
請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

1 002.7/N 中学生からの頭がよくなる勉強法 / 永野裕之著 PHPエディターズ・グループ00414642

2 002.7/S 1冊の「ふせんノート」で人生は、はかどる / 坂下仁著 フォレスト出版 00415041

3 007.5/O 日経BPムック    思い出まるごとデジタル保存 : これ1冊で完璧! 日経ナショナルジオグラフィック社00415032

4 010.1/T
図書館の自由を求めて : 「図書館の自由に関する宣言」採択50周年座談会・60周年記念講演会記録集 / 日本図書館協会図書
館の自由委員会編

日本図書館協会 00414787

5 010.2/J 世界の不思議な図書館 / アレックス・ジョンソン著 ; 北川玲訳 創元社 00414710

6 010.253/M 戦地の図書館 : 海を越えた一億四千万冊 / モリー・グプティル・マニング著 ; 松尾恭子訳 東京創元社 00414891

7 010.8/J/7 JLA図書館実践シリーズ 7  インターネットで文献探索 / 伊藤民雄著 日本図書館協会 00414651

8 013.1/G 図書館員をめざす人へ / 後藤敏行著 勉誠出版 00415010

9 013/H デジタル環境と図書館の未来 : これからの図書館に求められるもの / 細野公男, 長塚隆共著 日外アソシエーツ 00414902

10 014.3/M 目録法キイノート / 宮沢厚雄著 樹村房 00414704

11 015.2/K パスファインダー作成法 : 主題アクセスツールの理念と応用 / 鹿島みづき著 樹村房 00414700

12 015/Y 知って得する図書館の楽しみかた / 吉井潤著 勉誠出版 00414750

13 019.5/S 生きてごらん、大丈夫 : 子どもと本と、出会いをつむぐ / 佐々波幸子著 かもがわ出版 00414920

14 019/K きみに贈る本 / 中村文則[ほか]著 中央公論新社 00415011

15 020.8/N/105-1 日本書誌学大系 105  類聚名家書簡首扁 / 後藤憲二編 青裳堂書店 00414880

16 023.1/T オビから読むブックガイド / 竹内勝巳著 勉誠出版 00414745



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

17 041/K/53 京都女子大学研究叢刊 53  明治年間刺繍参考画集 : 髙島屋史料館所蔵 / 廣田孝著 京都女子大学 00414839

18 059.22/C/2016 中国年鑑 / 中国研究所編 2016  中国年鑑 / 中国研究所編 創土社 00414650

19 069/M もっと博物館が好きっ! : みんなと歩む学芸員 / 四国ミュージアム研究会編 教育出版センター 00414960

20 071/A/1139 朝日新聞縮刷版 平成28年5月  朝日新聞縮刷版 朝日新聞社 00414982

21 080/I/951 岩波ブックレット No.951  「愛国心」に気をつけろ! / 鈴木邦男著 岩波書店 00414665

22 080/I/952 岩波ブックレット No.952  分断社会・日本 : なぜ私たちは引き裂かれるのか / 井手英策, 松沢裕作[共]編 岩波書店 00414666

23 080/I/953 岩波ブックレット No.953  「主権者教育」を問う / 新藤宗幸著 岩波書店 00414667

24 081/S/50 尊経閣善本影印集成 / 前田育徳会尊経閣文庫編 50  春除目抄 ; 京官除目次第他 / 前田育徳会尊経閣文庫編 八木書店 00414589

25 081/S/56 尊経閣善本影印集成 / 前田育徳会尊経閣文庫編 56  小右記 / [藤原実資著] ; 前田育徳会尊経閣文庫編 八木書店 00414978

26 083/S/55-5 西洋古典叢書 [55](5)  悲劇全集 / エウリピデス[著] ; 丹下和彦訳 京都大学学術出版会 00414652

27 116/G Ideas that matter : a personal guide for the 21st century / by A.C.Grayling Orion Bks. 00414533

28 121.04/S 日本人は何を考えてきたのか : 日本の思想1300年を読みなおす / 齋藤孝著 祥伝社 00414619

29 126.64/A 思った以上の人生は、すぐそこで待っている / ヨグマタ相川圭子著 大和書房 00414790

30 126.64/A ヒマラヤ聖者の太陽になる言葉 / ヨグマタ相川圭子著 河出書房新社 00414791

31 145.7/K ポプラ新書 085  自己愛モンスター : 「認められたい」という病 / 片田珠美著 ポプラ社 00414557

32 145.9/K/2 幸せになる勇気 / 岸見一郎, 古賀史健[共]著 ダイヤモンド社 00414939

33 146.3/Y
よくわかる認知行動カウンセリングの実際 : 面接の進め方とさまざまな感情への応用 / ピーター・トローワー[ほか]著 ; 古村健, 古
村香里[共]訳

金子書房 00414581

34 146.8/S 赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア : 自分を愛する力を取り戻す〈心理教育〉の本 / 白川美也子著 アスク・ヒューマン・ケア 00414592



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

35 147/N 呪いが解けちゃう!すごい「お清め」プレミアム / 中井耀香著 KADOKAWA 00415035

36 159.8/M 星海社新書 13  君の歳にあの偉人は何を語ったか / 真山知幸著 星海社 00415007

37 159/F ひきずらない技術 : 心のモヤモヤがスッと消える / 深谷純子著 あさ出版 00414945

38 159/H 青春新書INTELLIGENCE PI-481  何を捨て何を残すかで人生は決まる / 本田直之著 青春出版社 00414561

39 159/K 人生は「捉え方」しだい : 同じ体験で楽しむ人、苦しむ人 / 加藤諦三著 毎日新聞出版 00414575

40 159/M 松平家のおかたづけ / 松平洋史子著 講談社 00414531

41 159/O 中経の文庫    尾木ママ流凹まない生き方 / 尾木直樹著 中経出版 00415044

42 159/S 自分を動かす名言 / 佐藤優著 青春出版社 00414563

43 159/S 社会人に必要な9つの力 / 齋藤孝著 ウェッジ 00414706

44 159/T サキドリ : じぶん時間ゼロ、ダメ主婦、ダメ社員だった私が人生を取り戻した小さな習慣 / 田内しょうこ著 草思社 00414579

45 162/S 花の神話伝説事典 / C.M.スキナー著 ; 垂水雄二, 福屋正修[共]訳 八坂書房 00414733

46 172/N 日本の神様と神社の謎99 / かみゆ歴史編集部著 イースト・プレス 00415043

47 188.73/M 親鸞聖人の正信偈に人生を聞く / 松井憲一著 白馬社 00414576

48 193/F 物語と挿絵で楽しむ聖書 / 古川順弘著 ; 宇野亞喜良画 ナツメ社 00414757

49 209/M じっぴコンパクト新書 283  滅亡から読み解く世界史 : 教科書が語らない「その後」が面白い! 実業之日本社 00414602

50 210.029/K 実力判定古文書解読力 / 小林正博編著 柏書房 00414766

51 210.029/S NHKブックス 1236  古文書はいかに歴史を描くのか : フィールドワークがつなぐ過去と未来 / 白水智著 日本放送出版協会 00414903

52 210.08/N/11 日記で読む日本史 / 倉本一宏監修 11  平安時代の国司の赴任 : 『時範記』をよむ / 森公章著 臨川書店 00414767



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

53 210.08/N/19 日記で読む日本史 / 倉本一宏監修 19  「日記」と「随筆」 : ジャンル概念の日本史 / 鈴木貞美著 臨川書店 00414768

54 210.088/S-G/3 史料纂集 [古記録編] 703(3)  護國寺日記 / 坂本正仁校訂 続群書類従完成会 00414653

55 210.1/D 大学でまなぶ日本の歴史 / 木村茂光[ほか]編 吉川弘文館 00414734

56 210.1/D/1 古代 / 佐藤信編 山川出版社 00414634

57 210.1/D/2 中世 / 五味文彦編 山川出版社 00414635

58 210.1/D/3 近世 / 杉森哲也編 山川出版社 00414912

59 210.1/D/4 近代 / 小風秀雅編 山川出版社 00414636

60 210.1/E じっぴコンパクト新書 292  英語対訳で読む日本史人物事件文化 : 歴史と英語が一気に学べる / Andrew McAllister英文執筆 実業之日本社 00414941

