
請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

1 002.7/K すごいメモ。 : 仕事のスピード・質が劇的に上がる / 小西利行著 かんき出版 00413800

2 010.3/K 図書館学基礎資料 / 今まど子編著 (第12版) 樹村房 00413919

3 010.59/N/2015
日本の図書館 : 統計と名簿 / 日本図書館協会図書館調査事業委員会編 2015  日本の図書館 : 統計と名簿 / 日本図書館協会
図書館調査事業委員会編

日本図書館協会 00413848

4 010.8/J/29 JLA図書館実践シリーズ 29  東松島市図書館3.11からの復興 : 東日本大震災と向き合う / 加藤孔敬著 日本図書館協会 00413780

5 012/T 東北における新たな図書館の動き : 震災から立ち上がる図書館 / 日本図書館協会編 日本図書館協会 00413868

6 015/O 図書館「超」活用術 : 最高の「知的空間」で、本物の思考力を身につける / 奥野宣之著 朝日新聞出版 00413970

7 023.22/I 中国出版文化史 : 書物世界と知の風景 / 井上進著 名古屋大学出版会 00413911

8 069/N 観光資源としての博物館 / 中村浩, 青木豊[共]編著 芙蓉書房出版 00413746

9 069/N 観光資源としての博物館 / 中村浩, 青木豊[共]編著 芙蓉書房出版 00413833

10 070.4/M 新聞の正しい読み方 : 情報のプロはこう読んでいる! / 松林薫著 NTT出版 00413817

11 071/A/1136 朝日新聞縮刷版 平成28年2月  朝日新聞縮刷版 朝日新聞社 00413751

12 141.5/I ブルーバックス = Blue backs 1953  自分では気づかない、ココロの盲点 : 本当の自分を知る練習問題80 / 池谷裕二著 (完全版) 講談社 00413723

13 141.5/S いつも余裕で結果を出す人の複線思考術 / 齋藤孝著 講談社 00413733

14 141/M 嘘の心理学 / 村井潤一郎編著 ナカニシヤ出版 00413918

15 145.1/M 無意識の整え方 : 人生が変わる! : 身体も心も運命もなぜかうまく動きだす30の習慣 / 前野隆司著 (3版) ワニ・プラス 00413718

16 146.8/N 対人援助職のためのリスニング : カウンセリングの基本となる聞き方 / 中島暢美著 ナカニシヤ出版 00413801

17 159.8/J 10代のための座右の銘 : 今を変える未来を変える / 大泉書店編集部編 大泉書店 00413731

18 159/G トリガー : 自分を変えるコーチングの極意 / マーシャル・ゴールドスミス, マーク・ライター[共]著 ; 斎藤聖美訳 日本経済新聞出版社 00413707



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

19 159/T 自己啓発の名著から学ぶ世界一カンタンな人生の変え方 : マンガですぐわかる / 高田晋一著 サンクチュアリ出版 00413969

20 183.94/I
安居次講 / 真宗大谷派宗務所教育部 2015年  ハリバドラの伝える瑜伽行中観派思想 / 一郷正道著 ; 真宗大谷派宗務所教育
部編

真宗大谷派宗務所出版
部

00413845

21 188.04/T 天台・真言諸宗論攷 : 大久保良峻教授還暦記念論集 / 大久保良峻教授還暦記念論集刊行会編 山喜房佛書林 00413849

22 188.71/H 安居本講 / 真宗大谷派宗務所教育部 2015年  金剛信の獲得 / 本多弘之著 ; 真宗大谷派宗務所教育部編
真宗大谷派宗務所出版
部

00413846

23 210.088/D-S/10 大日本古記録 / 東京大學史料編纂所編纂 1910  齋藤月岑日記 / [斎藤月岑著] ; 東京大學史料編纂所編纂 岩波書店 00413794

24 210.088/D-S/6 大日本古記録 / 東京大學史料編纂所編纂 1906  薩戒記 / [中山定親著] ; 東京大學史料編纂所編纂 岩波書店 00413793

25 210.42/G/ﾍﾞ 現代語訳吾妻鏡 / 五味文彦, 本郷和人編 別巻  鎌倉時代を探る / 五味文彦[ほか]編 吉川弘文館 00413749

26 210.5/K/7-10
近世歴史資料集成 / 稲生若水, 丹羽正伯[共]編 7(10)  塵劫記巻之一～四上・下(寛永四年) ; 塵劫記上・下(寛永十一年) ; 塵劫
記(寛永十一年) ; 塵劫記上・下(慶安五年) ; 新編塵劫記(寛文古版) ; 新板塵劫記(貞享三年) ; 萬寳塵劫記大全(正徳四年) ; 新
編塵劫記頭書集成(明和八年) ; 増補頭書新編塵劫記上・中・下 ; 新編塵劫記備考集成

科学書院 00413820

27 210.5/N 歴史文化ライブラリー 423  犬と鷹の江戸時代 : 「犬公方」綱吉と「鷹将軍」吉宗 / 根崎光男著 吉川弘文館 00413822

28 214.2/N
富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告 ［第68集］  中波後山遺跡 ; 宇波ウワノ遺跡 ; 総領野際遺跡発掘調査報告 / 富
山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所編

富山県文化振興財団埋
蔵文化財調査事務所

00413861

29 214.2/T
富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告 ［第69集］  徳万頼成遺跡発掘調査報告 / 富山県文化振興財団埋蔵文化財調
査事務所編

富山県文化振興財団埋
蔵文化財調査事務所

00413862

30 215.4/K/17 梶子遺跡 / 浜松市教育委員会編 17  梶子遺跡 / 浜松市教育委員会編 浜松市文化振興財団 00413897

31 215.6/G 三重県埋蔵文化財調査報告 369  神戸北遺跡発掘調査報告 : 多気郡大台町下三瀬所在 / 三重県埋蔵文化財センター編集 三重県教育委員会 00413880

32 215.6/H 三重県埋蔵文化財調査報告 365  堀町遺跡(第5次)発掘調査報告 : 松阪市朝田町 / 三重県埋蔵文化財センター編 三重県教育委員会 00413872

