
請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

1 002/M 学びの技 : 14歳からの探究・論文・プレゼンテーション / 後藤芳文[ほか]著 玉川大学出版部 00414359

2 010.8/J/10 JLA図書館情報学テキストシリーズ3 / 塩見昇[ほか]編集 10  情報資源組織演習 / 和中幹雄[ほか]共著 (新訂版) 日本図書館協会 00414005

3 010.8/J/2 JLA図書館情報学テキストシリーズ3 / 塩見昇[ほか]編集 2  図書館制度・経営論 / 永田治樹編著 日本図書館協会 00414004

4 017/K 学校図書館の挑戦と可能性 / 神代浩, 中山美由紀[共]編著 悠光堂 00414099

5 019.1/H 読んだつもりで終わらせない名著の読書術 / 樋口裕一著 KADOKAWA 00414127

6 019.3/D/2016 読書世論調査 / 毎日新聞社 2016年版  読書世論調査 / 毎日新聞社編 毎日新聞社 00414009

7 019/S 名作うしろ読み / 斎藤美奈子著 (再版) 中央公論新社 00414420

8 019/S 名作うしろ読みプレミアム / 斎藤美奈子著 中央公論新社 00414421

9 019/T 東大教師が新入生にすすめる本 / 東京大学出版会『UP』編集部編 東京大学出版会 00414070

10 019/Y 朝日文庫 ［よ20-1］  世につまらない本はない / 養老孟司[ほか]著 朝日新聞社 00414149

11 024/N 本棚にもルールがある : ズバ抜けて頭がいい人はなぜ本棚にこだわるのか / 成毛眞著 ダイヤモンド社 00414056

12 027.5/Z/2015 雑誌新聞総かたろぐ / メディア･リサーチ･センター編 2016年版  雑誌新聞総かたろぐ / メディア・リサーチ・センター株式会社編
メディア･リサーチ･セン
ター

00414483

13 049/H 中経の文庫  ［C7て］  100年前の三面記事 / TBSラジオ「大沢悠里のゆうゆうワイド」選 中経出版 00414350

14 049/O/5 おかんメール / おかんメール制作委員会編 5  おかんメール / おかんメール制作委員会編 扶桑社 00414086

15 051.1/S/64 西洋古典学研究 = Journal of classical studies / 日本西洋古典学会編 64  西洋古典学研究 / 日本西洋古典学会編 日本西洋古典学会 00414200

16 059/A/2016
朝日ジュニア学習年鑑 / [朝日新聞出版]教育・ジュニア編集部編 2016  朝日ジュニア学習年鑑 / 朝日新聞出版教育・ジュニア
編集部編

朝日新聞出版 00414002

17 059/B/2016 ブリタニカ国際年鑑 2016  ブリタニカ国際年鑑 ブリタニカ･ジャパン 00413978

18 070.21/U 地方紙は地域をつくる : 住民のためのジャーナリズム / 梅本清一著 七つ森書館 00414090



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

19 071/A/1137 朝日新聞縮刷版 平成28年3月  朝日新聞縮刷版 朝日新聞社 00414022

20 071/A/1137 朝日新聞縮刷版 平成28年4月  朝日新聞縮刷版 朝日新聞社 00414484

21 080/I/945 岩波ブックレット No.945  憲法に緊急事態条項は必要か / 永井幸寿著 岩波書店 00413994

22 080/I/946 岩波ブックレット No.946  お買いもので世界を変える / 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会著 岩波書店 00413995

23 080/I/947 岩波ブックレット No.947  3.11を心に刻んで / 岩波書店編集部編 岩波書店 00413996

24 080/I/948 岩波ブックレット No.948  水俣病を知っていますか / 高峰武著 岩波書店 00413997

25 080/I/949 岩波ブックレット No.949  電力自由化で何が変わるか / 小澤祥司著 岩波書店 00413998

26 080/I/950 岩波ブックレット No.950  田園回帰がひらく未来 : 農山村再生の最前線 / 小田切徳美[ほか]著 岩波書店 00414378

27 082/S/75 新釈漢文大系 75  唐宋八大家文読本 / [沈徳潜評] ; 向嶋成美, 髙橋明郎[共]著 明治書院 00414464

28 083/S/63-2 西洋古典叢書 [63](2)  ギリシア詞華集 / 沓掛良彦訳 京都大学学術出版会 00413999

29 140/S 行動表情口グセで他人の心がわかる心理学用語事典 / 渋谷昌三著 池田書店 00414432

30 141.5/S 光文社新書 796  心配学 : 「本当の確率」となぜずれる? / 島崎敢著 光文社 00414030

31 141.6/O 「笑い」の秘密 / 越智啓子著 廣済堂出版 00414165

32 143.5/E 母親の「母性愛」信奉 : 実証研究からみえてくるもの / 江上園子著 ナカニシヤ出版 00414439

33 145.9/I 感情を整えるアドラーの教え / 岩井俊憲著 三省堂 00414444

34 159.7/S 死ぬのは"復讐"した後で : いじめられっ子への起業のススメ / 重松豊著 エベイユ 00414164

35 159/K 隂山英男の「集中力」講座 : 伝説の教師が教える脳の実力を120%引き出す方法 / 隂山英男著 ダイヤモンド社 00414354

36 159/O ハイブランド企業に学ぶ仕事が変わる「感性」の磨き方 / 大串亜由美著 PHP研究所 00414434



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

37 159/S 幻冬舎新書 407［さ-15-1］  イライラしない本 : ネガティブ感情の整理法 / 齋藤孝著 幻冬舎 00414352

38 167/N 筑摩選書 0132  イスラームの論理 / 中田考著 筑摩書房 00414406

39 175.8/H 新典社選書 75  神に仕える皇女たち : 斎王への誘 (いざな) い / 原槇子著 新典社 00414485

40 181.4/M 縁起と空 : 如来蔵思想批判 / 松本史朗著 (5版) 大蔵出版 00414454

41 186.8/S 地蔵菩薩 : 地獄を救う路傍のほとけ / 下泉全暁著 春秋社 00414091

42 188.59/S 蛙飛び / 総本山金峯山寺著 ; 松田大児画 コミニケ出版 00414189

43 188.59/S 蔵王さまと行者さま / 総本山金峯山寺著 ; 松田大児画 コミニケ出版 00414190

44 188.59/S 鬼と行者さま / 総本山金峯山寺著 ; 松田大児画 コミニケ出版 00414191

45 202.5/K 別冊日経サイエンス 210  古代文明の輝き / 日経サイエンス編集部編 日経サイエンス社 00414112

46 202.5/T PHP新書 1028  歴史の謎は透視技術「ミュオグラフィ」で解ける : 歴史学を変える科学的アプローチ / 田中宏幸, 大城道則[共]著 PHP研究所 00414349

47 210.088/D/6-49 大日本史料 / 東京大学史料編纂所編纂 6(49)  大日本史料 / 東京大學史料編纂所 東京大学史料編纂所 00414216

48 210.088/D/H-25 大日本近世史料 / 東京大學史料編纂所編 825［[H-25]］  細川家史料 / 東京大學史料編纂所編 東京大學出版會 00414214

49 210.088/S/132 清文堂史料叢書 第132刊  大津代官所同心記録 / 渡邊忠司編著 清文堂出版 00414375

50 210.088/S-K/5 史料纂集 [古記録編] 1111(5)  兼見卿記 / [吉田兼見著] ; 橋本政宣[ほか]校訂 続群書類従完成会 00414254

