
請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

1 002.7/C
人間科学のための混合研究法 : 質的・量的アプローチをつなぐ研究デザイン / J. W. クレスウェル, V. L. プラノ クラーク[共]著 ;
大谷順子訳

北大路書房 416051

2 007.3/D/2016
デジタルコンテンツ白書 / デジタルコンテンツ協会編 2016  映像コンテンツビジネスのパラダイムシフト / デジタルコンテンツ協会
編

デジタルコンテンツ協会 00416410

3 010.2/C 世界の図書館 : 美しい知の遺産 / ジェームズ・W・P・キャンベル著 ; ウィル・プライス写真 ; 野中邦子, 高橋早苗[共]訳 河出書房新社 00416495

4 010.2/T/33
図書館文化史研究 ＝ Journal of the Japan association of library and information history / 日本図書館文化史研究会編 第33号
(2016)  図書館文化史研究 / 日本図書館文化史研究会編集 (VOL=第33号(2016))

日外アソシエーツ 00416234

5 010.21/J 人物でたどる日本の図書館の歴史 / 小川徹[ほか]著 青弓社 00416432

6 015/N 図書館のアクセシビリティ : 「合理的配慮」の提供へ向けて / 野口武悟, 植村八潮[共]編著 樹村房 00416185

7 017/A 明日へつなぐ学校図書館 : 学図研の30年 / 学校図書館問題研究会編集 学校図書館問題研究会 00416288

8 017/A
IFLA図書館ガイドラインとグローバル化する学校図書館 / バーバラ・Aシュルツ＝ジョーンズ , ダイアン・オバーグ[共]編著 : 大平
睦美, 二村健[共]編訳

学文社 00416309

9 019.1/T 枕元の本棚 / 津村記久子著 実業之日本社 00416203

10 019.2/R ストーリーテリングについて / ユーラリー・S・ロス著 ; 山本まつよ訳 (第12版) 子ども文庫の会 00416073

11 019/S 「孤独」の読書術 : 君が1年後、急成長する25の本の読み方 / 里中李生著 学研プラス 00416215

12 020.21/S 日本古典書誌学論 / 佐々木孝浩著 笠間書院 00416071

13 069.7/O Tokyo大学博物館ガイド / 大坪覚著
ブルース・インターアクショ
ンズ

00416106

14 069.9/O/12
大阪歴史博物館館蔵資料集 / 大阪歴史博物館編集 　  旧大阪市都市工学情報センター所蔵写真「都市と水辺」 / 大阪歴史博
物館編

大阪歴史博物館 00416274

15 071/A/1141 朝日新聞縮刷版 平成28年7月  朝日新聞縮刷版 (VOL=平成28年7月) 朝日新聞社 00416087

16 071/A/1142 朝日新聞縮刷版 平成28年8月  朝日新聞縮刷版 (VOL=平成28年8月) 朝日新聞社 00416489

17 081/D/14 大東急記念文庫善本叢刊 14［中古中世篇 ; 第14巻］  伝記・願文・語学等 / 築島裕責任編集 大東急記念文庫 00416492



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

18 081/S/57 尊経閣善本影印集成 / 前田育徳会尊経閣文庫編 57  小右記 / [藤原実資著] ; 前田育徳会尊経閣文庫編 (VOL=2) 八木書店 00416108

19 121/T 角川選書 575  日本思想の言葉 : 神、人、命、魂 / 竹内整一著 角川書店 00416155

20 130.2/S ベスト新書 518  使う哲学 / 齋藤孝著 ベストセラーズ 00416417

21 140.4/I イラスト図解死ぬほど怖い!他人の心理大事典 宝島社 00416435

22 140.7/R ロールシャッハ・テスト : Sweet code ver. 2 : コーディング・システム / 大関信隆制作 (第2版) 金剛出版 00416058

23 140.72/R/31 臨床描画研究 / 日本描画テスト･描画療法学会編 31  特集／自己治癒の営みとしての描画 / 日本描画テスト・描画療法学会編
日本描画テスト･描画療法
学会

00416125

24 140/S 心理学ビジュアル百科 : 基本から研究の最前線まで / 越智啓太編 創元社 00416430

25 141.6/V 嘘と欺瞞の心理学 : 対人関係から犯罪捜査まで虚偽検出に関する真実 / アルダート・ヴレイ著 福村出版 00416057

26 143.5/P
サイエンス・アイ新書 362［SIS-362］  マンガでわかる女性とモメない職場の心理学 : 「何が自分と違うのか?」から気持ちをつかむ会
話術まで / ポーポー・ポロダクション著

ソフトバンククリエイティブ 00416224

27 146.8/I/1 ケアする人も楽になる : マインドフルネス&スキーマ療法 / 伊藤絵美著 (VOL=BOOK1) 医学書院 00416326

28 146.8/I/2 ケアする人も楽になる : マインドフルネス&スキーマ療法 / 伊藤絵美著 (VOL=BOOK2) 医学書院 00416327

29 146.8/L
子ども-親心理療法 : トラウマを受けた早期愛着関係の修復 / アリシア・F・リーバーマン, パトリシア・ヴァン・ホーン[共]著 ; 門脇陽
子, 森田由美[共]訳

福村出版 00416368

30 146.8/T 短期力動療法・ユング派心理療法・スキーマ療法・ブリーフセラピー / 田中康裕[ほか著] ; 岡昌之[ほか]編著 新曜社 00416367

31 146.8/W 実践セルフ・コンパッション : 自分を追いつめず自信を築き上げる方法 / メアリー・ウェルフォード著 ; 石村郁夫, 野村俊明[共]訳 誠信書房 00416320

32 147.6/C 幽霊とは何か : 五百年の歴史から探るその正体 / ロジャー・クラーク著 ; 桐谷知未訳 国書刊行会 00416196

33 163.8/M ふくろうの本 = 図説シリーズ    図説エジプトの「死者の書」 / 村治笙子, 片岸直美[共]文 ; 仁田三夫写真 (新装版) 河出書房新社 00416163

34 184/M おしえてブッダせんせい : こころのふしぎ : 心を育てるこども仏教塾 / 宮下真著 ; まつおかたかこ絵 永岡書店 00416067



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

35 185.913/S/36 淺草寺日記 第36巻  淺草寺日記 (VOL=第36巻) 金龍山浅草寺 00416245

36 186.8/S 不動明王 : 智慧と力のほとけのすべて / 下泉全暁著 春秋社 00416314

37 188.45/U 善光寺の歴史と信仰 / 牛山佳幸著 法藏館 00416313

38 188.72/T/2-14 大系真宗史料 文書記録編(14)  東西分派 / 真宗史料刊行会編 法藏館 00416369

39 210.04/F 祥伝社新書 461  教科書には載らない日本史の秘密 / 古川愛哲[著] 祥伝社 00416080

40 210.088/S-N/2 史料纂集 [古記録編]  (2)［[186]］  中臣祐範記 / [中臣祐範著] ; 春日大社編 ; 中臣祐範記研究会校訂 (VOL=第2) 続群書類従完成会 00416102

41 210.088/S-U/1 史料纂集 [古記録編]  (1)［[187]］  氏經卿神事記 / 野村朋弘, 比企貴之[共]校訂 (VOL=第1) 続群書類従完成会 00416389

42 210.3/M 古代の人々の心性と環境 : 異界・境界・現世 / 三宅和朗著 吉川弘文館 00416150

43 210.3/S 先代旧事本紀 : 現代語訳 / 志村裕子訳 批評社 00416349

44 210.47/W 歴史新書    なぜ、地形と地理がわかると戦国時代がこんなに面白くなるのか / 渡邊大門編著 洋泉社 00416450

45 210.5/K/8-3
近世歴史資料集成 / 稲生若水, 丹羽正伯[共]編 8(3)  オクタント之記 : 完 / [コルネリス・ドウエス著 ; 志筑忠雄訳] . 算法量地捷
解前篇 / [市川運八郎方静閲 ; 松澤鏡蔵信義編] . 測量集要 / [木村直方編輯] . 測量全義 / [徐光啓督修 ; 羅雅谷譔 ; 湯若望
訂] . 測量術大成 / [村井中漸傅書] . 分度餘術 / [松宮俊仍著]

科学書院 00416109

46 210.58/I 新選組最新夜話 / 伊東成郎著 河出書房新社 00416135

47 210.75/S 戦争と看護婦 / 川嶋みどり[ほか]著 国書刊行会 00416438

48 213.2/I 遺跡の発掘と活用の記録 / とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センター編集
とちぎ未来づくり財団埋蔵
文化財センター

00416285

49 213.5/C
千葉県教育振興財団調査報告 第755集  千葉北部地区中48(桜台)画地埋蔵文化財発掘調査報告書 / 千葉県教育振興財団文
化財センター編

国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

00416266

50 213.5/C
千葉県教育振興財団調査報告 第756集  長南町茗荷沢遺跡・竹ノ谷横穴群, 茂原市・長南町八幡下塚群 / 千葉県教育振興財
団編

国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

00416267

51 213.5/C/41
千葉県教育振興財団文化財センター年報 / 千葉県教育振興財団文化財センター編集 No.41  千葉県教育振興財団文化財セン
ター年報 / 千葉県教育振興財団編集 (VOL=No.41 (平成27年度))