61 210.1/M/176 ものと人間の文化史 176  欅 (けやき) / 有岡利幸著 法政大学出版局 00414569

62 210.3/K 歴史新書    消えた古代豪族と「その後」 : 敗者の日本史 / 歴史REAL編集部編 洋泉社 00414751

63 210.3/M 徐福と日本神話の神々 / 前田豊著 彩流社 00414599

64 210.34/M 日本史研究叢刊 29  有間皇子の研究 : 斉明四年戊午十一月の謀反 / 三間重敏著 和泉書院 00414730

65 210.36/N 仁明朝史の研究 : 承和転換期とその周辺 / 古代學協會編 思文閣出版 00414771

66 210.4/C/33 中世武士選書 33  足利義稙 : 戦国に生きた不屈の大将軍 / 山田康弘著 戎光祥出版 00414657

67 210.46/T 講談社選書メチエ  626  「怪異」の政治社会学 : 室町人の思考をさぐる / 高谷知佳著 講談社 00414957

68 210.47/R/1 論集戦国大名と国衆 1  武蔵大石氏 / 黒田基樹編 岩田書院 00414848

69 210.47/R/10 論集戦国大名と国衆 10  阿波三好氏 / 天野忠幸編 岩田書院 00414856

70 210.47/R/11 論集戦国大名と国衆 11  備前宇喜多氏 / 大西泰正編 岩田書院 00414857



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

71 210.47/R/12 論集戦国大名と国衆 12  岩付太田氏 / 黒田基樹編 岩田書院 00414858

72 210.47/R/13 論集戦国大名と国衆 13  信濃真田氏 / 丸島和洋編 岩田書院 00414859

73 210.47/R/14 論集戦国大名と国衆 14  真田氏一門と家臣 / 丸島和洋編 岩田書院 00414860

74 210.47/R/15 論集戦国大名と国衆 15  武蔵上田氏 / 黒田基樹編 岩田書院 00414861

75 210.47/R/16 論集戦国大名と国衆 16  美濃斎藤氏 / 木下聡編 岩田書院 00414862

76 210.47/R/17 論集戦国大名と国衆 17  安芸毛利氏 / 村井良介編 岩田書院 00414863

77 210.47/R/18 論集戦国大名と国衆 18  伊予河野氏 / 山内治朋編 岩田書院 00414864

78 210.47/R/19 論集戦国大名と国衆 19  北条氏房 / 黒田基樹編 岩田書院 00414865

79 210.47/R/2 論集戦国大名と国衆 2  北条氏邦と武蔵藤田氏 / 黒田基樹, 浅倉直美[共]編 岩田書院 00414849

80 210.47/R/3 論集戦国大名と国衆 3  北条氏邦と猪俣邦憲 / 浅倉直美編 岩田書院 00414930

81 210.47/R/4 論集戦国大名と国衆 4  武蔵三田氏 / 黒田基樹編 岩田書院 00414850

82 210.47/R/5 論集戦国大名と国衆 5  甲斐小山田氏 / 丸島和洋編 岩田書院 00414851

83 210.47/R/6 論集戦国大名と国衆 6  尾張織田氏 / 柴裕之編 岩田書院 00414852

84 210.47/R/7 論集戦国大名と国衆 7  武蔵成田氏 / 黒田基樹編 岩田書院 00414853

85 210.47/R/8 論集戦国大名と国衆 8  遠江天野氏・奥山氏 / 鈴木将典編 岩田書院 00414854

86 210.47/R/9 論集戦国大名と国衆 9  玉縄北条氏 / 浅倉直美編 岩田書院 00414855

87 210.5/K 江戸時代の通訳官 : 阿蘭陀通詞の語学と実務 / 片桐一男著 吉川弘文館 00414910

88 210.5/K/8-1 近世歴史資料集成 / 稲生若水, 丹羽正伯[共]編 8(1)  貞享觧 / [西村遠里編纂] ; 近世歴史資料研究会編 科学書院 00414668



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

89 210.5/Y 朝日新書 557  大江戸御家相続 : 家を続けることはなぜ難しいか / 山本博文著 朝日新聞社 00414921

90 210.58/B 幕末明治 : 移行期の思想と文化 / 前田雅之[ほか]編集 勉誠出版 00414868

91 210.6/O/2 歴史文化ライブラリー 429  大元帥と皇族軍人 / 小田部雄次著 吉川弘文館 00414981

92 210.67/H/3 平凡社ライブラリー 842  日露戦争史 / 半藤一利著 平凡社 00414877

93 210.75/S シベリア抑留関係基本書誌 / 西来路秀彦編 日外アソシエーツ 00414709

94 213.1/K/37
鹿嶋市の文化財 / 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団編 156  鹿嶋市内遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書 / 鹿嶋市文化スポーツ
振興事業団編

鹿嶋市文化スポーツ振興事業団00414841

95 213.1/S/3 鹿嶋市の文化財 / 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団編 155  志崎古墳群 : 発掘調査報告書 / 鹿行文化研究所編 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団00414840

96 213.1/T/5
鹿嶋市の文化財 / 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団編 157  塚原館跡 : 平成27年度確認調査概報 / 鹿嶋市文化スポーツ振興
事業団編

鹿嶋市文化スポーツ振興事業団00414842

97 215.4/S/2014
静岡県磐田市市内遺跡確認調査報告書 : 国庫及び県費補助事業に伴う市内遺跡発掘調査等事業 / 磐田市埋蔵文化財セン
ター編 ( )  静岡県磐田市市内遺跡確認調査報告書 : 国庫及び県費補助事業に伴う市内遺跡発掘調査等事業 / 磐田市埋蔵文
化財センター編

磐田市教育委員会 00414815

98 215.4/T 特別史跡遠江国分寺跡 / 磐田市埋蔵文化財センター編 磐田市教育委員会 00414838

99 215.6/A 阿津里貝塚試掘調査報告 / 志摩市教育委員会編 志摩市教育委員会 00414817

100 215.6/O おじょか古墳(志島古墳群11号墳)発掘調査報告 / 志摩市教育委員会編 志摩市教育委員会 00414818

101 216.3/H 上方文庫別巻シリーズ 6  秀吉と大坂 : 城と城下町 / 大阪市立大学豊臣期大坂研究会編 和泉書院 00414503

102 216.3/O KAWADE夢文庫 ［[K1038]］  大阪を古地図で歩く本 / ロム・インターナショナル編 河出書房新社 00414513

103 216.3/S
狭山藩北条氏 : 戦国大名小田原北条五代の末裔 : 狭山池築造一四〇〇年・狭山藩誕生四〇〇年記念特別展 / 大阪狭山市教
育委員会編

大阪狭山市教育委員会 00414806

104 216.3/S/2013 今城塚の大円筒埴輪展 / 高槻市立今城塚古代歴史館編 [高槻市立今城塚古代歴史館]00414819

105 216.3/S/2014 大王の儀礼の場 : 今城塚古墳にみる家・門・塀の埴輪 / 高槻市立今城塚古代歴史館編 [高槻市立今城塚古代歴史館]00414820



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

106 216.3/S/2015 大王墓にみる動物埴輪 / 高槻市立今城塚古代歴史館編 [高槻市立今城塚古代歴史館]00414821

107 216.5/A 飛鳥史跡事典 / 木下正史編 吉川弘文館 00414711

108 216.6/W/2014
和歌山県埋蔵文化財調査年報 / 和歌山県教育委員会編 平成26年度  和歌山県埋蔵文化財調査年報 / 和歌山県教育委員会
編

和歌山県教育委員会 00414822

109 216/K/3 近畿の城郭 : 図解 / 城郭談話会編 戎光祥出版 00414847

110 217.2/A/2015
青谷上寺地遺跡発掘調査研究年報 / 鳥取県埋蔵文化財センター編    青谷上寺地遺跡発掘調査研究年報 / 鳥取県埋蔵文化
財センター編

鳥取県埋蔵文化財センター00414816

111 217.2/M/2015
妻木晩田遺跡発掘調査研究年報 / 鳥取県教育委員会文化課妻木晩田・青谷上寺地遺跡整備室現地事務所編    妻木晩田遺
跡発掘調査研究年報 / 鳥取県立むきばんだ史跡公園編

鳥取県教育委員会 00414795

112 217.3/I/12 石見銀山歴史文献調査報告書 12  島津屋口番所関連史料 / 島根県教育委員会(文化財課)編 島根県教育委員会 00414798

113 217.3/M 南八幡宮鉄塔附経筒等調査報告書 島根県教育委員会(文化財課世界遺産室)00414797

114 217.3/S/6 世界遺産石見銀山遺跡の調査研究  / 島根県教育委員会, 大田市教育委員会[共]編 島根県教育委員会 : 島根県教育庁文化財課世界遺産室00414799

115 217.6/H/2014
広島県内遺跡発掘調査(詳細分布調査)報告書 / 広島県教育委員会事務局生涯学習部文化課編集 平成26年度  広島県内遺
跡発掘調査(詳細分布調査)報告書 / 広島県教育委員会事務局生涯学習部文化課編集

広島県教育委員会 00414796

116 218.1/T/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88集［第1分冊］  徳島城下町跡徳島町1丁目地点 :
徳島地家簡裁庁舎敷地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集

徳島県教育委員会 00414813

117 218.1/T/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88集［第2分冊］  徳島城下町跡徳島町1丁目地点 :
徳島地家簡裁庁舎敷地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集

徳島県教育委員会 00414814

118 219.1/D/8 大宰府政庁周辺官衙跡 : 政庁前面広場地区 /8  大宰府政庁周辺官衙跡 九州歴史資料館 00414825

119 219.1/D/9 大宰府史跡発掘調査報告書 九州歴史資料館 00414824

120 219.1/F/3 福岡県文化財調査報告書 / 福岡県教育委員会 [編] 254  福岡県の中近世城館跡 福岡県教育委員会 00414836

121 219.1/J
北九州市文化財調査報告書 / 北九州市教育委員会編 146  城野方形周溝墓(付.猫塚古墳) : 城野方形周溝墓石棺石材取り上
げに伴う埋蔵文化財調査報告

北九州市教育委員会 00414805

122 219.1/M
北九州市文化財調査報告書 / 北九州市教育委員会編 145  宮ノ下遺跡 : 自宅併用慈光寺門徒会館全面改修工事(八幡東区宮
の町)に伴う埋蔵文化財調査報告

北九州市教育委員会 00414804

123 219.1/N 北九州市文化財調査報告書 / 北九州市教育委員会編 144  中条遺跡 : 個人住宅建築に伴う埋蔵文化財調査報告 北九州市教育委員会 00414803



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

124 219.1/N
東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 九州歴史資料館 [編] 25  西ノ原遺跡第3・4次 ; 大西遺跡第4次 : 福岡県豊前市所
在遺跡の調査

九州歴史資料館 00414827

125 219.1/S 北九州市文化財調査報告書 / 北九州市教育委員会編 142  重留遺跡 北九州市教育委員会 00414801

126 219.1/S
北九州市文化財調査報告書 / 北九州市教育委員会編 143  志井雀木遺跡第4地点 ; 若園餅田遺跡 : 個人住宅建築に伴う埋蔵
文化財調査報告

北九州市教育委員会 00414802

127 219.1/S 四王寺山の1350年 : 大野城から祈りの山へ / 九州歴史資料館編集 九州歴史資料館 00414823

128 219.1/T
東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 九州歴史資料館 [編] 24  時末遺跡第1・2次 ; 永久笠田遺跡第2次 : 福岡県豊前
市永久所在遺跡の調査

九州歴史資料館 00414826

129 219.1/T
東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 九州歴史資料館 [編] 27  塔田琵琶田遺跡第6次 : 福岡県豊前市久路土所在遺跡
の調査

九州歴史資料館 00414830

130 219.1/T/1
東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 九州歴史資料館 [編] 26(本文編)  塔田琵琶田遺跡第4次 : 福岡県豊前市久路土
所在遺跡の調査

九州歴史資料館 00414828

131 219.1/T/1
福岡県文化財調査報告書 / 福岡県教育委員会 [編] 252上  塔田琵琶田遺跡第3・5次 ; 塔田五反田遺跡 ; 塔田キカス遺跡第2
次 : 福岡県豊前市塔田・久路土所在遺跡の調査

福岡県教育委員会 00414833

132 219.1/T/2
東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 九州歴史資料館 [編] 26(図版編)  塔田琵琶田遺跡第4次 : 福岡県豊前市久路土
所在遺跡の調査

