
2021年5月受入図書一覧

NO. 書名 著者名 出版者 請求記号

1 環世界の人文学 : 生と創造の探究 石井美保 [ほか] 編著 人文書院 002.7/Ka59

2 未来探究2050 : 東大30人の知性が読み解く世界
東京大学未来ビジョン研究センター
編

日経BP日本経済新聞出版本部/日
経BPマーケティング

002/To46

3 音声UX : ことばをデザインするための111の法則 安藤幸央著 技術評論社 007.13/A47
4 AIの法律 福岡真之介編著 商事法務 007.13/F82
5 ポストナラトロジーの諸相 (人工知能の時代のナラトロジーに向けて:1) 小方孝編 新曜社 007.13/O23/1
6 SEのトリセツ : 理解できればビジネスが10倍加速する! 津田徹著/松野実漫画 007.35/Ts34
7 プロとして使うZoom : 決定版 : 会社では教えてくれない新時代の仕事術 (できるビジネス) 平田幸一著 インプレス 007.353/H68

8
入門サイバーセキュリティ理論と実験 : 暗号技術・ネットワークセキュリティ・ブロックチェー
ンからPython実験まで

面和成著 コロナ社 007.37/O63

9 大学生のための情報リテラシー : 活用力が身につく12章 上出浩, 破田野智己, 角田あさな著 ミネルヴァ書房 007.6/D16

10 大学生のための情報処理演習 立野貴之著 共立出版 007.6/Ta15
11 テキストアナリティクスの基礎と実践 (テキストアナリティクス:1) 金明哲著 岩波書店 007.609/Te93/1

12 遠隔学習のためのパソコン活用 三訂版 (放送大学教材:1170031-1-2111) 秋光淳生, 三輪眞木子編著 放送大学教育振興会 007.63/A35

13 よくわかるMicrosoft Excel 2019 応用
富士通エフ・オー・エム株式会社著
作/制作

FOM出版 007.6384//2

14 よくわかるMicrosoft Excel 2019ドリル
富士通エフ・オー・エム株式会社著
作/制作

FOM出版 007.6384//3

15 よくわかるMicrosoft Word 2019 基礎
富士通エフ・オー・エム株式会社著
作/制作

FOM出版 007.6388//1

16 人気ブロガーからあげ先生のとにかく楽しいAI自作教室 からあげ著 日経BP/日経BPマーケティング 007.64/Ka62

17 入門Python3 第2版
Bill Lubanovic著/鈴木駿監訳/長尾
高弘訳

オライリー・ジャパン/オーム社 007.64/L96

18 図書館にドン・キホーテがいた頃 : 1980~90年代の図書館少数者運動 東條文規著 ポット出版プラス 010.21/To27

19 日本点字図書館のあけぼの : 創立80周年記念
「日本点字図書館のあけぼの」編集
委員会編集

日本点字図書館 016.58/N71

20 プログレス : 明日のサービスを築いた十年 : 2010-2020 : 日本点字図書館創立80周年記念誌 「プログレス」編集委員会編 日本点字図書館 016.58/N71

21 学校図書館サービス論 (放送大学教材:1529641-1-2111) 前田稔, 堀川照代著 放送大学教育振興会 017/Ma26
22 難しい本をどう読むか 齋藤孝著 草思社 019.12/Sa25
23 教育現場と研究者のための著作権ガイド 上野達弘編 有斐閣 021.2/U45

24 学芸員がミュージアムを変える! : 公共文化施設の地域力 (文化とまちづくり叢書)
今村信隆, 佐々木亨編/緒方泉 [ほ
か著]

水曜社 069/I44

25 スウェーデンボルグ : 科学から神秘世界へ (講談社学術文庫:[2650]) 高橋和夫 [著] 講談社 081/2/2650
26 巨龍の胎動 : 毛沢東vs.鄧小平 (講談社学術文庫:[2661]. 中国の歴史:11) 天児慧 [著] 講談社 081/2/2661
27 和の文様辞典 : きもの模様の歴史 (講談社学術文庫:[2668]) 石崎忠司著/石崎功編 講談社 081/2/2668
28 日本の地名 : 付・日本地名小辞典 (講談社学術文庫:[2669]) 鏡味完二 [著] 講談社 081/2/2669
29 〈戦後知〉を歴史化する (岩波現代文庫:学術:433. 歴史論集:2) 成田龍一著 岩波書店 081/22/G433
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30 歴史が後ずさりするとき : 熱い戦争とメディア (岩波現代文庫:学術:437)
ウンベルト・エーコ [著]/リッカル
ド・アマディ訳

岩波書店 081/22/G437

31 大学は何処へ : 未来への設計 (岩波新書:新赤版 1874) 吉見俊哉著 岩波書店 081/6-4/1874
32 モダン語の世界へ : 流行語で探る近現代 (岩波新書:新赤版 1875) 山室信一著 岩波書店 081/6-4/1875
33 「オピニオン」の政治思想史 : 国家を問い直す (岩波新書:新赤版 1876) 堤林剣, 堤林恵著 岩波書店 081/6-4/1876
34 好循環のまちづくり! (岩波新書:新赤版 1877) 枝廣淳子著 岩波書店 081/6-4/1877
35 ドキュメント臨床哲学 (シリーズ臨床哲学:第1巻) 本間直樹, 中岡成文編 大阪大学出版会 104/H85
36 ソクラティク・ダイアローグ : 対話の哲学に向けて (シリーズ臨床哲学:第4巻) 堀江剛著 大阪大学出版会 107/H87
37 池上彰と考える「死」とは何だろう 池上彰著 KADOKAWA 114.2/I33

38 井筒俊彦と二重の見 : 東洋哲学序説 (未来哲学双書) 西平直著 未来哲学研究所/ぷねうま舎 120/I99

39 家礼文献集成 日本篇9 (関西大学東西学術研究所資料集刊:27-9) 吾妻重二編著 関西大学出版部 124.1/AzJ/1-9
40 インド宇宙論大全 : 新装版 定方晟著 春秋社 126/Sa13
41 カントの自己触発論 : 行為からはじまる知覚 中野裕考著 東京大学出版会 134.2/N39
42 ハンス・ヨナスを読む 戸谷洋志著 堀之内出版 134.9/J71

43 心理学超全史 : 年代でたどる心理学のすべて 上
ウェイド・E.ピックレン著/大森佳
子, 久米佑天訳

ニュートンプレス 140.2/P59/1

44 心理学超全史 : 年代でたどる心理学のすべて 下
ウェイド・E.ピックレン著/大森佳
子, 久米佑天訳

ニュートンプレス 140.2/P59/2

45 一度読むだけで忘れない読書術 池田義博著 SBクリエイティブ 141.34/I32

46 人は簡単には騙されない : 嘘と信用の認知科学 ヒューゴ・メルシエ著/高橋洋訳 青土社 141.51/Me62

47 教えと学びを考える発達心理学 高平小百合編著 玉川大学出版部 143/Ta33
48 子どもが行為を紡ぐとき : ルーティンの獲得と実行機能の発達心理学研究 柳岡開地著 ナカニシヤ出版 143/Y55
49 コロナ危機とユング心理学 (ユング心理学研究:第13巻) 日本ユング心理学会編 創元社 145.9/NiY/13
50 フロイト、夢について語る (光文社古典新訳文庫:[KBフ1-5]) フロイト著/中山元訳 光文社 146.13/F46
51 近世 (新陰陽道叢書:第3巻) 梅田千尋編 名著出版 148.4/H94/3
52 社会倫理学講義 (有斐閣アルマ:Basic) 稲葉振一郎著 有斐閣 150/I51
53 大善をなす勇気 稲盛和夫著 サンマーク出版 159.4/I53
54 仕事1年生「これ」だけできれば100点です! 山形琢也著 すばる舎 159.4/Y22

