
請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

1 007.3/K もし、自分の会社の社長がAIだったら? / 近藤昇著
カナリアコミュニケーション
ズ

00418079

2 010.1/A
アメリカ図書館協会の知的自由に関する方針の歴史 : 『図書館における知的自由マニュアル』第9版への補遺 / アメリカ図書館協
会知的自由部編纂 ; 川崎良孝訳

京都図書館情報学研究
会

00418145

3 010.4/W 図書館長の本棚 : ページの向こうに広がる世界 / 若園義彦著 郵研社 00418319

4 016.2/T 図書館は、国境をこえる : 国際協力NGO30年の軌跡 / シャンテイ国際ボランティア会編 教育史料出版会 00418142

5 016.253/K アメリカ大都市公立図書館と「棄てられた」空間 : 日刊新聞・階級・1850-1930年 / 川崎良孝著
京都図書館情報学研究
会

00418144

6 018/M 情報便利屋の日記 : 専門図書館への誘い / 村橋勝子著 樹村房 00418307

7 019.2/A フランスの公共図書館60のアニマシオン : 子どもたちと拓く読書の世界! / ドミニク・アラミシェル著 ; 辻由美訳 教育史料出版会 00418143

8 019/K 今日から使える読み聞かせテクニック : CD付き / 景山聖子著
ヤマハミュージックメディ
ア

00417953

9 023.91/K 古本屋ツアー・イン・京阪神 / 小山力也著 本の雑誌社 00418273

10 031/Y 問題を解くだけで頭が冴える 思考力トレーニング / 山脇ケン著 総合法令出版 00418335

11 049/O/6 おかんメール / おかんメール制作委員会編 6  おかんメール / おかんメール制作委員会編 (VOL=6) 扶桑社 00418129

12 069.6/N ぶらりあるきチェンマイ・アユタヤの博物館 / 中村浩著 芙蓉書房出版 00418172

13 069.6/N ぶらりあるきチェンマイ・アユタヤの博物館 / 中村浩著 芙蓉書房出版 00418252

14 069/M 見る目が変わる博物館の楽しみ方 : 地球・生物・人類を知る / 矢野興一[ほか]編著 ベレ出版 00418104

15 070.235/R 三面記事の歴史 / ロミ著 ; 土屋和之訳 国書刊行会 00417923

16 124.12/K 図説孔子 : 生涯と思想 / 孔祥林著 ; 三浦吉明訳 科学出版社東京 00417930

17 140/W 心の七つの見方 / リーサ・ウォラック, マイケル・ウォラック共著 ; 岡隆訳 新曜社 00418320

18 141.1/W 世界天才紀行 : ソクラテスからスティーブ・ジョブズまで / エリック・ワイナー著 ; 関根光宏訳 早川書房 00418274



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

19 141.5/E Cognitive psychology : a student's handbook / [by] Michael W. Eysenck and Mark T. Keane (7th ed.) (VOL=pbk) Psychology Pr. 00418160

20 146/F 小説・漫画・映画・音楽から学ぶ児童・青年期のこころの理解 : 精神力動的な視点から / 藤森旭人著 ミネルヴァ書房 00418105

21 150/N The Neuroscience of morality : emotion, brain disorders, and development / ed. by Walter Sinnott-Armstrong (VOL=pbk) MIT Pr. 00418162

22 150/R 倫理学に答えはあるか : ポスト・ヒューマニズムの視点から / ジェームズ・レイチェルズ著 ; 古牧徳生, 次田憲和[共]訳 世界思想社 00418152

23 159/F 笑顔の教科書 : 仕事と人生を豊かにする / 福田純子著 あさ出版 00418063

24 159/N 見てる、知ってる、考えてる / 中島芭旺著 サンマーク出版 00418061

25 159/W なんとなく会社に行くだけの人生を送りたくないあなたへ。 : 自分らしく生きるための7つの力 / 渡邉賢太郎著 ポプラ社 00418064

26 162.03/S 世界神話伝説大事典 / 篠田知和基, 丸山顯徳[共]編 勉誠出版 00418051

27 162/S 世界の神々と神話事典 : ヴィジュアル版 : / 歴史雑学探究倶楽部編 学研プラス 00418314

28 180.4/H PHP文庫 ［ひ3-7］  気にしない、気にしない / ひろさちや著 PHP研究所 00418326

29 180.4/T ポプラ新書 107  つながる仏教 : よりよく生きるブッダの教え、感じてみませんか? / 井上広法[ほか] 著 ; 松原信樹, 大竹稽[共]編 ポプラ社 00418071

30 198.2236/O 筑摩選書 0139  宣教師ザビエルと被差別民 / 沖浦和光著 筑摩書房 00418165

31 209/B
ビッグヒストリー : われわれはどこから来て、どこへ行くのか : 宇宙開闢から138億年の「人間」史 / デヴィッド・クリスチャン[ほか]著 ;
石井克弥[ほか]訳

明石書店 00417956

32 209/H/1 サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福 / ユヴァル・ノア・ハラリ著 ; 柴田裕之訳 (VOL=上) 河出書房新社 00417937