33 215.6/I/26 一般国道23号中勢道路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
三重県埋蔵文化財セン
ター

00413870

34 215.6/N
三重県埋蔵文化財調査報告 186-8  中野山遺跡(第2・3・6・7次)発掘調査報告 : 四日市市北山町所在 : 東海環状自動車道建設
事業に伴う / 三重県埋蔵文化財センター編

三重県教育委員会 00413875

35 215.6/N/3 三重県埋蔵文化財調査報告 366  野添大辻遺跡発掘調査報告 / 三重県埋蔵文化財センター編 三重県教育委員会 00413876

36 215.6/O
三重県埋蔵文化財調査報告 367  大久保遺跡(第2次)発掘調査報告 : 三重郡菰野町潤田所在 / 三重県埋蔵文化財センター編
集

三重県教育委員会 00413877



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

37 215.6/T 三重県埋蔵文化財調査報告 364  唐剣山遺跡発掘調査報告 / 三重県埋蔵文化財センター編 三重県教育委員会 00413878

38 215.6/Y 三重県埋蔵文化財調査報告 368  屋敷の下遺跡(西地区)第2次発掘調査報告 / 三重県埋蔵文化財センター編 三重県教育委員会 00413879

39 216.3/F/22 フォーラム堺学 22  フォーラム堺学 堺都市政策研究所 00413844

40 216.4/A
芦屋市文化財調査報告 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編 28  芦屋廃寺遺跡(W地点) ; 芦屋廃寺遺
跡(第29地点) ; 月若遺跡(第20地点) ; 月若遺跡(第28地点) ; 打出岸造り遺跡(第9地点) ; 久保遺跡(第15地点) / 芦屋市教育委
員会社会教育部文化財課文化財係編

芦屋市教育委員会 00413860

41 216.4/A
芦屋市文化財調査報告 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編 87  芦屋廃寺遺跡(第115地点)発掘調査
概要報告書 : 兵庫県芦屋市 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編

芦屋市教育委員会 00413882

42 216.4/A
芦屋市文化財調査報告 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編 77  旭塚古墳 : 城山古墳群発掘調査報告
書 : 第1・2次確認調査結果の概要と多角形終末期横穴式石室墳の保存調査 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化
財担当)編

芦屋市教育委員会 00413886

43 216.4/A
芦屋市文化財調査報告 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編 98  芦屋廃寺遺跡(第122地点)発掘調査
概要報告書

芦屋市教育委員会 00413891

44 216.4/H
芦屋市文化財調査報告 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編 86  兵庫県芦屋市月若遺跡発掘調査報
告書 : 第98・100地点 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課編

芦屋市教育委員会 00413881

45 216.4/O
芦屋市文化財調査報告 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編 92  奥山刻印群第112地点調査報告書 :
市立芦屋病院内毛利家石切丁場の牓示刻印石 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編

芦屋市教育委員会 00413888

46 216.4/T
芦屋市文化財調査報告 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編 89  寺田遺跡(第209地点) ; 若宮遺跡(第
50・51・52、57地点) / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編

芦屋市教育委員会 00413887

47 216.4/T
芦屋市文化財調査報告 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編 93  月若遺跡第96次出土小銅鐸調査・分
析報告書 : 兵庫県芦屋市 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課編

芦屋市教育委員会 00413889

48 216.4/T 芦屋市文化財調査報告 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編 94  寺田遺跡第213地点発掘調査報告書 芦屋市教育委員会 00413890

49 216.4/T
芦屋市文化財調査報告 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編 100  寺田遺跡第223地点発掘調査報告
書

芦屋市教育委員会 00413893

50 216.4/T 芦屋市文化財調査報告 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編 101  寺田遺跡(第55地点) 芦屋市教育委員会 00413894

51 216.4/Y
芦屋市文化財調査報告 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編 99  八十塚古墳群第145地点発掘調査報
告書 : 八十塚古墳群岩ヶ平支群第60・61号墳の調査

芦屋市教育委員会 00413892

52 216.4/Y 芦屋市文化財調査報告 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編 102  八十塚古墳群(第145地点) 芦屋市教育委員会 00413895

53 216.4/Y
芦屋市文化財調査報告 / 芦屋市教育委員会社会教育部生涯学習課(文化財担当)編 103  八十塚古墳群(第154地点) ; 寺田遺
跡(第227地点) ; 山芦屋遺跡(第S18地点)

芦屋市教育委員会 00413896



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

54 216.6/T/3 大日山35号墳・前山A13号墳・前山A58号墳発掘調査報告書 / 和歌山県立紀伊風土記の丘編 和歌山県教育委員会 00413869

55 217.3/A 旭山遺跡・中尾H遺跡(3区) / 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター編
国土交通省中国地方整
備局松江国道事務所 : 島
根県教育委員会

00413883

56 217.3/J 城ヶ谷遺跡(1区) ; 神谷遺跡 ; 涼見E遺跡 / 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター編
国土交通省松江国道事
務所 : 島根県教育委員会

00413884

57 217.3/M/24
埋蔵文化財調査センター年報 / 島根県教育委員会編  (24)  埋蔵文化財調査センター年報 : 島根県教育庁 / 島根県教育庁埋
蔵文化財調査センター編

島根県教育委員会 00413865

58 217.3/T/2 高浜I遺跡 / 島根県埋蔵文化財調査センター編 島根県教育委員会 00413885

59 218.1/F/1
徳島県埋蔵文化財センター調査報告書 / 徳島県埋蔵文化財センター編 第86集［第1分冊］  深瀬遺跡 : 那珂川河川改修事業
(深瀬堤防)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 / 徳島県埋蔵文化財センター編

徳島県教育委員会 00413866

60 218.1/F/2
徳島県埋蔵文化財センター調査報告書 / 徳島県埋蔵文化財センター編 第86集［第2分冊］  深瀬遺跡 : 那珂川河川改修事業
(深瀬堤防)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 / 徳島県埋蔵文化財センター編

徳島県教育委員会 00413867

61 218.2/K/2014
香川県埋蔵文化財センター年報 / 香川県埋蔵文化財センター編集 26年度  香川県埋蔵文化財センター年報 / 香川県埋蔵文
化財センター編集

