
請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

1 002.7/F ふせんノート術 : 貼って並べて成績UP! : どんな教科や資格の勉強にも役立つ! 晋遊舎 00415390

2 007.1/M 人工知能とは / 松尾豊編著 ; 中島秀之 [ほか] 共著 近代科学社 00415184

3 007.3/I/2016
インターネット白書 : 利用動向調査レポート / インターネット協会監修 2016  インターネット白書 / インターネット白書編集委員会
編 (PDF版) (VOL=2016)

インプレス 00415238

4 007.3/T ネット炎上の研究 : 誰があおり、どう対処するのか / 田中辰雄, 山口真一[共]著 勁草書房 00415301

5 010.21/T 歴史に見る日本の図書館 : 知的精華の受容と伝承 / 髙山正也著 勁草書房 00415302

6 010/U 図書館サポートフォーラムシリーズ    図書館はまちのたからもの : ひとが育てる図書館 / 内野安彦著 日外アソシエーツ 00415109

7 014.72/C 地域と人びとをささえる資料 : 古文書からプランクトンまで / 神奈川地域資料保全ネットワーク編 勉誠出版 00415105

8 016.2/S がんばれ!児童図書館員 / 杉山きく子著 東京子ども図書館 00415366

9 017.2/U 学校図書館が動かす読書イベント実践事例集 / 牛尾直枝, 高桑弥須子[共]編著 少年写真新聞社 00415354

10 020.4/K 雑学の冒険 : 国会図書館にない100冊の本 / 礫川全次著 批評社 00415297

11 022.39/K アール・デコの挿絵本 : ブックデザインの誕生 / 鹿島茂著 東京美術 00415315

12 023.9/F 書店と民主主義 : 言論のアリーナのために / 福嶋聡著 人文書院 00415292

13 051.6/O 兵士のアイドル : 幻の慰問雑誌に見るもうひとつの戦争 / 押田信子著 旬報社 00415367

14 069.6/N ぶらりあるきミャンマー・ラオスの博物館 / 中村浩著 芙蓉書房出版 00415163

15 069.6/N ぶらりあるきミャンマー・ラオスの博物館 / 中村浩著 芙蓉書房出版 00415259

16 069/H 博物館が好きっ! : 学芸員が伝えたいこと / 四国ミュージアム研究会編 教育出版センター 00415170

17 071/A/1140 朝日新聞縮刷版 平成28年6月  朝日新聞縮刷版 (VOL=平成28年6月) 朝日新聞社 00415430

18 080/I/954 岩波ブックレット No.954  語り遺す戦場のリアル / 共同通信「戦争証言」取材班編 岩波書店 00415210



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

19 080/I/955 岩波ブックレット No.955  ディーゼル車に未来はあるか : 排ガス偽装とPM2.5の脅威 / 杉本裕明, 嵯峨井勝[共]著 岩波書店 00415211

20 083/S/46-2 西洋古典叢書 [46](2)  ローマ建国以来の歴史 / リウィウス[著] ; 岩谷智訳 (VOL=2) 京都大学学術出版会 00415236

21 124.2/D 隋唐五代道教诗歌的审美管窥 / 田晓膺著 四川出版集团巴蜀书社 00415431

22 134.4/M 阪南大学叢書 106  ヘーゲル論理学と矛盾・主体・自由 / 牧野広義著 ミネルヴァ書房 00415257

23 141.5/H メタ思考トレーニング : 発想力が飛躍的にアップする34問 / 細谷功著 PHP研究所 00415110

24 143.7/S やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ    よくわかる高齢者心理学 / 佐藤眞一, 権藤恭之[共]編著 ミネルヴァ書房 00415288

25 143/S 新・発達心理学ハンドブック / 田島信元[ほか]編集 福村出版 00415365

26 146.8/B ベックの認知療法 / フランク・ウィルス著 ; ウィンディ・ドライデン編 ; 坂本律訳 明石書店 00415132

27 146.8/H 心理職のためのエビデンス・ベイスト・プラクティス入門 : エビデンスを「まなぶ」「つくる」「つかう」 / 原田隆之著 金剛出版 00415134

28 146.8/K 行動活性化 / ジョナサン・W・カンター[ほか]著 ; ウィンディ・ドライデン編 ; 西川美樹訳 明石書店 00415131

29 146.8/P 認知行動療法セルフカウンセリング・ガイド : いつまでも健康で幸せに生きる! / アルド・R・プッチ著 ; 森重さとり, 石垣琢麿[共]訳 金剛出版 00415148

30 147/G 悪魔と悪魔学の事典 / ローズマリ・エレン・グィリー著 ; 金井美子[ほか]訳 原書房 00415087

31 159.6/E 「自分を変える」には2週間しかいらない : ニューヨーク的思考レッスン / エリカ著 河出書房新社 00415396

32 159/D 自分を操る超集中力 / DaiGo著 かんき出版 00415368

33 159/E 一流は知っている! : ネガティブ思考力 / 榎本博明著 幻冬舎 00415201

34 159/N できたことノート : 1日5分「よい習慣」を無理なく身につける / 永谷研一著
クロスメディア・パブリッシ
ング

00415166

35 159/O 人間はたまねぎ : 自分の心の取扱説明書(トリセツ)をつくろう! / 小川仁志著 ワニブックス 00415175

36 159/R リストマニアになろう! : 理想の自分を手に入れる「書きだす」習慣 / ポーラ・リッツォ著 ; 金井真弓訳 飛鳥新社 00415395



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

37 161.9/N 教養としてよむ世界の教典 / 中村圭志著 三省堂 00415186

38 162/M 名画で読む!神話とおとぎ話の世界 : 耽美、官能、幻想、情念…神話&おとぎ話の絵に秘められた物語とは? 綜合図書 00415364

39 162/S 3000年に1冊の書 : ハムレットと浦島太郎は同じ人だった! / 染谷朋蘭著 文芸社 00415398

40 183/J 上代写経識語注釈 / 上代文献を読む会編 勉誠出版 00415289

41 185.91/S 歴史文化ライブラリー 430  国分寺の誕生 : 古代日本の国家プロジェクト / 須田勉著 吉川弘文館 00415410

42 188.72/K 親鸞聖人の生涯 / 梯實圓著 法藏館 00415095

43 188.72/S 親鸞さま : 新案立体紙芝居 (復刻版) 法藏館 00415264

44 188.73/O
安居本講 / 真宗大谷派宗務所教育部 2016年  『顕浄土真実証文類』解釈 : 「証」の二重性についての試論 / 小川一乘著 ; 真
宗大谷派宗務所教育部編

真宗大谷派宗務所出版
部

00415251

45 188.74/M 安居次講 / 真宗大谷派宗務所教育部 2016年  歎異の精神 : 『歎異抄』聴聞記 / 三明智彰著 ; 真宗大谷派宗務所教育部編
真宗大谷派宗務所出版
部

