
請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

1 010.1/T/4
図書館の自由ニューズレター集成 / 日本図書館協会図書館の自由委員会編  (4)  図書館の自由ニューズレター集成 / 日本図
書館協会図書館の自由委員会編 (VOL=4: 2011-2015)

日本図書館協会 00417695

2 012.9/T/1 文圃文献類従 54(1)  図書館用品カタログ集成 / 小黒浩司編・解題 (VOL=戦前編: 第1巻) 金沢文圃閣 00417650

3 012.9/T/2 文圃文献類従 54(2)  図書館用品カタログ集成 / 小黒浩司編・解題 (VOL=戦前編: 第2巻) 金沢文圃閣 00417651

4 020.8/N/106 日本書誌学大系 106  内閣文庫本考証 / 福井保著 青裳堂書店 00417692

5 021.2/K 本の一部をコピーして授業で配ってもいいの? / 小寺信良著 汐文社 00417813

6 021.5/T コピペと捏造 : どこまで許されるのか表現世界の多様性を探る / 時実象一著 樹村房 00417830

7 023.91/K 怪書探訪 / 古書山たかし著 東洋経済新報社 00417546

8 025.1/S/2016 書誌年鑑 = Annual bibliography of bibliographies. 2016  書誌年鑑 / 中西裕編 (VOL=2016) 日外アソシエーツ 00417634

9 041/K/54 京都女子大学研究叢刊 54  ミセス・ダロウェイの永遠の一日 : モダニズム・アイコンの転生の系譜 / 廣田園子著 京都女子大学 00417706

10 069.8/K 企業博物館事典 / 日外アソシエーツ編集部編 (新訂) 日外アソシエーツ 00417558

11 070.4/T 新聞大学 / 外山滋比古著 扶桑社 00417826

12 071/A/1144 朝日新聞縮刷版 平成28年10月  朝日新聞縮刷版 (VOL=平成28年10月) 朝日新聞社 00417674

13 080/I/960 岩波ブックレット No.960  「環境を守る」とはどういうことか : 環境思想入門 / 尾関周二, 環境思想・教育研究会[共]編 岩波書店 00417515

14 081/S/58 尊経閣善本影印集成 / 前田育徳会尊経閣文庫編 58  小右記 / [藤原実資著] ; 前田育徳会尊経閣文庫編 (VOL=3) 八木書店 00417511

15 104/N 「ふつう」から遠くはなれて : 「生きにくさ」に悩むすべての人へ : 中島義道語録 / 中島義道著 青春出版社 00417571

16 122/C 中国思想を学ぶ人のために / 森三樹三郎編 世界思想社 00417527

17 123.4/G/1 儀禮 / 池田末利訳註 1  儀禮 / 池田末利譯註 (再版) (VOL=1) 東海大学出版会 00417652

18 123.4/G/1ﾍﾞ 儀禮 / 池田末利訳註 1べ  儀禮 / 池田末利譯註 (VOL=1: 別冊圖) 東海大学出版会 00417653



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

19 123.4/G/2 儀禮 / 池田末利訳註 2  儀禮 / 池田末利譯註 (VOL=2) 東海大学出版会 00417654

20 123.4/G/2ﾍﾞ 儀禮 / 池田末利訳註 2べ  儀禮 / 池田末利譯註 (VOL=2: 別冊圖) 東海大学出版会 00417655

21 123.4/G/3 儀禮 / 池田末利訳註 3  儀禮 / 池田末利譯註 (VOL=3) 東海大学出版会 00417656

22 123.4/G/4 儀禮 / 池田末利訳註 4  儀禮 / 池田末利譯註 (VOL=4) 東海大学出版会 00417657

23 123.4/G/4ﾍﾞ 儀禮 / 池田末利訳註 4べ  儀禮 / 池田末利譯註 (VOL=4: 別冊圖) 東海大学出版会 00417658

24 123.4/G/5 儀禮 / 池田末利訳註 5  儀禮 / 池田末利譯註 (VOL=5) 東海大学出版会 00417659

25 123.4/G/5ﾍﾞ 儀禮 / 池田末利訳註 5べ  儀禮 / 池田末利譯註 (VOL=5: 別冊圖) 東海大学出版会 00417660

26 124.9/H 書物誕生 : あたらしい古典入門    『孫子』 : 解答のない兵法 / 平田昌司著 岩波書店 00417687

27 125.4/S/1-13 『朱子語類』訳注 1(13)  『朱子語類』訳注 / 緒方賢一, 白井順[共]編 (VOL=巻98-100) 汲古書院 00417918

28 141.5/B ザ・マインドマップ : 脳の無限の可能性を引き出す技術 / トニー・ブザン, バリー・ブザン[共]著 ; 近田美季子訳 (新版) ダイヤモンド社 00417529

29 141.5/K 超一流の「自信思考」 : 世界のエリートにも負けない自分のつくり方 : lessons to stay confident for life / 狩野みき著 大和書房 00417730

