書」シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1095 和歌山県の社会科参考書 2022年度版 (和歌山県の教員採用試験「参考書」シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22
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1096 和歌山県の英語科参考書 2022年度版 (和歌山県の教員採用試験「参考書」シリーズ:6) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1097 和歌山県の数学科参考書 2022年度版 (和歌山県の教員採用試験「参考書」シリーズ:7) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1098 兵庫県の国語科参考書 2022年度版 (兵庫県の教員採用試験「参考書」シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1099 兵庫県の社会科参考書 2022年度版 (兵庫県の教員採用試験「参考書」シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1100 兵庫県の数学科参考書 2022年度版 (兵庫県の教員採用試験「参考書」シリーズ:6) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1101 奈良県の国語科参考書 2022年度版 (奈良県の教員採用試験「参考書」シリーズ:3) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1102 奈良県の社会科参考書 2022年度版 (奈良県の教員採用試験「参考書」シリーズ:4) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1103 奈良県の英語科参考書 2022年度版 (奈良県の教員採用試験「参考書」シリーズ:5) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1104 奈良県の数学科参考書 2022年度版 (奈良県の教員採用試験「参考書」シリーズ:6) 協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1105 生徒指導提要パスライン : 教員採用試験 '22年度 (Pass Line突破シリーズ:8)
時事通信出版局/時事
通信社(発売)

373.7//'22

1106 教職教養の過去問 : 教員採用試験 '22年度 (Hyper実戦シリーズ:2)
時事通信出版局/時事
通信社(発売)

373.7//'22

1107 一般教養の過去問 : 教員採用試験 '22年度 (Hyper実戦シリーズ:3)
時事通信出版局/時事
通信社(発売)

373.7//'22

1108
全国まるごと過去問題集#教職教養 : #分野別#項目別 2022年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリー
ズ:1)

協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1109
全国まるごと過去問題集#一般教養 : #分野別#項目別 2022年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリー
ズ:2)

協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1110 手取り足取り,特訓道場合格する論作文 : 教員採用試験 '22年度 (Hyper実戦シリーズ:4)
時事通信出版局/時事
通信社(発売)

373.7//'22

1111 手取り足取り,特訓道場合格する面接 : 教員採用試験 '22年度 (Hyper実戦シリーズ:5)
時事通信出版局/時事
通信社(発売)

373.7//'22

1112
全国まるごと過去問題集#小学校教諭 : #分野別#項目別 2022年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シ
リーズ:3)

協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1113 教員採用試験差がつく論文の書き方 2022年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 373.7//'22

1114
全国まるごと過去問題集#英語科 : #分野別#項目別 2022年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリー
ズ:6)

協同教育研究会編 協同出版 373.7//'22

1115 勝てる小論文・面接 : 教員採用試験教育問題の核心に迫る! 2022年度版 吉岡友治著 実務教育出版 373.7//'22

1116 全国まるごと過去問題集#数学科 2022年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリーズ:7) 協同教育研究会編 373.7//'22

1117 教員養成教育の質保証への提言 : 養成・採用・研修の一体改革への取組み 早田幸政編著 ミネルヴァ書房 373.7/H49
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1118 教育実習の日本的構造 : 東アジア諸地域との比較から
岩田康之編/金 慜雅

[ほか著]
学文社 373.7/I97

1119 もっと!少人数学級 : 豊かな学びを実現するためのアイデア
山崎洋介編/山沢智樹
編/教育科学研究会編
/鈴木大裕[ほか著]

旬報社 374.1/Mo95

1120 教職・情報機器の操作 : ICTを活用した教材開発・授業設計
高橋参吉編著/高橋朋
子 [ほか] 共著

コロナ社 374.1/Ta33

1121 学級担任の全仕事 : 学級づくり成功の秘訣 山本修司著 黎明書房 374.1/Y31

1122
授業でクラスをつくる教師の見方 : 子どもと子どもをつなぎ、どう学ばせる? : 「学び方」「安心」「つ
ながり」がその極意

友田真著 明治図書出版 374.12/To62

1123 高1担任のための学級経営&生徒指導ガイド 吉村良太著 明治図書出版 374.14/Y91

1124 「学校」をハックする : 大変な教師の仕事を変える10の方法

マーク・バーンズ,
ジェニファー・ゴン
ザレス  [著]/小岩井
僚, 吉田新一郎訳

新評論 374.3/B23

1125 教員採用は生徒募集と同じである : Z世代採用のための戦略
石川一郎, 教員人材
センター著

東京図書 374.3/I76

1126 教員の職場適応と職能形成 : 教員縦断調査の分析とフィードバック (兵庫教育大学教育実践学叢書:6) 川上泰彦編著 ジアース教育新社 374.3/Ka94

1127 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

1128 Q&Aでわかる!先生のためのアンガーマネジメント : イライラに押しつぶされそうになったら読む本 佐藤恵子著 明治図書出版 374.3/Sa85

1129 教師の底力 : 社会派教師が未来を拓く 志水宏吉著 学事出版 374.3/Sh49

1130 小学校教師の初期発達過程 : 対話と発達を支えるシステムの構築を目指して 曽山いづみ著 風間書房 374.3/So94

1131 教職1年目の即戦力化大全
教師の働き方研究会
編

明治図書出版 374.35/Ky5

1132 若手教師の働き方 須貝誠著 東洋館出版社 374.35/Su23

1133 子どもを面白がらせるワザ (AL時代でも必要な教育技術シリーズ)
多賀一郎著/俵原正仁
著

学事出版 374.35/Ta17

1134
横浜港にやってきた大型クルーズ船と新型コロナウイルス - それは「災害」対応だった/災害時、養護教諭
にしてほしい「トリアージ」/緊急企画コロナ下で・・・ (子どもと健康:111)

「子どもと健康」編
集委員会編

労働教育センター 374.9/Ko21

1135 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
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1136 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

1137 思春期女子のからだと心Q&A 八田真理子著 労働教育センター 374.97/H43

1138 子どもたちに"いのちと死"の授業を : 学校で行う包括的自殺予防プログラム
相馬誠一, 伊藤美奈
子編著/友永梓 [ほ
か] 執筆

学事出版 374.97/So36

1139 教師にできる自殺予防 : 子どものSOSを見逃さない 高橋聡美著 教育開発研究所 374.97/Ta33

1140 子どもの未来を広げた学校 : 陰山メソッド実践集 陰山英男編著 中村堂 374/Ka18

1141
ユニバーサルデザインの考え方を生かした学校づくり・学級づくり・授業づくり : みんなが楽しい!みんな
がわかる!みんなができる!

山元薫編著 ジアース教育新社 374/Y31

1142
子どもも教師も元気になる「あたらしい学び」のつくりかた : デジタルトランスフォーメーション時代の
教育技術・学級経営 (先生の先生が集中討議!:2)

堀田龍也 [ほか] 著 学芸みらい社 375.04/Se73/2

1143 私にも言いたいことがあります! : 生徒の「声」をいかす授業づくり
デイヴィッド・ブー
ス [著]/飯村寧史,
吉田新一郎訳

新評論 375.1/B64

1144 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

1145 教職1年目の授業づくり大全
教師の働き方研究会
編

明治図書出版 375.1/Ky5

1146 対話型論証による学びのデザイン : 学校で身につけてほしいたった一つのこと 松下佳代著 勁草書房 375.1/Ma88

1147 高等学校教科と探究の新しい学習評価 : 観点別評価とパフォーマンス評価実践事例集 西岡加名恵編著 学事出版 375.1/N86

1148 コピーして使える小・中学校の授業を高める学校図書館活用法 渡辺暢恵著 黎明書房 375.1/W46

1149 脳科学が子どもを伸ばす!子どもが集中するワザ大全
山田将由著/田中光夫
絵

明治図書出版 375.1/Y19

1150 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

1151 部活動指導員ガイドブック 基礎編
藤後悦子, 大橋恵,
井梅由美子編著

ミネルヴァ書房 375.18/B87

1152 メディア・リテラシーの教育論 : 知の継承と探究への誘い 中橋雄編著 北大路書房 375.19/N33

1153 GIGAスクール構想で変える! : 1人1台端末時代の授業づくり 樋口万太郎著 明治図書出版 375.199/H56

1154 第四次産業革命と教育の未来 : ポストコロナ時代のICT教育 (岩波ブックレット:No. 1045) 佐藤学著 岩波書店 375.199/Sa86

1155 小学校にオンライン教育がやってきた! 上松恵理子著 三省堂 375.199/U41
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1156 生徒指導をハックする : 育ちあうコミュニティーをつくる「関係修復のアプローチ」

ネイサン・メイナー
ド, ブラッド・ワイ
ンスタイン [著]/高
見佐知, 中井悠加,
吉田新一郎訳

新評論 375.2/Ma98

1157 日米比較を通して考えるこれからの生徒指導 : なぜ日本の教師は生徒指導で疲弊してしまうのか
片山紀子, 藤平敦,
宮古紀宏著

学事出版 375.2/N71

1158 多様化時代の社会科授業デザイン 学校教育研究会編 晃洋書房 375.3/G16

1159 WHYでわかる!HOWでできる!社会の授業Q&A 佐藤正寿著 明治図書出版 375.3/Sa86

1160 社会科授業づくりの理論と方法 : 本質的な問いを生かした科学的探求学習
渡部竜也, 井手口泰
典著

明治図書出版 375.3/W46

1161 小学校新教科書ここが変わった! : 「主体的・対話的で深い学び」をめざす新教科書の使い方 社会 鎌田和宏著 日本標準 375.312/Ka31

1162 授業のための世界地理 第5版 地理教育研究会編 古今書院 375.33/C47

1163 道徳教育の理論と方法 (ミネルヴァ教職専門シリーズ:9) 走井洋一編著 ミネルヴァ書房 375.35/H38

1164 道徳科重要用語事典 田沼茂紀編著 明治図書出版 375.35/Ta89

1165 小学校道徳科の新たな課題に挑む : 教材のタイプに応じた授業づくり 藤田善正著
日本教育研究セン
ター

375.352/F67

1166 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

1167 WHYでわかる!HOWでできる!道徳の授業Q&A 佐藤幸司著 明治図書出版 375.352/Sa85

1168 若手教師のための算数指導66の教養 (算数科授業サポートBOOKS) 飯田慎司著 明治図書出版 375.412/I26

1169 小学校新教科書ここが変わった! : 「主体的・対話的で深い学び」をめざす新教科書の使い方 算数 石井英真編著 日本標準 375.412/I75

1170 20代で知っておきたい算数授業のつくり方 楠博文著 東洋館出版社 375.412/Ku91

1171 WHYでわかる!HOWでできる!算数の授業Q&A 尾崎正彦著 明治図書出版 375.412/O96

1172 子どもの「困り方」に寄り添う算数授業 (hito*yume book) 田中博史著 文溪堂 375.412/Ta84

1173 新しい算数 : 教師用指導書 2下 : セット

新しい算数編集委員
会, 東京書籍株式会
社編集部編/東京書籍
著

東京書籍
375.412/To46/2-
2
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1174 新しい算数 : 教師用指導書 3下 : セット

新しい算数編集委員
会, 東京書籍株式会
社編集部編/東京書籍
著

東京書籍
375.412/To46/3-
2

1175 新しい算数 : 教師用指導書 4下 : セット

新しい算数編集委員
会, 東京書籍株式会
社編集部編/東京書籍
著

東京書籍
375.412/To46/4-
2

1176 新しい算数 : 教師用指導書 5下 : セット

新しい算数編集委員
会, 東京書籍株式会
社編集部編/東京書籍
著

東京書籍
375.412/To46/5-
2

1177 中学校3年間の数学が1冊でしっかりわかる本 : 苦手が得意にかわる! 改訂版 小杉拓也著 375.413/Ko89

1178
<正・負の数><文字の式><方程式> (板書&展開例でよくわかる数学的活動でつくる365日の全授業中学校数
学:1年上)

明治図書出版
375.413/Me25/1-
1

1179
<式の計算><連立方程式><一次関数> (板書&展開例でよくわかる数学的活動でつくる365日の全授業中学校数
学:2年上)

明治図書出版
375.413/Me25/2-
1

1180
<多項式><平方根><二次方程式><関数y=ax[2]> (板書&展開例でよくわかる数学的活動でつくる365日の全授
業中学校数学:3年上)

明治図書出版
375.413/Me25/3-
1

1181 インターネットを活用した学習評価 (すぐにできる!双方向オンライン授業:試験・評価編)
福村裕史, 河村一樹,
後藤顕一編

化学同人 375.42/I57

1182
知識とスキルがアップする小学校教員と教育学部生のための理科授業の理論と実践 : 新学習指導要領の実
現に向けて

藤岡達也編著 講談社 375.422/F65

1183 元芸人が教える「笑って学ぶ」小学校理科 : エデュテイメントで授業革命! 福岡亮治著 375.422/F82

1184 小学校理科の雑談ネタ40 : 授業をもっと面白くする! 3・4年 溝邊和成編著 明治図書出版
375.422/Mi93/3
・4

1185 小学校理科の雑談ネタ40 : 授業をもっと面白くする! 5・6年 溝邊和成編著 明治図書出版
375.422/Mi93/5
・6

1186 WHYでわかる!HOWでできる!理科の授業Q&A 大前暁政著 明治図書出版 375.422/O61

1187 小学校理科「フローチャート型」授業ガイド : ベストな展開が選べる!
理科おもしろゼミ編
著

東洋館出版社 375.422/R41

1188 小学校新教科書ここが変わった! : 「主体的・対話的で深い学び」をめざす新教科書の使い方 理科 寺本貴啓編著 日本標準 375.422/Te53

1189 学校音楽の「カリキュラム経験」 : 潜在的カリキュラムの生成過程 笹野恵理子著 多賀出版 375.76/Sa76

1190 小学生のおんがく : 指導書 1: 指導書フルセット 小原光一 [ほか] 著 教育芸術社 375.762/Ky4/1
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1191 小学生のおんがく : 指導書 2: 指導書フルセット 小原光一 [ほか] 著 教育芸術社 375.762/Ky4/2

1192 小学生のおんがく : 指導書 3: 指導書フルセット 小原光一 [ほか] 著 教育芸術社 375.762/Ky4/3

1193 小学生のおんがく : 指導書 4: 指導書フルセット 小原光一 [ほか] 著 教育芸術社 375.762/Ky4/4

1194 小学生のおんがく : 指導書 5: 指導書フルセット 小原光一 [ほか] 著 教育芸術社 375.762/Ky4/5

1195 小学生のおんがく : 指導書 6: 指導書フルセット 小原光一 [ほか] 著 教育芸術社 375.762/Ky4/6

1196 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

1197 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

1198 国語を教えるときに役立つ基礎知識88 山田敏弘著 くろしお出版 375.8/Y19

1199 あなたの国語授業を直します 伴一孝著 学芸みらい社 375.82/B18

1200 国語科教育の基礎・基本 : 教え方・学び方ポイントシート 1: 「読むこと」編 井上一郎編著 明治図書出版 375.82/I57/1

1201 国語科教育の基礎・基本 : 教え方・学び方ポイントシート 2: 「話すこと・聞くこと」「書くこと」編 井上一郎編著 明治図書出版 375.82/I57/2

1202
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

1203
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 新版 1年下 (喜楽研のDVDつき授
業シリーズ)

岡篤著/菊池省三著/
原田善造[ほか]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/Ki51/1-2

1204
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
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1205
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 新版 2年下 (喜楽研のDVDつき授
業シリーズ)

中村幸成著/菊池省三
著/松森靖行著/南山
拓也著/原田善造[ほ
か]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/Ki51/2-2

1206
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

1207
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 新版 3年下 (喜楽研のDVDつき授業シリーズ)

羽田純一 [ほか] 著/
原田善造 [ほか] 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/Ki51/3-2

1208
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 新版 4年下 (喜楽研のDVDつき授
業シリーズ)

中村幸成著/菊池省三
著/安野雄一著/入澤
佳菜著/鈴木啓史著/
南山拓也著/原田善造
[ほか]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/Ki51/4-2

1209
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 新版 5年下 (喜楽研のDVDつき授
業シリーズ)

羽田純一著/菊池省三
著/松森靖行著/入澤
佳菜著/鈴木啓史著/
南山拓也著/原田善造
[ほか]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/Ki51/5-2
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1210
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 新版 6年下 (喜楽研のDVDつき授
業シリーズ)

菊池省三著/南山拓也
著/堀井悠平著/入澤
佳菜著/鈴木啓史著/
原田善造[ほか]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/Ki51/6-2

1211 白石範孝の教材研究 : 教材分析と単元構想 白石範孝著 東洋館出版社 375.82/Sh82

1212 明治・大正期国語科の成立と修身科との関わり : 文学教材は何を伝えたのか 山本康治著 ひつじ書房 375.82/Y31

1213 源氏物語 (学びを深めるヒントシリーズ) 青島麻子編著 明治書院 375.84/A56

1214 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

1215 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

1216 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

1217 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

1218 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

1219 日中漢字文化をいかした漢字・語彙指導法 : 「覚える」から「考える」へ (早稲田大学学術叢書:47) 李軍著 早稲田大学出版部 375.87/R39

1220 日本の外国語教育政策史 江利川春雄著 ひつじ書房 375.89/E67

1221 英語科教育実習ハンドブック 第4版
加藤茂夫, 杉山敏,
荒木美恵子著

大修館書店 375.893/E37

1222 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

1223 よくわかる英語教育学 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)
鳥飼玖美子 [ほか]
編著

ミネルヴァ書房 375.893/Y79

1224 小学校英語「5領域」評価事例集 池田勝久編 教育開発研究所 375.8932/I32

1225 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

1226 小学校英語だれでもできる英語の音と文字の指導
山本玲子, 田縁眞弓
著

三省堂 375.8932/Y31
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1227 音から学ぶ小学生英語 行正り香著 375.8932/Y97

1228 中学・高校英語ディベート入門 : 英語教員のための英語ディベート指導ハンドブック 河野周著 三省堂 375.8933/Ka96

1229
英語テストづくり&指導アイデアBOOK : 6つのアイデア×8の原則で英語力がぐーんと伸びる! : 生徒をテス
ト好きにする (中学校英語サポートBOOKS)

正頭英和著 明治図書出版 375.8933/ShH

1230 戦後教科書運動史 (平凡社新書:963) 俵義文著 平凡社 375.9/Ta97

1231 "学習する組織"をつくる (新教育ライブラリPremier (プレミア):vol. 4) ぎょうせい編集 ぎょうせい 375/G99

1232
多様な学び方が生きる授業 : 学びのエキスパートを育てるUDL (授業のユニバーサルデザイン : 教科教育
に特別支援教育の視点を取り入れる:Vol.12)

桂聖 [ほか] 編著 東洋館出版社 375/JuY/12

1233 「教育」をつくる : 子供の生活に準拠点を置くカリキュラム開発と実践
琉球大学教育学部・
附属小学校編

溪水社 375/R98

1234 深化する多文化共生教育 : ホリスティックな学びを創る 孫美幸著 明石書店 375/So42

1235 地域と世界をつなぐSDGsの教育学
寺崎里水, 坂本旬編
著

法政大学出版局 375/Te62

1236 保育の実践科学 (発達保育実践政策学研究のフロントランナー:第1巻)
秋田喜代美, 遠藤利
彦編集

中央法規出版 376.1/A37/1

1237 保育・子育ての社会科学 (発達保育実践政策学研究のフロントランナー:第2巻)
秋田喜代美, 小玉重
夫編集

中央法規出版 376.1/A37/2

1238 乳幼児の発達科学 (発達保育実践政策学研究のフロントランナー:第3巻)
秋田喜代美, 遠藤利
彦編集

中央法規出版 376.1/A37/3

1239
パターンと練習問題でだれでも書けるようになる!保育実習日誌・指導案 : 幼稚園の教育実習でも活用でき
る! (幼児教育サポートBOOKS)

浅井拓久也編著 明治図書出版 376.1/A83

1240 実習場面と添削例から学ぶ!保育・教育実習日誌の書き方 改訂版 小泉裕子編著 中央法規出版 376.1/Ko38

1241 これからの時代の保育者養成・実習ガイド : 学生・養成校・実習園がともに学ぶ
大豆生田啓友, 渋谷
行成, 鈴木美枝子,
田澤里喜編著

中央法規出版 376.1/Ko79

1242 保育の場における子どもの対人葛藤 : 人間理解の共感的まなざしの中で 水津幸恵著 ミネルヴァ書房 376.1/Ku51

1243 最新保育資料集 2021 幼児保育研究会編 ミネルヴァ書房 376.1/Sa22/'21

1244 子ども家庭支援の心理学 (新保育ライブラリ)
佐久間路子編著/福丸
由佳編著

北大路書房 376.1/Sa45

1245 0〜5歳児春夏秋冬環境づくり : すぐに使える378のアイディア (保カリbooks:54) 瀧川光治著 ひかりのくに 376.1/Ta71

1246 保育の心理学 (新保育ライブラリ)
藤崎眞知代編著/無藤
隆編著

北大路書房 376.11/F66
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1247 教える赤ちゃん・察する赤ちゃん : 他者を理解し働きかけるこころの発達と起源 孟憲巍著 ナカニシヤ出版 376.11/Mo21

1248 マリア・モンテッソーリ「0歳からの教育の尊さ」 : 響き合う保育と医療 保田恵莉著 学苑社 376.11/Mo38

1249 実践につながる新しい子どもの理解と援助 : いま、ここに生きる子どもの育ちをみつめて 大浦賢治編著 ミネルヴァ書房 376.11/O92

1250 あるく・はなす・かんがえる : ウルリケ・ペッター講義録
ウルリケ・ペッター
著/入間カイ訳

水声社 376.11/St3

1251 試験対策のプロが徹底分析!保育士でる順問題集 2021年版 ライセンス学院著 ナツメ社 376.14//'21

1252 子どもの健康と安全 (新保育ライブラリ)
加藤則子編著/菅井敏
行編著

北大路書房 376.14/Ka86

1253 保育で使える文章の教科書 : もう「書く」「伝える」に困らない! 改訂版 木梨美奈子監修 つちや書店 376.14/Ki41

1254
ワークで学ぶ子どもの「育ち」をとらえる保育記録の書き方 : 幼稚園・保育所・認定こども園対応 0〜2歳
児編

大方美香編著 中央法規出版 376.14/O23/1

1255
ワークで学ぶ子どもの「育ち」をとらえる保育記録の書き方 : 幼稚園・保育所・認定こども園対応 3〜5歳
児編

大方美香編著 中央法規出版 376.14/O23/2

1256
パターンと練習問題でだれでも書けるようになる!0〜5歳児の全体的な計画・指導計画・要録 : 保育所・幼
稚園・認定こども園に対応! (幼児教育サポートBOOKS)

浅井拓久也編著 明治図書出版 376.15/A83

1257 「10の姿」で展開する!幼児教育の計画&実践アイデア (幼児教育サポートBOOKS) 浅井拓久也編著 明治図書出版 376.15/A83

1258
保育サポートブック0・1歳児クラスの教育 : 指導計画から保育ドキュメンテーションまで 改訂版 (プリプ
リbooks)

保育総合研究会監修
世界文化ワンダーク
リエイト/世界文化社
(発売)

376.15/H81/0・1

1259
保育サポートブック2歳児クラスの教育 : 指導計画から保育ドキュメンテーションまで 改訂版 (プリプリ
books)

保育総合研究会監修
世界文化ワンダーク
リエイト/世界文化社
(発売)

376.15/H81/2

1260
保育サポートブック3歳児クラスの教育 : 指導計画から保育ドキュメンテーションまで 改訂版 (プリプリ
books)

保育総合研究会監修
世界文化ワンダーク
リエイト/世界文化社
(発売)

376.15/H81/3

1261
保育サポートブック4歳児クラスの教育 : 指導計画から保育ドキュメンテーションまで 改訂版 (プリプリ
books)

保育総合研究会監修
世界文化ワンダーク
リエイト/世界文化社
(発売)

376.15/H81/4

1262
保育サポートブック5歳児クラスの教育 : 指導計画から保育ドキュメンテーションまで 改訂版 (プリプリ
books)

保育総合研究会監修
世界文化ワンダーク
リエイト/世界文化社
(発売)

376.15/H81/5

1263
これなら書ける!3歳児の指導計画 : 各計画の「ねらい」の関連がわかる!&指針・要領対応!〜2018年度施行
〜

神長美津子監修 ひかりのくに 376.15/Ka37/3

1264
これなら書ける!4歳児の指導計画 : 各計画の「ねらい」の関連がわかる!&指針・要領対応!〜2018年度施行
〜

神長美津子監修 ひかりのくに 376.15/Ka37/4
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1265
これなら書ける!5歳児の指導計画 : 各計画の「ねらい」の関連がわかる!&指針・要領対応!〜2018年度施行
〜

神長美津子監修 ひかりのくに 376.15/Ka37/5

1266 保育の計画と評価 (新保育ライブラリ) 北野幸子編著 北大路書房 376.15/Ki69

1267 0〜5歳児保育の手あそび : 季節・行事・生活・あやし歌 (保カリbooks:55) 阿部直美編著 ひかりのくに 376.156/A13

1268 保育に役立つあそびのアイデア
阿部直美, 浅野なな
み著

成美堂出版 376.156/A13

1269 使える!保育のあそびネタ集 工作あそび編 [2021] 井上明美編著 自由現代社 (発売)
376.156/InA/K-
'21

1270 遊びが広がる保育内容のアイディア
西海聡子編著/榎本眞
実 [ほか著]

萌文書林 376.156/N83

1271 0.1.2歳児毎日できるふだんあそび100 : あそびに夢中になる子どもと出会おう (保育力UP!)
安井素子, 高崎温美,
浦中こういち著

[学研教育みら
い]/[学研プラス (発
売)]

376.156/Z3

1272 子どもの姿からはじめる領域・言葉 (シリーズ知のゆりかご : イメージを学びの翼に)
秋田喜代美, 砂上史
子編

みらい 376.158/A37

1273 保育実践に生きる「言語表現」 : 児童文化財活用のエッセンス 馬見塚昭久著 萌文書林 376.158/Ma42

1274 文学で育ちあう子どもたち : 絵本・あそび・劇 (保育問題研究シリーズ)
全国保育問題研究協
議会編

新読書社 376.158/Z3

1275 スタンフォードが中高生に教えていること (SB新書:528) 星友啓著 SBクリエイティブ 376.48/Su83

1276 国際学部 : 中高生のための学部選びガイド (なるにはBooks. 大学学部調べ) 三井綾子著 ぺりかん社 376.8

1277 塾 : 私的補習ルールの国際比較
マーク・ブレイ,
オーラ・クウォ著/森
いづみ [ほか] 訳

東信堂 376.8/B71

1278 カンペキ中学受験 2022 (AERA進学MOOK) 朝日新聞出版 376.83//'22

1279 さよなら「正解主義」
船橋伸一, 河村振一
郎著

高等教育開発研究所/
サンクチュアリ出版
(発売)