香川県埋蔵文化財セン
ター

00413855

62 218.2/K/6-1
独立行政法人国立病院機構善通寺病院統合事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 / 香川県埋蔵文化財センター編 6［第一分
冊］  旧練兵場遺跡 / 香川県埋蔵文化財センター編

香川県教育委員会 00413852

63 218.2/K/6-2
独立行政法人国立病院機構善通寺病院統合事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 / 香川県埋蔵文化財センター編 6［第二分
冊］  旧練兵場遺跡 / 香川県埋蔵文化財センター編

香川県教育委員会 00413853

64 218.2/K/7
独立行政法人国立病院機構善通寺病院統合事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 / 香川県埋蔵文化財センター編 7  旧練兵
場遺跡 / 香川県埋蔵文化財センター編

香川県教育委員会 00413854

65 218.2/M/2014 埋蔵文化財試掘調査報告 / 香川県教育委員会編 28  埋蔵文化財試掘調査報告 / 香川県教育委員会編 香川県教育委員会 00413871

66 218.4/H/3 高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 146  東野土居遺跡
高知県文化財団埋蔵文
化財センター

00413857

67 218.4/N 高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 147  西浦遺跡
高知県文化財団埋蔵文
化財センター

00413858

68 218.4/O 高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 148  奥名遺跡
高知県文化財団埋蔵文
化財センター

00413859

69 280.8/M/153 ミネルヴァ日本評伝選 (153)  親鸞 : 主上臣下、法に背く / 末木文美士著 ミネルヴァ書房 00413785

70 281.08/S/19 シリーズ・中世関東武士の研究 第19巻  常陸真壁氏 / 清水亮編著 戎光祥出版 00413824

71 288.41/S/5 昭和天皇実録 5  昭和天皇実録 東京書籍 00413834



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

72 288.41/S/6 昭和天皇実録 6  昭和天皇実録 東京書籍 00413835

73 288.41/S/7 昭和天皇実録 7  昭和天皇実録 東京書籍 00413836

74 289.1/S 人と文化の探究 12  斎藤茂吉悩める精神病医の眼差し / 小泉博明著 ミネルヴァ書房 00413741

75 290.17/S ジェントリフィケーションと報復都市 : 新たなる都市のフロンティア / ニール・スミス著 ; 原口剛訳 ミネルヴァ書房 00413954

76 290.9/S 外国人が愛する美しすぎる日本 / ステファン・シャウエッカー著 大和書房 00413732

77 302.22/C アジア遊学 193  中国リベラリズムの政治空間 / 石井知章, 緒形康[共]編 勉誠出版 00413796

78 304/C
Series of monographs of contemporary social systems solutions 7  Contemporary works in economic sciences: legal informatics,
economics, OR and mathematics / ed. by Munenori Kitahara and Hiroaki Teramoto

Kyushu University Pr. 00413874

79 304/K はたらかないで、たらふく食べたい : 「生の負債」からの解放宣言 / 栗原康著 タバブックス 00413956

80 309.0236/K ルポ雇用なしで生きる : スペイン発「もうひとつの生き方」への挑戦 / 工藤律子著 岩波書店 00413960

81 311.7/B ブラック・デモクラシー : 民主主義の罠 / 藤井聡編 ; 適菜収[ほか]著 晶文社 00413959

82 312.1/K 社会をちょっと変えてみた : ふつうの人が政治を動かした七つの物語 / 駒崎弘樹, 秋山訓子[共]著 岩波書店 00413811

83 314.8/I/1 知れば知るほど面白い選挙 文渓堂 00413819

84 316.1/S/95
世界人権問題叢書 95  ブラジルのアジア・中東系移民と国民性の構築 : 「ブラジル人らしさ」をめぐる葛藤と模索 / ジェフリー・
レッサー著 ; 鈴木茂, 佐々木剛二[共]訳

明石書店 00413756

85 319.28/Y PHP新書 1031  中東複合危機から第三次世界大戦へ : イスラームの悲劇 / 山内昌之著 PHP研究所 00413803

86 320/H 大学生が知っておきたい生活のなかの法律 / 細川幸一著 慶應義塾大学出版会 00413805

87 320/I ブルーバックス = Blue backs 1958  理系のための法律入門 : デキる社会人に不可欠な知識と倫理 / 井野邊陽著 (第2版) 講談社 00413724

88 330.59/S/'15-2
世界経済の潮流 / 内閣府政策統括編集 2015-2  2015年下半期世界経済報告 : 中国経済の減速と世界経済 / 内閣府政策統
括官室(経済財政分析担当)編

財務省印刷局 00413784

89 331.6/M 筑摩選書 0130  これからのマルクス経済学入門 / 松尾匡, 橋本貴彦[共]著 筑摩書房 00413823



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

90 331/I 大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる / 井堀利宏著 KADOKAWA 00413964

91 333.8/S/2015
政府開発援助(ODA)国別データブック / 外務省経済協力局編 2015  政府開発援助(ODA)国別データブック / 外務省国際協力
局編

外務省経済協力局 00413837

92 335.1/T リサーチ・デザイン : 経営知識創造の基本技術 / 田村正紀著 白桃書房 00413900

93 335.1/T 経営事例の質的比較分析 : スモールデータで因果を探る / 田村正紀著 白桃書房 00413901

94 336.3/F 最高のリーダーは何もしない : 内向型人間が最強のチームをつくる! / 藤沢久美著 ダイヤモンド社 00413716

95 336.3/M しつもん仕事術 : どんな問題でも解決できるシンプルな思考法 / 松田充弘著 日経BP社 00413720

96 336.4/A プレゼンかけこみ寺 : 手元に1冊置いておきたい : 資料作成から話し方、トラブル対策まで即解決! / 天野暢子著
ナナ・コーポレート・コミュ
ニケーション

00413704

97 336.4/C わかりやすく説明する力と問題解決力が、1冊でビシッと身につく本 / 知的習慣探求舎著 PHP研究所 00413963

98 336.4/H 講談社+α文庫 ［G277-1］  電通マン36人に教わった36通りの「鬼」気くばり / ホイチョイ・プロダクションズ[著] 講談社 00413814