30 146.4/H/1 DVDでわかる家族面接のコツ / 東豊著 (VOL=1: 夫婦面接編) 遠見書房 00417763

31 146.4/H/2 DVDでわかる家族面接のコツ / 東豊著 (VOL=2: 家族合同面接編) 遠見書房 00417764

32 146.4/H/3 DVDでわかる家族面接のコツ / 東豊著 (VOL=3: P循環・N循環編) 遠見書房 00417765

33 146.8/N 朝日新書 592  「自分には価値がない」の心理学 / 根本橘夫著 朝日新聞社 00417567

34 146.8/O 「いつも誰かに振り回される」が一瞬で変わる方法 / 大嶋信頼著 すばる舎 00417599

35 146.8/S 信じるチカラの、信じられない健康効果 / ロバート・ディルツ[ほか]著 ; 横井勝美訳 ヴォイス 00417532

36 146.8/T ロールシャッハ法と「穴」のある風景構成法の統合的活用 : 投映法の心理療法的バッテリー / 髙橋昇著 金子書房 00417595



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

37 159.7/T ミライの授業 / 瀧本哲史著 講談社 00417758

38 159.8/O 「がんばれ!」でがんばれない人のための"意外"な名言集 / 大山くまお著 ワニブックス 00417667

39 159/B 自分の時間 / アーノルド・ベネット著 ; 渡部昇一訳・解説 (新装新版) 三笠書房 00417834

40 159/K 次の時代を、先に生きる。 : まだ成長しなければ、ダメだと思っている君へ / 髙坂勝著 ワニブックス 00417550

41 159/M くじけない自分のつくり方 / ポール・マギー著 ; 弓場隆訳 ダイヤモンド社 00417753

42 180.21/F 古代国家仏教と在地社会 : 日本霊異記と東大寺諷誦文稿の研究 / 藤本誠著 吉川弘文館 00417771

43 180.4/B 仏教における和平 / 日本仏教学会編 平楽寺書店 00417734

44 188.62/Y 霊芝元照の研究 : 宋代律僧の浄土教 / 吉水岳彦著 法藏館 00417597

45 188.704/N 親鸞の生命観 : 縁起の生命倫理学 / 鍋島直樹著 法藏館 00417752

46 188.71/T 親鸞の生と死 : デス・エデュケーションの立場から / 田代俊孝著 (増補新版) 法藏館 00417751

47 188.72/I 恵信尼 : 親鸞とともに歩んだ六十年 / 今井雅晴著 法藏館 00417735

48 188.73/J/1 浄土眞宗聖典全書 / 浄土真宗本願寺派総合研究所教学伝道研究室編纂 (VOL=1) 本願寺出版社 00417585

49 188.73/J/2 浄土眞宗聖典全書 / 教学伝道研究センター編纂 (VOL=2) 本願寺出版社 00417586

50 188.73/J/4 浄土眞宗聖典全書 / 浄土真宗本願寺派総合研究所教学伝道研究室編纂 本願寺出版社 00417587

51 188.73/J/5 浄土眞宗聖典全書 / 浄土真宗本願寺派総合研究所教学伝道研究室編纂 (VOL=5) 本願寺出版社 00417588

52 202.5/K/13 考古調査ハンドブック / 戸田哲也監修 13  律令国家と斎宮 / 駒田利治編 ニューサイエンス社 00417840

53 202.5/K/14 考古調査ハンドブック / 戸田哲也監修 14  朱丹の世界 / 市毛勲著 ニューサイエンス社 00417841

54 202.5/K/15 考古調査ハンドブック / 戸田哲也監修 15  貨幣考古学の世界 / 櫻木晋一著 ニューサイエンス社 00417842



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

55 204.9/O 「身の丈」の考古学 : 下総考古学研究会と共に / 大村裕著 (オンデマンド) 大村裕 00417691

56 209/S 世界の歴史都市 : 世界史を彩った都の物語 / ジョン・ジュリアス・ノーウィッチ編 ; 福井正子訳 (ビジュアル版) 柊風舎 00417877

57 209/S 世界史MAPS : 歴史を動かした72の大事件 / ドーリング・キンダーズリー社編 ; 土屋晶子訳 主婦と生活社 00417878

58 210.01/N Nihon Shoki / ed. by Jesse Russell and Ronald Cohn Lennex 00417670

59 210.02/N/51 日本の遺跡 / 菊池徹夫, 坂井秀弥企画・監修 51  鳥浜貝塚 / 小島秀彰著 同成社 00417514

60 210.02/S 三角縁神獣鏡・同笵(型)鏡論の向こうに / 鈴木勉著 雄山閣 00417864

61 210.08/I/105 シリーズ「遺跡を学ぶ」 105  古市古墳群の解明へ : 盾塚・鞍塚・珠金塚古墳 / 田中晋作著 新泉社 00417844

62 210.08/I/106 シリーズ「遺跡を学ぶ」 106  南相馬に躍動する古代の郡役所 : 泉官衙遺跡 / 藤木海著 新泉社 00417845

63 210.08/I/107 シリーズ「遺跡を学ぶ」 107  琵琶湖に眠る縄文文化 : 粟津湖底遺跡 / 瀬口眞司著 新泉社 00417846

64 210.08/I/108 シリーズ「遺跡を学ぶ」 108  北近畿の弥生王墓 : 大風呂南墳墓 / 肥後弘幸著 新泉社 00417847

65 210.08/I/109 シリーズ「遺跡を学ぶ」 109  最後の前方後円墳 : 龍角寺浅間山古墳 / 白井久美子著 新泉社 00417848

66 210.08/I/110 シリーズ「遺跡を学ぶ」 110  諏訪湖底の狩人たち : 曽根遺跡 / 三上徹也著 新泉社 00417849

67 210.08/I/111 シリーズ「遺跡を学ぶ」 111  日本海を望む「倭の国邑」 : 妻木晩田遺跡 / 濵田竜彦著 新泉社 00417850

68 210.08/I/112 シリーズ「遺跡を学ぶ」 112  平城京を飾った瓦 : 奈良山瓦窯群 / 石井清司著 新泉社 00417851

69 210.08/I/113 シリーズ「遺跡を学ぶ」 113  縄文のタイムカプセル : 鳥浜貝塚 / 田中祐二著 新泉社 00417852

70 210.08/I/114 シリーズ「遺跡を学ぶ」 114  九州の銅鐸工房 : 安永田遺跡 / 藤瀬禎博著 新泉社 00417853

71 210.1/M/177 ものと人間の文化史 177  歯 / 大野粛英著 法政大学出版局 00417516

72 210.2/H/1 纒向発見と邪馬台国の全貌 : 卑弥呼と三角縁神獣鏡 / 古代史シンポジウム「発見・検証日本の古代」編集委員会編 角川文化振興財団 00417612



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

73 210.2/H/2 騎馬文化と古代のイノベーション / 古代史シンポジウム「発見・検証日本の古代」編集委員会編 角川文化振興財団 00417613

74 210.2/H/3 前方後円墳の出現と日本国家の起源 / 古代史シンポジウム「発見・検証日本の古代」編集委員会編 角川文化振興財団 00417614

75 210.2/K/1 縄文社会を集落から読み解く / 小林謙一[ほか]編 六一書房 00417861

76 210.2/K/25 考古学リーダー 25  北方世界と秋田城 / 小口雅史編 六一書房 00417843

77 210.2/M/2 和泉黄金塚古墳と銅鏡 / 森浩一著 ; 森浩一著作集編集委員会編 新泉社 00417865

78 210.2/M/3 渡来文化と生産 / 森浩一著 ; 森浩一著作集編集委員会編 新泉社 00417610

79 210.2/M/4 倭人伝と考古学 / 森浩一著 ; 森浩一著作集編集委員会編 新泉社 00417611

80 210.2/S 集落動態からみた弥生時代から古墳時代への社会変化 / 古代学研究会編 六一書房 00417862

81 210.2/T 縄文時代史 / 勅使河原彰著 新泉社 00417868

82 210.3/K 古代史研究の最前線 / 洋泉社編集部編    古事記 / 洋泉社編集部編 洋泉社 00417872

83 210.3/K 古代史研究の最前線 / 洋泉社編集部編    古代豪族 / 洋泉社編集部編 洋泉社 00417873

84 210.3/N 古代史研究の最前線 / 洋泉社編集部編    日本書紀 / 洋泉社編集部編 洋泉社 00417874

85 210.3/T 邪馬台国と初期ヤマト政権の謎を探る / 塚口義信著 原書房 00417867

86 210.3/Y 古代史研究の最前線 / 洋泉社編集部編    邪馬台国 / 洋泉社編集部編 洋泉社 00417871

87 210.33/K ここまでわかった飛鳥・藤原京 : 倭国から日本へ / 豊島直博, 木下正史[共]編 吉川弘文館 00417866

88 210.36/I 古代中世の文書管理と官人 / 井上幸治著 八木書店古書出版部 00417879

89 210.4/G 文学で読む日本の歴史 / 五味文彦著 (VOL=中世社会篇) 山川出版社 00417869

90 210.7/T プロパガンダ・ポスターにみる日本の戦争 : 135枚が映し出す真実 / 田島奈都子編著 勉誠出版 00417880



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

91 212/A アテルイと東北古代史 / 熊谷公男編 高志書院 00417860

92 212/T/4 東北の古代史 4  三十八年戦争と蝦夷政策の転換 / 鈴木拓也編 吉川弘文館 00417854

93 212/T/5 東北の古代史 5  前九年・後三年合戦と兵 (つわもの) の時代 / 樋口知志編 吉川弘文館 00417855

94 213.4/S 埼玉の考古学入門 さきたま出版会 00417870

95 213.6/T 東京復興写真集 : 1945-46 : 文化社がみた焼跡からの再起 / 山辺昌彦, 井上祐子[共]編 勉誠出版 00417876

96 215.6/K/6
近畿自動車道名古屋神戸線(四日市JCT〜亀山西JCT)建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概報 / 三重県埋蔵文化財センター
編集 6  近畿自動車道名古屋神戸線(四日市JCT-亀山西JCT)建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概報 / 三重県埋蔵文化財セ
ンター編集 (VOL=6)

三重県埋蔵文化財セン
ター

00417694

97 217.2/O
鳥取県埋蔵文化財センター調査報告 62  乙亥正大角 (Otsugaseohsumi) 遺跡 : 鳥取県鳥取市鹿野町 / 鳥取県埋蔵文化財セン
ター編集

鳥取県埋蔵文化財セン
ター

00417699

98 217.2/T/8 大山町文化財調査報告書 ［第20集］  鳥取県西伯郡大山町町内遺跡発掘調査報告書 / 大山町教育委員会編 (VOL=8)
大山町教育委員会社会
教育課

00417698

99 217.3/S 松江市文化財調査報告書 第177集  外屋敷遺跡 / 島根県松江市教育委員会, 松江市スポーツ・文化振興財団[共]編集 [松江市教育委員会] 00417700

100 219.1/B/2 みやこ町文化財調査報告書 第13集  豊前国府跡御所地区 (VOL=2) みやこ町教育委員会 00417696

101 219.1/K/2 みやこ町文化財調査報告書 第14集  蔵持山遺跡群 (VOL=2) みやこ町教育委員会 00417697

102 222.042/C
海外の幼学研究 (7)  開封白沙鎮出土後漢画象石の孝子伝図 : E・シャヴァンヌ1914による /  E・シャヴァンヌ著 ; 黒田彰, 幼学の
会[共]編