376.87/F88

1280 フランスのバカロレアにみる論述型大学入試に向けた思考力・表現力の育成
細尾萌子, 夏目達也,
大場淳編著

ミネルヴァ書房 376.87/F92

1281 大学はどこまで「公平」であるべきか : 一発試験依存の罪 (中公新書ラクレ:714) 橘木俊詔著 中央公論新社 376.87/Ta13

1282 女性リーダー育成への挑戦 : 昭和女子大学創立100周年記念出版 (昭和女子大学女性文化研究叢書:第12集)
昭和女子大学女性文
化研究所編

御茶の水書房 377.04/Sh97
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1283 大学事務組織の始動書
大学行政管理学会大
学事務組織研究会編
著

学校経理研究会 377.1/D16

1284 日本の大学経営 : 自律的・協働的改革をめざして 両角亜希子著 東信堂 377.1/Mo77(1)

1285 不確実な時代の大学戦略 : 日本社会のグローバル化と大学の役割 内田勝一著 成文堂 377.1/U14

1286 実務家教員の理論と実践 : 人生100年時代の新しい「知」の教育
実務家教員COEプロ
ジェクト編/川山竜二
[ほか] 著

先端教育機構社会情
報大学院大学出版部/
先端教育機構 (発売)

377.13/J55

1287 大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる! 5訂版 世界思想社編集部編 世界思想社 377.15/Se22

1288 授業改善 (シリーズ大学の教授法:6)
佐藤浩章編著/栗田佳
代子編著

玉川大学出版部 377.15/ShD/6

1289 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

1290 大学ランキング 2022年版 (AERA MOOK) 朝日新聞出版 377.21//'22

1291 コロナ後の教育へ : オックスフォードからの提唱 (中公新書ラクレ:708) 苅谷剛彦著 中央公論新社 377.21/Ka67

1292 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

1293 科学が照らす未来 (AERAムック) 朝日新聞出版 377.28/WaD

1294 海外の有名大学に、リモートで留学する 姫松冬紫著 ぱる出版 377.6/H59

1295 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

1296 社会人基礎力が身につくキャリアデザインブック 自己理解編 寿山泰二著 金子書房 377.9/Su89/1

1297 大学生のためのキャリアデザイン入門
岩上真珠, 大槻奈巳
編

有斐閣 377.95/I93

1298 どうして就職活動はつらいのか 双木あかり著 大月書店 377.95/N47

1299 Web面接完全突破法 : カリスマ講師が教える新時代の面接術 坪田まり子著 エクシア出版 377.95/Ts19

1300 東大闘争の天王山 : 「確認書」をめぐる攻防 河内謙策著
花伝社/共栄書房 (発
売)

377.96/To46

1301 障害児教育福祉史の人物 : 保育・教育・福祉・医療で支える 小川英彦著 三学出版 378.021/O24

1302 「障害」から問い直す特別ニーズ教育 (SNEジャーナル:第26巻第1号)
日本特別ニーズ教育
学会『SNEジャーナ
ル』編集委員会編

文理閣 378.05/N71
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1303 DVDでよくわかる基本の手話 : すぐに使える会話と表現 新版 (コツがわかる本) 野口岳史監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

378.28/N93

1304 カリキュラム・マネジメントで子どもが変わる!学校が変わる! : 広島県立三原特別支援学校の実践
広島県立三原特別支
援学校編著

ジアース教育新社 378.6/H73

1305 発達障害・知的障害のための合理的配慮ハンドブック
土橋圭子, 渡辺慶一
郎編

有斐閣 378.8/D81

1306 子どもの発達障害とソーシャルスキルトレーニングのコツがわかる本 西永堅著 ソシム 378.8/N85

1307 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

1308 インクルーシブな学校をつくる : 北欧の研究と実践に学びながら
石田祥代, 是永かな
子, 眞城知己編著

ミネルヴァ書房 378/I54

1309 特別支援教育ベーシック 坂本裕編著 明治図書出版 378/Sa32

1310 障害の重い子どもの目標設定ガイド : 授業における「Sスケール」の活用 第2版 徳永豊編著 慶應義塾大学出版会 378/To41

1311 特別の支援を必要とする多様な子どもの理解 : 「医教連携」で読み解く発達支援

吉田ゆり編著/長崎大
学子どもの心の医
療・教育センター監
修

北大路書房 378/Y86

1312
ヴィゴツキー理論でのばす障害のある子どものソーシャルスキル : 日常生活と遊びがつくる「発達の社会
的な場」

アーラ・ザクレーピ
ナ著/広瀬信雄訳

明石書店 378/Z1

1313 ワークショップデザイン論 : 創ることで学ぶ 第2版
山内祐平, 森玲奈,
安斎勇樹著

慶應義塾大学出版会 379.6/W35

1314 紙1枚!独学法 : すべての知識を「20字」でまとめる 浅田すぐる著 SBクリエイティブ 379.7/A81

1315 東大教授が教える!デキる大人の勉強脳の作り方
池谷裕二監修/オゼキ
イサム絵

日本図書センター 379.7/I33

1316 勉強の価値 (幻冬舎新書:607, も-7-6) 森博嗣著 幻冬舎 379.7/Mo48

1317 夢を叶えるための勉強法 鈴木光著 KADOKAWA 379.7/Su96

1318 10年後の子どもに必要な「見えない学力」の育て方 : 「困った子」は「困っている子」 木村泰子著 青春出版社 379.9/Ki39

1319 ストレス時代のこどもの学び 副島賢和著 風鳴舎 379.9/So22

1320 親が変われば、子どもが変わる : アスリートの親に学ぶ「子どもを伸ばすスゴイ言葉」 鈴木颯人著
三五館シンシャ/フォ
レスト出版 (発売)

379.9/Su96

1321 子どもの脳を育てる「運動遊び」 : 10歳からの学力に劇的な差がつく 柳澤弘樹著 日本実業出版社 379.9/Y53
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1322 熊楠と幽霊 (インターナショナル新書:065) 志村真幸著
集英社インターナ
ショナル/集英社 (発
売)

380.1/Mi36

1323 「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

1324 樺太アイヌ民族誌 : その生活と世界観
大貫恵美子著/阪口諒
訳

青土社 382.292/O68

1325 親子とは何か : ナイジェリア・ハウサ社会における「里親教育」の民族誌 梅津綾子著 春風社 382.445/U73

1326 誰がメンズファッションをつくったのか? : 英国男性服飾史
ニック・コーン著/奥
田祐士訳

DU BOOKS/ディスクユ
ニオン (発売)

383.14/C83

1327 アクセサリーの考古学 : 倭と古代朝鮮の交渉史 (歴史文化ライブラリー:522) 高田貫太著 吉川弘文館 383.3/Ta55

1328 すぐわかる日本の装身具 : 「飾り」と「装い」の文化史
露木宏監修・執筆/宮
坂敦子執筆

東京美術 383.3/Ts96

1329 赤毛の文化史 : マグダラのマリア、赤毛のアンからカンバーバッチまで
ジャッキー・コリ
ス・ハーヴィー著/北
田絵里子訳

原書房 383.5/H34

1330 縁食論 : 孤食と共食のあいだ 藤原辰史著 ミシマ社 383.8/F56

1331 魚食から文化を知る : ユダヤ教、キリスト教、イスラム文化と日本 平川敬治著 鳥影社 383.8/H64

1332 嗜好品の社会学 : 統計とインタビューからのアプローチ 小林盾編 東京大学出版会 383.8/Ko12

1333 「共食」の社会史 原田信男著 藤原書店 383.81/H32

1334 餅と日本人 : 「餅正月」と「餅なし正月」の民俗文化論 (読みなおす日本史) 安室知著 吉川弘文館 383.81/Y65

1335 英国の喫茶文化
クレア・マセット著/
野口結加訳

論創社 383.889/Ma65

1336 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

1337 イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑 (角川ソフィア文庫:J134-1)
澤宮優文/平野恵理子
イラスト

KADOKAWA 384.3/Sa95

1338 河川漁撈の環境民俗学 : 淀川のフィールドから 伊藤廣之著 和泉書院 384.36/I89

1339 選択される命 : 子どもの誕生をめぐる民俗 鈴木由利子著 臨川書店 385.2/Su96

1340 お葬式の言葉と風習 : 柳田國男『葬送習俗語彙』の絵解き事典 高橋繁行著 創元社 385.6/Ta33

1341 よいマナーでよい人生を! マンリオ・カデロ著 勉誠出版 385.9/C11

1342 「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内えみ著 ダイヤモンド社 385.9/Su73
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1343
日本人のしきたり : 正月行事、豆まき、大安吉日、厄年…に込められた知恵と心 (青春新書
intelligence:PI-046)

飯倉晴武編著 青春出版社 385/I27

1344 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/'2
0

1345 和歌山県の祭りと民俗
和歌山県民俗芸能保
存協会編

東方出版 386.166/W28

1346 盆踊りの戦後史 : 「ふるさと」の喪失と創造 (筑摩選書:0202) 大石始著 筑摩書房 386.81/O33

1347 田の神石像、誕生のルーツを探る : 仏像系、神像系、その他の分類と作製年代を考察する 八木幸夫写真・文 南方新社 387/Y16

1348 昔話と子どもの空想 (TCLブックレット)
東京子ども図書館編
纂

東京子ども図書館 388.04/To46

1349 日本怪異伝説事典 えいとえふ著 笠間書院 388.1/E39

1350 日本の神話・伝説を歩く 吉元昭治著 勉誠出版 388.1/Y91

1351 鬼の話 上巻 : 新装版 文彦生編/鈴木博訳 青土社 388.22/B89/1

1352 鬼の話 下巻 : 新装版 文彦生編/鈴木博訳 青土社 388.22/B89/2

1353 龍の起源 (角川文庫:22521) 荒川紘 [著] KADOKAWA 388/A63

1354 リターンズ : 二十一世紀に先住民になること
ジェイムズ・クリ
フォード [著]/星埜
守之訳

みすず書房 389.04/C78

1355 文化人類学のエッセンス : 世界をみる/変える (有斐閣アルマ:Interest)
春日直樹, 竹沢尚一
郎編

有斐閣 389/Ka79

1356 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

1357 交渉に生を賭ける : 東アフリカ牧畜民の生活世界 (生態人類学は挑む:Monograph1) 太田至著 京都大学学術出版会 389/O81

1358 動く・集まる (生態人類学は挑む:Session1) 大塚柳太郎編 京都大学学術出版会 389/O88

1359 The Oxford handbook of U.S. national security

edited by Derek S.
Reveron, Nikolas K.
Gvosdev, and John
A. Cloud

Oxford University
Press

392.53/O93

1360 基地問題の国際比較 : 「沖縄」の相対化 川名晋史編 明石書店 395.3/Ka96

1361 はじめての科学哲学 八木沢敬著 岩波書店 401/Y16
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1362 良心から科学を考える : パンデミック時代への視座
同志社大学良心学研
究センター編

岩波書店 404/D88

1363 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

1364 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

1365 ヘンな科学 : "イグノーベル賞"研究40講 五十嵐杏南著 総合法令出版 404/I31

1366
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

1367 身近な科学が人に教えられるほどよくわかる本 : 「朝起きてから、寝るまで」のサイエンス 左巻健男編著 SBクリエイティブ 404/Sa57

1368 自然界に隠された美しい数学 (河出文庫:イ4-1)
I.スチュアート著/梶
山あゆみ訳

河出書房新社 404/St5

1369 科学で大切なことは本と映画で学んだ 渡辺政隆 [著] みすず書房 404/W46

1370 理系英語のプレゼンテーション Ver. 2 (理系たまごシリーズ:4. 世界で活躍する理工系研究者を目指して)
野口ジュディー [ほ
か] 著

アルク 407/R41

1371 なっとくする数学記号 : π、e、iから偏微分まで (ブルーバックス:B-2161) 黒木哲徳著 講談社 408/11/2161

1372 細胞生物学 (ブルーバックス:B-2163. カラー図解アメリカ版新大学生物学の教科書:第1巻)

D・サダヴァ他著/石
崎泰樹, 中村千春監
訳・翻訳/小松佳代子
翻訳

講談社 408/11/2163

1373 分子遺伝学 (ブルーバックス:B-2164. カラー図解アメリカ版新大学生物学の教科書:第2巻)

D・サダヴァ他著/中
村千春, 石崎泰樹監
訳・翻訳/小松佳代子
翻訳

講談社 408/11/2164

1374 生化学・分子生物学 (ブルーバックス:B-2165. カラー図解アメリカ版新大学生物学の教科書:第3巻)

D・サダヴァ他著/中
村千春, 石崎泰樹監
訳・翻訳/小松佳代子
翻訳

講談社 408/11/2165

1375 寿命遺伝子 : なぜ老いるのか何が寿命を導くのか (ブルーバックス:B-2166) 森望著 講談社 408/11/2166

1376 三体問題 : 天才たちを悩ませた400年の未解決問題 (ブルーバックス:B-2167) 浅田秀樹著 講談社 408/11/2167

1377 大学入試数学不朽の名問100 : 大人のための「数学腕試し」 (ブルーバックス:B-2168) 鈴木貫太郎著 講談社 408/11/2168
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1378 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

1379 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

1380 子どもの算数、なんでそうなる? (岩波科学ライブラリー:302) 谷口隆著 岩波書店 408/14/302

1381 深層学習の原理に迫る : 数学の挑戦 (岩波科学ライブラリー:303) 今泉允聡著 岩波書店 408/14/303

1382 ルネサンスの数学思想 東慎一郎著 名古屋大学出版会 410.2/H55

1383 数学用語英和辞典 : 和英索引付き 新訂版 蟹江幸博編 近代科学社 410.33/Ka55

1384 数学オリンピック 2016-2020
数学オリンピック財
団監修

日本評論社
410.78/SuO/'16-
'20

1385
数学ですごい「脳トレ」 : 今日から直感力、論理力、思考力が鍛えられる! (サイエンス・アイ新書:SIS-
446)

本丸諒著 SBクリエイティブ 410.79/H85

1386 離散群の幾何学 (現代基礎数学:5) 藤原耕二著 朝倉書店 410/G34/5

1387 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

1388 基礎数学 第2版 (高専テキストシリーズ)
上野健爾監修/高専の
数学教材研究会編

森北出版 410/Ko83

1389 中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる : なぜ?を解決! 増補改訂版 小杉拓也著 ベレ出版 410/Ko89

1390 アートのための数学 第2版 牟田淳著 オーム社 410/Mu91

1391 数学は図で考えるとおもしろい (青春新書PLAY BOOKS:P-1179) 白取春彦著 青春出版社 410/Sh86

1392 新基礎数学 改訂版 高遠節夫ほか著 大日本図書 410/Ta55

1393 武器になる「わり算」 : 知っている人が一生得する計算式 柳谷晃著 KADOKAWA 411.1/Y53

1394 対数 (東京大学の先生伝授) 山本昌宏監修 ニュートンプレス 411.2/Y31

1395 単位が取れる線形代数ノート 改訂第2版 (単位が取れるシリーズ) 齋藤寛靖著 講談社 411.3/Sa25

1396 数学で考える!世界をつくる方程式50
リッチ・コクラン著/
山本常芳子訳

ニュートンプレス 411.4/C82

1397 微分積分の基礎 : 大学教養 (数研講座シリーズ) 市原一裕著 数研出版 413.3/I13

1398 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

1399 文系のためのめっちゃやさしい微分積分 : 東京大学の先生伝授 山本昌宏監修 ニュートンプレス 413.3/Y31

1400 三角関数 (東京大学の先生伝授. 文系のためのめっちゃやさしい) 山本昌宏監修 ニュートンプレス 413.59/Y31
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1401 深遠なる「幾何学」の世界 (ビジュアルガイドもっと知りたい数学:3)
マイク・ゴールドス
ミス著/緑慎也訳

創元社 414/G61

1402 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

1403 Rで学ぶ統計的データ解析 (データサイエンス入門) 林賢一著/下平英寿編 講談社 417/H48

1404 よくわかる統計学 : レポートを書くときに迷わず使えて役に立つ 第3版 看護医療データ編
石村友二郎, 久保田
基夫著

東京図書 417/I78

1405 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

1406 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

1407 統計学リテラシー 田中勝 [ほか] 共著 培風館 417/To29

1408 和算 : 江戸の数学文化 (中公選書:114) 小川束著 中央公論新社 419.1/O24

1409 物理学者のすごい思考法 (インターナショナル新書:067) 橋本幸士著
集英社インターナ
ショナル/集英社 (発
売)

420.4/H38

1410 物理村の風景 : 人・物理・巨人・追想をちりばめた宝石箱 : エッセイ集 亀淵迪著 日本評論社 420.4/Ka33

1411 入試問題で味わう東大物理 三澤信也著 オーム社 420/Mi51

1412 始まりから知ると面白い物理学の授業 : イラスト図解で超わかる : 世界は物理法則で成り立っている 左巻健男編著 山と溪谷社 420/Sa57

1413 空間は実在するか (インターナショナル新書:063) 橋元淳一郎著
集英社インターナ
ショナル/集英社(発
売)

421.2/H38

1414 物理学を志す人の量子力学 河辺哲次著 裳華房 421.3/Ka91

1415 「ニュートリノと重力波」のことが一冊でまるごとわかる 郡和範著 ベレ出版 429.6/Ko79

1416 物質・材料をまなぶ化学
山口佳隆, 伊藤卓共
著

裳華房 430/Y24

1417 元素大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) 桜井弘監修 ニュートンプレス 431.11/Sa47

1418 空気と人類 : いかに「気体」を発見し、手なずけてきたか
サム・キーン著/寒川
均訳

白揚社 435/Ke11

1419 なぜか宇宙はちょうどいい : この世界を創った奇跡のパラメータ22 松原隆彦著 誠文堂新光社 440.12/Ma73

1420 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
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1421 星をみつめて : 京大花山天文台から 花山宇宙文化財団編
京都新聞出版セン
ター

440.4/Ka99

1422 天文年鑑 2021年版
天文年鑑編集委員会
編

誠文堂新光社 440.59/TeN/'21

1423 すべての人に星空を : 「病院がプラネタリウム」の風景 高橋真理子著 新日本出版社 440.76/Ta33

1424 星空ガイド 2021 藤井旭企画・構成 誠文堂新光社 443.8/FuA/'21

1425 地図づくりの現在形 : 地球を測り、図を描く (講談社選書メチエ:741) 宇根寛著 講談社 448.9/U75

1426 地球科学入門 : カラー図解 : 地球の観察 : 地質・地形・地球史を読み解く
平朝彦, 海洋研究開
発機構著

講談社 450/Ta23

1427 山の観天望気 : 雲が教えてくれる山の天気 (ヤマケイ新書:YS056)
猪熊隆之, 海保芽生
著

山と溪谷社 451.2/I56

1428 世界の気象現象 : 奇跡と神秘の科学
ロバート・J.フォー
ド著/戸田早紀訳

河出書房新社 451/F39

1429 日本の海洋保全政策 : 開発・利用との調和をめざして 牧野光琢著 東京大学出版会 452/Ma35

1430 日本列島の未来 : オールカラー図解 : これからも起こる地震や火山噴火のしくみ 中島淳一著 ナツメ社 453.21/N34

1431 首都直下地震と南海トラフ (MdN新書:016) 鎌田浩毅著
エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
ス (発売)

453/Ka31

1432 ぶらり大阪「高低差」地形さんぽ 新之介著 140B 454.9163/Sh64

1433 恐竜大図鑑 : アメリカ自然史博物館
マーク・A・ノレル著
/久保美代子訳

化学同人 457.87/N96

1434 恐竜大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) 小林快次監修 ニュートンプレス 457.87/N99

1435 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

1436 基礎生命科学実験 3版
東京大学教養学部基
礎生命科学実験編集
委員会編

東京大学出版会 460.75/To46

1437 種を語ること、定義すること : 種問題の科学哲学 網谷祐一著 勁草書房 461.1/A45

1438 南極ダイアリー (講談社選書メチエ:739) 水口博也著 講談社 462.79/Mi36

1439 Life science : 長生きせざるをえない時代の生命科学講義 吉森保著
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

463.6/Y91
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1440 人を幸せにする魂と遺伝子の法則 村上和雄著 致知出版社 467.2/Mu43

1441 スイッチ・オンの生き方 : 遺伝子が目覚めれば、人生が変わる : 子供にも教えたい 村上和雄著 致知出版社 467.2/Mu43

1442 エッセンシャル遺伝学・ゲノム科学
ダニエル・L・ハート
ル [著]

化学同人 467/H33

1443 海の歴史と未来 (人と生態系のダイナミクス:4) 堀正和, 山北剛久著 朝倉書店 468/H89

1444 人間この未知なるもの 改訂新版
アレキシス・カレル
著/渡部昇一訳・解説
/江藤裕之編集

三笠書房 469/C22

1445 草花もの知り事典 新版 平凡社編 平凡社 470.33/H51

1446 面白くて眠れなくなる植物学 (PHP文庫:い101-1) 稲垣栄洋著 PHP研究所 470.4/I52

1447 野の花拡大図鑑 : 道ばたに咲く花たちの美しくて不思議なカタチ 岩槻秀明著 日本文芸社 470/I97

1448 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

1449 動物園・その歴史と冒険 (中公新書ラクレ:713) 溝井裕一著 中央公論新社 480.76/Mi93

1450 ダイオウイカvs.マッコウクジラ : 図説・深海の怪物たち (ちくま新書:1566) 北村雄一著 筑摩書房 481.74/Ki68

1451 絶滅危惧種を喰らう 秋道智彌, 岩崎望編 勉誠出版 482/A35

1452 虫は人の鏡 : 擬態の解剖学
養老孟司著/海野和男
写真

毎日新聞出版 486.1/Y84

1453 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

1454 身近な「鳥」の生きざま事典 : 散歩道や通勤・通学路で見られる野鳥の不思議な生態 一日一種著 SBクリエイティブ 488.1/I16

1455 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

1456 キリン解剖記 郡司芽久著 ナツメ社 489.87/G94

1457 患者の話は医師にどう聞こえるのか : 診察室のすれちがいを科学する
ダニエル・オーフリ
[著]/原井宏明, 勝田
さよ訳

みすず書房 490.14/O19

1458 死にゆく過程を生きる : 終末期がん患者の経験の社会学 田代志門著 世界思想社 490.14/Ta93
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1459 医療の外れで : 看護師のわたしが考えたマイノリティと差別のこと 木村映里著 晶文社 490.15/Ki39

1460 研究倫理とは何か : 臨床医学研究と生命倫理 田代志門著 勁草書房 490.15/Ta93

1461 すべてあなたが決めていい 玉置妙憂著 490.16/Ta78

1462 0番目の患者 : 逆説の医学史
リュック・ペリノ著/
広野和美, 金丸啓子
訳

柏書房 490.2/P42

1463 揺らぐいのち : 生老病死の現場に寄り添う聖たち 北村敏泰著 晃洋書房 490.4/Ki68

1464 臨床研究の教科書 : 研究デザインとデータ処理のポイント 第2版 川村孝著 医学書院 490.7/Ka95

1465 みんなの研究倫理入門 : 臨床研究になぜこんな面倒な手続きが必要なのか 田代志門著 医学書院 490.7/Ta93

1466 オランダ絵画にみる解剖学 : 阿蘭陀外科医の源流をたどる

フランク・イペマ,
トーマス・ファン・
ヒューリック著/森
望, セバスティア
ン・カンプ訳

東京大学出版会 491.1/I29

1467 イラストで知る発声ビジュアルガイド

セオドア・ダイモン
著/G・デヴィッド・
ブラウンイラスト/篠
原玲子訳

音楽之友社 491.135/D75

1468 解剖生理学 第4版 (新体系看護学全書. 人体の構造と機能:1)
橋本尚詞, 鯉淵典之
編著

メヂカルフレンド社 491.31/H38

1469
死とは何か : そのとき私たちの体で何がおきるのか (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 491.358/N99

1470 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

1471 「脳と文明」の暗号 : 言語と音楽、驚異の起源 (ハヤカワ文庫:8609. ハヤカワ文庫NF:NF566)
マーク・チャンギー
ジー著/中山宥訳

早川書房 491.371/C33

1472 やる気と行動が脳を変える : 良い習慣の形成から認知症の予防まで 切池信夫著 日本評論社 491.371/Ki53

1473 「嫌いっ!」の運用 (小学館新書:[385]) 中野信子著 小学館 491.371/N39

1474 薬理学 (看護学テキストnice)
荻田喜代一, 首藤誠
編集

南江堂 491.5/O25

1475 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

1476 Dr.新妻免疫塾 : 正しく知る!ウイルス感染と免疫の基礎 新妻耕太著 東京図書 491.8/N72
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1477 つなげてみたらスルスルわかる!生化学・生理学・解剖学 橋本さとみ編著
学研メディカル秀潤
社/学研プラス (発
売)

491/H38

1478 臨床薬理学 第5版 (ナーシング・グラフィカ. 疾病の成り立ち:2) 古川裕之 [ほか] 編 メディカ出版 491/Sh79/2

1479 看護学生のための重要症状ドリル : 授業・実習・国試に役立つ! フラピエかおり編著 メヂカルフレンド社 492.9/F92

1480 考えることは力になる : ポストコロナを生きるこれからの医療者の思考法 岩田健太郎著 照林社 492.9/I97

1481 疾病の成り立ちと医療の方向性 : 看護学生のための人間科学 第3版 (Subnote for Lecture) 金森昌彦編著 ふくろう出版 492.9/Ka45

1482 医療安全 第4版 (ナーシング・グラフィカ. 看護の統合と実践:2)
松下由美子, 杉山良
子, 小林美雪編

メディカ出版 492.9/Ka54/2

1483 川嶋みどり看護の羅針盤366の言葉 川嶋みどり著 ライフサポート社 492.9/Ka97

1484 看護学生必携資料集
メヂカルフレンド社
編集部編集

メヂカルフレンド社 492.9/Me28

1485
ナイチンゲールと「三重の関心」 : 病をいやす看護、健康をまもる看護 (ナイチンゲール生誕200年記念出
版)

フローレンス・ナイ
チンゲール著/早野
ZITO真佐子訳

日本看護協会出版会 492.9/N71

1486 看護実践マネジメント/医療安全 第3版 (新体系看護学全書. 看護の統合と実践:1) 小澤かおり編集 メヂカルフレンド社 492.9/O97

1487 看護関係法規 : 看護職の責任と法的根拠を学ぶ (看護学テキストnice)
田中幸子, 野村陽子
編

南江堂 492.9/Ta84

1488 高度実践看護統合的アプローチ 第2版
Mary Fran Tracy,
Eileen T.O'Grady編
集

へるす出版 492.9/Tr1

1489 看護学生のためのACPワークブック

濱田安岐子編著/フ
リージア・ナースの
会監修/武藤朋子著/
坂本眞美著/日向一代
著/大島敏子著

メヂカルフレンド社 492.9014/H22

1490
看護における危機理論・危機介入 : フィンク/コーン/アグィレラ/ムース/家族の危機モデルから学ぶ 第4
版

小島操子著 金芳堂
492.9014/Ko39(1
)

1491 コルカバコンフォート理論 : 理論の開発過程と実践への適用
キャサリン・コルカ
バ著/川崎由理, 高橋
香代子, 丸谷美紀訳

医学書院
492.9014/Ko55(1
)
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1492 共感 : 看護における共感の測定と開発 1st edition