00415250

46 188.84/M あなたの人生から「めんどくさい」が消える本 / 枡野俊明著
PHPエディターズ・グルー
プ

00415202

47 210.08/S/12 市民の考古学 12  骨考古学と蝦夷・隼人 / 瀧川渉編 同成社 00415369

48 210.08/S/13 市民の考古学 13  古代日本と朝鮮半島の交流史 / 西谷正著 同成社 00415370

49 210.08/S/14 市民の考古学 14  コメを食べていなかった?弥生人 / 谷畑美帆著 同成社 00415371

50 210.18/K ベスト新書 498  日本人は世界をいかにみてきたか / 河合敦著 ベストセラーズ 00415172

51 210.18/N/1 日本と朝鮮半島2000年 / NHK「日本と朝鮮半島2000年」プロジェクト編著 (VOL=上) 日本放送出版協会 00415290

52 210.18/N/2 日本と朝鮮半島2000年 / NHK「日本と朝鮮半島2000年」プロジェクト編著 (VOL=下) 日本放送出版協会 00415291

53 210.3/T 祥伝社新書 469  天皇諡号が語る古代史の真相 祥伝社 00415363

54 210.4/C/34 中世武士選書 34  上杉憲政 : 戦国末期、悲劇の関東管領 / 久保田順一著 戎光祥出版 00415231



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

55 210.47/S/9-1 戰國遺文 / 杉山博 [ほか] 編 (1)［大内氏編］  戰國遺文 / 和田秀作編 (VOL=大内氏編 ; 第1巻) 東京堂出版 00415429

56 210.5/B 「武士」の仕事 : 役職・作法から暮らしまで / 歴史REAL編集部編 洋泉社 00415355

57 210.5/E 歴史新書    江戸大名お家滅亡 : 改易・減封・罷免・蟄居 / 歴史REAL編集部編 洋泉社 00415399

58 210/J 岩波ジュニア新書 832  10分で読む日本の歴史 / NHK「10min.ボックス」制作班編 岩波書店 00415423

59 215.4/H/11
浜松城跡 / 浜松市教育委員会, 浜松市生活文化部生涯学習課文化財担当編 11  浜松城跡 / 浜松市教育委員会, 浜松市市民
部文化財課[共]編 (VOL=11)

浜松市文化振興財団 00415244

60 215.4/M/2 都田山十六遺跡 / 浜松市教育委員会編集 (VOL=2次) 浜松市教育委員会 00415247

61 216.3/O/84 大阪の歴史 / 大阪市史編纂所編 84  大阪の歴史 / 大阪市史編纂所編 (VOL=第84号) 大阪市史料調査会 00415414

62 217.2/I
日南町教育委員会文化財報告書 25  一般国道183号地域高規格道路鍵掛道路整備事業における工事用道路整備事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書 / 鳥取県日野郡日南町教育委員会編

日南町教育委員会 00415246

63 217.2/K
日南町教育委員会文化財報告書 24  国道183号地域高規格道路「鍵掛峠道路」整備事業に伴う試掘調査報告書 / 鳥取県日野
郡日南町教育委員会編

日南町教育委員会 00415245

64 217.6/O 原爆にも部落差別にも負けなかった人びと : 広島・小さな町の戦後史 / 大塚茂樹著 かもがわ出版 00415372

65 218.2/K/2014
香川県文化財年報 / 香川県教育委員会事務局生涯学習・文化財課編 平成26年度  香川県文化財年報 / 香川県教育委員会
事務局生涯学習・文化財課編 (VOL=平成26年度)

香川県教育委員会 00415243

66 218.4/K 高知をめぐる戦争と交流の史的研究 / 高知大学人文社会科学部門「高知をめぐる戦争と交流の史的研究」研究班編
高知大学人文社会科学
部門「高知をめぐる戦争と
交流の史的研究」研究班

00415261

67 232/G 古代ローマ軍団大百科 / エイドリアン・ゴールズワーシー著 ; 池田裕[ほか]訳 東洋書林 00415143

68 235.061/I ベスト新書  523  『ベルサイユのばら』で読み解くフランス革命 / 池田理代子著 ベストセラーズ 00415240

69 281.04/K/2 古代の人物 2  奈良の都 / 佐藤信編 清文堂 00415075

70 289.1/S ロケット・ササキ : ジョブズが憧れた伝説のエンジニア・佐々木正 / 大西康之著 新潮社 00415351

71 290.9/H 本当にある世界のファンタジー絶景 一迅社 00415237

72 291.04/I ちくま文庫 ［[い72-5]］  日本地図のたのしみ / 今尾恵介著 筑摩書房 00415061



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

73 291.62/K 京都のツボ : 識れば愉しい都の素顔 / 柏井壽著 集英社インターナショナル 00415436

74 302.1/S/2015 世界の日本研究 2015  「日本研究」を通じて人文科学を考える / 郭南燕, 白石恵理[共]編
国際日本文化研究セン
ター = International
Research Center for J

00415260

75 302.458/O 空から降ってきた男 : アフリカ「奴隷社会」の悲劇 / 小倉孝保著 新潮社 00415350

76 302/S/44
Studies in eighteenth-century culture vol.44  Studies in eighteenth-century culture / ed. by Michelle Burnham and Eve Tavor
Bannet (VOL=v. 44)

The Univ. of Wisconsin
Pr.→The Johns Hopkins
U. P.

00415332

77 302/S/45
Studies in eighteenth-century culture vol.45  Studies in eighteenth-century culture / ed. by Michelle Burnham and Eve Tavor
Bannet (VOL=v. 45)

The Univ. of Wisconsin
Pr.→The Johns Hopkins
U. P.

00415333

78 318/N 人口減少と地域の再編 : 地方創生・連携中枢都市圏・コンパクトシティ / 中山徹著 自治体研究社 00415393

79 319.1/H 筑摩選書 0134  戦略的思考の虚妄 : なぜ従属国家から抜け出せないのか / 東谷暁著 筑摩書房 00415329

80 320./A あなたは加害者?それとも被害者? / あしのは法律事務所編著 関西大学出版部 00415188

81 321/Y 「リーガル・スタディ」コトハジメ : 家族・消費者・労働者としての私たち / 山口由紀子, 奥貫妃文[共]著 萌書房 00415092

82 323.1/N 日本国憲法100の論点 : 高校生にも読んでほしいそうだったのか! 産経新聞社 00415154

83 332.1/M アベノミクス崩壊 : その原因を問う / 牧野富夫編著 新日本出版社 00415063

84 333.7/F EUの連帯とリスクガバナンス / 福田耕治編著 成文堂 00415356

85 343.8/K/2016 会計検査事例100選 / 公会計研究協会編 (VOL=平成28年版) 公会計研究協会 00415248

86 345.1/U パナマ文書公開とタックス・ヘイブンの陰謀! / 宇田川敬介著 青林堂 00415176

87 361.4/O くらべる東西 / おかべたかし文 ; 山出高士写真 東京書籍 00415381

88 361.5/A/54
Advances in experimental social psychology 54  Advances in experimental social psychology / ed. by James M. Olson and Mark
P. Zanna (VOL=v.54)

Academic Pr. 00415415

89 361.8/C 朝鮮衡平運動史料集 / 部落解放・人権研究所衡平社史料研究会編 解放出版社 00415439

90 366.2/H 中公新書ラクレ 465  若者と労働 : 「入社」の仕組みから解きほぐす / 濱口桂一郎著 中央公論新社 00415055



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

91 366.3/G Gender and the work-family experience : an intersection of two domains / ed by Maura J. Mills (VOL=hbk) Springer 00415084

92 366.3/H 文春新書 1067  働く女子の運命 / 濱口桂一郎著 文藝春秋 00415054

93 366.3/I
青弓社ライブラリー 85  なぜ女性は仕事を辞めるのか : 5155人の軌跡から読み解く / 岩田正美, 大沢真知子[共]編著 ; 日本女
子大学現代女性キャリア研究所編