51 210.37/G/2 現代語訳小右記 2  道長政権の成立 / [藤原実資著] ; 倉本一宏編 吉川弘文館 00414143

52 210.42/K/ﾍﾞ4 鎌倉遺文 古文書編 / 竹内理三編 ﾍﾞ(4)  鎌倉遺文 / 菊池紳一編 東京堂出版 00414376

53 210.52/W 戦国のゲルニカ : 「大坂夏の陣図屏風」読み解き / 渡辺武著 新日本出版社 00414092

54 210.6/O 歴史文化ライブラリー 424  大元帥と皇族軍人 / 小田部雄次著 吉川弘文館 00414065



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

55 210.67/H/1 平凡社ライブラリー 839  日露戦争史 / 半藤一利著 平凡社 00414011

56 210.67/H/2 平凡社ライブラリー 840  日露戦争史 / 半藤一利著 平凡社 00414379

57 231/G 古代世界の呪詛板と呪縛呪文 / ジョン・G.ゲイジャー編 ; 志内一興訳 京都大学学術出版会 00414106

58 235/S ふくろうの本 = 図説シリーズ    図説フランスの歴史 / 佐々木真著 (増補新版) 河出書房新社 00413988

59 280.8/J/285 人物叢書 / 日本歴史学会編 [285]  最上義光 / 伊藤清郎著 ; 日本歴史学会編 吉川弘文館 00414194

60 280.8/J/286 人物叢書 / 日本歴史学会編 [286]  慶滋保胤 / 小原仁著 ; 日本歴史学会編 吉川弘文館 00414195

61 280.8/M/154 ミネルヴァ日本評伝選 (154)  満川亀太郎 : 慷慨の志猶存す / 福家崇洋著 ミネルヴァ書房 00414008

62 280.8/M/155 ミネルヴァ日本評伝選 (155)  毛利輝元 : 西国の儀任せ置かるの由候 / 光成準治著 ミネルヴァ書房 00414381

63 281.03/K 郷土ゆかりの人々 : 地方史誌にとりあげられた人物文献目録 / 日外アソシエーツ株式会社編集 日外アソシエーツ 00414423

64 281.04/K 理系に学ぶ。 / 川村元気著 ; [養老孟司ほか述] ダイヤモンド社 00414230

65 281.04/S 日本史有名人の身体測定 / 篠田達明著 KADOKAWA 00414396

66 281.08/S/20 シリーズ・中世関東武士の研究 第20巻  足利持氏 / 植田真平編著 戎光祥出版 00414383

67 288.41/S 歴史文化ライブラリー 425  昭和天皇とスポーツ : 「玉体」の近代史 / 坂上康博著 吉川弘文館 00414072

68 288.493/O 王女たちが愛した絶景 : ときめきとロマンスで綴る物語 / MdN編集部編
エムディエヌコーポレー
ション

00414156

69 289.1/S 角川選書 569  真田信之 : 真田家を継いだ男の半生 / 黒田基樹著 角川書店 00414007

70 291.034/O 山の名前っておもしろい! : 不思議な山名個性の山名 / 大武美緒子著 ; 中村みつを絵 実業之日本社 00414116

71 293.6/S スペイン文化読本 / 川成洋編 丸善出版 00414077

72 302.1/E 英語で話せる日本図鑑 / 永岡書店編集部編著 永岡書店 00414414



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

73 302.35/T 文春新書 1054  シャルリとは誰か? : 人種差別と没落する西欧 / エマニュエル・トッド著 ; 堀茂樹訳 文藝春秋 00414328

74 304/A ちくま新書 1168  「反戦・脱原発リベラル」はなぜ敗北するのか / 浅羽通明著 筑摩書房 00414424

75 304/T 新潮新書 663  言ってはいけない : 残酷すぎる真実 / 橘玲著 新潮社 00414338

76 304/U 「意地悪」化する日本 / 内田樹, 福島みずほ[共]著 岩波書店 00414113

77 310/S
小学校社会科の教科書で、政治の基礎知識をいっきに身につける : これだけは知っておきたい70のポイント / 佐藤優, 井戸まさ
え[共]著

東洋経済新報社 00414151

78 312.1/T 「憲法9条信者」が日本を壊す : 進化心理学と「破壊衝動」 / 辻貴之著 産経新聞出版 00414409

79 312.1/U 18歳からの政治の教科書 : メディアに踊らされない賢い有権者になろう / 宇都隆史著 彩雲出版 00414231

80 314.8/F きみがもし選挙に行くならば : 息子と考える18歳選挙権 / 古川元久著 集英社 00414242

81 314.8/I/2 選挙のしくみとその歴史 文渓堂 00414036

82 314.8/I/3 流れで知ろう実際の選挙 文渓堂 00414037

83 314.8/I/4 やってみよう模擬選挙 文渓堂 00414038

84 316.81/A アイヌ民族否定論に抗する / 岡和田晃, マーク・ウィンチェスター[共]編 河出書房新社 00414331

85 319.8/O 戦争に抗する : ケアの倫理と平和の構想 / 岡野八代著 岩波書店 00414176

86 319.8/T 集英社新書 ［0790B］  沖縄の米軍基地 : 「県外移設」を考える / 高橋哲哉著 集英社 00414329

87 320.91/R/2016-1 六法全書  平成28年版(1)  六法全書 / 山下友信 , 山口厚[共]編集代表 有斐閣 00413986

88 320.91/R/2016-2 六法全書  平成28年版(2)  六法全書 / 山下友信 , 山口厚[共]編集代表 有斐閣 00413987

89 322.15/E 祥伝社新書 447  江戸「捕物帳」の世界 祥伝社 00414100

90 324.6/K 婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える : 今こそ変えよう!家族法 / 日本弁護士連合会編 日本加除出版 00414324



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

91 324.87/I 無戸籍の日本人 / 井戸まさえ著 集英社 00414131

92 326.41/S 「ドキュメント」死刑に直面する人たち  : 肉声から見た実態 / 佐藤大介著 岩波書店 00414362

93 327.6/A 母さんごめん、もう無理だ : きょうも傍聴席にいます / 朝日新聞社会部著 幻冬舎 00414032

94 336.2/I どうして?自分に聞く力で問題解決! / 石田淳, 冨山真由[共著]
クロスメディア・パブリッシ
ング

00414355

95 336.2/Y 山崎亮とstudio-Lが作った問題解決ノート / 山崎亮, studio-L[共]著 アスコム 00414128

96 336.3/S 新潮新書 662  組織の掟 / 佐藤優著 新潮社 00414087

97 336.4/A 図解テレビに学ぶ中学生にもわかるように伝える技術 / 天野暢子[著]
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

00414125

98 336.4/F 角川新書 ［K-63］  気まずい空気をほぐす話し方 / 福田健[著] 角川書店 00414103

99 336.4/R ガー・レイノルズ シンプルプレゼン / ガー・レイノルズ著 ; 日経ビジネスアソシエ編 日経BP社 00414049

100 336.9/T PHP文庫  ［た82-2］  会計天国 / 竹内謙礼, 青木寿幸[共]著 PHP研究所 00414034

101 350.9/K/58
国際連合 世界統計年鑑 ＝ Statistical yearbook / 国際連合統計局編 vol.58(2013)  国際連合世界統計年鑑 / 国際連合統計局
原著編集 ; 原書房編集部翻訳

原書房 00414218

102 361.4/F 大学生からの「取材学」 : 他人とつながるコミュニケーション力の育て方 / 藤井誠二著 徳間書店 00414150

103 361.4/N 本音に気づく会話術 / 西任暁子著 ポプラ社 00414228

104 361.5/E なぜ人は「説得」されるのか : 説得の心理学 / 榎本博明, 立花薫[共]著 産業能率大学出版部 00414102

105 361.5/S イラストレート人間関係の心理学 / 齊藤勇著 (第2版) 誠信書房 00414067

106 361.5/S キャラの思考法 : 現代文化論のアップグレード / さやわか著 青土社 00414129

107 361.5/S/29 セレクション社会心理学 / 安藤清志, 松井豊編集委員 29  自分の中の隠された心 : 非意識的態度の社会心理学 / 潮村公弘著 サイエンス社 00414217