William J.
Reynolds[著]/青山好
美, 片山はるみ, 鈴
江毅訳

クオリティア 492.9014/R29

1493 看護のためのクリティカルケア場面の問題解決ガイド : 基礎からわかる臨床に活かす倫理調整
江川幸二, 山勢博彰
編集

三輪書店 492.9015/E29

1494 看護倫理 : よい看護・よい看護師への道しるべ 改訂第3版 (看護学テキストnice) 小西恵美子編集 南江堂 492.9015/Ko75

1495 看護歴史研究入門 (看護の歴史ライブラリー:第1巻) 鈴木紀子著 看護の科学社 492.902/Su96

1496 人間主義の看護をめざして : 新しい看護観創造への挑戦 稲光禮子監修 メディカル・ネット 492.907/I53

1497 はじめて学ぶケーススタディ : 書き方のキホンから発表のコツまで 第2版 國澤尚子編著 総合医学社 492.907/Ku45

1498 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

1499 臨床判断ティーチングメソッド
三浦友理子, 奥裕美
著

医学書院 492.907/Mi67

1500 看護技術の教育史 : 占領期の看護技術教育 (看護の歴史ライブラリー:第2巻) 滝内隆子著 看護の科学社 492.907/Ta73

1501 よくわかる看護研究の進め方・まとめ方 第3版
横山美江編著/大木秀
一 [ほか] 著

医歯薬出版 492.907/Y79

1502 看護師国試必修問題完全予想550問 2021 (プチナース)
看護師国家試験対策
プロジェクト編

照林社 492.9079//'21

1503 看護師国試ここだけ覚える! 2021(第4版) (プチナース)
看護師国家試験対策
プロジェクト編集

照林社 492.9079//'21

1504 教育学 第8版 (系統看護学講座:基礎分野)
木村元編集/木村元
[ほか] 執筆

医学書院
492.908/Ke28/['
21]

1505 文化人類学 第4版 (系統看護学講座:基礎分野)
波平恵美子編集/波平
恵美子 [ほか] 執筆

医学書院
492.908/Ke28/['
21]

1506 医療概論 第1版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 健康支援と社会保障制度:1) 康永秀生著 医学書院
492.908/Ke28/['
21]

1507 病理学 第6版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 疾病のなりたちと回復の促進:1) 大橋健一著者代表 医学書院
492.908/Ke28/['
21]

1508 基礎看護技術 第18版 1 (系統看護学講座:専門分野 1. 基礎看護学:2) 茂野香おる著者代表 医学書院
492.908/Ke28/['
21]

1509 基礎看護技術 第18版 2 (系統看護学講座:専門分野 1. 基礎看護学:3) 任和子著者代表 医学書院
492.908/Ke28/['
21]
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1510 母性看護学概論 第14版 (系統看護学講座:専門分野 2. 母性看護学:1) 森恵美著者代表 医学書院
492.908/Ke28/['
21]

1511 看護情報学 第3版 (系統看護学講座:別巻) 中山和弘著者代表 医学書院
492.908/Ke28/['
21]

1512 臨床放射線医学 第10版 (系統看護学講座:別巻) 尾尻博也著者代表 医学書院
492.908/Ke28/['
21]

1513
骨・関節・筋疾患患者の看護 皮膚疾患患者の看護 眼疾患患者の看護 耳鼻咽喉疾患患者の看護 歯・口腔疾
患患者の看護 第3版 (看護学入門:[2021年度版]:10巻. 成人看護:3)

小林寛伊監修 メヂカルフレンド社
492.908/Me28/'2
1-10

1514 保健医療福祉のしくみ・看護と法律 第12版 (看護学入門:[2021]:5巻) 山本光昭著者代表 メヂカルフレンド社
492.908/Me28/'2
1-5

1515 エキスパートナースの知恵袋 : 先輩ナースの意地悪なシツモンに答えられる本
エキスパートナース
編集部, 下山昭知編
著

照林社 492.911/E42

1516 看護学生のための臨床検査ドリル : 検査がわかる!アセスメントに役立つ! 林陸郎編著 メヂカルフレンド社 492.911/H48

1517 基礎看護技術 第3版 (看護実践のための根拠がわかる)
角濱春美, 梶谷佳子
編著

メヂカルフレンド社 492.911/Ka14

1518 検査ポイントブック : アセスメント・ケアにつながる
窓岩清治監修/東京都
済生会中央病院看護
部副主任会執筆

照林社 492.911/Ma25

1519 看護にいかす触れるケア : エビデンスに基づくハンドマッサージとメディカル・タッチ
岡本佐智子編著/前川
知子, 見谷貴代著

中央法規出版 492.911/O42

1520 フィジカルアセスメントポケットBOOK : オールカラー
鈴木美穂, 山花令子
編著

照林社 492.913/Su96

1521 ゴードンの機能的健康パターンに基づく看護過程と看護診断 第6版 江川隆子編集 ヌーヴェルヒロカワ 492.914/E29(1)

1522 脳神経・筋疾患 (臨床で実際に役立つ疾患別看護過程:Part2) 道又元裕編集 総合医学社 492.914/Mi13

1523 洞察力で見抜く急変予兆 : 磨け!アセスメントスキル 第2版 (出直し看護塾Pocket book) 青柳智和著
ラプタープロジェク
ト

492.916/A57

1524 クリティカルケア看護完全ガイド
黒田裕子, 林みよ子
編集

医歯薬出版 492.916/Ku72

1525 救急・集中ケアにおける終末期看護プラクティスガイド

立野淳子 [ほか] 編
集/JAEN・JACCN終末
期ケア合同委員会執
筆

医学書院 492.916/Ky8

1526 消化器外科編 (ポケットノート器械出し看護要点チェック:Vol.2) 日総研出版 492.9163/N87/2

1527 整形外科編 (ポケットノート器械出し看護要点チェック:Vol.3) 日総研出版 492.9163/N87/3
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1528 ゼロからわかる術前・術後ケア 尾崎眞監修 成美堂出版 492.9163/O96

1529 写真でわかるリハビリテーション看護アドバンス : 看護に生かすリハビリテーションの知識と技法 新訂版 林泰史監修 インターメディカ 492.9179/H48

1530 近代日本の死と看取りの歴史 : 明治期から昭和初期にかけて (看護の歴史ライブラリー:第3巻) 大川美千代著 看護の科学社 492.918/O46

1531 ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図 第3版
佐世正勝, 石村由利
子編

医学書院 492.924/Sa81(1)

1532
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

1533 緩和ケア・がん看護 : 臨床評価ツール大全 宮下光令編集 青海社 492.926/Mi83

1534 成人看護学概論 第4版 (ナーシング・グラフィカ. 成人看護学:1)
安酸史子, 鈴木純恵,
吉田澄恵編

メディカ出版 492.926/Se17/1

1535 臨地実習に生かす病態と治療 山田幸宏著 サイオ出版 492.926/Y19

1536 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

1537
看護の現場ですぐに役立つ消化器内視鏡看護 : 診療現場での実践的なケアの方法が身に付く! (ナースのた
めのスキルアップノート)

青木亜由美著/河上真
紀子著

秀和システム 492.9263/A53

1538 心臓カテーテル看護、ちゃんと教えます。 : 新人にわかる言葉・イラスト・写真で解説!
池亀俊美, 七里守編
集

メディカ出版 492.9263/I33

1539 「青空ハウス」看護の記録 : 新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設の49日間 石川県看護協会編著
丸善プラネット/丸善
出版(発売)

492.9263/I76

1540 消化器に配属ですか?! (すごく大事なことだけギュッとまとめて教えます!) 久保健太郎編著 メディカ出版 492.9263/Ku13

1541
これならわかる!呼吸器の看護ケア : 呼吸生理の基礎知識から疾患の治療、ケアまで (ナースのための基礎
book)

道又元裕監修 ナツメ社 492.9263/Mi13

1542 "おまかせうんチッチ"で実現する気持ちよく出す排便ケア (C.C.MOOK) 榊原千秋編 日本看護協会出版会 492.9263/Sa31

1543
糖尿病患者のセルフマネジメント教育 : エンパワメントと自己効力 : わかる!使える!やる気を高める! 改
訂3版

安酸史子著 メディカ出版 492.9263/Y64

1544 がん看護 : 様々な発達段階・治療経過にあるがん患者を支える (看護学テキストnice)
鈴木久美, 林直子,
佐藤まゆみ編集

南江堂 492.9264/G19

1545
泌尿器がん術前・術後管理のすべて : フローチャートでつながる診断・治療・看護の流れ (泌尿器Care &
Cure Uro‐Lo別冊for nursing)

小島祥敬監修/羽賀宣
博編集/小川総一郎編
集/片岡政雄編集

メディカ出版 492.9264/H61
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1546
看護の現場ですぐに役立つ褥瘡ケアの基本 : 患者さんのための褥瘡予防ケアが身に付く! (ナースのための
スキルアップノート)

梶西ミチコ著 秀和システム 492.9264/Ka22

1547 がん薬物療法の副作用50患者アセスメント&ケアノート : 重症度別の症状・かかわりがイラストでみえる 菅野かおり監修 メディカ出版
492.9264/Me14/6
7

1548 透析室のフットケア : きほんの「き」から「困った」の乗り越えかたまでぜ〜んぶわかる!
中村秀敏編集/西田壽
代編集

メディカ出版 492.9264/N37

1549 だけでいい!褥瘡・創傷ケア : 先輩になったらこの1冊 : 看護を深める図解+動画で手技が見える・わかる 丹波光子編著 メディカ出版 492.9264/Ta85

1550 精神に病をもつ人の看取り : その人らしさを支える手がかり
田代誠編著/石田正人
編著/田辺有理子編著
/白石美由紀編著

精神看護出版 492.927/Se19

1551 老年看護学概論/老年保健 第5版 (新体系看護学全書. 老年看護学:1) 亀井智子編集 メヂカルフレンド社 492.929/Ka34

1552 健康障害をもつ高齢者の看護 第5版 (新体系看護学全書. 老年看護学:2) 亀井智子編集 メヂカルフレンド社 492.929/Ka34

1553 老年看護学講義ノート 小山千加代編著 編集工房球 492.929/Ko97

1554 高齢者の健康と障害 第6版 (ナーシング・グラフィカ. 老年看護学:1)
堀内ふき, 諏訪さゆ
り, 山本恵子編

メディカ出版 492.929/R66/1

1555 高齢者看護の実践 第5版 (ナーシング・グラフィカ. 老年看護学:2)
堀内ふき, 諏訪さゆ
り, 山本恵子編

メディカ出版 492.929/R66/2

1556 周産期の看護技術 : カラー写真で学ぶ 第3版 櫛引美代子著 医歯薬出版 492.95/Ku86

1557 「医療事故」に関わったスタッフを支える (シリーズ「看護の知」) 福田紀子著 日本看護協会出版会 492.983/F74

1558
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

1559 新人看護師と指導者で使う新人看護師「看護手順と評価基準」 改訂版
茨城県厚生連JAとり
で総合医療センター
看護部編

産労総合研究所出版
部経営書院

492.984/I11

1560 看護にいかすリーダーシップ : ティーチングとコーチング,チームワークの体験学習 第3版 諏訪茂樹著 医学書院 492.984/Su87

1561 公衆衛生看護活動 2021年版 4 学校保健・産業保健 (公衆衛生看護学テキスト:4. 公衆衛生看護活動:2)
荒木田美香子責任編
集/岡本玲子, 佐伯和
子, 麻原きよみ編集

医歯薬出版 492.99/A64

1562 循環器 第5版 (病気がみえる:v. 2)
医療情報科学研究所
編

メディックメディア 492/IrJ/B-2

84



2021年2月～4月受入図書一覧

NO 書名 著者名 出版者 請求記号

1563 糖尿病療養指導ガイドブック : 糖尿病療養指導士の学習目標と課題 2020
日本糖尿病療養指導
士認定機構編・著

日本糖尿病療養指導
士認定機構/メディカ
ルレビュー社(発売)

493.123/N71/'20

1564 糖尿病療養指導ガイドブック : 糖尿病療養指導士の学習目標と課題 2020
日本糖尿病療養指導
士認定機構編・著

日本糖尿病療養指導
士認定機構/メディカ
ルレビュー社(発売)

493.123/N71/'20
(1)

1565 アレルギー : 現代病の歴史
マーク・ジャクソン
著/大塚宜一監訳/稲
毛英介訳

時空出版 493.14/J11

1566 知っていますか?薬物依存症一問一答 西川京子著 解放出版社 493.155/N83

1567 アルコール・薬物依存症を一から見直す : 科学的根拠に基づく依存症の理解と支援

ウィリアム・R・ミ
ラー, キャスリー
ン・M・キャロル編著
/佐藤明子訳

誠信書房 493.156/Mi27

1568 本質の寄生虫 : 臨床医のための寄生虫感染症 岩田健太郎編集 中外医学社 493.16/I97

1569 高齢者の体の変化と病気がわかる解剖生理学 : 看護・介護に役立つ
竹内修二, 松永保子
監修

ナツメ社 493.185/Ta67

1570
精神科医が語る精神の病気 : 心の病気の原因と対策が,この1冊でよくわかる! (ニュートン別冊) (Newton
ムック)

[仮屋暢聡執筆・監
修]

ニュートンプレス 493.7/Ka67

1571 コロナ禍の臨床を問う (こころの科学増刊:2021) 日本評論社 493.7/Ko79

1572 14歳からの精神医学 : 心の病気ってなんだろう 新版 宮田雄吾著 日本評論社 493.7/Mi85

1573 精神疾患にかかわる人が最初に読む本
西井重超著・イラス
ト原案

照林社 493.7/N82

1574 危機介入の理論と実際 : 医療・看護・福祉のために
ドナ C. アギュララ
著/小松源助, 荒川義
子訳

川島書店 493.72/22(1)

1575 ケースでわかる!精神科治療ガイドラインのトリセツ
EGUIDEプロジェクト
編

医学書院 493.72/E33

1576 認知行動療法実践のコツ : 臨床家 (あなた) の治療パフォーマンスをあげるための技術 (アート) 原井宏明著 金剛出版 493.72/H32

1577 精神科初回面接
ジェイムズ・モリソ
ン著/高橋晶, 今村芳
博, 鈴木吏良訳

医学書院 493.72/Mo78
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1578 エキスパートに学ぶ精神科初診面接 : 臨床力向上のために
日本精神神経学会精
神療法委員会編集

医学書院 493.72/N71

1579 大人のトラウマを診るということ : こころの病の背景にある傷みに気づく
青木省三, 村上伸治,
鷲田健二編集

医学書院 493.72/O86

1580 その生きづらさ、発達性トラウマ? : ポリヴェーガル理論で考える解放のヒント 花丘ちぐさ著 春秋社 493.734/H28

1581 セラピーのためのポリヴェーガル理論 : 調整のリズムとあそぶ
デブ・デイナ著/花丘
ちぐさ訳

春秋社 493.743/D35

1582 ゲーム障害 : ゲーム依存の理解と治療・予防
ダニエル・キング,
ポール・デルファブ
ロ著/成田啓行訳

福村出版 493.743/Ki43

1583 トラウマと記憶 : 脳・身体に刻まれた過去からの回復
ピーター・A・ラ
ヴィーン著/花丘ちぐ
さ訳

春秋社 493.743/L57

1584 誰がために医師はいる : クスリとヒトの現代論 松本俊彦[著] みすず書房 493.743/Ma81

1585 ポリヴェーガル理論入門 : 心身に変革をおこす「安全」と「絆」
ステファン・W・ポー
ジェス著/花丘ちぐさ
訳

春秋社 493.743/P82

1586 セックス依存症 (幻冬舎新書:602, さ-22-1) 斉藤章佳著 幻冬舎 493.743/Sa25

1587 摂食障害のすべて 高木洲一郎著 日本評論社 493.745/Ta29

1588 60分でわかる!認知症対策 : 親や配偶者がなったらどうする?

ファンメディケー
ション株式会社著/山
口潔監修/内山愛子監
修/河合唱監修

技術評論社 493.758/F14

1589 「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

1590 若年性認知症を笑顔で生きる笑顔で寄り添う
松本恭子, 田中聡子
編著

クリエイツかもがわ 493.758/Ma81

1591 レビー小体型認知症 : 正しい基礎知識とケア 内門大丈監修 池田書店 493.758/U17

1592
お父さんが発達障害とわかったら読む本 : 子どもの面倒を見ない。お母さんとの会話が少ない : 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 493.76/Mi81

1593 良心をもたない人たちへの対処法
マーサ・スタウト著/
秋山勝訳

草思社 493.76/St7

1594 統合失調症患者の行動特性 : その支援とICF 第3版 昼田源四郎著 金剛出版 493.763/H75

1595 心理学からみたうつ病 (シリーズ公認心理師の向き合う精神障害:2) 坂本真士編 朝倉書店 493.764/Sa32
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1596 精神科医Tomyの自分をもっと好きになる「自己肯定感」の育て方 精神科医Tomy著 マガジンハウス 493.79/To52

1597 プロの対話から学ぶ感染症
岩田健太郎 [ほか]
著

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493.8/P97

1598 感染症とワクチンについて専門家の父に聞いてみた
さーたり, 中山哲夫
著

KADOKAWA 493.8/Sa83

1599
人類は感染症とともに生きていく : 学校では教えてくれないパンデミックとワクチンの現代史 (PEAK
books:PB07)

ミーラ・センティリ
ンガム著/石黒千秋訳

羊土社 493.8/Se74

1600 パンデミックvs.江戸幕府 (日経プレミアシリーズ:448) 鈴木浩三著
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)

493.8/Su96

1601 予防接種の手びき 2020-21年度版
岡部信彦 [ほか] 編
著

近代出版
493.82/Y72/'20-
'21

1602 グレート・インフルエンザ : ウイルスに立ち向かった科学者たち 上 (ちくま文庫:[は52-1])
ジョン・バリー著/平
澤正夫訳

筑摩書房 493.87/B24/1

1603 グレート・インフルエンザ : ウイルスに立ち向かった科学者たち 下 (ちくま文庫:[は52-2])
ジョン・バリー著/平
澤正夫訳

筑摩書房 493.87/B24/2

1604
大阪市立十三市民病院がつくった新型コロナウイルス感染症もっと対応BOOK : 重症化を防ぐアセスメント
と治療・ケア

白石訓, 森坂佳代子
編著

照林社 493.87/Sh82

1605 いのちのケア : 子どもの生と死に向き合う医療と療育 武田康男編 協同医書出版社 493.9/Ta59

1606 子どものアレルギーのすべてがわかる本 : イラスト版 新版 (健康ライブラリー : イラスト版) 海老澤元宏監修 講談社 493.931/E15

1607 運動器障害 発見、対応、そして予防まで : 子どもの体が危ない!
柏口新二編著/梅村
悟, 笠次良爾著

柘植書房新社 493.936/Ka77

1608 わかってほしい!子ども・思春期の頭痛 藤田光江著 南山堂 493.937/F67

1609
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

1610 発達障害の悩みに答える一問一答 : 生き難い私はもしかしてASD?それともADHD? 宮尾益知著 河出書房新社 493.937/Mi81

1611 看護師・医療スタッフのための発達障害傾向のある子どもの診療サポートブック
坪見利香, 水野智美
著

診断と治療社 493.937/Ts16

1612 かかりつけ医のためのこどものアトピー性皮膚炎診療&スキンケア指導 山本一哉著 金原出版 493.94/Y31
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1613 親と子のきずな
クラウス, ケネル
[著]/竹内徹[ほか]訳

医学書院 493.95/Kl2

1614 母乳育児支援スタンダード 第2版
日本ラクテーショ
ン・コンサルタント
協会編

医学書院 493.983/N71

1615
「母乳育児成功のための10カ条」の推進 (UNICEF/WHO赤ちゃんとお母さんにやさしい母乳育児支援ガイド:
アドバンス・コース)

医学書院 493.983/U75

1616 もしも一年後、この世にいないとしたら。 清水研著 文響社 494.5/Sh49

1617 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

1618 虫と皮膚炎 : 皮膚炎をおこす虫とその生態/臨床像・治療・対策 : Dr.夏秋の臨床図鑑 夏秋優著
学研メディカル秀潤
社/学研マーケティン
グ (発売)

494.8/N58

1619 性感染症診断・治療ガイドライン 2020
日本性感染症学会編
集

診断と治療社 494.99/N71/'20

1620 月経前症候群PMS正しい知識をもつために 武谷雄二著 メジカルビュー社 495.13/Ta66

1621 最新産科学 改訂第22版 正常編 荒木勤著 文光堂 495.5/A64(1)

1622 最新産科学 改訂第22版 正常編 荒木勤著 文光堂 495.5/A64(2)

1623 今日の助産 : マタニティサイクルの助産診断・実践過程 改訂第4版
北川眞理子, 内山和
美編集

南江堂 495.9/Ki63(1)

1624 マタニティ診断ガイドブック 第6版
日本助産診断実践学
会編集/齋藤益子 [ほ
か] 執筆

医学書院 495.9/N71

1625 大人女子的カラダのトリセツ : 症状別のセルフケアで解決!
池下育子監修/朝日新
聞出版編著

朝日新聞出版 495/A82

1626 性暴力救援マニュアル : 医療にできること 種部恭子編著 新興医学出版社 495/Ta86

1627 鼻アレルギー診療ガイドラインダイジェスト 2020年版

日本耳鼻咽喉科免疫
アレルギー感染症学
会鼻アレルギー診療
ガイドライン作成委
員会

496.7/N71/'20

1628 子どもの目の病気事典 : 子どもの目が「おかしいな」と感じたら読む 星合繁著
幻冬舎メディアコン
サルティング/幻冬舎
(発売)

496/H92
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1629 健康は歯と口から : 患者さまから教えていただいたこと 井田亮著
井田歯科東診療所/サ
ンライズ出版(発売)

497/I18

1630
ナイチンゲールはなぜ「換気」にこだわったのか : 感染症 (ナイチンゲール生誕200年記念出版. ナイチン
ゲールの越境:2)

岩田健太郎 [ほか]
著

日本看護協会出版会 498.04/N71

1631 苦悩とケアの人類学 : サファリングは創造性の源泉になりうるか? 浮ヶ谷幸代編 世界思想社 498.04/U59

1632 感染列島強靱化論 : パンデミック下での大災害に備える公衆衛生戦略 藤井聡, 高野裕久著 晶文社 498.1/F57

1633 医療六法 令和3年版 中央法規出版 498.12/I67/'21

1634 関係法規 第17版 (新体系看護学全書. 健康支援と社会保障制度:4) 山本光昭編著 メヂカルフレンド社 498.12/Y31/Ka56

1635 医療の経済学 : 経済学の視点で日本の医療政策を考える 第4版 河口洋行著 日本評論社 498.13/Ka92

1636 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

1637 最高の体調 : 100の科学的メソッドと40の体験的スキルから編み出した (Active health:001) 鈴木祐 著
クロスメディア・パ
ブリッシング/インプ
レス (発売)

498.3/Su96

1638 スマホ脳 (新潮新書:882)
アンデシュ・ハンセ
ン著/久山葉子訳

新潮社 498.39/H29

1639 精神科医が教えるストレスフリー超大全 : 人生のあらゆる「悩み・不安・疲れ」をなくすためのリスト 樺沢紫苑著 ダイヤモンド社 498.39/Ka11

1640 スタンフォードのストレスを力に変える教科書
ケリー・マクゴニガ
ル著/神崎朗子訳

大和書房 498.39/Ma99

1641 書くだけで人生が変わる自己肯定感ノート 中島輝著 SBクリエイティブ 498.39/N42

1642 ストレスとうまく付き合う100の法則 : 人間関係、仕事、人生…心の疲れが軽くなる! 下園壮太著
日本能率協会マネジ
メントセンター

498.39/Sh55

1643 食生活データ総合統計年報 2021年版 三冬社編集制作部編 三冬社 498.5/ShD/'21

1644 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

1645 食の安全と健康意識データ集 2021
三冬社編集制作部編
集・制作

三冬社 498.55/Sa67/'21

1646 なぜ新型コロナを止められなかったのか
リチャード・ホート
ン著/吉嶺英美訳

青土社 498.6/H89

1647 コロナ禍をどう読むか : 16の知性による8つの対話
奥野克巳, 近藤祉秋,
辻陽介編

亜紀書房 498.6/Ko79
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1648 新型コロナからいのちを守れ! : 理論疫学者・西浦博の挑戦
西浦博著/川端裕人聞
き手

中央公論新社 498.6/N86

1649 感染管理ベーシックブック
大滝周, 福岡絵美編
集

メヂカルフレンド社 498.6/O83

1650 CDCのフィールド疫学マニュアル

ソニア A.ラスムッセ
ン, リチャード A.
グッドマン編/岩田健
太郎 [ほか] 訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

498.6/R17

1651 衛生動物の事典 津田良夫 [ほか] 編 朝倉書店 498.69/E39

1652 医ダニ学図鑑 : 見える分類と疫学
高田伸弘編著/高橋
守, 藤田博己, 夏秋
優著

北隆館 498.69/Ta28

1653 子どもの保健 : 小児保健に携わるすべての人に
日本小児保健協会幼
児健康度調査委員会
編著

ジアース教育新社 498.7/N71

1654 ストレス社会で「考えなくていいこと」リスト : どうしようもなく仕事が「しんどい」あなたへ 井上智介著 KADOKAWA 498.8/I55

1655 災害医療 : 大規模イベント, テロ対応を含めて 2020 (生涯教育シリーズ)
大友康裕 [ほか] 編
集

日本医師会/メジカル
ビュー社 (発売)

498.89/Sa17/'20

1656 巨大地震その時あなたを救うのは?市民トリアージ 安田清 [著] 静岡新聞社 498.89/Y62

1657 社会福祉と社会保障 第5版 (ナーシング・グラフィカ. 健康支援と社会保障:3)
増田雅暢, 島田美喜,
平野かよ子編

メディカ出版 498/Ke45/3

1658 社会福祉 第13版 (新体系看護学全書. 健康支援と社会保障制度:3) 西村淳編集 メヂカルフレンド社 498/N84

1659 医療学総論 (新体系看護学全書. 健康支援と社会保障制度:1)
武田裕子, 大滝純司
編

メヂカルフレンド社 498/Ta59

1660 なぜ、在宅では「いのち」の奇跡が起きるのか? : 在宅医療30年一筋 死にゆく人が教えてくれた真実! 東郷清児著 コスモ21 498/To23

1661 治療薬マニュアル 2021
北原光夫, 上野文昭,
越前宏俊編

医学書院 499.1/C47/'21

1662 ナースのためのくすりの事典 2021
守安洋子, 原景子,
二宮洋子著

へるす出版 499.1/N56

1663 実務家のための知的財産権判例70選 2020年度版
弁理士クラブ知的財
産実務研究所編

発明推進協会 507.2/B35/'20

1664 知的財産法入門 第3版 茶園成樹編 有斐閣 507.2/C31

1665 知的財産権法文集 令和2年改正: 令和3年1月1日施行版 発明推進協会編集 発明推進協会 507.2/HaS/'21-1
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1666 中国の日系企業 : 蘇州と国際産業集積 (慶應義塾大学東アジア研究所叢書)
植田浩史, 三嶋恒平
編著