千葉県教育振興財団文
化財センター

00416269



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

52 213.5/I 千葉県教育振興財団調査報告 第744集  市原市大和田遺跡群 / 千葉県教育振興財団文化財センター編 (VOL=4・5・6)
国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

00416255

53 213.5/I 千葉県教育振興財団調査報告 第746集  市川市後通遺跡 / 千葉県教育振興財団文化財センター編 (VOL=1-15)
国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

00416257

54 213.5/I 千葉県教育振興財団調査報告 第750集  市原市緑岡古墳群 / 千葉県教育振興財団文化財センター編 (VOL=1・1-2)
国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

00416261

55 213.5/I 千葉県教育振興財団調査報告 第751集  市原市久保堰ノ台遺跡 / 千葉県教育振興財団文化財センター編 (VOL=1・2)
国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

00416262

56 213.5/I 千葉県教育振興財団調査報告 第757集  市原市大和田遺跡群(3)・(7)・高滝陣屋跡 / 千葉県教育振興財団編
国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

00416268

57 213.5/I/7-9 千葉県教育振興財団調査報告 第753集  市川市道免き谷津遺跡確認調査・第1地点 / 千葉県教育振興財団編 (VOL=7-9)
国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

00416264

58 213.5/K/2
千葉県教育振興財団調査報告 第754集  柏 (かしわ) 市大松 (おおまつ) 遺跡 / 千葉県教育振興財団文化財編集 (VOL=縄文時
代以降編 ; 2)

国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

00416265

59 213.5/N
千葉県教育振興財団調査報告 第748集  流山市市野谷芋久保遺跡・市野谷中島遺跡・市野谷向山遺跡・市野谷立野遺跡・大久
保遺跡(上層)・十太夫第III遺跡 / 千葉県教育振興財団文化財センター編

国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

00416259

60 213.5/S/4
千葉県教育振興財団調査報告 第742集  酒々井 (しすい) 町飯積原山 (いいづみはらやま) 遺跡 / 千葉県教育振興財団編集
(VOL=4)

国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

00416253

61 213.5/T
千葉県教育振興財団調査報告 第747集  滝台第6加圧機場建設に伴う埋蔵文化財調査報告書 / 千葉県教育振興財団文化財セ
ンター編

国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

00416258

62 213.5/Y 千葉県教育振興財団調査報告 第743集  四街道市出口・鐘塚(2)・(3)・(4)遺跡 / 千葉県教育振興財団文化財センター編
国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

00416254

63 213.5/Y 千葉県教育振興財団調査報告 第752集  四街道市高堀遺跡 / 千葉県教育振興財団編
国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

00416263

64 213.5/Y/2 千葉県教育振興財団調査報告 第749集  四街道市嶋越遺跡 / 千葉県教育振興財団編 (VOL=2: 旧石器時代-弥生時代編)
国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

00416260

65 213.5/Y/3 千葉県教育振興財団調査報告 第745集  四街道 (よつかいどう) 市清水 (しみず) 遺跡 / 千葉県教育振興財団編集 (VOL=3)
国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

00416256

66 216.3/K/10 共同研究成果報告書 / 大阪歴史博物館編 10  大坂の両替商銭屋佐兵衛家の研究と展示 / 大阪歴史博物館編 大阪歴史博物館 00416275

67 216.3/M 上方文庫別巻シリーズ 8  船場大阪を語りつぐ : 明治大正昭和の大阪人、ことばと暮らし / 前川佳子構成・文 和泉書院 00416118

68 216.31/O/83 大阪市史史料 / 大阪市史編纂所編 第83輯  享保期新大和川支配替関係史料 / 大阪市史編纂所編 大阪市史料調査会 00416157



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

69 216.4/I
兵庫県文化財調査報告 / 兵庫県教育委員会編 482  生野代官所跡関連遺跡 : 朝来市 / 兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文
化財調査部編集

兵庫県教育委員会 00416280

70 216.4/I
兵庫県文化財調査報告 / 兵庫県教育委員会編 485  猪渕遺跡 : 猪名川町 / 兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部
編

兵庫県教育委員会 00416283

71 216.4/K
兵庫県文化財調査報告 / 兵庫県教育委員会編 480  上佐野1号墳 : 豊岡市 / 兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部
編

兵庫県教育委員会 00416278

72 216.4/N
兵庫県文化財調査報告 / 兵庫県教育委員会編 483  西岡屋遺跡・ヤケヤノ坪遺跡・柴崎遺跡 : 篠山市 / 兵庫県まちづくり技術
センター埋蔵文化財調査部編

兵庫県教育委員会 00416281

73 216.4/N
兵庫県文化財調査報告 / 兵庫県教育委員会編 484  西畦野下ノ段・井戸遺跡 : 川西市 / 兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文
化財調査部編

兵庫県教育委員会 00416282

74 216.4/O
兵庫県文化財調査報告 / 兵庫県教育委員会編 481  大塚遺跡 : 加古川市 / 兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部
編

兵庫県教育委員会 00416279

75 217.3/K
松江市文化財調査報告書 第175集  上岡遺跡 : 交通安全施設整備事業(市道大野上岡線視距改良工事)に伴う発掘調査報告書
/ 松江市教育委員会, 松江市スポーツ振興財団編

[松江市教育委員会] 00416273

76 219.1/A
呰見中園遺跡 ; 国作八反田遺跡 : 福岡県京都郡みやこ町豊津地区所在遺跡の調査 : 東九州自動車道建設事業(みやこ築上工
区)に係る埋蔵文化財調査報告

みやこ町教育委員会 00416277

77 221.2/B 平壌地区高句丽都城遺迹 / 朴灿奎著 香港亚洲出版社 00416390

78 221.2/T 湖南里 : 2013年平壌市三石区域湖南里高句丽古墳群II区发掘报告 / 郑京日著 香港亚洲出版社 00416391

79 222.06/K 乾隆帝伝 / 後藤末雄著 ; 新居洋子校注 国書刊行会 00416198

80 230.4/L 時代区分は本当に必要か? : 連続性と不連続性を再考する / ジャック・ル=ゴフ[著] ; 菅沼潤訳 藤原書店 00416151

81 234.074/L ヒトラーの娘たち : ホロコーストに加担したドイツ女性 / ウェンディ・ロワー著 ; 石川ミカ訳 明石書店 00416434

82 242/K
京都大学総合博物館考古学資料目録 : エジプト出土資料 / 京都大学大学院文学研究科考古学専修, 京都大学総合博物館[共]
編

京都大学総合博物館 00416287

83 242/W 図説古代エジプト文明辞典 / トビー・ウィルキンソン著 柊風舎 00416447

84 280.8/M/158 ミネルヴァ日本評伝選 (158)  護良親王 : 武家よりも君の恨めしく渡らせ給ふ / 新井孝重著 ミネルヴァ書房 00416491

85 281.038/K 角川新書 ［K-92］  古写真で見る最後の姫君たち : 幕末三百藩 / 『歴史読本』編集部編 角川書店 00416374



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

86 281.08/S/19 シリーズ「自伝」my life my world    青春放浪から格差の経済学へ / 橘木俊詔著 ミネルヴァ書房 00416111

87 288.4/N/2 残酷な王と悲しみの王妃 / 中野京子著 (VOL=2) 集英社 00416183

88 288.46/T 検証天皇陵 / 外池昇著 山川出版社 00416448

89 288/K 新人物文庫    カメラが撮らえた明治・大正・昭和皇族と華族 / 『歴史読本』編集部編 新人物往来社 00416364

90 289.1/B 中経の文庫    坂野惇子 : 子ども服にこめた「愛」と「希望」 / 青山誠著 ; 『歴史読本』編集部編 中経出版 00416366

91 289.1/F 文春文庫 ［ふ43-1］  一〇〇年前の女の子 / 船曳由美著 文藝春秋 00416454

92 289.1/I 村に火をつけ、白痴になれ : 伊藤野枝伝 / 栗原康著 岩波書店 00416398

93 289.1/S 平凡社新書 628  現代語訳渋沢栄一自伝 : 「論語と算盤」を道標として / 渋沢栄一著 ; 守屋淳編訳 平凡社 00416394

94 289.3/M NHK出版新書 497  美術品でたどるマリー・アントワネットの生涯 / 中野京子著 NHK出版 00416225

95 291.62/U 京都府山岳総覧 : 京都府339山案内 / 内田嘉弘, 竹内康之[共]編著 ナカニシヤ出版 00416317

96 292.2/H シルクロードに仏跡を訪ねて : 大谷探検隊紀行 / 本多隆成著 吉川弘文館 00416397

97 293.3/O ふくろうの本 = 図説シリーズ    図説英国ナショナル・トラスト : 美しいイギリスを遺した人々 / 小野まり著 河出書房新社 00416153