99 336.4/S コクヨの1分間プレゼンテーション / 下地寛也著 KADOKAWA 00413700

100 336.4/U 社会人ことば見習い手帳 / 浦野啓子, 松尾友子[共]著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

00413722

101 343.8/K/2014 会計検査のあらまし 2014  会計検査のあらまし / 会計検査院[編]
会計検査院事務総長官
房調査科

00413863

102 343.8/K/2016
会計検査院 : 国の財政監督機関として / 会計検査院事務総長官房総務課渉外広報室編 2016  会計検査院 / 会計検査院事務
総長官房総務課渉外広報室編

会計検査院事務総長官
房総務課渉外広報室

00413864

103 361.4/K 上手に「自分を守る」技術 / 片田珠美著 三笠書房 00413743

104 361.4/P プロカウンセラーの聞く技術・話す技術 / マルコ社編 マルコ社 00413710

105 361.6/S/18
シリーズ多言語・多文化協働実践研究 [18]［総集編］  多文化社会コーディネーターの専門職の知と専門性評価 : 認定制度の構
築に向けて / 杉澤経子編著

東京外国語大学多言語・
多文化教育研究センター

00413843

106 361/B 世界リスク社会論 : テロ、戦争、自然破壊 / ウルリッヒ・ベック著 ; 島村賢一訳 筑摩書房 00413958

107 364/O 18歳からの社会保障読本 : 不安のなかの幸せをさがして / 小塩隆士著 ミネルヴァ書房 00413736



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

108 366.29/M 13歳の進路 / 村上龍著 ; はまのゆか絵 幻冬舎 00413698

109 367.21/W Women pioneers : 女性先駆者たち
大阪府男女共同参画推
進財団

00413931

110 367.9/E 同性パートナーシップ証明、はじまりました。 : 渋谷区・世田谷区の成立物語と手続きの方法 / エスムラルダ, KIRA[共]著 ポット出版 00413737

111 368.6/K/10 近代犯罪資料叢書 10  犯罪篇 / 宮坂九郎編 ([復刻版]) 大空社 00413788

112 368.6/K/11 近代犯罪資料叢書 11  徳川・明治・大正・昭和著名裁判録 / 關之著 ([復刻版]) 大空社 00413789

113 368.6/K/12 近代犯罪資料叢書 12  本邦侠客の研究 / 尾形鶴吉著 ([復刻版]) 大空社 00413790

114 368.6/K/13 近代犯罪資料叢書 13  すり / 坂口鎭雄著 . 掏摸の犯罪史 / 湯川四郎著 ([復刻版]) 大空社 00413791

115 368.6/K/14 近代犯罪資料叢書 14  恐ろしき犯罪鑑定夜話 / 高田杏湖著 ([復刻版]) 大空社 00413792

116 368.6/K/8 近代犯罪資料叢書 8  暗殺篇 / 平野晨編 ([複刻版]) 大空社 00413786

117 368.6/K/9 近代犯罪資料叢書 9  犯罪篇 / 宮坂九郎編 ([復刻版]) 大空社 00413787

118 369.1/F/2014 福祉行政報告例 / 厚生労働省大臣官房統計情報部編 平成26年度  福祉行政報告例 / 厚生労働省大臣官房統計情報部編 厚生統計協会 00413687

119 369.26/E やさしく言いかえよう介護のことば / 遠藤織枝, 三枝令子[共]編著 三省堂 00413734

120 369.4/H 保育所・施設実習ハンドブック : 本当に知りたいことがわかる! / 小原敏郎[ほか]編著 ミネルヴァ書房 00413921

121 369/S/2016 社会福祉小六法 / ミネルヴァ書房編集部編 平成28年度  社会福祉小六法 / ミネルヴァ書房編集部編 ミネルヴァ書房 00413913

122 371.4/T 学習心理学の最先端 : 学びのしくみを科学する / 多鹿秀継編著 あいり出版 00413920

123 371.43/K 教室で生かすカウンセリング・アプローチ / 桑原知子著 日本評論社 00413802

124 375.1/C 中学校学習指導要領解説 / 文部科学省[編] (一部改訂版) 日本文教出版 00413924

125 375.1/S 小学校学習指導要領解説 / 文部科学省[編] (7版) 東洋館出版社 00413923



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

126 375.1/T アクティブ・ラーニング実践の手引き : 各教科等で取り組む「主体的・協働的な学び」 / 田中博之著 教育開発研究所 00413699

127 376.1/H/3 プリプリbooks    環境構成の工夫 / 平山許江著 世界文化社 00413946

128 376.1/H/4 プリプリbooks    乳児の知的教育 / 平山許江著 世界文化社 00413947

129 376.1/N 『ちいさいなかま』保育を深めるシリーズ    幼児期の発達と生活・あそび / 長瀬美子著 ちいさいなかま社 00413850

130 376.1/S 相談支援 / 「相談支援」編集委員会編 みらい 00413903

131 376.15/Y 幼小連携カリキュラムのデザインと評価 / 長瀬美子[ほか]編著 風間書房 00413899

132 377.15/A アクティブラーニングのデザイン : 東京大学の新しい教養教育 / 永田敬, 林一雅[共]編 東京大学出版会 00413686

133 377.9/S 就職力 : 就活は一日二〇〇ページの読書から始めなさい! / 齋藤孝著 毎日新聞社 00413702

134 377.9/T 就活の神さま : 自信のなかったボクを「納得内定」に導いた22の教え / 常見陽平著 WAVE出版 00413711

135 378.3/A やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ    よくわかる肢体不自由教育 / 安藤隆男, 藤田継道[共]編著 ミネルヴァ書房 00413922

136 378/H 有斐閣アルマ    はじめての特別支援教育 : 教職を目指す大学生のために / 柘植雅義[ほか]編 (改訂版) 有斐閣 00413914

137 379.8/N/17
奈良県同和問題関係史料 / 奈良県同和問題関係史料センター編 17  『日出新聞』奈良県関係記事 / 奈良県立同和問題関係
史料センター編