慶應義塾大学出版会 509.22/U32

1667 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

1668 トヨタの製造現場はなぜ最適なラインをつくれるのか : 時代をリードするエンジニアの思考力 石井創久著 509.61/I75

1669 日本的経営としての小集団活動 : QCサークルの形成・普及・変容 小川慎一著 学文社 509.66/O24

1670 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

1671 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

1672 税理士が見つけた!本当は怖い建設業経理の失敗事例55 (失敗から学ぶ〈実務講座シリーズ〉:10)

本郷孔洋監修/辻・本
郷税理士法人建設業
プロジェクトチーム
編著

東峰書房 510.95/Ts41

1673 昭和までの北海道道路史物語 : 0から8万キロメートルへ 上野正人著 亜璃西社 514.0921/U45

1674 超電導リニアの不都合な真実 川辺謙一著 草思社 516.86/Ka91

1675 感性のときめき : 技術と文化の融合を求めて 原稔明著 サンライズ出版 517.04/H32

1676 地図とデータで見る水の世界ハンドブック

ダヴィド・ブラン
ション著/オーレ
リー・ボワシエール
地図製作/吉田春美訳

原書房 517/B54

1677 うんちの行方 (新潮新書:893)
神舘和典, 西川清史
著

新潮社 518.24/Ko19

1678 静脈産業と在日企業 : 資源循環の過去・現在・未来 劉庭秀著 三一書房 518.523/R99

1679 テンポラリーアーキテクチャー : 仮設建築と社会実験
Open A, 公共R不動産
編/馬場正尊 [ほか]
著

学芸出版社 518.8/Te37

1680 地球を滅ぼす炭酸飲料 : データが語る人類と地球の未来
ホープ・ヤーレン著/
小坂恵理訳

築地書館 519.04/J15

1681 地球環境問題へのアプローチ 横山丈太郎著 成文堂 519.04/Y79
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1682 「もう一度会いたい」と思われる人になる : インタープリターが伝えるコミュニケーションと探究の極意 菊間彰著 学事出版 519.07/Ki28

1683 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

1684 環境倫理学のすすめ 増補新版 加藤尚武著 丸善出版 519/Ka86/1

1685 新・環境倫理学のすすめ 増補新版 加藤尚武著 丸善出版 519/Ka86/2

1686 環境とエントロピーの経済学 : 宇宙人としての人間の視点から (ブックレット新潟大学:72)

藤堂史明著/新潟大学
大学院現代社会文化
研究科ブックレット
新潟大学編集委員会
編

新潟日報事業社 519/To18

1687 よみがえる白鳳の美 : 国宝薬師寺東塔解体大修理全記録 加藤朝胤 [ほか] 著 朝日新聞出版 521.818/Y16

1688 平安貴族の住まい : 寝殿造から読み直す日本住宅史 (歴史文化ライブラリー:520) 藤田勝也著 吉川弘文館 521.853/F67

1689 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

1690 新幹線100系物語 (ちくま新書:1564) 福原俊一著 筑摩書房 536.5/F75

1691 トヨタの危機管理 : どんな時代でも「黒字化」できる底力 野地秩嘉著 プレジデント社 537.067/To93

1692 自動車産業のパラダイムシフトと地域 折橋伸哉編著 創成社 537.09/O71

1693 人が集まる自動車学校のすごいカイゼン : 20代社員4割!売上続伸! 藤井康弘著 あさ出版 537.807/F57

1694 「はやぶさ2」が舞い降りた日々 : 新「喜・怒・哀・楽の宇宙日記」 的川泰宣著 勉誠出版 538.9/Ma72

1695 原発時代の終焉 : 東京電力福島第一原発事故10年の帰結 小森敦司著 緑風出版 539.091/Ko67

1696 原子力の哲学 (集英社新書:1047C) 戸谷洋志著 集英社 539/To78

1697 原発事故は終わっていない 小出裕章著 毎日新聞出版 543.5/F84

1698 廃炉 : 「敗北の現場」で働く誇り 稲泉連著 新潮社 543.5/I52

1699 ファーウェイ強さの秘密 : 任正非の経営哲学36の言葉
鄧斌著/光吉さくら訳
/楠木建監修

日本実業出版社 547.067/R27

1700 ラジオの技術・産業の百年史 : 大衆メディアの誕生と変遷 岡部匡伸著 勉誠出版 547.76/O37

1701 ポストコロナのDX戦略 (インターネット白書:2021)
インターネット白書
編集委員会編

インプレスR&D/イン
プレス (発売)

547.805/I48/'21

1702 洗浄と殺菌のはなし 最新版 (Do books) (ビジュアル図解)
新名史典編著/隈下祐
一, 加藤信一著

同文舘出版 576.5/Sh64
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1703 麴親子の発酵はすごい!
山元正博, 山元文晴
著

ポプラ社 588.51/Y31

1704 マスタードの歴史 (「食」の図書館)
デメット・ギュゼイ
著/元村まゆ訳

原書房 588.6/G98

1705 おしゃれな大人が実は!している小さな習慣 (ナチュリラ別冊) 主婦と生活社 589.2/Sh99

1706 ウィメンズウェア100年史
キャリー・ブラック
マン著/桜井真砂美訳

トゥーヴァージンズ 589.215/B52

1707 忙しくても毎日が整うシンプルライフ入門 (日経BPムック. 日経ホームマガジン)
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

590.4/N73

1708 暮らしのなかのSDGs : 今と未来をつなげるものさし
アノニマ・スタジオ
編

KTC中央出版 590/A49

1709 捨てればいいってもんじゃない : 暮らしと生き方を簡素化して人生が変わった僕のシンプリストライフ エヌケン著 590/E64

1710 ダイエットの理論と実践 : 生化学的な根拠をもとにしたダイエット 山本義徳著 [山本義徳] 595.6/Y31

1711 料理と利他 (MSLive!Books)
土井善晴, 中島岳志
著

ミシマ社 596.04/D83

1712 作家の手料理
秋山十三子 [ほか]
著/野村麻里編

平凡社 596.04/Sa42

1713 自炊。何にしようか 高山なおみ著 朝日新聞出版 596/Ta56

1714 北欧式インテリア・スタイリングの法則
フリーダ・ラムス
テッド著/久山葉子,
机宏典訳

フィルムアート社 597/R13

1715 AERA with Baby : 解決!子育ての基本の悩み (アエラムック) 朝日新聞出版 599

1716 子どものイヤイヤこんなときどうする?100のヒント : イヤイヤ期専門保育士が答える
中田馨文/クリハラタ
カシ絵

実務教育出版 599/N43

1717 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

1718 農業は夢・チャレンジのフロンティア : 日本農業を創造する新世代農業経営者の挑戦 門間敏幸著 農林統計協会 611.7/Mo33

1719 和食の地理学 : あの美味を生むのはどんな土地なのか (平凡社新書:962) 金田章裕著 平凡社 612.1/Ki42

1720 日本の食卓の将来と食料生産の強靱化について考える (学術会議叢書:28)

大杉立 [ほか著]/日
本学術協力財団編集/
日本学術会議事務局
編集協力

日本学術協力財団 612.1/N71
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1721 希望の一滴 : 中村哲、アフガン最期の言葉 中村哲著 西日本新聞社 614.3271/N37

1722 有機農業で変わる食と暮らし : ヨーロッパの現場から (岩波ブックレット:No. 1044) 香坂玲, 石井圭一著 岩波書店 615.71/Ko82

1723 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

1724 アボカドの歴史 (「食」の図書館)
ジェフ・ミラー著/伊
藤はるみ訳

原書房 625.86/Mi27

1725 名前がわかる!フルーツ&ベジタブル図鑑 : Fruits & vegetables1880品種 主婦の友社編 主婦の友社 625/Sh99

1726 図説果物の大図鑑

日本果樹種苗協会,
農業・食品産業技術
総合研究機構, 国際
農林水産業研究セン
ター監修

マイナビ出版 625/Z8

1727 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

1728 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

1729 森林と文化 : 森とともに生きる民俗知のゆくえ (森林科学シリーズ:12)
蛯原一平, 齋藤暖生,
生方史数編

共立出版 650.4/Sh69

1730 森の目が世界を問う : アフリカ熱帯雨林の保全と先住民 市川光雄著 京都大学学術出版会 652.44/I14

1731 森林の変化と人類 (森林科学シリーズ:1)
中静透, 菊沢喜八郎
編

共立出版 652/N42

1732 森のつくられかた : 移りゆく人間と自然のハイブリッド (森林科学シリーズ:2) 生方史数編 共立出版 652/U13

1733 森林と土壌 (森林科学シリーズ:7) 柴田英昭編 共立出版 653.1/Sh18

1734 森林と菌類 (森林科学シリーズ:10) 升屋勇人編 共立出版 653.17/Ma69

1735 森林と地球環境変動 (森林科学シリーズ:6)
三枝信子, 柴田英昭
編

共立出版 653.17/Sa18

1736 森林と物質循環 (森林科学シリーズ:8) 柴田英昭編 共立出版 653.17/Sh18

1737 森林と昆虫 (森林科学シリーズ:9) 滝久智, 尾崎研一編 共立出版 653.17/Ta71

1738 樹木もの知り事典 新版 平凡社編 平凡社 653.2/H51

1739 森林と災害 (森林科学シリーズ:3)
中村太士, 菊沢喜八
郎編

共立出版 653.9/N37
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1740 フォレスト・プロダクツ (森林科学シリーズ:4) 高田克彦, 林知行編 共立出版 657/Ta55

1741 魚貝もの知り事典 新版 平凡社編 平凡社 664.6/H51

1742 アワビと古代国家 : 『延喜式』にみる食材の生産と管理 (ブックレット「書物をひらく」:24) 清武雄二著 平凡社 664.73/Ki93

1743 エビの歴史 (「食」の図書館)
イヴェット・フロリ
オ・レーン著/龍和子
訳

原書房 664.76/L23

1744 捕鯨と反捕鯨のあいだに : 世界の現場と政治・倫理的問題 岸上伸啓編 臨川書店 664.9/Ki57

1745 マダイの科学 (シリーズ「水産の科学」:5) 家戸敬太郎編著 朝倉書店 666.67/Ka86

1746 カキ・ホタテガイの科学 (シリーズ「水産の科学」:3) 尾定誠編著 朝倉書店 666.7/O72

1747 ノリの科学 (シリーズ「水産の科学」:4) 二羽恭介編著 朝倉書店 666.8/N89

1748 文章の問題地図 : 「で、どこから変える?」伝わらない、時間ばかりかかる書き方 上阪徹著 技術評論社 670.91/U47

1749 ローソンの人財育成 : 店舗で活躍する新世代・外国人が輝く「働き方改革」 有元伸一著 日本評論社 673.868/R72

1750 大阪ミナミの貧困女子 (宝島社新書:597) 村上薫, 川澄恵子著 宝島社 673.94/Mu43

1751 性風俗サバイバル : 夜の世界の緊急事態 (ちくま新書:1562) 坂爪真吾著 筑摩書房 673.94/Sa38

1752 たかが失敗じゃないか! : 少しの気づきで大逆転、1日2000名来客の店ができるまで 廣岡利重著 牧野出版 673.971/H71

1753 不動産のしくみがわかる本 : ビジネス図解 最新版 (DO BOOKS)
中山聡著/田中和彦監
修

673.99/N45

1754 税理士が見つけた!本当は怖い不動産業経理の失敗事例55 (失敗から学ぶ〈実務講座シリーズ〉:09)

本郷孔洋監修/辻・本
郷税理士法人不動産
業プロジェクトチー
ム編著

東峰書房 673.99/Ts41

1755 税理士が見つけた!本当は怖いアパート経営の失敗事例34 (失敗から学ぶ〈実務講座シリーズ〉:12)
徳田孝司監修/辻・本
郷税理士法人編著

673.99/Ts41

1756 安心・安全を伝えるデザイン : 人に、環境にやさしい商品・サービスを魅力的に伝えるデザイン
パイインターナショ
ナル編著

パイインターナショ
ナル

674.3/P15

1757 女性たちが見ている10年後の消費社会 : 市場の8割を左右する「女性視点マーケティング」 (Do books) 日野佳恵子著 同文舘出版 675.2/H61

1758
デザイン、アート、イノベーション : 経営学から見たデザイン思考、デザイン・ドリブン・イノベーショ
ン、アート思考、デザイン態度

森永泰史著 同文舘出版 675.3/Mo57
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1759 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

1760 「梅澤式」だと、なぜ超ヒット商品がこんなに作れるのか 梅澤伸嘉著 1万年堂出版 675.3/U74

1761
物流戦略見るだけノート : ECサイトからリアル店舗のオムニチャネル化まで成功事例の仕組みが面白いほ
どわかる!

角井亮一監修 宝島社 675.4/Ka28

1762 サプライウェブ : 次世代の商流・物流プラットフォーム 小野塚征志著
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)

675.4/O67

1763 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

1764 マーケティング用語図鑑 改訂版 野上眞一著 新星出版社 675/N93

1765 ゼロからの貿易実務 : 詳細かつ明解 寺尾秀雄著 文眞堂 678.4/Te58

1766 あおり運転 : 被害者、加害者にならないためのパーフェクトガイド 菰田潔著 彩流社 681.3/Ko66

1767
物流業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 (図解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説
で、知識0でもわかりやすい!)

ロジ・ソリューショ
ン株式会社著

技術評論社 681.6/R62

1768 逃げない。 : リーダーに伝えたい70の講義 唐池恒二著 PHP研究所 686.067/Ka62

1769 大手私鉄はどこを目指すのか? : IR情報から読む鉄道事業者 (旅鉄Biz:001) 平賀尉哲著 山と溪谷社 686.21/H63

1770 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

1771 「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

1772 戦時下の地下鉄 : 新橋駅幻のホームと帝都高速度交通営団 枝久保達也著 青弓社 686.2136/E21

1773 相鉄はなぜかっこよくなったのか : あの手この手の企画力 (交通新聞社新書:149) 鼠入昌史著 交通新聞社 686.2137/Sa15

1774 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

1775 アニメと鉄道ビジネス : キャラクターが地域と鉄道を進化させる (交通新聞社新書:147) 栗原景著 交通新聞社 686.3/Ku61

1776 ポスト・オーバーツーリズム : 界隈を再生する観光戦略
阿部大輔編著/石本東
生 [ほか] 著

学芸出版社 689.2/A12

1777
旅行者と地域が創造する「ものがたり観光」 : 宇治・伏見観光のいまとこれから (京都文教大学地域協働
研究シリーズ:3)

片山明久編著 ミネルヴァ書房 689.2162/Ka84
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1778 マーケティングを活用した港まち再生と観光開発 : 第2ゴールデンルート瀬戸内「創造的内海」 松本英之著
大阪公立大学共同出
版会

689.4/Ma81

1779 笑顔あふれるテーマパークの秘密 : だれもがキラボシ 山本雅史著
幻冬舎メディアコン
サルティング/幻冬舎
(発売)

689.5/A16

1780 インバウンド観光のための観光土産マーケティング : 中国人消費者の購買行動 辻本法子著 同文舘出版 689.59/Ts43

1781 本気で観光ボランティアガイド : 旅行者を必ず満足させるテクニック (桜美林大学叢書:vol. 002) 渡辺康洋著
桜美林大学出版会/論
創社 (発売)

689.6/W46

1782 観光のレッスン : ツーリズム・リテラシー入門
山口誠, 須永和博,
鈴木涼太郎著

新曜社 689/Ka56

1783 美学の事典 美学会編 丸善出版 701.1/B42

1784 アート・ライフ・社会学 : エンパワーするアートベース・リサーチ 岡原正幸編著 晃洋書房 701.3/O38

1785 人体を描きたい人のための「美術解剖学」 金井裕也著 講談社 701.5/Ka44

1786 現代アート入門
デイヴィッド・コッ
ティントン著/松井裕
美訳

名古屋大学出版会 702.07/C88

1787 現代アートを殺さないために : ソフトな恐怖政治と表現の自由 小崎哲哉著 河出書房新社 702.07/O96

1788 アートがわかると世の中が見えてくる 前崎信也著 IBCパブリッシング 702.1/Ma28

1789 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

1790 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

1791 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

1792 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

1793 音楽と真のリーダーシップ : カーネギーホール総監督兼芸術監督は語る
ロバート・リム, ク
ライヴ・ギリンソン
著/平野佳訳

日経BP日本経済新聞
出版本部

709/R44

1794 ユネスコ遺産ガイド : 総集版 日本編 (世界遺産シリーズ)
古田陽久著/世界遺産
総合研究所企画・編
集

シンクタンクせとう
ち総合研究機構

709/SeI

1795 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
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1796 鳥獣戯画を読む 伊藤大輔著 名古屋大学出版会 721.2/C53

1797 絵解く戦国の芸能と絵画 : 描かれた語り物の世界 小林健二編 三弥井書店 721.2/Ko12

1798 岡本太郎爆発する言葉 柏耕一著 さくら舎 723.1/O42

1799 ブリューゲルの世界 : 目を奪われる快楽と禁欲の世界劇場へようこそ
マンフレート・ゼリ
ンク著/熊澤弘訳

パイインターナショ
ナル

723.359/B78

1800 ゴッホ作品集
ゴッホ [画]/冨田章
著

東京美術 723.359/G57

1801 なぜ、ままならない (中野京子と読み解く. 運命の絵) 中野京子著 文藝春秋 723/N39/3

1802 コミュニケーションを生み出すアートの力 : 日本で生まれた「トリックアート」が人の心をつかむ秘密 清水弘 [著]
クロスメディア・パ
ブリッシング/インプ
レス (発売)

725.2/Ke44

1803 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

1804 シュレディンガーの哲学する猫 : シュレ猫とコトハ
竹内薫, 竹内さなみ
原作/新崎三幸漫画

イースト・プレス 726.1/Ta67

1805 水木しげる : 鬼太郎、戦争、そして人生 (とんぼの本)
水木しげる, 梅原猛,
呉智英著

新潮社 726.101/Mi95

1806 多様性を楽しむ生き方 : 「昭和」に学ぶ明日を生きるヒント (小学館新書:[388]) ヤマザキマリ著 小学館 726.101/Y48

1807 地球生まれで旅育ち : ヤマザキマリ流人生論 ヤマザキマリ著 海竜社 726.101/Y48

1808 点・線・形から生まれるデザイン : シンプルだけど強い!
ヴィクショナリー編/
和田侑子訳

グラフィック社 727.087/V67

1809 楷行草筆順字典
田中東竹, 小川博章
書/大修館書店編

大修館書店 728.4/Ta84

1810 工芸の国、ニッポン。 : 一〇〇年残るもの、一〇〇年受け継ぐもの (別冊太陽:スペシャル) 平凡社 750.21/H51

1811 日本の色 新版 (コロナ・ブックス:225)
コロナ・ブックス編
集部編

平凡社 757.3/H51

1812 カラーデザインの教科書 : カラーマイスターと一流イノベーターに学ぶ
日本カラーマイス
ター協会著

秀和システム 757.3/N71

1813 よくわかるデザイン心理学 : 人間の行動・心理を考慮した一歩進んだデザインへのヒント
BB STONEデザイン心
理学研究所著

日刊工業新聞社 757/B29

1814 コ・デザイン : デザインすることをみんなの手に 上平崇仁著 NTT出版 757/Ka37

1815 和家具の世界 : 歴史とくらしがつくってきた日本の美 小泉和子著 河出書房新社 758.021/Ko38
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1816 音楽で生きる方法 : 高校生からの音大受験、留学、仕事と将来 相澤真一 [ほか] 著 青弓社 760.7/O65

1817 音楽が未来を連れてくる : 時代を創った音楽ビジネス百年の革新者たち 榎本幹朗著
DU BOOKS/ディスクユ
ニオン (発売)

760.9/E63

1818 366日の西洋音楽 : 1日1ページでわかるクラシック音楽の魅力 久保田慶一監修 三才ブックス 760/Ku14

1819 踊るバロック : 舞曲の様式と演奏をめぐって (叢書ビブリオムジカ. Bibliomúsica) 赤塚健太郎著
アルテスパブリッシ
ング

762.05/A33

1820 ベートーヴェンと日本人 (新潮新書:884) 浦久俊彦著 新潮社 762.1/B32

1821 ベートーヴェン : 音楽の革命はいかに成し遂げられたか (文春新書:1290) 中野雄著 文藝春秋 762.34/B32

1822 ベートーヴェン一曲一生 新保祐司著 藤原書店 762.34/Sh69

1823 入門世界の民族楽器 若林忠宏著 東京堂出版 763/W17

1824 “棋士が語る"藤井聡太と羽生世代 (文春ムック) 文藝春秋 769

1825 教養として学んでおきたい能・狂言 (マイナビ新書) 葛西聖司著 マイナビ出版 773/Ka72

1826 近代歌舞伎年表 名古屋篇 第15巻
国立劇場近代歌舞伎
年表編纂室編

八木書店出版部/八木
書店 (発売)

774.26/KoG/K-3-
15

1827 宝塚歌劇団の経営学 森下信雄著 東洋経済新報社 775.4/Ta51

1828 366日映画の名言 品川亮選・文 三才ブックス 778.04/Sh58

1829 一切なりゆき : 樹木希林のことば (文春新書:1194) 樹木希林著 文藝春秋 778.21/Ki22

1830 日本の「メロドラマ」映画 : 撮影所時代のジャンルと作品 河野真理江著 森話社 778.21/Ko78

1831 黒澤明の映画喧々囂々 (けんけんごうごう) : 同時代批評を読む 岩本憲児著 論創社 778.21/Ku76

1832 水のように 浪花千栄子著 朝日新聞出版 778.21/N48

1833 浪花千栄子の人生 : 苦難を乗り越え日本に笑顔を届けた名女優の知られざる生涯 (MSムック)
[メディアソフト編集
部編]

メディアソフト 778.21/N48

1834 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

1835 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

1836 証言「機動戦士ガンダム」 : 文藝春秋が見た宇宙世紀100年 (文春ムック) 文藝春秋 778.77

1837 ディズニーと動物 : 王国の魔法をとく (筑摩選書:0206) 清水知子著 筑摩書房 778.77/D78

1838 アニメと戦争 藤津亮太著 日本評論社 778.77/F67
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1839 アニメと声優のメディア史 : なぜ女性が少年を演じるのか 石田美紀著 青弓社 778.77/I72

1840 人生を変えるアニメ (14歳の世渡り術)
河出書房新社編/池澤
春菜 [ほか] 著

河出書房新社 778.77/Ka92

1841 どこから来たのかどこへ行くのかゴロウは?
上野千鶴子聞き手
/Kanyada写真と言葉

スタジオジブリ/徳間
書店 (発売)

778.77/Mi88

1842 オールアバウト鈴木敏夫 永塚あき子編 KADOKAWA 778.77/Su96

1843 ジブリの鈴木さんに聞いた仕事の名言。
鈴木敏夫言葉/木村俊
介選/Kanyada写真

KADOKAWA 778.77/Su96

1844 テレビドラマと戦後文学 : 芸術と大衆性のあいだ 瀬崎圭二著 森話社 778.8/Se99

1845 明治の一発屋芸人たち : 珍芸四天王と民衆世界 永嶺重敏著 勉誠出版 779.1/N15

1846 落語演目・用語事典 稲田和浩編 日外アソシエーツ 779.13/I51

1847 ゴミ人間 : 日本中から笑われた夢がある 西野亮廣著 KADOKAWA 779.14/N85

1848 スポーツ栄養学最新理論 2020年版 寺田新編著 市村出版 780.19/Te43/'20

1849 プロスポーツクラブのマネジメント : 戦略の策定から実行まで 第3版 武藤泰明著 東洋経済新報社 780.6/Mu93

1850 オリンピック・パラリンピックを学ぶ (岩波ジュニア新書:911) 後藤光将編著 岩波書店 780.69/G72

1851 メンタルコーチが教える潜在能力を100%発揮する方法 鈴木颯人著 KADOKAWA 780.7/Su96

1852
ドイツの学校にはなぜ「部活」がないのか : 非体育会系スポーツが生み出す文化、コミュニティ、そして
豊かな時間

高松平藏著 晃洋書房 780.7/Ta42

1853 ウェイトトレーニング 理論編 山本義徳著 [山本義徳] 780.7/Y31/1

1854 ウェイトトレーニング 実践編 山本義徳著 [山本義徳] 780.7/Y31/2

1855 目の見えないアスリートの身体論 : なぜ視覚なしでプレイできるのか (潮新書) 伊藤亜紗著 潮出版社 780/I89

1856 教えないスキル : ビジャレアルに学ぶ7つの人材育成術 (小学館新書:391) 佐伯夕利子著 小学館 783.47/Sa14

1857 友情 : 平尾誠二と山中伸弥「最後の約束」 (講談社文庫:や82-1)
山中伸弥[著]/平尾誠
二[著]/平尾惠子[著]

講談社 783.48/H67

1858 信念を貫く (新潮新書:355) 松井秀喜著 新潮社 783.7/Ma77

1859 弱者の流儀 : 野村克也31の考え 野村克也著 ポプラ社 783.7/N95

1860 野球と人生 : 最後に笑う「努力」の極意 (青春新書intelligence:PI-584) 野村克也著 青春出版社 783.7/N95
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1861 マスターズ : ゴルフ「夢の祭典」に人はなぜ感動するのか (ちくま新書:1560) 本條強著 筑摩書房 783.8/H85

1862 大相撲40年史 : 私のテレビ桟敷 (ちくま新書:1557) 小谷野敦著 筑摩書房 788.1/Ko97

1863 阿川佐和子のこの棋士に会いたい : 将棋の天才たちの本音に迫る抱腹絶倒11のトーク。 (文春ムック) 阿川佐和子[著] 文藝春秋 796.021

1864 天才の考え方 : 藤井聡太とは何者か?
加藤一二三, 渡辺明
著

中央公論新社 796.04/Ka86

1865 問答の言語哲学 入江幸男著 勁草書房 801.01/I64

1866 はじめての言語哲学 八木沢敬著 岩波書店 801.01/Y16

1867
言語学のアヴァンギャルド : ボードアン・ド・クルトネからロシア・フォルマリズムへ (叢書記号学的実
践:31)

桑野隆著 水声社 801.02/Ku97

1868 ナラティブ研究の可能性 : 語りが写し出す社会
秦かおり, 村田和代
編

ひつじ書房 801.03/H41

1869 ベーシック語彙意味論 岸本秀樹, 于一楽著 ひつじ書房 801.2/Ki58

1870 実例で学ぶ認知意味論 籾山洋介著 研究社 801.2/Mo24

1871 移動表現の類型論と第二言語習得 : 日本語・英語・ハンガリー語学習の多元的比較
吉成祐子, 眞野美穂,
江口清子, 松本曜著

くろしお出版 801.5/I19

1872 表現の喩楽 はんざわかんいち著 明治書院 801.6/H29

1873 翻訳教室 : はじめの一歩 (ちくま文庫:[こ39-2]) 鴻巣友季子著 筑摩書房 801.7/Ko78

1874 場とことばの諸相 (シリーズ文化と言語使用:2)
井出祥子, 藤井洋子
監修・編

ひつじ書房 801/I19

1875 ふだん使いの言語学 : 「ことばの基礎力」を鍛えるヒント (新潮選書) 川添愛著 新潮社 801/Ka98

1876 よくわかる言語学 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 窪薗晴夫編著 ミネルヴァ書房 801/Ku14