幼学の会 00417703

103 222.042/F
海外の幼学研究 (6)  金郷朱鮪祠堂と山東孝堂山・武氏祠との比較による漢代壁画の構造についての手懸かり / ウィルマ・フェア
バンク著 ; 山崎誠訳 ; 幼学の会編

幼学の会 00417702

104 222.0428/G/2 後漢書 / [范曄撰] ; [李賢注] ; 吉川忠夫訓注 (VOL=第2冊) 岩波書店 00417689

105 222.048/C 海外の幼学研究 (5)  太原金勝村唐墓屏風式壁画と唐代孝子図 / 趙超著 ; 陳齢訳 ; 幼学の会編 幼学の会 00417701

106 222.1/C 海外の幼学研究 (8)  華北訪古誌抄訳 / E・シャヴァンヌ著 ; 山崎誠訳 ; 幼学の会編 幼学の会 00417704

107 231/S エーゲ文明 : クレタ島紀行 / 関俊彦著 六一書房 00417859

108 281.04/E 英雄の最期と墓所の事典 / かみゆ歴史編集部, 柏書房編集部[共]編 柏書房 00417643



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

109 288.46/T 古代史研究の最前線 / 洋泉社編集部編    天皇陵 / 洋泉社編集部編 洋泉社 00417875

110 289.1/N 刀水歴史全書 93  直良信夫の世界 : 20世紀最後の博物学者 / 杉山博久著 刀水書房 00417863

111 302.1/M Japan through the looking glass / [by] Alan Macfarlane (VOL=pbk) Profile Books 00417542

112 330.59/S/'16-1
世界経済の潮流 / 内閣府政策統括編集 2016-1  2016年上半期世界経済報告 : 世界経済の直面するリスクと課題 / 内閣府政策
統括官室(経済財政分析担当)編

財務省印刷局 00417517

113 331.74/I 投機は経済を安定させるのか? : ケインズ『雇用・利子および貨幣の一般理論』を読み直す / 伊藤宣広著 現代書館 00417615

114 331.8/B 作られた不平等 : 日本、中国、アメリカ、そしてヨーロッパ / ロベール・ボワイエ[著] ; 横田宏樹訳 藤原書店 00417541

115 332.1/S 少子・高齢化と日本経済 / 安藤潤[ほか]著 文眞堂 00417744

116 336.3/A 知的生きかた文庫 ［よ19-2］  アメリカ海軍に学ぶ「最強のチーム」のつくり方 / マイケル・アブラショフ著 ; 吉越浩一郎訳・解説 三笠書房 00417769

117 336.3/S サボタージュ・マニュアル : 諜報活動が照らす組織経営の本質 / 米国戦略諜報局[編] ; 国重浩一訳 北大路書房 00417731

118 361.6/J 新「ニッポン社会」入門 : 英国人、日本で再び発見する / コリン・ジョイス著 ; 森田浩之訳 三賢社 00417564

119 361.9/F 質的研究入門 : 「人間の科学」のための方法論 / ウヴェ・フリック著 ; 小田博志[ほか]訳 (新版) 春秋社 00417797

120 361/H 平凡社新書 827  クー・クラックス・クラン : 白人至上主義結社KKKの正体 / 浜本隆三著 平凡社 00417767

121 366.3/J/2015 女性労働の分析 / 厚生労働省雇用均等・児童家庭局編 2015  女性労働の分析 (VOL=2015年) 21世紀職業財団 00417661

122 366.4/O 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[共]訳 明石書店 00417583

123 367.21/F/10 「婦人雑誌」がつくる大正・昭和の女性像 10  美容・服飾・流行 (VOL=1) ゆまに書房 00417759

124 367.21/F/11 「婦人雑誌」がつくる大正・昭和の女性像 11  美容・服飾・流行 (VOL=2) ゆまに書房 00417760

125 367.21/F/12 「婦人雑誌」がつくる大正・昭和の女性像 12  生活・家庭 (VOL=1) ゆまに書房 00417761

126 367.21/F/13 「婦人雑誌」がつくる大正・昭和の女性像 13  生活・家庭 (VOL=2) ゆまに書房 00417762



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

127 367.21/F/14 「婦人雑誌」がつくる大正・昭和の女性像 14  生活・家庭 (VOL=3) ゆまに書房 00417822

128 367.21/F/15 「婦人雑誌」がつくる大正・昭和の女性像 15  生活・家庭 (VOL=4) ゆまに書房 00417823

129 368.6/I もう時効だから、すべて話そうか : 重大事件ここだけの話 / 一橋文哉著 小学館 00417633

130 369.1/S/2017-1 社会福祉六法 2016(1)  社会福祉六法 / 社会福祉法規研究会編 (VOL=平成29年版: 1) 新日本法規 00417805

131 369.1/S/2017-2 社会福祉六法 2016(2)  社会福祉六法 / 社会福祉法規研究会編 (VOL=平成29年版: 2) 新日本法規 00417806

132 369.1/S/2017ﾍﾞ 社会福祉六法 2016(追補)  社会福祉六法 / 社会福祉法規研究会編 (VOL=平成29年版: 追補) 新日本法規 00417807

133 369.3/A 災害ボランティア : 新しい社会へのグループ・ダイナミックス / 渥美公秀著 弘文堂 00417715

134 369.3/S 災害と行政 : 防災と減災から / 松岡京美, 村山徹[共]編 晃洋書房 00417717

135 369.31/O 東日本大震災復興が日本を変える : 行政・企業・NPOの未来のかたち / 岡本全勝編著 ; 藤沢烈, 青柳光昌[共]著 ぎょうせい 00417716

136 369.4/O 子どもの福祉を改善する : より良い未来に向けた比較実証分析 / OECD編著 ; 熊倉瑞恵[ほか]訳 明石書店 00417584

137 369.4/T はい。赤ちゃん相談室、田尻です。 : こうのとりのゆりかご・24時間SOS赤ちゃん電話相談室の現場 / 田尻由貴子著 ミネルヴァ書房 00417644

138 369.7/M ボランティアを生みだすもの : 利他の計量社会学 / 三谷はるよ著 有斐閣 00417825

139 370.35/Z/2017 全国学校総覧 2017年版  全国学校総覧 / 全国学校データ研究所編 (VOL=2017年版) 東京教育研究所 00417522

140 370.7/M Multicultural education : teaching and learning in the global village / ed. by Anna B. Wolford (VOL=pbk) Cognella Academic 00417757

141 370.8/O/94 おそい・はやい・ひくい・たかい 94  小学生のおつきあいから夫婦関係まで… : 親子で役立つ : 恋!愛!セックス! ジャパンマシニスト社 00417520

142 371.4/F 子どもの絵の謎を解く : 127の実例でわかる!絵に込められたメッセージ / ふじえみつる著 明治図書出版 00417817

143 371.4/O 直感力を高める数学脳のつくりかた / バーバラ・オークリー著 ; 沼尻由起子訳 河出書房新社 00417533

144 371.45/S 世界子ども学大事典 / ポーラ・S・ファス編 原書房 00417642



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

145 372.1/C Language, education and citizenship in Japan / [by] Genaro Castro-Vázquez (VOL=pbk) Routledge 00417750

146 372.39/N Multicultural education : identifying training needs of pre-school teachers / by Karuppiah Nirmala
LAP Lambert Academic
Pub.