九州歴史資料館 00414829

133 219.1/T/2
福岡県文化財調査報告書 / 福岡県教育委員会 [編] 252下  塔田琵琶田遺跡第3・5次 ; 塔田五反田遺跡 ; 塔田キカス遺跡第2
次 : 福岡県豊前市塔田・久路土所在遺跡の調査

福岡県教育委員会 00414834

134 219.1/W
福岡県文化財調査報告書 / 福岡県教育委員会 [編] 251  和井田遺跡 ; 成恒山ノ内遺跡 ; 八ツ並下ノ原遺跡 : 福岡県築上郡吉
富町・上毛町所在遺跡の調査 : 一般県道吉冨港線・山内吉冨線関係埋蔵文化財調査報告

福岡県教育委員会 00414832

135 219.1/Y
東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 九州歴史資料館 [編] 28  四ッ塚山遺跡 ; 鏡迫古墳群 ; 上唐原榎町遺跡3・4次調
査 : 福岡県築上郡上毛町所在遺跡の調査

九州歴史資料館 00414831

136 219.1/Y
福岡県文化財調査報告書 / 福岡県教育委員会 [編] 253  湯柱遺跡 : 都市計画道路志免・宇美線街路事業関係文化財調査報
告

福岡県教育委員会 00414835

137 219.2/K 小城市文化財調査報告書 第32集  光勝寺1区 : 松尾第1地区急傾斜地崩壊対策事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書 小城市教育委員会 00414809

138 219.2/O
小城市文化財調査報告書 第31集  織島東分遺跡 ; 天神遺跡 ; 廿地遺跡 ; 寺浦遺跡 ; 散三本遺跡 : 幹線水路佐賀西部高域線
工事に伴う文化財発掘調査記録

小城市教育委員会 00414808

139 219.2/O
小城市文化財調査報告書 第34集  小城陣屋町遺跡1区 : 小城市まちなか市民交流プラザ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書

小城市教育委員会 00414811

140 219.2/O/6 小城市文化財調査報告書 第33集  小城市内遺跡 小城市教育委員会 00414810

141 219.2/Y 小城市文化財調査報告書 第30集  八ッ戸遺跡8区 : 医療法人ひらまつ病院建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 小城市教育委員会 00414807



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

142 219.6/T/18
特別史跡西都原古墳群 : 発掘調査・保存整備概要報告書 / 宮崎県教育庁文化課編 18  特別史跡西都原古墳群 : 発掘調査・
保存整備概要報告書

宮崎県教育委員会 00414812

143 219.9/G ぼくが遺骨を掘る人「ガマフヤー」になったわけ。 : サトウキビの島は戦場だった / 具志堅隆松著 合同出版 00414727

144 222.043/W 祥伝社新書 457  三国志運命の十二大決戦 / 渡邉義浩[著] 祥伝社 00414620

145 280.3/J/45 人物書誌大系  45  全小説・随筆 / 小埜裕二編 日外アソシエーツ 00414888

146 280.4/B 独裁者の子どもたち : スターリン、毛沢東からムバーラクまで / ジャン=クリストフ・ブリザール, クロード・ケテル[共]著 ; 清水珠代訳 原書房 00414718

147 280.4/T 追悼文大全 / 共同通信文化部編 三省堂 00414911

148 280.8/N/3 日本史リブレット人 003  蘇我大臣家 : 倭王権を支えた雄族 / 佐藤長門著 山川出版社 00414580

149 281.04/K 明治・青春の夢 / 桑原三二[著] 桑原三二 00414789

150 281.04/N 少女たちの明治維新 : ふたつの文化を生きた30年 / ジャニス・P・ニムラ著 ; 志村昌子, 藪本多恵子[共]訳 原書房 00414719

151 281.08/S/21 シリーズ・中世関東武士の研究 第21巻  北条氏綱 / 黒田基樹編著 戎光祥出版 00414690

152 288.2/K 歴史新書    お殿様は「今」 : 子孫だからこそ話せる知られざる歴史とドラマ / 加藤明著 洋泉社 00415036

153 288.3/S 新人物文庫 ［ま-7-1］  真田一族と家臣団のすべて / 丸島和洋編 新人物往来社 00414573

154 289.1/N 世界一清潔な空港の清掃人 / 新津春子著 朝日新聞出版 00415001

155 289.1/S 武士の娘 : 新訳 / 杉本鉞子著 ; 小坂恵理訳 PHPエディターズ・グループ00414641

156 289.3/F アンネ・フランク : その15年の生涯 / 黒川万千代著 合同出版 00414729

157 290.9/N 医者のたまご、世界を転がる。 / 中島侑子著 ポプラ社 00415016

158 290.9/S 海外で困る前に読む本 / さかいもとみ著 キョーハンブックス 00415012



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

159 290.9/Y 大人の旅じたく : 心地よく、自分らしく旅をする / 柳沢小実著 マイナビ出版 00414935

160 291.02/H いますぐ行きたくなる物語のある絶景 / 細田高広著 文響社 00415042

161 291.6/K じっぴコンパクト新書 289  近鉄沿線の不思議と謎 実業之日本社 00415015

162 291.6/N じっぴコンパクト新書 287  南海沿線の不思議と謎 実業之日本社 00414558

163 291.65/M 上方文庫別巻シリーズ 5  『大和名所図会』のおもしろさ / 森田恭二編著 和泉書院 00414502

164 302.33/K 社研叢書 / 中京大学社会科学研究所編 38  コモンウェルスにおけるレガシーの光と影 / 中京大学社会科学研究所編 成文堂 00414843

165 302.4/O ぼくらのアフリカに戦争がなくならないのはなぜ? / 小川真吾著 合同出版 00414723

166 304/S 戦争への終止符 : 未来のための日本の記憶 / グレン・D.フック, 桜井智恵子[共]編 法律文化社 00414496

167 304/S 戦争への終止符 : 未来のための日本の記憶 / グレン・D.フック, 桜井智恵子[共]編 法律文化社 00414782

168 309.1/U 歴史文化ライブラリー 426  自由主義は戦争を止められるのか : 芦田均・清沢洌・石橋湛山 / 上田美和著 吉川弘文館 00414509

169 314.8/K 18歳選挙権ガイドブック / 川上和久著 講談社 00414908

170 314.8/T お笑い総選挙 / 藤堂勁著 飛鳥新社 00415019

171 316.1/S/96 世界人権問題叢書 96  平和のために捧げた生涯ベルタ・フォン・ズットナー伝 / ブリギッテ・ハーマン著 ; 糸井川修[ほか]訳 明石書店 00414875

172 317.7/I 元警察署長が教えるお巡りさんの上手な使い方 / 石橋吾朗著 双葉社 00414601

173 317.7/I 講談社文庫    恥さらし : 北海道警悪徳刑事の告白 / 稲葉圭昭著 講談社 00414974

174 319/S 世界はなぜ争うのか : 国家・宗教・民族と倫理をめぐって / 福田康夫ほか著 ; ジェレミー・ローゼン編 ; 渥美桂子訳 朝倉書店 00414783

175 320.98/M 幻冬舎新書 414［ま-9-1］  裁判官・非常識な判決48選 / 間川清著 幻冬舎 00414914

176 321/S サイバー社会への法的アクセス : Q&Aで学ぶ理論と実際 / 松本博編 法律文化社 00414881



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

177 322.22/O 酷刑 : 血と戦慄の中国刑罰史 / 王永寛著 ; 尾鷲卓彦訳 徳間書店 00414578

178 323.14/M グラフィック憲法入門 / 毛利透著 (補訂版) 新世社 00414501

179 323.14/O 筑摩選書 0133  憲法9条とわれらが日本 : 未来世代へ手渡す / 大澤真幸編著 筑摩書房 00414896

180 323/M From18 : 〈18歳から〉シリーズ    18歳からはじめる憲法 / 水島朝穂著 (第2版) 法律文化社 00414647

181 329.3/K 妹は3歳、村にお医者さんがいてくれたなら。 : わたしたちが900万人の人びとに医療を届けるわけ / 国境なき医師団日本編著 合同出版 00414722

182 330.4/T 愛と経済のバトルロイヤル : 経済×文学から格差社会を語る / 橘木俊詔, 佐伯順子[共]著 青土社 00414905

183 330.4/Y YARUJAN BOOKS 03  社会人1年目からのとりあえず日経新聞が読める本 / 山本博幸 [著] ディスカヴァー・トゥエンティワン00414753

184 334.31/N ポプラ新書 091  超少子化 : 異次元の処方箋 / NHKスペシャル「私たちのこれから」取材班著 ポプラ社 00414585

185 336.3/K 超チーム力 : 会社が変わるシリコンバレー式組織の科学 / リッチ・カールガード, マイケル・S・マローン[共]著 : 濱野大道訳 ハーパーコリンズ・ジャパン00415013

186 336.4/N ポプラ新書 093  ビジネスは話し方が9割 / 野村絵里奈著 ポプラ社 00415020

187 336.4/T 図解頭のいい説明「すぐできる」コツ : 今日、結果が出る! / 鶴野充茂著 三笠書房 00414780

188 336.5/N 学校じゃ教えてくれないまとめる技術 : プレゼンや商談の資料作成・レポート作りで! / 永山嘉昭著 大和書房 00414707

189 336.5/S 仕事ができる人の文具術 : 速くて正確、効率がぐんぐんアップ! / プレジデント編集部著 プレジデント社 00414713

190 336.9/T 會計奸詐 : 監査を知らない会計士に捧ぐ / 塚本弥生著 書肆アルス 00414792

191 336/S YARUJAN BOOKS 04  社会人1年目からの「これ調べといて」に困らない情報収集術  / 坂口孝則[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン00414962

192 338.1/V And the weak suffer what they must?: Europe's crisis and America's economic future / [by] Yanis Varoufakis Nation Bks. 00414504

193 358.1/N/'16-'17 日本国勢図会 : 日本がわかるデータブック / 矢野恒太記念会編集 2016/17年版  日本国勢図会 / 矢野恒太記念会編 (第74版) 国勢社→矢野恒太記念会 00414570

194 361.4/A 集団コミュニケーション : 自分を活かす15のレッスン / 浅井亜紀子執筆 実教出版 00414572



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

195 361.4/I 朝日新書 531  京都ぎらい / 井上章一著 朝日新聞社 00414514

196 361.4/M 知恵の森文庫 ［tむ1-8］  悪の殺し文句 : 一流ヤクザ、スゴ腕営業マンの「人を動かす」決めゼリフ / 向谷匡史著 光文社 00415046