1877 ことばをめぐる17の視点 : 人間言語は「雪の結晶」である
アンドレア・モロ著/
今井邦彦訳

大修館書店 801/Mo75

1878 発話の権利 定延利之編 ひつじ書房 801/Sa13

1879 コーパス研究の展望 (最新英語学・言語学シリーズ:11)
石川慎一郎, 長谷部
陽一郎, 住吉誠著

開拓社 801/Sa22/11

1880 文法化・語彙化・構文化 (最新英語学・言語学シリーズ:22)
小川芳樹, 石崎保明,
青木博史著

開拓社 801/Sa22/22

1881 カートグラフィー (最新英語学・言語学シリーズ:5)
遠藤喜雄, 前田雅子
著

開拓社 801/Sa22/5
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1882 形態論とレキシコン (最新英語学・言語学シリーズ:9)
西山國雄, 長野明子
著

開拓社 801/Sa22/9

1883 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

1884 顕在化する多言語社会日本 : 多言語状況の的確な把握と理解のために 福永由佳編 三元社 802.1/F79

1885 日本語ことばあそびの歴史 (河出文庫:[こ24-3]) 今野真二著 河出書房新社 807.9/Ko75

1886 第二言語教育のためのことば学 : 人文・社会科学から読み解く対話論的な言語観 西口光一著 福村出版 807/N81

1887
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

1888 話し方入門 文庫版
D・カーネギー著/市
野安雄訳

創元社 809.4/C19

1889 英語プレゼンのトリセツ : 高校生・学生もこれでできる! 藤代昇丈著
日本橋出版/星雲社
(発売)

809.4/F66

1890 超・会議術 : テレワーク時代の新しい働き方 越川慎司著 技術評論社 809.6/Ko85

1891 これからの話し合いを考えよう (シリーズ話し合い学をつくる:3)
村田和代編/村田和代
[ほか著]

ひつじ書房 809.6/Mu59

1892 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

1893 古代日本語発掘 (読みなおす日本史) 築島裕著 吉川弘文館 810.23/Ts64

1894 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

1895 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

1896 大人の語彙力見るだけノート : イラスト図解だから秒速で身につく! 吉田裕子監修 宝島社 810.4/Y86

1897 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

1898 使える日本語文法ガイドブック : やさしい日本語で教室と文法をつなぐ
中西久実子 [ほか]
著

ひつじ書房 810.7/Ts52

1899 上代日本語表記論の構想 尾山慎著 花鳥社 811.02/O95

1900 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

1901 難読漢字の奥義書 円満字二郎著 草思社 811.2/E62

1902 書けない漢字が書ける本 : 語呂合わせで覚える (角川ソフィア文庫:N163-1) 根本浩[著] KADOKAWA 811.2/N64
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1903 語彙力が身につく!教養の「漢字」2500 西東社編集部編 西東社 811.2/Se19

1904 漢字使い分け辞典 (角川ソフィア文庫:E117-2) 武部良明[著] KADOKAWA 811.2/Ta58

1905 訓読と漢語の歴史 (ものがたり) 福島直恭著 花鳥社 811.25/F84

1906 明鏡国語辞典 第3版 北原保雄編 大修館書店 813.1/Ki64

1907 『日本国語大辞典』をよむ 今野真二著 三省堂 813.1/N71

1908 新明解国語辞典 第8版 山田忠雄 [ほか] 編 三省堂 813.1/Sh64

1909 朝日キーワード 2022 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 813.7/AsS/'22

1910 わかる!使える!外来語辞典 増井金典著 ミネルヴァ書房 813.7/Ma67

1911 外来語新語辞典 山西治男監修 成美堂出版 813.7/Y37

1912 日本語における短縮外来語の形成とその仕組み (ひつじ研究叢書:言語編:第178巻) 文昶允著 ひつじ書房 814.7/Mo31

1913
明治初期理科教科書の近代漢語 : 中川重麗『博物学階梯』にみる実態(影印・翻刻・索引付) (学習院大学
東洋文化研究叢書)

安部清哉編著 花鳥社 ; 2021.2 814/A13

1914 文豪の名句名言事典 : 身につけたい教養の極み 平山健編 さくら舎 814/H69

1915 テクスト語彙論 : テクストの中でみることばのふるまいの実際 (ひつじ研究叢書:言語編第175巻) 高崎みどり著 ひつじ書房 814/Ta52

1916 日本語文法史キーワード事典
青木博史, 高山善行
編

ひつじ書房 815.02/A53

1917 日本語文法史の視界 : 継承と発展をめざして (ひつじ研究叢書:言語編:第162巻) 高山善行著 ひつじ書房 815.02/Ta56

1918
壁塗り代換をはじめとする格体制の交替現象の研究 : 位置変化と状態変化の類型交替 (ひつじ研究叢書:言
語編:第179巻)

川野靖子著 ひつじ書房 815.1/Ka96

1919 述語と名詞句の相互関係から見た日本語連体修飾構造 (ひつじ研究叢書:言語編第181巻) 三好伸芳著 ひつじ書房 815/Mi91

1920 現代日本語の「ハズダ」の研究 (ひつじ研究叢書:言語編第184巻) 朴天弘著 ひつじ書房 815/P16

1921 日本語複文構文の機能論的研究 (ひつじ研究叢書:言語編:第177巻) 田中寛著 ひつじ書房 815/Ta84

1922 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

1923 大学生のための文章表現練習帳 第2版 坂東実子著 国書刊行会 816/B18

1924 「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。
藤吉豊著/小川真理子
著

日経BP/日経BPマーケ
ティング(発売)

816/F68
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1925 小論文・ビジネス文書が書けない人のための「上手く書かない」文章教室 細谷知司著
スタンダーズ・プレ
ス/スタンダーズ (発
売)

816/H95

1926 自分で考え、自分で書くためのゆかいな文章教室 (14歳の世渡り術) 今野真二著 河出書房新社 816/Ko75

1927 国語の先生、文章講座に通う (幻冬舎ルネッサンス新書:な-7-1) 中マチ子著 816/N35

1928 日本語の勘 : 作家たちの文章作法 中村明著 青土社 816/N37

1929 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

1930 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

1931 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

1932 人間を支える方言 (実践方言学講座:第3巻)
小林隆, 今村かほる
編

くろしお出版 818/J54/3

1933 中国語は楽しい : 華語から世界を眺める (ちくま新書:1563) 新井一二三著 筑摩書房 820.4/A62

1934 古代の思想 (漢文名作選:第2集1) 江連隆, 塚田勝郎著 大修館書店 827.5/11/2-1

1935 英傑の群像 (漢文名作選:第2集2)
若林力, 高野由紀夫
著

大修館書店 827.5/11/2-2

1936 古今の名詩 (漢文名作選:第2集3)
田部井文雄, 高木重
俊著

大修館書店 827.5/11/2-3

1937 名文と小説 (漢文名作選:第2集4) 向島成美, 加藤敏著 大修館書店 827.5/11/2-4

1938 日本の漢詩文 (漢文名作選:第2集5) 國金海二, 若林力著 大修館書店 827.5/11/2-5

1939 故事と語録 (漢文名作選:第2集6)
大竹修一, 渡辺雅之
著

大修館書店 827.5/11/2-6

1940 高校生からの韓国語入門 (ちくまプリマー新書:369) 稲川右樹著 筑摩書房 829.1/I52

1941 世界一わかりやすい韓国語の教科書 YUKIKAWA著 KADOKAWA 829.1/Y97

1942 ことばは国家を超える : 日本語、ウラル・アルタイ語、ツラン主義 (ちくま新書:1568) 田中克彦著 筑摩書房 829.5/Ta84

1943 英語の教養 : 英米の文化と背景がわかるビジュアル英語博物誌 大井光隆著 ベレ出版 830.1/O32

1944 英語授業学の最前線 (JACET応用言語学研究シリーズ:1)

大学英語教育学会
[ほか] 編/ジュディ
ス・ハンクス [ほか
著]

ひつじ書房 830.7/E37
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1945 4か月集中TOEIC L&R TEST800点突破カリキュラム 藤山大輝著 ベレ出版 830.7/F68

1946 スタンフォードの「英語ができる自分」になる教室 : [対訳]
ケリー・マクゴニガ
ル著/『CNN english
express』編集部編訳

朝日出版社 830.7/Ma15

1947
日本語母語幼児による英語音声の知覚・発声と学習 : 日本語母語話者は英語音声の知覚・発声がなぜ難し
く, どう学習すべきか

湯澤正通, 湯澤美紀
著

風間書房 830.7/Y99

1948 自分を励ます英語名言101 (岩波ジュニア新書:928)
小池直己, 佐藤誠司
著

岩波書店 830/Ko31

1949 発信型英語スーパーレベル類語使い分けマップ
植田一三編著/中坂あ
き子, 浦勇樹, 上田
敏子著

ベレ出版 834.5/U32

1950 英語解剖図鑑 原島広至著 KADOKAWA 834/H32

1951
音楽から学べるらくらく英単語読本 : TOEIC対応!555語収録 : for音楽ファン・音楽専攻生 (Parade
books. 得意を生かす英単語帳シリーズ:1)

小林一夫著
パレード/星雲社(発
売)

834/Ko12/1

1952
スポーツから学べるらくらく英単語読本 : TOEIC対応!777語収録 (Parade books. 得意を生かす英単語帳シ
リーズ:2)

小林一夫著
パレード/星雲社 (発
売)

834/Ko12/2

1953 英文の基本構造 (ネイティブ英文法:4)
本田謙介, 田中江扶,
畠山雄二著

朝倉書店 835.08/H41/4

1954 構文間の交替現象 (ネイティブ英文法:5)
岸本秀樹, 岡田禎之
著

朝倉書店 835.08/H41/5

1955 動詞と非定形節,そして動詞を欠いた節 (「英文法大事典」シリーズ:1)

Rodney Huddleston,
Geoffrey K. Pullum
著/谷口一美, 田丸歩
実, 小川陽香, 貝森
有祐訳

開拓社 835/HuR/1

1956 なぜ、英語では「虹は出ない」のか? : 日本語と英語の対比から読み解く英文法 松本隆著 アルク 835/Ma81

1957
大学で英語を教える父が高校生の娘に贈るプレミアムな英文法・熟語 (一歩進める英語学習・研究ブック
ス)

中村良夫著 開拓社 835/N37

1958 オー・ヘンリーで学ぶ英文法
山本史郎著/西村義樹
著/森田修著

アスク出版 835/O28

1959 基本12動詞で何でも言える裏ワザ流英語術 尾崎俊介, 小泉直著 松柏社 835/O96

1960 語順が決め手!鬼の英文組み立てトレーニング : 通じる英語は語順が命! 高山芳樹著 アルク 835/Ta56

1961 英米の文法書に学ぶ英文法基礎論 田子内健介著 開拓社 835/Ta73
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1962 ぼくらの瞬間英作文 : 7日間で学べる! : スラスラ話すための英文法トレーニング 竹内智則著 大和出版 836/Ta67

1963 天声人語 : 英文対照 v.203 2020冬
朝日新聞論説委員室
編/英文朝日訳

原書房 837.5/13/203

1964 ジャパンタイムズ社説集 2020年下半期(7月-12月)
ジャパンタイムズ出
版英語出版編集部編

ジャパンタイムズ出
版

837.5/JaT/'20下

1965 1日10分超音読レッスン : 「英語回路」育成計画 感動編
鹿野晴夫著/川島隆太
監修

IBCパブリッシング 837.5/KaH

1966 朝から晩までつぶやく英語表現200 (ちくま新書:1548)
キャサリン・A.クラ
フト著/里中哲彦編訳

筑摩書房 837.8/C91

1967 7時間で英語が突然ハッキリ聞こえて会話が続く本 デイヴィ・ラウ著 ダイヤモンド社 837.8/L36

1968 365日の日常英会話フレーズブック
長尾和夫著/アン
ディ・バーガー著

明日香出版社 837.8/N18

1969 難しいことはわかりませんが、マンガで英語が話せる方法を教えてください!
スティーブ・ソレイ
シィ, 大橋弘祐著/松
浦まどか漫画

文響社 837.8/So55

1970 英語が話せるようになりたければ、今すぐオンライン英会話をやりなさい! (語学シリーズ) 安河内哲也著 NHK出版 837.8/Y64

1971 フランス語の話し言葉における舌打ち音の研究 森田美里著 くろしお出版 850.1/Mo66

1972 ズーム! 新装改訂版
慶應義塾大学法学部
フランス語部会著

駿河台出版社 850/Ke26

1973 「感想文」から「文学批評」へ : 高校・大学から始める批評入門 小林真大著 小鳥遊書房 901.01/Ko12

1974 東アジアの歌と文字 (アジア遊学:254)
真下厚, 遠藤耕太郎,
波照間永吉編

勉誠出版 (発売) 901.1/H55

1975
ミステリーの書き方 : シナリオから小説まで、いきなりコツがつかめる17のレッスン (「シナリオ教室」
シリーズ)

柏田道夫著 言視舎 901.27/Ka77

1976 書きたい人のためのミステリ入門 (新潮新書:889) 新井久幸著 新潮社 901.307/A62

1977 散文へのプロセス (プロセス解明講座) 満留伸一郎著 Dの3行目 901.4/Mi63

1978 新編文学にみる女性像 宮本百合子著 新日本出版社 902.09/Mi77

1979 絶版新書交響楽 : 新書で世界の名作を読む 近藤健児著 青弓社 902.3/Ko73

1980 名作なんか、こわくない (PHP文芸文庫:ゆ2-1) 柚木麻子著 PHP研究所 902.3/Y99

1981 若い読者のための文学史 (Yale University Press little histories)
ジョン・サザーラン
ド著/河合祥一郎訳

すばる舎 902/Su83
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1982 東アジアに共有される文学世界 : 東アジアの文学圏 (東アジア文化講座:3) 小峯和明編 文学通信 904/Ko64

1983 「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

1984 コンテクストの読み方 : コロナ時代の人文学 (人文知の復興:1) 千葉一幹著 NTT出版 907/C42

1985 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

1986 神を待ちのぞむ (須賀敦子の本棚:8)
シモーヌ・ヴェイユ
著/今村純子訳

河出書房新社 908/Su21/8(1)

1987 つぎに読むの、どれにしよ? : 私の親愛なる海外児童文学 越高綾乃著 かもがわ出版 909.3/Ko87

1988 児童文学塾 : 作家になるための魔法はあるのか?
日本児童文芸家協会
編

日本児童文芸家協会/
あるまじろ書房(発
売)

909/N71

1989 日本人なら知っておきたい日本文学 : ヤマトタケルから兼好まで、人物で読む古典 蛇蔵, 海野凪子著 幻冬舎 910.2/H51

1990 文学史の向こう側 平林香織著 世音社 910.2/H63

1991 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

1992 日本文学の古典50選 (角川文庫:22438) 久保田淳[著] KADOKAWA 910.2/Ku14

1993 龍蛇と菩薩 : 伝承文学論 (和泉選書:189) 森正人著 和泉書院 910.23/Mo54

1994 中世文学の思想と風土 (新典社研究叢書:308) 石黒吉次郎著 新典社 910.24/I73

1995 『発心集』と中世文学 : 主体とことば (研究叢書:501) 山本一著 和泉書院 910.24/Ka41

1996 中世日本文学の探求 日下力著 汲古書院 910.24/Ku82

1997 亡霊たちの中世 : 引用・語り・憑在 高木信著 水声社 910.24/Ta29

1998 日中怪異譚研究 増子和男著 汲古書院 910.25/Ma67

1999 日本現代小説大事典 増補縮刷版 浅井清, 佐藤勝編 明治書院 910.26/A83

2000 物語の近代 : 王朝から帝国へ 兵藤裕己著 岩波書店 910.26/H99

2001 「新しい作品論」へ、「新しい教材論」へ : 文学研究と国語教育研究の交差 1
田中実, 須貝千里編
著

右文書院 910.26/Ta84/1

2002 「新しい作品論」へ、「新しい教材論」へ : 文学研究と国語教育研究の交差 古典編1
田中実, 須貝千里編
著

右文書院 910.26/Ta84/1

2003 「新しい作品論」へ、「新しい教材論」へ : 文学研究と国語教育研究の交差 2
田中実, 須貝千里編
著

右文書院 910.26/Ta84/2
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2004 「新しい作品論」へ、「新しい教材論」へ : 文学研究と国語教育研究の交差 古典編2
田中実, 須貝千里編
著

右文書院 910.26/Ta84/2

2005 「新しい作品論」へ、「新しい教材論」へ : 文学研究と国語教育研究の交差 3
田中実, 須貝千里編
著

右文書院 910.26/Ta84/3

2006 「新しい作品論」へ、「新しい教材論」へ : 文学研究と国語教育研究の交差 古典編3
田中実, 須貝千里編
著

右文書院 910.26/Ta84/3

2007 「新しい作品論」へ、「新しい教材論」へ : 文学研究と国語教育研究の交差 4
田中実, 須貝千里編
著

右文書院 910.26/Ta84/4

2008 「新しい作品論」へ、「新しい教材論」へ : 文学研究と国語教育研究の交差 古典編4
田中実, 須貝千里編
著

右文書院 910.26/Ta84/4

2009 「新しい作品論」へ、「新しい教材論」へ : 文学研究と国語教育研究の交差 5
田中実, 須貝千里編
著

右文書院 910.26/Ta84/5

2010 「新しい作品論」へ、「新しい教材論」へ : 文学研究と国語教育研究の交差 6
田中実, 須貝千里編
著

右文書院 910.26/Ta84/6

2011 戦場を発見した作家たち : 石川達三から林芙美子へ (新典社選書:98) 蒲豊彦著 新典社 910.263/Ka11

2012 ケータイ小説語考 : 私語りの会話体文章を探る
泉子・K・メイナード
著

明治書院 910.264/Ma98

2013 江戸川乱歩と横溝正史 (集英社文庫) 中川右介著 集英社 910.268/E24

2014 遠藤周作神に問いかけつづける旅
菅野昭正編/加賀乙彦
[ほか] 著

慶應義塾大学出版会 910.268/E59

2015
樋口一葉、幸田露伴の代表作を読み直す : 転換期の女性と男性、江戸と東京のはざまで : 樋口一葉『にご
りえ』、幸田露伴『五重塔』 (読み直し文学講座:3)

小森陽一著 かもがわ出版 910.268/H56

2016 開高健は何をどう読み血肉としたか 菊池治男著 河出書房新社 910.268/Ka21

2017
小林多喜二の代表作を読み直す : プロレタリア文学が切り拓いた「時代を撃つ」表現 : 『蟹工船』『不在
地主』 (読み直し文学講座:5)

島村輝著 かもがわ出版 910.268/Ko12

2018 幸田露伴の語録に学ぶ自己修養法 渡部昇一著 致知出版社 910.268/Ko19

2019 地図で読む松本清張
北川清, 徳山加陽,
帝国書院編集部著

帝国書院 910.268/Ma81

2020 三島事件その心的基層 安岡真著 石風社 910.268/Mi53

2021 三島由紀夫の死と私 増補新訂版 西尾幹二著 戎光祥出版 910.268/Mi53

2022 宮沢賢治と高瀬露 : 露は「聖女」だった
上田哲, 鈴木守, 森
義真著

ツーワンライフ (印
刷)

910.268/Mi89

2023 宮沢賢治論 : 心象の大地へ 岡村民夫著 七月社 910.268/Mi89

108



2021年2月～4月受入図書一覧

NO 書名 著者名 出版者 請求記号

2024 村上春樹の動物誌 (早稲田新書:003) 小山鉄郎著 早稲田大学出版部 910.268/Mu43

2025 村上春樹謎とき事典 2 根本治久[著] 若草書房 910.268/Mu43/2

2026 牛のようにずんずん進め : 夏目漱石の人生論 齊藤孝著 草思社 910.268/N58

2027 13歳からの夏目漱石 : 生誕百五十年、その時代と作品 小森陽一著 かもがわ出版 910.268/N58

2028 夏目漱石『心』を読み直す : 病と人間、コロナウイルス禍のもとで (読み直し文学講座:1) 小森陽一著 かもがわ出版 910.268/N58

2029 司馬遼太郎 (新潮文庫:11357, し-9-0. 文豪ナビ) 新潮文庫編 新潮社 910.268/Sh17

2030
志賀直哉の短編小説を読み直す : 「小説の神様」が仕組んだ「神話」と「歴史」のトリック : 『小僧の神
様』『城の崎にて』『焚火』『真鶴』 (読み直し文学講座:4)

島村輝著 かもがわ出版 910.268/Sh27

2031 『細雪』とその時代 川本三郎著 中央公論新社 910.268/Ta88

2032 谷崎潤一郎を知っていますか : 愛と美の巨人を読む 阿刀田高著 新潮社 910.268/Ta88

2033 「重層的非決定」吉本隆明の最終マナー 鷲田小彌太著 言視舎 910.268/Y91

2034 国文学年次別論文集 平成26(2014)年 近代5 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'14-6-5

2035 国文学年次別論文集 平成27(2015)年 上代1 学術文献刊行会編 朋文出版 910.4/9/'15-2-1

2036 万葉歌解 坂本信幸著 塙書房 911.12/Sa32

2037 大伴旅人 (人物叢書:[通巻309])
鉄野昌弘著/日本歴史
学会編集

吉川弘文館 911.122/O86

2038 和歌を読み解く和歌を伝える : 堂上の古典学と古今伝受 海野圭介著 勉誠出版 911.1351/U76

2039 中世和歌論 : 歌学と表現と歌人 中川博夫著 勉誠出版 911.14/N32

2040 春日懐紙の書誌学 (ブックレット「書物をひらく」:25) 田中大士著 平凡社 911.14/Ta84

2041 アルカリ色のくも : 宮沢賢治の青春短歌を読む 佐藤通雅編著 NHK出版 911.162/Mi89

2042 連歌入門 : ことばと心をつむぐ文芸 廣木一人著 三弥井書店 911.2/H71

2043 連歌という文芸とその周辺 : 連歌・俳諧・和歌論 (新典社研究叢書:300) 廣木一人著 新典社 911.2/H71

2044 連歌史 : 中世日本をつないだ歌と人びと 奥田勲著 勉誠出版 911.2/O54

2045 ハンドブック花と植物の俳句歳時記
「ハンドブック花と
植物の俳句歳時記」
編集委員会編

山川出版社 911.307/H29
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2046 わたしの好きな季語 川上弘美著 NHK出版 911.307/Ka94

2047 季語の科学 尾池和夫著 淡交社 911.307/O32

2048 花冠日乗
野村喜和夫著/朝岡英
輔写真/小島ケイタ
ニーラブ音楽

白水社 911.56/N95

2049 夜景座生まれ 最果タヒ著 新潮社 911.56/Sa18

2050 そのままでいい : 100万いいね!を集めた176の言葉 田口久人 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

911.56/Ta19

2051 虫たちの日本中世史 : 『梁塵秘抄』からの風景 (叢書・知を究める:19) 植木朝子著 ミネルヴァ書房 911.63/R96

2052 謹訳世阿弥能楽集 上
世阿弥 [著]/林望
[訳]著

檜書店 912.3/Z2/1

2053 多和田葉子の「演劇」を読む : 切り拓かれる未踏の地平
谷川道子, 谷口幸代
編/多和田葉子 [ほか
著]

論創社 912.6/Ta97

2054 物語における和歌とは何か
廣田收, 辻和良編著/
久富木原玲 [ほか著]

武蔵野書院 913.3/H74

2055 伊勢物語 (学びを深めるヒントシリーズ) 早稲田久喜の会編著 明治書院 913.32/W41

2056 人がつなぐ源氏物語 : 藤原定家の写本からたどる物語の千年 (朝日選書:1017) 伊井春樹著 朝日新聞出版 913.36/I26

2057 源氏物語の楽しみかた (祥伝社新書:618) 林望 [著] 祥伝社 913.36/Mu56

2058 王朝和歌史の中の源氏物語 (研究叢書:527) 瓦井裕子著 和泉書院 913.363/Ka96

2059 今昔物語集仏伝の研究 本田義憲著 勉誠出版 913.37/H84

2060 陸奥話記の成立 野中哲照著 汲古書院 913.399/N95

2061 夢の通ひ路物語 上 (中世王朝物語全集:17) 塩田公子校訂・訳注 笠間書院 913.41/6/17

2062 夢の通ひ路物語 下 (中世王朝物語全集:18) 塩田公子校訂・訳注 笠間書院 913.41/6/18

2063 水鏡の成立と構造 (新典社研究叢書:316) 勝倉壽一著 新典社 913.425/Ka87

2064 中世の戦乱と文学 (研究叢書:497) 松林靖明著 和泉書院 913.43/Ma73

2065 武者の世が始まる (軍記物語講座:第1巻) 松尾葦江編 花鳥社 913.43/Ma85/1

2066 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
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2067 平和の世は来るか : 太平記 (軍記物語講座:第3巻) 松尾葦江編 花鳥社 913.43/Ma85/3

2068 乱世を語りつぐ (軍記物語講座:第4巻) 松尾葦江編 花鳥社 913.43/Ma85/4

2069 挑発する軍記 大津雄一著 勉誠出版 913.43/O89

2070 『保元物語』系統・伝本考 (研究叢書:479) 原水民樹著 和泉書院 913.432/H32

2071 保元物語の成立 野中哲照著 汲古書院 913.432/N95

2072 流布本『保元物語』『平治物語』にみる物語の変遷と背景 : 室町末・戦国期を中心に 滝澤みか著 汲古書院 913.432/Ta73

2073 平家物語 (学びを深めるヒントシリーズ) 吉永昌弘編著 明治書院 913.434/Y92

2074 室町の知的基盤と言説形成 : 仮名本『曾我物語』とその周辺 渡瀬淳子著 勉誠出版 913.437/W47

2075 論集中世・近世説話と説話集 (研究叢書:449) 神戸説話研究会編 和泉書院 913.47/Ko13

2076 星のことづて : 御伽草子の再話集 畠山美恵子[編]著 溪水社 913.49/H41

2077 お伽草子超入門 伊藤慎吾編 勉誠出版 913.49/I91

2078 室町物語の形象 : 怪奇ロマンとユーモア 沢井耐三著 三弥井書店 913.49/Sa94

2079 挿絵解釈の研究 : 『大坂物語』を中心に (研究叢書:525) 位田絵美著 和泉書院 913.51/I54

2080 教室に並んだ背表紙 相沢沙呼著 集英社 913.6/A26

2081 おもかげ (講談社文庫:[あ-70-25]) 浅田次郎 [著] 講談社 913.6/A81

2082 正欲 朝井リョウ著 新潮社 913.6/A83

2083 えにし屋春秋 あさのあつこ[著] 角川春樹事務所 913.6/A87

2084 時効の果て (ハルキ文庫:と5-12) 堂場瞬一著 角川春樹事務所 913.6/D81

2085 キッチン・ブルー (新潮文庫:10948, え-27-1) 遠藤彩見著 新潮社 913.6/E59

2086 この本を盗む者は 深緑野分著 KADOKAWA 913.6/F72

2087 そして、海の泡になる 葉真中顕著 朝日新聞出版 913.6/H25

2088 ギフト (ポプラ文庫:[は9-2]) 原田マハ [著] ポプラ社 913.6/H32

2089 大阪のお母さん : 浪花千栄子の生涯 (潮文庫:は-3) 葉山由季著 潮出版社 913.6/H47

2090 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野圭吾著 光文社 913.6/H55
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2091 白鳥とコウモリ 東野圭吾著 幻冬舎 913.6/H55