55 社会人1年目からの読む・書く・考える・伝える技術 木山泰嗣[著]
ディスカヴァー・トゥエンティ
ワン

159/Ki84

56 宗教の経済学 : 信仰は経済を発展させるのか
ロバート・J・バロー, レイチェ
ル・M・マックリアリー著/田中健彦
訳

慶應義塾大学出版会 161.3/B24

57 イスラム教再考 : 18億人が信仰する世界宗教の実相 (扶桑社新書:370) 飯山陽著 育鵬社/扶桑社 167/I27
58 大阪狛犬物語 塩見一仁著 澪標 175.5/Sh74
59 ブッダとサンガ : <初期仏教>の原像 (法蔵館文庫:さ3-1) 三枝充悳著 法藏館 181.02/Sa18
60 鎌倉仏教 (角川選書:648) 平岡聡著 KADOKAWA 182.1/H67
61 維摩経ファンタジー : 大乗仏教の思想に学ぶ 西村惠信著 禅文化研究所 183.6/N84
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62 大毘廬遮那成佛神變加持經 : 佛教密教部經典(二〇二〇年・息災護國之為)
唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯
/知玄編

眞言密教学会 183/D14

63 現代人のための仏教説話50 窪島一系著 佼成出版社 184.9/Ku13
64 禅の思想 (岩波文庫:青(33)-323-7) 鈴木大拙著 岩波書店 188.8/Su96

65 危機の世界史 ダン・カーリン著/渡会圭子訳 文藝春秋 204/C18

66 大図鑑コードの秘密 : 世界に隠されたメッセージを読み解く ポール・ルンダ編/浜口稔訳 明石書店 204/L97

67
身体と環境をめぐる世界史 : 生政治からみた「幸せ」になるためのせめぎ合いとその技法 (同志
社大学人文科学研究所研究叢書:58)

服部伸編 人文書院 209.5/H44

68 ものがつなぐ世界史 (MINERVA世界史叢書:5) 桃木至朗責任編集 ミネルヴァ書房 209/Mo25

69 益田家文書 5 (大日本古文書. 家わけ:第22) 東京大学史料編纂所編纂
東京大学史料編纂所/東京大学出
版会

210.08/14-2/22-5

70 樂只堂年録 第9 (史料纂集:古記録編 [210]) [柳澤吉保著]/宮川葉子校訂 八木書店古書出版部/八木書店 210.08/3/ラ1-9

71 「違和感」の日本史 (産経セレクト:S-022) 本郷和人著 産経新聞出版/日本工業新聞社 210.1/H84

72 謎の九州王権 (祥伝社新書:624) 若井敏明 [著] 祥伝社 210.3/W18
73 持統天皇と男系継承の起源 : 古代王朝の謎を解く (ちくま新書:1570) 武澤秀一著 筑摩書房 210.34/Ta69
74 本能寺の変 神君伊賀越えの真相 : 家康は大和を越えた 上島秀友著 奈良新聞社 210.48/To36

75 廣橋兼胤公武御用日記 14 (大日本近世史料)
[廣橋兼胤著]/東京大学史料編纂所
編

東京大学史料編纂所/東京大学出
版会

210.5/5/13-14

76 『三国志』に学ぶリーダー哲学 竹内良雄, 川﨑享著 東洋経済新報社 222.043/Ta67
77 サハラの歳月 三毛著/妹尾加代訳 石風社 243.5/Sa65
78 大嘗祭 1 (皇室制度史料. 儀制) 宮内庁書陵部編纂 宮内庁 288.4/1/9-1
79 渋沢栄一92年の生涯 春の巻 白石喜太郎著 国書刊行会 289.1/Sh21/1
80 渋沢栄一92年の生涯 夏の巻 白石喜太郎著 国書刊行会 289.1/Sh21/2
81 渋沢栄一92年の生涯 秋の巻 白石喜太郎著 国書刊行会 289.1/Sh21/3
82 渋沢栄一92年の生涯 冬の巻 白石喜太郎著 国書刊行会 289.1/Sh21/4
83 「アイヌ新聞」記者高橋真 : 反骨孤高の新聞人 合田一道著 藤原書店 289.1/Ta33
84 徳川家康 : 時々を生き抜いた男 (日本史リブレット人:046) 藤井讓治著 山川出版社 289.1/To36

85 中国の何が問題か? : ハーバードの眼でみると
ジェニファー・ルドルフ, マイケ
ル・ソーニ編/朝倉和子訳

藤原書店 302.22/R82

86 ルワンダでタイ料理屋をひらく 唐渡千紗著 左右社 302.4555/Ka63
87 超大国の光と陰 (池上彰の世界の見方:アメリカ:2) 池上彰著 小学館 302.53/IkA/2
88 天声人語 2020年7月-12月 朝日新聞論説委員室著 朝日新聞出版 304/A82/'20

89 Numbers Don't Lie : 世界のリアルは「数字」でつかめ!
バーツラフ・シュミル著/栗木さつ
き, 熊谷千寿訳

NHK出版 304/Sm4

90 武器としての理系思考 : フェイクニュースを見破る 武田邦彦著 ビジネス社 304/Ta59
91 民主主義を問いなおす (内山節と語る未来社会のデザイン:1) 内山節著 農山漁村文化協会 304/U25/1

3



2021年5月受入図書一覧

NO. 書名 著者名 出版者 請求記号

92 資本主義を乗りこえる (内山節と語る未来社会のデザイン:2) 内山節著 農山漁村文化協会 304/U25/2
93 新しい共同体の思想とは (内山節と語る未来社会のデザイン:3) 内山節著 農山漁村文化協会 304/U25/3
94 平成の宰相たち : 指導者一六人の肖像 宮城大蔵編著 ミネルヴァ書房 312.8/Mi73

95 教養としての「地政学」入門 出口治明著 日経BP/日経BPマーケティング 312.9/D53

96 令和2年改正個人情報保護法の実務対応 : Q&Aと事例
第二東京弁護士会情報公開・個人情
報保護委員会編集

新日本法規出版 316.1/D25

97 ロマ民族の起源と言語 : インド起源否定論批判 金子マーティン著 解放出版社 316.83/Ka53
98 誰もが知っておきたい火災と法律責任 : いざという時のために 関東一著 近代消防社 317.79/Se41
99 公務員の読み書きそろばん : どんな部署でも必ず役立つ 林誠著 学陽書房 318.3/H48

100
働き方改革と自治体職員 : 人事評価、ワーク・ライフ・バランス、非正規職員、AI・ロボティク
ス

黒田兼一, 小越洋之助編著 自治体研究社 318.3/Ku72

101 公務員の超整理術 : 仕事もココロも楽になる! 本山毅著 ぎょうせい 318.3/Mo92
102 公務員の仕事の授業 : 疑問をほどいて失敗をなくす 塩浜克也, 米津孝成著 学陽書房 318.3/Sh72
103 地域でしごと・まちづくり試論 : ときがわカンパニー物語 風間崇志, 関根雅泰著 まつやま書房 318.634/Ka99

104
スーパー公務員直伝!糸島発!公務員のマーケティング力 : 特産品の売上を1年半で6倍にした手法
がわかる!

岡祐輔著/田中伸治画 学陽書房 318/O47

105 地域研究へのアプローチ : グローバル・サウスから読み解く世界情勢 児玉谷史朗, 佐藤章, 嶋田晴行編著 ミネルヴァ書房 319.04/C43

106 リーガルイングリッシュ : ビジネスコミュニケーションの技法 阿部博友著/Hirotomo Abe
中央経済社/中央経済グループパ
ブリッシング

320.7/A13

107 条文の読み方 第2版 法制執務・法令用語研究会著 有斐閣 320/H91

108 法思想史 (有斐閣アルマ:Advanced) 中山竜一 [ほか] 著 有斐閣 321.2/H92
109 カリンと学ぶ法学入門 第2版 林誠司編 法律文化社 321/H48
110 武器になる「法学」講座 : はじめて学ぶ人でも深くわかる 木山泰嗣著 ソシム 321/Ki84
111 体験する法学 関根豪政, 北村貴編著 ミネルヴァ書房 321/Se36

112 法学入門
宍戸常寿, 石川博康編著/内海博俊
[ほか] 著

有斐閣 321/Sh91

113 現代フランス法の論点 岩村正彦, 大村敦志, 齋藤哲志編 東京大学出版会 322.935/Ki68

114 対訳英語版でよむ日本の憲法 柴田元幸訳/木村草太監修 アルク 323.14/Sh18
115 9条の戦後史 (ちくま新書:1569) 加藤典洋著 筑摩書房 323.142/Ka86
116 相続のお守り 金子嘉徳, 平野克典著 総合法令出版 324.7/Ka53
117 アジアの障害者の法的能力と成年後見制度 : 障害者権利条約から問い直す 小林昌之編 生活書院 324.92/Sh95