98 304/T 転換期を生きるきみたちへ : 中高生に伝えておきたいたいせつなこと / 内田樹編 ; 岡田憲治[ほか]著 晶文社 00416415

99 304/T 角川新書  ［K-76］  政府は必ず嘘をつく / 堤未果[著] (増補版, 6版) 角川書店 00416418

100 311.1/Y 正義への責任 / アイリス・マリオン・ヤング[著] ; 岡野八代, 池田直子[共]訳 岩波書店 00416329

101 312.53/H 角川新書 ［K-90］  大統領の演説 / パトリック・ハーラン[著] 角川書店 00416449

102 316.1/S 朝日新書 572  SNS時代の写真ルールとマナー / 日本写真家協会編 朝日新聞社 00416452



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

103 317.8/C 地域社会から見る帝国日本と植民地 : 朝鮮・台湾・満洲 / 松田利彦, 陳姃湲[共]編 思文閣出版 00416134

104 318.8/D 大学生、限界集落へ行く : 「情報システム」による南魚沼市辻又活性化プロジェクト / 専修大学経営学部森本ゼミナール編 専修大学出版局 00416192

105 319.1053/Y 日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか / 矢部宏治著
集英社インターナショナ
ル

00416177

106 319.8/T 岩波ジュニア新書 840  徳川家が見た戦争 / 徳川宗英著 岩波書店 00416483

107 323.14/T 憲法って、どこにあるの? : みんなの疑問から学ぶ日本国憲法 / 谷口真由美著 集英社 00416130

108 326.34/H 犯罪心理学事典 / 日本犯罪心理学会編 丸善出版 00416405

109 326.34/Y ゆがんだ認知が生み出す反社会的行動 : その予防と改善の可能性 / 吉澤寛之[ほか]編著 北大路書房 00416324

110 327.12/M 新潮新書 676  家裁調査官は見た : 家族のしがらみ / 村尾泰弘著 新潮社 00416453

111 327.6/K 道徳感情はなぜ人を誤らせるのか : 冤罪、虐殺、正しい心 / 管賀江留郎著 洋泉社 00416497

112 331.19/L 「脱成長」は、世界を変えられるか? : 贈与・幸福・自律の新たな社会へ / セルジュ・ラトゥーシュ著 ; 中野佳裕訳 作品社 00416133

113 332.1/M この経済政策が民主主義を救う : 安倍政権に勝てる対案 / 松尾匡著 大月書店 00416413

114 332.224/A 台湾の企業と企業家 / 朝元照雄, 中原裕美子[共]編著 九州大学出版会 00416247

115 332/K/2016 経済財政白書 / 内閣府編 平成28年版  リスクを越えて好循環の確立へ / 内閣府編集 財務省印刷局 00416188

116 333.8/H
Human capital, agriculture, trade and globalization : pathways to achieving economic development in Asia / ed. by Piyadasa
Ratnayake and Saliya De Silva

Economic Association of
Saga Univ., Faculty of
Eco

00416286

117 335.1/E
社会的インパクトとは何か : 社会変革のための投資・評価・事業戦略ガイド / マーク・J・エプスタイン, クリスティ・ユーザス[共]著 ;
松本裕訳

英治出版 00416307

118 335.3/H 東アジアにおける中小企業のグローバル展開 / 黄完晟編 九州大学出版会 00416248

119 336.1/P Python言語によるビジネスアナリティクス : 実務家のための最適化・統計解析・機械学習 / 久保幹雄[ほか]著 近代科学社 00416156



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

120 336.4/T ちくま新書 1197  やってはいけない!職場の作法 : コミュニケーション・マナーから考える / 高城幸司著 筑摩書房 00416204

121 345.1/Z 税金考 : ゆがむ日本 / 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 00416463

122 350.9/S/'16-'17 世界国勢図会 / 矢野恒太記念会編 2016/17年度  世界国勢図会(ずえ) / 矢野恒太記念会編 (第27版) (VOL=2016/17年版)
国勢社→矢野恒太記念
会(2001/02年版-)

00416104

123 361.04/K 断片的なものの社会学 / 岸政彦著 朝日出版社 00416399

124 361.9/S
The Sage handbook of action research : participative inquiry and practice / ed. by Peter Reason and Hilary Bradbury (2nd ed)
(VOL=[pbk])

Sage 00416055

125 366.29/S サビカスキャリア・カウンセリング理論 : 「自己構成」によるライフデザインアプローチ / マーク・L・サビカス著 ; 乙須敏紀訳 福村出版 00416322

126 366.3/S 光文社新書 591  それ、パワハラです : 何がアウトで、何がセーフか / 笹山尚人著 光文社 00416348

127 366.9/S 心理職の組織への関わり方 : 産業心理臨床モデルの構築に向けて / 新田泰生, 足立智昭[共]編 誠信書房 00416321

128 366.9/S 産業心理臨床実践 : 個(人)と職場・組織を支援する / 金井篤子編 ナカニシヤ出版 00416325

129 366/H 仕事と就活の教養講座 : 生きのびるための働き方 / 細谷実編著 ; 中西新太郎, 小園弥生[共]著 白澤社 00416079

130 367.2/J/2016 女性白書 / 日本婦人団体連合会 2016  「一億総活躍社会」と女性 / 日本婦人団体連合会編 ほるぷ出版 00416187

131 367.3/K/34
家族心理学年報 ＝ Annual progress of family psychology / 日本家族心理学会編 34  性をめぐる家族の諸問題と支援 / 日本家
族心理学会編

金子書房 00416154

132 367.7/A 日本で老いて死ぬということ : 2025年、老人「医療・介護」崩壊で何が起こるか / 朝日新聞迫る2025ショック取材班著 朝日新聞出版 00416420

133 369.27/S/2016 障害者白書 /内閣府 平成28年版  障害者白書 / 内閣府編 (VOL=平成28年版) 国立印刷局 00416189

134 369.7/A/2014
AJOSC's : 社会貢献活動年間報告書 / 全日本社会貢献団体機構編 2014  AJOSC's : 社会貢献活動年間報告書 / 全日本社会
貢献団体機構編 (VOL=2014)

全日本社会貢献団体機
構

00416284

135 369.7/A/2015
AJOSC's : 社会貢献活動年間報告書 / 全日本社会貢献団体機構編 2015  AJOSC's : 社会貢献活動年間報告書 / 全日本社会
貢献団体機構編 (VOL=2015)

全日本社会貢献団体機
構

00416272

136 370.8/O/93 おそい・はやい・ひくい・たかい 93  親にできる「進路」アドバイス : やる気・学力・お金がたりない… ジャパンマシニスト社 00416487



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

137 371.4/I プリミエ・コレクション 64  読書と言語能力 : 言葉の「用法」がもたらす学習効果 / 猪原敬介著 京都大学学術出版会 00416137

138 371.404/N/58 日本教育心理学会発表論文集 / 日本教育心理学会 第58回総会（2016)  日本教育心理学会発表論文集 (VOL=第58回総会)
日本教育心理学会第  回
総会準備委員会

00416494

139 371.43/O 教育相談・学校精神保健の基礎知識 / 大芦治著 (第3版) ナカニシヤ出版 00416323

140 371.5/W/2 希望への学びあい : なにを、どう、はじめるか / 持続可能な開発のための教育の10年推進会議編
持続可能な開発のための
教育の10年推進会議

00416053

141 371.5/W/3 生物多様性を大切にした地域づくりをはじめよう / 持続可能な開発のための教育の10年推進会議編
持続可能な開発のための
教育の10年推進会議

00416052

142 373.1/M/2015 文部科学白書 / 文部科学省編 平成27年度  文部科学白書 / 文部科学省編 (VOL=平成27年度) 財務省印刷局 00416190

143 373.1/P
Comparative and international education : an introduction to theory, method, and practice / [by]David Phillips and Michele
Schweisfurth (2nd ed.) (VOL=hbk)

Bloomsbury Academic 00416235

144 373.7/K 教員を目指す君たちに受けさせたい面接試験対策講座 : 教員になる覚悟を持つ / 明星大学教職センター編 明星大学出版部 00416193

145 375.1/K 「アクティブ・ラーニング」を考える / 教育課程研究会編著 東洋館出版社 00416182

146 375.2/K
クラスで行う「ユニバーサル・アクティビティ」 : コーチング, シミュレーション, トレーニング連動のソーシャルスキル育成プログラム /
小貫悟編著 ; イトケン太ロウ[ほか]著