青弓社 00415052

94 366.3/O 女性はなぜ活躍できないのか / 大沢真知子著 東洋経済新報社 00415051

95 367.21/S 小学館新書 263  貧困女子のリアル / 沢木文著 小学館 00415183

96 367.3/A 逃げたい娘諦めない母 / 朝倉真弓, 信田さよ子[共]著 幻冬舎 00415357

97 367.3/T 光文社新書 824  結婚と家族のこれから : 共働き社会の限界 / 筒井淳也著 光文社 00415053

98 367.6/K/2016 子ども・若者白書 / 内閣府編 平成28年版  子供・若者白書 / 内閣府編 (VOL=平成28年版) 日経印刷 00415217

99 368.3/J/2015 自殺対策白書 / 内閣府編集 (VOL=平成27年版) [] 00415138

100 369.27/O 介護のためのボディメカニクス : 力学原理を応用した身体負担の軽減 / 小川鑛一, 北村京子[共]著 東京電機大学出版局 00415407

101 369.3/C 震災のときあったらいいもの手帖 : 体験したから伝えられる知恵103 / チーム住まいと暮らし執筆 (改訂版) 住まいの学校 00415177

102 369.3/S 災害ボランティアハンドブック / 関西学院大学災害復興制度研究所編集 ; 被災地NGO恊働センター制作協力 関西学院大学出版会 00415155

103 369.31/H 東日本大震災5年目の総括 : 自治体の防災・危機管理施策を検証する / 日本防火・危機管理促進協会編集
日本防火・危機管理促進
協会

00415242

104 369.4/K 子どもの相談・救済と子ども支援 / 荒牧重人[ほか]編 日本評論社 00415293

105 369.4/O ぼくは13歳職業、兵士。 : あなたが戦争のある村で生まれたら / 鬼丸昌也, 小川真吾[共]著 合同出版 00415088

106 369.42/U オーストラリアの学校外保育と親のケア : 保育園・学童保育・中高生の放課後施設 / 臼田明子著 明石書店 00415298

107 370.4/S 命と向きあう教室 / 制野俊弘著 ポプラ社 00415178



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

108
370.59/K/2016-
1

教育アンケート調査年鑑 / ｢教育アンケート調査年鑑｣編集委員会編 2016年版上  教育アンケート調査年鑑 / 教育アンケート調
査年鑑編集委員会編 (VOL=2016年版上)

創育社 00415048

109 370.8/O/92 おそい・はやい・ひくい・たかい 92  園児から大学生まで: 行きしぶり･不登校、親の心がまえ ジャパンマシニスト社 00415427

110 371.4/A 子どもの立場からの不登校、いじめ、引きこもりについてのQ&A / 赤沼侃史著 風詠社 00415359

111 371.4/U Q&A不登校問題の理解と解決 / 海野和夫著 日本評論社 00415069

112 371.45/J/55 児童心理学の進歩 / 日本児童研究所編 2016  児童心理学の進歩 / 稲垣佳世子[ほか]編 (VOL=2016年版(VOL.55)) 金子書房 00415077

113 373.1/N/23 日本教育政策学会年報 / 日本教育政策学会編 第23号  多様な教育機会の確保 / 日本教育政策学会編 日本教育政策学会 00415212

114 374.3/M 先生のための!こんなときどうする!?辞典 : アイテムアイデア86 / 森川正樹著 フォーラム・A 00415203

115 374.3/S 小学校教員をめざす人のために / 関東学院大学教育学部初等教育研究会編 関東学院大学出版会 00415153

116 375.72/A/1-1 女子毛筆畫帖 / 荒木十畝著 (訂正再版) (VOL=[1-1]: 甲編上) 金港堂書籍 00415268

117 375.72/A/1-2 女子毛筆畫帖 / 荒木十畝著 (訂正再版) (VOL=[1-2]: 甲編下) 金港堂書籍 00415270

118 375.72/A/2 女子毛筆畫帖 / 荒木十畝著 (訂正再版) (VOL=[2]: 乙編) 金港堂書籍 00415271

119 375.72/A/2-1 女子毛筆畫帖 / 荒木十畝著 (訂正再版) (VOL=[2-1]: 乙編上) 金港堂書籍 00415269

120 375.72/A/3 女子毛筆畫帖 / 荒木十畝著 (6版) (VOL=[3]: 丙編) 金港堂書籍 00415272

121 375.72/C/1 中等圖畫教範 / 原貫之助, 石谷辰治郎共編 (訂正再版) (VOL=1) 東京修文館 00415265

122 375.72/C/2 中等圖畫教範 / 原貫之助, 石谷辰治郎共編 (訂正再版) (VOL=2) 東京修文館 00415266

123 375.72/C/3 中等圖畫教範 / 原貫之助, 石谷辰治郎共編 (訂正再版) (VOL=3) 東京修文館 00415267

124 375.72/J/5 尋常小學鉛筆畫帖 / 文部省著 (翻刻) (VOL=第5學年男生用) 日本書籍 00415276

125 375.72/J/5 尋常小學鉛筆畫帖 / 文部省著 (翻刻) (VOL=第5學年女生用) 東京書籍 00415277



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

126 375.72/K/1-2 高等小學毛筆畫手本 : 男生用 / 文部省著作 (翻刻) (VOL=[1-2]: 第1學年乙種) 大倉書店 00415280

127 375.72/K/2-2 高等小學毛筆畫手本 : 女生用 / 文部省著 (VOL=[2-2]: 第2學年 乙種) 日本書籍 00415278

128 375.72/K/2-2 高等小學毛筆畫手本 : 男生用 / 文部省著 (翻刻) (VOL=[2-2]: 第2學年乙種) 大倉書店 00415281

129 375.72/K/3 高等小學毛筆畫手本 : 女生用 / 文部省著作 (翻刻) (VOL=第3學年) 水野書店 00415279

130 375.72/K/3 高等小學毛筆畫手本 : 男生用 / 文部省著作 (翻刻) (VOL=第3學年) 水野書店 00415282

131 375.72/Z/1 圖画教科書 : 中等 / 圖畫教育研究會編 (VOL=巻1) 晩成處 00415273

132 375.72/Z/2 図画教科書 : 中等  / 圖畫教育研究會編 (訂正4版) (VOL=再訂巻2) 晩成處 00415274

133 375.72/Z/4 図画教科書 : 中等  / 圖畫教育研究會編 (訂正4版) (VOL=再訂巻4) 晩成處 00415275

134 375/Y 教育の課程・方法・評価 / 山﨑準二編著 (新版) 梓出版社 00415296

135 376.08/C/112 ちいさい･おおきい･よわい･つよい / 毛利子来, 山田真[共]編集代表 112  信頼できるこどもの主治医はいますか? ジャパンマシニスト社 00415426

136 376.1/K/1 子どもとつくる保育・年齢別シリーズ [1]  子どもとつくる0歳児保育 : 心も体も気持ちいい / 松本博雄, 第一そだち保育園[共]編著 ひとなる書房 00415124

137 376.1/K/2 子どもとつくる保育・年齢別シリーズ [2]  子どもとつくる1歳児保育 : イッショ!がたのしい / 服部敬子編著 ひとなる書房 00415125

138 376.1/K/3 子どもとつくる保育・年齢別シリーズ [3]  子どもとつくる2歳児保育 : 思いがふくらみ響きあう / 富田昌平編著 ひとなる書房 00415126

139 376.1/K/4 子どもとつくる保育・年齢別シリーズ [4]  子どもとつくる3歳児保育 : イッチョマエ!が誇らしい / 塩崎美穂編著 ひとなる書房 00415228

140 376.1/K/5 子どもとつくる保育・年齢別シリーズ [5]  子どもとつくる4歳児保育 : 揺れる心をドラマにかえて / 斎藤政子編著 ひとなる書房 00415127