118 現代の信託法 : アメリカと日本
樋口範雄, 神作裕之編/石川優佳
[ほか] 著

弘文堂 324.953/H56

119 総則・物権法 第4版 (民法:1) 我妻榮 [ほか] 著 勁草書房 324/Mi47/1
120

企業と法をめぐる現代的課題 : 川濵昇先生・前田雅弘先生・洲崎博史先生・北村雅史先生還暦記
念

齊藤真紀 [ほか] 編 商事法務 325.04/Ki16
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121 会社法 第23版 (法律学講座双書) 神田秀樹著 弘文堂 325.2/Ka21
122 手にとるようにわかる会社法入門 : 企業法務のプロが書いた! 川井信之著 かんき出版 325.2/Ka93
123 現代商法入門 第11版 (有斐閣アルマ:Basic) 近藤光男編 有斐閣 325/Ko73
124 明治期における不敬事件の研究 小股憲明著 思文閣出版 326.25/O61
125 高齢者犯罪の総合的研究 : 社会保障、雇用、家族、高齢化を視野に比較文化的に考察する 細井洋子, 辰野文理編著 風間書房 326.3/H94
126 性犯罪規定の比較法研究 樋口亮介, 深町晋也編著 成文堂 326.9/H56
127 悪魔の証明 : なかったことを「なかった」と説明できるか (ちくま新書:1574) 谷岡一郎著 筑摩書房 327.19/Ta88
128 国際私法 (有斐閣ストゥディア) 多田望 [ほか] 著 有斐閣 329.8/Ko51

129 マンガでわかる高校生からのお金の教科書
小柳順治原作/漫画工房樹本村塾,
十屋つぐみ画

河出書房新社 330/Ko97

130 行動経済学 (サクッとわかるビジネス教養) 阿部誠監修 新星出版社 331/A13

131 ミンスキーと「不安定性」の経済学 : MMTの源流へ L.ランダル・レイ著/鈴木正徳訳 白水社 331/Mi47

132 パンデミックは資本主義をどう変えるか : 健康・経済・自由
ロベール・ボワイエ [著]/山田鋭
夫, 平野泰朗訳

藤原書店 332.06/B69

133 これからの生き方と働き方
チャールズ・ハンディ著/大嶋祥誉
監訳/花塚恵訳

かんき出版 332.06/H29

134 危機突破力 : 渋沢栄一と明治の起業家たちに学ぶ 加来耕三著 日経BP/日経BPマーケティング 332.8/Ka28

135 グローバル経済の歴史 (有斐閣アルマ:Basic) 河﨑信樹, 村上衛, 山本千映著 有斐閣 332/G95

136 今、なぜドラッカーと渋沢なのか? : 渋沢から経営思想を学んだドラッカー 御手洗昭治著 ごま書房新社 335.1/D92

137 感染症と経営 : 戦前日本企業は「死の影」といかに向き合ったか 清水剛著
中央経済社/中央経済グループパ
ブリッシング

335.21/Sh49

138 日中長寿企業の経営比較 王効平編著
中央経済社/中央経済グループパ
ブリッシング

335.21/W37

139 弁護士が教える!事例でわかる中小企業の法律トラブル対応 川上善行著 学陽書房 335.35/Ka94
140 企業経営のための経営法学 井原宏著 大学教育出版 335/I25
141 意思決定分析と予測の活用 : 基礎理論からPython実装まで 馬場真哉著 講談社 336.1/B12
142 カベを壊す思考法 (扶桑社新書:368) 出口治明著 336.1/D53

143 リモートマネジメントの教科書 : 個と組織を生かす 武藤久美子 [著]
クロスメディア・パブリッシン
グ/インプレス

336.4/B96

144 Microsoft Teams仕事術 : ニューノーマル時代に心地よく働くための実践知 椎野磨美著 336.4/Sh32
145 ビジネスの基本とマナー : ビジュアル版 : 入社1年目の新しい教科書 マナー西出ひろ子著 学研プラス 336.47/N81

146 できるはんこレス入門 : PDFと電子署名の基本が身に付く本
清水理史著/法林岳之著/できるシ
リーズ編集部著

インプレス 336.55/D54

147 テレワークの働き方を変えるMicrosoft Teams完全ガイド 松下典子, 飯田成康著 インプレス 336.57/Ma88
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148 知らないとヤバい「原価」と「黒字」の法則 梅田泰宏著 日本実業出版社 336.85/U64
149 相続税を払う奴はバカ! : 完全図解版 大村大次郎著 345.53/O64
150 やさしい異文化理解 加藤優子著 三恵社 361.45/Ka86
151 ポストメディア・セオリーズ : メディア研究の新展開 伊藤守編著 ミネルヴァ書房 361.453/I91
152 「みる/みられる」のメディア論 : 理論・技術・表象・社会から考える視覚関係 高馬京子, 松本健太郎編 ナカニシヤ出版 361.453/Ko58
153 言いたいことは1分にまとめなさい : すっきり伝わるシンプルな技法 新田祥子著 明日香出版社 361.454/N88
154 「趣味に生きる」の文化論 : シリアスレジャーから考える 宮入恭平, 杉山昂平編 ナカニシヤ出版 361.5/Mi74
155 日本の農村 : 農村社会学に見る東西南北 (ちくま新書:1573) 細谷昂著 筑摩書房 361.76/H95
156 マイノリティ問題から考える社会学・入門 : 差別をこえるために 西原和久, 杉本学編 有斐閣 361.8/N82
157 ポップカルチャーで学ぶ社会学入門 : 「当たり前」を問い直すための視座 遠藤英樹著 ミネルヴァ書房 361/E59

158 トピック社会保障法 2021 第15版 本沢巳代子, 新田秀樹編著 不磨書房/信山社 364/Mo93/'21

159 はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ 第18版 (有斐閣アルマ:Basic) 椋野美智子, 田中耕太郎著 有斐閣 364/Mu28

160 労働・自由・尊厳 : 人間のための労働法を求めて 相澤美智子著 岩波書店 366.14/A26

161 教養としての「労働法」入門
向井蘭編著/瀬戸賀司 [ほか] [執
筆]

日本実業出版社 366.14/Mu24

162 「副業」の研究 : 多様性がもたらす影響と可能性 川上淳之著 慶應義塾大学出版会 366.29/Ka94

163 セクシュアリティ教育 (季刊『女も男も』:No.134(2019年秋・冬号)) 労働教育センター編集部編 労働教育センター 367.1/R59/134

164 ジェンダー分析で学ぶ女性史入門 総合女性史学会編 岩波書店 367.21/So28
165 グローバル・ディスコースと女性の身体 : アフリカの女性器切除とローカル社会の多様性 宮脇幸生 [ほか] 編著 晃洋書房 367.24/G95
166 乳がんと共に生きる女性と家族の医療人類学 : 韓国の「オモニ」の民族誌 澤野美智子著 明石書店 367.3/Sa96

167 アンダークラス化する若者たち : 生活保障をどう立て直すか
宮本みち子, 佐藤洋作, 宮本太郎編
著

明石書店 367.68/A46

168 無縁社会≒ (にもなる) 超高齢社会の闇と成年後見 岡﨑賢著 東京図書出版/リフレ出版 367.7/O48

169 西成で生きる : この街に生きる14人の素顔 花田庚彦著 彩図社 368.2/H27

170 介護の専門日本語 : 介護福祉士国家試験合格をめざす人のために
西郡仁朗監修/奥村匡子著/野村愛著
/石井清志著

凡人社 369.07/Ka21

171 よくわかる地域包括支援センター必携ハンドブック 高室成幸著 法研 369.26/Ta45
172 誰もが「助かる」社会 : まちづくりに織り込む防災・減災 渥美公秀, 石塚裕子編 新曜社 369.3/A95
173 被災地のジャーナリズム : 東日本大震災10年「寄り添う」の意味を求めて 寺島英弥著 明石書店 369.31/Te63
174 子ども家庭福祉専門職のための子育て支援入門 才村純 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 369.4/Ko21