奈良県教育委員会 00413856

138 380.4/R/32
神奈川大学日本常民文化研究所論集 : 歴史と民俗 ＝ Institute for the study of Japanese folk culture. Kanagawa University /
神奈川大学日本常民文化研究所編 32  歴史と民俗 / 神奈川大学日本常民文化研究所編

平凡社 00413842

139 385.9/O 光文社新書 484  誰も教えてくれない男の礼儀作法 / 小笠原敬承斎著 光文社 00413973

140 388.14/M 北陸の民俗伝承 : 豊饒と笑いの時空 / 松本孝三著 三弥井書店 00413851

141 410.2/M 古代エジプトの数学問題集を解いてみる / 三浦伸夫著 NHK出版 00413719

142 410/S 世界の見方が変わる「数学」入門 / 桜井進著 河出書房新社 00413945

143 417/H 調査観察データの統計科学 : 因果推論・選択バイアス・データ融合 / 星野崇宏著 岩波書店 00413902



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

144 429.4/H 放射能から家族を守る : 安全・安心の知識 / 那須正夫[ほか]著 朝日新聞出版 00413832

145 433/Y 薬学分析化学 / 萩中淳[ほか]編集 廣川書店 00413909

146 463/E Essential細胞生物学 / Bruce Alberts[ほか]著 ; 青山聖子[ほか]訳 南江堂 00413907

147 467.2/S マンモスのつくりかた : 絶滅生物がクローンでよみがえる / ベス・シャピロ著 ; 宇丹貴代実訳 筑摩書房 00413715

148 491.37/I 脳はなにげに不公平 : パテカトルの万能薬 / 池谷裕二著 朝日新聞出版 00413742

149 491.5/S サイエンス・アイ新書 349  毒の科学 : 身近にある毒から人間がつくりだした化学物質まで / 斎藤勝裕著 ソフトバンククリエイティブ 00413725

150 491.6/O
Princess Takamatsu symposia 46  Onco-metabolomics : a new clue to understand carcinogenesis, cancer biology and to develop
novel diagnostics and therapeutics : extended abstracts for the 46th International Symposium of the Princess Takamatsu Cancer
Resear

University of Tokyo Press 00413873

151 491.8/F ちくまプリマー新書 247  笑う免疫学 : 自分と他者を区別するふしぎなしくみ / 藤田紘一郎著 筑摩書房 00413966

152 493.7/K こころに効く精神栄養学 / 功刀浩著 女子栄養大学出版部 00413738

153 493.7/P ポップスで精神医学 : 大衆音楽を"診る"ための18の断章 / 山登敬之[ほか]著 日本評論社 00413975

154 493.72/F 精神科医の仕事、カウンセラーの仕事 : どう違い、どう治すのか? / 藤本修, 関根友実[共]著 平凡社 00413812

155 493.76/H 発達障害に気づかない母親たち / 星野仁彦著
PHPエディターズ・グルー
プ

00413721

156 498.13/S 日本の医療 : 制度と政策 / 島崎謙治著 東京大学出版会 00413910

157 498.14/I/2014
医師・歯科医師・薬剤師調査 / 厚生省大臣官房統計調査部編 平成26年  医師・歯科医師・薬剤師調査 / 厚生省大臣官房統計
調査部編

厚生統計協会 00413688

158 498.39/I 疲れない脳をつくる生活習慣 : 働く人のためのマインドフルネス講座 / 石川善樹著 プレジデント社 00413965

159 498.4/I
ヒューマン・セキュリティの時代 : 化学物質・電磁波・放射性物質の見えざる体内汚染からどう身を守るか / 岩浅昌幸, 増茂正泰
[共]著

筑波出版会 00413745

160 498.4/K 環境衛生の科学 / 篠田純男[ほか]共著 (第2版) 三共出版 00413831

161 498.55/S 食品衛生学 : 「食の安全」の科学 / 那須正夫, 和田啓爾[共]編集 (改訂第2版) 南江堂 00413830



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

162 498.7/M 伸びる子どもの、からだのつくり方 : 「かけっこ一番」をめざす前に、知っておきたい60のこと / 森本貴義, 山本邦子[共]著 ポプラ社 00413744

163 498/S/2016 シンプル衛生公衆衛生学 / 鈴木庄亮, 久道茂編集 2016  シンプル衛生公衆衛生学 / 小山洋, 辻一郎[共]編集 (2016年度版) 南江堂 00413689

164 499.07/Y/2016
薬学生のための病院・薬局実務実習テキスト / 日本病院薬剤師会近畿ブロック, 日本薬剤師会大阪・近畿ブロック編集 2016  薬
学生のための病院・薬局実務実習テキスト / 日本病院薬剤師会近畿ブロック, 日本薬剤師会大阪・近畿ブロック[共]編集

じほう 00413908

165 499.079/Y/2017 薬学必修講座 2017  薬学と社会 : 「法規・制度」「地域薬局」及び「医薬品の開発と生産」 / 薬学教育センター編 評言社 00413905

166 499.091/Y/2016 薬事衛生六法 / 厚生省薬剤師会編 2016年版  薬事衛生六法 (2016年版) 薬事日報社 00413950

167 499.1/C/2016
治療薬ハンドブック : 薬剤選択と処方のポイント / 堀正二 [ほか] 編集 2016  治療薬ハンドブック : 薬剤選択と処方のポイント /
堀正二[ほか]編集

じほう 00413912

168 499.1/H/'16-1
適応・用法付薬効別薬価基準保険薬事典Ｐｌｕｓ＋ / 薬業研究会編 平成28年4月版  保険薬事典plus+ : 適応・用法付薬効別薬
価基準 / 薬業研究会編

じほう 00413690

169 499.1/J/2016 日本の医薬品構造式集 / 日本医薬情報センター編 2016  日本の医薬品構造式集 / 日本医薬情報センター編 日本医薬情報センター 00413839

170 499.1/J/2016 JAPIC医療用医薬品集 / 日本医薬情報センター編 2016  JAPIC医療用医薬品集 / 日本医薬情報センター編 (普及新版) 日本医薬情報センター 00413840