141 376.1/K/6 子どもとつくる保育・年齢別シリーズ [6]  子どもとつくる5歳児保育 : 本気と本気がつながって / 山本理絵編著 ひとなる書房 00415128

142 376.11/K Gakken保育books    0歳-6歳心の育ちと対話する保育の本 / 加藤繁美著 学研教育出版 00415123

143 376.11/M 1歳からの子どもの発達を促すタッチングケア : 脳の発達と運動機能を高める25のプログラム / 松田ちから著 合同出版 00415180



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

144 376.12/E 園長先生は108歳! / 榎並悦子著 クレヴィス 00415194

145 376.15/Y 保育教諭のための指導計画と教育評価 / 山本睦著 ナカニシヤ出版 00415062

146 376.157/A 幼児のためのコーディネーション運動 : 楽しみながら運動能力が身につく! / 東根明人著 明治図書出版 00415056

147 376.157/M 運動遊具の安全管理・安全指導スペシャリスト / 前橋明編著 ; 永井伸人[ほか]著 大学教育出版 00415151

148 376.157/S <ねらい>と<内容>から学ぶ : 保育内容・領域 : 健康 / 清水将之, 相樂真樹子[共]編著 ; 岩崎桂子[ほか]著 わかば社 00415162

149 376.8/Y 大学入試改革 : 海外と日本の現場から / 読売新聞教育部著 中央公論新社 00415342

150 377.9/G 学校インターンシップの科学 : 大学の学びと現場の実践をつなぐ教育 / 田島充士[ほか]編著 ナカニシヤ出版 00415078

151 377.9/I キャリア・プランニング : 大学初年次からのキャリアワークブック : ワーク課題つき / 石上浩美, 中島由佳[共]編著 ナカニシヤ出版 00415135

152 377.9/Y 大学生のキャリアとジェンダー : 大学生調査にみるキャリア支援への示唆 / 谷田川ルミ著 学文社 00415050

153 377/K 関西の大学を楽しむ本 : ミュージアム、ギャラリー、建築、学生食堂、公開講座…〈おとなのための大学案内〉 京阪神エルマガジン社 00415392

154 378/K 保育士のための発達障害児の見つけかた / 久我利孝著 同成社 00415304

155 378/T 特別支援教育と博物館 : 博学連携のアクティブラーニング / 駒見和夫, 筑波大学附属聴覚特別支援学校中学部[共]編 同成社 00415068

156 379.6/U 頭のいい人は暗記ノートで覚える! / 碓井孝介著 三笠書房 00415195

157 379.9/A 子どもが聴いてくれて話してくれる会話のコツ / 天野ひかり著 サンクチュアリ出版 00415179

158 379.9/O 子育て上手になる魔法の言葉 / 尾木直樹著 セブン&アイ出版 00415233

159 382.1/T 忘れられた日本の村 / 筒井功著 河出書房新社 00415360

160 382.22/S あじあブックス 78  中国 : 虫の奇聞録 / 瀬川千秋著 大修館書店 00415373

161 383.7/Y 平凡社新書 816  イレズミと日本人 / 山本芳美著 平凡社 00415060



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

162 383.8/N 江戸っ子が好んだ日々の和食 / 中江克己著 第三文明社 00415067

163 383.8/T 江戸あじわい図譜 / 高橋幹夫著 (新装版) 青蛙房 00415361

164 388.1/M モノと図像から探る妖怪・怪獣の誕生 / 天理大学考古学・民俗学研究室編 勉誠出版 00415253

165 388.162/K 別冊宝島 2463  京都魔界図絵 JICC出版局 00415374

166 391.1/A/2 岩波ジュニア新書 835  綾瀬はるか「戦争」を聞く / TBSテレビ『NEWS23』取材班編 (VOL=2) 岩波書店 00415424

167 404/N 文系の人にとんでもなく役立つ!理系の知識 / 日本博識研究所著 宝島社 00415305

168 407/W
サイエンス・アイ新書 335  親子でハマる科学マジック86 : タネも仕掛けもサイエンスやってみよう・つくってみよう・調べてみよう編 /
渡辺儀輝著 ; YOUCHANイラスト

ソフトバンククリエイティブ 00415316

169 414.9/C/1 中等用器画教範 / 原貫之助, 石谷辰治郎共編 (訂正再版) (VOL=第1巻) 修文館書店 00415285

170 414.9/C/2 中等用器画教範 / 原貫之助, 石谷辰治郎共編 (訂正再版) (VOL=第2巻) 修文館書店 00415286

171 414.9/H/1 投影圖法 / 原貫之助, 石谷辰治郎共著 (訂正再版) (VOL=[1]) 修文館 00415284

172 414.9/S 新圖學 / 帝國圖畫研究會編纂 (VOL=1) 帝國書院 00415283

173 417/Y 文系のためのSPSSデータ解析 / 山際勇一郎, 服部環[共]著 ナカニシヤ出版 00415079

174 420/S 高校数学でわかるアインシュタイン : 科学という考え方 / 酒井邦嘉著 東京大学出版会 00415139

175 423/O 力学がわかる : 力学の"森"をじっくり見わたす対話で読む力学案内 / 表實著 技術評論社 00415140

176 448.9/M 光文社新書 825  グーグルマップの社会学 : ググられる地図の正体 / 松岡慧祐著 光文社 00415081

177 450.9/N B&Tブックス    天変地異の科学 / 西川有司著 日刊工業新聞社 00415190

178 451.8/M サイエンス・パレット 30  気候 : 変動し続ける地球環境 / Mark Maslin著 丸善出版 00415082

179 454.9163/S 大阪「高低差」地形散歩 : 凹凸を楽しむ / 新之介著 洋泉社 00415189



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

180 458.21/W 日本の石ころ標本箱 : 川原・海辺・山の石ころ採集ポイントがわかる / 渡辺一夫著 誠文堂新光社 00415164

181 460.7/T バイオ試薬調製ポケットマニュアル : 欲しい試薬がすぐにつくれる基本操作と注意・ポイント : 改訂 / 田村隆明著 (第2版) 羊土社 00415145

182 463/N サイエンス・アイ新書 283  カラー図解でわかる細胞のしくみ : 人間も動物も植物も、生物はすべて細胞の集まり!! / 中西貴之著 ソフトバンククリエイティブ 00415161

183 463/S 細胞のシグナル伝達 : システムとしての共通原理にもとづく理解 / ウェンデル リム[ほか]著
メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル

00415129

184 464.1/W 史上最強図解これならわかる!分子生物学 / 渡邊利雄著 ナツメ社 00415146

185 464.2/T タンパク質実験ハンドブック : 取り扱いの基礎から機能解析まで完全網羅! / 竹縄忠臣, 伊藤俊樹[共]編集 (第2版) 羊土社 00415171

186 464.2/W Essentialタンパク質科学 / Mike Williamson著 南江堂 00415130

187 464/S これだけ!生化学 / 生化学若い研究者の会著 秀和システム 00415147

188 465/M サイエンス・パレット 31  微生物 : 目には見えない支配者たち / Nicholas P. Money著; 花田智訳 丸善出版 00415411

189 468.4/H 群集生態学 : 生物多様性学と生物地理学の統一中立理論 / Stephen P. Hubbell著 ; 平尾聡秀[ほか]訳 文一総合出版 00415121

190 468.4/M 群集生態学 / 宮下直, 野田隆史[共]著 東京大学出版会 00415122

191 468/E Ecology : from individuals to ecosystems / [by] Michael Begon ... [et al.] (4th ed.) (VOL=pbk) Blackwell Publishing 00415287