東洋館出版社 00416124

147 375.32/K ここまで変わった日本史教科書 / 高橋秀樹[ほか]著 吉川弘文館 00416462

148 375.35/T 特別の教科道徳Q&A / 松本美奈[ほか]編 ミネルヴァ書房 00416460

149 375.412/H できる!楽しい!アクティブ・ラーニング型算数授業 / 樋口万太郎編著 東洋館出版社 00416114

150 375.412/S 「数学的に考える力」を育てる授業づくり / 齊藤一弥編著 東洋館出版社 00416117

151 375.6/K
変わる!キャリア教育 : 小・中・高等学校までの一貫した推進のために / 文部科学省国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研
究センター編

ミネルヴァ書房 00416431

152 375.72/B/1 商業維新圖畫 / 美育振興會著 (訂正再版) (VOL=1) 晩成處 00416301

153 375.72/B/1 中學維新圖畫 / 美育振興會著 (訂正再版) (VOL=1) 晩成處 00416302



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

154 375.72/B/2 中學維新圖畫 / 美育振興會著 (訂正再版) (VOL=2) 晩成處 00416303

155 375.72/B/3 中學維新圖畫 / 美育振興會著 (訂正再版) (VOL=3) 晩成處 00416304

156 375.72/J/4 尋常小學鉛筆畫帖 / 文部省著作 (翻刻) (VOL=第4學年兒童用) 日本書籍 00416295

157 375.72/K/1 改訂新圖畫帖 : 中學校用 / 白濱徴編 (訂正3版) (VOL=巻1) 大日本圖書 00416292

158 375.72/K/1 高等小學鉛筆畫帖 / 文部省著作 (翻刻) (VOL=第1學年 男女生共用) 日本書籍 00416296

159 375.72/K/2 改訂新圖畫帖 : 中學校用 / 白濱徴編 (訂正3版) (VOL=巻2) 大日本圖書 00416293

160 375.72/K/2 高等小學鉛筆畫手本 : 女生用 / 文部省著作 (翻刻) (VOL=第2學年乙種) 水野書店 00416298

161 375.72/K/3 改訂新圖畫帖 : 中學校用 / 白濱徴編 (訂正3版) (VOL=巻3) 大日本圖書 00416305

162 375.72/K/4 高等小學鉛筆畫手本 : 男生用 / 文部省著作 (翻刻) (VOL=第4學年) 大倉書店 00416297

163 375.72/K/4 高等小學鉛筆畫手本 : 女生用 / 文部省著作 (翻刻) (VOL=第4學年) 日本書籍 00416299

164 375.72/M/2 高等小學毛筆畫帖 / 文部省著作 (翻刻) (VOL=[2]: 第2學年男女生共用) 大阪書籍 00416289

165 375.72/N/2 学校家庭画手本 / 中井矢之助著 (VOL=2) 富士屋書店 00416290

166 375/Z 持続可能な社会づくりと環境教育 : ESDにもとづく環境教育の理論と実践事例 / 全国小中学校環境教育研究会編著 日本教育新聞社 00416086

167 376.1/I 保育士のための書き方講座 / 今井和子著 全国社会福祉協議会 00416068

168 376.1/O じんぐるじゃむっ : 保育の世界がまるっとわかる : マンガ / おおえだけいこ作 小学館 00416223

169 376.159/T 教育紙芝居集成 : 高橋五山と「幼稚園紙芝居」 / 高橋洋子編著 ; 川戸道昭[ほか]論考 国書刊行会 00416217

170 376/K/2016 子ども白書 / 日本子どもを守る会編 2016  18歳「成人」社会 : 「成人」とは何か / 日本子どもを守る会編 草土文化 00416105



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

171 378.6/H/2017 発達障害白書 / 日本知的障害福祉連盟編 2017  発達障害白書 / 日本発達障害連盟編 (VOL=2017年版) 日本文化科学社 00416406

172 378/S 絵でわかる発達障害のある子どもたちが楽しめる自立活動 / 篠原弥生著 東洋館出版社 00416123

173 379.9/D ちょっとしたストレスを自分ではね返せる子の育て方 / 土井髙德著 青春出版社 00416461

174 379.9/H 本物の学力は12歳までの「作文量」で決まる! : 誰でも楽しくてどんどん書いてしまう「空想作文」とは? / 樋口裕一著 すばる舎 00416210

175 379/A 生涯学習社会の可能性 : 市民参加による現代的課題の講座づくり / 赤尾勝己著 ミネルヴァ書房 00416308

176 380.8/M/47 民俗資料選集 / 文化庁文化財保護部編 47  関東の大凧揚げ習俗 / 文化庁文化財部編 国土地理協会 00416388

177 383.1/N 近代日本学校制服図録 / 難波知子著 創元社 00416175

178 383.5/M 明治・大正・昭和の化粧文化 : 時代背景と化粧・美容の変遷 / ポーラ文化研究所編集 ポーラ文化研究所 00416075

179 383/W 箸はすごい / エドワード・ワン著 ; 仙名紀訳 柏書房 00416121

180 384.9/E 江戸の色町遊女と吉原の歴史 : 江戸文化から見た吉原と遊女の生活 カンゼン 00416074

181 385.6/N 死を巡る知の旅 / 野村朋弘著
京都造形芸術大学東北
芸術工科大学出版局藝
術学舎

00416439

182 387/U 震災後の不思議な話 : 三陸の「怪談」 / 宇田川敬介著 飛鳥新社 00416138

183 388.1/M ときめく妖怪図鑑 / 門賀美央子文 ; アマヤギ堂画 山と渓谷社 00416205

184 393/N/2016 日本の防衛 / 防衛庁[著] 平成28年版  日本の防衛 : 防衛白書 / 防衛省編 (VOL=平成28年版) 防衛庁 00416276

185 402/K 岩波ジュニア新書 839  ノーベル賞でつかむ現代科学 / 小山慶太著 岩波書店 00416482

186 414.9/H/1 新制用器畫 / 平井冨夫,筧敦良共著 (訂正再版) (VOL=第1巻) 大阪寶文館 00416300

187 418.6/H 文系女子のための電卓操作入門 : 日商簿記や会社経理に対応 / 堀川洋著 インプレス 00416084



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

188 430/K 教養化学 / 教養化学編集委員会編 丸善出版 00416404

189 430/N 3Dプリンターで魅せる化学と数学の世界 / 中前佳奈子, 船越紫[共著]
奈良女子大学理系女性
教育開発共同機構

00416246

190 440.76/T 人はなぜ星を見上げるのか : 星と人をつなぐ仕事 / 髙橋真理子著 新日本出版社 00416411

191 443.9/I 岩波ジュニア新書 838  ハッブル : 宇宙を広げた男 / 家正則著 岩波書店 00416095

192 451.2/A やさしい山のお天気教室 / 粟澤徹[著] 枻出版社 00416085

193 470.38/L
香り植物図鑑 : 英国王立園芸協会 : 花・葉・樹皮の香りを愉しむ / スティーブン・レイシー著 ; アンドリュー・ローソン写真 ; 小泉祐
貴子訳

柊風舎 00416440

194 480/Z ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ / 下間文恵[ほか]絵 高橋書店 00416122

195 486.1/S 昆虫は最強の生物である : 4億年の進化がもたらした驚異の生存戦略 / スコット・リチャード・ショー著 ; 藤原多伽夫訳 河出書房新社 00416445

196 489.5/H 平凡社ライブラリー 845  グリズリー : アラスカの王者 / 星野道夫著 (新装版) 平凡社 00416379

197 489.5/T 恋文 : ぼくときつねの物語 / 竹田津実著 アリス館 00416139

198 490.7/F 臨床研究の道標 (みちしるべ) : 7つのステップで学ぶ研究デザイン / 福原俊一著 健康医療評価研究機構 00416496

199 491.37/D 脳はいかに治癒をもたらすか : 神経可塑性研究の最前線 / ノーマン・ドイジ著 ; 高橋洋訳 紀伊國屋書店 00416414

200 491.5/S 患者さんと医療系学生のための臨床薬理学入門 : くすりを正しく用いるために / 笹栗俊之著 九州大学出版会 00416226

201 491.5/Y 添付文書がちゃんと読める薬物動態学 / 山村重雄, 竹平理恵子[共]著 じほう 00416401

202 491.59/T/12
谷本学校「毒性質問箱」 12  他では聞けない、くすり開発現場の基礎知識 / 安全性評価研究会編集企画委員会編 (VOL=[第12
号])

サイエンティスト社 00416400

203 493.7/S
子どもにどうしてあげればいい? : 「こころの病気を抱える親」のハンドブック / トゥッティ・ソランタウス著 ; アントニア・リングボムイラ
スト ; 上野里絵訳

東京大学出版会 00416152

204 493.7/S
お母さん、お父さんどうしたのかな? : 「こころの病気を抱える親をもつ子ども」のハンドブック / トゥッティ・ソランタウス著 ; アントニ
ア・リングボムイラスト ; 上野里絵訳