00417784

147 372.53/B Educating citizens in a multicultural society / [by] James A. Banks (2nd ed.) (VOL=pbk) Teachers College Pr. 00417756

148 372.53/V Diversity & education : a critical multicultural approach / [by] Michael Vavrus ; foreword by Wayne Au (VOL=pbk) Teachers College Pr. 00417755

149 375.1/J
教育フォーラム 55  実践的思考力・課題解決力を鍛える : PISA型学力をどう育てるか / 梶田叡一責任編集 ; 人間教育研究協議
会編

金子書房 00417780

150 375.1/K 教育フォーラム 54  各教科等の学習を支える言語活動 : 言葉の力をどう用いるか / 梶田叡一責任編集 ; 人間教育研究協議会編 金子書房 00417779

151 375.1/N 特別の教科道徳編 / 永田繁雄編著 (VOL=平成28年版) 明治図書出版 00417617

152 375.1/P 教育フォーラム 57  PISA型学力を育てる / 梶田叡一責任編集 ; 日本人間教育学会編 金子書房 00417781

153 375.1/S 特別の教科道徳編 / 柴原弘志編著 (VOL=平成28年版) 明治図書出版 00417618

154 375.183/T 新・心のバレー / 土屋幸一郎著
バレーボール・アンリミ
テッド

00417770

155 375.3/C 中学社会科"アクティブ・ラーニング発問"174 : わくわくドキドキ地理・歴史・公民の難単元攻略ポイント / 峯明秀編 学芸みらい社 00417604

156 375.312/K アクティブ・ラーニングでつくる新しい社会科授業 : ニュー学習活動・全単元一覧 / 北俊夫, 向山行雄[共]著 学芸みらい社 00417799

157 375.312/M 小学校社会科授業を劇的に変える21の基本技術 / 間森誉司著 フォーラム・A 00417800

158 375.35/A 教育フォーラム 52  新しい道徳教育のために : 徳性をどう育てるか / 梶田叡一責任編集 ; 人間教育研究協議会編 金子書房 00417777

159 375.35/I ルーブリック評価を取り入れた道徳科授業のアクティブラーニング / 石丸憲一著 明治図書出版 00417626

160 375.35/S 「特別の教科」への期待に応えるオリジナル授業30選 / 佐藤幸司編著 日本標準 00417622

161 375.35/T 「特別の教科道徳」授業&評価完全ガイド : 通知表の記入文例付 / 田沼茂紀編著 明治図書出版 00417623

162 375.35/T 「特別の教科道徳」が担うグローバル化時代の道徳教育 / [渡邊隆信編] 北大路書房 00417625



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

163 375.35/W/1 『わたしたちの道徳』完全活用ガイドブック / 長谷徹編著 (VOL=[1]: 小学校編) 明治図書出版 00417713

164 375.35/W/2 『私たちの道徳』完全活用ガイドブック / 柴原弘志編著 (VOL=[2]: 中学校編) 明治図書出版 00417714

165 375.352/T/1
特別の教科道徳の授業づくりチャレンジ : 初めて本気で取り組む先生のための絶対成功する! / 丸山睦子編著 (VOL=[1]: 低学
年)

明治図書出版 00417619

166 375.352/T/2
特別の教科道徳の授業づくりチャレンジ : 初めて本気で取り組む先生のための絶対成功する! / 丸山睦子編著 (VOL=[2]: 中学
年)

明治図書出版 00417620

167 375.352/T/3
特別の教科道徳の授業づくりチャレンジ : 初めて本気で取り組む先生のための絶対成功する! / 丸山睦子編著 (VOL=[3]: 高学
年)

明治図書出版 00417621

168 375.352/Z/1 全時間の板書で見せる『わたしたちの道徳』  / 山中伸之編著 (第3版) (VOL=[1]: 小学校1・2年) 学事出版 00417710

169 375.352/Z/2
全時間の板書で見せる『わたしたちの道徳』 / 山中伸之編集代表 ; 山本正実, 駒井康弘[共]編著 (第2版) (VOL=[2]: 小学校3・4
年)

学事出版 00417711

170 375.352/Z/3 全時間の板書で見せる『わたしたちの道徳』 / 山中伸之編集代表; 神部秀一, 塚田直樹[共]編著 (VOL=[3]: 小学校5・6年) 学事出版 00417712

171 375.353/C 中学校における「特別の教科道徳」の実践 / [小川哲哉編] 北大路書房 00417616

172 375.353/M 中学校「特別の教科道徳」の授業づくり集中講義 / 水登伸子著 明治図書出版 00417624

173 375.72/A 図画工作・美術用具用法事典 / 相田盛二著 (第6版) 日本文教出版 00417814

174 375.72/I 図画工作の指導と評価 : 全学年・全内容を網羅した : わくわくどきどき楽しい授業! / 板良敷敏, 阿部宏行[共]編著 東洋館出版社 00417816

175 375.72/M 「造形教育」という考え方 / 宮坂元裕著 日本文教出版 00417821

176 375.72/N ゼロから学べる小学校図画工作授業づくり / 西尾環, 森実祐里[共]編著 明治図書出版 00417820

177 375.72/O 学び合い高め合う「造形遊び」 : 子どもスイッチON!! / 岡田京子編著 東洋館出版社 00417815

178 375.72/O/1 わくわく小学校新図画工作授業 : イラスト&写真解説でよくわかる! / 奥村高明, 鈴木陽子[共]編著 (VOL=[1]: 低学年編) 明治図書出版 00417818

179 375.72/O/2 わくわく小学校新図画工作授業 : イラスト&写真解説でよくわかる! / 奥村高明, 岡田京子[共]編著 (VOL=[2]: 中学年編) 明治図書出版 00417819

180 375.8/B 教育フォーラム 53  文学が育てる言葉の力 : 文学教材を用いた指導をどうするか / 梶田叡一責任編集 ; 人間教育研究協議会編 金子書房 00417778



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

181 375.89/E 英語授業の心・技・愛 : 小・中・高・大で変わらないこと / 靜哲人[ほか]著 研究社 00417570

182 375.893/O 英語力を伸ばす教育実践 : 興味・関心を高める日本と海外の取り組み / 岡田靖子著 風間書房 00417565

183 375/I 教育フォーラム 51  いま求められる言語活動 : 読む力・書く力を重視して / 梶田叡一責任編集 ; 人間教育研究協議会編 金子書房 00417776

184 375/S 教育フォーラム 58  主体的能動的な学習 : アクティブ・ラーニングの精神を生かす / 梶田叡一責任編集 ; 日本人間教育学会編 金子書房 00417782

185 375/Y 教育フォーラム 50  「やる気」を引き出す・「やる気」を育てる / 梶田叡一責任編集 ; 人間教育研究協議会編 金子書房 00417775

186 376.1/S/1-1
戦後幼児教育・保育実践記録集 1  表現する子ども : 幼児の知性と人格発達へのまなざし / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第1
巻)

日本図書センター 00417889

187 376.1/S/1-2
戦後幼児教育・保育実践記録集 2  表現する子ども : 幼児の知性と人格発達へのまなざし / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第2
巻)

日本図書センター 00417890

188 376.1/S/1-3
戦後幼児教育・保育実践記録集 3  表現する子ども : 幼児の知性と人格発達へのまなざし / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第3
巻)

日本図書センター 00417891

189 376.1/S/1-4
戦後幼児教育・保育実践記録集 4  表現する子ども : 幼児の知性と人格発達へのまなざし / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第4
巻)

日本図書センター 00417892

190 376.1/S/1-5
戦後幼児教育・保育実践記録集 5  表現する子ども : 幼児の知性と人格発達へのまなざし / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第5
巻)

日本図書センター 00417893

191 376.1/S/1-6
戦後幼児教育・保育実践記録集 6  表現する子ども : 幼児の知性と人格発達へのまなざし / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第6
巻)

日本図書センター 00417894

192 376.1/S/1-7
戦後幼児教育・保育実践記録集 7  表現する子ども : 幼児の知性と人格発達へのまなざし / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第7
巻)

日本図書センター 00417895

193 376.1/S/1-8
戦後幼児教育・保育実践記録集 8  表現する子ども : 幼児の知性と人格発達へのまなざし / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第8
巻)

日本図書センター 00417896

194 376.1/S/1-9
戦後幼児教育・保育実践記録集 9  表現する子ども : 幼児の知性と人格発達へのまなざし / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第9
巻)

日本図書センター 00417897

195 376.1/S/2-1
戦後幼児教育・保育実践記録集 10  子どもの生活と仲間関係 : 自立を育む保育と地域社会 / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第
10巻)

日本図書センター 00417898

196 376.1/S/2-10
戦後幼児教育・保育実践記録集 19  子どもの生活と仲間関係 : 自立を育む保育と地域社会 / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第
19巻)