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

108 361.5/T 対人社会心理学の研究レシピ : 実験実習の基礎から研究作法まで / 谷口淳一[ほか]編 北大路書房 00414446

109 361.5/U ずるい日本語 / 内田伸哉著 東洋経済新報社 00414342

110 361.5/Y サブカルチャー聖地巡礼 : アニメ聖地と戦国史蹟 / 由谷裕哉, 佐藤喜久一郎[共]著 岩田書院 00414391

111 361.6/I 新潮新書 540  日本人には二種類いる : 1960年の断層 / 岩村暢子著 新潮社 00414405

112 361.9/J アカデミック・スキルズ    実地調査入門 : 社会調査の第一歩 / 西山敏樹[ほか]著 慶應義塾大学出版会 00414219

113 364.6/N 声を刻む : 在日無年金訴訟をめぐる人々 / 中村一成著 インパクト出版会 00414345

114 366.2/N/100 なるにはbooks 100  介護福祉士になるには / 渡辺裕美編著 ぺりかん社 00414250

115 366.2/N/118 なるにはbooks 118  カフェオーナー・カフェスタッフ・バリスタになるには / 安田理編著 ぺりかん社 00414251

116 366.2/N/142 なるにはbooks 142  観光ガイドになるには / 中村正人著 ぺりかん社 00414252

117 366.2/N/143 なるにはbooks 143  理系学術研究者になるには / 佐藤成美著 ぺりかん社 00414253

118 366.2/N/20 なるにはbooks 20  国家公務員になるには / 井上繁編著 ぺりかん社 00414255

119 366.2/N/26 なるにはbooks 26  鉄道員になるには / 土屋武之著 ぺりかん社 00414249

120 367.2/O フェミニズムの政治学 : ケアの倫理をグローバル社会へ / 岡野八代[著] みすず書房 00414177

121 367.2/O 「家族する」男性たち : おとなの発達とジェンダー規範からの脱却 / 大野祥子著 東京大学出版会 00414451

122 367.2/T 男子問題の時代? : 錯綜するジェンダーと教育のポリティクス / 多賀太著 学文社 00414339

123 367.2/Y 愛を言い訳にする人たち : DV加害男性700人の告白 / 山口のり子著 梨の木舎 00414323

124 367.3/O ポプラ新書 054  親子共依存 / 尾木直樹著 ポプラ社 00414392

125 367.4/U 祥伝社新書 451  なぜ妻は突然、離婚を切り出すのか / 打越さく良[著] 祥伝社 00414332



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

126 367.6/K サイバーリスクから子どもを守る : エビデンスに基づく青少年保護政策 / 経済協力開発機構編著 ; 齋藤長行著訳 ; 新垣円訳 明石書店 00414364

127 367.6/N NHK出版新書 476  ルポ消えた子どもたち : 虐待・監禁の深層に迫る / NHKスペシャル「消えた子どもたち」取材班著 NHK出版 00414104

128 367.7/H 朝日選書 939  超高齢社会の法律、何が問題なのか / 樋口範雄著 朝日新聞社 00414105

129 367.7/K 老いた親を愛せますか? : それでも介護はやってくる / 岸見一郎著 幻冬舎 00414031

130 367.9/H ポプラ新書 078  同性婚のリアル / 東小雪, 増原裕子[共]著 ポプラ社 00414327

131 367.9/L LGBTQを知っていますか? : “みんなと違う"は“ヘン"じゃない / 日高庸晴監著 ; 星野慎二ほか著 少年写真新聞社 00414114

132 367.9/L LGBT問題と教育現場 : いま、わたしたちにできること 学文社 00414333

133 367.9/L LGBTってなんだろう? : からだの性・こころの性・好きになる性 / 藥師実芳[ほか]著 合同出版 00414334

134 367.9/M 岩波ジュニア新書 829  恋の相手は女の子 / 室井舞花著 岩波書店 00414202

135 367.9/M 祥伝社新書 422  同性婚 : 私たち弁護士夫夫 (ふうふ) です / 南和行[著] 祥伝社 00414326

136 367.9/M 星海社新書 76  同性愛は「病気」なの? : 僕たちを振り分けた世界の「同性愛診断法」クロニクル / 牧村朝子著 星海社 00414353

137 367.9/S ルポ同性カップルの子どもたち : アメリカ「ゲイビーブーム」を追う / 杉山麻里子著 岩波書店 00414335

138 368.6/W イギリス風殺人事件の愉しみ方 / ルーシー・ワースリー著 ; 中島俊郎, 玉井史絵[共]訳 NTT出版 00414115

139 368.7/S 塀の中の少年たち : 世間を騒がせた未成年犯罪者たちのその後 / 斎藤充功著 洋泉社 00414029

140 369.17/S/2017
社会福祉士国家試験過去問解説集 / 日本社会福祉士養成校協会編 2017  社会福祉士国家試験過去問解説集 / 日本社会福
祉士養成校協会編

中央法規出版 00414064

141 369.26/F 介護ストレスをゼロにする10の思考法 / 深澤昭彦著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

00414097

142 369.26/P プロが教える本当に役立つ介護術 : イラスト図解 ナツメ社 00414039

143 369.3/O 災害支援手帖 / 荻上チキ著 木楽舎 00414047



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

144 369.31/S/1 連帯経済とコミュニティ再生 / 似田貝香門, 吉原直樹[共]編 東京大学出版会 00414340

145 369.31/S/2 支援とケア / 似田貝香門, 吉原直樹[共]編 東京大学出版会 00414341

146 369.31/T TSUNAMI : 津波から生き延びるために / 沿岸技術研究センター「TSUNAMI」改訂編集委員会編 (改訂版) 丸善プラネット 00414081

147 369.4/Y 夜間保育と子どもたち : 30年のあゆみ / 櫻井慶一編 北大路書房 00414440

148 370.59/M/2016 文部科学統計要覧 / 文部科学省生涯学習政策局調査企画課編 2016  文部科学統計要覧 / 文部科学省[編] 財務省印刷局 00414122

149 370.8/O/90 おそい・はやい・ひくい・たかい 90  暮らす・学ぶ・働く : 「発達障害」を身近に感じたとき ジャパンマシニスト社 00414000

150 370.8/O/90 おそい・はやい・ひくい・たかい 91  学校では教えない社会の基礎常識 : バイト・就労をする前に ジャパンマシニスト社 00414482

151 371.3/H 生活保護世帯の子どものライフストーリー : 貧困の世代的再生産 / 林明子著 勁草書房 00414179

152 371.4/M 不登校の子どもに何が必要か : 学校の先生・SCにも知ってほしい / 増田健太郎編著 慶應義塾大学出版会 00414399

153 371.4/S ちくま新書 1163  家族幻想 : 「ひきこもり」から問う / 杉山春著 筑摩書房 00414134

154 373.1/T ベスト新書 433  公立VS私立 : データで読む「学力」、「お金」、「人間関係」 / 橘木俊詔著 ベストセラーズ 00414404

155 373.2/K/2016 解説教育六法 / 解説教育六法編集委員会編 2016  解説教育六法 / 解説教育六法編修委員会編 三省堂 00414021

156 374.12/K きょうしつのつくり方 / 岩瀬直樹原案 ; 荻上由紀子絵 旬報社 00414093

157 374.12/S 5分で授業に集中させる遊び41 / 澤野郁文著 (新装版) 学陽書房 00414386

158 374.3/S ベスト新書 494  尊敬されない教師 / 諏訪哲二著 ベストセラーズ 00414133

159 374.3/W 教師の学びを科学する : データから見える若手の育成と熟達のモデル / 脇本健弘, 町支大祐[共]著 北大路書房 00414449

160 374.6/F モンスターマザー : 長野・丸子実業「いじめ自殺事件」教師たちの闘い / 福田ますみ著 新潮社 00414438

161 374.9/K 岩波ジュニア新書 827  保健室の恋バナ+α / 金子由美子著 岩波書店 00413991



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

162 374.9/M/2015
学校保健統計調査報告書 / 文部科学省生涯学習政策局調査企画課著 平成27年度  学校保健統計調査報告書 / 文部科学省
[編]

財務省印刷局 00414121

163 374.92/S 防災教育の不思議な力 : 子ども・学校・地域を変える / 諏訪清二著 岩波書店 00414145

164 374.97/Y よくわかる栄養教諭 : 食育の基礎知識 / 藤澤良知[ほか]編著 ; 土谷政代[ほか]著 (第2版) 同文書院 00414385

165 375.1/K 高等学校学習指導要領 東山書房 00413982

166 375.1/M 自ら学び考える子どもを育てる教育の方法と技術 / 岡田涼[ほか]編著 北大路書房 00414453

167 375.2/F 幻冬舎新書 313  体罰はなぜなくならないのか / 藤井誠二著 幻冬舎 00414336

168 375.2/H はじめて学ぶ生徒指導・進路指導 : 理論と実践 / 広岡義之編著 ミネルヴァ書房 00414460

169 375.2/M 先生、殴らないで! : 学校・スポーツの体罰・暴力を考える / 桑田真澄[ほか]執筆 ; 三輪定宣, 川口智久[共]編著 かもがわ出版 00414325

170 375.2/Y いじめ指導24の鉄則 : うまくいかない指導には「わけ」がある / 吉田順著 学事出版 00414098

171 375.3/I 社会認識を育てる教材・教具と社会科の授業づくり / 井ノ口貴史, 倉持祐二[共]著 三学出版 00413979

172 375.352/S 小学校における「特別の教科道徳」の実践 / 渡邉満[ほか]編 北大路書房 00414450

173 375.412/S 子どもの算数力は親の教え方が9割 / 桜井進著
PHPエディターズ・グルー
プ

00414146

174 375.422/T 筑波発「わかった!」をめざす理科授業 : 子どもの「意味理解志向」に応える / 筑波大学附属小学校理科教育研究部編著 東洋館出版社 00414140