東京大学出版会 00416206



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

205 493.82/K 小児を救った種痘学入門 : ジェンナーの贈り物 / 加藤四郎編著 創元社 00416271

206 493.937/D 「子どものうつ」に気づけない! / 傳田健三著 佼成出版社 00416377

207 498.3/H 一流の睡眠 : 「MBA×コンサルタント」の医師が教える快眠戦略 / 裴英洙著 ダイヤモンド社 00416490

208 498.3/I 陰陽バランス食養学 : 現代に蘇る医食同源 : 二十一世紀の究極の食養学がついに誕生! / 伊東久雄, 後田陽子共著
日本ブレインウェア
Function5出版部

00416070

209 498.3/K 日本人が最強の脳をもっている / 加藤俊徳著 幻冬舎 00416081

210 498.4/W その痛みやめまい、お天気のせいです : 自分で自律神経を整えて治すカンタン解消法 / 若林理砂著 廣済堂出版 00416451

211 498.5/Y/1 えいようのヒミツがわかる!食育えほん / 岩間範子監修 1  えいようはげんきのもと / 山本省三文 ; ヤマタカ・マキコ絵 ポプラ社 00416218

212 498.5/Y/1 げんきをつくる食育えほん / 吉田隆子作 ; せべまさゆき絵 1  たべるのだいすき! : みんなげんき / 吉田隆子作 ; せべまさゆき絵 金の星社 00416330

213 498.5/Y/2 えいようのヒミツがわかる!食育えほん / 岩間範子監修 2  からだをつくるあかのたべもの / 山本省三文 ; 中田弘司絵 ポプラ社 00416219

214 498.5/Y/2
げんきをつくる食育えほん / 吉田隆子作 ; せべまさゆき絵 2  じょうぶなからだをつくるたべもの : あかのえいようのなかまたち / 吉
田隆子作 ; せべまさゆき絵

金の星社 00416331

215 498.5/Y/3 えいようのヒミツがわかる!食育えほん / 岩間範子監修 3  ちからをつくるきいろのたべもの / 山本省三文 ; いとうみき絵 ポプラ社 00416220

216 498.5/Y/3
げんきをつくる食育えほん / 吉田隆子作 ; せべまさゆき絵 3  びょうきからまもってくれるたべもの : みどりのえいようのなかまたち /
吉田隆子作 ; せべまさゆき絵

金の星社 00416332

217 498.5/Y/4 えいようのヒミツがわかる!食育えほん / 岩間範子監修 4  びょうきからまもるみどりのたべもの / 山本省三文 ; 田島直人絵 ポプラ社 00416221

218 498.5/Y/4
げんきをつくる食育えほん / 吉田隆子作 ; せべまさゆき絵 4  つよいちからがでるたべもの : きいろのえいようのなかまたち / 吉田
隆子作 ; せべまさゆき絵

金の星社 00416333

219 498.5/Y/5 えいようのヒミツがわかる!食育えほん / 岩間範子監修 5  いのちをまもるしおと水 / 山本省三文・絵 ポプラ社 00416222

220 498.5/Y/5
げんきをつくる食育えほん / 吉田隆子作 ; せべまさゆき絵 5  おいしいあじのおてつだい : しろのえいようのなかまたち / 吉田隆
子作 ; せべまさゆき絵

金の星社 00416334

221 498.54/T 新潮新書 675  デジタル食品の恐怖 / 高橋五郎著 新潮社 00416213



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

222 498.6/B 病院感染対策ガイドライン / 国公立大学附属病院感染対策協議会編集 (改訂第2版) じほう 00416392

223 498.9/U ポプラ新書 022  孤独な死体 : 法医学で読み解く日本の今 / 上野正彦著 ポプラ社 00416145

224 499.09/S 世界の創薬パイプライン総覧 / 日経バイオテク編 日経BP社 00416402

225 499.095/H/2016 保険薬局業務指針 / 日本薬剤師会編 2016  保険薬局業務指針 / 日本薬剤師会編 (24版) (VOL=2016年版) 薬事日報社 00416162

226 499.1/H/'16-2
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8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 (VOL=平成28年8月版)

じほう 00416107

227 499.1/J/'17-1
JAPIC医療用医薬品集 / 日本医薬情報センター編集 2017(1)  JAPIC医療用医薬品集 / 日本医薬情報センター編集 (VOL=2017
; 1巻)

日本医薬情報センター 00416249

228 499.1/J/'17-2
JAPIC医療用医薬品集 / 日本医薬情報センター編集 2017(2)  JAPIC医療用医薬品集 / 日本医薬情報センター編集 (VOL=2017
; 2巻)

日本医薬情報センター 00416250

229 499.1/J/'17-ﾍﾞ
JAPIC医療用医薬品集 / 日本医薬情報センター編集 2017(ﾍﾞ)  JAPIC医療用医薬品集 / 日本医薬情報センター編集
(VOL=2017[別冊付録])

日本医薬情報センター 00416251

230 499.1/J/2017 JAPIC一般用医薬品集 / 日本医薬情報センター編集 2017  JAPIC一般用医薬品集 / 日本医薬情報センター編集 (VOL=2017) 日本医薬情報センター 00416252

231 499.8/N 四季の生薬 / 野村靖幸著 薬事日報社 00416328

232 519/H 里山学校をつくる / 細見均, 岡本裕介[共]著 クリエイツかもがわ 00416078

233 521.82/N 「東国の城」の進化と歴史 : 復元イラストでみる / 西股総生著 ; 香川元太郎[画] 河出書房新社 00416148

234 525.1/Z 図面でひもとく名建築 / 五十嵐太郎[ほか]編著 丸善出版 00416201

235 540.9/T そこが知りたい電力自由化 : 自然エネルギーを選べるの? / 高橋真樹著 大月書店 00416412

236 543.4/S 筑摩選書 0136  独仏「原発」二つの選択 / 篠田航一, 宮川裕章[共]著 筑摩書房 00416378

237 543.4/Y チェルノブイリの嘘 / アラ・ヤロシンスカヤ著 ; 村上茂樹訳 緑風出版 00416077

238 559.09/M 角川新書  ［K-93］  武器輸出と日本企業 / 望月衣塑子[著] (再版) 角川書店 00416419



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

239 559.09/S 軍事依存経済 / しんぶん赤旗経済部著 新日本出版 00416421

240 588.8/O 俺の燻製料理 宝島社 00416465

241 589.2/J 上品な上質 : ファミリアの考えるものづくり / ファミリア編
ダイヤモンド・ビジネス企
画

00416365

242 591/K/2017 くらしの豆知識 / 国民生活センター編 2017  くらしの豆知識 / 国民生活センター編 (VOL=2017年版) 国民生活センター 00416387

243 594.2/K 5つのステッチでできるannas(アンナス)の : 刺繍工房 : 布と紙でたのしむニードルワークの贈りもの / 川畑杏奈著 日本文芸社 00416212

244 594/B レディブティックシリーズ 4238  びっくりしかけのおもしろ貯金箱 ブティック社 00416466

245 596/D 電子レンジで超ラクごはん : 忙しい人にぴったりの時短レシピを満載! / 主婦の友社編 主婦の友社 00416209

246 596/K 帰って15分で作れる! : 一汁二菜の : 時短献立150recipe : 写真でわかるレシピ本 主婦と生活社 00416467

247 601.1/K まちで闘う方法論 : 自己成長なくして、地域再生なし / 木下斉著 学芸出版社 00416306

248 610.5/S/2016 [図説]食料･農業･農村白書 / 農林統計協会編 平成28年度  食料・農業・農村白書 / 農林水産省編 (VOL=平成28年版) 農林統計協会 00416409

249 611.4/S 悪夢の食卓 : TPP批准・農協解体がもたらす未来 / 鈴木宣弘著 KADOKAWA 00416416

250 673.9/Y 食ビジネスのおもてなし学 / 山上徹著 学文社 00416116

251 678.05/T/2016 通商白書 / 通商産業省編 2016  世界の新たなフロンティアに挑戦する日本 / 経済産業省編 ぎょうせい 00416407

252 688/M 観光とサービスの心理学 : 観光行動学序説 / 前田勇著 (第2版) 学文社 00416115

253 688/Y 観光マーケティングの現場 : ブランド創出の理論と実践 / 吉田春生著 大学教育出版 00416186

254 689/K/2016 観光白書 / 総理府編 2016  観光白書 / 国土交通省観光庁編 (VOL=平成28年版) 大蔵省印刷局 00416408

255 701/I 接触造形論 : 触れあう魂、紡がれる形 / 稲賀繁美著 名古屋大学出版会 00416319



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

256 702.05/I あやしいルネサンス / 池上英洋, 深田麻里亜[共]著 東京美術 00416237

257 702.09/N プリミエ・コレクション 66  ガンダーラ彫刻と仏教 / 内記理著 京都大学学術出版会 00416318

258 702.2/I 絵画の臨界 : 近代東アジア美術史の桎梏と命運 / 稲賀繁美著 名古屋大学出版会 00416315

259 707/C 中等教育美術講和資料  / 白濱徴編 大日本圖書 00416291

260 708/A/1 アート・イン・コンテクスト 1  ファン・アイク : ゲントの祭壇画 / エリザベト・ダネンス著 ; 黒江光彦訳 みすず書房 00416422