171 499.6/S 製剤学・物理薬剤学 / 栄田敏之[ほか]編集 (第2版) 廣川書店 00413949

172 543.4/P 曝された生 : チェルノブイリ後の生物学的市民 / アドリアナ・ペトリーナ著 ; 森本麻衣子, 若松文貴[共]訳 人文書院 00413961

173 599/K 1歳からみるみる頭がよくなる51の方法 : 感性豊かな脳を育む五感トレーニング / 久保田競, 久保田カヨ子[共]著 ダイヤモンド社 00413962

174 673.7/N 商店街の観光化プロセス / 中井郷之著 創成社 00413841

175 674.021/M 角川選書 568  戦争と広告 : 第二次大戦、日本の戦争広告を読み解く / 森正人著 角川書店 00413779

176 674/T 集英社新書 ［0819B］  ブームをつくる : 人がみずから動く仕組み / 殿村美樹著 集英社 00413974

177 675/B
なぜ、あの「音」を聞くと買いたくなるのか : サウンド・マーケティング戦略 / ジョエル・ベッカーマン, タイラー・グレイ[共]著 ; 福山良
広訳

東洋経済新報社 00413705

178 702/M ちくま文庫  ［[み31-3] ］  しぐさで読む美術史 / 宮下規久朗著 筑摩書房 00413729



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

179 709.2/C 知識ゼロからの国宝入門 幻冬舎 00413806

180 712.1/N/12-1 日本彫刻史基礎資料集成 鎌倉時代 / 水野敬三郎 [ほか] 編 12(1)  日本彫刻史基礎資料集成 / 水野敬三郎[ほか]編 中央公論美術出版 00413747

181 712.1/N/12-2 日本彫刻史基礎資料集成 鎌倉時代 / 水野敬三郎 [ほか] 編 12(2)  日本彫刻史基礎資料集成 / 水野敬三郎[ほか]編 中央公論美術出版 00413748

182 721.02/K 日本おとぼけ絵画史 / 金子信久著 講談社 00413808

183 721.4/I とんぼの本    若冲ワンダフルワールド / 辻惟雄[ほか]著 新潮社 00413815

184 721.4/K 歴史文化ライブラリー 422  洛中洛外図屏風 : つくられた「京都」を読み解く / 小島道裕著 吉川弘文館 00413821

185 721.8/I へんてこな春画 / 石上阿希著 青幻舎 00413709

186 728.1/K くずし字解読辞典 : 普及版 / 児玉幸多編 (新装21版) 東京堂出版 00413915

187 774.2/N 文春新書 1066  天才と名人 : 中村勘三郎と坂東三津五郎 / 長谷部浩著 文藝春秋 00413971

188 783.48/A 講談社+α新書 720-1A  ラグビー日本代表を変えた「心の鍛え方」 / 荒木香織[著] 講談社 00413804

189 783.5/I 錦織圭 : 限界を突破する瞬間(とき) / 石井大裕著 ; 松岡修造解説 ; 坂井利彰分析 KADOKAWA 00413847

190 787.5/M/1 研究叢書 472(上冊)  鷹書の研究 : 宮内庁書陵部蔵本を中心に / 三保忠夫著 和泉書院 00413752

191 787.5/M/2 研究叢書 472(下冊)  鷹書の研究 : 宮内庁書陵部蔵本を中心に / 三保忠夫著 和泉書院 00413753

192 803.3/M 明解言語学辞典 / 斎藤純男[ほか]編 三省堂 00413916

193 809.4/D ザ・プレゼンテーション : 人を動かすストーリーテリングの技法 / ナンシー・デュアルテ著 ; 中西真雄美訳 ダイヤモンド社 00413953

194 809.4/K
人前で話すのがラクになる!5つの魔法 : あがり症でもスピーチ下手でも大丈夫!朝礼・会議・面接・講演・結婚式まで / 金光サリィ
著

ダイヤモンド社 00413703

195 809/H 青春新書INTELLIGENCE PI-385  「ナニ様?」な日本語 / 樋口裕一著 青春出版社 00413813

196 810.4/K 金田一秀穂の心地よい日本語 / 金田一秀穂著 KADOKAWA 00413967



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

197 810.4/Y 新潮新書 660  日本語通 / 山口謡司著 新潮社 00413730

198 813.2/Z 全訳漢辞海 / 佐藤進, 濱口富士雄[共]編 (第3版) 三省堂 00413917

199 814/S 角川新書 ［K-56］  語彙力こそが教養である / 齋藤孝[著] (5版) 角川書店 00413735

200 830.7/S 同時通訳者の頭の中 : あなたの英語勉強法がガラリと変わる / 関谷英里子著 祥伝社 00413807

201 833.3/W Webster's new world college dictionary / editors of Webster's new world college dictionaries (5th ed.) Webster's New World 00413898

202 835.033 オックスフォード実例現代英語用法辞典 / マイケル・スワン著 ; 吉田正治訳 (第3版) 研究社 00413795

203 909.3/A しおちゃんとこしょうちゃん / ルース・エインズワースさく ; こうもとさちこやく・え 福音館書店 00413694

204 909.3/N 福音館の幼児絵本    まてまてタクシー / 西村敏雄さく 福音館書店 00413692

205 909.3/N しかけのないしかけえほん / のぶみさく 幻冬舎 00413697

206 909.3/N まく子 / 西加奈子著 福音館書店 00413713

207 909.3/O あーといってよ あー / 小野寺悦子ぶん ; 堀川理万子え 福音館書店 00413693

208 909.3/T ふしぎなともだち / たじまゆきひこ作 くもん出版 00413691

209 909.3/T 福音館の幼児絵本    しきぶとんさんかけぶとんさんまくらさん / 高野文子作・絵 福音館書店 00413809

210 909.3/U おれたち、ともだち!    よろしくともだち / 内田麟太郎作 ; 降矢なな絵 偕成社 00413695

211 909.3/U おれたち、ともだち!    いつだってともだち / 内田麟太郎作 ; 降矢なな絵 偕成社 00413696

212 909.3/U おれたち、ともだち!    ともだちおまじない / 内田麟太郎作 ; 降矢なな絵 偕成社 00413797

213 909.3/U おれたち、ともだち!    きになるともだち / 内田麟太郎作 ; 降矢なな絵 偕成社 00413798



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

214 909.3/U おれたち、ともだち!    ともだちごっこ / 内田麟太郎作 ; 降矢なな絵 偕成社 00413799

215 910.2/F 日本文学源流史 / 藤井貞和著 青土社 00413706

216 910.25/K/21 近世文学研究叢書 21  四世鶴屋南北研究 / 片龍雨著 若草書房 00413755

217 910.26/N 愛国的無関心 : 「見えない他者」と物語の暴力 / 内藤千珠子著 新曜社 00413955

218 910.268/E 近代文学研究叢刊 57  遠藤周作 : 「和解」の物語 / 川島秀一著 (増補改訂版) 和泉書院 00413754

219 910.4/K/2012 国文学年次別論文集 中古2 / 学術文献刊行会編 平成24(2012)年  国文学年次別論文集 / 学術文献刊行会編 朋文出版 00413684