175 世界中の子どもの権利をまもる30の方法 : だれひとり置き去りにしない!
国際子ども権利センター, 甲斐田万
智子編

合同出版 369.4/Ko21

176 子どもの権利条約を学童保育に活かす (そこが知りたい学童保育ブックレットシリーズ:4) 安部芳絵著 高文研 369.42/Ko21

177 保育士をめざす人の社会福祉 9訂
相澤譲治, 杉山博昭編/今村裕紀子
[ほか執筆]

みらい 369/A26

178 教えられること教えられないこと 明石要一著 さくら社 370.4/A32

179 コロナ禍における教育とポスト・コロナ時代の教育 中部大学現代教育学研究所編 学術図書出版社 370.4/C61
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180 『ほんとのこと』は、親にはいえない : 子どもの言葉を生み出す対話 木村泰子著 家の光協会 370.4/Ki39
181 子どもの言葉が教えてくれる : セーノ先生の学級ノート 制野俊弘著 新日本出版社 370.4/Se19
182 自傷行為への学校での対応 : 援助者と当事者の語りから考える 坂口由佳著 新曜社 371.42/Sa28
183 Q&Aでわかる外国につながる子どもの就学支援 : 「できること」から始める実践ガイド 小島祥美編著 明石書店 371.5/Ko39

184 道徳教育はいかにあるべきか : 歴史・理論・実践 道徳教育学フロンティア研究会編 ミネルヴァ書房 371.6/D88

185 道徳教育論 改訂版 (新・教職課程シリーズ) 松下良平編著 一藝社 371.6/Ma88
186 こどものてつがく : ケアと幸せのための対話 (シリーズ臨床哲学:第3巻) 高橋綾, 本間直樹著 大阪大学出版会 371.6/Ta33
187 哲学対話と教育 (シリーズ臨床哲学:第5巻) 寺田俊郎編 大阪大学出版会 371.6/Te43
188 自己評価のすすめ : 「自立」に向けた「自信」を育てる (クレイス叢書:03) 安彦忠彦著 図書文化社 371.7/A13

189 教育評価重要用語事典 西岡加名恵, 石井英真編著 明治図書出版 371.7/N86

190 イギリス近代の英語教科書 鶴見良次著 開拓社 372.33/Ts85
191 ドイツ「スポーツ科」の形成過程 岡出美則著 明和出版 372.34/O38

192 はじめての担任お仕事BOOK : マンガでわかる!
こちゃ著(文・マンガ)/野中信行監
修

学陽書房 374.12/Ko15

193 教師1年目の学級経営 : 担任スキルと広い視野を身につけるために 大前暁政著 東洋館出版社 374.12/O61

194 コロナに負けない!! : 三密を避けた教室設営、学級レクリエーションなど! (教育技術MOOK) 熊本県小学校特別活動研究会編 小学館 374.12/Ta89/1・2

195 「コロナに負けない!!」毎月の学級経営 (教育技術MOOK) 特別活動希望の会in横浜編 小学館 374.12/Ta89/3・4

196 教職概論 : 人間教育の理念から学ぶ 鎌田首治朗編著 ミネルヴァ書房 374.3/Ka31
197

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(1)
198 教師のコミュニケーション大全 三好真史著 東洋館出版社 374.35/Mi91

199 教師が悩んだときに読む本 諸富祥彦, 教師を支える会編著 図書文化社 374.37/Mo77

200 学校の応急処置がよくわかる : 緊急度の判断とその対応 玉川進著 東山書房 374.9/Ta77
201 教師のための防災学習帳 小田隆史編著 朝倉書店 374.92/O17

202 「新しい学校生活」のための感染症対策ハンドブック 鎌塚優子, 大沼久美子編著 学事出版 374.96/Ka31

203 これで解決!養護教諭のための新型感染症対策Q&A : 学校の新しい生活様式対応 三木とみ子, 岡部信彦編集代表 ぎょうせい 374.96/Mi24

204 新型コロナウイルスに対する学校の感染対策 武藤義和著 丸善出版 374.96/Mu93
205 教えない指導 鎌田賢二, 藤代圭一著 375.1/Ka31
206 特別活動 (ミネルヴァ教職専門シリーズ:12) 上岡学編著 ミネルヴァ書房 375.18/U46

207
できるMicrosoft Teams (チームズ) for Education (エデュケーション) すぐに始めるオンライン
授業

清水理史, できるシリーズ編集部著 インプレス 375.199/Sh49

208 実践事例でわかる!タブレット活用授業 : GIGAスクール構想対応 田中博之著 学陽書房 375.199/Ta84

209 板書&写真でよくわかる365日の全授業小学校社会 3年 木村博一編著/新谷和幸編著 明治図書出版 375.3/B19/3

210 板書&写真でよくわかる365日の全授業小学校社会 4年 木村博一編著/小田泰司編著 明治図書出版 375.3/B19/4
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211 板書&写真でよくわかる365日の全授業小学校社会 5年 木村博一編著/松岡靖編著 明治図書出版 375.3/B19/5

212 板書&写真でよくわかる365日の全授業小学校社会 6年 木村博一編著/福田喜彦編著 明治図書出版 375.3/B19/6

213
社会科の授業 : 1時間ごとの授業展開・応答例・板書を一体化 : 楽しい教室授業のしかけ 改訂版
小学5年

加藤好一著 375.3/Ka86/5

214 実践・小学校社会科指導法
澤井陽介, 中田正弘編著/石井正広
[ほか著]

学文社 375.3/Sa94

215 システム思考で地理を学ぶ : 持続可能な社会づくりのための授業プラン
地理教育システムアプローチ研究会
[ほか] 編

古今書院 375.33/Sh91

216
とっておきの道徳授業 : これからを生きる子どもたちへ 10 : 道徳のチカラ ベスト35 (21世紀の
学校づくり)

佐藤幸司編著 日本標準 375.352/SaK/T-10

217
明日に向かって歩む30+1の道徳授業 (とっておきの道徳授業 : これからを生きる子どもたち
へ:11)

佐藤幸司編著 日本標準 375.352/SaK/T-11

218
教室発!今だからこそ自分でつくる道徳授業30選 (とっておきの道徳授業 : これからを生きる子ど
もたちへ:12)

佐藤幸司編著 日本標準 375.352/SaK/T-12

219
「特別の教科」への期待に応えるオリジナル授業30選 (とっておきの道徳授業 : これからを生き
る子どもたちへ:13)

佐藤幸司編著 日本標準 375.352/SaK/T-13

220
アクティブ・ラーナーが育つオリジナル授業30選 : 「考える道徳」「議論する道徳」を即実践!!
(とっておきの道徳授業 : これからを生きる子どもたちへ:14)

佐藤幸司編著 日本標準 375.352/SaK/T-14

221
「特別の教科道徳」時代のオリジナル授業30選 : 魅力ある教材創意あふれる指導で「道徳科」が
楽しくなる! (とっておきの道徳授業 : これからを生きる子どもたちへ:15)

日本標準 375.352/SaK/T-15

222 質的転換!令和時代の道徳授業30選 (とっておきの道徳授業 : これからを生きる子どもたちへ:17) 佐藤幸司編著 日本標準 375.352/SaK/T-17
223

実力はエース級盤石の道徳授業30選 (とっておきの道徳授業 : これからを生きる子どもたちへ.
18)

375.352/SaK/T-18

224
とっておきの道徳授業 : これからを生きる子どもたちへ 8 : 今大切な道徳授業35選 (21世紀の学
校づくり)

佐藤幸司編著 日本標準 375.352/SaK/T-8

225
とっておきの道徳授業 : これからを生きる子どもたちへ 9 : 道徳授業春夏秋冬35選 (21世紀の学
校づくり)

佐藤幸司編著 日本標準 375.352/SaK/T-9

226 学級経営に生きる5分でできる小さな道徳授業 1 鈴木健二編著 日本標準 375.352/Su96/1
227 算数授業インクルーシブデザイン 松島充, 惠羅修吉著 明治図書出版 375.412/Ma87
228 新しい算数教育の理論と実践 溝口達也編著 ミネルヴァ書房 375.412/Mi93
229 算数授業を子どもと創る : 授業を変える言葉とかかわり方 森本隆史著 375.412/Mo55
230 数学的な授業を創る 齊藤一弥著 375.412/Sa25
231 思考と表現を深める算数の発問 : 新規の発問と問い返し発問で子どもが気づき考える! 盛山隆雄著 375.412/Se19