192 471.9/M
サイエンス・アイ新書 359  身近にある毒植物たち : "知らなかった"ではすまされない雑草、野菜、草花の恐るべき仕組み / 森昭
彦著

ソフトバンククリエイティブ 00415319

193 480.4/S ヒトを喰う生き物 / 斎藤沙千恵著 ビジネス社 00415196

194 490.14/O 今日が人生最後の日だと思って生きなさい / 小澤竹俊著 アスコム 00415108

195 491.4/S 代謝ガイドブック : 栄養素からエネルギー生成・解毒・排泄までよくわかる / 霜田幸雄著 技術評論社 00415230

196 492.1/I 最新臨床検査学講座    一般検査学 / 三村邦裕, 宿谷賢一[共]編集 医歯薬出版 00415049



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

197 493.1/M 薬物依存臨床の焦点 / 松本俊彦著 金剛出版 00415229

198 493.7/K 人を信じられない病 : 信頼障害としてのアディクション / 小林桜児著 日本評論社 00415232

199 493.76/S セラピストのための行動活性化ガイドブック : 「うつ病を治療する10の中核原則」 / クリストファー・R・マーテル[ほか]著 創元社 00415137

200 493.76/W 双極性障害のための認知行動療法ポケットガイド / ルース・C.ホワイト, ジョン・D.プレストン[共]著 金剛出版 00415133

201 493.9/S 小児食物アレルギーQ&A : 保護者からの質問に自信を持って答える / 佐藤さくら, 柳田紀之[共]編集 日本医事新報社 00415386

202 493.937/S 子どものための小さな援助論 / 鈴木啓嗣著 日本評論社 00415065

203 494.8/H 皮膚疾患ガイドライン編 / 宮地良樹編 メディカルレビュー社 00415083

204 498.07/F ヘルスリテラシー : 健康教育の新しいキーワード / 福田洋, 江口泰正[共]編著 大修館書店 00415300

205 498.51/S
サイエンス・アイ新書 355  知っていると安心できる成分表示の知識 : その食品、その洗剤、本当に安全なの? / 左巻健男, 池田
圭一[共]編著

ソフトバンククリエイティブ 00415317

206 498.55/S 食品別糖質量ハンドブック : ダイエット・糖質制限に必携 (増補新版) 洋泉社 00415397

207 498.58/Y もち麦ダイエットレシピ : お腹いっぱい食べても、しっかりやせる! : 糖質制限必要なし! / 山下春幸著 アスコム 00415160

208 498.59/U 給食のための基礎からの献立作成 : 大量調理の基本から評価まで / 上地加容子編著 : 片山直美編著 : 石川英子[ほか]共著 建帛社 00415299

209 499.1/H/2 医薬品開発のための統計解析 : じっくり勉強すれば身につく統計解析 / 芳賀敏郎著 (改訂版) (VOL=第2部: 実験計画法) サイエンティスト社 00415345

210 499.1/H/3 医薬品開発のための統計解析 : じっくり勉強すれば身につく統計解析 / 芳賀敏郎著 (改訂版) (VOL=第3部: 非線形モデル) サイエンティスト社 00415346

211 499.1/N 革新的医薬品審査のポイント / 成川衛編著 日経BP社 00415347

212 499.121/N/1
日本薬局方解説書 / 日本薬局方解説書編集委員会 1  日本薬局方解説書 / 日本薬局方解説書編集委員会編 (第17改正)
(VOL=[1])

廣川書店 00415401



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

213 499.121/N/2
日本薬局方解説書 / 日本薬局方解説書編集委員会 2  日本薬局方解説書 / 日本薬局方解説書編集委員会編 (第17改正)
(VOL=[2])

廣川書店 00415402

214 499.121/N/3
日本薬局方解説書 / 日本薬局方解説書編集委員会 3  日本薬局方解説書 / 日本薬局方解説書編集委員会編 (第17改正)
(VOL=[3])

廣川書店 00415403

215 499.121/N/4
日本薬局方解説書 / 日本薬局方解説書編集委員会 4  日本薬局方解説書 / 日本薬局方解説書編集委員会編 (第17改正)
(VOL=[4])

廣川書店 00415404

216 499.121/N/5
日本薬局方解説書 / 日本薬局方解説書編集委員会 5  日本薬局方解説書 / 日本薬局方解説書編集委員会編 (第17改正)
(VOL=[5])

廣川書店 00415405

217 499.6/C 調剤指針 / 日本薬剤師会編 (第13改訂増補版) 薬事日報社 00415144

218 499.87/M 自然ぐすり : 植物や食べものの手当てでからだとこころの不調をととのえる / 森田敦子著 ワニブックス 00415093

219 514/S 世界の魅惑のトンネル / 洋泉社編集部編 洋泉社 00415118

220 519/Y 里山里海 : 生きるための知恵と作法、循環型の暮らし / 養父志乃夫著 勁草書房 00415111

221 521/H 発掘遺構から読み解く古代建築 / 国立文化財機構奈良文化財研究所編集 クバプロ 00415187

222 526.7/K なぜぼくが新国立競技場をつくるのか : 建築家・隈研吾の覚悟 / 隈研吾著 日経BP社 00415064

223 588/I 産廃Gメンが見た食品廃棄の裏側 / 石渡正佳著 日経BP社 00415376

224 591/O 朝日新書 556  隠れ貧困 : 中流以上でも破綻する危ない家計 / 荻原博子著 朝日新聞社 00415119

225 594.2/K かわいい手づくりブローチ : 刺繍粘土でつくる : 実物大図案つき 世界文化社 00415227

226 594/I シンプルかわいいマニキュアフラワーのアクセサリー / いわせあさこ著 学研出版 00415435

227 596.04/F
復興ごはん : 「被災地の声」で綴る、復興を支えた「食」のチカラ。 : いっしょに作って、いっしょに食べよう! / 味の素グループ東北
応援ふれあいの赤いエプロンプロジェクト編

小学館 00415358

228 596.4/T すごいバーベキューのはじめかた / たけだバーベキュー著 ヨシモトブックス 00415437

229 596.6/T はじめての焼き菓子 : 作って楽しい!食べておいしい!もらってうれしい! / 寺西恵里子著 日東書院本社 00415391



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

230 596/N マグごはん : ひとりぶんをパパッと調理! / 新谷友里江著 宝島社 00415204

231 596/T 冷めてもおいしい絶品おかず : 家族みんながうれしい / 堤人美著 永岡書店 00415197

232 596/T すくって楽しい!スコップレシピ: かんたん!ヘルシー!おしゃれ! / 田村つぼみ著 日東書院本社 00415198

233 599.5/M 3歳からの今どき「外あそび」育児 / 前橋明著 主婦の友社 00415150

234 629.21/A 石と水の意匠 : 植治の造園技法 / 尼崎博正著 ; 田畑みなお撮影 淡交社 00415387

235 629.21/S 庭師小川治兵衛とその時代 / 鈴木博之著 東京大学出版会 00415149

236 645.6/N ひとと動物の絆の心理学 / 中島由佳著 ナカニシヤ出版 00415136

237 664.6/N サイエンス・アイ新書 183  科学でわかる魚の目利き : 回遊魚から養殖魚まで、魚をよりおいしく食べる! / 成瀬宇平著 ソフトバンククリエイティブ 00415348

238 673.9/Y つながるカフェ : コミュニティの<場>をつくる方法 / 山納洋著 学芸出版社 00415117

239 675/H 阪南大学叢書 105  ブランド価値創造戦略に求められるもの : 目に見えるものを通して目に見えない何かを捉える / 平山弘著 晃洋書房 00415256