2092 野良犬の値段 百田尚樹著 幻冬舎 913.6/H99

2093 犬がいた季節 伊吹有喜著 双葉社 913.6/I12

2094 カンパニー (新潮文庫:11231, い-135-1) 伊吹有喜著 新潮社 913.6/I12

2095 アマテラスの暗号 伊勢谷武著 廣済堂出版 913.6/I69

2096 仕事で大切なことはすべて尼崎の小さな本屋で学んだ 川上徹也著 ポプラ社 913.6/Ka94

2097 マスク : スペイン風邪をめぐる小説集 (文春文庫:[き-4-7]) 菊池寛著 文藝春秋 913.6/Ki24

2098 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

2099 52ヘルツのクジラたち 町田そのこ著 中央公論新社 913.6/Ma16

2100 悪魔の夜鳴きそば もちぎ著 マガジンハウス 913.6/Mo12

2101 きつねのはなし (新潮文庫:8720, も-29-2) 森見登美彦著 新潮社 913.6/Mo54

2102 女だてら 諸田玲子著 KADOKAWA 913.6/Mo77

2103 大人読み『山月記』
増子和男, 林和利,
勝又浩著

明治書院 913.6/N34

2104 近鉄特急殺人事件 西村京太郎著 913.6/N84

2105 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

2106 コロナと潜水服 奥田英朗著 光文社 913.6/O54

2107 冬の狩人 大沢在昌著 幻冬舎 913.6/O74

2108 庭 (新潮文庫:11393, お-95-3) 小山田浩子著 新潮社 913.6/O95

2109 母影 尾崎世界観 新潮社 913.6/O96

2110 遺訓 (新潮文庫:11392, さ-47-5) 佐藤賢一著 新潮社 913.6/Sa85

2111 ゴールデンタイムの消費期限 斜線堂有紀著 祥伝社 913.6/sh13

2112 2020年の恋人たち 島本理生著 中央公論新社 913.6/Sh38

2113 元彼の遺言状 新川帆立著 宝島社 913.6/Sh64

2114 フィレンツェ (新潮文庫:11371, し-12-22. 小説イタリア・ルネサンス:2) 塩野七生著 新潮社 913.6/Sh75/2
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2115 ローマ (新潮文庫:11382, し-12-23. 小説イタリア・ルネサンス:3) 塩野七生著 新潮社 913.6/Sh75/3

2116 再び、ヴェネツィア (新潮文庫:11389, し-12-24. 小説イタリア・ルネサンス:4) 塩野七生著 新潮社 913.6/Sh75/4

2117 冬の朝、そっと担任を突き落とす (新潮文庫:11385, し-86-2) 白河三兎著 新潮社 913.6/Sh83

2118 書医あづさの手控 (クロニクル) : 書誌学入門ノベル!
白戸満喜子著/芳井ア
キイラスト

文学通信 913.6/Sh89

2119 麦本三歩の好きなもの 第1集 (幻冬舎文庫:す-20-1) 住野よる[著] 幻冬舎 913.6/Su63/1

2120 小隊 砂川文次著 文藝春秋 913.6/Su73

2121 たかが殺人じゃないか : 昭和24年の推理小説 辻真先著 東京創元社 913.6/Ts43

2122 惣目付臨検仕る 抵抗 : 文庫書下ろし/長編時代小説 (光文社文庫:う16-43. 光文社時代小説文庫) 上田秀人著 913.6/U32

2123 JR上野駅公園口 (河出文庫) 柳美里著 河出書房新社 913.6/Y97

2124 文豪誕生
芥川龍之介 [ほか]
著

新紀元社 913.68/B89

2125 須賀敦子が選んだ日本の名作 : 60年代ミラノにて (河出文庫:[す4-13]) 須賀敦子編 河出書房新社 913.68/Su21

2126 枕草子 (学びを深めるヒントシリーズ) 早稲田久喜の会編著 明治書院 914.3/W41

2127 鴨長明研究 : 表現の基層へ 木下華子著 勉誠出版 914.42/Ki46

2128 徒然草 : 人物考証の新研究 (新典社研究叢書:326) 上島眞智子著 新典社 914.45/Ka37

2129 ジョージカックルのWELL WELL WELL : スローでメローな人生論
ジョージ・カックル
著

小学館 914.6/C82

2130 20代で得た知見 F著 KADOKAWA 914.6/F11

2131 書く、読む、生きる 古井由吉著 草思社 914.6/F93

2132 言葉が鍛えられる場所 : 思考する身体に触れるための18章 平川克美著 大和書房 914.6/H64

2133 見えないものとの対話 : 喪われた時間を呼び戻すための18章 平川克美著 大和書房 914.6/H64

2134 鋼のメンタル (新潮新書:679) 百田尚樹著 新潮社 914.6/H99

2135 言葉にできない想いは本当にあるのか : word hunt いしわたり淳治著 筑摩書房 914.6/I82

2136 生きるコツ 姜尚中著 毎日新聞出版 914.6/Ka59

2137 家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった 岸田奈美著 小学館 914.6/Ki57
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2138
いま伝えたい!子どもの心を揺るがす"すごい"人たち : 魂の編集長が選んだ「教科書に載せたい」新聞の社
説

水谷もりひと著 ごま書房新社 914.6/Mi97

2139 それは朝日でも毎日でも読売でもなかった (日本一心を揺るがす新聞の社説:[1]) 水谷もりひと著 ごま書房新社 914.6/Mi97/[1]

2140 希望・勇気・感動溢れる珠玉の43編 (日本一心を揺るがす新聞の社説:2) 水谷もりひと著 ごま書房新社 914.6/Mi97/2

2141 「感動」「希望」「情」を届ける43の物語 (日本一心を揺るがす新聞の社説:3) 水谷もりひと著 ごま書房新社 914.6/Mi97/3

2142 「感謝」「美徳」「志」を届ける41の物語 (日本一心を揺るがす新聞の社説:4) ごま書房新社 914.6/Mi97/4

2143 ずる賢く幸せになる : 元ゲイ風俗ボーイの人たらし哲学 もちぎ著 幻冬舎 914.6/Mo12

2144 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

2145 路上のポルトレ : 憶いだす人びと 森まゆみ著 914.6/Mo54

2146 老いる意味 : うつ、勇気、夢 (中公新書ラクレ:718) 森村誠一著 中央公論新社 914.6/Mo56

2147 岡本太郎の眼 (角川文庫:お94-1) 岡本太郎[著] KADOKAWA 914.6/O42

2148 人生は美しいことだけ憶えていればいい 佐藤愛子著 PHP研究所 914.6/Sa85

2149 利他 : 人は人のために生きる (小学館文庫:[せ1-5])
瀬戸内寂聴, 稲盛和
夫著

小学館 914.6/Se93

2150 悔いなく生きよう 瀬戸内寂聴著 祥伝社 914.6/Se93

2151 日本人の甘え (新潮新書:686) 曽野綾子著 新潮社 914.6/So44

2152 自分の価値 曽野綾子著 扶桑社 914.6/So44

2153 知的生活習慣 (ちくま新書:1104) 外山滋比古著 筑摩書房 914.6/To79

2154 昭和前期の青春 (ちくま文庫:[や22-35]) 山田風太郎著 筑摩書房 914.6/Y19

2155 言葉を離れる (講談社文庫:よ5-4) 横尾忠則[著] 講談社 914.6/Y77

2156 吉本隆明全集 24 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/24

2157 作家と猫 平凡社編集部編 平凡社 914.68/H51

2158 中世日記文学の表現方法 高木周著 青簡舎 915.4/Ta29

2159 開高健とオーパ!を歩く 増補新版 菊池治男著 河出書房新社 915.6/Ka21

2160 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
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2161 二十歳の原点序章 : 十七歳から十九歳の日記 : 新装版 高野悦子著 カンゼン 915.6/Ta47/2

2162 大学教授、発達障害の子を育てる (光文社新書:1117) 岡嶋裕史著 光文社 916/O39

2163 人は見た目!と言うけれど : 私の顔で、自分らしく (岩波ジュニア新書:926) 外川浩子著 岩波書店 916/To22

2164 少数者は語る : 台湾原住民女性文学の多元的視野 上 楊翠著/魚住悦子訳 草風館 920.27/Y94/1

2165 少数者は語る : 台湾原住民女性文学の多元的視野 下 楊翠著/魚住悦子訳 草風館 920.27/Y94/2

2166 杜甫のユーモアずっこけ孔子 興膳宏著 岩波書店 920.4/Ko98

2167 自然詩人王維の世界 渡部英喜編著 明治書院 921.43/OI/W

2168 李白と杜甫 : 漂泊の生涯 荘魯迅著 大修館書店 921.43/R39

2169 李白と杜甫の事典 向嶋成美編著 大修館書店 921.43/R39

2170 文学少女対数学少女 (ハヤカワ・ミステリ文庫:HM 483-1) 陸秋槎著/稲村文吾訳 早川書房 923.7/R42

2171 韓国文学を旅する60章 (エリア・スタディーズ:182)
波田野節子, 斎藤真
理子, きむふな編著

明石書店 929.1/Ka56

2172 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

2173 ラフカディオ・ハーンと日本の近代 : 日本人の「心」をみつめて 牧野陽子著 新曜社 930.268/H51

2174 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

2175 E.M.フォースターと「見えないもの」 : キリスト教との関連から 松山献著 大学教育出版 930.278/F39

2176 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

2177 そして、ニューヨーク : 私が愛した文学の街 鈴木ふさ子著 鳥影社 930.29/Su96

2178 ミドルマーチ 4 (光文社古典新訳文庫:[KAエ1-5])
ジョージ・エリオッ
ト著/廣野由美子訳

光文社 933.6/E46/4

2179 フォルモサ : 台湾と日本の地理歴史 (平凡社ライブラリー:913)
ジョージ・サルマナ
ザール著/原田範行訳

平凡社 933.6/P95

2180 『トム・ソーヤーの冒険』の世界 小野俊太郎著 小鳥遊書房 933.6/Tw
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2181 はみだしインディアンのホントにホントの物語 (Super!YA)

シャーマン・アレク
シー著/エレン・
フォーニー絵/さくま
ゆみこ訳

小学館 933.7/A41

2182 レンブラントをとり返せ : ロンドン警視庁美術骨董捜査班 (新潮文庫:11388, ア-5-50)
ジェフリー・アー
チャー [著]/戸田裕
之訳

新潮社 933.7/A68

2183 小公子 (角川文庫:22517)
バーネット[著]/羽田
詩津子訳

KADOKAWA 933.7/B93

2184 小公子 (光文社古典新訳文庫:[KAハ2-2])
バーネット著/土屋京
子訳

光文社 933.7/B93

2185 小公女 (光文社古典新訳文庫:[KAハ2-3])
バーネット [著]/土
屋京子訳

光文社 933.7/B93

2186 見えない人間 上 (白水Uブックス:231. 海外小説 : 永遠の本棚)
ラルフ・エリスン著/
松本昇訳

白水社 933.7/E48/1

2187 見えない人間 下 (白水Uブックス:232. 海外小説 : 永遠の本棚)
ラルフ・エリスン著/
松本昇訳

白水社 933.7/E48/2

2188 マンガでわかるチーズはどこへ消えた?

スペンサー・ジョン
ソン [原] 著/星井博
文シナリオ/松浦まど
か, 多田あゆ実マン
ガ

扶桑社 933.7/J64

2189 眠れる美女たち 上
スティーヴン・キン
グ, オーウェン・キ
ング著/白石朗訳

文藝春秋 933.7/Ki43/1

2190 眠れる美女たち 下
スティーヴン・キン
グ, オーウェン・キ
ング著/白石朗訳

文藝春秋 933.7/Ki43/2

2191 心は孤独な狩人
カーソン・マッカ
ラーズ著/村上春樹訳

新潮社 933.7/Ma99

2192 恋するアダム (新潮クレスト・ブックス)
イアン・マキューア
ン著/村松潔訳

新潮社 933.7/Ma99

2193 ノーザン・ライツ
ハワード・ノーマン
[著]/川野太郎訳

みすず書房 933.7/N96

2194 ローンガール・ハードボイルド (ハヤカワ・ミステリ文庫:HM482-1)
コートニー・サマー
ズ著/高山真由美訳

早川書房 933.7/Su67
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2195 アニーはどこにいった
C.J.チューダー著/中
谷友紀子訳

文藝春秋 933.7/Tu3

2196 ニッケル・ボーイズ
コルソン・ホワイト
ヘッド著/藤井光訳

早川書房 933.7/W68

2197 地下鉄道 (ハヤカワepi文庫:epi 100, [ホ-2-1])
コルソン・ホワイト
ヘッド著/谷崎由依訳

早川書房 933.7/W68

2198
ゴッサムの街と人々他 : 新編エドガー・アラン・ポー評論集 : +<論説>コロナ時代にニューヨーク作家
ポーを読む

エドガー・アラン・
ポー著/伊藤詔子編・
訳・著

小鳥遊書房 934.6/P76

2199 ぼく自身のノオト
ヒュー・プレイサー
著/きたやまおさむ訳

創元社 934.7/P88

2200 ボブが遺してくれた最高のギフト
ジェームズ・ボーエ
ン著/稲垣みどり訳

辰巳出版 936/B68

2201 平和の下で : ホロコースト生還者によるアメリカの公民権のための闘い
マリオン・イングラ
ム著/北美幸[ほか]訳

小鳥遊書房 936/I54

2202 アウシュヴィッツの地獄に生きて (朝日文庫:[に17-1])
ジュディス・S・
ニューマン著/千頭宣
子訳

朝日新聞出版 936/N68

2203 決定版グリム童話事典 高木昌史編著 三弥井書店 943.6/G86

2204 アルプスの少女ハイジ (角川文庫:シ26-2)
ヨハンナ・シュピリ
[著]/松永美穂訳

KADOKAWA 943.6/Sp9

2205 絵画の前で : 物語と詩
ローベルト・ヴァル
ザー著/若林恵訳

鳥影社 943.7/W36

2206 誠意が問われるとき : 困難な時代をいかに共生するのか
アクセル・ハッケ著/
田村萬里, 山本邦子
訳

行路社 944.7/H11

2207 モーリス・ブランショ : 新装版
エマニュエル・レ
ヴィナス著/内田樹訳

国文社 950.278/B54

2208 文学のミニマル・イメージ : モーリス・ブランショ論 オンデマンド版 郷原佳以著 左右社 950.278/B54

2209 「星の王子さま」に聞く生きるヒント : サン=テグジュペリ名言集
稲垣直樹著/アント
ワーヌ・ド・サン=テ
グジュペリ挿絵

平凡社 950.278/Sa22
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2210 「星の王子さま」に聞く生きるヒント : サン=テグジュペリ名言集
稲垣直樹著/アント
ワーヌ・ド・サン=テ
グジュペリ挿絵

平凡社 950.278/Sa22

2211 透明性
マルク・デュガン著/
中島さおり訳

早川書房 953.7/D95

2212 神さまの貨物
ジャン=クロード・グ
ランベール著/河野万
里子訳

ポプラ社 953.7/G89

2213 赤いモレスキンの女 (新潮クレスト・ブックス)
アントワーヌ・ロー
ラン著/吉田洋之訳

新潮社 953.7/L37

2214 グレゴワールと老書店主 (海外文学セレクション)
マルク・ロジェ著/藤
田真利子訳

東京創元社 953.7/R62

2215 「星の王子さま」事典 三野博司著 大修館書店 953.7/Sa22

2216 恥さらし (ExLibris)
パウリーナ・フロー
レス著/松本健二訳

白水社 963/F34

2217 日本件名図書目録 2020 1 人名・地名・団体名
日外アソシエーツ株
式会社編

日外アソシエーツ B025.1/7/'20-1

2218 高校国語入試に出た3000冊 (ヤングアダルトの本)
日外アソシエーツ編
集

日外アソシエーツ B028.09/N71

2219 短大データブック : 東京私立短大の全体像を見る 2020年度
東京都私立短期大学
協会経営に関する調
査研究委員会

CR377.3/To46/'2
0

2220 新入社員・若手社員のためのビジネス電話応対 (日経DVD. コミュニケーションの基本シリーズ:第1巻) 日本経済新聞出版社 DV336.49/N71/1

2221
新入社員・若手社員のためのビジネスツールの使い分けと使い方 (日経DVD. コミュニケーションの基本シ
リーズ:第2巻)

日本経済新聞出版社 DV336.49/N71/2

2222
新入社員・若手社員のためのマナーが生まれる心遣い (日経DVD. コミュニケーションの基本シリーズ:第3
巻)

日本経済新聞出版社 DV336.49/N71/3

2223 アシェンダ! : エチオピア北部地域社会の女性のお祭り (みんぱく映像民族誌:第38集)
国立民族学博物館撮
影・製作

国立民族学博物館 DV382/MiE/38

2224 王の祭り : 仮面の王国マンコン、カメルーン高地 (みんぱく映像民族誌:第39集)
国立民族学博物館撮
影・製作

国立民族学博物館 DV382/MiE/39

2225 土と火と水の葬送 : バリ島の葬式 (みんぱく映像民族誌:第40集)
国立民族学博物館撮
影・製作

国立民族学博物館 DV382/MiE/40

2226 インドの染色職人カトリー : カッチ地方の絞り染めと更紗 (みんぱく映像民族誌:第41集)
国立民族学博物館撮
影・製作

国立民族学博物館 DV382/MiE/41

2227 どうぶつたちのおひっこし : どうやってはこぶのかな? (かがくのとも:624号) 平山暉彦さく 福音館書店 E//21
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2228 なぞなぞ (こどものとも:780号) 安野光雅作・絵 福音館書店 E//21

2229 すずめさんおはよう (こどものとも年少版:528号) いまきみちさく 福音館書店 E//21

2230 わたしのちいさないきものえん (かがくのとも:625号) 大島加奈子さく 福音館書店 E//21

2231 へっちゃらプーちゃん (こどものとも年少版:529号)
本田いづみ文/さとう
あや絵

福音館書店 E//21

2232 バルバルさんとおさるさん (こどものとも:781号)
乾栄里子文/西村敏雄
絵

福音館書店 E//21

2233 万次郎さんとたぬきのこ (こどものとも:782号)
本田いづみぶん/北村
人え

福音館書店 E//21

2234 いちわのからす (こどものとも年少版:530号) 長野ヒデ子さく 福音館書店 E//21

2235 さくらんぼ (かがくのとも:626号) 松岡真澄さく 福音館書店 E//21

2236 サンタさん (日本傑作絵本シリーズ) 長尾玲子さく 福音館書店 E/17

2237 じかんがどんどん (児童図書館・絵本の部屋:ふしぎだな?知らないこといっぱい)
ジェームズ・ダン
バーさく/せなあいこ
やく

評論社 E/21

2238 ももんちゃんどこへいくのかな? (ももんちゃんあそぼう)
とよたかずひこさ
く・え

童心社 E/22

2239 わたしたちのえほん (らいおんbooks)
南谷佳世文/大畑いく
の絵

文溪堂 E/24

2240 リトルサンタ 丸山陽子作 BL出版 E/25

2241 あらしのよるに (大型版あらしのよるにシリーズ:1)
きむらゆういち作/あ
べ弘士絵

講談社 E/25

2242 キツネのはじめてのふゆ

マリオン・デーン・
バウアー作/リチャー
ド・ジョーンズ絵/横
山和江訳

鈴木出版 E/26

2243 こたつ (日本傑作絵本シリーズ) 麻生知子作 福音館書店 E/26

2244 ワニばあちゃん おくはらゆめ[作] 理論社 E/27

2245 クリスマスのおかいもの (講談社の創作絵本:季節と行事のよみきかせ絵本) たしろちさと作 講談社 E/27

2246 なぞなぞのみせ (なぞなぞえほん)
石津ちひろなぞなぞ/
なかざわくみこえ

偕成社 E/27
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2247 手ぶくろを買いに (日本の童話名作選) 新美南吉作/黒井健絵 偕成社 E/29

2248 あっ!そうなんだ!性と生 : 幼児・小学生そしておとなへ
浅井春夫 [ほか] 編
著/勝部真規子絵

エイデル研究所 K367/A93

2249 個「性」ってなんだろう? : LGBTの本 中塚幹也監修 あかね書房 K367/N43

2250 マンガレインボーKids : 知ってる?LGBTの友だち (スクールコミック)
手丸かのこマンガ/金
子由美子解説/監修

子どもの未来社 K367/Te33

2251 目の不自由な人をよく知る本 (ビジュアルブック∞障害のある人とともに生きる:1) 合同出版 K369/B42/1

2252 星空を届けたい : 出張プラネタリウム、はじめました!
高橋真理子文/早川世
詩男絵

ほるぷ出版 K440/Ta33

2253 星と伝説 (偕成社文庫:2094) 野尻抱影著 偕成社 K443/N93

2254 スマホとゲーム障害 : 上手に使って病気を防ごう! (健康ハッピーシリーズ) 内海裕美監修 少年写真新聞社 K493/U96

2255 おやさい妖精とまなぶ野菜の知識図鑑 ぽん吉絵と作 二見書房 K626/P79

2256 ぼくがゆびをぱちんとならして、きみがおとなになるまえの詩集 斉藤倫著/高野文子画 福音館書店 K911/Sa25

2257 こどもしょくどう
足立紳原作/ひろはた
えりこ文

汐文社 K913/A16

2258 ふしぎをのせたアリエル号 (BFC)
リチャード・ケネ
ディ作/中川千尋訳・
絵

徳間書店 K933/Ke48

2259 影との戦い ソフトカバー版 (ゲド戦記:1)
ル=グウィン作/清水
真砂子訳

岩波書店 K933/L52/1

2260 こわれた腕環 ソフトカバー版 (ゲド戦記:2)
ル=グウィン作/清水
真砂子訳

岩波書店 K933/L52/2

2261 さいはての島へ ソフトカバー版 (ゲド戦記:3)
ル=グウィン作/清水
真砂子訳

岩波書店 K933/L52/3

2262 帰還 ソフトカバー版 (ゲド戦記:4)
ル=グウィン作/清水
真砂子訳

岩波書店 K933/L52/4

2263 アースシーの風 ソフトカバー版 (ゲド戦記:5)
ル=グウィン作/清水
真砂子訳

岩波書店 K933/L52/5

2264 ゲド戦記外伝 ソフトカバー版 (ゲド戦記:別巻)
ル=グウィン作/清水
真砂子訳

岩波書店 K933/L52/別
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2265 テディが宝石を見つけるまで
パトリシア・マクラ
クラン著/こだまとも
こ訳

あすなろ書房 K933/Ma21

2266 History of Rome Books 26-27 (The Loeb classical library:367. Livy:7)
Livy/edited and
translated by J.C.
Yardley

Harvard University
Press

LC232/LiT/L-7

2267
On temperaments/On non-uniform distemperment/The soul's traits depend on bodily temperament (The
Loeb classical library:546)

Galen/edited and
translated by Ian
Johnston

Harvard University
Press

LC490.231/Gal/O
-1

2268 Satyricon/Apocolocyntosis (The Loeb classical library:15)
Petronius/Seneca/ed
ited and translated
by Gareth Schmeling

Harvard University
Press

LC992.3/P1/2

2269 夜明けの図書館 [1] (Jour comics) 埜納タオ著 双葉社 M015.2/N95/1

2270 夜明けの図書館 3 (Jour comics) 埜納タオ著 双葉社 M015.2/N95/3

2271 夜明けの図書館 4 (Jour comics) 埜納タオ著 双葉社 M015.2/N95/4

2272 夜明けの図書館 5 (Jour comics) 埜納タオ著 双葉社 M015.2/N95/5

2273 夜明けの図書館 6 (Jour comics) 埜納タオ著 双葉社 M015.2/N95/6

2274 夜明けの図書館 7 (Jour comics) 埜納タオ著 双葉社 M015.2/N95/7

2275 編プロ☆ガール (BUNKASHA COMICS) 川崎昌平著 ぶんか社 M021.4/Ka97

2276 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

2277 重版未定 2 川崎昌平著 M021.43/Ka97/2

2278 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

2279 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

2280 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

2281 宵祭り (呪術廻戦. 10) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/10

2282 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

2283 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

2284 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
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2285 渋谷事変-理非- (呪術廻戦. 14) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/14

2286 渋谷事変-変身- (呪術廻戦. 15) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/15

2287 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

2288 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

2289 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

2290 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

2291 黒閃 (呪術廻戦. 6) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/6

2292 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

2293 懐玉 (呪術廻戦. 8) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/8

2294 玉折 (呪術廻戦. 9) (ジャンプコミックス) 集英社 M147.1/A39/9

2295 乙嫁語り 13 (Beam comix) 森薫著
エンターブレイン/角
川グループパブリッ
シング (発売)

M229.6/Mo51/13

2296 魔女をまもる。 上 (Nemuki+コミックス) 槇えびし著 朝日新聞出版 M234.05/Ma34/1

2297 魔女をまもる。= Save the Witches 中 (Nemuki+コミックス) 槇えびし著 朝日新聞出版 M234.05/Ma34/2

2298 魔女をまもる。= Save the Witches 下 (Nemuki+コミックス) 槇えびし著 朝日新聞出版 M234.05/Ma34/3

2299 ふしぎの国のバード 8 (Beam comix) (Harta comix) 佐々大河著 KADOKAWA M291.09/SaT/F-8

2300 ハコヅメ : 交番女子の逆襲 16 (モーニングKC) 泰三子著 講談社 M317.7/Y65/16

2301 銭の道はイバラの道編 新装版 1 (San-ei mook. ナニワ金融道:1) 三栄書房 M338.7/A53/1

2302 借金返済できますか?編 新装版 2 (San-ei mook. ナニワ金融道:2) 三栄書房 M338.7/A53/2

2303 自社ビルできました!編 新装版 (San-ei mook. ナニワ金融道:3) 三栄書房 M338.7/A53/3

2304 教育者でも堕ちる罠!編 新装版 (San-ei mook. ナニワ金融道:4) 三栄書房 M338.7/A53/4

2305 夜逃げからの起死回生?編 新装版 5 (San-ei mook. ナニワ金融道:5) 三栄書房 M338.7/A53/5

2306 トイチで借りますか?編 新装版 (サンエイムック. ナニワ金融道:6) 三栄書房 M338.7/A53/6

2307 マルチはウハウハ?編 新装版 (サンエイムック. ナニワ金融道:7) 三栄書房 M338.7/A53/7
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2308 ゲイバーのもちぎさん vol.3 (KC Palcy) もちぎ著 M367.97/Mo12/3