197 361.4/T あなたは、なぜ、つながれないのか : ラポールと身体知 / 高石宏輔著 春秋社 00414518

198 361.48/T 明治大学人文科学研究所叢書    環境リスク社会の到来と環境運動 : 環境的公正に向けた回復構造 / 寺田良一著 学文社(その他の出版社あり：象山社, 東京堂出版, 笠間書院）00414887

199 361.8/K ここまで進んだ!格差と貧困 / 稲葉剛[ほか]著 新日本出版社 00414691

200 361.8/T 揺らぐサラリーマン生活 : 仕事と家庭のはざまで / 多賀太編著 ミネルヴァ書房 00414659

201 361/K 構築主義とは何か / 上野千鶴子編 勁草書房 00414660

202 364/T 貧困大国ニッポンの課題 : 格差、社会保障、教育 / 橘木俊詔著 人文書院 00414521

203 365.3/H 包摂都市を構想する : 東アジアにおける実践 / 全泓奎編 法律文化社 00414892

204 365.3/N なぜ母親は娘を手にかけたのか : 居住貧困と銚子市母子心中事件 / 井上英夫[ほか]編 旬報社 00414942

205 366.04/H YARUJAN BOOKS 01  社会人1年目からの仕事の基本 / 濱田秀彦[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン00414752

206 366/K 君たちはどう働くか / 今野晴貴著 皓星社 00415008

207 367.2/F 育児のジェンダー・ポリティクス / 舩橋惠子著 勁草書房 00414682

208 367.3/K 家族という名のクスリ / 金美齢著 PHP研究所 00414621

209 367.3/S 「家庭団欒」の教育学 : 多様化する家族の関係性と家庭維持スキルの応用 / 鈴木昌世編著 福村出版 00414964

210 367.3/S/2 幻冬舎新書 416［し-10-2］  家族という病 / 下重暁子著 幻冬舎 00415002

211 367.3/W わたしのかぞく : なにが起こるかな? / LLブック(やさしく読める本)制作グループ編 樹村房 00414699

212 367.6/H 「少子さとり化」ニッポンの新戦略 / 原田曜平著 潮出版社 00414622



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

213 367.6/H 新潮新書 664  パリピ経済 : パーティーピープルが市場を動かす / 原田曜平著 新潮社 00414907

214 367.6/O
子どもが主役で未来をつくる紛争、貧困、環境破壊をなくすために世界の子どもたちが語る20のヒント / 小野寺愛, 高橋真樹[共]
編著 ; ピースボート編

合同出版 00414728

215 367.6/T 特集レジリエンス再考 日本子ども虐待防止学会 00414534

216 367.6/W わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。 : 未来をうばわれる2億人の女の子たち / 久保田恭代[ほか]著 合同出版 00414721

217 367.7/I 万引き老人 : 「貧困」と「孤独」が支配する絶望老後 / 伊東ゆう著 双葉社 00415026

218 367.7/W SB新書 342  カツオが磯野家を片づける日 : 後悔しない「親の家」片づけ入門 / 渡部亜矢著 SBクリエイティブ 00414760

219 367.9/H 王さまと王さま / リンダ・ハーン, スターン・ナイランド[共]絵と文 ; アンドレア・ゲルマー, 眞野豊[共]訳 ポット出版 00414698

220 367.9/L LGBTサポートブック : 学校・病院で必ず役立つ / はたちさこ[ほか]編著 保育社 00414703

221 367.9/T たたかうLGBT&アート : 同性パートナーシップからヘイトスピーチまで,人権と表現を考えるために / 山田創平, 樋口貞幸[共]編 法律文化社 00414524

222 367/O 幻冬舎新書 412［お-24-1］  男という名の絶望 : 病としての夫・父・息子 / 奥田祥子著 幻冬舎 00414564

223 368.6/H ストーカー : 被害に悩むあなたにできること : リスクと法的対処 / 長谷川京子, 山脇絵里子[共]著 日本加除出版 00414701

224 368.6/T ストーカー加害者 : 私から、逃げてください / 田淵俊彦, NNNドキュメント取材班[共]著 河出書房新社 00414735

225 368.9/T 読む麻薬(クスリ) : 「現代の悪魔」の歴史と恐ろしさがわかる本 / 柘植久慶著 PHP研究所 00414943

226 368/K 世界中から人身売買がなくならないのはなぜ? : 子どもからおとなまで売り買いされているという真実 / 小島優, 原由利子[共]著 合同出版 00414724

227 369.26/F ニルスの国の認知症ケア : 医療から暮らしに転換したスウェーデン / 藤原瑠美著 ドメス出版 00414696

228 369.27/S 障がい者が学び続けるということ : 生涯学習を権利として / 田中良三[ほか]編著 新日本出版社 00414915

229 369.27/T ハーネスをはずして : 北海道盲導犬協会の老犬ホームのこと / 辻惠子著 あすなろ書房 00414940

230 369.28/Z/2014
全国知的障害児・者施設実態調査報告書 / 日本知的障害者福祉協会 [編] 平成26年度  全国知的障害児者施設・事業実態調
査報告書 / 日本知的障害者福祉協会[編]

日本知的障害者福祉協会 00414499



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

231 369.31/J 16歳の語り部 / 雁部那由多[ほか]語り部 ; 佐藤敏郎案内役 ポプラ社 00414618

232 369.37/S サハリンから来た崔アンナ : 在サハリンコリアンを理解するために / 在日コリアン教材作成チーム (改訂版) 在日コリアン教材作成チーム00414794

233 369.4/B 他人のふたご : 「輸出」ベイビーたちの奇跡の物語 / アナイス・ボルディエ, サマンサ・ファターマン[共]著 ; 羽田詩津子訳 太田出版 00414538

234 369.4/H 名前のない母子をみつめて : 日本のこうのとりのゆりかごドイツの赤ちゃんポスト / 蓮田太二, 柏木恭典[共]著 北大路書房 00415005

235 369.4/K Minerva社会学叢書 52  日本の子育て共同参画社会 : 少子社会と児童虐待 / 金子勇著 ミネルヴァ書房 00414516

236 369.4/K 子どもの権利条約ハンドブック : 子どもの力を伸ばす / 木附千晶, 福田雅章[共]文 自由国民社 00414523

237 369.4/K ぼくは12歳、路上で暮らしはじめたわけ。 : 私には何ができますか?その悲しみがなくなる日を夢見て / 国境なき子どもたち編著 合同出版 00414725

238 369.4/N 地域子育て支援拠点における : ファミリーソーシャルワークの学びと省察 / 新川泰弘著 相川書房 00414525

239 369.4/T 「特集」性虐待と性被害 : 当事者の語り / 家族機能研究所編 ヘルスワーク協会 00414507

240 369.4/T
里親家庭・ステップファミリー・施設で暮らす子どもの回復・自立へのアプローチ : 中途養育の支援の基本と子どもの理解 / 津崎
哲郎著

明石書店 00414511

241 369.4/W 家庭支援の理論と方法 : 保育・子育て・障害児支援・虐待予防を中心に / 渡辺顕一郎, 金山美和子[共]著 金子書房 00414529

242 369.42/W 事故と事件が多発するブラック保育園のリアル / 脇貴志著 幻冬舎メディアコンサルティング00414687

243 369/H 福祉の仕事でプロになる! : さらなる飛躍に向けた24のポイント / 久田則夫著 中央法規出版 00414556

244 371.5/O 「山びこ学校」のゆくえ : 戦後日本の教育思想を見直す / 奥平康照著 学術出版会 00414539

245 372.1/N/65 日本の教育 / 日本教職員組合編 第65集  日本の教育 / 日本教職員組合編 一ッ橋書房 00414664

246 374.12/C ちょんせいこのホワイトボード・ミーティング / ちょんせいこ著 小学館 00414694

247 374.12/K 「気になる子」「苦しんでいる子」の育て方 : 一人ひとりの凸凹に寄り添う / 金大竜著 小学館 00414623



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

248 374.3/I 先生に向いていないかもしれないと思った時に読む本 / 石原加受子著 小学館 00415018

249 374.3/N 教師に必要な3つのこと / 野口芳宏著 学陽書房 00414959

250 374.3/S 教職論 : 子どもと教育を愛する教師をめざす / 佐島群巳, 小池俊夫[共]編著 (新訂版) 学文社 00414546

251 375.18/A 教師のためのスポーツコーチング入門 : 部活動指導が必ずうまくいく! / 東根明人著 明治図書出版 00414555

252 375.2/H/1 教育相談の理論と方法 / 原田眞理編著 玉川大学出版部 00414540

253 375.2/H/2 教育相談の理論と方法 / 原田眞理編著 玉川大学出版部 00414541

254 375.313/H 中学3年分を一気に学べる社会科の教科書 / 浜田経雄著 宝島社 00414924

255 375.422/N 探究的・協同的な学びをつくる : 生活科・総合的学習の理論と実践 / 中野真志, 加藤智[共]編著 (改訂版) 三恵社 00414489

256 376.1/B Science in the early years : building firm foundations from birth to five / [by] Pat Brunton and Linda Thornton SAGE 00414506

257 376.1/H/5 保育学講座 / 日本保育学会編 5  保育を支えるネットワーク : 支援と連携 / 日本保育学会編 東京大学出版会 00414656

258 376.1/S 保育のグランドデザインを描く : これからの保育の創造にむけて / 汐見稔幸, 久保健太[共]編著 ミネルヴァ書房 00414583

259 376.1/T Talking and doing science in the early years : a practical guide for ages 2-7 / [by] Sue Dale Tunnicliffe Routledge 00414505

260 376.11/T ピアジェ理論からみた幼児の発達 / 滝沢武久著 (改訂版) 幼年教育出版 00414890

261 376.11/Y/2 幼児教育におけるカリキュラム・デザインの理論と方法 / 長瀬美子[ほか]編著 風間書房 00414517

262 376.154/S Science in early childhood / ed. by Coral Campbell ... [et al.] (2nd ed.) Cambridge U. P. 00414532