240 675/M USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 : 成功を引き寄せるマーケティング入門 / 森岡毅著 KADOKAWA 00415173

241 678.3/I 阪南大学叢書 104  コミットメント制度としてのEU : 特恵的貿易協定の政治経済学 / 井上裕司著 文理閣 00415255

242 686.21/I 近鉄大阪線・南大阪線 : 街と駅の1世紀 : 昭和の街角を紹介 : 懐かしい沿線写真で訪ねる / 生田誠著 アルファベータブックス 00415389

243 688/S ワニブックス「Plus」新書 166  アニメが地方を救う!? : 「聖地巡礼」の経済効果を考える / 酒井亨著 ワニブックス 00415382

244 693.8/N 年賀郵便 : 〈JAPEX2015〉記念出版 : 年賀状と切手の歴史 日本郵趣協会 00415388

245 701.9/H 新しい広場をつくる : 市民芸術概論綱要 / 平田オリザ著 岩波書店 00415340

246 701.9/H 集英社新書 ［0112Ｆ］  芸術立国論 / 平田オリザ著 集英社 00415341

247 702.09/K 美術で綴るキリスト教と仏教 : 有の西欧と無の日本 / 門屋秀一著 晃洋書房 00415094



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

248 702.1/M すぐわかる日本の仏教美術 : 彫刻・絵画・工芸・建築 : 仏教史に沿って解きあかす、美の秘密 / 守屋正彦著 (改訂版) 東京美術 00415323

249 706.9/N 故宮物語 : 政治の縮図、文化の象徴を語る90話 / 野嶋剛著 勉誠出版 00415174

250 709/K 韓国の失われた文化財 : 増補日帝期文化財被害資料 / 黄壽永編 ; 李洋秀, 李素玲[共]増補・日本語訳 三一書房 00415249

251 720.28/A 会いたかった画家 / 安野光雅著 山川出版社 00415191

252 721.2/S すぐわかる源氏物語の絵画 東京美術 00415324

253 721.5/H 花ひらく琳派 : 琳派四百年記念祭公式記録 / 京都新聞出版センター編 京都新聞出版センター 00415106

254 721.8/S 浮世絵の女たち / 鈴木由紀子著 幻冬舎 00415362

255 721.9/S 絵画日本紀行 : 自然の神秘と癒しの絵画 / 須田勝嶄仁著 風詠社 00415262

256 721.9/S 絵画日本紀行 : 自然の神秘と癒しの絵画 / 須田勝嶄仁著 風詠社 00415263

257 723.015/N 河出文庫 ［に10-2］  謎解き印象派 : 光と色彩の秘密 / 西岡文彦著 河出書房新社 00415384

258 723.33/W ウォーターハウス夢幻絵画館 / [ウォーターハウス画] ; 川端康雄, 加藤明子[共]著 東京美術 00415314

259 723.35/M ミッフィーとマティスさん / 菊地敦己構成 ; 国井美果文 美術出版社 00415085

260 723.36/D アート・ビギナーズ・コレクション    もっと知りたいサルバドール・ダリ : 生涯と作品 / 村松和明著 東京美術 00415213

261 726.1/I 漫画は戦争を忘れない / 石子順著 新日本出版社 00415070

262 726.1/S とんぼの本    スヌーピーのひみつA to Z / チャールズ・M・シュルツ[ほか]著 新潮社 00415377

263 726.5/S ねないこはわたし / せなけいこ作・絵 文芸春秋 00415343

264 726.5/T ビリービンとロシア絵本の黄金時代 / 田中友子著 東京美術 00415313

265 739/K 篆刻まるわかりハンドブック : プロが教える  / 河野隆著 (新装版) 東京堂出版 00415199



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

266 740.21/T/1 古写真研究こぼれ話 : 真実を求めて : フェイスブック版 / 髙橋信一著 (VOL=[1]) 渡辺出版 00415112

267 740.21/T/2 古写真研究こぼれ話 : 真実を求めて : フェイスブック版 / 髙橋信一著 (VOL=2) 渡辺出版 00415113

268 740.21/T/3 古写真研究こぼれ話 : 真実を求めて : フェイスブック版 / 髙橋信一著 (VOL=3) 渡辺出版 00415114

269 748/I 岩合さんの好きなネコ / 岩合光昭著 辰巳出版 00415090

270 751.9/T 食品サンプル百貨店 / 竹村真奈, 小西七重[共]編著 ギャンビット 00415209

271 751/K kawaii    かわいいやきもの / 柏木麻里著 東京美術 00415378

272 753.4/N 和のビーズと観賞知識 : ビーズバッグの意匠、制作技術、由来から着物との取り合わせまで / 似内惠子著 誠文堂新光社 00415309

273 753.8/T インドの更紗手帖 : 世界で愛される美しいテキスタイルデザイン / 田中敦子編著 ; 渞忠之写真 誠文堂新光社 00415310

274 753/N 明治・大正のかわいい着物モスリン : メルヘン&ロマンティックな模様を楽しむ / 似内惠子著 誠文堂新光社 00415307

275 754.9/T はじめての和紙ちぎり絵入門 / 田中悠子著 (新装) 主婦の友社 00415306

276 756.6/D サイエンス・アイ新書 358  日本刀の科学 : 武器としての合理性と機能美に科学で迫る / 臺丸谷政志著 ソフトバンククリエイティブ 00415318

277 756.7/S 戦国武器甲冑事典 : 戦術、時代背景がよくわかる / ユニバーサル・パブリシング編 (カラー版) 誠文堂新光社 00415325

278 757.3/I 季節を感じる配色パターン / iyamadesign著 ; グラフィック社編集部編 グラフィック社 00415294

279 757.3/R 和色の見本帳 : 慣用色名からの配色イメージと金銀色掛け合わせ / ランディング著 技術評論社 00415295

280 764.7/S 一瞬でやる気を引き出す38のスイッチソング / 斉藤迅著 文響社 00415159

281 773.2/M 世阿弥の謎 / 森田恭二著 創英社 00415383

282 778.04/K 超企画会議 / 川村元気著 エイガウォーカー 00415408

283 778.77/S 新潮新書 674  ジブリの仲間たち / 鈴木敏夫著 新潮社 00415320



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

284 779.13/S/ﾍﾞ2
円朝全集 / [三遊亭円朝著] ; 清水康行, 佐藤かつら, 横山泰子校注 別巻2  円朝全集 / [三遊亭円朝著] ; 佐藤至子[ほか]校注
(VOL=別巻2)

岩波書店 00415086

285 780.1/P スポーツ倫理学の射程 : ドーピングからフェアネスへ / クラウディア・パヴレンカ編著 ; 藤井政則訳 晃洋書房 00415258

286 780.7/K 体幹・体軸バランストレーニング / 木場克己著 宝島社 00415394

287 782.3/A PHP新書 813  やめたくなったら、こう考える / 有森裕子著 PHP研究所 00415326

288 783.7/J Gakken sports books    実例図解すぐわかる!野球のルール&スコアのつけ方早見事典 学習研究社 00415097

289 789.8/N 歴史新書    忍者を科学する: 秘伝書に記された秘術78 / 中島篤巳著 洋泉社 00415400

290 801.7/I 翻訳技法実践論 : 『星の王子さま』をどう訳したか / 稲垣直樹著 平凡社 00415115

291 807.9/K 河出ブックス 094  ことばあそびの歴史 : 日本語の迷宮への招待 / 今野真二著 河出書房新社 00415312

292 810.4/H 新潮選書    日本語の謎を解く : 最新言語学Q&A / 橋本陽介著 新潮社 00415091

293 810.4/O 字幕屋の気になる日本語 / 太田直子著 新日本出版社 00415303

294 814/D おのまとぺの本 / だんきょうこ書 ; ニシワキタダシ絵 高陵社書店 00415089

295 816.6/M たった一通の手紙が、人生を変える / 水野敬也[著] 文響社 00415158

296 830.4/L Language and style in English literature / ed. by Ken Nakagawa ... [et al.]
The English research
association of Hiroshima :
Ke