日本図書センター 00417907

197 376.1/S/2-2
戦後幼児教育・保育実践記録集 11  子どもの生活と仲間関係 : 自立を育む保育と地域社会 / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第
11巻)

日本図書センター 00417899

198 376.1/S/2-3
戦後幼児教育・保育実践記録集 12  子どもの生活と仲間関係 : 自立を育む保育と地域社会 / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第
12巻)

日本図書センター 00417900



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

199 376.1/S/2-4
戦後幼児教育・保育実践記録集 13  子どもの生活と仲間関係 : 自立を育む保育と地域社会 / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第
13巻)

日本図書センター 00417901

200 376.1/S/2-5
戦後幼児教育・保育実践記録集 14  子どもの生活と仲間関係 : 自立を育む保育と地域社会 / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第
14巻)

日本図書センター 00417902

201 376.1/S/2-6
戦後幼児教育・保育実践記録集 15  子どもの生活と仲間関係 : 自立を育む保育と地域社会 / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第
15巻)

日本図書センター 00417903

202 376.1/S/2-7
戦後幼児教育・保育実践記録集 16  子どもの生活と仲間関係 : 自立を育む保育と地域社会 / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第
16巻)

日本図書センター 00417904

203 376.1/S/2-8
戦後幼児教育・保育実践記録集 17  子どもの生活と仲間関係 : 自立を育む保育と地域社会 / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第
17巻)

日本図書センター 00417905

204 376.1/S/2-9
戦後幼児教育・保育実践記録集 18  子どもの生活と仲間関係 : 自立を育む保育と地域社会 / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第
18巻)

日本図書センター 00417906

205 376.1/S/3-1 戦後幼児教育・保育実践記録集 20  保育のデザイン : 環境構成からカリキュラムまで / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第20巻) 日本図書センター 00417908

206 376.1/S/3-10 戦後幼児教育・保育実践記録集 29  保育のデザイン : 環境構成からカリキュラムまで / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第29巻) 日本図書センター 00417917

207 376.1/S/3-2 戦後幼児教育・保育実践記録集 21  保育のデザイン : 環境構成からカリキュラムまで / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第21巻) 日本図書センター 00417909

208 376.1/S/3-3 戦後幼児教育・保育実践記録集 22  保育のデザイン : 環境構成からカリキュラムまで / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第22巻) 日本図書センター 00417910

209 376.1/S/3-4 戦後幼児教育・保育実践記録集 23  保育のデザイン : 環境構成からカリキュラムまで / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第23巻) 日本図書センター 00417911

210 376.1/S/3-5 戦後幼児教育・保育実践記録集 24  保育のデザイン : 環境構成からカリキュラムまで / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第24巻) 日本図書センター 00417912

211 376.1/S/3-6 戦後幼児教育・保育実践記録集 25  保育のデザイン : 環境構成からカリキュラムまで / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第25巻) 日本図書センター 00417913

212 376.1/S/3-7 戦後幼児教育・保育実践記録集 26  保育のデザイン : 環境構成からカリキュラムまで / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第26巻) 日本図書センター 00417914

213 376.1/S/3-8 戦後幼児教育・保育実践記録集 27  保育のデザイン : 環境構成からカリキュラムまで / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第27巻) 日本図書センター 00417915

214 376.1/S/3-9 戦後幼児教育・保育実践記録集 28  保育のデザイン : 環境構成からカリキュラムまで / 福元真由美[ほか]編集 (VOL=第28巻) 日本図書センター 00417916

215 376.12/Y 幼児保育百年の歩み : 写真集 / 日本保育学会編 日本図書センター 00417774

216 378/S
学研のヒューマンケアブックス    発達障害のある子のサポートブック : 保育・教育の現場から寄せられた学習困難・不適切行動へ
のすぐできる対応策2800 / 榊原洋一, 佐藤曉[共]著 ; 日本版PRIM作成委員会編

学研(学習研究社) 00417783



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

217 379.8/Z/2016
全国のあいつぐ差別事件     年版 / 部落解放基本法制定要求国民運動中央実行委員会編 2016  全国のあいつぐ差別事件 /
部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会編 (VOL=2016年度版)

部落解放基本法制定要
求国民運動中央実行委
員会

00417519

218 383.8/S 食の歴史 : 100のレシピをめぐる人々の物語 / ウィリアム・シットウェル著 ; 栗山節子訳 柊風舎 00417598

219 385.6/S 東アジアにおける火葬の考察 / 嵯峨英德著 (第2版) [嵯峨英徳] 00417707

220 391.3/I 図解雑学 : 絵と文章でわかりやすい!    名将に学ぶ世界の戦術 / 家村和幸著 ナツメ社 00417600

221 403/R/90 理科年表 / 東京天文台編纂 第90冊  理科年表 / 国立天文台編 (VOL=第90冊(平成29年)) 丸善 00417521

222 404/M/5 もっと知りたい!「科学の芽」の世界 : ノーベル賞への夢を紡ぐ / 「科学の芽」賞実行委員会編 (VOL=part. 5) 筑波大学出版会 00417645

223 410/T 数学嫌いの人のためのすべてを可能にする数学脳のつくり方 / 苫米地英人著 ビジネス社 00417561

224 430.34/W わかりやすい化合物命名法 / 山本郁男[ほか]著 廣川書店 00417579

225 430.4/T 化学への誘い : 生活の中の化学 / 津波古充朝, 上地真一共著 広川書店 00417724

226 430/M マスコミに見る化学 / 津波古充朝共[ほか]著 廣川書店 00417578

227 430/O コンプリヘンシブ基礎化学 : 有機・物化・分析・薬剤を学ぶために / 大内秀一編著 京都廣川書店 00417747

228 430/S ボクとママのサイエンス / 齋藤満里子著 廣川書店 00417725

229 430/W わかりやすい薬学系の化学入門 / 小林賢[ほか]編 ; 杉田一郎[ほか]著 講談社 00417726

230 430/Y 薬学生に向けた基礎化学 / 諸根美恵子[ほか]共著 京都廣川書店 00417746

231 431/S 数学フリーの物理化学 / 齋藤勝裕著 日刊工業新聞社 00417582

232 437/S ソロモン新有機化学・スタディガイド / T. W. Graham Solomons[ほか著] 廣川書店 00417723

233 463.6/S 最新パッチクランプ実験技術法 / 岡田泰伸編 吉岡書店 00417803

234 465/J 実践有用微生物培養のイロハ : 試験管から工業スケールまで エヌ・ティー・エス 00417809



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

235 490.19/T 短期集中!オオサンショウウオ先生の医療統計セミナー論文読解レベルアップ30 / 田中司朗, 田中佐智子[共]著 羊土社 00417594

236 490.21/S 医史跡を訪ねて / 鈴木五郎, 米田該典[共]著 小太郎漢方製薬 00417709

237 490.59/S/2016
医療と医薬品 : 数字に見る = Medical care & the pharmaceutical industry : almanac 2016  医療と医薬品 : 数字に見る
(VOL=2016)

アステラス製薬株式会社 00417693

238 490.7/M 臨床をしながらできる国際水準の研究のまとめ方 : がん緩和ケアではこうする / 森田達也著 青海社 00417743

239 491.1/M イラスト解剖学 / 松村讓兒著 (第8版) 中外医学社 00417507

240 491.17/B ブルーメンフェルトカラー神経解剖学 : 臨床例と画像鑑別診断 / ハル・ブルーメンフェルト著 ; 安原治訳 西村書店 00417591

241 491.3/S 生理学問題集 : CBT準拠 / 日本生理学会教育委員会編 ([第2版]) 文光堂 00417729

242 491.5/G Fundamentals of toxicology : essential concepts and applications / by P.K. Gupta Elsevier 00417804

243 491.5/H 標準薬理学 / 飯野正光, 鈴木秀典[共]編集 (第7版) 医学書院 00417736

244 491.5/Y 薬理学 / 辻本豪三, 小池勝夫[共]編 医学書院 00417802

245 492.123/A エセンシャル心臓電気生理学 / ザイヌル アベディン著 ; 村松光訳
メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル

00417739

246 492.9/K 解剖生理学クリアブック : 看護師国家試験 / 日本生理学会教育委員会編 (第2版) 医学書院 00417581

247 493.1/Q Q&A生活習慣病の科学 : 京都大学内分泌代謝内科市民講座 / 中尾一和編 京都大学学術出版会 00417537

248 493.2/S Do books    1日10分!強い血管をつくる5つの習慣 / 杉岡充爾著 同文舘出版 00417733

249 493.73/T 高次脳機能障害の考えかたと画像診断 / 武田克彦, 村井俊哉[共]編著 中外医学社 00417593

250 493.74/F 不随意運動の診断と治療 : 動画で学べる神経疾患 / 梶龍兒編集 (改訂第2版) 診断と治療社 00417592

251 493.75/N 認知症ケア用語辞典 / 日本認知症ケア学会認知症ケア用語辞典編纂委員会編 ワールドプランニング 00417801

252 493.76/T 多職種で支える高齢者うつ病 / 冨松健太郎編著 PILAR Pr. 00417557



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

253 494.8/H 皮膚の抗老化最前線 エヌ・ティー・エス 00417525

254 496.1/H
青春新書INTELLIGENCE    40歳から眼がよくなる習慣 : 老眼、スマホ老眼、視力低下…に1日3分の特効! / 日比野佐和子, 林田
康隆[共]著

青春出版社 00417569

255 496.1/K 目はスプーン1本でよくなる! : 5万人が改善!眼科医も勧める決定版 / 今野清志著 マキノ出版 00417566

256 498.3/K 角川SSC新書 134  仕事に効く、脳を鍛える、スロージョギング / 久保田競, 田中宏暁[共]著
角川SSコミュニケーション
ズ

00417630

257 498.3/M 1日5分横隔膜呼吸で「やせ体質」になる / 牧野講平著 池田書店 00417721

258 498.39/K 世界のエリートがやっている最高の休息法 : 脳科学×瞑想で集中力が高まる / 久賀谷亮著 ダイヤモンド社 00417719

259 498.51/A 新ビジュアル食品成分表 : 食品解説つき / 新しい食生活を考える会編著 (新訂第2版) 大修館書店 00417540

260 498.51/S/2016 食品成分表 (七訂) (VOL=2016 : セット) 女子栄養大学出版部 00417590

261 498.54/S 食の安全・安心資料集 / 食の安全・安心財団編集 (VOL=2013年度版) 食の安全・安心財団 00417664

262
498.54/S/2017-
1

食品衛生小六法 / 食品衛生研究会編集 平成29年版(1)  食品衛生小六法 (VOL=平成29年版: 1) 新日本法規 00417523

263
498.54/S/2017-
2

食品衛生小六法 / 食品衛生研究会編集 平成29年版(2)  食品衛生小六法 (VOL=平成29年版: 2) 新日本法規 00417524

264 498.58/F 時間栄養学が明らかにした「食べ方」の法則 / 古谷彰子著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

00417663

265 498.58/J 自宅でできるライザップ (VOL=食事編) 扶桑社 00417530

266 498.58/K 幻冬舎新書 368  食べる量が少ないのに太るのはなぜか / 香川靖雄著 幻冬舎 00417534

267 498.58/M SB新書 350  モリタクの低糖質ダイエット : ぶっちぎりのデブが4カ月で19.9kg減! / 森永卓郎著 SBクリエイティブ 00417563

268 498.58/Y やせるおかず作りおき : 著者50代、1年で26キロ減、リバウンドなし! / 柳澤英子[著] 小学館 00417509

269 499.08/S/6-6 薬の生体内運命 / 日本薬学会編 東京化学同人 00417669

270 499.09/A 最新医薬品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 / 荒川博之著 (第5版) 秀和システム 00417580



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

271 499.09/T 新薬の罠 : 子宮頸がん、認知症・・・10兆円の闇 / 鳥集徹著 文藝春秋 00417828

272 499.095/T 薬局新時代 : 薬樹の決断 : 「まちの皆さま」の健康を支えるために / 鶴蒔靖夫著 IN通信社 00417589

273 499.15/F 危険ドラッグの基礎知識 / 舩田正彦著 講談社 00417727

274 499.3/E Essentials of pharmaceutical chemistry / ed. by Donald Cairns (4th ed.) Pharmaceutical Pr. 00417508

275 499.31/K 薬がわかる構造式集 / 林良雄[ほか]編 廣川書店 00417577

276 499.33/W わかりやすい機器分析学 / 片岡洋行, 四宮一総[共]編集 ; 伊納義和[ほか執筆] (第3版) 廣川書店 00417576

277 499.6/C 新発想製剤学 : 厳選演習問題 / 丁野純男著 京都廣川書店 00417668

278 499.6/I 実践製剤学 : そしてその基盤となる物理薬剤学 / 飯村菜穂子, 荻原琢男[共]編著 (第2版) 京都廣川書店 00417728

279 499.6/O Perspective薬剤学 : 薬学の次世代教育をめざす / 大戸茂弘編著 (第2版) 京都廣川書店 00417749

280 499.6/U 液状系製剤学 / 宇都口直樹著 京都廣川書店 00417748

281 499.87/Y 薬用植物辞典 / NTS薬用植物辞典編集委員会編 エヌ・ティー・エス 00417808

282 499/Y/1 薬剤師と地域医療 / 石井敏浩, 渡辺朋子[共]著 (VOL=Vol.1: 理論編) 京都廣川書店 00417745

283 582.1/J 蛇の目ミシン創業五十年史 / 蛇の目ミシン社史編纂委員会編纂 蛇の目ミシン工業 00417640

284 582.1/N 日本ミシン産業史 / 日本ミシン協会日本ミシン産業史編纂委員会編 日本ミシン協会 00417639

285 582.1/S 家庭用職業用シンガーミシン定價表 / [シンガーミシン著]
[シンガーミシン日本中央
店]

00417637

286 582.1/S 家庭用工業用シンガー裁縫機械目録 / [シンガー裁縫機械著] [シンガー裁縫機械] 00417638

287 582/B ブラザーの歩み : 世界に挑む / ブラザー工業株式会社社史編纂委員会編 ブラザー工業 00417635



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

288 582/B ブラザーの「一世紀」 : ともに歩んだ100年の軌跡 / ブラザー工業株式会社100周年事業推進部編 ブラザー工業 00417636

289 589.2/I ミシンと衣服の経済史 : 地球規模経済と家内生産 / 岩本真一著 思文閣出版 00417718

290 591/O 定年までに知らないとヤバイお金の話 / 岡崎充輝著 彩図社 00417575

291 596.4/Y お弁当もやせるおかず作りおき : 朝つめるだけ、食べて減量! / 柳澤英子著 小学館 00417596

292 596/S 油のマジック : おいしさを引き出す油の力 / 島田淳子著 建帛社 00417535

293 663.9/K 四大地金魚のすべて / 川田洋之助著 エムピージェー 00417641

294 673.9/G 外食産業データ集 / 食の安全・安心財団編集 (VOL=2014年改訂版) 食の安全・安心財団 00417665

295 673/Y サービス・クォリティ : サービス品質の評価過程 / 山本昭二著 (新装版) 千倉書房 00417798

296 682.1/N/1 制度と実態 / 舘野和己, 出田和久[共]編 吉川弘文館 00417856

297 682.1/N/2 旅と交易 / 舘野和己, 出田和久[共]編 吉川弘文館 00417857

298 682.1/N/3 遺跡と技術 / 舘野和己, 出田和久[共]編 吉川弘文館 00417858

299 702.16/B 美術の日本近現代史 : 制度・言説・造型 / 北澤憲昭[ほか]編集委員 東京美術 00417812

300 702/S 世界の美術 河出書房新社 00417811

301 714/E 永远的北朝 : 深圳博物馆北朝石刻艺术展 / 赵超, 吴強华[共]主编 文物出版社 00417705

302 722.2/U 書物誕生 : あたらしい古典入門    『歴代名画記』 : 「気」の芸術論 / 宇佐美文理著 岩波書店 00417688

303 760.7/M Music education : navigating the future / ed. by Clint Randles (VOL=hbk) Routledge 00417888