263 377.04/D 社研叢書 / 中京大学社会科学研究所編 39  大学と地域社会の連携 / 中京大学社会科学研究所編 成文堂 00414844

264 377.1/S 世界大学ランキングと知の序列化 : 大学評価と国際競争を問う / 石川真由美編 京都大学学術出版会 00414693

265 377.21/K 工学部ヒラノ教授と4人の秘書たち / 今野浩著 技術評論社 00414976



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

266 377.9/B ブラックバイト対処マニュアル 早稲田大学出版部 00414909

267 377.9/M 歴史文化ライブラリー 428  近代日本の就職難物語 : 「高等遊民」になるけれど / 町田祐一著 吉川弘文館 00414980

268 378.1/Z/2015 全国盲学校弁論大会全国大会弁論集 第84回  全国盲学校弁論大会全国大会弁論集 [出版者不明] 00414837

269 378/I
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「本当の理解」とは : 医学, 心理, 教育, 当事
者, それぞれの視点 / 市川宏伸編著 ; 市川宏伸[ほか著]

金子書房 00414638

270 378/K
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    これからの発達障害のアセスメント : 支援の一歩となるた
めに / 黒田美保編著 ; 黒田美保[ほか]著

金子書房 00414639

271 378/T
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    ユニバーサルデザインの視点を活かした指導と学級づくり
/ 柘植雅義編著 ; 柘植雅義[ほか著]

金子書房 00414637

272 380.1/Y 柳田國男と考古学 : なぜ柳田は考古資料を収集したのか / 設楽博己[ほか]編著 新泉社 00414944

273 382.1/N 日本人が実は知らないニッポンの「謎」学 永岡書店 00414603

274 383.1/S 世界の愛らしい子ども民族衣装 エクスナレッジ 00414758

275 383.5/T 日本髪大全 : 古代から現代まで髪型の歴史と結い方がわかる / 田中圭子著 誠文堂新光社 00415017

276 383.5/Y 歴史文化ライブラリー 427  化粧の日本史 : 美意識の移りかわり / 山村博美著 吉川弘文館 00414510

277 384.3/S イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑 / 澤宮優文 ; 平野恵理子イラスト 原書房 00414916

278 384.7/S 幻冬舎新書 ［し-11-1］  エロティック日本史 : 古代から昭和まで、ふしだらな35話 / 下川耿史著 幻冬舎 00414658

279 385.6/O 平安王朝の葬送 : 死・入棺・埋骨 / 朧谷寿著 思文閣出版 00414913

280 387/C 河出文庫 ［ち5-1］  知れば恐ろしい日本人の風習 : 「夜に口笛を吹いてはならない」の本当の理由とは / 千葉公慈著 河出書房新社 00415014

281 387/Y オニ考 : コトバでたどる民間信仰 / 山口建治著 辺境社 00414919

282 388.1/M 妖怪 : 異界からのことづて! / 倉本昭原案 ; 村中李衣文 ; 日本大学芸術学部デザイン学科絵 玉川大学出版部 00414966

283 388.1/N 講談社選書メチエ 621  金太郎の母を探ねて : 母子をめぐる日本のカタリ / 西川照子著 講談社 00414931



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

284 388.1/Y 妖怪・憑依・擬人化の文化史 / 伊藤慎吾編 笠間書院 00414547

285 399.2/K こども孫子の兵法 : 強くしなやかなこころを育てる! 日本図書センター 00414732

286 401/G The Age of genius : the seventeenth century and the birth of the modern mind / [by] A.C.Grayling Bloomsbury 00414655

287 402.1/E 江戸の科学大図鑑 河出書房新社 00414731

288 402/W 科学の発見 / スティーヴン・ワインバーグ著 ; 赤根洋子訳 文藝春秋 00414900

289 407/Y 〈即戦力になる〉実験ノート入門 : 効果的なレポート・論文の書き方 / 吉村忠与志著 技術評論社 00414954

290 410.4/H おいしい数学 : 証明の味はパイの味 / ジム・ヘンリー[著] ; 水原文訳 岩波書店 00414886

291 410/B 文系女子大学生の数学演習 : 就職対策と基礎教養のために / 東洋英和女学院大学学習サポートセンター編 誠文堂新光社 00414764

292 417.1/K ブルーバックス = Blue backs 1967  世の中の真実がわかる「確率」入門 : 偶然を味方につける数学的思考力 / 小林道正著 講談社 00414584

293 417/N フリーソフトjs‐STARでかんたん統計データ分析 / 中野博幸, 田中敏[共]著 技術評論社 00414490

294 417/T R&STARデータ分析入門 / 田中敏, 中野博幸[共]著 新曜社 00414560

295 420/A バイオリンからワインまで / L. G. Aslamazov, A. A. Varlamov[共著] ; 村田惠三訳 丸善出版 00414769

296 437.08/O/89 Organic reactions / Andrew S. Kende, editor-in-chief vol.89  Organic reactions / Scott E. Denmark, editor-in-chief Wiley 00414979

297 440.2/C 宇宙探査の歴史&宇宙の起源にせまる21のアクティビティ / Mary Kay Carson著 ; 鈴木将, 鈴木理[共]訳 丸善出版 00414684

298 440/S 世界で一番美しい深宇宙図鑑 : 太陽系から宇宙の果てまで / ホヴァート・スヒリング著 ; 武井摩利訳 創元社 00414983

299 440/U 宇宙の謎と不思議大事典 : 最新画像でここまでわかった! 洋泉社 00414550

300 444/T ウェッジ選書 56  まるわかり太陽系ガイドブック / 寺門和夫著 ウェッジ 00414736



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

301 450/S 新潮選書    宇宙からいかにヒトは生まれたか : 偶然と必然の138億年史 / 更科功著 新潮社 00414968

302 451.2/W
天気と海の関係についてわかっていることいないこと : ようこそ、そらの研究室へ / 筆保弘徳編 ; 和田章義編著 ; 杉本周作著ほ
か著

ベレ出版 00415025

303 451.7/N 蜃気楼のすべて! / 日本蜃気楼協議会著 草思社 00415000

304 453.821/N 日本の火山 : 国内30の火山活動を検証する / 山と溪谷社編 山と溪谷社 00414543

305 462.12/S 生態学が語る東日本大震災 : 自然界に何が起きたのか / 日本生態学会東北地区会編 文一総合出版 00414922

306 469/W ヒトはなぜ争うのか : 進化と遺伝子から考える / 若原正己著 新日本出版社 00414692

307 470.4/K 季節を知らせる花 : 日本人なら知っておきたい樹木と野草248 / 金田初代文 ; 金田洋一郎写真 講談社 00414542

308 481.7/K/10 「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学 [10]  先生、イソギンチャクが腹痛を起こしています! / 小林朋道著 築地書館 00414689

309 486.5/N 岩波ジュニア新書 833  クマゼミから温暖化を考える / 沼田英治著 岩波書店 00414989

310 489.9/S こざるのシャーロット / さえぐさひろこぶん ; 高崎山自然動物園しゃしん 新日本出版社 00414705

311 490.7/A 雑誌編集長が欲しがる!! 医学論文の書き方 : どう研究して、どう書くのか? / 浅井隆著 イムジック出版 00414680

312 490.7/K
時間がなくても、お金がなくても、英語が苦手でも、論文を書く技法 : 臨床医による臨床医のための3step論文作成術 / 木下晃吉
著

中外医学社 00414669

313 490.7/Y 必ずアクセプトされる医学英語論文 : 完全攻略50の鉄則 / 康永秀生著 金原出版 00414670

314 491.37/A ブルーバックス = Blue backs 1968  脳・心・人工知能 : 数理で脳を解き明かす / 甘利俊一著 講談社 00414688

315 491.37/G/1 ふしぎな目 / クライブ・ギフォード著 ; 石黒千秋訳 ゆまに書房 00414947

316 491.37/G/2 だまされる脳 / クライブ・ギフォード著 ; 日向やよい訳 ゆまに書房 00414948



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

317 491.5/U SB新書 339  その「1錠」が脳をダメにする : 薬剤師が教える薬の害がわかる本 / 宇多川久美子著 SBクリエイティブ 00414759

318 491.6/B 最新臨床検査学講座    病理学／病理検査学 / 松原修[ほか]著 医歯薬出版 00414927

319 491.6/I 最新臨床検査学講座    遺伝子・染色体検査学 / 池内達郎[ほか]著 医歯薬出版 00414929

320 492.1/K 最新臨床検査学講座    血液検査学 / 奈良信雄[ほか]著 医歯薬出版 00414928

321 492.1/R 最新臨床検査学講座    臨床化学検査学 / 浦山修[ほか]編集 医歯薬出版 00414926

322 492.3/U PHP新書 1036  睡眠薬中毒 : 効かなくなってもやめられない / 内海聡著 PHP研究所 00414629

323 493.09/M 「病は気から」を科学する / ジョー・マーチャント著 ; 服部由美訳 講談社 00414673

324 493.7/A
病気じゃないからほっといて : そんな人に治療を受け入れてもらうための新技法LEAP / ザビア・アマダー著 ;  八重樫穂高, 藤井
康男[共]訳

星和書店 00414591

325 493.7/H 「不安症」に気づいて治すノート / 原井宏明著 すばる舎 00414936

326 493.7/N 敏感すぎる自分を好きになれる本 / 長沼睦雄著 青春出版社 00414562

327 493.7/O 夫婦という病 : 夫を愛せない妻たち / 岡田尊司著 河出書房新社 00414536

328 493.73/O 「大人のADHD」のための段取り力 講談社 00414577

329 493.75/N 認知症・行方不明者1万人の衝撃 : 失われた人生・家族の苦悩 / NHK「認知症・行方不明者1万人」取材班著 幻冬舎 00415003

330 493.76/F 双極性障害の対人関係社会リズム療法 : 臨床家とクライアントのための実践ガイド / エレン・フランク著 ; 大賀健太郎[ほか]訳 星和書店 00414590



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

331 493.76/O ブルーバックス = Blue backs 1964  脳からみた自閉症 : 「障害」と「個性」のあいだ / 大隅典子著 講談社 00414977

332 493.76/Y ベスト新書 496  隠れアスペルガーという才能 / 吉濱ツトム著 ベストセラーズ 00414535

333 493.9/N ネルソン小児科学 : 原著第19版 / Robert M. Kliegman[ほか]原著編集 ; 五十嵐隆[ほか]編集 エルゼビア・ジャパン 00414683