00415252

297 838/V/G-57
Varieties of English around the world, general series vol.57  World Englishes : new theoretical and methodological considerations
/ ed. by Elena Seoane, Cristina Suárez-Gómez (VOL=hbk)

J. Benjamins 00415071

298 909.3/I アポリア : あしたの風 / いとうみく作 童心社 00415193

299 909.3/K ありがとうの道 / 小原麻由美作 ; 黒井健絵 PHP研究所 00415208



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

300 909.3/N あたまのうえのかみさま / のぶみさく サンマーク出版 00415066

301 909.3/N さよならママがおばけになっちゃった! / のぶみさく 講談社 00415344

302 909.3/O たくさんのふしぎ傑作集 ( )  シュヴァル : 夢の宮殿をたてた郵便配達夫 / 岡谷公二文 ; 山根秀信絵 福音館書店 00415206

303 909.3/S おばけのケーキ屋さん / SAKAE絵・文 マイクロマガジン社 00415182

304 909.3/S オイレ夫人の深夜画廊 / 斉藤洋著 偕成社 00415185

305 909.3/S アルフレートの時計台 / 斉藤洋著 ; 森田みちよ画 偕成社 00415352

306 909.3/S ドローセルマイアーの人形劇場 / 斉藤洋作 ; 森田みちよ画 あかね書房 00415353

307 909.3/T モカと幸せのコーヒー / 刀根里衣著 NHK出版 00415205

308 909.3/T パパの柿の木 / 谷口真知子作, 亭島和洋絵 星湖舎 00415409

309 909.3/Y ちゃんがら町 / 山本孝作・絵 岩崎書店 00415152

310 909/C/207
Children's literature review 207  Children's literature review : excerpts from reviews, criticism, and commentary on books for
children and young people / Gerard J. Senick, editor ; Sharon R. Gunton, associate editor (VOL=v.207)

Gale Research Inc. 00415330

311 909/C/208
Children's literature review 208  Children's literature review : excerpts from reviews, criticism, and commentary on books for
children and young people / Gerard J. Senick, editor ; Sharon R. Gunton, associate editor (VOL=v.208)

Gale Research Inc. 00415331

312 909/S 童話作家になる方法 / 斉藤洋著 講談社 00415073

313 910.26/M 夜を乗り越える / 又吉直樹著 小学館 00415380

314 910.268/D/24 太宰治研究 / 山内祥史編 24  太宰治研究 / 山内祥史編 (VOL=24) 和泉書院 00415076

315 910.268/M 三島由紀夫幻の皇居突入計画 / 鈴木宏三著 彩流社 00415098

316 910.268/N 漱石からの手紙 : 人生に折り合いをつけるには / 中川越著 CCCメディアハウス 00415116

317 910.268/N 夏目漱石博物館 : 絵で読む漱石の明治 / 石﨑等, 中山繁信[共]著 彰国社 00415375



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

318 910.4/J/1 人生をひもとく日本の古典 / 久保田淳 [ほか] 編著 1  からだ / 久保田淳[ほか]編著 岩波書店 00415099

319 910.4/J/2 人生をひもとく日本の古典 / 久保田淳 [ほか] 編著 2  はたらく / 久保田淳[ほか]編著 岩波書店 00415100

320 910.4/J/3 人生をひもとく日本の古典 / 久保田淳 [ほか] 編著 3  つながる / 久保田淳[ほか]編著 岩波書店 00415101

321 910.4/J/4 人生をひもとく日本の古典 / 久保田淳 [ほか] 編著 4  たたかう / 久保田淳[ほか]編著 岩波書店 00415102

322 910.4/J/5 人生をひもとく日本の古典 / 久保田淳 [ほか] 編著 5  いのる / 久保田淳[ほか]編著 岩波書店 00415103

323 910.4/J/6 人生をひもとく日本の古典 / 久保田淳 [ほか] 編著 6  死ぬ / 久保田淳[ほか]編著 岩波書店 00415104

324 910.4/K/2012
国文学年次別論文集 国文学一般 / 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 (VOL=平
成24(2012)年 国文学一般)

朋文出版 00415047

325 910.59/B/2016 文芸年鑑 / 文藝家協會編 2016  文藝年鑑 / 日本文藝家協會編 (VOL=2016) 新潮社 00415080

326 910.8/F/1 藤井乙男著作集 1  江戸文学研究 / [藤井乙男著] ; 竹野静雄編・解説 ([復刻版]) クレス出版 00415218

327 910.8/F/2 藤井乙男著作集 2  江戸文学叢説 / [藤井乙男著] ; 竹野静雄編・解説 ([復刻版]) クレス出版 00415219

328 910.8/F/3 藤井乙男著作集 3  史話俳談 / [藤井乙男著] ; 竹野静雄編・解説 ([復刻版]) クレス出版 00415220

329 910.8/F/4 藤井乙男著作集 4  文学史 / [藤井乙男著] ; 竹野静雄編・解説 ([復刻版]) クレス出版 00415221

330 910.8/F/5 藤井乙男著作集 5  俳諧研究 / [藤井乙男著] ; 竹野静雄編・解説 ([復刻版]) クレス出版 00415222

331 910.8/F/6 藤井乙男著作集 6  伝記・芸能 / [藤井乙男著] ; 竹野静雄編・解説 ([復刻版]) クレス出版 00415223

332 910.8/F/7 藤井乙男著作集 7  ことわざ研究 / [藤井乙男著] ; 竹野静雄編・解説 ([復刻版]) クレス出版 00415224

333 910.8/F/8 藤井乙男著作集 8  解説・解題集 / [藤井乙男著] ; 竹野静雄編・解説 ([復刻版]) クレス出版 00415225

334 910.8/F/9 藤井乙男著作集 9  書評・序文・雑纂／国語便覧 / [藤井乙男著] ; 竹野静雄編・解説 ([復刻版]) クレス出版 00415226

335 911.14/O 角川選書 572  武士はなぜ歌を詠むか : 鎌倉将軍から戦国大名まで / 小川剛生著 角川書店 00415216



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

336 911.56/M 本や紅茶や薔薇の花 / 陸奥A子著 河出書房新社 00415200

337 911.568/I 点滴ポール : 生き抜くという旗印 / 岩崎航著 ; 齋藤陽道写真 ナナロク社 00415157

338 912.7/N/'15 年鑑代表シナリオ集 / シナリオ作家協会編 2015  年鑑代表シナリオ集 / 日本シナリオ作家協会編 (VOL='15) 映人社 00415328