304 764.6/U ブラバン甲子園大研究 : 高校野球を100倍楽しむ / 梅津有希子著 文藝春秋 00417827

305 767.8/H ボブ・ディランは何を歌ってきたのか / 萩原健太著 (第2版) Pヴァイン 00417824



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

306 778.253/M 最も危険なアメリカ映画 : 『國民の創生』から『バック・トゥ・ザ・フューチャー』まで / 町山智浩著
集英社インターナショナ
ル

00417547

307 780.11/H/1 4スタンス理論バイブル / 廣戸聡一著 (VOL=[1]: [正]) 実業之日本社 00417737

308 780.11/H/2 4スタンス理論バイブル / 廣戸聡一著 (VOL=[2]: エクササイズ編) 実業之日本社 00417738

309 780.13/S スポーツのちから : 地域をかえるソーシャルイノベーションの実践 / 松橋崇史[ほか]著 慶応義塾大学出版会 00417545

310 780.19/J 自宅でできるライザップ (VOL=運動編) 扶桑社 00417531

311 780.19/S 進化する運動科学の研究最前線 エヌ・ティー・エス 00417526

312 780.67/U ライザップはなぜ、結果にコミットできるのか / 上阪徹著 あさ出版 00417559

313 780.69/P パラリンピックを学ぶ / 平田竹男[ほか]編著 早稲田大学出版部 00417886

314 780.7/M 「関節力」トレーニング : 運動パフォーマンス劇的アップ&故障予防 : 世界基準の体を作る! / 牧野講平著 講談社 00417722

315 780.7/O 岡崎慎司カラダ覚醒メソッド 学研プラス 00417720

316 782.3/T PHP文庫 ［た93-1］  スロージョギング入門 : 歩くスピードで走るだけ! / 田中宏暁著 PHP研究所 00417629

317 782/K 「体幹」ウォーキング : 走りのメソッドを生かした歩きの「新常識」 / 金哲彦著 講談社 00417628

318 782/K 金哲彦のウォーキング&スローラン / 金哲彦著 高橋書店 00417632

319 783.47/K サッカーゴールキーパートレーニングメニュー集 : スペースを守る、ゴールを守る、配球する! / 北埜洋一著
ベースボール・マガジン
社

00417666

320 783.47/P
クリスティアーノ・ロナウドの「心と体をどう磨く?」 : 考えたことは実現させる / ルイス・ミゲル・ペレイラ, フアン・イグナシオ・ガジャルド
[共]著 ; タカ大丸訳

三五館 00417536

321 783.47/T ファーストタッチ : ボールコントロールから次のアクションへ / 土屋慶太著
ベースボール・マガジン
社

00417560

322 783.7/N 野球試合で活きる守備・走塁ドリル / 西正文著
ベースボール・マガジン
社

00417732

323 784.3/N 日本スキー教程 / 全日本スキー連盟著 スキージャーナル 00417740



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

324 784.3/N 日本スキー教程 : 安全編 / 全日本スキー連盟, 全日本スキー連盟・教育本部[共]著 ; スキージャーナル編集 スキージャーナル 00417742

325 784.3/N/2017 資格検定受検者のために / 全日本スキー連盟著 (VOL=2017年度) スキージャーナル 00417741

326 810.1/W 研究叢書 477  国語論考 : 語構成的意味論と発想論的解釈文法 / 若井勲夫著 和泉書院 00417673

327 810.2/K ひつじ研究叢書 : 言語編 127  コーパスと日本語史研究 / 近藤泰弘[ほか]編 ひつじ書房 00417786

328 810.23/S 上代日本語構文史論考 / 佐佐木隆著 おうふう 00417603

329 812/N ひつじ研究叢書 : 言語編 125  日本語における漢語の変容の研究 : 副詞化を中心として / 鳴海伸一著 ひつじ書房 00417607

330 815.5/S/33 シリーズ言語学と言語教育 33  日本語並列表現の体系 / 中俣尚己著 ひつじ書房 00417605

331 815.6/K ひつじ研究叢書 : 言語編 102  感動詞の言語学 / 友定賢治編 ひつじ書房 00417606

332 815.9/H ひつじ研究叢書 : 言語編 140  現代日本語の使役文 / 早津恵美子著 ひつじ書房 00417608

333 816.2/M ひつじ研究叢書 : 言語編 124  日本語の共感覚的比喩 / 武藤彩加著 ひつじ書房 00417785

334 816/T 体育・スポーツ系学生のための日本語表現法 : 学士力の基礎をつくる初年次教育 / 吉田重和[ほか]編 東信堂 00417829

335 818/H 方言研究の新しい展開 : 特集 / 日本方言研究会編 ひつじ書房 00417787

336 825/W Why?にこたえるはじめての中国語の文法書 / 相原茂共[ほか]著 (新訂版) 同学社 00417690

337 835/M みんなの英文法マン : 中高6年分の英語まるっと入門 : カンタン!わかる・話せる・聞き取れる / 宮野智靖, ミゲル・E・コーティ[共]著 Jリサーチ出版 00417572

338 835/V アウトプットに必要な基本英文法 / ジェームス・バーダマン, 安藤文人[共]著 研究社 00417574

339 837.4/A/186
天声人語 : 英文対照 / 朝日新聞論説委員室編 第186集  天声人語 : 英文対照 / 朝日新聞論説委員室編 ; 国際編集部訳
(VOL=v. 186 2016 秋)

原書房 00417518

340 837.8/F 『ローマの休日』を観るだけで英語の基本が身につくDVDブック / 藤田英時著 アスコム 00417573

341 909.3/J J.K.ローリングの魔法界 : 魔法がとびだす!ポップアップ・ギャラリー / 松岡佑子訳 静山社 00417837



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

342 909.3/K ノラネコぐんだんそらをとぶ / 工藤ノリコ著 白泉社 00417551

343 910.26/T テクスト分析入門 : 小説を分析的に読むための実践ガイド / 松本和也編 ひつじ書房 00417609

344 910.26/T 明治の翻訳ディスクール : 坪内逍遙・森田思軒・若松賤子 / 高橋修著 ひつじ書房 00417788

345 910.268/I 鏡花水月抄 / 久保田淳著 翰林書房 00417885

346 910.268/M 鷗外研究年表 / 苦木虎雄著 鷗出版 00417887

347 910.268/N アジア遊学 194  世界から読む漱石『こころ』 / アンジェラ・ユー[ほか]編 勉誠出版 00417881

348 910.268/T アジア遊学 200  谷崎潤一郎中国体験と物語の力 / 千葉俊二, 銭暁波[共]編 勉誠出版 00417882

349 910.4/K/2012
国文学年次別論文集 近世2 / 学術文献刊行会編 2012  国文学年次別論文集 / 学術文献刊行会編 (VOL=平成24(2012)年 近
世2)

朋文出版 00417662

350 911.11/S 古事記歌謡全解 / 坂田隆著 ビレッジプレス 00417708

351 911.12/O 万葉集の恋と語りの文芸史 / 大谷歩著 笠間書院 00417772

352 911.12/T 研究叢書 478  万葉集防人歌群の構造 / 東城敏毅著 和泉書院 00417554

353 911.12/T 万葉挽歌の表現 : 挽歌とは何か / 高桑枝実子著 笠間書院 00417773

354 911.33/S-M/1-1 下里知足の文事の研究 / [下里知足原著] ; 森川昭著 (VOL=第1部: 日記篇 ; 上) 和泉書院 00417543

355 911.33/S-M/1-2 下里知足の文事の研究 / [下里知足原著] ; 森川昭著 (VOL=第1部: 日記篇 ; 下) 和泉書院 00417544

356 911.33/S-M/2,3 下里知足の文事の研究 / [下里知足原著] ; 森川昭著 (VOL=第2部: 論文篇, 第3部: 年表篇) 和泉書院 00417672