175 375.492/S 小学校体育科指導法 / 矢野正 , 吉井英博[共]編 三恵社 00414461

176 375.5/H 岩波ジュニア新書 828  人生の答えは家庭科に聞け! / 堀内かおる, 南野忠晴[共]著 ; 和田フミ江画 岩波書店 00414201

177 375.6/K キーワードキャリア教育 : 生涯にわたる生き方教育の理解と実践 / 小泉令三[ほか]編著 北大路書房 00414447

178 375.82/U 並行読書の授業プラン : 単元を貫く言語活動を支える / 植松雅美編著 東洋館出版社 00414155



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

179 375.84/K/1 高等学校国語科授業実践報告集 / 明治書院編  ［現代文編1］  高等学校国語科授業実践報告集 / 明治書院編 明治書院 00414317

180 375.84/K/2 高等学校国語科授業実践報告集 / 明治書院編  ［現代文編2］  高等学校国語科授業実践報告集 / 明治書院編 明治書院 00414185

181 375.84/K/3 高等学校国語科授業実践報告集 / 明治書院編  ［古典編1］  高等学校国語科授業実践報告集 / 明治書院編 明治書院 00414186

182 375.84/K/4 高等学校国語科授業実践報告集 / 明治書院編  ［古典編2］  高等学校国語科授業実践報告集 / 明治書院編 明治書院 00414187

183 375.84/K/5 高等学校国語科授業実践報告集 / 明治書院編  ［古典編3］  高等学校国語科授業実践報告集 / 明治書院編 明治書院 00414188

184 376.08/C/111 ちいさい･おおきい･よわい･つよい / 毛利子来, 山田真[共]編集代表 111  ワクチン被害家族の声を聞いたことがありますか？ ジャパンマシニスト社 00414210

185 376.1/H 実習ガイドブック : その理論と実際 : 幼稚園・保育所・認定こども園・児童福祉施設等 / 畠中義久, 草間吉夫[共]編著 建帛社 00414402

186 376.1/H/3 保育学講座 / 日本保育学会編 3  保育のいとなみ : 子ども理解と内容・方法 / 日本保育学会編 東京大学出版会 00414235

187 376.1/H/4 保育学講座 / 日本保育学会編 4  保育者を生きる : 専門性と養成 / 日本保育学会 東京大学出版会 00414236

188 376.1/N 認定こども園がわかる本 / 中山昌樹著 風鳴舎 00414192

189 376.1/S/2016
最新保育資料集 / 幼児保育研究会編 2016  最新保育資料集 : 保育所、幼稚園、保育者に関する法制と基本データ / 大豆生
田啓友, 三谷大紀[共]編

ミネルヴァ書房 00414382

190 376.1/Y 幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 : 平成27年2月 フレーベル館 00413981

191 376.14/S 保育環境のデザイン : 子どもの最善の利益のための環境構成 / 定行まり子編著 全国社会福祉協議会 00414318

192 376.15/Y 幼稚園教育要領解説 : 平成20年10月 フレーベル館 00413980

193 376/S
保カリbooks 42  保育所&幼稚園これからの要録理解と記入のために : 認定こども園でも参考にできる! : 何のためにどう書くかが、
解説・記録から要録への流れ・記入例と朱書きでよくわかる! / 柴崎正行監修・編著 (増補改訂版)

ひかりのくに 00414154

194 377.9/D 大学生のためのキャリアガイドブック / 寿山泰二[ほか]著 (Ver. 2 : [改訂新版]) 北大路書房 00414448

195 377.9/I 就活は3つの質問に答えるだけ。 / 今井正彦著 日経BP社 00414130



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

196 378.28/K 今日からはじめるやさしい手話 学研プラス 00414437

197 378/H 子どもと保育者の物語によりそう巡回相談 : 発達がわかる、保育が面白くなる / 浜谷直人, 三山岳[共]編著 ミネルヴァ書房 00414397

198 378/H
ハンディシリーズ発達障害支援・特別支援教育ナビ / 柘植雅義監修    発達障害の早期発見・早期療育・親支援 / 本田秀夫編
著 ; 本田秀夫[ほか]著

金子書房 00414429

199 378/I 現代の障がい児保育 / 井村圭壯, 相澤譲治[共]編著 学文社 00414416

200 378/K 「この子の願いをわかりたい」からはじまる療育 : 堺市児童発達支援センター5園の実践 / 堺市社会福祉事業団職員集団[ほか]編 かもがわ出版 00414403

201 378/M 実践に生かす障害児保育 / 前田泰弘編著 ; 立元真[ほか著] 萌文書林 00414124

202 379.8/K/29
解放社会学研究 ＝ The Liberation of humankind : a sociological review / 日本解放社会学会編 29  解放社会学研究 / 日本解
放社会学会編

日本解放社会学会 00414074

203 379.9/I 勉強しない子には「1冊の手帳」を与えよう! / 石田勝紀著
ディスカヴァー･トゥエン
ティワン

00414139

204 379.9/N 脳をきたえる「じゃれつき遊び」 : 3-6歳キレない子ども集中力のある子どもに育つ / 正木健雄[ほか]著 小学館 00414267

205 379.9/Y 不器用っ子が増えている : 手と指は「第2の脳」 / 谷田貝公昭編著 一藝社 00414400

206 383.1/T 着物のえほん / 高野紀子作 あすなろ書房 00414040

207 383.9/N 江戸の糞尿学 / 永井義男著 作品社 00414066

208 384.7/T 恋の名前 / 高橋順子文 ; 佐藤秀明写真 小学館 00414425

209 385.9/I 講談社+α文庫 ［C95-1］  図解マナー以前の社会人常識 / 岩下宣子[著] 講談社 00414046

210 386.81/T/1 「和」の行事えほん / 高野紀子作 あすなろ書房 00414042

211 386.81/T/2 「和」の行事えほん / 高野紀子作 あすなろ書房 00414043

212 387/S 中国妖怪・鬼神図譜 : 清末の絵入雑誌『点石斎画報』で読む庶民の信仰と俗習 / 相田洋著 集広舎 00414368

213 387/Y カミナリさまは、なぜヘソをねらうのか? : 暮らしに息づく「陰陽五行」の秘密 / 吉野裕子著 サンマーク出版 00414096



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

214 417/A 入門多変量解析の実際 / 朝野煕彦著 (第2版) 講談社 00414234

215 440/S とんでもなくおもしろい宇宙 / 柴田一成著 KADOKAWA 00414356

216 452/G ブルーバックス = Blue backs 1957  日本海 : その深層で起こっていること / 蒲生俊敬著 講談社 00414433

217 460/O 岩波ジュニア新書 826  生命デザイン学入門 / 小川(西秋)葉子, 太田邦史[共]編著 岩波書店 00413990

218 461.1/S 生命と科学技術の倫理学 : デジタル時代の身体・脳・心・社会 / 森下直貴編 ; 粟屋剛[ほか]著 丸善出版 00414078

219 462.136/N 江戸の自然誌 : 『武江産物志』を読む / 野村圭佑著 丸善出版 00414079

220 470.3/T 野草図鑑 : 色で見わけ五感で楽しむ / 髙橋修著 ナツメ社 00414174

221 471/I ちくまプリマー新書 252  植物はなぜ動かないのか : 弱くて強い植物のはなし / 稲垣栄洋著 筑摩書房 00414223

222 490.15/K 教養としての生命倫理 / 村松聡[ほか]編 丸善出版 00414080

223 490.15/S いのちを"つくって"もいいですか? : 生命科学のジレンマを考える哲学講義 / 島薗進著 NHK出版 00414415

224 490.7/S 超!文献管理ソリューション : PubMed／医中誌検索からクラウド活用まで / 讃岐美智義著 学研メディカル秀潤社 00414048

225 491.7/W 好きになる微生物学 : 感染症の原因と予防法 / 渡辺渡著 講談社 00414147

226 492.31/F よくわかる最新抗菌薬の基本と仕組み : 「はじめて」でもよくわかる抗菌薬入門 / 深井良祐著 秀和システム 00414184

227 493.1/K PHP文庫 ［か76-1］  やめたくてもやめられない人 : ちょっとずつ依存の時代 / 片田珠美著 PHP研究所 00414138

228 493.8/I 極論で語る感染症内科 / 岩田健太郎著 丸善出版 00414084

229 493.9/W/1
わかって私のハンディキャップ 1  OCD (強迫性障害) : こだわりからぬけられないの / アミタ・ジャッシー著 ; 上田勢子訳 ; 高橋由
為子絵