261 708/A/2 アート・イン・コンテクスト 2  ピエロ・デラ・フランチェスカ : 笞打ち / M.A. ラヴィン[著] ; 長谷川三郎訳 みすず書房 00416423

262 708/A/3 アート・イン・コンテクスト 3  レオナルド : 最後の晩餐 / ルードヴィッヒ H.ハイデンライヒ著 ; 生田円訳 みすず書房 00416424

263 708/A/4 アート・イン・コンテクスト 4  フューゼリ : 夢魔 / ニコラス・パウエル[著] ; 辻井忠男訳 みすず書房 00416425

264 708/A/5 アート・イン・コンテクスト 5  ゴヤ : 1808年5月3日 / ヒュー・トマス著 ; 都築忠七訳 みすず書房 00416426

265 708/A/6 アート・イン・コンテクスト 6  クールベ : 画家のアトリエ / ベネディクト・ニコルソン[著] ; 阿部良雄訳 みすず書房 00416427

266 708/A/7 アート・イン・コンテクスト 7  エドヴァルト・ムンク : 叫び / R.ヘラー[著] ; 佐藤節子訳 みすず書房 00416428

267 708/A/8
アート・イン・コンテクスト 8  マルセル・デュシャン : 彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁, さえも / J.ゴールディング[著] ; 東
野芳明訳

みすず書房 00416429

268 709/R 掠奪されたメソポタミア / ローレンス・ロスフィールド著 NHK出版 00416437

269 718/M 韓国仏像史 : 三国時代から朝鮮王朝まで / 水野さや著 名古屋大学出版会 00416316

270 721.1/M 院政期仏画と唐宋絵画 / 増記隆介著 中央公論美術出版 00416351

271 721.4/I 伊藤若冲作品集 / [伊藤若冲画] ; 太田彩著 東京美術 00416240

272 721.9/H ToBi selection    橋口五葉 : 装飾への情熱 / [橋口五葉画] ; 西山純子著 東京美術 00416239



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

273 722.2/T 唐宋山水画研究 / 竹浪遠著 中央公論美術出版 00416350

274 723.1/K 最期の絵 : 絶筆をめぐる旅 / 窪島誠一郎著 芸術新聞社 00416149

275 723.34/C ルカス・クラーナハ : 流行服を纏った聖女たちの誘惑 / 伊藤直子文 ; 八坂書房編 八坂書房 00416160

276 723.35/B ブーシェ、フラゴナール展 : 特別出品・ランクレ 展覧会カタログ委員会 00416354

277 723.35/B ブーシェ展 / ブーシェ[画] ; 東京都美術館編集 日本テレビ放送網 00416355

278 723.35/F フラゴナール展 / 国立西洋美術館学芸課訳・編集 読売新聞社 00416356

279 723.35/F フランス絵画の黎明・豊麗なる愛の妖精たち展 : フラゴナールからルノワールへ / 総合美術研究所編集 総合美術研究所 00416357

280 723.35/M アート・ビギナーズ・コレクション    もっと知りたいマティス : 生涯と作品 / 天野知香著 東京美術 00416164

281 723.358/M ルネ・マグリット展 / 東京国立近代美術館編集 東京新聞 00416358

282 723.358/M ルネ・マグリット展 / 朝日新聞社文化企画局編 朝日新聞社 00416359

283 723.358/M マグリット展 中日新聞社 00416360

284 723.36/D ダリはダリだ : ダリ著作集 / サルヴァドール・ダリ著 ; 北山研二訳・解説 未知谷 00416158

285 723.36/D ダリの世界 / ガラ=サルバドール・ダリ財団編集・制作
ガラ=サルバドール・ダリ
財団

00416352

286 723.36/D ダリ展 / 三越美術館[ほか]編 NHK 00416353

287 723/N 新怖い絵 / 中野京子著 KADOKAWA 00416345

288 724.4/S/4 すゐさい画 / ミズヱ會編画 (8版) (VOL=4) 田中宋榮堂 00416294

289 726.5/Y デリカシー体操 / ヨシタケシンスケ著 グラフィック社 00416083



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

290 727.8/T 文字を作る仕事 / 鳥海修著 晶文社 00416120

291 748/Y 夜空のおはなし / 英和出版社書籍部編 英和出版社 00416455

292 751.4/K にっぽんのかわいいタイル / 加藤郁美著 (VOL=昭和レトロ・モザイクタイル篇) 国書刊行会 00416194

293 753.7/M ミャオ族の刺繍とデザイン / 苗族刺繍博物館著 大福書林 00416458

294 757.3/I 日経プレミアシリーズ 317  脳にきく色身体にきく色 / 入倉隆著 日本経済新聞出版社 00416113

295 760.7/N オルフ・シュールヴェルクの研究と実践 / 日本オルフ音楽教育研究会著 朝日出版社 00416056

296 763.207/B 『バイエル』原典探訪 : 知られざる自筆譜・初版譜の諸相 / 小野亮祐[ほか]著 音楽之友社 00416140

297 778.2/S 衝撃の「実録映画」大全 / 映画秘宝編集部編 洋泉社 00416436

298 778.21/N 新潮新書 677  ゴジラとエヴァンゲリオン / 長山靖生著 新潮社 00416179

299 778.253/R ハリー・ポッター魔法生物大図鑑 : ハリー・ポッター映画に登場する生き物と植物 / ジョディ・レベンソン作 ; 宮川未葉訳 静山社 00416441

300 778.253/R ハリー・ポッター魔法族大図鑑 / ジョディ・レベンソン著 ; 宮川未葉訳 静山社 00416442

301 778.253/R ハリー・ポッター魔法界名所大図鑑 / ジョディ・レベンソン著 ; 宮川未葉訳 静山社 00416443

302 778.253/R ハリー・ポッター魔法グッズ大図鑑 / ジョディ・レベンソン著 : 松岡佑子日本語版監修 : 宮川未葉訳 静山社 00416444

303 778.7/I セーラームーン世代の社会論 : アラサー女子の解体新書 (ターヘルアナトミア) !? / 稲田豊史著 すばる舎リンケージ 00416119

304 779.4/M 見世物大博覧会 / 国立民族学博物館編集 国立民族学博物館 00416270

305 780.69/H 反東京オリンピック宣言 / 小笠原博毅 , 山本敦久[共]編 航思社 00416069

306 780.7/O HIIT体脂肪が落ちる最強トレーニング / 岡田隆著 サンマーク出版 00416310



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

307 782.3/B 走ることは、生きること : 五輪金メダリストジェシー・オーエンスの物語 / ジェフ・バーリンゲーム著 ; 古川哲史[ほか]訳 晃洋書房 00416197

308 783.47/A サッカーデータ革命 : ロングボールは時代遅れか / クリス・アンダーセン, デイビッド・サリー[共]著 ; 児島修訳 辰巳出版 00416311

309 783.47/B ジョゼ・モウリーニョ : 勝者を生み出すメソッド / パトリック・バークレー著 ; 関麻衣子訳 東洋館出版社 00416393

310 785.2/I 知恵の森文庫    あなたが変わるまで、わたしはあきらめない : 努力する心の育て方 / 井村雅代, 松瀬学[共]著 光文社 00416159

311 809.4/K 田中角栄心をつかむ3分間スピーチ / 小林吉弥著 ビジネス社 00416202

312 813/J/1 辞書・事典の誕生のひみつ / 稲葉茂勝文 あすなろ書房 00416141

313 813/J/2 辞書・事典について調べよう / 稲葉茂勝文 あすなろ書房 00416142

314 813/J/3 知れば知るほどおもしろい辞書・事典 / 倉島節尚著 あすなろ書房 00416143

315 813/J/4 辞書・事典の活用術 / 稲葉茂勝文 あすなろ書房 00416144

316 835/N 頑張らない英文法 / 西澤ロイ著 あさ出版 00416054

317 837.4/A/185
天声人語 : 英文対照 / 朝日新聞論説委員室編 第185集  天声人語 : 英文対照 / 朝日新聞論説委員室編 ; 国際編集部訳
(VOL=v. 185 2016 夏)