339 913.6/A 残り者 / 朝井まかて著 双葉社 00415181

340 913.6/A アンマーとぼくら / 有川浩著 講談社 00415438

341 913.6/C ジニのパズル / 崔実著 講談社 00415165

342 913.6/H 創元推理文庫 ［Fひ2-1］  妖怪の子預かります / 廣嶋玲子著 (再版) 東京創元社 00415327

343 913.6/H 神奈備 / 馳星周著 集英社 00415379

344 913.6/H おおあたり / 畠中恵著 新潮社 00415406

345 913.6/I 天下人の茶 / 伊東潤著 文藝春秋 00415072

346 913.6/I 陸王 / 池井戸潤著 集英社 00415322

347 913.6/K 真贋 / 今野敏著 双葉社 00415074

348 913.6/K 河出文庫 ［き6-3］  カメリ / 北野勇作著 河出書房新社 00415385

349 913.6/K/3 近江妖景 / 木村桂子著 ミヤオビパブリッシング 00415207

350 913.6/M スタフ / 道尾秀介著 文藝春秋 00415311

351 913.6/T ウエディングドレス : おしあわせに / 玉岡かおる著 幻冬舎 00415192

352 913.6/Y 美しい距離 / 山崎ナオコーラ著 文藝春秋 00415239

353 913.68/E 平凡社ライブラリー 843  怪談入門 : 乱歩怪異小品集 / 江戸川乱歩著, 東雅夫編集 平凡社 00415235



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

354 913.68/M 講談社文芸文庫  ［こ-J40］  明治深刻悲惨小説集 / 講談社文芸文庫編 ; 齋藤秀昭選 講談社 00415308

355 914.6/I 日付の大きいカレンダー : 岩崎航エッセイ集 / 岩崎航著 ナナロク社 00415156

356 914.6/K/2 「言葉の力」を感じるとき / 言の葉協会編集委員会編 (VOL=2) 京都柿本書房 00415254

357 914.6/S 戦争とおはぎとグリンピース : 婦人の新聞投稿欄「紅皿」集 / 西日本新聞社編 西日本新聞社 00415096

358 916/S 認知症の私からあなたへ : 20のメッセージ / 佐藤雅彦著 大月書店 00415107

359 916/S 岩波ジュニア新書 836  30代記者たちが出会った戦争 : 激戦地を歩く / 共同通信社会部編 岩波書店 00415425

360 918/R/85 冷泉家時雨亭叢書 / 冷泉家時雨亭文庫編 第85巻  古今和歌集 : 蒔絵小箱三代集本 / 冷泉家時雨亭文庫編 朝日新聞社 00415428

361 921.5/S/1 宋詩鈔 / (清)呂留良[ほか]編 (3版) (VOL=上) 世界書局 00415432

362 921.5/S/2 宋詩鈔 / (清)呂留良[ほか]編 (3版) (VOL=中) 世界書局 00415433

363 921.5/S/3 宋詩鈔 / (清)呂留良[ほか]編 (3版) (VOL=下,補) 世界書局 00415434

364 930.2/H ステキなものの見つけ方 : ときめかせる、ハラハラさせる、心を惹きつけるあの魅力 / 橋本賢二編著
大阪教育大学米文学研
究室

00415241

365 933/MCC 創元推理文庫 ［Mマ12-5］  暗い鏡の中に / ヘレン・マクロイ著 ; 駒月雅子訳 東京創元社 00415321

366 963/I アウシュヴィッツの図書係 / アントニオ.G.イトゥルベ著 ; 小原京子訳 集英社 00415349

367 B135.5/C 講談社学術文庫 2369  論理学 : 考える技術の初歩 / エティエンヌ・ボノ・ド・コンディヤック[著] ; 山口裕之訳 講談社 00415335

368 B210.4/S/4 岩波新書 1582  分裂から天下統一へ / 村井章介著 岩波書店 00415416

369 B217.3/H 岩波新書 1612  古代出雲を歩く / 平野芳英著 岩波書店 00415417

370 B222.036/C 東洋文庫 873  呉越春秋 : 呉越興亡の歴史物語 / 趙曄[著] ; 佐藤武敏訳注 平凡社 00415215



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

371 B288.4/Y 講談社学術文庫 2376  女官 : 明治宮中出仕の記 / 山川三千子[著] 講談社 00415337

372 B289.2/S 岩波新書 1613  孫文 : 近代化の岐路 / 深町英夫著 岩波書店 00415418

373 B312.1/K 講談社現代新書 2377  情報参謀 / 小口日出彦著 講談社 00415419

374 B312.1/O 講談社学術文庫 2377  民権闘争七十年 : 咢堂回想録 / 尾崎行雄[著] 講談社 00415338

375 B377.21/K 新潮文庫 /10404［こ-57-1］  工学部ヒラノ教授 / 今野浩著 新潮社 00415057

376 B377.21/K 新潮文庫 /10405［こ-57-2］  工学部ヒラノ教授の事件ファイル / 今野浩著 新潮社 00415058

377 B377.253/K 新潮文庫 /10406［こ-57-3］  工学部ヒラノ教授のアメリカ武者修行 / 今野浩著 新潮社 00415059

378 B756.6/K 講談社現代新書 2380  刀の日本史 / 加来耕三著 講談社 00415421

379 B762/U 講談社現代新書 2381  138億年の音楽史 / 浦久俊彦著 講談社 00415422

380 B766/J
文庫クセジュ 1006  100語でたのしむオペラ / フィリップ・ジョルダン著 ; エマニュエル・ジョス執筆協力 ; 武藤剛史, 田口亜紀[共]
訳

白水社 00415214

381 B791/T 講談社学術文庫 2375  利休聞き書き「南方録覚書」 : 全訳注 / 筒井紘一[著] 講談社 00415336

382 B796/O 講談社現代新書 2378  不屈の棋士 / 大川慎太郎著 講談社 00415420

383 B921.43/T/2 講談社学術文庫 2334  杜甫全詩訳注 / [杜甫著] ; 下定雅弘, 松原朗[共]編 (VOL=2) 講談社 00415334

384
CR810.4/N/51-
5

日本語学論説資料 [機械可読データファイル] 第51号第5分冊  コミュニケーション･言語学 (CD-ROM版) (VOL=51: 2014年(平成
26年)分)

論説資料保存会 00415412

385
CR810.4/N/51-
5ﾍﾞ

日本語学論説資料 [機械可読データファイル] 第51号第5分冊(増)  対照研究 (CD-ROM版) (VOL=51: 2014年(平成26年)分増
刊)

論説資料保存会 00415413

386 DV366.3/M マタニティハラスメント : 女性が安心して働ける職場環境に[映像資料] アトリエエム 00415339

387 DV367.9/S 大修館保健体育DVDシリーズ[映像資料]    思春期と性 : 変化する体と心[映像資料] / 放送映画製作所制作 大修館書店 00415142

388 DV375.49/I 大修館保健体育DVDシリーズ[映像資料]    飲酒と健康[映像資料] / 放送映画製作所製作 大修館書店 00415169



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

389 DV375.49/K 大修館保健体育DVDシリーズ[映像資料]    喫煙と健康[映像資料] / 放送映画製作所製作 大修館書店 00415168

390 DV376.15/O 映像で見る主体的な遊びで育つ子ども : あそんでぼくらは人間になる[映像資料] / 大豆生田啓友, 中坪史典[共]編著 エイデル研究所 00415120

391 DV492.2/S
大修館保健体育DVDシリーズ[映像資料]    心肺蘇生法 : きみの勇気が命を救う : ガイドライン2010準拠[映像資料] / 放送映画
製作所制作

大修館書店 00415141

392 DV493.7/S 精神[映像資料] アステア(発売) 00415234

393 DV780.2/S 大修館保健体育DVDシリーズ[映像資料]    スポーツの歴史と文化 : 人類だけが持つ文化[映像資料] / 放送映画製作所制作 大修館書店 00415167