232 単元指導計画&略案でつくる中学校数学科「問題解決の授業」 第1学年 相馬一彦, 谷地元直樹編著 明治図書出版 375.413/So36/1

233 単元指導計画&略案でつくる中学校数学科「問題解決の授業」 第2学年 相馬一彦, 谷地元直樹編著 明治図書出版 375.413/So36/2

234 単元指導計画&略案でつくる中学校数学科「問題解決の授業」 第3学年 相馬一彦, 谷地元直樹編著 明治図書出版 375.413/So36/3

235 小学校体育つまずき解消事典 : 運動が苦手な子もフルサポート 西薗一也著 明治図書出版 375.492/N87
236 対話でつなぐ体育授業51 : 子ども同士で声かけ!お手伝い! 齋藤直人著 東洋館出版社 375.492/Sa25

237 体育アクティビティ200 : +安全「あそび+学び」で、楽しく深く学べる 樋口万太郎, 垣内幸太, 日野英之著 フォーラム・A企画 375.492/Ta22
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238 近代日本書字教育史研究 : 初等教育における二元的書字教育論の形成過程 鈴木貴史著 風間書房 375.73/Su96

239 授業UDを目指す国語全時間授業パッケージ 4年
桂聖, 小貫悟, 石塚謙二, 日本授業
UD学会編著

東洋館出版社 375.82/J92/4

240 授業UDを目指す国語全時間授業パッケージ 5年 桂聖, 小貫悟, 日本授業UD学会編著 東洋館出版社 375.82/J92/5

241 授業UDを目指す国語全時間授業パッケージ 6年 桂聖, 小貫悟, 日本授業UD学会編著 東洋館出版社 375.82/J92/6

242 指導と評価を一体化する小学校国語実践事例集 茅野政徳編著 375.82/Ka98
243 子どもの思考が動き出す国語授業4つの発問 白坂洋一著 375.82/Sh85
244 クラスが笑いに包まれる!小学校教育漫才テクニック30 田畑栄一著 375.82/Ta11
245 二瓶弘行物語の教材研究 : 令和完全版 二瓶弘行著 明治図書出版 375.852/N71

246 小学校国語「深い学び」をうむ授業改善プラン|文学
全国国語授業研究会, 筑波大学附属
小学校国語研究部編著

東洋館出版社 375.852/Z3

247 小学校国語「深い学び」をうむ授業改善プラン|説明文
全国国語授業研究会, 筑波大学附属
小学校国語研究部編著

東洋館出版社 375.852/Z3

248 「物語の創作」 : 学習指導の研究 三藤恭弘著 溪水社 375.86/Mi62
249 国語科教材の中の「中国」 (早稲田教育叢書:38) 堀誠著 学文社 375.87/H89
250 New crown : English series : teacher's manual 2: セット [New crown編集委員会著] [三省堂] 375.8933/Sa66/2
251 New crown : English series : teacher's manual 3: セット [New crown編集委員会著] [三省堂] 375.8933/Sa66/3
252 保育で使える言葉がけ : シーン別実例250 (現場で役立つ会話術) 木梨美奈子監修 つちや書店 376.1/Ki41
253 幼児教育・保育のための教育方法論 垂見直樹, 池田竜介編著 ミネルヴァ書房 376.1/Ta91
254 実践心ふれあう子どもと表現 松家まきこ編/鈴木範之編 みらい 376.156/Ma78
255 経済学部 : 中高生のための学部選びガイド (なるにはBOOKS) 山下久猛著 ぺりかん社 376.8

256 東京大学のアクティブラーニング : 教室・オンラインでの授業実施と支援
東京大学教養教育高度化機構アク
ティブラーニング部門編

東京大学出版会 377.15/To46

257 変革を駆動する大学 : 社会との連携から協創へ : 東京大学ビジョン2020 五神真著 東京大学出版会 377.28/To46
258 新しい経営体としての東京大学 : 未来社会協創への挑戦 五神真著 東京大学出版会 377.28/To46
259 大学生の健康ナビ : キャンパスライフの健康管理 2021 山本眞由美監修 岐阜新聞社 377.9/GiD/'21
260 女子学生のキャリアデザイン : 自分らしさとワークライフバランス 3訂版 野村康則, 竹内雄司著 水曜社 377.95/N95
261 日本語を母語とする特異的言語発達障害児の言語特徴 村尾愛美著 風間書房 378.5/Mu54

262 多職種連携を支える「発達障害」理解 : ASD・ADHDの今を知る旅 土居裕和, 金井智恵子編著 北大路書房 378.8/D83

263 発達の気になる子の体の動き しくみとトレーニング (発達障害を考える : 心をつなぐ) 川上康則監修 ナツメ社 378.8/Ka94
264 発達障害のある生徒・学生へのコミュニケーション支援の実際 : 修学から就職後の支援まで 西村優紀美編著 金子書房 378.8/N84

265
発達障害の早期療育とペアレント・トレーニング : 親も保育士も、いつでもはじめられる・すぐ
に使える

上野良樹, 作業療法チーム著 ぶどう社 378.8/U45

266
はじめての学級担任もできる特別支援教育ガイド : ユニバーサルデザインと個別の配慮の視点か
ら考える!

岡田広示, 関原真紀著 明治図書出版 378/O38
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267
授業を豊かにする筑波大附属特別支援学校の教材知恵袋 自立活動編 (筑波大学特別支援教育教
材・指導法データベース選集:2)

筑波大学特別支援教育連携推進グ
ループ編著

ジアース教育新社 378/Ts66/2

268
運動・遊び・学びを育てるムーブメント教育プログラム100 : 幼児教育・保育、小学校体育、特別
支援教育に向けて

小林芳文 [ほか] 編著 大修館書店 378/U75

269 図説英国王室の食卓史 スーザン・グルーム著/矢沢聖子訳 原書房 383.833/G87

270 食と移動の文化史 : 主体性・空間・表象をめぐる抗い
板津木綿子編著/小澤智子, 北脇実
千代著

彩流社 383.853/I88

271 茶の文化史 : 神話の世界から五感の世界へ 孔令敬著 鷗出版 383.889/Ko79
272 野生性と人類の論理 : ポスト・ドメスティケーションを捉える4つの思考 卯田宗平編 東京大学出版会 389.04/U27
273 職場・学校で活かす現場グラフィー : ダイバーシティ時代の可能性をひらくために 清水展, 小國和子編著 明石書店 389/Sh49

274 ミリタリー・カルチャー研究 : データで読む現代日本の戦争観
吉田純編/ミリタリー・カルチャー
研究会著

青弓社 390/Y86

275 現代ロシアの軍事戦略 (ちくま新書:1572) 小泉悠著 筑摩書房 392.38/Ko38
276 宇宙研究のつれづれに : 「慣性」と「摩擦」のはざまで 池内了著 青土社 404/I35
277 科学の歳時記 : どんぐりから宇宙へ 渡辺政隆文/山本美希絵 教育評論社 404/W46
278 科学絵本の世界100 : 学びをもっと楽しくする (別冊太陽. 日本のこころ:286) 平凡社 407/H51

279
はじめての理系英語リーディング : 世界で活躍する理工系研究者を目指して Ver. 2 (理系たまご
シリーズ:2)

佐藤洋一著 アルク 407/Sa87

280 数学の限界 復刻改装版
グレゴリー.J.チャイティン著/黒川
利明訳

エスアイビー・アクセス/星雲社 410.9/C31

281 知の限界 復刻改装版
グレゴリー・J・チャイティン著/黒
川利明訳

エスアイビー・アクセス/星雲社 410.9/C31

282 ユークリッド空間上のフーリエ解析 1 (朝倉数学大系:13) 宮地晶彦著 朝倉書店 413.59/Mi71/1
283 ユークリッド空間上のフーリエ解析 2 (朝倉数学大系:14) 宮地晶彦著 朝倉書店 413.59/Mi71/2

284 ダークデータ : 隠れたデータこそが最強の武器になる
デイヴィッド・J・ハンド著/黒輪篤
嗣訳

河出書房新社 417/H29

285 レジの行列が早く進むのは、どっち!? : はじめての統計学 サトウマイ著 総合法令出版 417/Sa86

286 マンガでわかる物理数学
馬場彩著/河村万理作画/オフィス
sawa制作

オーム社 421.5/B17

287 ニュートリノ物理学 (現代物理学. 展開シリーズ:1) 白井淳平, 末包文彦著 朝倉書店 429.6/Sh81
288 ものの大きさ : 自然の階層・宇宙の階層 第2版 須藤靖著 東京大学出版会 440.12/Su84