大月書店 00414157

230 493.9/W/2 わかって私のハンディキャップ 2  トゥレット症候群 : チックはわざとじゃないんだ / マル・レスター著 ; 上田勢子訳 ; オノビン絵 大月書店 00414158

231 493.9/W/3
わかって私のハンディキャップ 3  摂食しょうがい : 食べるのがこわい / ブライアン・ラスク, ルーシー・ワトソン[共]著 ; 上田勢子訳 ;
松田シヅコ絵

大月書店 00414159



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

232 493.9/W/4 わかって私のハンディキャップ 4  吃音 : 言葉がすらすらでないんだ / スー・コトレル著 ; 上田勢子訳 ; オノビン絵 大月書店 00414160

233 493.9/W/5
わかって私のハンディキャップ 5  不安しょうがい : いつも不安で心配なの / ルーシー・ウィレッツ, ポリー・ウェイト[共]著 ; 上田勢
子訳 ; 高橋由為子絵

大月書店 00414161

234 493.9/W/6
わかって私のハンディキャップ 6  統合運動しょうがい : ぶきっちょとはちがうんだ / モーリーン・ブーン著 ; 上田勢子訳 ; 松田シヅ
コ絵

大月書店 00414162

235 493.937/S 思春期うつ病の対人関係療法 / ローラ・マフソン[ほか]著 ; 鈴木太訳 創元社 00414321

236 498.1/I 医療スタッフのための美しいしぐさと言葉 / 石井孝司[ほか]著 日本歯科新聞社 00414111

237 498.12/S/2016
最新医事関連法の完全知識 : これだけは知っておきたい医療事務66法 / 安藤秀雄著 2016  最新医事関連法の完全知識 : これ
だけは知っておきたい医療事務88法 / 安藤秀雄[ほか]著 (21版)

医学通信社 00414462

238 498.3/I 呼吸にまつわるふかーい話 : 息育のすすめ : 免疫力アップ! / 今井一彰著 不知火書房 00414123

239 498.51/N 日本食品成分表 : 2015年版(七訂) / 医歯薬出版編 医歯薬出版 00414384

240 498.54/M 知的生きかた文庫    行ってはいけない外食 : 飲食店の「裏側」を見抜く! / 南清貴著 三笠書房 00414441

241 498.55/K 健康管理する人が必ず知っておきたい栄養学の○と× : 食品成分表七訂対応 / 古畑公[ほか]著 誠文堂新光社 00414401

242 498.55/N/2015 日本人の食事摂取基準 : 厚生労働省策定 / 第一出版編集部編 第一出版 00414050

243 498.58/T 栄養素ぷらすまいなす調整レシピ300 : 基本を押さえて疾患別の献立展開が自由自在! / 田村佳奈美著 メディカ出版 00414369

244 498.6/H ハンセン病「日本と世界」 : 病い・差別・いきる / ハンセン病フォーラム編 工作舎 00414417

245 498/S 救急医驚異の判断力：そのとき、医者、患者、家族は何を決断するのか / 角由佳著 PHP研究所 00414245

246 499.09/Y/2016 薬事ハンドブック 2016  薬事ハンドブック 薬業時報社 00414073

247 499.1/O/'16-'17
OTC医薬品事典 : 一般用医薬品集 / 日本OTC医薬品情報研究会編集 2016-17年版  OTC医薬品事典 : 一般用医薬品集 /
日本OTC医薬品情報研究会編集 (第15版)

じほう 00414221

248 499.1/O/2016 オレンジブック : 保険薬局版 / 日本薬剤師会企画編集 2016年(4)  オレンジブック : 保険薬局版 / 日本薬剤師会企画編集 薬事日報社 00414220

249 499.121/N 日本薬局方 / 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団編集 (第17改正) じほう 00414232



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

250 499.3/B/15 ベーシック薬学教科書シリーズ 15  微生物学・感染症学 / 塩田澄子, 黒田照夫[共]編 (第2版) 化学同人 00414238

251 499.3/B/5 ベーシック薬学教科書シリーズ 5  有機化学 / 夏苅英昭, 高橋秀依[共]編 (第2版) 化学同人 00414051

252 499.87/K アロマとハーブの薬理学 / 川口健夫著 講談社 00414436

253 519/H もっと知りたいPM2.5の科学 / 畠山史郎, 野口恒[共]著 日刊工業新聞社 00414367

254 519/K 黄砂 : 健康・生活環境への影響と対策 / 黒崎泰典[ほか]編 丸善出版 00414082

255 526.3/K KES構法で建てる木造園舎 : 保育園幼稚園認定こども園 建築資料研究社 00414319

256 526.3/K Kindergartens / [ed. by] Michelle Galindo Braun 00414320

257 526.3/K New designs in kindergartens : design guide + 31 case studies / [by] Jure Kotnik Links Bks. 00414455

258 526.3/S こどもの庭 : 仙田満+環境デザイン研究所の「園庭・園舎30」 / 仙田満著 ; 藤塚光政写真 世界文化社 00414237

259 539.09/I 原発輸出の欺瞞 : 日本とベトナム、「友好」関係の舞台裏 / 伊藤正子, 吉井美知子[共]編著 明石書店 00414178

260 576.8/M 漆学 : 植生、文化から有機化学まで / 宮腰哲雄著 明治大学出版会 00414085

261 589.7/Y 文房具図鑑 : その文具のいい所から悪い所まで最強解説 / 山本けん太ろう絵・文 いろは出版 00414026

262 590.4/S/2 今の家でもっとシックに暮らす方法 / ジェニファー・L・スコット著 ; 神崎朗子訳 大和書房 00414430

263 596.4/O 男の弁当手帖 : 組み合わせ自由自在簡単&おいしい弁当おかず90品 : 節約から時短、健康志向にも!  / 大瀬由生子著 (2版) 辰巳出版 00414167

264 596/T/3 体脂肪計タニタの社員食堂 / タニタ著 大和書房 00414063

265 596/U 「クッキングパパ」人気レシピ : クックパッドが荒岩流レシピを再現! / うえやまとち著･監修 講談社 00414168

266 599/S おうちでできる音楽&リズムあそび : 簡単!楽しい! / 鈴木豊乃著 ヤマハミュージックメディア 00414357

267 611.3/O 岩波現代文庫 3(297)［社会 ; 297］  フードバンクという挑戦 : 貧困と飽食のあいだで / 大原悦子著 岩波書店 00414060



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

268 616.7/C 豆農家の大革命 : アメリカ有機農業の奇跡 / リズ・カーライル著 ; 三木直子訳 築地書館 00414171

269 673.9/S ちくま新書 1162  性風俗のいびつな現場 / 坂爪真吾著 筑摩書房 00414442

270 673.9/U パスタは黒いお皿で出しなさい。 : 1%の人だけが知っている飲食の行動心理学 / 氏家秀太著 日本実業出版社 00414240

271 673/M 世界の人々をお迎えする「おもてなし」の心とスキル / 水谷智美著 セルバ出版 00414069

272 675/O 扶桑社新書 143  あなたのアクセスはいつも誰かに見られている : Amazon、Yahoo!、Google・・・大手サイトの裏側 / 小川卓著 扶桑社 00414243

273 676.9/S サザエさんの「花沢不動産」はなぜ潰れないのか? : 現役不動産屋が教える仕事とカネの裏事情 / 齋藤智明著 宝島社 00414410

274 702.05/I かわいいルネサンス / 池上英洋著 東京美術 00414413

275 702.09/A じっぴコンパクト新書 281  「あの世」の名画 : 絵画で読み解く世界の宗教 実業之日本社 00414135

276 709.1/B
文化財害虫事典 : 博物館・美術館におけるIPM (総合的害虫管理) 推進のために / 文化財研究所東京文化財研究所編 (2004年
改訂版)