334 493.98/O 子どもの食と栄養 / 岡﨑光子編著 (改訂) 光生館 00414897

335 498.3/K 「流せる人」は人生もうまくいく / 小林弘幸著 光文社 00414491

336 498.3/K 自律神経が整う時間コントロール術 / 小林弘幸著 小学館 00414492

337 498.3/K カラダを壊す水 : 活かす水 : ボケない!老けない!いきいき腸寿!水選びの新常識 英和出版社 00414740

338 498.3/M 今すぐ「それ」をやめなさい : Dr.モリタのやめるだけで健康になる50のヒント / 森田豊著 すばる舎 00414672

339 498.3/M B.B.mook 1300  睡眠大事典 : 究極の休養睡眠を科学する! / 守田優子著 ベースボール・マガジン社 00415030

340 498.5/S 食材の栄養素を最大限に引き出す便利帖 永岡書店 00414932

341 498.54/K 魚と放射能汚染 / 片山知史著 芽ばえ社 00414702

342 498.55/E 栄養学の基本 : オールカラー マイナビ出版 00414551

343 498.55/E 栄養の教科書 : いちばん詳しくて、わかりやすい! : すぐに暮らしに役立つ (改訂新版) 新星出版社 00414898

344 498.55/J 実践で学ぶ女子栄養大学のバランスのよい食事法 : 四群点数法による献立づくりの基本 / 川端輝江編 (第3版) 女子栄養大学出版部 00414952

345 498.55/S 栄養教育・指導実習 / 関口紀子編著 ; 色川木綿子[ほか]共著 建帛社 00414528

346 498.58/E 栄養学と食事療法大事典 : 栄養ケアプロセスを目指して / L・キャスリーン・マハン[ほか]執筆・編集 ガイアブックス 00414712

347 498.58/I ちょっと具合のよくないときのごはん : 病院に行くほどじゃないけど、からだの不調を感じるときに / 岩﨑啓子, 石川みずえ[共]著 日東書院本社 00414549



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

348 498.58/I やせる!コンビニ飯 : 賢く買うだけダイエット24時間365日いつでも始められる / 石川みずえ, 浅野まみこ[共]著 誠文堂新光社 00414595

349 498.6/A ぼくは8歳、エイズで死んでいくぼくの話を聞いて。 : 南アフリカの570万のHIV感染者と140万のエイズ孤児たち / 青木美由紀著 合同出版 00414726

350 498.6/H ハンセン病絶対隔離政策と日本社会 : 無らい県運動の研究 / 無らい県運動研究会編 六花出版 00414895

351 498.6/R/1 選ばれた島 / [青木恵哉著] ([復刻版]) 近現代資料刊行会 00414697

352 499.07/Y 薬剤師のための医学論文活用ガイド : エビデンスを探して読んで行動するために必要なこと / 「薬剤師のジャーナルクラブ」編集 中外医学社 00414754

353 499.1/I/'16-'17 医者からもらった薬がわかる本 / 木村繁著 2016  医者からもらった薬がわかる本 / 医薬制度研究会著 (第30版) 法研 [改訂版は社会保険法規研究会]00414498

354 499.1/Y 悪魔が教える願いが叶う毒と薬 / 薬理凶室著 三才ブックス 00414747

355 499.103/K/2017 くすりの事典 : 病院からもらったくすり・漢方薬がよくわかる 2017  くすりの事典 : 病院からもらったくすりがよくわかる 成美堂出版 00414675

356 499.121/N/1
日本薬局方 : 条文と注釈 / 日本薬局方解説書編集委員会編 2016(1)  日本薬局方 : 条文と注釈 : 第十七改正 / 日本薬局方解
説書編集委員会編 (第17改正)

廣川書店 00414772

357 499.121/N/2
日本薬局方 : 条文と注釈 / 日本薬局方解説書編集委員会編 2016(2)  日本薬局方 : 条文と注釈 : 第十七改正 / 日本薬局方解
説書編集委員会編 (第17改正)

廣川書店 00414773

358 499.121/N/3
日本薬局方 : 条文と注釈 / 日本薬局方解説書編集委員会編 2016(3)  日本薬局方 : 条文と注釈 : 第十七改正 / 日本薬局方解
説書編集委員会編 (第17改正)

廣川書店 00414774

359 499.14/I 薬剤師のこれから : 医療人養成のための教育とは / 伊原千晶編著 晃洋書房 00414996

360 499.15/A 危険ドラッグ大全 / 阿部和穂著 武蔵野大学出版会 00414625

361 499.2/N/'16-'17 処方がわかる医療薬理学 / 中原保裕著 2016-17年版  処方がわかる医療薬理学 / 中原保裕著 (第9版) 学研 00414676

362 499.8/K
[健康キャラクター図鑑シリーズ] / いとうみつるイラスト  [5]  漢方薬キャラクター図鑑 : 自分にぴったりの薬が見つかる! /  いとうみ
つるイラスト

日本図書センター 00414640

363 499.8/K
漢方薬事典 : 医師からもらう全148処方最新完全ガイド / 「きょうの健康」番組制作班, 主婦と生活社ライフ・プラス編集部[共]編
(改訂版)

主婦と生活社 00415033

364 509.2/N 角川oneテーマ21 C-123  千年、働いてきました : 老舗企業大国ニッポン / 野村進[著] 角川書店 00414749

365 559.7/W 核兵器をめぐる5つの神話 / ウォード・ウィルソン著 法律文化社 00414958



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

366 576.9/K/1 古梅園文書 / 松尾良樹編集 奈良製墨組合 00414793

367 588.5/Y 臨川選書 33  京の酒学 / 吉田元著 臨川書店 00414995

368 588.8/K 燻製ライフ 扶桑社 00414763

369 588/N B&Tブックス    食品包装の科学 / 日本食品包装協会編著 日刊工業新聞社 00414643

370 589.2/B YARUJAN BOOKS 05  社会人1年目からのビジネス着こなしの教科書 / ボノボプロダクション編著 ディスカヴァー・トゥエンティワン00414963

371 589.2/N 990円のジーンズがつくられるのはなぜ? : ファストファッションの工場で起こっていること / 長田華子著 合同出版 00414720

372 589.2/W 日本の制服150年 : イラストで見る制服のデザイン / 渡辺直樹著 青幻舎 00414956

373 589.7/T 仕事文具 / 土橋正著 東洋経済新報社 00414761

374 590.4/K 365日の気づきノート / 門倉多仁亜著 SBクリエイティブ 00414645

375 591/I YARUJAN BOOKS 02  社会人1年目からのお金の教養/ 泉正人[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン00414961

376 593.1/K ド・ローラ・節子のきもの暮らし : 欧州で生きる和の心の物語 / 節子・クロソフスカ・ド・ローラ著 世界文化社 00414597

377 593/W/1 渡辺学園裁縫雛形コレクション : 重要有形民俗文化財 / 東京家政大学博物館編集 東京家政大学博物館 00414845

378 593/W/2 渡辺学園裁縫雛形コレクション : 重要有形民俗文化財 / 東京家政大学博物館編集 東京家政大学博物館 00414846

379 596.11/H ジャパめし。 : ところ変われば食変わる : 地元レシピ42 / 白央篤司著 集英社 00414762

380 596.22/U ウー・ウェンの北京小麦粉料理 / ウー・ウェン著 高橋書店 00414997

381 596.23/V ホワイトハウスシェフの料理本 : ケネディ家の想い出 / ルネ・ヴェルドン著 鹿島出版会 00414738

382 596.37/K 生のまま冷凍凍ったまま調理 : フリージング野菜レシピ / 金丸絵里加著 学研プラス 00415038

383 596.4/A アウトドア料理をはじめよう! : バーベキューでおいしい外ごはん / 月刊ガルヴィ編集部編 実業之日本社 00414971



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

384 596.4/E 想い込み弁当 : 栄養士の卵48人が、大切なひとりのために考えたお弁当レシピ / 栄養学生団体「N」著 セブン&アイ出版 00414626

385 596.63/M エイムック 3308  ホットケーキミックスでちぎりパン / 森崎繭香著 枻出版社 00414594

386 596.65/S 流して焼くだけ簡単魔法のケーキ / Sachi著 KADOKAWA 00414739

387 596/I エイムック 3392  今さら聞けない調理の基本 : 小さな"ギモン"を解消して料理の腕に自信をつける! 枻出版社 00415031

388 596/M おいしさの科学 ; 絶対に失敗しない料理のコツ / 松本仲子著 幻冬舎 00414587

389 596/M 魔法のアルミホイルレシピ100 ヨシモトブックス 00414970

390 596/O 決定版 : 奥薗流 : 新ごはんの基本! : おいしくて簡単、メニューが広がるひと工夫 / 奥薗壽子著 世界文化社 00414644

391 596/Y ゆる自炊BOOK : 料理って意外に簡単らしい : ビギナーさんいらっしゃい! オレンジページ 00414737

392 597/E おかたづけ育、はじめました。 : 子どもと一緒にたのしく / Emi著 大和書房 00414755

393 597/S 捨てられない人の片づけ革命 / 『PHPくらしラク～る』編集部編 PHP研究所 00414574

394 674.2/P まちアド : 地域の魅力をPRするデザイン / Pie Books編著 パイインターナショナル 00414949

395 674.5/F 手描きPOPの見本帳 / フレア著 エムディエヌコーポレーション00414552

396 674/K B&Tブックス    これぞ、ザ・ネーミング～。 : 楽しい笑える遊べる儲かる / 包行均著 日刊工業新聞社 00414630

397 686.21/K すごいぞ!私鉄王国・関西 / 黒田一樹著 140B 00415006

398 686.21/Y 新書y 297  あなたの知らない大阪「駅」の謎 / 米屋こうじ著 洋泉社 00414946

399 702.1/T 角川選書 571  日本美術のことばと絵 / 玉蟲敏子著 角川書店 00414648

400 702.3/I 「失われた名画」の展覧会 / 池上英洋著 大和書房 00414741



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

401 706.9/S ああとくんをみかけませんでしたか? / ジョン・シェスカぶん ; レイン・スミスえ ; おびただすやく 六耀社 00414612

402 720.28/A 絵筆をとったレディ : 女性画家の500年 / アメリア・アレナス著 ; 木下哲夫訳 淡交社 00414611

403 720.69/U ベイリィさんのみゆき画廊 : 銀座をみつめた50年 / 牛尾京美[著] みすず書房 00414631

404 721.4/I 若冲への招待 / 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 00414998

405 721.8/F じっぴコンパクト新書 286  世界が驚いたニッポンの芸術浮世絵の謎 : 意外と知らない古典名画の正しい見方 / 福田智弘著 実業之日本社 00414553

406 721.8/K ミッフィーとほくさいさん / 菊地敦己構成 ; 国井美果文 美術出版社 00415009

407 723.015/M 小学館101ビジュアル新書 v.023  名画に隠された「二重の謎」 : 印象派が「事件」だった時代 / 三浦篤著 (初版) 小学館 00414678