289 天体観測に魅せられた人たち
エミリー・レヴェック著/川添節子
訳

原書房 442/L57

290 ダイナミックな地球 改訂版 (放送大学教材:1760122-1-2111) 大森聡一編著 放送大学教育振興会 450/O63
291 はじめての気象学 改訂版 (放送大学教材:1569376-1-2111) 田中博, 伊賀啓太著 放送大学教育振興会 451/Ta84
292 歴史のなかの地震・噴火 : 過去がしめす未来 加納靖之 [ほか] 著 東京大学出版会 453.21/R25
293 ライフサイエンスのための英語 I : 基本スキル編 萩原明子, 小林薫編著 東京化学同人 460.7/H14/1
294 植物プランクトン研究法 (生態学フィールド調査法シリーズ:11) 鏡味麻衣子著 共立出版 468.6/Ka16
295 大事なことは植物が教えてくれる 稲垣栄洋著 マガジンハウス 470.4/I52
296 道草の解剖図鑑 : 野草の魅力と見方、楽しみ方を徹底図解 金田初代著 エクスナレッジ 470/Ka52
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297 オールコック・ルーベンスタイン動物行動学
Dustin R Rubenstein, John Alcock
[原著]/松島俊也, 相馬雅代, 的場
知之共訳

丸善出版 481.78/R81

298 時間軸で探る日本の鳥 : 復元生態学の礎 黒沢令子, 江田真毅編著 築地書館 488.21/Ku76
299 人を襲うクマ : 遭遇事例とその生態 (ヤマケイ文庫) 羽根田治著 489.57/H29
300 漢方がみちびく心と体のレジリエンス(回復力) (阪大リーブル:74) 萩原圭祐著 大阪大学出版会 490.9/H13
301 明治維新・漢方撲滅の実相 寺澤捷年著 あかし出版 490.9/Te62

302
ヘルスデザインシンキング : デジタルヘルス/ヘルステックに向けて:医療・ヘルスケアのための
デザイン思考実践ガイド

ボン・ク, エレン・ラプトン著/百
合田香織訳

ビー・エヌ・エヌ 490/Ku13

303 できない脳ほど自信過剰 (朝日文庫:い91-2) 池谷裕二著 朝日新聞出版 491.371/I33
304 「色のふしぎ」と不思議な社会 : 2020年代の「色覚」原論 川端裕人著 筑摩書房 491.374/Ka91
305 わかりやすい病理学 改訂第7版 小田義直,  相島慎一編集 南江堂 491.6/O17

306
目で見てわかる応急手当マニュアル : 教育・保健・福祉領域で健康支援に関わる専門職のために
全面改稿新版

郷木義子, 松﨑美保子監修・著/奥
田紀久子, 佐見由紀子編著

ふくろう出版 492.29/G57

307 病期・発達段階の視点でみる疾患別看護過程 (プチナースBooks) 任和子編著 照林社 492.914/N76

308
「暮らしの保健室」ガイドブック : 「相談/学び/安心/交流/連携/育成」の場 : 地域の中で"もう
一歩"先へ (C.C.MOOK)

秋山正子総編集/神保康子 [ほか]
企画・編集

日本看護協会出版会 492.99/A38

309 絵でわかる食中毒の知識 (絵でわかるシリーズ) 伊藤武, 西島基弘著 講談社 493.157/I91
310 精神疾患とは何だろうか (放送大学叢書:054) 石丸昌彦著 左右社 493.7/I77
311 まんがやってみたくなるオープンダイアローグ 斎藤環解説/水谷緑まんが 医学書院 493.72/Sa25

312 環状島へようこそ : トラウマのポリフォニー 宮地尚子編/森茂起[ほか述] 日本評論社 493.743/Mi75

313 鈍感になる練習 : 「気にしない」「考えすぎない」でラクに生きる 齋藤孝著 内外出版社 493.79/Sa25
314

今だから知りたいワクチンの科学 : 効果とリスクを正しく判断するために (知りたいサイエン
ス:144)

中西貴之著 技術評論社 493.82/N38
315 感染症の脅威新型コロナとの死闘 PART2 吉成河法吏, 安江博共著 493.87/Y92/2
316 ほむほむ先生の小児アレルギー教室 堀向健太著/青鹿ユウ画 丸善出版 493.931/H89
317 認知能力と学習 (ふたご研究シリーズ:第1巻) 敷島千鶴, 平石界編 創元社 493.96/F97/1

318 新・子どもの食と栄養 (新時代の保育双書)
岩田章子, 寺嶋昌代編/有尾正子[ほ
か]著

みらい 493.983/I97

319 子どもの食生活 : 栄養・食育・保育 第5版 上田玲子編著/赤石元子[ほか著] ななみ書房 493.983/U32

320 ヴィクトリア朝医療の歴史 : 外科医ジョゼフ・リスターと歴史を変えた治療法
リンジー・フィッツハリス著/田中
恵理香訳

原書房 494.0233/L69

321 APD<聴覚情報処理障害>がわかる本 : 聞きとる力の高め方 (健康ライブラリー : イラスト版) 講談社 496.6/O14
322 戦後民主主義が生んだ優生思想 : 優生保護法の史的検証 藤野豊著 六花出版 498.25/F64
323 養生の思想 西平直著 春秋社 498.3/N82

324 歪められた食の常識 : 食品について聞かされた事のほぼすべてが間違っているわけ ティム・スペクター著/寺町朋子訳 白揚社 498.5/Sp3

325 食の心理とウェルビーイング : 栄養・健康・食べること 山中祥子著 ナカニシヤ出版 498.55/Y34
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326 ウイルス感染症のパンデミックと国民生活 : 食によるコロナ対策の科学的エビデンス 林利光著 本の泉社 498.6/H48
327 コロナ対策禍の国と自治体 : 災害行政の迷走と閉塞 (ちくま新書:1575) 金井利之著 筑摩書房 498.6/Ka44

328 新型コロナウイルス対策すぐ役立つハンドブック : 家族・利用者を守るポイント 日本在宅ケア教育研究センター著 看護の科学社 498.6/N71

329 新型コロナデータで迫るその姿 : エビデンスに基づき理解する (DOJIN選書:89) 浦島充佳著 化学同人 498.6/U84

330 Before/Withコロナに生きる社会をみつめる
山口幹幸, 高見沢実編著/磯友輝子
[ほか] 著

ロギカ書房 498.6/Y24

331 アロマ&ハーブ療法Q&A : ピンポイント解説! 林真一郎著 南山堂 499.87/H48
332 そこに工場があるかぎり 小川洋子著 集英社 509.21/O24
333 洪水と確率 : 基本高水をめぐる技術と社会の近代史 中村晋一郎著 東京大学出版会 517.1/N37

334 気候変動に立ちむかう子どもたち : 世界の若者60人の作文集
アクシャート・ラーティ編/吉森葉
訳

太田出版 519.04/R17

335 フィールドから考える地域環境 : 持続可能な地域社会をめざして 第2版 (人間環境学叢書:2) 小島聡, 西城戸誠, 辻英史編著 ミネルヴァ書房 519.8/F27

336 フィールドから考える地域環境 : 持続可能な地域社会をめざして (人間環境学叢書:1) 小島聡, 西城戸誠編著 ミネルヴァ書房 519.8/Ko39
337 プラスチックごみ問題入門 : 安心して暮らせる未来のために (プロブレムQ&A) 栗岡理子著 緑風出版 519/Ku66
338 地球環境保全論 : 持続可能な社会をめざして 和田武編著/小堀洋美著 創元社 519/W12

339 10年で逆転する業界力学 (次世代自動車:2021) 日経Automotive編集 日経BP/日経BPマーケティング 537/J54/'21

340 フクシマ戦記 : 10年後の「カウントダウン・メルトダウン」 上 船橋洋一著 文藝春秋 543.5/F88/1
341 フクシマ戦記 : 10年後の「カウントダウン・メルトダウン」 下 船橋洋一著 文藝春秋 543.5/F88/2