220 910.4/K/2012 国文学年次別論文集 中古3 / 学術文献刊行会編 平成24(2012)年  国文学年次別論文集 / 学術文献刊行会編 朋文出版 00413952

221 913.36/K 女子大で『源氏物語』を読む : 古典を自由に読む方法 / 木村朗子著 青土社 00413708

222 913.6/K よこまち余話 / 木内昇著 中央公論新社 00413740

223 913.6/K 吼えよ江戸象 / 熊谷敬太郎著 NHK出版 00413816

224 913.6/K/3 小学館文庫 ［か38-3］  鴨川食堂いつもの / 柏井壽著 小学館 00413728

225 913.6/M あの家に暮らす四人の女 / 三浦しをん著 中央公論新社 00413701

226 913.6/N 講談社ノベルス ニJ-37   悲亡伝 / 西尾維新著 講談社 00413726

227 913.6/N 講談社ノベルス ニJ-34  悲業伝 / 西尾維新著 講談社 00413727

228 913.6/N 宝島社文庫 Cな-10-1  ぼくは明日、昨日のきみとデートする / 七月隆文著 宝島社 00413948

229 913.6/N 恩讐の鎮魂曲(レクイエム) / 中山七里著 講談社 00413976

230 913.6/O ポプラ文庫 ［ お7-8］  午前4時の共犯者 / 大沼紀子[著] ポプラ社 00413818

231 913.6/S 千年鬼 / 西条奈加著 徳間書店 00413712

232 913.6/S また、同じ夢を見ていた / 住野よる著 双葉社 00413717



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

233 913.6/S アンと青春 / 坂木司著 光文社 00413968

234 913.6/Y 幹事のアッコちゃん / 柚木麻子著 双葉社 00413714

235 914.6/K 世界の現実日本の選択 / 神長善次著 下野新聞社 00413810

236 914.6/U 角川新書 ［K-73］  偶然を生きる / 冲方丁[著] 角川書店 00413972

237 916/K ひとりではじめたアフリカボランティア : 渋谷ギャル店員 / 栗山さやか著 金の星社 00413739

238 918.6/F/13 ふれあい文芸 / ふれあい福祉協会編 [13]  ふれあい文芸 / 日本科学技術振興財団編 ふれあい福祉協会 00413838

239 930.24/EAR-O/346Early English text society, original series 346  A Mirror to devout people : speculum devotorum / ed. by Paul J. Patterson Oxford U. P. 00413825

240 932.08/SHA/38
The Arden Shakespeare, 3rd series / [by William Shakespeare] ; ed. by Richard Proudfoot...[et al.] [38]  Othello / [by William
Shakespeare] ; ed. by E.A.J. Honigmann (Rev. ed)

Thomas Nelson ＆ Sons 00413685

241 933/MCC Penguin modern classics    The Member of the wedding / [by] Carson McCullers ; with an introduction by Ali Smith ([Reprinted]) Penguin Bks. 00413904