357 913.36/N フルカラー見る・知る・読む源氏物語 / 中野幸一著 勉誠出版 00417884

358 913.432/H 研究叢書 479  『保元物語』系統・伝本考 / 原水民樹著 和泉書院 00417555

359 913.434/H/1 平家物語 : 謹訳 / 林望[訳]著 (VOL=1) 祥伝社 00417646



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

360 913.434/H/2 平家物語 : 謹訳 / 林望[訳]著 (VOL=2) 祥伝社 00417647

361 913.434/H/3 平家物語 : 謹訳 / 林望[訳]著 (VOL=3) 祥伝社 00417648

362 913.434/H/4 平家物語 : 謹訳 / 林望[訳]著 (VOL=4) 祥伝社 00417649

363 913.52/M 時代物浮世草子論 : 江島其磧とその周縁 / 宮本祐規子著 笠間書院 00417601

364 913.56/U 上田秋成研究事典 / 秋成研究会編 笠間書院 00417602

365 913.56/U-I 雨月物語精読 / [上田秋成著] ; 稲田篤信編著 勉誠出版 00417883

366 913.6/H 雪煙チェイス / 東野圭吾著 実業之日本社 00417510

367 913.6/M 草花たちの静かな誓い / 宮本輝著 集英社 00417836

368 913.6/O 蜜蜂と遠雷 / 恩田陸著 幻冬舎 00417549

369 913.6/O 本バスめぐりん。 / 大崎梢著 東京創元社 00417627

370 913.6/S よるのばけもの / 住野よる著 双葉社 00417835

371 913.6/S 花咲小路三丁目のナイト / 小路幸也著 ポプラ社 00417838

372 913.6/T 籠の鸚鵡 / 辻原登著 新潮社 00417766

373 913.6/Y ラスト・ワルツ / 柳広司著 KADOKAWA 00417831

374 913.6/Y 柳屋商店開店中 / 柳広司著 原書房 00417832

375 914.6/M 走ることについて語るときに僕の語ること / 村上春樹著 文藝春秋 00417631

376 914.6/S 幻冬舎新書 425  人間の煩悩 / 佐藤愛子著 幻冬舎 00417568

377 919.3/K 古代日本漢詩文と中国文学 / 胡志昂著 笠間書院 00417671



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

378 920.2/K 中国当代文学史 / 洪子誠著 ; 岩佐昌暲, 間ふさ子[共]編訳 ; 武継平[ほか]訳 東方書店 00417686

379 921.42/K/1 嘉靖本古詩紀 / 横山弘, 齋藤希史[共]編 (VOL=第1卷) 汲古書院 00417675

380 921.42/K/2 嘉靖本古詩紀 / 横山弘, 齋藤希史[共]編 (VOL=第2卷) 汲古書院 00417676

381 921.42/K/3 嘉靖本古詩紀 / 横山弘, 齋藤希史[共]編 (VOL=第3卷) 汲古書院 00417677

382 921.43/R/1 李太白全集校注 / [李太白著] ; 郁賢皓校注 1  李太白全集校注 / [李太白著] ; 郁賢皓校注 (VOL=1) 鳳凰出版社 00417678

383 921.43/R/2 李太白全集校注 / [李太白著] ; 郁賢皓校注 2  李太白全集校注 / [李太白著] ; 郁賢皓校注 (VOL=2) 鳳凰出版社 00417679

384 921.43/R/3 李太白全集校注 / [李太白著] ; 郁賢皓校注 3  李太白全集校注 / [李太白著] ; 郁賢皓校注 (VOL=3) 鳳凰出版社 00417680

385 921.43/R/4 李太白全集校注 / [李太白著] ; 郁賢皓校注 4  李太白全集校注 / [李太白著] ; 郁賢皓校注 (VOL=4) 鳳凰出版社 00417681

386 921.43/R/5 李太白全集校注 / [李太白著] ; 郁賢皓校注 5  李太白全集校注 / [李太白著] ; 郁賢皓校注 (VOL=5) 鳳凰出版社 00417682

387 921.43/R/6 李太白全集校注 / [李太白著] ; 郁賢皓校注 6  李太白全集校注 / [李太白著] ; 郁賢皓校注 (VOL=6) 鳳凰出版社 00417683

388 921.43/R/7 李太白全集校注 / [李太白著] ; 郁賢皓校注 7  李太白全集校注 / [李太白著] ; 郁賢皓校注 (VOL=7) 鳳凰出版社 00417684

389 921.43/R/8 李太白全集校注 / [李太白著] ; 郁賢皓校注 8  李太白全集校注 / [李太白著] ; 郁賢皓校注 (VOL=8) 鳳凰出版社 00417685

390 921.43/T/10 杜甫詩注 / [杜甫原著] ; 吉川幸次郎著 ; 興膳宏編 10  杜甫詩注 / [杜甫原著] ; 吉川幸次郎著 ; 興膳宏編 (VOL=第10冊) 岩波書店 00417768

391 930.2/DIC/379
Dictionary of literary biography 379  Turkish novelists since 1960 / ed. by Burcu Alkan and Çimen Günay-Erkol (VOL=2nd ser. :
hbk)

Thomson Gale 00417839

392
930.24/EAR-
O/347

Early English text society, original series 347  The Craft of lymmyng and the maner of steynyng : Middle English recipes for
painters, stainers, scribes, and illuminators / ed. by Mark Clarke (VOL=hbk)

Oxford U. P. 00417552

393 930.27/OKU ふくろうの本 = 図説シリーズ    図説英国ファンタジーの世界 / 奥田実紀著 河出書房新社 00417553

394 933/ALL/3 創元推理文庫 ［Mア12-4］  クリスマスの朝に / マージェリー・アリンガム著 ; 猪俣美江子訳 東京創元社 00417833

395 933/PIC/1 ハヤカワ文庫 ［NV1203］  私の中のあなた / ジョディ・ピコー著 ; 川副智子訳 (VOL=上) 早川書房 00417538



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

396 933/PIC/2 ハヤカワ文庫 ［NV1204］  私の中のあなた / ジョディ・ピコー著 ; 川副智子訳 (VOL=下) 早川書房 00417539

397 B019/Y 岩波新書 1627  読んじゃいなよ! : 明治学院大学国際学部高橋源一郎ゼミで岩波新書をよむ / 高橋源一郎編 岩波書店 00417556

398 B543.4/H 新潮文庫 /10101［い-36-7］  知ろうとすること。 / 早野龍五, 糸井重里[共]著 新潮社 00417548

399 B908/K/203 光文社古典新訳文庫    ピノッキオの冒険 / カルロ・コッローディ ; 大岡玲訳 光文社 00417512

400 B908/K/204 光文社古典新訳文庫    薔薇の奇跡 / ジュネ著 ; 宇野邦一訳 光文社 00417513

401 DV374.9/H/1 SSTの基礎・学校でのSST[映像資料] ジャパンライム(発売) 00417795

402 DV374.9/H/2 土屋氏の個人面談 : 実演と解説[映像資料] ジャパンライム(発売) 00417796

403 DV376.1/K 子どもの社会性を育てる : 保育現場に見る「保育・人間関係」[映像資料] アローウィン 00417810

404 DV378/G 学校教育現場でのSST[映像資料] 中島映像製作所製作 00417794

405 DV378/G/1 セルフエスティームを高めるためには[映像資料] 中島映像教材出版 00417790

406 DV378/G/2 奈良教育大学版SST[映像資料] 中島映像教材出版 00417791

407 DV378/H 発達障害の学生支援 ; 富山大学の取り組みに学ぶ[映像資料] 中島映像教材出版 00417789

408 DV493.7/S ステップ・バイ・ステップ方式のSST[映像資料] 中島映像教材出版 00417792

409 DV493.7/S 就労支援とSST[映像資料] 中島映像教材出版 00417793

410 DV498.54/S 世界が食べられなくなる日[映像資料] (VOL=著作権処理済) アップリンク (発売） 00417528

411 J911.147/K 光琳かるた / 貴重本刊行会編 (新版) (VOL=[本体]) 便利堂 00417754

412 SB115
最後までやりきる力 : 目標達成のコーチが教える、やる気がなくても楽にできる方法 / スティーヴ・レヴィンソン, クリス・クーパー
[著] ; 門脇弘典訳 ; 森田敏宏解説

クロスメディア・パブリッシ
ング

00417562