408 723.015/S 小学館101ビジュアル新書 v.017  セーヌで生まれた印象派の名画 / 島田紀夫著 小学館 00414973

409 723.015/T kawaii    かわいい印象派 / 高橋明也著 東京美術 00414627

410 723.35/M ギュスターヴ・モロー : フランス国立ギュスターヴ・モロー美術館所蔵 / [ギュスターヴ・モロー画] ; 島根県立美術館[ほか]編集 東京新聞 00414608

411 723.35/M ギュスターヴ・モロー / [ギュスターヴ・モロー画] ; 国立西洋美術館編集 NHK : NHKプロモーション 00414609

412 723.35/R ルノワールへの招待 / 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 00414953

413 723.35/V マリー=アントワネットの画家ヴィジェ・ルブラン : 華麗なる宮廷を描いた女性画家たち / [ヴィジェ・ルブラン画] ; 安井裕雄編 三菱一号館美術館 : 日本経済新聞社00414610

414 723.359/G 小学館101ビジュアル新書 v.025  ゴッホが挑んだ「魂の描き方」 : レンブラントを超えて / 尾崎彰宏著 小学館 00414679

415 723/M 小学館101ビジュアル新書 v.020  『モナ・リザ』に並んだ少年 : 西洋絵画の巨匠たち / 茂木健一郎著 小学館 00414677

416 723/S/2 小学館101ビジュアル新書 v.027  バロック・ロココの革新 / 高橋裕子著 小学館 00414537

417 723/T 大人の西洋美術常識 : 知識ゼロでも名画のすごさがわかる! / トキオ･ナレッジ[著] 宝島社 00414781

418 726.1/M ちくま文庫 ［[み4-39]］  人生をいじくり回してはいけない / 水木しげる著 筑摩書房 00414748



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

419 726.1/M 水木サンと妖怪たち : 見えないけれど、そこにいる / 水木しげる著 筑摩書房 00415024

420 726.5/B ミッフィーの食卓 : なにを食べているの? / [ディック･ブルーナ画] ; 林綾野著 講談社 00414628

421 728.1/S 総合篆書大字典 / 綿引滔天編 (2版) 二玄社 00414893

422 740/R
被災写真救済の手引き : 津波・洪水などで水損した写真への対応マニュアル / RD3プロジェクト著 ; ミュージアムメディア研究所
企画

国書刊行会 00414776

423 759/W タツミムック    日本懐かしガチャガチャ大全 / ワッキー貝山著 辰巳出版 00414904

424 760.13/N The Study of ethnomusicology : thirty-three discussions / [by] Bruno Nettl (3rd ed) Univ. of Illinois Pr. 00414654

425 762.1/T 中公叢書    明治のワーグナー・ブーム : 近代日本の音楽移転 / 竹中亨著 中央公論社→中央公論新社00414686

426 762.8/G 希望のヴァイオリン : ホロコーストを生きぬいた演奏家たち / ジェイムズ・A・グライムズ著 ; 宇丹貴代実訳 白水社 00414756

427 762.8/N 朝日新書 559  戦争交響楽 : 音楽家たちの第二次世界大戦 / 中川右介著 朝日新聞社 00414933

428 778.7/T 祥伝社新書 359  日本のアニメは何がすごいのか / 津堅信之[著] 祥伝社 00414526

429 779.13/R 落語研究資料解題 : 明治-平成 : 速記本・SPレコードデータ付き / 岡田則夫編 日外アソシエーツ 00414708

430 780.13/Z Total sportscasting : performance, production, and career development / by] Marc Zumoff and Max Negin Focal Pr. 00414770

431 780.19/S スポーツと生きる : 生涯のスポーツライフ・デザイン / 久保山直己[ほか]共著 学術図書出版社 00414969

432 780.19/T/1 からだをつくるごはんとおやつ 日本図書センター 00414715

433 780.19/T/2 ちからをつけるごはんとおやつ 日本図書センター 00414716

434 780.19/T/3 げんきになるごはんとおやつ 日本図書センター 00414717

435 780.7/A 筋トレマニア : 筋トレ用語事典 / 有賀誠司著 ベースボール・マガジン社 00414588

436 780.7/A 子どもの運動神経はジャンケンゲームでみるみる育つ : 運動の苦手な子ほど効果がでる! / 東根明人著 青春出版社 00414624



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

437 782.3/A スプリント力を上げる!つま先力トレーニング : サッカー日本代表選手・Jリーガーも実践! / 秋本真吾著 KADOKAWA 00414899

438 783.47/T 日本人が世界一になるためのサッカーゆるトレーニング55 / 高岡英夫, 松井浩[共]著 KADOKAWA 00414972

439 783.7/F PHP新書 1041  うまくいかないときの心理術 / 古田敦也著 PHP研究所 00414937

440 791.8/I イラストでわかる茶懐石のいただき方 / 淡交社編集局編 淡交社 00415023

441 804/S 翻訳できない世界のことば / エラ・フランシス・サンダース著イラスト : 前田まゆみ訳 創元社 00414522

442 809.4/A ビジネスがうまくいく発声法 : よく通る声、伝わる声に5秒で変わる! / 秋竹朋子著 日本実業出版社 00414598

443 809.4/T 1分のスピーチでも、30分のプレゼンでも、人前であがらずに話せる方法 / 鳥谷朝代著 大和書房 00414885

444 809/F "大人の気づかい"ができる人の話し方 / 福田健著 三笠書房 00414548

445 810.4/U 美しい日本語が身につく本 : 手紙に使える会話に役立つ 高橋書店 00415021

446 810.8/O/7 大坪併治著作集 / 大坪併治著 7  訓點資料の研究 / 大坪併治著 風間書房 00414571

447 811.14/N NHK日本語発音アクセント新辞典 / NHK放送文化研究所編 NHK出版 00414497

448 812/E 「美人局」の謎、「流石」の嘘 : 語源・諸学おもしろ事典 / 江本弘志著 文芸社 00414615

449 814.7/S それっ!日本語で言えばいいのに!! 秀和システム 00414646

450 816.5/R レポート・論文をさらによくする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための自己点検法29 / 佐渡島紗織[ほか]編著 大修館書店 00414681

451 818.41/T だから言葉って面白い : よいたみつけにいがた??? / 藤田徳英著 風濤社 00414695

452 818/I はじめて学ぶ方言学 : ことばの多様性をとらえる28章 / 井上史雄, 木部暢子[共]編著 ミネルヴァ書房 00414632

453 830.2/K 世界の英語ができるまで / 唐澤一友著 亜紀書房 00414742

454 830.7/Y 岩波ジュニア新書 834  英語に好かれるとっておきの方法 : 4技能を身につける / 横山カズ著 岩波書店 00414990



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

455 837.4/A/184 天声人語 : 英文対照 / 朝日新聞論説委員室編 第184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 原書房 00414568

456 837.7/O オバマ広島演説 : 生声CD : 対訳 /  [バラク・オバマ述] ; 『CNN English Express』編集部編 朝日出版社 00414967

457 837.8/S SB新書 338  あの俳優は、なぜ短期間で英語が話せるようになったのか? / 塩屋孔章, ラッセル・トッテン[共]著 SBクリエイティブ 00414559

458 902/K/1 集まれ!世界の名探偵 日本図書センター 00415027

459 902/K/2 凍りつく!怪奇と恐怖 日本図書センター 00415028

460 902/K/3 みごとに解決!謎と推理 日本図書センター 00415029

461 903.3/C/376
Contemporary authors v.376  Contemporary authors : a bio-bibliographical guide to current writers in fiction, general nonfiction,
poetry, journalism, drama, motion pictures, television, and other fields / ed. by Michael J. Tyrkus

Gale Research 00414500

462 909.3/A つららのぼうや / 青木新門原作 ; 西舘好子, 渡辺あきお[共]作 新日本出版社 00414616

463 909.3/A なかないでなかないで / あまんきみこ作 ; 黒井健絵 ひさかたチャイルド 00414950

464 909.3/I ちっちゃいさん / イソール作 ; 宇野和美訳 講談社 00414951

465 909.3/J おしっこおしっこ / エミール・ジャドゥール作 ; ヴィルジニー・オスダ訳 クレヨンハウス 00414999

466 909.3/P ワンダー / R・J・パラシオ作 ; 中井はるの訳 ほるぷ出版 00414520

467 909.3/S オオカミがキケンってほんとうですか? / せきゆうこ作・絵 PHP研究所 00414593

468 909.3/T そろそろそろーり / たんじあきこ作 ほるぷ出版 00414596

469 909.3/U しらんぷり / 梅田俊作,佳子[共]作・絵 ポプラ社 00414530

470 909.3/Y このあとどうしちゃおう / ヨシタケシンスケ作 ブロンズ新社 00414527

471 909.3/Y りゆうがあります / ヨシタケシンスケ作・絵 PHP研究所 00414685

472 909.3/Y 夜間中学へようこそ / 山本悦子著 岩崎書店 00415040



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

473 910.2/K 平凡社新書 811  リメイクの日本文学史 / 今野真二著 平凡社 00414765

474 910.24/K ちくま新書 1187  鴨長明 : 自由のこころ / 鈴木貞美著 筑摩書房 00415022

475 910.25/F 医学書のなかの「文学」 : 江戸の医学と文学が作り上げた世界 / 福田安典著 笠間書院 00414519

476 910.26/K ワタクシ、直木賞のオタクです。 / 川口則弘著 バジリコ 00414544

477 910.26/K たった5行で読んだ気になる日本の名作 / 亀岡修, 片桐卓也[共]著 毎日ワンズ 00414925

478 910.268/N 世界文学の中の夏目漱石 : 「形式」という檻 / 武・アーサー・ソーントン著 彩流社 00414614

479 911.12/W 万葉集の題材と表現 / 渡辺護著 大学教育出版 00414674

480 911.138/S/40 私家集全釈叢書 / 私家集全釈叢書刊行会 40  民部卿典侍集・土御門院女房全釈 / 田渕句美子, 中世和歌の会共著 風間書房 00414649

481 911.147/H 百人一首人物大事典 / グラフィオ編 金の星社 00414889

482 911.3/B/1 芭蕉・蕪村春夏秋冬を詠む / 深沢眞二, 深沢了子[共]編 三弥井書店 00414901

483 911.3/B/2 芭蕉・蕪村春夏秋冬を詠む / 深沢眞二, 深沢了子[共]編 三弥井書店 00414779

484 911.34/Y 天理ギャラリー / 天理大学附属天理図書館編 158  俳人蕪村 : 生誕300年を記念して / 天理図書館編 天理ギャラリー 00414788