242 933/SHA/1 アユアマルカ : 蘇る死者 / D.B.シャン著 ; 西本かおる訳 小学館 00413906

243 936/EBR テロリストの息子 / ザック・エブラヒム, ジェフ・ジャイルズ[共]著 ; 佐久間裕美子訳 朝日出版社 00413957

244 B141.3/I 岩波新書 1596  学びとは何か : 「探究人」になるために / 今井むつみ著 岩波書店 00413778

245 B183.94/Y 講談社学術文庫 2358  唯識の思想 / 横山紘一[著] 講談社 00413761

246 B188.86/F 中公新書 2365  禅の教室 : 坐禅でつかむ仏教の真髄 / 藤田一照, 伊藤比呂美[共]著 中央公論新社 00413762

247 B191.2/O 中公新書 2369  天使とは何か : キューピッド、キリスト、悪魔 / 岡田温司著 中央公論新社 00413766

248 B202.5/I 岩波新書 1595  古代東アジアの女帝 / 入江曜子著 岩波書店 00413777

249 B209.71/I 中公新書 2368  第一次世界大戦史 : 諷刺画とともに見る指導者たち / 飯倉章著 中央公論新社 00413765

250 B210.4/S/2 岩波新書 1580  鎌倉幕府と朝廷 / 近藤成一著 岩波書店 00413774



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

251 B222.048/M 講談社学術文庫 2351  シルクロードと唐帝国 / 森安孝夫[著] 講談社 00413757

252 B288.1/S 岩波新書 1598  世界の名前 / 岩波書店辞典編集部編 岩波書店 00413773

253 B288.6/N 講談社学術文庫 2357  神紋総覧 / 丹羽基二[著] 講談社 00413760

254 B312.38/S 岩波新書 1594  プーチンとG8の終焉 / 佐藤親賢著 岩波書店 00413776

255 B312.9/I 中公新書 2366  入門国境学 : 領土、主権、イデオロギー / 岩下明裕著 中央公論新社 00413763

256 B318.4/S 講談社現代新書 2361  地方議員の逆襲 / 佐々木信夫著 講談社 00413770

257 B331.253/I 岩波新書 1593  ガルブレイス : アメリカ資本主義との格闘 / 伊東光晴著 岩波書店 00413775

258 B367.6/F 講談社現代新書 2358  貧困世代 : 社会の監獄に閉じ込められた若者たち / 藤田孝典著 講談社 00413767

259 B383.8/S 中公新書 2367  食の人類史 : ユーラシアの狩猟・採集、農耕、遊牧 / 佐藤洋一郎著 中央公論新社 00413764

260 B404/M 講談社現代新書 2360  女子高生アイドルは、なぜ東大生に知力で勝てたのか? / 村松秀著 講談社 00413769

261 B491.7/N 講談社現代新書 2359  ウイルスは生きている / 中屋敷均著 講談社 00413768

262 B504/M 講談社学術文庫 2356  科学社会学の理論 / 松本三和夫[著] 講談社 00413759

263 B517/O 岩波新書 1597  水の未来 : グローバルリスクと日本 / 沖大幹著 岩波書店 00413772

264 B537.067/S 講談社現代新書 2362  トヨタの強さの秘密 : 日本人の知らない日本最大のグローバル企業 / 酒井崇男著 講談社 00413771

265 B908/K/188-1 光文社古典新訳文庫    二都物語 / ディケンズ著 ; 池央耿訳 光文社 00413781

266 B908/K/188-2 光文社古典新訳文庫    二都物語 / ディケンズ著 ; 池央耿訳 光文社 00413782

267 B908/K/189 光文社古典新訳文庫    失われた世界 / アーサー・コナン・ドイル著 ; 伏見威蕃訳 光文社 00413783

268 B911.33/F 講談社学術文庫 2355  芭蕉の言葉 : 『去来抄』「先師評」を読む / 復本一郎 [著] 講談社 00413758



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

269 CD831.1/E/1 英語発音の基礎演習 : Basic practice in English pronunciation[録音資料] SANSHUSHA 00413826

270 CD831.1/E/2 英語発音の基礎演習 : Basic practice in English pronunciation[録音資料] SANSHUSHA 00413827

271 CD831.1/E/3 英語発音の基礎演習 : Basic practice in English pronunciation[録音資料] SANSHUSHA 00413828

272 CD831.1/E/4 英語発音の基礎演習 : Basic practice in English pronunciation[録音資料] SANSHUSHA 00413829

273 CR071/M/2015
CD-毎日新聞 [機械可読データファイル] / 日外アソシエーツ編 2015  CD-毎日新聞[機械可読データファイル] / 日外アソシ
エーツ編 (CD-Answer版)

日外アソシエーツ 00413750

274 CR376.1/N/69 日本保育学会第69回大会発表要旨集[機械可読データファイル]
[日本保育学会第69回大
会実行委員会]

00413951

275 DV367.21/W/1 Women pioneers : 女性先駆者たち[映像資料] / HKW制作・著作 1  はじめに : 日本女性の地位[映像資料]
[大阪府男女共同参画推
進財団]

00413932

276 DV367.21/W/10 Women pioneers : 女性先駆者たち[映像資料] / HKW制作・著作 10  野上弥生子 : 小説と婦人運動家たち[映像資料]
[大阪府男女共同参画推
進財団]

00413941

277 DV367.21/W/2 Women pioneers : 女性先駆者たち[映像資料] / HKW制作・著作 2  高田ユリと消費者運動[映像資料]
[大阪府男女共同参画推
進財団]

00413933

278 DV367.21/W/3 Women pioneers : 女性先駆者たち[映像資料] / HKW制作・著作 3  市川房枝と婦人参政権のあゆみ[映像資料]
[大阪府男女共同参画推
進財団]

00413934

279 DV367.21/W/4 Women pioneers : 女性先駆者たち[映像資料] / HKW制作・著作 4  三淵嘉子 : 法曹界の扉を開く[映像資料]
[大阪府男女共同参画推
進財団]

00413935

280 DV367.21/W/5 Women pioneers : 女性先駆者たち[映像資料] / HKW制作・著作 5  加藤シヅエと家族計画[映像資料]
[大阪府男女共同参画推
進財団]

00413936

281 DV367.21/W/6 Women pioneers : 女性先駆者たち[映像資料] / HKW制作・著作 6  阿武喜美子 : 科学の世界に挑む[映像資料]
[大阪府男女共同参画推
進財団]

00413937

282 DV367.21/W/7 Women pioneers : 女性先駆者たち[映像資料] / HKW制作・著作 7  浅賀ふさと医療社会事業[映像資料]
[大阪府男女共同参画推
進財団]

00413938

283 DV367.21/W/8 Women pioneers : 女性先駆者たち[映像資料] / HKW制作・著作 8  江上フジと子ども、婦人番組[映像資料]
[大阪府男女共同参画推
進財団]

00413939

284 DV367.21/W/9 Women pioneers : 女性先駆者たち[映像資料] / HKW制作・著作 9  山高しげりと母子福祉[映像資料]
[大阪府男女共同参画推
進財団]

00413940

285 DV783.1/J/1 JBA公式テキスト[映像資料] 1  コーディネーション・トレーニング[映像資料] 日本バスケットボール協会 00413926

286 DV783.1/J/2 JBA公式テキスト[映像資料] 2  スキルトレーニング : ディフェンス[映像資料] 日本バスケットボール協会 00413927



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

287 DV783.1/J/3 JBA公式テキスト[映像資料] 3  スキルトレーニング : オフェンス[映像資料] 日本バスケットボール協会 00413928

288 DV783.1/J/4 JBA公式テキスト[映像資料] 4  スキルトレーニング&戦術 : ディフェンス[映像資料] 日本バスケットボール協会 00413929

289 DV783.1/J/5 JBA公式テキスト[映像資料] 5  スキルトレーニング&戦術 : オフェンス[映像資料] 日本バスケットボール協会 00413930

290 DV783.1/K コーディネーショントレーニング : mini basketball : in sport[映像資料] ラウンドフラット 00413925

291 DV783.47/O/1 判断力を伴うトレーニング : キャンプ初日[映像資料] ジャパンライム 00413942

292 DV783.47/O/2 ゲームを意識したトレーニング : キャンプ二日目[映像資料] ジャパンライム 00413943

293 DV783.47/O/3 ゴールを意識したトレーニング : キャンプ三日目[映像資料] ジャパンライム 00413944