342 消えたヤマと在日コリアン : 丹波篠山から考える (岩波ブックレット:No. 1046) 細見和之, 松原薫, 川西なを恵著 岩波書店 567.096/Ki14

343 おひとりさまのお金の話 : 賢く生きる教科書 吉田博文編著 591/Y86
344 米食の変容と展望 : 2000年以降の消費分析から 青柳斉著 筑波書房 611.33/A57

345 花のことば12ケ月 川崎景介監修/山と溪谷社編 山と溪谷社 627/Y45

346 誰のための熱帯林保全か : 現場から考えるこれからの「熱帯林ガバナンス」 笹岡正俊, 藤原敬大編 新泉社 651.1/Sa78

347 竹の文化誌 (花と木の図書館) スザンヌ・ルーカス著/山田美明訳 原書房 653.8/L96

348 接客サービスマナーベーシックマニュアル 新版 澤野弘監修 日本サービスマナー協会/清文社 673.3/Sa96

349
買い物ゼロ秒時代の未来地図 : ショッピングテックの破壊と創造 (2025年、人は「買い物」をし
なくなる:生活者編)

望月智之 [著]
クロスメディア・パブリッシン
グ/インプレス

675/Mo12

350 話題を生み出す「しくみ」のつくり方 : 情報拡散構造から読み解くヒットのルール 西山守著/濱窪大洋編集協力 宣伝会議 675/N87

351 入門マーケティングの核心 : マーケティングの未来を展望する
石川和男編著/佐々木茂編著/石原慎
士編著

同友館 675/N99

352 MaaSが都市を変える : 移動×都市DXの最前線 牧村和彦著 学芸出版社 681/Ma34
353 鉄道は都市をどう変えるのか : 交通インパクトの社会学 (MINERVA社会学叢書:60) 後藤範章編著 ミネルヴァ書房 686.21/G72
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354 鉄道高速化物語 : 最速から最適へ 小島英俊著 創元社 686.21/Ko39
355 温泉の経済史 : 近代日本の資源管理と地域経済 高柳友彦著 東京大学出版会 689.21/Ta57
356 若者と地域観光 : 大都市のオルタナティブな観光的魅力を探る 杉本興運, 磯野巧編著 ナカニシヤ出版 689.213/Su38

357 「テレビは見ない」というけれど : エンタメコンテンツをフェミニズム・ジェンダーから読む
西森路代 [ほか著]/青弓社編集部編
著

青弓社 699.67/Se17

358 表現文化論入門 : インターメディアリティへの誘い 寒河江光徳, 村上政彦編 第三文明社 704/Sa15
359

はじまりのアートマネジメント : 芸術経営の現場力を学び、未来を構想する (文化とまちづくり
叢書)

松本茂章編 水曜社 709/Ma81
360 謎解き鳥獣戯画 (とんぼの本) 芸術新潮編集部編 新潮社 721.2/C53

361 源氏物語 : 天皇になれなかった皇子のものがたり (とんぼの本) 三田村雅子著/芸術新潮編集部編 新潮社 721.2/G34

362 あるヴァイオリンの旅路 : 移民たちのヨーロッパ文化史
フィリップ・ブローム [著]/佐藤正
樹訳

法政大学出版局 763.42/B58

363 週刊文春CINEMA! : NO CINEMA,NO LIFE (文春ムック) 文藝春秋 778.04
364 プロデュースされた「被爆者」たち : 表象空間におけるヒロシマ・ナガサキ 柴田優呼著 岩波書店 778.235/Sh18

365 アニメーションの女王たち : ディズニーの世界を変えた女性たちの知られざる物語 ナサリア・ホルト著/石原薫訳 フィルムアート社 778.77/U79

366 「体育会系女子」のポリティクス : 身体・ジェンダー・セクシュアリティ 井谷聡子著 関西大学出版部 780.13/I88
367 「体育会系女子」のポリティクス : 身体・ジェンダー・セクシュアリティ 井谷聡子著 関西大学出版部 780.13/I88(1)

368
競技スポーツにおけるコーチング・トレーニングの将来展望 : 実践と研究の場における知と技の
好循環を求めて

高松薫 [ほか] 編 筑波大学出版会/丸善出版 780.7/Ky3

369 体力トレーニングの理論と実際 第2版
大阪体育大学体力トレーニング教室
編

大修館書店 780.7/O73

370 ペップ・グアルディオラ : キミにすべてを語ろう
マルティ・パラルナウ著/羽中田昌,
羽中田まゆみ訳

東邦出版 783.47/G91

371 西洋アンティーク・ボードゲーム : 19世紀に愛された遊びの世界
エイドリアン・セビル著/鍋倉僚介
訳

日経ナショナルジオグラフィッ
ク社/日経BPマーケティング

798.023/Se96

372 デジタルで変わる子どもたち : 学習・言語能力の現在と未来 (ちくま新書:1571) バトラー後藤裕子著 筑摩書房 807/B27

373 コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術 (岩波ジュニア新書:932) 上坂博亨, 大谷孝行, 里見安那著 岩波書店 809.2/Ko69

374 マンガでわかる話すチカラ
齋藤孝, 安住紳一郎著/百田ちなこ
作画/渡辺稔大シナリオ

ダイヤモンド社 809.2/Sa25

375 じぶんで考えじぶんで話せるこどもを育てる哲学レッスン 増補版 河野哲也著 河出書房新社 809.6/Ko78
376 日本語学習者の読解ストラテジー : 要点関係図の効果を探る 田川麻央著 春風社 810.7/Ta18
377 近代平仮名体系の成立 : 明治期読本と平仮名字体意識 岡田一祐著 文学通信 811.5/O38
378 国語仮名表記史の研究 斎藤達哉著 武蔵野書院 811.56/Sa25
379 名前のないことば辞典 (YUEISHA DICTIONARY) 出口かずみ著 遊泳舎 814/D53

380 「研究プロジェクト」時間と言語 : 文法研究の新たな可能性を求めて 定延利之, 高山善行, 井上優編 ひつじ書房 815/Ke45
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381 琉球諸語と文化の未来 波照間永吉, 小嶋洋輔, 照屋理編 岩波書店 818.99/R98

382 白川静博士の漢字の世界へ : 小学校学習漢字解説本 第2版 福井県教育委員会編 福井県教育委員会/平凡社 821.2/Sh83

383 李姉妹のおしゃべりな中国語 李姉妹著 昭文社 827.8/R47

384 釧路地方のアイヌ語語彙集
釧路アイヌ語の会編/八重九郎 [ほ
か] 話

藤田印刷エクセレントブックス 829.28/Ku88

385 「ディクトグロス」を取り入れた英語力を伸ばす学習法・指導法 : 新学習指導要領対応 前田昌寛著 開拓社 830.7/Ma26

386 みるみる身につく!イメージ英語革命 (講談社+α文庫)
大西泰斗, ポール・クリス・マクベ
イ[著]

講談社 830.7/O66

387 Q&A英語の疑問相談室 : any questions? 押上洋人 [ほか] 著 東京堂出版 830/Q1

388 イギリス英語音声学
ポール・カーリー, インガ・M.メイ
ス, ビバリー・コリンズ著/三浦弘
訳

大修館書店 831.1/I24

389 英単語イメージハンドブック 大西泰斗, ポール・マクベイ著 青灯社 834.3/O66

390 英熟語の鬼100則 : 認知言語学で「気持ち」を捉える 時吉秀弥著 明日香出版社 834.4/To33

391 基本動詞 (Native speaker series. ネイティブスピーカーの単語力:1) 大西泰斗, ポール・マクベイ著 研究社出版 834/O66/1

392 動詞トップギア [テキスト] (Native speaker series. ネイティブスピーカーの単語力:2) 大西泰斗, ポール・マクベイ著 研究社出版 834/O66/2

393 形容詞の感覚 (Native speaker series. ネイティブスピーカーの単語力:3) ポール・マクベイ, 大西泰斗著 研究社 834/O66/3