485 911.56/G/223 現代詩文庫 223  水田宗子詩集 / 水田宗子著 思潮社 00414894

486 913.384/I 堤中納言物語の言語空間 : 織りなされる言葉と時代 / 井上新子著 翰林書房 00414785

487 913.52/H 誘惑する西鶴 : 浮世草子をどう読むか / 平林香織著 笠間書院 00414617

488 913.56/K 上田秋成新考 : くせ者の文学 / 近衞典子著 ぺりかん社 00414582

489 913.6/H 硝子の太陽Noir : ノワール / 誉田哲也著 中央公論新社 00414777

490 913.6/H 硝子の太陽Rouge : ルージュ / 誉田哲也著 光文社 00414778



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

491 913.6/H 若様とロマン / 畠中恵著 講談社 00414938

492 913.6/H とにかくウツなOLの、人生を変える1か月 / はあちゅう著 KADOKAWA 00415037

493 913.6/H/129 秦恒平・湖(うみ)の本 129  清経入水 ; チャイムが鳴って更級日記・秋成八景 : 序の章 / 秦恒平著 「湖(うみ)の本」版元 00414784

494 913.6/K 杏奈は春待岬に / 梶尾真治著 新潮社 00414744

495 913.6/K アメイジング・グレイス : 魂の夜明け / 神渡良平著 廣済堂出版 00414746

496 913.6/K 家康、江戸を建てる / 門井慶喜著 祥伝社 00414975

497 913.6/M 星宿る虫 / 嶺里俊介著 光文社 00414661

498 913.6/M ポイズンドーター・ホーリーマザー / 湊かなえ著 光文社 00414662

499 913.6/M 希望荘 / 宮部みゆき著 小学館 00414965

500 913.6/N 講談社ノベルス ニJ-36  人類最強の初恋 / 西尾維新著 講談社 00414515

501 913.6/N どこかでベートーヴェン / 中山七里著 宝島社 00414586

502 913.6/O 誰にも探せない / 大崎梢著 幻冬舎 00414554

503 913.6/O 海の見える理髪店 / 荻原浩著 集英社 00414743

504 913.6/O 幻冬舎文庫 お-42-1  将棋ボーイズ / 小山田桐子[著] (4版) 幻冬舎 00414923

505 913.6/O 死仮面 / 折原一著 文藝春秋 00414934

506 913.6/O 講談社文庫 ［お114-7］  イーヨくんの結婚生活 / 大山淳子著 講談社 00415045

507 913.6/S/3 春のカリスト / 柴崎竜人著 講談社 00414917

508 913.6/T 涙香迷宮 / 竹本健治著 講談社 00414600



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

509 913.6/T ハルキ文庫 ＝ Haruki bunko ［た19-15］  あきない世傳 : 金と銀 / 髙田郁著 角川春樹事務所 00414613

510 913.6/Y 神様のコドモ / 山田悠介著 幻冬舎 00414633

511 913.68/G 宝島社文庫    5分で驚く!どんでん返しの物語 / 『このミステリーがすごい!』編集部編 宝島社 00414663

512 913.68/M/9 皆川博子コレクション / 皆川博子著 ; 日下三蔵編 9  雪女郎 / 皆川博子著 ; 日下三蔵編 出版芸術社 00414508

513 914.45/A 徒然草への途 : 中世びとの心とことば / 荒木浩著 勉誠出版 00414867

514 914.6/M 我が家の内輪話 / 三浦朱門, 曽野綾子[共]著 世界文化社 00415034

515 914.6/S 老いも病も受け入れよう / 瀬戸内寂聴著 新潮社 00414671

516 914.6/S 平凡社ライブラリー 841  私の浅草 / 沢村貞子著 平凡社 00414876

517 915.6/S 司馬遼太郎『街道をゆく』「用語解説・詳細地図付き」奈良散歩 / 司馬遼太郎著 朝日新聞出版 00414545

518 916/H 仄かな希望 : アスベストに冒された中皮腫患者の闘病記 / 橋本貞章著 かもがわ出版 00414918

519 916/K 工学部ヒラノ教授の介護日誌 / 今野浩著 青土社 00415004

520 918.6/Y/8 山田美妙集 / 『山田美妙集』編集委員会編 第8巻  山田美妙集 / 山田美妙 [著] ; 『山田美妙集』編集委員会編 臨川書店 00414866

521 923.7/S 上海のシャーロック・ホームズ / 樽本照雄編・訳 国書刊行会 00414775

522 930.28/CON
Conrad : Eastern and Western perspectives 22  From Szlachta culture to the 21st Century, between East and West : new essays
on Joseph Conrad's polishness / ed. with an introduction by Wiesław Krajka

East European Monographs00414493

523 930.28/CON
Conrad : Eastern and Western perspectives 23  "Wine in old and new bottles" : critical paradigms for Joseph Conrad / ed. with
an introduction by Wiesław Krajka

East European Monographs00414494

524 930.28/CON Conrad : Eastern and Western perspectives 24  Conrad in italy / ed. with an introduction by Mario Curreli East European Monographs00414495

525 930.28/DOY 写真で見るヴィクトリア朝ロンドンとシャーロック・ホームズ / アレックス・ワーナー編 ; 日暮雅通訳 原書房 00414714

526 931/SAI 奈良女子大学文学部「まほろば」叢書 7  イギリスの詩を読む : ミューズの奏でる寓意・伝説・神話の世界 / 齊藤美和編著 かもがわ出版 00414786



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

527 933/HEA プリンス・チャーミングと呼ばれた王子たち : プリンス同盟 / クリストファー・ヒーリー著 ; 石飛千尋訳 ホーム社 00415039

528 945/M/1 トーマス･マン日記 / トーマス･マン [著] [1]  トーマス・マン日記 / トーマス・マン著 ; 森川俊夫[ほか]訳 紀伊國屋書店 00414607

529 945/M/10 トーマス･マン日記 / トーマス･マン [著] [10]  トーマス・マン日記 / トーマス・マン著 ; 森川俊夫, 洲崎惠三共訳 紀伊國屋書店 00414606

530 945/M/8 トーマス･マン日記 / トーマス･マン [著] [8]  トーマス・マン日記 / トーマス・マン著 ; 森川俊夫, 佐藤正樹共訳 紀伊國屋書店 00414604

531 945/M/9 トーマス･マン日記 / トーマス･マン [著] [9]  トーマス・マン日記 / トーマス・マン著 ; 森川俊夫訳 紀伊國屋書店 00414605

532 B135.48/R 講談社学術文庫 2367  人間不平等起源論 : 付「戦争法原理」 / ジャン=ジャック・ルソー[著] ; 坂倉裕治訳 講談社 00414870

533 B210.58/N 中公新書 2380  ペリー来航 : 日本・琉球をゆるがした412日間 / 西川武臣著 中央公論新社 00414986

534 B210.63/M 岩波新書 1609  自由民権運動 : <デモクラシー> の夢と挫折 / 松沢裕作著 岩波書店 00414993

535 B210.7/I 講談社現代新書 2376  昭和の戦争 : 日記で読む戦前日本 / 井上寿一著 講談社 00414884

536 B222.5/K 講談社学術文庫 2354  大日本・満州帝国の遺産 / 姜尚中, 玄武岩[共著] 講談社 00414879

537 B232/A 文庫クセジュ 1005  古代ローマの女性たち / ギイ・アシャール著 ; 西村昌洋訳 白水社 00414567

538 B237/M 岩波新書 1608  ヴェネツィア : 美の都の一千年 / 宮下規久朗著 岩波書店 00414992

539 B292.26/G 講談社学術文庫 2374  中央アジア・蒙古旅行記 / カルピニ, ルブルク[共著] ; 護雅夫訳 講談社 00414873

540 B309.322/C/1 東洋文庫 872  初期思想・文化言語論集 / 陳独秀[著] ; 長堀祐造[ほか]編訳 平凡社 00414874

541 B311.4/U 中公新書 2378  保守主義とは何か : 反フランス革命から現代日本まで / 宇野重規著 中央公論新社 00414984

542 B312.1/I 中公新書 2379  元老 : 近代日本の真の指導者たち / 伊藤之雄著 中央公論新社 00414985

543 B313.7/S 講談社学術文庫 2366  立憲非立憲 / 佐々木惣一[著] 講談社 00414869

544 B319.53/T 中公新書 2381  ユダヤとアメリカ : 揺れ動くイスラエル・ロビー / 立山良司著 中央公論新社 00414987



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

545 B319.8/E 講談社学術文庫 2368  ひとはなぜ戦争をするのか / アルバート・アインシュタイン, ジグムント・フロイト[共]著 ; 浅見昇吾訳 講談社 00414871

546 B330.4/K 講談社現代新書 2372  貧乏物語 : 現代語訳 / 河上肇著 ; 佐藤優訳・解説 講談社 00414882

547 B385.9/K 角川文庫 19678  「おじぎ」の日本文化 / 神崎宣武[著] 角川書店 00414906

548 B402/I 岩波新書 1611  科学者と戦争 / 池内了著 岩波書店 00414994

549 B440.76/O 講談社現代新書 2374  プラネタリウム男 / 大平貴之著 講談社 00414883

550 B783.6/J 角川文庫 17177  ピンポンさん / 城島充[著] (再版) 角川書店 00414512

551 B908/K/192 光文社古典新訳文庫    寛容論 / ヴォルテール著 ; 斉藤悦則訳 光文社 00414565

552 B908/K/193 光文社古典新訳文庫    アッシャー家の崩壊 ; 黄金虫 / ポー著 ; 小川高義訳 光文社 00414566

553 B908/K/194 光文社古典新訳文庫    笑い / ベルクソン著 ; 増田靖彦訳 光文社 00414991

554 B913.37/K/1 講談社学術文庫 2372  今昔物語集 : 本朝世俗篇 : 全現代語訳 / 武石彰夫訳 講談社 00414872

555 B921.43/T/1 講談社学術文庫 2333  杜甫全詩訳注 / [杜甫著] ; 下定雅弘, 松原朗[共]編 講談社 00414878

556 B930.28/SHA-B 中公新書 2382  シェイクスピア : 人生劇場の達人 / 河合祥一郎著 中央公論新社 00414988