原書房 00416103

318 837.4/M 小学校で習った四字熟語を英語で言えますか? / 守誠著 サンリオ 00416433

319 901/K はじめての批評 : 勇気を出して主張するための文章術 / 川崎昌平著 フィルムアート社 00416076

320 909.3/E 特製版かがくのとも    ひるまのおつきさま / 遠藤湖舟さく 福音館書店 00416506

321 909.3/F バナーナ! / 藤本ともひこ作 講談社 00416207

322 909.3/G 人くい鬼 / グリム原作 ; こみねゆら 文と絵 あすなろ書房 00416200

323 909.3/H 特製版かがくのとも    おとをつくろう / 浜田桂子さく 福音館書店 00416500



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

324 909.3/H 特製版かがくのとも    みずたまりにやってきた / 細川剛さく 福音館書店 00416503

325 909.3/I きみは知らないほうがいい / 岩瀬成子作 ; 長谷川集平絵 文研出版 00416128

326 909.3/K/1 怪談えほん / 東雅夫編  1  悪い本 / 宮部みゆき作 ; 吉田尚令絵 岩崎書店 00416336

327 909.3/K/10 怪談えほん / 東雅夫編  10  はこ / 小野不由美作 ; nakaban絵 岩崎書店 00416344

328 909.3/K/2 怪談えほん / 東雅夫編  2  マイマイとナイナイ / 皆川博子作 ; 宇野亜喜良絵 岩崎書店 00416337

329 909.3/K/3 怪談えほん / 東雅夫編  3  いるのいないの / 京極夏彦作 ; 町田尚子絵 岩崎書店 00416338

330 909.3/K/4 怪談えほん / 東雅夫編  4  ゆうれいのまち / 恒川光太郎作 ; 大畑いくの絵 岩崎書店 00416339

331 909.3/K/5 怪談えほん / 東雅夫編  5  ちょうつがいきいきい / 加門七海作 ; 軽部武宏絵 岩崎書店 00416340

332 909.3/K/6 怪談えほん / 東雅夫編  6  かがみのなか / 恩田陸作 ; 樋口佳絵絵 岩崎書店 00416341

333 909.3/K/7 怪談えほん / 東雅夫編  7  おんなのしろいあし / 岩井志麻子作 ; 寺門孝之絵 岩崎書店 00416342

334 909.3/K/8 怪談えほん / 東雅夫編  8  くうきにんげん / 綾辻行人作 ; 牧野千穂絵 岩崎書店 00416343

335 909.3/L
ヘフツィール物語 : おとぎばなしの動物たちとふたりの女の子の友情についてのたのしくておかしくてほんとうのようなおはなし / A.
レペトゥーヒン文 ; 岡田和也訳 ; きたやまようこ絵

未知谷 00416376

336 909.3/M 特製版かがくのとも    くつのうらはぎざぎざ/ 百木一朗さく 福音館書店 00416507

337 909.3/N 特製版かがくのとも    すべらない・すべる / 西内久典ぶん ; なかのひろたかえ 福音館書店 00416498

338 909.3/N 特製版かがくのとも    おおきなおなべとちいさなおなべ / 二宮由紀子ぶん ; 石倉ヒロユキえ 福音館書店 00416501

339 909.3/N 特製版かがくのとも    でんちゅう / 野坂勇作さく 福音館書店 00416505

340 909.3/O わたしのえほん    ボタンちゃん / 小川洋子作 ; 岡田千晶絵 PHP研究所 00416457



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

341 909.3/O 特製版かがくのとも    せんせい / 大場牧夫ぶん ; 長新太え 福音館書店 00416499

342 909.3/R おいぼれミック / バリ・ライ著 ; 岡本さゆり訳 あすなろ書房 00416129

343 909.3/R えほんからとびだしたオオカミ / ティエリー・ロブレヒト作 ; グレゴワール・マビール絵 ; 石津ちひろ訳 岩崎書店 00416199

344 909.3/S 特製版かがくのとも    やじるし / 佐武絵里子文・デザイン ; 蓮見智幸写真 福音館書店 00416504

345 909.3/T おいしいともだち / とよたかずひこさく・え    おにぎりくんがね・・ / とよたかずひこさく・え 童心社 00416165

346 909.3/T おいしいともだち / とよたかずひこさく・え    たまごさんがね・・ / とよたかずひこさく・え 童心社 00416166

347 909.3/T おいしいともだち / とよたかずひこさく・え    なっとうさんがね・・ / とよたかずひこさく・え 童心社 00416167

348 909.3/T おいしいともだち / とよたかずひこさく・え    とうふさんがね・・ / とよたかずひこさく・え 童心社 00416168

349 909.3/T おいしいともだち / とよたかずひこさく・え    すいかくんがね・・ / とよたかずひこさく・え 童心社 00416169

350 909.3/T おいしいともだち / とよたかずひこさく・え    りんごくんがね・・ / とよたかずひこさく・え 童心社 00416170

351 909.3/T おいしいともだち / とよたかずひこさく・え    おいもさんがね・・ / とよたかずひこさく・え 童心社 00416171

352 909.3/T おいしいともだち / とよたかずひこさく・え    いちごさんがね・・ / とよたかずひこさく・え 童心社 00416172

353 909.3/T おいしいともだち / とよたかずひこさく・え    とまとさんがね・・ / とよたかずひこさく・え 童心社 00416173

354 909.3/T おいしいともだち / とよたかずひこさく・え    とうもろこしくんがね・・ / とよたかずひこさく・え 童心社 00416174

355 909.3/T おいしいともだち / とよたかずひこさく・え    ばななくんがね・・ / とよたかずひこさく・え 童心社 00416312

356 909.3/Y 特製版かがくのとも    じてんしゃにのろうよ / 横溝英一さく 福音館書店 00416502

357 909/C/209
Children's literature review 209  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.209)

Gale Research Inc. 00416241



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

358 910.26/S 「獄中」の文学史 : 夢想する近代日本文学 / 副田賢二著 笠間書院 00416060

359 910.268/M 宮沢賢治100の言葉 : 人生に希望を見出すための羅針盤 / 宝島取材班編 宝島社 00416464

360 910.268/N/21 中原中也研究 21  萩原朔太郎と中原中也 : 特集 中原中也記念館 00416361

361 910.4/K/2012
国文学年次別論文集 中世1 / 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 中世1)

朋文出版 00416127

362 910.4/K/2012
国文学年次別論文集 中世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 (VOL=平成
24(2012)年 中世2)

朋文出版 00416493

363 911.108/W/49 和歌文学大系 49  正治二年院初度百首 / 久保田淳[ほか]著 明治書院 00416386

364 911.162/K 鉄幹と文壇照魔鏡事件 : 山川登美子及び「明星」異史 / 木村勲著 国書刊行会 00416061

365 911.307/K 台湾俳句歳時記 / 黄霊芝著 言叢社 00416456

366 911.56/G/228 現代詩文庫 228  山口眞理子詩集 / 山口眞理子著 思潮社 00416126

367 911.56/G/230 現代詩文庫 230  広瀬大志詩集 / 広瀬大志著 思潮社 00416242

368 911.56/G/231 現代詩文庫 231  近藤洋太詩集 / 近藤洋太著 思潮社 00416243

369 912.4/O 文春新書 1085  週刊誌記者近松門左衛門 : 最新現代語訳で読む「曽根崎心中」「女殺油地獄」 / 小野幸惠著 文藝春秋 00416180

370 912.5/A 文春新書 286  江戸川柳で読む忠臣蔵 / 阿部達二著 文藝春秋 00416161

371 913.22/N/31 日本書紀研究 / 横田健一編 第31冊  日本書紀研究 / 日本書紀研究会編 (VOL=第31冊) 塙書房 00416101

372 913.36/H 夕顔の恋 : 最高の女のひみつ / 林望著 朝日出版社 00416191

373 913.5/K 怪談おくのほそ道 : 現代語訳『芭蕉翁行脚怪談袋』 / 伊藤龍平訳・解説 国書刊行会 00416195

374 913.51/K/56 假名草子集成 / 朝倉治彦編 第56巻  假名草子集成 / 柳沢昌紀[ほか]編 (VOL=第56卷) 東京堂出版 00416488