クバプロ 00414457

277 709/S モニュメントの20世紀 : タイムカプセルが伝える「記録」と「記憶」 / 坂口英伸著 吉川弘文館 00414144

278 718/M 仏像再興 : 仏像修復をめぐる日々 / 牧野隆夫著 山と渓谷社 00414418

279 718/S エイムック 2124  戦国武将が愛した伝説の仏像たち 枻出版社 00413983

280 718/Y 日本の仏像 : 写真・図解 : この一冊ですべてがわかる! / 薬師寺君子著 西東社 00414132

281 721.2/U かわいい絵巻 / 上野友愛, 岡本麻美[共]著 東京美術 00414388

282 721.4/I 若冲の描いた生き物たち / [伊藤若冲画] ; 秋篠宮文仁[ほか]執筆 学研プラス 00414370

283 721.7/Y かわいい禅画 : 白隠と仙厓 / 矢島新著 東京美術 00414395

284 721.8/N 関西大学東西学術研究所資料集刊 36  耳鳥齋アーカイヴズ : 江戸時代における大坂の戯画 / 中谷伸生著 関西大学出版広報部 00414025

285 721.8/U ねこのおもちゃ絵 : 国芳一門の猫絵図鑑 / 長井裕子著 小学館 00414153



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

286 721.8/Y かわいい妖怪画 / 湯本豪一著 東京美術 00414387

287 723.35/M モローとルオー : 聖なるものの継承と変容 / NHKプロモーション, 淡交社[共]編集・制作 淡交社 00414175

288 723.35/M ギュスターヴ・モローの世界 / 新人物往来社編 新人物往来社 00414337

289 723.37/B ボッティチェリ : ヴィーナスの誕生 / ステファノ・ズッフィ著 ; 松下ゆう子訳
西村書店東京出版編集
部

00414411

290 723.37/C 平凡社ライブラリー 838  カラヴァッジョ伝記集 / 石鍋真澄編訳 平凡社 00413992

291 723.37/L レオナルド・ダ・ヴィンチ : モナ・リザ / マルコ・カルミナーティ著 ; 森田義之訳
西村書店東京出版編集
部

00414412

292 726.1/A 定本消されたマンガ / 赤田祐一, ばるぼら共著 彩図社 00414443

293 726.1/I 手塚治虫 : 少女まんがの世界 / 石子順作 ; 手塚治虫画 ([新装版]) 童心社 00414445

294 726.1/S グローバル化した日本のマンガとアニメ / 白石さや著 学術出版会 00414393

295 727/I 有職の文様 / 池修編著 光村推古書院 00414361

296 732.8/M アート・ビギナーズ・コレクション    もっと知りたい棟方志功 : 生涯と作品 / 石井頼子著 東京美術 00414377

297 754.9/K 福を呼ぶおりがみ : 動画でかんたん! / 小林一夫著 朝日新聞出版 00414166

298 754.9/T 折り紙えほん / 高野紀子作 あすなろ書房 00414041

299 757/M 街角図鑑 / 三土たつお著 実業之日本社 00414222

300 760.4/K 平凡社新書 812(1)  音楽に自然を聴く / 小沼純一著 平凡社 00414059

301 762.1/T 武満徹・音楽創造への旅 / 立花隆著 文藝春秋 00414322

302 762.8/N NHK出版新書 481  怖いクラシック / 中川右介著 NHK出版 00414426

303 772.1/N 蜷川幸雄とシェークスピア / 秋島百合子著 KADOKAWA 00413984



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

304 772.1/N 日本のシェイクスピア上演研究の現在 / 小林かおり編 風媒社 00413985

305 772.1/S こんな舞台を観てきた : 扇田昭彦の日本現代演劇五〇年史 / 扇田昭彦著 河出書房新社 00414136

306 772.1/S シェイクスピア劇の翻訳と演出 : 坪内逍遥と加藤長治 / 荒井良雄編 英光社 00414180

307 773.4/N 能面を科学する : 世界の仮面と演劇 / 神戸女子大学古典芸能研究センター編 勉誠出版 00414226

308 774.2/K/10 近代歌舞伎年表 名古屋篇 / 国立劇場近代歌舞伎年表編纂室編 10  近代歌舞伎年表 / 国立劇場近代歌舞伎年表編纂室編 八木書店 00414006

309 778.21/K 新潮新書 644  市川崑と『犬神家の一族』 / 春日太一著 新潮社 00414431

310 778.7/S アニメ探訪真聖地巡礼ガイド / 真聖地巡礼委員会編著 カンゼン 00414390

311 778.7/T エンピツ戦記 : 誰も知らなかったスタジオジブリ / 舘野仁美著 ; 平林享子構成 中央公論新社 00414094

312 779.13/O 上方文庫別巻シリーズ 7  上方落語 : 流行唄の時代 / 荻田清著 和泉書院 00414456

313 780.1/M Sport, rules, and values : philosophical investigations into the nature of sport / [by] Graham McFee Routledge 00414458

314 780.13/C Consumer behavior knowledge for effective sports and event marketing / ed. by Lynn R. Kahle and Angeline G. Close
Routledge, Taylor &
Francis Group

00414233

315 780.13/G Gender, media, sport / ed. by Susanna Hedenborg and Gertrud Pfister Routledge 00414256

316 780.13/G Gender testing in sport : Ethics, cases and controversies /  ed. by Sandy Montanola & Aurélie Olivesi Routledge 00414459

317 780.13/N スポーツと震災復興 / 中村祐司著 成文堂 00414358

318 780.7/M Ethics, knowledge and truth in sports research : an epistemology of sport / [by] Graham McFee Routledge 00414169

319 780.7/S PHP新書 1026  トップアスリートがなぜ『養生訓』を実践しているのか / 白木仁著 PHP研究所 00414348

320 781.4/A 体が硬い人のための関節が柔らかくなるストレッチ&筋トレ / 荒川裕志著 PHP研究所 00414126

321 781.4/E どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようになるすごい方法 / Eiko著 サンマーク出版 00414244



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

322 783.47/S コツがわかる本    サッカー部監督力とコーチ術 : 弱小校でも勝てる!最強バイブル メイツ出版 00414095

323 783.7/K 野球がうまくなるヨガトレ! / 小林佳子著 ベースボール・マガジン社 00414107

324 789.8/Y 角川選書 570  忍者の歴史 / 山田雄司著 角川書店 00414380

325 798/K ピースフル : 現代版判じ絵本 / 倉本美津留文 ; 本秀康絵 文藝春秋 00414163

326 801.7/M 岩波ジュニア新書 830  通訳になりたい! : ゼロからめざせる10の道 / 松下佳世著 岩波書店 00414203

327 801.7/M 岩波ジュニア新書 831  自分の顔が好きですか?-「顔」の心理学 / 山口真美著 岩波書店 00414480

328 801/O 「もの」の意味、「時間」の意味 : 記号化に頼らない形式意味論の話 / 荻原俊幸著 くろしお出版 00414181

329 810.2/H 研究叢書 474  中世近世日本語の語彙と語法 : キリシタン資料を中心として / 濱千代いづみ著 和泉書院 00414001

330 810.2/H 研究叢書 475  中古中世語論攷 / 岡崎正継著 和泉書院 00414466

331 810.2/Y/1 日本語の歴史 1  方言の東西対立 / 柳田征司著 武蔵野書院 00414257

332 810.2/Y/2 日本語の歴史 2  意志・無意志 / 柳田征司著 武蔵野書院 00414258

333 810.2/Y/3 日本語の歴史 3  中世口語資料を読む / 柳田征司著 武蔵野書院 00414259

334 810.2/Y/4 日本語の歴史 4  抄物、広大な沃野 / 柳田征司著 武蔵野書院 00414260

335 810.2/Y/5-1 日本語の歴史 5上  音便の千年紀 / 柳田征司著 武蔵野書院 00414261

336 810.2/Y/5-2 日本語の歴史 5下  音便の千年紀 / 柳田征司著 武蔵野書院 00414262

337 810.2/Y/6 日本語の歴史 6  主格助詞「ガ」の千年紀 / 柳田征司著 武蔵野書院 00414227

338 810.4/B 文化庁国語課の勘違いしやすい日本語 / 文化庁国語課著 幻冬舎 00414117

339 810.4/S 声に出して使いたい大和言葉 / 齋藤孝著 扶桑社 00414101



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

340 810.4/U 美しい日本語と正しい敬語が身に付く本 (新装版) 日経BP社 00414058

341 810.4/U 美しい日本語の作法 小学館 00414427

342 810/Y 知的生きかた文庫    日本人が忘れてしまった日本語の謎 / 山口謠司著 三笠書房 00414351

343 811/K/15 国語文字史の研究 / 国語文字史研究会, 前田富祺[共]編 15  国語文字史の研究 / 国語文字史研究会編 和泉書院 00414211