2309 ゴールデンカムイ 25 (ヤングジャンプ・コミックス) 野田サトル著 集英社 M382.11/N92/25

2310 チ。-地球の運動について- 第1集 (ビッグコミックス) 魚豊作・画 M440/U79/1

2311 チ。-地球の運動について- 第2集 (ビッグコミックス) 魚豊作・画 M440/U79/2

2312 チ。-地球の運動について- 第3集 (ビッグコミックス) 魚豊作・画 M440/U79/3

2313 はたらく細胞Lady 2 (モーニングKC)
原田重光原作/乙川灯
漫画

講談社 M491.3/H32/2

2314 恋する民俗学者 1: 柳田國男編
大塚英志原作/中島千
晴漫画

KADOKAWA M910.26/O88/1

2315 恋する民俗学者 2: 田山花袋編
大塚英志原作/中島千
晴漫画

KADOKAWA M910.26/O88/2

2316 デザイン思考の授業 : 世界のトップデザインスクールが教える (日経ビジネス人文庫:さ20-1) 佐宗邦威著
日経BP日本経済新聞
出版本部/日経BPマー
ケティング(発売)

NBB/さ20/1

2317 遅刻してくれて、ありがとう : 常識が通じない時代の生き方 上 (日経ビジネス人文庫:ふ15-1)
トーマス・フリード
マン著/伏見威蕃訳

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)

NBB/ふ15/1

2318 遅刻してくれて、ありがとう : 常識が通じない時代の生き方 下 (日経ビジネス人文庫:ふ15-2)
トーマス・フリード
マン著/伏見威蕃訳

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)

NBB/ふ15/2

2319 10の「感染症」からよむ世界史 (日経ビジネス人文庫:わ4-1) 造事務所編著
日経BP日本経済新聞
出版本部/日経BPマー
ケティング(発売)

NBB/わ4/1

2320 人生談義 上 (岩波文庫:青(33)-608-1)
エピクテトス [著]/
國方栄二訳

岩波書店 イ131.5/E66/1

2321 人生談義 下 (岩波文庫:青(33)-608-2)
エピクテトス [著]/
國方栄二訳

岩波書店 イ131.5/E66/2

2322 読書について : 他二篇 第26刷改版 (岩波文庫:青(33)-632-2)
ショウペンハウエル
著/斎藤忍随訳

岩波書店 イ134.6/Sc6

2323 渋沢栄一伝 (岩波文庫:緑(31)-012-18) 幸田露伴作 岩波書店 イ289.1/Sh21
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2324 次郎物語 5 (岩波文庫:緑(31)-225-5) 下村湖人作 岩波書店 イ913.6/Sh53/5

2325 新しい社会 5下 北俊夫 [ほか] 著 東京書籍 教/312/'19

2326 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

2327 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

2328 せいかつ 下 養老孟司 [ほか] 著 教育出版 教/312/'19

2329 せいかつ 下 前田好文著 信州教育出版社 教/312/'19

2330 せいかつ 下 嶋野道弘 [ほか] 著 光村図書出版 教/312/'19

2331 せいかつ 下 寺尾愼一 [ほか] 著 啓林館 教/312/'19

2332 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

2333 たのしいせいかつ 下 野田敦敬 [ほか] 著 大日本図書 教/312/'19

2334 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

2335 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

2336 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

2337 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

2338 みんなとまなぶしょうがっこうさんすう 1ねん下 一松信 [ほか] 著 学校図書 教/412/'19

2339 みんなと学ぶ小学校算数 2年下 一松信 [ほか] 著 学校図書 教/412/'19

2340 みんなと学ぶ小学校算数 3年下 一松信 [ほか] 著 学校図書 教/412/'19

2341 みんなと学ぶ小学校算数 4年下 一松信 [ほか] 著 学校図書 教/412/'19

2342 みんなと学ぶ小学校算数 5年下 一松信 [ほか] 著 学校図書 教/412/'19

2343 小学算数 2下
坪田耕三, 金本良通
[ほか] 著

教育出版 教/412/'19

2344 小学算数 3下
坪田耕三, 金本良通
[ほか] 著

教育出版 教/412/'19

2345 小学算数 4下
坪田耕三, 金本良通
[ほか] 著

教育出版 教/412/'19

2346 わくわく算数 2下
清水静海 [ほか] 編
著

啓林館 教/412/'19
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2347 わくわく算数 3下
清水静海 [ほか] 編
著

啓林館 教/412/'19

2348 わくわく算数 4下
清水静海 [ほか] 編
著

啓林館 教/412/'19

2349 しょうがくさんすう 1ねん下
小山正孝, 飯田慎司
[ほか] 著

日本文教出版 教/412/'19

2350 小学算数 2年下
小山正孝, 飯田慎司
[ほか] 著

日本文教出版 教/412/'19

2351 小学算数 3年下
小山正孝, 飯田慎司
[ほか] 著

日本文教出版 教/412/'19

2352 小学算数 4年下
小山正孝, 飯田慎司
[ほか] 著

日本文教出版 教/412/'19

2353 小学算数 5年下
小山正孝, 飯田慎司
[ほか] 著

日本文教出版 教/412/'19

2354 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

2355 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

2356 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

2357 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

2358 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

2359 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

2360 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

2361 新しい国語 2下
秋田喜代美 [ほか]
著

東京書籍 教/82/'19

2362 新しい国語 3下
秋田喜代美 [ほか]
著

東京書籍 教/82/'19

2363 新しい国語 4下
秋田喜代美 [ほか]
著

東京書籍 教/82/'19

2364 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

2365 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
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2366 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

2367 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

2368 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

2369 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

2370 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

2371 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

2372 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

2373 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

2374 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

2375 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

2376 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

2377 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

2378 国語 : あおぞら 3下 甲斐睦朗 [ほか] 著 光村図書出版 教/82/'19

2379 国語 : はばたき 4下 甲斐睦朗 [ほか] 著 光村図書出版 教/82/'19

2380 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 1ねん上 鶴田清司 [ほか] 著 学校図書 教/82/'19

2381 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 2年上 鶴田清司 [ほか] 著 学校図書 教/82/'19

2382 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 3年上 鶴田清司 [ほか] 著 学校図書 教/82/'19

2383 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 4年上 鶴田清司 [ほか] 著 学校図書 教/82/'19

2384 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 5年上 鶴田清司 [ほか] 著 学校図書 教/82/'19

2385 みんなとまなぶしょうがっこうこくご 6年上 鶴田清司 [ほか] 著 学校図書 教/82/'19

2386 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

2387 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

2388 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
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2389 受かるエントリーシート落ちるエントリーシート : 人事担当者が本音で明かす! 梅崎修, 神山典士著 ポプラ社 就職/資格

2390 就職活動1冊目の教科書 : 「納得の内定」をめざす 改訂版
就活塾キャリアアカ
デミー著

KADOKAWA 就職/資格

2391 弁理士になるには 改訂版 (なるにはBOOKS:40) 藤井久子著 ぺりかん社 就職/資格

2392
最新コンビニ業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 第4版
(How-nual図解入門. 業界研究)

平木恭一著 秀和システム 就職/資格/['20]

2393 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]

2394
最新アニメ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3版 (How-
nual図解入門. 業界研究)

谷口功, 麻生はじめ
著

秀和システム 就職/資格/['20]

2395 社会学 (公務員試験ゼロから合格基本過去問題集 : 大卒程度) TAC公務員講座編
TAC株式会社出版事業
部 (TAC出版)

就職/資格/['20]

2396 ミクロ経済学 (公務員試験ゼロから合格基本過去問題集 : 大卒程度) TAC公務員講座編
TAC株式会社出版事業
部 (TAC出版)

就職/資格/['20]

2397 民法 1 (公務員試験ゼロから合格基本過去問題集 : 大卒程度) TAC公務員講座編
TAC株式会社出版事業
部 (TAC出版)

就職/資格/['20]

2398 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]

2399 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]

2400 総則/物権/担保物件 (公務員試験一問一答で論点総チェック. 民法:1) 山本誠著
TAC株式会社出版事業
部 (TAC出版)

就職/資格
/['20]-1

2401 債権総論/契約総論・各論/不法行為等/親族・相続 (公務員試験一問一答で論点総チェック. 民法:2) 山本誠著
TAC株式会社出版事業
部 (TAC出版)

就職/資格
/['20]-2

2402
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]

2403
みんなが欲しかった!公務員合格へのはじめの一歩法律科目 : 憲法・民法・行政法 (合格へのはじめの一歩
シリーズ)

TAC株式会社(公務員
講座) 編著

就職/資格/['21]

2404 債権・家族 (ザ・ベストハイパー. 寺本康之の民法:2) 寺本康之著 エクシア出版 就職/資格/['21]

2405 財政学 : 地方上級/国家総合職・一般職・専門職 (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/['21]
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2406 AI・デジタル業界大研究 : 最新
AI・デジタル産業研
究会著

産学社 就職/資格/['21]

2407 寺本康之の行政法ザ・ベストハイパー : 公務員試験 寺本康之著 就職/資格/['21]

2408 英検準1級過去6回問題集 '20年度版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'20

2409 英検2級過去6回問題集 '20年度版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'20

2410 英検準1級過去問題集 2020年度 学研プラス 就職/資格/'20

2411 英検2級過去問題集 2020年度 学研プラス 就職/資格/'20

2412 英検準2級過去問題集 2020年度 学研プラス 就職/資格/'20

2413 医療事務診療報酬請求事務能力認定試験〈医科〉合格テキスト&問題集 2020年版
森岡浩美編著/山﨑美
和, 森田晴恵著

日本能率協会マネジ
メントセンター

就職/資格/'20

2414 ビジネス能力検定〈ジョブパス〉3級 : 要点と演習 2020年度版
ビジネス能力検定
ジョブパス研究会著

実教出版 就職/資格/'20

2415 第1種衛生管理者試験模範解答集 2020年版 深井綾子解答・解説 電気書院 就職/資格/'20

2416 ズバリ合格!ここが出る!第1種衛生管理者テキスト&問題集 2020年版 津田洋子監修 ナツメ社 就職/資格/'20

2417 第一種衛生管理者免許試験対策合格水準問題集 2020年度版
田中通洋, 小室文菜
編著

全国労働基準関係団
体連合会/労働調査会
(発売)

就職/資格/'20

2418 医療秘書技能検定実問題集2級 2020年度版2: 第59回-第63回
医療秘書教育全国協
議会試験委員会編集

土屋書店 就職/資格/'20

2419 会計専門職大学院に行こう! : アカウンティングスクール 2020年度版
会計専門職大学院に
行こう!編集委員会編

創成社 就職/資格/'20

2420 レクチャー&トレーニング日商リテールマーケティング〈販売士〉検定試験3級 2021 上岡史郎著 就職/資格/'21

2421 畑中敦子×津田秀樹の「判断推理」勝者の解き方敗者の落とし穴 : 公務員試験 2021年度版
畑中敦子, 津田秀樹
著

エクシア出版 就職/資格/'21

2422 公務員試験みんなの時事テキスト 2021 林信廣著 エクシア出版 就職/資格/'21

2423
大和郡山市・香芝市・大和高田市の上級・大卒程度 : 教養試験 2021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 協同出版 就職/資格/'21

2424 英検準2級過去6回問題集 '21年度版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'21

2425 直前対策ブック 3年度 (公務員試験受験ジャーナル特別企画:3) 実務教育出版 就職/資格/'21

128



2021年2月～4月受入図書一覧

NO 書名 著者名 出版者 請求記号

2426 通関士スピードテキスト 2021年度版
小貫斉 [著]/TAC株式
会社(通関士講座) 編
著

就職/資格/'21

2427 宅建士基本テキストタキザワ講義付き。 : 権利関係・法令上の制限・宅建業法・税その他 2021年版 瀧澤宏之著 就職/資格/'21

2428 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

2429 英検準1級過去6回問題集 '21年度版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'21

2430 英検2級過去6回問題集 '21年度版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 就職/資格/'21

2431 公務員試験速攻の時事 : 令和3年度試験完全対応 : 教養・専門のあらゆる科目に対応! [本編] 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'21

2432 ニュースペックテキストITパスポート 2021年度版
TAC株式会社(情報処
理講座) 編著

就職/資格/'21

2433 公務員試験速攻の時事 : 令和3年度試験完全対応 : あらゆる時事問題を完全攻略! 実戦トレーニング編 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'21

2434 通関士過去問題集 2021年版 (通関士教科書. 通関士試験学習書)
ヒューマンアカデ
ミー著/笠原純一監修

翔泳社 就職/資格/'21

2435
ビジネス実務法務検定試験2級完全合格テキスト : ビジネス実務法務検定試験学習書 2021年版 (法務教科
書)

塩島武徳著 就職/資格/'21

2436 ビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト 2021年度版 就職/資格/'21

2437 ビジネス実務法務検定試験3級公式テキスト 2021年度版 東京商工会議所編

東京商工会議所検定
センター/中央経済グ
ループパブリッシン
グ(発売)

就職/資格/'21

2438 旅行業法・約款 (合格のミカタ) 大原出版 就職/資格/'21

2439
旅行業法・約款 (旅行業務取扱管理者試験標準トレーニング問題集. 2021年対策2) (合格のミカタシリー
ズ)

就職/資格/'21

2440 面接完全攻略ブック 3年度 (公務員試験受験ジャーナル特別企画:4) 実務教育出版 就職/資格/'21

2441 頻出度順漢字検定2級合格!問題集 2021年度版
漢字学習教育推進研
究会編

新星出版社 就職/資格/'21

2442 公務員試験直前予想問題 : 地方上級/市役所 3年度 (公務員試験受験ジャーナル特別企画:5) 実務教育出版 就職/資格/'21

2443 英検1級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2021年度版 旺文社 就職/資格/'21

2444 英検準1級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2021年度版 [旺文社編] 旺文社 就職/資格/'21
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2445 英検2級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2021年度版 [旺文社編] 旺文社 就職/資格/'21

2446
「図解」まるわかり時事用語 : 世界と日本の最新ニュースが一目でわかる! : 絶対押えておきたい、最重
要時事を完全図解! 2021→2022年版

ニュース・リテラ
シー研究所編著

新星出版社
就職/資格/'21-
'22

2447 判断推理・図形 (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2)
就職/資格/'21-
'22

2448 社会科学 (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4)
就職/資格/'21-
'22

2449
人文科学. 1 (日本史・世界史) (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5)

就職/資格/'21-
'22

2450 憲法 (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9)
就職/資格/'21-
'22

2451 行政法 (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12)
就職/資格/'21-
'22

2452 ミクロ経済学 (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13)
就職/資格/'21-
'22

2453 政治学 (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15)
就職/資格/'21-
'22

2454
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

2455 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

2456
人文科学 2 (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6)

東京リーガルマイン
ド

就職/資格/'21-
'22

2457
自然科学 2 (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8)

東京リーガルマイン
ド

就職/資格/'21-
'22

2458 総則・物権 第2版 (大卒程度公務員試験本気で合格!過去問解きまくり!:2021-22年合格目標:10. 民法:1)
東京リーガルマイン
ドLEC総合研究所公務
員試験部編著

東京リーガルマイン
ド

就職/資格/'21-
'22

2459 行政学 (大卒程度公務員試験本気で合格!過去問解きまくり!:2021-22年合格目標:16)
東京リーガルマイン
ドLEC総合研究所公務
員試験部編著

東京リーガルマイン
ド

就職/資格/'21-
'22

2460 社会学 (大卒程度公務員試験本気で合格!過去問解きまくり!:2021-22年合格目標:17)
東京リーガルマイン
ドLEC総合研究所公務
員試験部編著

東京リーガルマイン
ド

就職/資格/'21-
'22

2461
文章理解 (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3)

東京リーガルマイン
ド

就職/資格/'21-
'22
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2462
債権・親族・相続 第2版 (大卒程度公務員試験本気で合格!過去問解きまくり!:2021-22年合格目標:11. 民
法:2)

東京リーガルマイン
ドLEC総合研究所公務
員試験部編著

東京リーガルマイン
ド

就職/資格/'21-
'22

2463 兵庫県の警察官A : 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

2464 10日でできる!上級地方公務員過去問ベスト ['22年度版] 喜治塾編著 高橋書店 就職/資格/'22

2465 政治・経済・社会 (国家公務員・地方初級 : 参考書. 2022年度1/公務員) (オープンセサミシリーズ)
ティーエーネット
ワーク/東京アカデ
ミー七賢出版 (発売)

就職/資格/'22

2466
日本史・世界史・地理・思想 (国家公務員・地方初級 : 参考書. 2022年度2/公務員) (オープンセサミシ
リーズ)

ティーエーネット
ワーク/東京アカデ
ミー七賢出版 (発売)

就職/資格/'22

2467
文章理解・国語・文学・芸術 (国家公務員・地方初級 : 参考書. [2022]-3/公務員) (オープンセサミシ
リーズ)

就職/資格/'22

2468 一般知能 (国家公務員・地方初級 : 参考書. [2022]-5/公務員) (オープンセサミシリーズ)
ティーエーネット
ワーク/東京アカデ
ミー七賢出版 (発売)

就職/資格/'22

2469 大阪府の警察官A : 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

2470 奈良県広域消防組合の消防職大卒程度 : 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

2471 就職活動がまるごと分かる本 : いつ?どこで?なにをする? [2022年度版] (内定獲得のメソッド) 岡茂信著 マイナビ 就職/資格/'22

2472 業界&職種研究ガイド : 自分に合った仕事は何だろう? [2022年度版] (内定獲得のメソッド) マイナビ編集部編著 マイナビ 就職/資格/'22

2473 自己分析 : 適職へ導く書きこみ式ワークシート [2022年度版] (内定獲得のメソッド) 岡茂信著
毎日コミュニケー
ションズ

就職/資格/'22

2474 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

2475
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

2476
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

2477 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

2478 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
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2479
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

2480 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

2481 鉄道業界就職ガイドブック 2022 (イカロスMOOK) イカロス出版 就職/資格/'22

2482
一般知能. 基礎編 (過去問精選問題集大卒警察官・消防官・市役所上級 : 国家公務員・地方上級. 2022-1/
出たDATA問) (オープンセサミシリーズ)

就職/資格/'22

2483
社会科学. 基礎編 (過去問精選問題集大卒警察官・消防官・市役所上級 : 国家公務員・地方上級. 2022-2/
出たDATA問) (オープンセサミシリーズ)

就職/資格/'22

2484
人文科学. 基礎編 (過去問精選問題集大卒警察官・消防官・市役所上級 : 国家公務員・地方上級. 2022-3/
出たDATA問) (オープンセサミシリーズ)

就職/資格/'22

2485
自然科学. 基礎編 (過去問精選問題集大卒警察官・消防官・市役所上級 : 国家公務員・地方上級. 2022-4/
出たDATA問) (オープンセサミシリーズ)

就職/資格/'22

2486
文章理解. 基礎編 (過去問精選問題集大卒警察官・消防官・市役所上級 : 国家公務員・地方上級. 2022-5/
出たDATA問) (オープンセサミシリーズ)

就職/資格/'22

2487
一般知能. 実践編 (過去問精選問題集国家公務員・地方上級. 2022-6/出たDATA問) (オープンセサミシリー
ズ)

就職/資格/'22

2488
社会科学. 実践編 (過去問精選問題集国家公務員・地方上級. 2022-7/出たDATA問) (オープンセサミシリー
ズ)

就職/資格/'22

2489
人文科学. 実践編 (過去問精選問題集国家公務員・地方上級. 2022-8/出たDATA問) (オープンセサミシリー
ズ)

就職/資格/'22

2490
自然科学. 実践編 (過去問精選問題集国家公務員・地方上級. 2022-9/出たDATA問) (オープンセサミシリー
ズ)

就職/資格/'22

2491
文章理解. 実践編 (過去問精選問題集国家公務員・地方上級. 2022-10/出たDATA問) (オープンセサミシ
リーズ)

就職/資格/'22

2492 憲法 (過去問精選問題集国家公務員・地方上級. 2022-11/出たDATA問) (オープンセサミシリーズ) 就職/資格/'22

2493 民法 (過去問精選問題集国家公務員・地方上級. 2022-12/出たDATA問) (オープンセサミシリーズ) 就職/資格/'22

2494 行政法 (過去問精選問題集国家公務員・地方上級. 2022-13/出たDATA問) (オープンセサミシリーズ) 就職/資格/'22

2495 経済学 (過去問精選問題集国家公務員・地方上級. 2022-14/出たDATA問) (オープンセサミシリーズ) 就職/資格/'22

2496 政治学 (オープンセサミシリーズ)
ティーエーネット
ワーク/東京アカデ
ミー七賢出版(発売)

就職/資格/'22

2497 行政学 (過去問精選問題集国家公務員・地方上級. 2022-16/出たDATA問) (オープンセサミシリーズ) 就職/資格/'22

2498 過去問ダイレクトナビ政治・経済 : 上・中級公務員試験 2022年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22
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2499 過去問ダイレクトナビ日本史 : 上・中級公務員試験 2022年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22

2500 過去問ダイレクトナビ世界史 : 上・中級公務員試験 2022年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22

2501 過去問ダイレクトナビ地理 : 上・中級公務員試験 2022年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22

2502 過去問ダイレクトナビ物理・化学 : 上・中級公務員試験 2022年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22

2503 過去問ダイレクトナビ生物・地学 : 上・中級公務員試験 2022年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22

2504 女性の職業のすべて 2022年版 女性の職業研究会編 啓明書房 就職/資格/'22

2505 商社 : 商社パーソンの仕事と働き方がわかる 2022年度版 (業界と会社研究)
美原融監修/大坪サト
ル編著/D.ブレイン編
著

日本実業出版社 就職/資格/'22

2506 奈良県のⅠ種 : 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 協同出版 就職/資格/'22

2507 特別区過去問+予想問題集1類/事務 : 公務員試験 2022年度採用版
TAC株式会社(公務員
講座) 編著

就職/資格/'22

2508 一般常識&時事用語 : ワザあり速攻マスター! [2022年度版] 就職試験リサーチ編 永岡書店 就職/資格/'22

2509 大事なことだけシンプル面接術 : 公務員試験 2022年度版 後藤和也著 実務教育出版 就職/資格/'22

2510 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

2511
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

2512 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

2513 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

2514 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

2515 裁判所過去問+予想問題集一般職/大卒程度 : 公務員試験 2022年度採用版
TAC株式会社(公務員
講座) 編著

就職/資格/'22

2516 国家一般職過去問+予想問題集大卒程度/行政 : 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

2517 通訳者・翻訳者になる本 : プロになるための完全ナビゲーション・ガイド 2022 (イカロスMOOK) 就職/資格/'22

2518 国家一般職「大卒」教養試験過去問500 2022年度版 (公務員試験合格の500シリーズ:3) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22

2519 国家一般職「大卒」専門試験過去問500 2022年度版 (公務員試験合格の500シリーズ:4) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22
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2520 国家専門職「大卒」教養・専門試験過去問500 2022年度版 (公務員試験合格の500シリーズ:5) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22

2521 〈大卒・高卒〉消防官・教養試験過去問350 2022年度版 (公務員試験合格の500シリーズ:11) 資格試験研究会編 就職/資格/'22

2522 地方上級教養試験過去問500 2022年度版 (公務員試験合格の500シリーズ:6) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22

2523 地方上級・専門試験過去問500 2022年度版 (公務員試験合格の500シリーズ:7) 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22

2524 スピード攻略!公務員試験集中レッスン '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

2525 畑中敦子の数的推理the best : 大卒程度公務員試験 2022 畑中敦子著 エクシア出版 就職/資格/'22

2526 畑中敦子の判断推理the best : 大卒程度公務員試験 2022 畑中敦子著 エクシア出版 就職/資格/'22

2527
市役所上・中級教養・専門試験過去問500 : 平成9〜令和2年度の問題を収録! 2022年度版 (公務員試験合格
の500シリーズ:9)

資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22

2528
大卒警察官教養試験過去問350 : 平成14〜令和2年度の問題を収録! 2022年度版 (公務員試験合格の500シ
リーズ:10)

資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22

2529 地方上級・国家一般職<大卒> 市役所上・中級論文試験頻出テーマのまとめ方 2022年度版 吉岡友治著 実務教育出版 就職/資格/'22

2530
公務員試験オールガイド : 読みやすい!調べやすい!仕事・待遇・試験・採用のしくみのすべてがわかる
2022年度版

資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22

2531 現職採点官が教える!合格論文術 : 公務員試験 2022年度版 春日文生著 実務教育出版 就職/資格/'22

2532 公務員試験速攻の英語 : あらゆる教養試験に対応! [2022年度版] 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22

2533 公務員試験速攻の自然科学 : 苦手な人ほど効果テキメン! [2022年度版] 資格試験研究会編 実務教育出版 就職/資格/'22

2534 未来を変える会社 : 就活NEXT 2022-2023 (日経career magazine:特別編集. 日経キャリアマガジン)
日経HR/日経BPマーケ
ティング(発売)

就職/資格/'22-
'23

2535 小論文&作文 : 内定プラス 2023年度版 喜治賢次著 新星出版社 就職/資格/'23

2536 受かる小論文・作文模範文例 : 就職試験 2023年度版 新星出版社編集部編 新星出版社 就職/資格/'23

2537 一般常識&最新時事「一問一答」頻出1500問 ['23年度版] 角倉裕之著 高橋書店 就職/資格/'23

2538 イッキに攻略!SPI3&テストセンター ['23年度版] 尾藤健著 高橋書店 就職/資格/'23

2539 イッキに内定!一般常識&時事一問一答 '23 角倉裕之著 高橋書店 就職/資格/'23

2540 一問一答!一般常識問題集 '23 木村正男著 高橋書店 就職/資格/'23

2541 イッキに内定!SPIスピード解法一問一答 '23 尾藤健著 高橋書店 就職/資格/'23

2542 イッキに内定!適性検査最短攻略一問一答 '23 國頭直子著 高橋書店 就職/資格/'23
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2543 イッキに内定!面接&エントリーシート一問一答 ['23年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'23

2544 わかる!!わかる!!わかる!!小論文&作文 '23 阪東恭一著 新星出版社 就職/資格/'23

2545 超速マスター!一般常識&時事問題 '23 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'23

2546 文系学生のためのSPI3完全攻略問題集 '23 尾藤健著 高橋書店 就職/資格/'23

2547 内定者はこう選んだ!業界選び・仕事選び自己分析自己PR【完全版】 ['23年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'23

2548 出るとこだけ!「一問一答」一般常識&最新時事 ['23年度版] 小林公夫著 高橋書店 就職/資格/'23

2549 7日でできる!一問一答一般常識〈頻出〉問題集 '23 小林公夫著 就職/資格/'23

2550 一問一答面接攻略完全版 ['23年度版] 櫻井照士著 高橋書店 就職/資格/'23

2551 大手・人気企業突破SPI3問題集《完全版》 ['23年度版] SPI3対策研究所著 高橋書店 就職/資格/'23

2552 最新!SPI3【完全版】 ['23年度版] 柳本新二著 高橋書店 就職/資格/'23

2553 内定ナビ!「イラスト図解」時事&一般常識 ['23年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'23

2554 内定ナビ!SPI直前テキスト&問題集 ['23年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'23