394 ネイティブスピーカーの前置詞 (ネイティブスピーカーの英文法:2) 大西泰斗, ポール・マクベイ著 研究社出版 835.64/O66

395 ネイティブスピーカーの英語感覚 (ネイティブスピーカーの英文法:3) 大西泰斗, ポール・マクベイ著 研究社出版 835/O66/3

396 ビートルズde英文法 (放送大学教材:1420135-1-2111) 佐藤良明編著 放送大学教育振興会 835/Sa87
397 英語で「道」を語る (放送大学教材:1420127-1-2111) 大橋理枝, 斎藤兆史著 放送大学教育振興会 837.5/O28
398 小説家になって億を稼ごう (新潮新書:899) 松岡圭祐著 新潮社 901.307/Ma86

399 「作者」とは何か : 継承・占有・共同性 ハルオ・シラネ [ほか] 編 岩波書店 904/Sa51

400 翻訳と文学
佐藤=ロスベアグ・ナナ編/池澤夏樹
[ほか] 執筆

みすず書房 904/Sa87

401 物語のティータイム : お菓子と暮らしとイギリス児童文学 北野佐久子著 岩波書店 909.3/Ki69
402 物語のものがたり 梨木香歩著 岩波書店 909.3/N55
403 平安男子の元気な!生活 (岩波ジュニア新書:930) 川村裕子著 岩波書店 910.23/Ka95

404 古代中世文学論考 第43集 古代中世文学論考刊行会編 新典社 910.23/Shi/K-43

405 されく魂 : わが石牟礼道子抄 池澤夏樹著 河出書房新社 910.268/I78
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406 小林秀雄の眼 江藤淳著 中央公論新社 910.268/Ko12
407 ふわふわする漱石 : その哲学的基礎とウィリアム・ジェイムズ 岩下弘史著 東京大学出版会 910.268/N58
408 司馬遼太郎の戦国 : 明智光秀の時代 (週刊朝日MOOK) 朝日新聞出版 910.268/Sh17

409 講義日本文学 : 「共同性」からの視界 東京大学文学部国文学研究室編 東京大学出版会 910.4/To46

410 代理母、はじめました 垣谷美雨著 中央公論新社 913.6/Ka26
411 ジュリーの世界 増山実著 ポプラ社 913.6/Ma69
412 みっちんの声 石牟礼道子, 池澤夏樹著 河出書房新社 914.6/I78

413 どんぐり (灯光舎本のともしび)
寺田寅彦著/中谷宇吉郎著/山本善行
撰

灯光舎 914.6/Te43

414 吉本隆明全集 25 吉本隆明著 晶文社 914.6/Y91/25

415 杜甫研究年報 第4号 日本杜甫学会編 日本杜甫学会/勉誠出版 921.43/To24/4

416 深まりゆくアメリカ文学 : 源流と展開 (シリーズ・世界の文学をひらく:3) 竹内理矢, 山本洋平編著 ミネルヴァ書房 930.29/Ta67

417 グッバイ、コロンバス フィリップ・ロス著/中川五郎訳 朝日出版社 933.7/R74

418 ドイツ文学の道しるべ : ニーベルンゲンから多和田葉子まで (シリーズ・世界の文学をひらく:1) 畠山寛, 吉中俊貴, 岡本和子編著 ミネルヴァ書房 940.2/D83

419 メッセージ : トーベ・ヤンソン自選短篇集 トーベ・ヤンソン著/久山葉子訳 フィルムアート社 949.83/J23

420
フランス文学の楽しみかた : ウェルギリウスからル・クレジオまで (シリーズ・世界の文学をひ
らく:2)

永井敦子, 畠山達, 黒岩卓編著 ミネルヴァ書房 950.2/F92

421 戦争と平和 5 (光文社古典新訳文庫:[KAト3-11]) トルストイ著/望月哲男訳 光文社 983.6/To47/5

422 絵入巻子本伊曽保物語 : 翻刻・解題・図版解説 ローレンス・マルソー編・校注 臨川書店 991.7/A17

423 中高生の基礎英語 in ENGLISH 2021-4 (NHK CD. NHKラジオ)
松本茂監修/百瀬美帆講師/NHKエ
デュケーショナル制作協力

NHKサービスセンター/NHK出版
CD375.89/N69/'21
-4

424 中高生の基礎英語 in ENGLISH 2021-5 (NHK CD. NHKラジオ)
松本茂監修/百瀬美帆講師/NHKエ
デュケーショナル制作協力

NHKサービスセンター/NHK出版
CD375.89/N69/'21
-5

425 入門ビジネス英語 : NHK CD NHKラジオ 2021-3 (NHK CD. NHKラジオ)
柴田真一講師/NHKエデュケーショナ
ル制作協力

NHKサービスセンター/NHK出版
CD670.93/N69/'21
-3

426
ラジオビジネス英語 : Business English for global competence : NHKラジオ 2021-4 (NHK CD.
NHKラジオ)

NHKサービスセンター/NHK出版
CD670.93/N69/'21
-4

427 ラジオ英会話 : ハートでつかめ!英語の極意 2021-4 (NHK CD. NHKラジオ)
大西泰斗講師/NHKエデュケーショナ
ル制作協力

NHKサービスセンター/NHK出版 CD830/N69/'21-4

428 ラジオ英会話 : ハートでつかめ!英語の極意 2021-5 (NHK CD. NHKラジオ)
大西泰斗講師/NHKエデュケーショナ
ル制作協力

NHKサービスセンター/NHK出版 CD830/N69/'21-5

429 動詞トップギア CD (Native speaker series. ネイティブスピーカーの単語力:2) 大西泰斗, ポール・マクベイ著 研究社出版 CD834/O66/2
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430 英会話タイムトライアル 2021-2 (NHK CD. NHKラジオ)
スティーブ・ソレイシィ講師/NHKエ
デュケーショナル制作協力

NHKサービスセンター/NHK出版
CD837.8/N69/'21-
2

431 英会話タイムトライアル 2021-3 (NHK CD. NHKラジオ)
スティーブ・ソレイシィ講師/NHKエ
デュケーショナル制作協力

NHKサービスセンター/NHK出版
CD837.8/N69/'21-
3

432 映像で学ぶジェンダー入門 1 男らしさ/女らしさ サン・エデュケーショナル DV367/Sa61/1

433 映像で学ぶジェンダー入門 2 多様な「性」 サン・エデュケーショナル DV367/Sa61/2

434 映像で学ぶジェンダー入門 3 結婚・家庭におけるジェンダー サン・エデュケーショナル DV367/Sa61/3

435 映像で学ぶジェンダー入門 4 労働とジェンダー サン・エデュケーショナル DV367/Sa61/4

436 映像で学ぶジェンダー入門 5 性暴力と性の商品化 サン・エデュケーショナル DV367/Sa61/5

437 あめのひのぼうけん (こどものとも:783号) 森洋子作 福音館書店 E//21
438 おらんちゃん (こどものとも年少版:531号) MAYA MAXXえとぶん 福音館書店 E//21

439 つくってあそぼう!かえるや (かがくのとも:627号)
きうちかつ作・絵/ときわまさと写
真

福音館書店 E//21

440 こども衛生学 宮﨑美砂子監修 新星出版社 K498/Mi88
441 きのう何食べた? 18 (モーニングKC) よしながふみ著 講談社 M367.97/Y92/18
442 数字であそぼ。 4 (flowersフラワーコミックスα) 絹田村子著 小学館 M410/Ki48/4
443 数字であそぼ。 5 (flowersフラワーコミックスα) 絹田村子著 M410/Ki48/5

444 アンサングシンデレラ : 病院薬剤師葵みどり 6 (ゼノンコミックス) 荒井ママレ著/富野浩充医療原案 コアミックス M499/A62/6

445 優しくしたい。 (ビッグコミックス) 根本拓実著 小学館 M726.1/N64
446 会社で働く : 製品開発ストーリーから職種を学ぶ! (なるにはBooks:別巻) 松井大助著 ぺりかん社 就職/資格

447
最新通信業界の動向とカラクリがよくわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 第5版
(How-nual図解入門. 業界研究)

中野明著 秀和システム 就職/資格/['21]

448 自治体法務検定公式テキスト : 自治検 基本法務編 2021年度検定対応 自治体法務検定委員会編 第一法規 就職/資格/'21
449 現職人事が書いた「面接試験・官庁訪問」の本 : 公務員試験 2022年度版 大賀英徳著 実務教育出版 就職/資格/'22
450 大卒程度公務員面接対策ハンドブック 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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