344 813.1/S 新字源 : 角川 / 小川環樹[ほか]編 (改訂版51版) Kadokawa 00414071

345 813.2/K 光文社新書 808  漢和辞典の謎 : 漢字の小宇宙で遊ぶ / 今野真二著 光文社 00414035

346 814/K/35 国語語彙史の研究 / 国語語彙史研究会編 35  国語語彙史の研究 / 国語語彙史研究会編 和泉書院 00414215

347 815.2/Y 日本語数詞の歴史的研究 / 安田尚道著 武蔵野書院 00414263

348 815.4/H 使いこなしてみたい大和言葉の形容詞 : もっと気持ちが伝わる美しい和の表現 / 本郷陽二著 実務教育出版 00414419

349 816.5/K 論文・プレゼンの科学 : 読ませる論文・卒論、聴かせるプレゼン、優れたアイディア、伝わる英語の公式 / 河田聡著 (増補改訂版) アドスリー 00414083

350 816.5/T 大学1年生のための伝わるレポートの書き方 / 都筑学著 有斐閣 00414394

351 816.8/I 手紙・メールのマナーQ&A事典 : パーフェクトマニュアル : 最新 / 井上明美著 小学館 00414398

352 816/K 幻冬舎新書 397［こ-8-3］  必ず書ける「3つが基本」の文章術 / 近藤勝重著 幻冬舎 00414152

353 816/N ブルーバックス = Blue backs 1965  理系のための論理が伝わる文章術 : 実例で学ぶ読解・作成の手順 / 成清弘和著 講談社 00414045

354 817.5/O アカデミック・スキルズ    クリティカル・リーディング入門 : 人文系のための読書レッスン / 大出敦著 慶應義塾大学出版会 00414068

355 818/M 魅せる方言 : 地域語の底力 / 井上史雄[ほか]著 三省堂 00414241

356 818/T ポプラ文庫    とっさの方言 / 小路幸也ほか[著] ポプラ社 00414055

357 830/O 大学で学ぶ英語の教科書 / 奥田暁代著 慶應義塾大学出版会 00414435



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

358 834/A 岩波ジュニア新書 825  国際情勢に強くなる英語キーワード / 明石和康著 岩波書店 00413989

359 836.5/E 英文校正会社が教える英語論文のミス100 / エディテージ著 ; 熊沢美穂子訳 ジャパンタイムズ 00414452

360 836/N 大学生のためのアカデミック英文ライティング : 検定試験対策から英文論文執筆まで / 中谷安男著 大修館書店 00414343

361 838/V/G-56
Varieties of English around the world, general series vol.56  English in the Netherlands : functions, forms and attitudes /
[by]Alison Edwards

J. Benjamins 00414089

362 901.3/T たった40分で誰でも必ず小説が書ける超ショートショート講座 / 田丸雅智著 キノブックス 00414118

363 909.3/F ぷっちんとちゃっぷん : ふうせんりょこう / 藤城清治絵 ; 舟崎克彦文 講談社 00414061

364 909.3/K ノラネコぐんだんおすしやさん / 工藤ノリコ著 白泉社 00414062

365 909.3/K 出発進行!里山トロッコ列車 : 小湊鐵道沿線の旅 / かこさとし著 偕成社 00414225

366 909.3/O こんぶのぶーさん / 岡田よしたかさく ブロンズ新社 00414088

367 909.3/O 福音館創作童話シリーズ    特急おべんとう号 / 岡田よしたかさく・え 福音館書店 00414239

368 909.3/P/5 クロニクル千古の闇 5  復讐の誓い / ミッシェル・ペイヴァー作 ; さくまゆみこ訳 ; 酒井駒子画 評論社 00414023

369 909.3/P/6 クロニクル千古の闇 6  決戦のとき / ミッシェル・ペイヴァー作 ; さくまゆみこ訳 ; 酒井駒子画 評論社 00414024

370 909.3/S 少年探偵団と怪事件 : 10分で読める / 江戸川乱歩同好会編 宝島社 00414408

371 909/C/205
Children's literature review 205  Children's literature review : excerpts from reviews, criticism, and commentary on books for
children and young people / Gerard J. Senick, editor ; Sharon R. Gunton, associate editor

Gale Research Inc. 00414346

372 909/C/206
Children's literature review 206  Children's literature review : excerpts from reviews, criticism, and commentary on books for
children and young people / Gerard J. Senick, editor ; Sharon R. Gunton, associate editor

Gale Research Inc. 00414347

373 910.23/H 新典社研究叢書 282  平安朝の文学と装束 / 畠山大二郎著 新典社 00414486

374 910.26/S 筑摩選書 0131  『文藝春秋』の戦争 : 戦前期リベラリズムの帰趨 / 鈴木貞美著 筑摩書房 00414075

375 910.268/T らんぷの本    谷崎潤一郎文学の着物を見る : 耽美・華麗・悪魔主義 / 大野らふ, 中村圭子[共]編著 河出書房新社 00414054



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

376 910.268/T セーラー服の歌人 鳥居 : 拾った新聞で字を覚えたホームレス少女の物語 / 岩岡千景著 KADOKAWA 00414428

377 911.108/W/24 和歌文学大系 25  竹乃里歌 / 村尾誠一著 明治書院 00414465

378 911.12/O 万葉集の歌と民俗諸相 / 尾崎富義著 おうふう 00414264

379 911.56/G/222 現代詩文庫 222  小笠原鳥類詩集 / 小笠原鳥類著 思潮社 00414076

380 913.21/K 古事記神話研究 : 天皇家の由来と神話 / 北野達著 おうふう 00414265

381 913.36/M/4 正訳源氏物語 : 本文対照 / [紫式部著] ; 中野幸一訳 4  正訳源氏物語 : 本文対照 / [紫式部著] ; 中野幸一訳 勉誠出版 00414407

382 913.36/S/8 新時代への源氏学 8  「物語史」形成の力学 / 助川幸逸郎[ほか]編 竹林舎 00414487

383 913.36/S/9 新時代への源氏学 9  架橋する「文学」理論 / 助川幸逸郎[ほか]編 竹林舎 00414488

384 913.392/W 研究叢書 471  栄花物語新攷 : 思想・時間・機構 / 渡瀬茂著 和泉書院 00414193

385 913.6/A ままならないから私とあなた / 朝井リョウ著 文藝春秋 00414028

386 913.6/A お坊さんがくれた拭いても拭いても涙がこぼれるお話 / 浅田宗一郎著 PHP研究所 00414119

387 913.6/H 暗幕のゲルニカ / 原田マハ[著] 新潮社 00414044

388 913.6/H おせっかい屋のお鈴さん / 堀川アサコ著 KADOKAWA 00414248

389 913.6/I 天才 / 石原慎太郎著 幻冬舎 00414027

390 913.6/I 神の値段 / 一色さゆり著 宝島社 00414057

391 913.6/M 江ノ島西浦写真館 / 三上延著 光文社 00414120

392 913.6/N 探偵が腕貫を外すとき : 腕貫探偵、巡回中 / 西澤保彦著 実業之日本社 00414033

393 913.6/N 光文社文庫  ［[な31-2]］  離婚男子 / 中場利一著 光文社 00414110



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

394 913.6/N 帰ってきた腕貫探偵 / 西澤保彦著 実業之日本社 00414137

395 913.6/N 講談社ノベルス ニJ-38  人類最強の純愛 / 西尾維新著 講談社 00414224

396 913.6/N 掟上今日子の婚姻届 / 西尾維新著 講談社 00414344

397 913.6/N レジまでの推理 : 本屋さんの名探偵 / 似鳥鶏著 光文社 00414363

398 913.6/N ハーメルンの誘拐魔 / 中山七里著 KADOKAWA 00414366

399 913.6/O ツバキ文具店 / 小川糸著 幻冬舎 00414053

400 913.6/O スクープのたまご / 大崎梢著 文藝春秋 00414229

401 913.6/O/2 天使の棲む部屋 / 大倉崇裕著 光文社 00414247

402 913.6/S くれなゐの紐 / 須賀しのぶ著 光文社 00414246

403 913.68/K/1 中公文庫    人間の情景 / [司馬遼太郎ほか著] ; 中央公論新社編 中央公論社 00414182

404 913.68/K/2 中公文庫    少年時代 / [ヘッセほか著] ; 中央公論新社編 中央公論社 00414183

405 913.68/T 文春文庫 ［み44-30］  時の罠 / 辻村深月[ほか]著 文藝春秋 00414422

406 913/K/7 福音館創作童話シリーズ    キキに出会った人びと : 魔女の宅急便 / 角野栄子作 ; 佐竹美保画 福音館書店 00414360

407 914.6/K 赤崎水曜日郵便局 : 見知らぬ誰かとの片道書簡 / 楠本智郎編著 KADOKAWA 00414365

408 914.6/M マナーの正体 / 逢坂剛[ほか]著 中央公論新社 00414108

409 914.6/P あなたが希望です / 朴慶南著 新日本出版社 00414330

410 918/R/94 冷泉家時雨亭叢書 / 冷泉家時雨亭文庫編 第94巻  草根集 / [正徹著] ; 冷泉家時雨亭文庫編 朝日新聞社 00414003

411 918/R/95 冷泉家時雨亭叢書 / 冷泉家時雨亭文庫編 第96巻  中世歌学集 ; 千首和歌 / 冷泉家時雨亭文庫編 朝日新聞社 00414481



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

412 930.28/HUG Ted Hughes, class and violence / [by] Paul Bentley Bloomsbury 00414266