2555 内定ナビ!SPI直前トレーニング ['23年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'23

2556 これだけ押さえる!SPIでるとこだけ問題集 ['23年度版] 内定塾監修 高橋書店 就職/資格/'23

2557 絶対ハイスコア!SPI穴埋め式トレーニング '23 数学教室大人塾著 就職/資格/'23

2558 7日でできる!SPI必勝トレーニング ['23年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'23

2559 内定者はこう書いた!エントリーシート・履歴書・志望動機・自己PR : 完全版 ['23年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'23

2560 7日でできる!SPI「頻出」問題集 ['23年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'23

2561 内定者はこう話した!面接・自己PR・志望動機 : 完全版 ['23年度版] 坂本直文著 高橋書店 就職/資格/'23

2562 就職試験によく出る適性・適職問題 ['23年度版] 就職対策研究会編 高橋書店 就職/資格/'23

2563 就職用一般常識 '23年度版 就職対策研究会編 就職/資格/'23

2564 SPI3&テストセンター出るとこだけ!完全対策 2023年度版 (就活ネットワークの就職試験完全対策:1) 就活ネットワーク編 実務教育出版 就職/資格/'23

2565 完全対策「玉手箱シリーズ」 2023年度版 (就活ネットワークの就職試験完全対策:2. Webテスト:1) 就活ネットワーク編 実務教育出版 就職/資格/'23

2566
完全対策「TG-WEB・Web-CAB・WEBテスティングサービス」 2023年度版 (就活ネットワークの就職試験完全
対策:3. Webテスト:2)

就活ネットワーク編 実務教育出版 就職/資格/'23
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2567 CAB・GAB完全対策 2023年度版 (就活ネットワークの就職試験完全対策:4) 就活ネットワーク編 実務教育出版 就職/資格/'23

2568
事務職・一般職SPI3の完全対策 : SPI-R(RCA)・SPI-N(NCA) OAB 2023年度版 (就活ネットワークの就職試験
完全対策:5)

就活ネットワーク編 実務教育出版 就職/資格/'23

2569 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

2570 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

2571
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

2572
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

2573 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

2574
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

2575 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

2576 これが本当のCAB・GAB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

2577 7日でできる!公務員試験最新時事 2023年度版
公務員試験専門喜治
塾編著

高橋書店 就職/資格/'23

2578 ドリル式一般常識問題集 : 図解&書き込み式 2023年度版
一般常識対策研究会
編

永岡書店 就職/資格/'23

2579 ドリル式SPI問題集 : 図解&書き込み式 2023年度版 柳本新二著 永岡書店 就職/資格/'23

2580 SPI問題集決定版 [2023年度版] 柳本新二著 永岡書店 就職/資格/'23

2581 ゼロからわかるSPI : ワザあり全力解説! 2023年度版 山口卓監修 就職/資格/'23

2582 速攻!!ワザあり一般常識&時事 2023年度版 就職試験リサーチ編 就職/資格/'23

2583 速攻!!ワザありSPI 2023年度版 山口卓監修 就職/資格/'23

2584 速攻!!ワザあり面接&エントリーシート [2023年度版] 就活研究所面接班編 永岡書店 就職/資格/'23

2585 一般常識&時事問題の教科書これさえあれば。 : 最新最速 2023年度版 柳本新二著 就職/資格/'23

2586 エントリーシート&自己PRの教科書これさえあれば。 : 受かる具体例 2023年度版 坂本直文監修 就職/資格/'23

2587 就活の教科書これさえあれば。 : 効率よく「内定」獲得 2023年度版 竹内健登著 就職/資格/'23

2588 面接の教科書これさえあれば。 : 「合格の法則」がここにある 2023年度版 坂本直文監修 就職/資格/'23
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2589 The big game : MP3 pack (Oxford bookworms library:Original fiction:Human interest:starter)
Paul
Shipton/illustrated
by Gavin Reece

Oxford University
Press

多読/英語

2590 Last chance : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & adventure:starter)
Phillip Burrows and
Mark Foster

Oxford University
Press

多読/英語

2591 The mystery of Manor Hall : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime & mystery:starter)
Jane
Cammack/illustrated
by Jérôme Mireault

Oxford University
Press

多読/英語

2592 Sing to win : MP3 pack (Oxford bookworms library:Original fiction:Human interest:starter) Andrea Sarto
Oxford University
Press

多読/英語

2593 The Cat : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime & mystery:starter)
John
Escott/illustrated
by Camille Corbetto

Oxford University
Press

多読/英語

2594 Drive into danger : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & adventure:starter)
Rosemary
Border/illustrated
by Simon Gurr

Oxford University
Press

多読/英語

2595 The fifteenth character : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & Adventure:starter)
Rosemary
Border/illustrated
by David Hine

Oxford University
Press

多読/英語

2596 Girl on a motorcycle : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime & mystery:starter)
John
Escott/illustrated
by Kevin Hopgood

Oxford University
Press

多読/英語

2597 The girl with green eyes : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime & mystery:starter)
John
Escott/illustrated
by Dylan Gibson

Oxford University
Press

多読/英語

2598 The girl with red hair : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:starter)
Christine
Lindop/illustrated
by Matt Vincent

Oxford University
Press

多読/英語

2599 New York café : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:starter)
Michael
Dean/illustrated by
Peter Richardson

Oxford University
Press

多読/英語

2600 Orca : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & Adventure:starter)
Phillip Burrows and
Mark Foster

Oxford University
Press

多読/英語
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2601 Police TV : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime & mystery:starter)
Tim
Vicary/illustrated
by Dylan Teague

Oxford University
Press

多読/英語

2602 Red roses : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:starter)
Christine
Lindop/illustrated
by Gavin Reece

Oxford University
Press

多読/英語

2603 Sally's phone : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:starter)
Christine
Lindop/illustrated
by Gavin Reece

Oxford University
Press

多読/英語

2604 Starman : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:starter)
Phillip Burrows and
Mark Foster

Oxford University
Press

多読/英語

2605 47 ronin : a samurai story from Japan : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 1)
Jennifer
Bassett/illustrated
by Dragon76

Oxford University
Press

多読/英語

2606 Aladdin and the enchanted lamp : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 1)
retold by Judith
Dean/illustrated by
Thomas Sperling

Oxford University
Press

多読/英語

2607 The bridge and other love stories : MP3 pack (Oxford bookworms library. Human interest:stage 1)
Christine
Lindop/illustrated
by Jérôme Mireault

Oxford University
Press

多読/英語

2608 Christmas in Prague : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 1) Joyce Hannam
Oxford University
Press

多読/英語

2609 The coldest place on earth : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 1) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

2610 The elephant man : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 1) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

2611 Goodbye, Mr Hollywood : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 1) John Escott
Oxford University
Press

多読/英語

2612 Hachiko : Japan's most faithful dog : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 1) Nicole Irving
Oxford University
Press

多読/英語

2613 Les misérables : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 1)
retold by Jennifer
Bassett/illustrated
by Giorgio Bacchin

Oxford University
Press

多読/英語
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2614 Little Lord Fauntleroy : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 1)

Frances Hodgson
Burnett/retold by
Jennifer
Bassett/illustrated
by Roberto Tomei

Oxford University
Press

多読/英語

2615 A little princess : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 1)

Frances Hodgson
Burnett/retold by
Jennifer
Bassett/illustrated
by Gwen Tourret

Oxford University
Press

多読/英語

2616 The lottery winner : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 1) Rosemary Border
Oxford University
Press

多読/英語

2617 Love or money? : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 1) Rowena Akinyemi
Oxford University
Press

多読/英語

2618 Maria's summer in London : MP3 pack (Oxford bookworms library. Teen fiction : romance:stage 1) Rowena Wakefield
Oxford University
Press

多読/英語

2619 Mary, Queen of Scots : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 1) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

2620
The meaning of gifts : stories from Turkey : MP3 pack (Oxford bookworms library. World
stories:stage 1)

retold by Jennifer
Bassett/illustrated
by Gay Galsworthy

Oxford University
Press

多読/英語

2621 The monkey's paw : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 1)
W.W. Jacobs/retold
by Diane Mowat

Oxford University
Press

多読/英語

2622 Mutiny on the Bounty : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 1) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

2623 Ned Kelly : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 1) Christine Lindop
Oxford University
Press

多読/英語

2624 Nobody listens : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 1)

Rowena
Wakefield/illustrat
ed by Pascal
Campion

Oxford University
Press

多読/英語

2625 The Omega files : short stories : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 1)
Jennifer
Bassett/illustrated
by Paul Dickinson

Oxford University
Press

多読/英語

2626 One-way ticket : short stories : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 1) Jennifer Bassett
Oxford University
Press

多読/英語
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2627 The phantom of the opera : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 1) Jennifer Bassett
Oxford University
Press

多読/英語

2628 The Piano Man : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 1)
Tim
Vicary/illustrated
by Owen Freeman

Oxford University
Press

多読/英語

2629 Pocahontas : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 1)
retold by Tim
Vicary/illustrated
by Thomas Sperling

Oxford University
Press

多読/英語

2630 The President's murderer : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 1) Jennifer Bassett
Oxford University
Press

多読/英語

2631 Remember Miranda : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 1) Rowena Akinyemi
Oxford University
Press

多読/英語

2632 Sherlock Holmes and the Duke's son : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 1)

Sir Arthur Conan
Doyle/retold by
Jennifer
Bassett/illustrated
by Ron Tiner

Oxford University
Press

多読/英語

2633
Sherlock Holmes and the sport of kings : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime &
mystery:stage 1)

Sir Arthur Conan
Doyle/retold by
Jennifer
Bassett/illustrated
by Ron Tiner

Oxford University
Press

多読/英語

2634
Shirley Homes and the cyber thief : MP3 pack (Oxford bookworms library. Crime and mystery:stage
1)

Jennifer
Bassett/illustrated
by Nelson Evergreen

Oxford University
Press

多読/英語

2635
Shirley Homes and Lithuanian case : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime and mystery:stage
1)

Jennifer
Bassett/illustrated
by Nelson Evergreen

Oxford University
Press

多読/英語

2636
Sister love and other crime stories : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage
1)

John
Escott/illustrated
by Gavin Reece

Oxford University
Press

多読/英語

2637 The boy-king Tutankhamun : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 1)

Scott Lauder and
Walter
Mcgregor/illustrate
d by Gavin Reece

Oxford University
Press

多読/英語
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2638 The wizard of Oz : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 1)

L. Frank
Baum/retold by
Rosemary
Border/illustrated
by Gillian McLean

Oxford University
Press

多読/英語

2639 The adventures of Tom Sawyer : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 1)

Mark Twain/retold
by Nick
Bullard/illustrated
by Paul Fisher
Johnson

Oxford University
Press

多読/英語

2640 Under the moon : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 1) Rowena Akinyemi
Oxford University
Press

多読/英語

2641 White death : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 1) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

2642 The witches of Pendle : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 1) Rowena Akinyemi
Oxford University
Press

多読/英語

2643 The withered arm : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 1)

Thomas Hardy/retold
by Jennifer
Bassett/illustrated
by Bob Harvey

Oxford University
Press

多読/英語

2644 Agatha Christie, woman of mystery : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 2) John Escott
Oxford University
Press

多読/英語

2645 Alice's adventures in wonderland : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 2)

Lewis
Carroll/retold by
Jennifer
Bassett/illustrated
by Nilesh Mistry

Oxford University
Press

多読/英語

2646 Amelia Earhart : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 2)
Janet Hardy-
Gould/illustrated
by Simon Gurr

Oxford University
Press

多読/英語

2647 Anne of Green Gables : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 2)

L.M.
Montgomery/retold
by Clare
West/illustrated by
Kate Simpson

Oxford University
Press

多読/英語
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2648 The Canterville ghost : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 2)

Oscar Wilde/retold
by John
Escott/illustrated
by Summer Durantz

Oxford University
Press

多読/英語

2649
Changing their skies : stories from Africa : MP3 pack (Oxford bookworms library:World
stories:stage 2)

retold by Jennifer
Bassett

Oxford University
Press

多読/英語

2650 The children of the new forest : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 2)
Captain
Marryat/retold by
Rowena Akinyemi

Oxford University
Press

多読/英語

2651 Dead man's island : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 2) John Escott
Oxford University
Press

多読/英語

2652 Death in the freezer : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 2) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

2653 The death of Karen Silkwood : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 2) Joyce Hannam
Oxford University
Press

多読/英語

2654 Dracula : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 2)
Bram Stoker/retold
by Diane Mowat

Oxford University
Press

多読/英語

2655 Ear-rings from Frankfurt : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 2) Reg Wright
Oxford University
Press

多読/英語

2656 Five children and it : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 2)
Edith Nesbit/retold
by Diane Mowat

Oxford University
Press

多読/英語

2657
Troll and other stories : Ghosts international : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy &
horror:stage 2)

Sarah
Walker/illustrated
by Paul Fisher-
Johnson

Oxford University
Press

多読/英語

2658 Grace Darling : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 2) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

2659 Henry VIII and his six wives : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 2) Janet Hardy-Gould
Oxford University
Press

多読/英語

2660 The adventures of Huckleberry Finn : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 2)

Mark Twain/retold
by Diane
Mowat/illustrated
by Paul Fisher
Johnson

Oxford University
Press

多読/英語
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2661 The jungle book : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 2)

Rudyard
Kipling/retold by
Ralph
Mowat/illustrated
by Kanako Damerum
and Yuzuru Takasaki

Oxford University
Press

多読/英語

2662 Love among the haystacks : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 2)

D. H.
Lawrence/retold by
Jennifer
Bassett/illustrated
by Bob Harvey

Oxford University
Press

多読/英語

2663 The love of a King : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 2) Peter Dainty
Oxford University
Press

多読/英語

2664 The murders in the Rue Morgue : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 2)

Edgar Allan
Poe/retold by
Jennifer
Bassett/illustrated
by Chris Koelle

Oxford University
Press

多読/英語

2665 The mystery of Allegra : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 2) Peter Foreman
Oxford University
Press

多読/英語

2666 New Yorkers : short stories : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 2)
O. Henry/retold by
Diane Mowat

Oxford University
Press

多読/英語

2667 Northanger Abbey : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 2)
Jane Austen/retold
by Rachel Bladon

Oxford University
Press

多読/英語

2668
The pit and the pendulum and other stories : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy &
horror:stage 2)

Edgar Allan
Poe/retold by John
Escott/illustrated
by Ian Miller

Oxford University
Press

多読/英語

2669 Red dog Simplified ed : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 2)

Louis de Berniè
res/retold by
Jennifer
Bassett/illustrated
by Lachlan Creagh

Oxford University
Press

多読/英語

2670 Return to earth : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 2)
John
Christopher/retold
by Susan Binder

Oxford University
Press

多読/英語

143



2021年2月～4月受入図書一覧

NO 書名 著者名 出版者 請求記号

2671
The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe : MP3 pack (Oxford bookworms
library:Classics:stage 2)

Daniel Defoe/retold
by Diane
Mowat/illustrated
by Anthony Williams

Oxford University
Press

多読/英語

2672
Sherlock Holmes : more short stories : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage
2)

Sir Arthur Conan
Doyle/retold by
Clare
West/illustrated by
Guillem

Oxford University
Press

多読/英語

2673 Sherlock Holmes short stories : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 2)
Sir Arthur Conan
Doyle/retold by
Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

2674
Stories from the heart : stories from around the world : MP3 pack (Oxford bookworms
library:World stories:stage 2)

retold by Jennifer
Bassett

Oxford University
Press

多読/英語

2675 The summer intern : MP3 pack (Oxford bookworms library. human interest:stage 2)
Helen
Salter/illustrated
by Nathalie Dion

Oxford University
Press

多読/英語

2676 Tales from Longpuddle : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 2)

Thomas Hardy/retold
by Jennifer
Bassett/illustrated
by Brian Walker

Oxford University
Press

多読/英語

2677 The piano : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 2) Rosemary Border
Oxford University
Press

多読/英語

2678 The prince and the pauper : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 2)

Mark Twain/retold
by Alex
Raynham/illustrated
by Iva Sasheva

Oxford University
Press

多読/英語

2679 Twelve years a slave : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 2)

Solomon
Northup/retold by
Clare
West/illustrated by
Rebecca Lisotta

Oxford University
Press

多読/英語

2680 Voodoo island : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 2) Michael Duckworth
Oxford University
Press

多読/英語
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2681
The life and times of William Shakespeare : MP3 pack (Oxford bookworms library:True
stories:stage 2)

Jennifer Bassett
Oxford University
Press

多読/英語

2682 The year of sharing : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 2) Harry Gilbert
Oxford University
Press

多読/英語

2683
William Shakespeare's a midsummer night's dream : MP3 pack (Oxford bookworms
library:Classics:stage 3)

retold by R.J.
Corrall/illustrated
by Fausto Bianchi

Oxford University
Press

多読/英語

2684
As the inspector said and other stories [paperback plus audio CD pack ed.] : MP3 pack (Oxford
bookworms library:Crime & mystery:stage 3)

retold by John
Escott

Oxford University
Press

多読/英語

2685 The Brontë story : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 3) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

2686 The call of the wild : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 3)

Jack London/retold
by Nick
Bullard/illustrated
by Paul Fisher
Johnson

Oxford University
Press

多読/英語

2687 Chemical secret : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 3) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

2688 A Christmas carol : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 3)

Charles
Dickens/retold by
Clare
West/illustrated by
Ian Miller

Oxford University
Press

多読/英語

2689
A cup of kindness : stories from the Scotland : MP3 pack (Oxford bookworms library. World
stories:stage 3)

retold by Jennifer
Bassett/illustrated
by Dave Hill

Oxford University
Press

多読/英語

2690 Ethan Frome : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 3)
Edith
Wharton/retold by
Susan Kingsley

Oxford University
Press

多読/英語

2691 Frankenstein : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 3)
Mary Shelley/retold
by Patrick Nobes

Oxford University
Press

多読/英語

2692
Kidnapped : the adventures of David Balfour in the year 1751 : MP3 pack (Oxford bookworms
library:Thriller & adventure:stage 3)

Robert Louis
Stevenson/retold by
Clare
West/illustrated by
Chris Koelle

Oxford University
Press

多読/英語
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2693 The last Sherlock Holmes story : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 3)
Michael
Dibdin/retold by
Rosalie Kerr

Oxford University
Press

多読/英語

2694
The long white cloud : stories from New Zealand : MP3 pack (Oxford bookworms library:World
stories:stage 3)

retold by Christine
Lindop/illustrated
by Chris King

Oxford University
Press

多読/英語

2695 Love story : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 3)
Erich Segal/retold
by Rosemary Border

Oxford University
Press

多読/英語

2696 The mysterious death of Charles Bravo : MP3 pack (Oxford bookworms library:True stories:stage 3) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語

2697 Othello : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 3)

William
Shakespeare/retold
by Anna
Trewin/illustrated
by Euan Cook

Oxford University
Press

多読/英語

2698 The picture of Dorian Gray : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 3)
Oscar Wilde/retold
by Jill Nevile

Oxford University
Press

多読/英語

2699
Playing with fire : stories from the Pacific Rim : MP3 pack (Oxford bookworms library:World
stories:stage 3)

retold by Jennifer
Bassett

Oxford University
Press

多読/英語

2700 The prisoner of Zenda : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 3)

Anthony Hope/retold
by Diane
Mowat/illustrated
by Alan Marks

Oxford University
Press

多読/英語

2701 The railway children : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 3)

Edith Nesbit/retold
by John
Escott/illustrated
by Rachel Birkett

Oxford University
Press

多読/英語

2702 The secret garden : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 3)

Frances Hodgson
Burnett/retold by
Clare
West/illustrated by
Jenny Brackley

Oxford University
Press

多読/英語

2703 Skyjack! : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 3) Tim Vicary
Oxford University
Press

多読/英語
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2704 Tales of mystery and imagination : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy & horror:stage 3)
Edgar Allan
Poe/retold by
Margaret Naudi

Oxford University
Press

多読/英語

2705 The card : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 3)

Arnold
Bennett/retold by
Nick
Bullard/illustrated
by Simon Gurr

Oxford University
Press

多読/英語

2706
The kiss : love stories from North America : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human
interest:stage 3)

retold by Jennifer
Bassett/illustrated
by Alan Marks

Oxford University
Press

多読/英語

2707 The three strangers and other stories : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 3)

Thomas Hardy/retold
by Clare
West/illustrated by
Adam Stower

Oxford University
Press

多読/英語

2708
Through the looking-glass : and what Alice found there : MP3 pack (Oxford bookworms
library:Classics:stage 3)

Lewis
Carroll/retold by
Jennifer
Bassett/with
original
illustrations by
John Tenniel

Oxford University
Press

多読/英語

2709 The wind in the willows : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 3)

Kenneth
Grahame/retold by
Jennifer
Bassett/illustrated
by Jan McCafferty

Oxford University
Press

多読/英語

2710 Black beauty : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 4)

Anna Sewell/retold
by John
Escott/illustrated
by Sally Wern
Comport

Oxford University
Press

多読/英語

2711 Brothers in arms : MP3 pack (Oxford bookworms library:Original fiction:Fantasy & horror:stage 4)
Julie
Reeves/illustrated
by Jake Gumbleton

Oxford University
Press

多読/英語
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2712
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy &
horror:stage 4)

Robert Louis
Stevenson/retold by
Rosemary Border

Oxford University
Press

多読/英語

2713 Emma : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 4) Jane Austen
Oxford University
Press

多読/英語

2714 Gulliver's travels : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 4)

Jonathan
Swift/retold by
Clare
West/illustrated by
Nick Harris

Oxford University
Press

多読/英語

2715 The hound of the Baskervilles : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 4)
Sir Arthur Conan
Doyle/retold by
Patrick Nobes

Oxford University
Press

多読/英語

2716
Land of my childhood : stories from South Asia : MP3 pack (Oxford bookworms library. World
stories:stage 4)

retold by Clare
West/illustrated by
Arya Praharaj

Oxford University
Press

多読/英語

2717 Little women : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 4)

Louisa May
Alcott/retold by
John
Escott/illustrated
by Martin Cottam

Oxford University
Press

多読/英語

2718 Lord Jim : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 4)
Joseph
Conrad/retold by
Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

2719 Lorna Doone : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 4)

R. D.
Blackmore/retold by
David
Penn/illustrated by
Dylan Gibson

Oxford University
Press

多読/英語

2720 The scarlet letter : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 4)

Nathaniel
Hawthorne/retold by
John
Escott/illustrated
by Thomas Sperling

Oxford University
Press

多読/英語

2721 Silas Marner : the weaver of Raveloe : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 4)
George Eliot/retold
by Clare West

Oxford University
Press

多読/英語
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2722 A tale of two cities : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 4)
Charles
Dickens/retold by
Ralph Mowat

Oxford University
Press

多読/英語

2723
The price of peace : stories from Africa : MP3 pack (Oxford bookworms library. World
stories:stage 4)

retold by Christine
Lindop

Oxford University
Press

多読/英語

2724 The thirty-nine steps : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 4)
John Buchan/retold
by Nick Bullard

Oxford University
Press

多読/英語

2725 Three men in a boat : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 4)
Jerome K.
Jerome/retold by
Diane Mowat

Oxford University
Press

多読/英語

2726
A time of waiting : stories from around the world : MP3 pack (Oxford bookworms library:World
stories:stage 4)

retold by Clare
West

Oxford University
Press

多読/英語

2727 Treasure island : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 4)

Robert Louis
Stevenson/retold by
John
Escott/illustrated
by Ian Miller

Oxford University
Press

多読/英語

2728 20,000 leagues under the sea : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 4)

Jules Verne/retold
by Rachel
Bladon/illustrated
by Nick Harris

Oxford University
Press

多読/英語

2729 Washington Square : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 4)
Henry James/retold
by Kieran McGovern

Oxford University
Press

多読/英語

2730 The age of innocence : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 5)
Edith
Wharton/retold by
Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

2731 David Copperfield : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 5)
Charles
Dickens/retold by
Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

2732 Far from the madding crowd : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 5)
Thomas Hardy/retold
by Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

2733 The garden party and other stories : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 5)
Katherine
Mansfield/retold by
Rosalie Kerr

Oxford University
Press

多読/英語

2734
Ghost stories [paperback plus audio CD pack ed.] : MP3 pack (Oxford bookworms library:Fantasy &
horror:stage 5)

retold by Rosemary
Border

Oxford University
Press

多読/英語

149



2021年2月～4月受入図書一覧

NO 書名 著者名 出版者 請求記号

2735 Great expectations : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 5)
Charles
Dickens/retold by
Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

2736 The great Gatsby : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 5)
F. Scott
Fitzgerald/retold
by Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

2737 Little Dorrit : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 5)

Charles
Dickens/retold by
Rowena
Akinyemi/illustrate
d by Chris Coady

Oxford University
Press

多読/英語

2738 The merchant of Venice : MP3 pack (Oxford bookworms library. Classics:stage 5)

William
Shakespeare/retold
by Clare
West/illustrated by
Thomas Girard

Oxford University
Press

多読/英語

2739 The riddle of the sands : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 5)
Erskine
Childers/retold by
Peter Hawkins

Oxford University
Press

多読/英語

2740 Sense and sensibility : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 5)

Jane Austen/retold
by Clare
West/illustrated by
Elena Selivonova

Oxford University
Press

多読/英語

2741 This rough magic : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 5)
Mary Stewart/retold
by Diane Mowat

Oxford University
Press

多読/英語

2742 Wuthering heights : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 5)
Emily Brontë/retold
by Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

2743 American crime stories : MP3 pack (Oxford bookworms library:Crime & mystery:stage 6)
retold by John
Escott

Oxford University
Press

多読/英語

2744 Barchester towers : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 6)
Anthony
Trollope/retold by
Clare West

Oxford University
Press

多読/英語
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2745 Dubliners : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 6)

James Joyce/retold
by Clare
West/illustrated by
John Dillow

Oxford University
Press

多読/英語

2746 Jane Eyre : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 6)
Charlotte Brontë
/retold by Clare
West

Oxford University
Press

多読/英語

2747 Oliver Twist : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 6)

Charles
Dickens/retold by
Richard
Rogers/[illustratio
ns by George
Cruikshank]

Oxford University
Press

多読/英語

2748 Pride and prejudice : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 6)
Jane Austen/retold
by Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

2749 Tess of the d'Urbervilles : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:stage 6)
Thomas Hardy/retold
by Clare West

Oxford University
Press

多読/英語

2750 Vanity fair : MP3 pack (Oxford bookworms library:Classics:Stage 6)

William Makepeace
Thackeray/retold by
Diane
Mowat/illustrations
by William
Thackeray

Oxford University
Press

多読/英語

2751 The woman in white : MP3 pack (Oxford bookworms library:Thriller & adventure:stage 6)
Wilkie
Collins/retold by
Richard G. Lewis

Oxford University
Press

多読/英語

2752 Stories from the five towns : MP3 pack (Oxford bookworms library:Human interest:stage 2)
Arnold
Bennett/retold by
Nick Bullard

Oxford University
Press

多読/英語

2753 一冊でわかる日本地図・世界地図 [2021] 成美堂出版編集部編 成美堂出版 旅行/地図/'21

151