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

375 913.52/N 西鶴を読む / 中村稔著 青土社 00416147

376 913.6/A 何様 / 朝井リョウ著 新潮社 00416110

377 913.6/A 裁く眼 / 我孫子武丸著 文藝春秋 00416238

378 913.6/A I love Letter / あさのあつこ著 文藝春秋 00416346

379 913.6/D 謎の女幽蘭 : 古本屋「芳雅堂」の探索帳より / 出久根達郎著 筑摩書房 00416082

380 913.6/E 小児病棟・医療少年院物語 / 江川晴著 小学館 00416146

381 913.6/H 危険なビーナス / 東野圭吾著 講談社 00416059

382 913.6/H 光文社文庫 ［は35-2］  彼女の家計簿 / 原田ひ香著 光文社 00416216

383 913.6/H/2 創元推理文庫 ［Fひ2-2］  うそつきの娘 / 廣嶋玲子著 東京創元社 00416112

384 913.6/I 空飛ぶタイヤ / 池井戸潤著 実業之日本社 00416228

385 913.6/K 猿の見る夢 / 桐野夏生著 講談社 00416233

386 913.6/K/6 隠蔽捜査 / 今野敏著 6  去就 / 今野敏著 新潮社 00416227

387 913.6/M バベル九朔 / 万城目学著 KADOKAWA 00416231

388 913.6/M 徳間文庫 ［ま23-1］  まぼろしのパン屋 / 松宮宏著 徳間書店 00416373

389 913.6/M うちのご近所さん / 群ようこ著 KADOKAWA 00416375

390 913.6/M/2 二代目の帰朝 / 森見登美彦著 幻冬舎 00416232

391 913.6/N 掟上今日子の家計簿 / 西尾維新著 講談社 00416062



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

392 913.6/N 私の消滅 / 中村文則著 文藝春秋 00416176

393 913.6/N 作家刑事毒島 / 中山七里著 幻冬舎 00416230

394 913.6/O ストロベリーライフ / 荻原浩著 毎日新聞出版 00416403

395 913.6/S 女子的生活 / 坂木司著 新潮社 00416065

396 913.6/S エリスの物語 : 付森鷗外『舞姫』現代語訳 / 真堂彬著 ミヤオビパブリッシング 00416136

397 913.6/S ファイティング40、ママはチャンピオン / 鈴木一功著 新潮社 00416178

398 913.6/S 疾れ、新蔵 / 志水辰夫著 徳間書店 00416372

399 913.6/S 小説家の姉と / 小路幸也著 宝島社 00416446

400 913.6/T 水戸黄門天下の副編集長 / 月村了衛著 徳間書店 00416066

401 913.6/T シーソーメイル : 100通のラブストーリー / 谷村志穂, 大崎善生[共]著 PHP研究所 00416181

402 913.6/T ショートショート千夜一夜 / 田丸雅智著 小学館 00416211

403 913.6/T/1 幻冬舎文庫 つ-2-12  小説渋沢栄一 / 津本陽[著] (3版) (VOL=上) 幻冬舎 00416395

404 913.6/T/2 幻冬舎文庫 つ-2-13  小説渋沢栄一 / 津本陽 [著] (3版) (VOL=下) 幻冬舎 00416396

405 913.6/Y 陰陽師 / 夢枕獏著    陰陽師 / 夢枕獏著 (VOL=玉兎ノ巻) 文藝春秋 00416229

406 913.68/H きまぐれ星からの伝言 / 星新一著 ; 牧眞司編纂 徳間書店 00416184

407 913.68/M 名探偵登場! / 筒井康隆[ほか]著 講談社 00416063

408 914.6/I 不運と思うな。 / 伊集院静著 講談社 00416214



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

409 929.9/K 集英社新書 ［0834Ｃ］  ルバイヤートの謎 : ペルシア詩が誘う考古の世界 / 金子民雄著 集英社 00416208

410 930.28/CHR アガサ・クリスティーと14の毒薬 / キャサリン・ハーカップ著 ; 長野きよみ訳 岩波書店 00416335

411
932.08/SHA/17-
2

The Arden Shakespeare, 3rd series / [by William Shakespeare] ; ed. by Richard Proudfoot...[et al.] 17(2)［[17-2]］  King Henry
IV, part 2 / [by William Shakespeare] ; ed. by James C.Bulman (VOL=hbk)

Thomas Nelson ＆ Sons 00416244

412 933/YAM 平凡社ライブラリー 846  病短編小説集 / E.ヘミングウェイほか著 平凡社 00416380

413 949.3/T ハリネズミの願い / トーン・テレヘン著 ; 長山さき訳 新潮社 00416236

414 B002.7/S 角川文庫 19793  受験のキモは3日で身につく / 齋藤孝[著] 角川書店 00416072

415 B140.23/T 講談社学術文庫 2383  心の科学史 : 西洋心理学の背景と実験心理学の誕生 / 高橋澪子[著] 講談社 00416383

416 B160.21/K 岩波新書 1619  戦国と宗教 / 神田千里著 岩波書店 00416484

417 B180.221/K 東洋文庫 875  海東高僧傳 / 覚訓著 ; 小峰和明, 金英順[共]翻訳 平凡社 00416468

418 B210.52/F 講談社学術文庫 2384  江戸開幕 / 藤井讓治[著] 講談社 00416384

419 B210.69/A 中公新書 2393  シベリア出兵 : 近代日本の忘れられた七年戦争 / 麻田雅文著 中央公論新社 00416469

420 B222.01/D 岩波新書 1615  天下と天朝の中国史 / 檀上寛著 岩波書店 00416092

421 B222.033/S 中公新書 2396  周 : 理想化された古代王朝 / 佐藤信弥著 中央公論新社 00416472

422 B222/O 中公新書 2392  中国の論理 : 歴史から解き明かす / 岡本隆司著 中央公論新社 00416100

423 B238.06/D 講談社学術文庫 2386  ロシア・ロマノフ王朝の大地 / 土肥恒之[著] 講談社 00416385

424 B312.1/H 講談社現代新書 2382  田中角栄 : 昭和の光と闇 / 服部龍二著 講談社 00416478

425 B312.53/W 岩波新書 1616  アメリカ政治の壁 : 利益と理念の狭間で / 渡辺将人著 岩波書店 00416132
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426 B323.14/K 講談社現代新書 2387  憲法という希望 / 木村草太著 講談社 00416479

427 B332.1/Y 中公新書 2388  人口と日本経済 : 長寿、イノベーション、経済成長 / 吉川洋著 中央公論新社 00416096

428 B337.21/T 中公新書 2389  通貨の日本史 : 無文銀銭、富本銭から電子マネーまで / 高木久史著 中央公論新社 00416097

429 B365.3/S 講談社現代新書 2388  マンション格差 / 榊淳司著 講談社 00416480

430 B367.21/I 岩波新書 1621  ルポ貧困女子 / 飯島裕子著 岩波書店 00416486

431 B369.37/H 中公新書 2394  難民問題 : イスラム圏の動揺、EUの苦悩、日本の課題 / 墓田桂著 中央公論新社 00416470

432 B467.3/K 講談社現代新書 2384  ゲノム編集とは何か : 「DNAのメス」クリスパーの衝撃 / 小林雅一著 講談社 00416089

433 B467.5/D/1 講談社学術文庫 2370  人間の由来 / チャールズ・ダーウィン[著] ; 長谷川眞理子訳 (VOL=上) 講談社 00416382

434 B469.2/S 中公新書 2390  ヒト : 異端のサルの1億年 / 島泰三著 中央公論新社 00416098

435 B491.35/I 講談社現代新書 2383  生殖医療の衝撃 / 石原理著 講談社 00416088

436 B493.74/K 講談社現代新書 2385  はじめての森田療法 / 北西憲二著 講談社 00416090

437 B615.8/S 岩波新書 1618  鳥獣害 : 動物たちと、どう向きあうか / 祖田修著 岩波書店 00416094

438 B692/T 講談社現代新書 2386  「情報」帝国の興亡 : ソフトパワーの五〇〇年史 / 玉木俊明著 講談社 00416091

439 B762.358/A 講談社現代新書 2389  ピアニストは語る / ヴァレリー・アファナシエフ著 講談社 00416481

440 B763.2/A 中公新書 2395  ショパン・コンクール : 最高峰の舞台を読み解く / 青柳いづみこ著 中央公論新社 00416471

441 B788.5/M 中公新書 2391  競馬の世界史 : サラブレッド誕生から21世紀の凱旋門賞まで / 本村凌二著 中央公論新社 00416099

442 B809.6/K 中公新書 2397  会議のマネジメント : 周到な準備、即興的な判断 / 加藤文俊著 中央公論新社 00416473
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443 B810.7/I 岩波新書 1617  やさしい日本語 : 多文化共生社会へ / 庵功雄著 岩波書店 00416093

444 B908/K/181-2 光文社古典新訳文庫    存在と時間 / ハイデガー著 ; 中山元訳 (VOL=2) 光文社 00416476

445 B908/K/197 光文社古典新訳文庫    ロレンザッチョ / ミュッセ著 ; 渡辺守章訳 光文社 00416131

446 B908/K/198 光文社古典新訳文庫    ゴリオ爺さん / バルザック著 ; 中村佳子訳 光文社 00416477

447 B908/K/199 光文社古典新訳文庫     脂肪の塊 ; ロンドリ姉妹 : モーパッサン傑作選 / モーパッサン著 ; 太田浩一訳 光文社 00416475

448 B908/K/200-1 光文社古典新訳文庫    魔術師のおい / C・S・ルイス著 ; 土屋京子訳 光文社 00416474

449 B910.26/N 岩波新書 1620  日本の一文30選 / 中村明著 岩波書店 00416485

450 B913.6/S 角川文庫 19809  小説君の名は。 / 新海誠[著] (13版) 角川書店 00416347

451 B913.6/S 角川文庫 19609  小説言の葉の庭 / 新海誠[著] (9版) 角川書店 00416370

452 B913.6/S 角川文庫 19610  小説秒速5センチメートル / 新海誠[著] (9版) 角川書店 00416371

453 B913.68/K 角川文庫 18242  9の扉 / 北村薫 [ほか著] 角川書店 00416064

454 B921.43/T/3 講談社学術文庫 2335  杜甫全詩訳注 / [杜甫著] ; 下定雅弘, 松原朗[共]編 (VOL=3) 講談社 00416381
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