413 930.8/CAM/104
Cambridge studies in nineteenth-century literature and culture / ed. by Gillian Beer and Catherine Gallagher 104  Writing Arctic
disaster : authorship and exploration / [by] Adriana Craciun

Cambridge U. P. 00414141

414 930.8/CAM/105
Cambridge studies in nineteenth-century literature and culture / ed. by Gillian Beer and Catherine Gallagher 105  Science,
fiction, and the fin-de-siècle periodical press / [by] Will Tattersdill

Cambridge U. P. 00414142

415 932.08/SHA/39
The Arden Shakespeare, 3rd series / [by William Shakespeare] ; ed. by Richard Proudfoot...[et al.] [39]  Hamlet / [by William
Shakespeare] ; ed. by Ann Thompson and Neil Taylor (Rev. ed)

Thomas Nelson ＆ Sons 00413977

416 933/GRE 闇の河 / ケイト・グレンヴィル著 ; 一谷智子訳 現代企画室 00414170

417 933/SHA/2 地獄の地平線 / D.B.シャン著 ; 西本かおる訳 小学館 00414052

418 933/SHA/3 蛇の街 / ダレン・シャン著 ; 西本かおる訳 小学館 00414173

419 949.8/J 国を救った数学少女 / ヨナス・ヨナソン著 ; 中村久里子訳 西村書店 00414389

420 980.28/D 『罪と罰』を読まない / 岸本佐知子[ほか]著 文藝春秋 00414109

421 B133/I 講談社学術文庫 2364  現代思想の遭難者たち / いしいひさいち[著] 講談社 00414373

422 B134.2/K 講談社学術文庫 2362  カントの時間論 / 中島義道[著] 講談社 00414016

423 B163.8/Y 講談社学術文庫 2359  日本古代呪術 : 陰陽五行と日本原始信仰 / 吉野裕子[著] 講談社 00414013

424 B167.6/I/2 東洋文庫 869  メッカ巡礼記 : 旅の出会いに関する情報の備忘録 / イブン・ジュバイル[著] ; 家島彦一訳注 平凡社 00413993

425 B210.3/M 岩波新書 1604  風土記の世界 / 三浦佑之著 岩波書店 00414209

426 B210.3/M 岩波新書 1605  新しい幸福論 / 橘木俊詔著 岩波書店 00414477

427 B210.3/M 岩波新書 1606  憲法と政治 / 青井未帆著 岩波書店 00414478

428 B210.4/S/2 岩波新書 1581  室町幕府と地方の社会 / 榎原雅治著 岩波書店 00414476



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

429 B210.4/S/2 岩波新書 1607  中国近代の思想文化史 / 坂元ひろ子著 岩波書店 00414479

430 B222.6/S 講談社学術文庫 2352  モンゴル帝国と長いその後 / 杉山正明[著] 講談社 00414012

431 B226.6/H 講談社学術文庫 2353  オスマン帝国500年の平和 / 林佳世子[著] 講談社 00414371

432 B289.1/G 中公新書 2372  後藤又兵衛 : 大坂の陣で散った戦国武将 / 福田千鶴著 中央公論新社 00414198

433 B289.1/K 講談社学術文庫 2361  逸翁自叙伝 : 阪急創業者・小林一三の回想 / 小林一三[著] 講談社 00414015

434 B291.65/S 中公新書 2371  古代飛鳥を歩く : カラー版 / 千田稔著 中央公論新社 00414197

435 B299.4/E/1 東洋文庫 870  エリュトラー海案内記 / 蔀勇造訳註 平凡社 00414010

436 B299.4/E/1 東洋文庫 871  メッカ巡礼記 : 旅の出会いに関する情報の備忘録 / イブン・ジュバイル [著] ; 家島彦一訳注 平凡社 00414475

437 B304/H 講談社現代新書  2363  下り坂をそろそろと下る / 平田オリザ著 講談社 00414017

438 B311.7/J 岩波新書 1599  18歳からの民主主義 / 岩波新書編集部編 岩波書店 00414204

439 B315.1/Y 中公新書 2370  公明党 : 創価学会と50年の軌跡 / 薬師寺克行著 中央公論新社 00414196

440 B323/K 岩波新書 1600  憲法の無意識 / 柄谷行人著 岩波書店 00414205

441 B361.4/I 講談社学術文庫 2363  交易する人間 (ホモ・コムニカンス) : 贈与と交換の人間学 / 今村仁司[著] 講談社 00414372

442 B366.8/K 岩波新書 1602  ブラックバイト : 学生が危ない / 今野晴貴著 岩波書店 00414207

443 B407/K 中公新書 2373  研究不正 : 科学者の捏造、改竄、盗用 / 黒木登志夫著 中央公論新社 00414199

444 B407/K 中公新書 2374  シルバー民主主義 : 高齢者優遇をどう克服するか / 八代尚宏著 中央公論新社 00414471

445 B407/K 中公新書 2375  科学という考え方 : アインシュタインの宇宙 / 酒井邦嘉著 中央公論新社 00414472

446 B407/K 中公新書 2376  江戸の災害史 : 徳川日本の経験に学ぶ / 倉地克直著 中央公論新社 00414473



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

447 B407/K 中公新書 2377  世襲格差社会 : 機会は不平等なのか / 橘木俊詔, 参鍋篤司著 中央公論新社 00414474

448 B410.2/K 講談社学術文庫 2360  天才数学者はこう解いた、こう生きた : 方程式四千年の歴史 / 木村俊一[著] 講談社 00414014

449 B523.1/T 岩波新書 1603  丹下健三 : 戦後日本の構想者 / 豊川斎赫著 岩波書店 00414208

450 B525.1/S 講談社現代新書 2366  人が集まる建築 : 環境×デザイン×こどもの研究 / 仙田満著 講談社 00414019

451 B537.067/S 講談社現代新書 2368  「日本人の神」入門 : 神道の歴史を読み解く / 島田裕巳著 講談社 00414467

452 B537.067/S 講談社現代新書 2369  パックス・チャイナ : 中華帝国の野望 / 近藤大介著 講談社 00414468

453 B537.067/S 講談社現代新書 2370  明日、機械がヒトになる : ルポ最新科学 / 海猫沢めろん著 講談社 00414469

454 B537.067/S 講談社現代新書 2371  捨てられる銀行 / 橋本卓典著 講談社 00414470

455 B539.09/H 岩波新書 1601  原発プロパガンダ / 本間龍著 岩波書店 00414206

456 B811.2/T 講談社現代新書 2367  漢字と日本語 / 高島俊男著 講談社 00414020

457 B908/K/190 光文社古典新訳文庫    クレーヴの奥方 / ラファイエット夫人著 ; 永田千奈訳 光文社 00414213

458 B908/K/191 光文社古典新訳文庫    一年有半 / 中江兆民著 ; 鶴ヶ谷真一訳 光文社 00414212

459 B911.52/Y 講談社現代新書 2364  我が詩的自伝 : 素手で焔をつかみとれ! / 吉増剛造著 講談社 00414018

460 B913.6/S 新潮文庫 /10403［し-33-10］  考えすぎた人 : お笑い哲学者列伝 / 清水義範著 新潮社 00414148

461 B914.6/Y 講談社学術文庫 2365  なぜ、猫とつきあうのか / 吉本隆明[著] 講談社 00414374

462 B943/B 岩波文庫 ［赤(32)-472-1］  三十歳 / インゲボルク・バッハマン作 ; 松永美穂訳 岩波書店 00414172