33 209/H/2 サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福 / ユヴァル・ノア・ハラリ著 ; 柴田裕之訳 (VOL=下) 河出書房新社 00417938

34 209/U 世界史は99%、経済でつくられる / 宇山卓栄著 育鵬社 : 扶養社 00418310

35 210.02/K 装飾古墳 / 日下八光著 (限定版) 朝日新聞社 00418085

36 210.02/S 日本列島出土鏡集成 / 下垣仁志著 同成社 00418120



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

37 210.3/T 塚口義信博士古稀記念日本古代学論叢 / 塚口義信博士古稀記念会編 和泉書院 00418122

38 210.35/S 日本史研究叢刊 30  正倉院文書の歴史学・国語学的研究 : 解移牒案を読み解く / 栄原永遠男編 和泉書院 00418121

39 210.35/T 河出文庫 ［と6-1］  天平の三皇女 : 聖武の娘たちの栄光と悲劇 / 遠山美都男著 河出書房新社 00418347

40 210.4/K 中世の古文書入門 : 読めなくても大丈夫! / 小島道裕著 河出書房新社 00418276

41 210.7/S なつかしの昭和時代 / 鈴木育男写真・文 国書刊行会 00417925

42 216.33/S/2 史料と研究 / 摂津市総務部市史編さん室編 (VOL=第2号) 摂津市 00418177

43 219.4/D/2 熊本県文化財調査報告 / 熊本県教育委員会編 第323集  伝大道寺跡遺跡群 / 熊本県教育委員会編 (VOL=2) 熊本県教育委員会 00418185

44 219.4/H/2 熊本県文化財調査報告 / 熊本県教育委員会編 第318集  飛田遺跡群 / 熊本県教育委員会編 (VOL=2) 熊本県教育委員会 00418179

45 219.4/K 熊本県文化財調査報告 / 熊本県教育委員会編 第68集  熊本県装飾古墳総合調査報告書 / 熊本県教育委員会編 熊本県教育委員会 00418086

46 219.4/K/1 熊本県文化財調査報告 / 熊本県教育委員会編 第319集  北中島西原遺跡 (VOL=[1]: 本文編) 熊本県教育委員会 00418180

47 219.4/K/ﾍﾞ 熊本県文化財調査報告 / 熊本県教育委員会編 第319集  北中島西原遺跡 (VOL=[ﾍﾞ]: 図版編) 熊本県教育委員会 00418181

48 219.4/S 熊本県文化財調査報告 / 熊本県教育委員会編 第320集  新南部遺跡群(10次・11次) ; 吉原遺跡 / 熊本県教育委員会編 熊本県教育委員会 00418182

49 219.4/S 熊本県文化財調査報告 / 熊本県教育委員会編 第322集  志柿城跡 / 熊本県教育委員会編 熊本県教育委員会 00418184

50 219.4/S/6 熊本県文化財調査報告 / 熊本県教育委員会編 第317集  新屋敷遺跡 / 熊本県教育委員会編 (VOL=6) 熊本県教育委員会 00418178

51 219.4/T 熊本県文化財調査報告 / 熊本県教育委員会編 第321集  託麻弓削遺跡群 ; 中江遺跡 / 熊本県教育委員会編 熊本県教育委員会 00418183



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

52 219.6/B 馬韓・百済と南九州 / 堀田孝博編
宮崎県立西都原考古博
物館

00418176

53 220/H 図説シルクロード文化史 / ヴァレリー・ハンセン著 ; 田口未和訳 原書房 00418049

54 278/S 北極大異変 / エドワード・シュトルジック著 ; 園部哲訳
集英社インターナショナ
ル

00417939

55 280.4/K 新潮新書 688  本当に偉いのか : あまのじゃく偉人伝 / 小谷野敦著 新潮社 00418072

56 281.04/G 日本史兄弟対決 / 後藤寿一著 柏書房 00418098

57 288.41/H 天皇陛下「生前退位」への想い / 保阪正康著 毎日新聞出版 00418308

58 289.1/I 帝国ホテルの考え方 : 本物のサービスとは何か / 犬丸徹郎著 講談社 00418302

59 289.1/T 歴史新書y 066  家康研究の最前線 : ここまでわかった「東照神君」の実像 / 平野明夫編 洋泉社 00418113

60 289.1/T 歴史文化ライブラリー 440  よみがえる古代山城 : 国際戦争と防衛ライン / 向井一雄著 吉川弘文館 00418266

61 289.1/T 田中角栄絶対に結果を出す「超」時間管理術 / 向谷匡史著 三栄書房 00418327

62 289.2/S 台湾少女、洋裁に出会う : 母とミシンの60年 / 鄭鴻生著 ; 天野健太郎訳 紀伊國屋書店 00418078

63 289.3/A 麗しのマリー・アントワネット : ヴェルサイユ宮殿での日々 / エレーヌ・ドラレクス著 ; ダコスタ吉村花子訳 グラフィック社 00418277

64 289.3/C 素顔のココ・シャネル / イザベル・フィメイエ著 ; 鳥取絹子訳 河出書房新社 00418306

65 291.62/A 京都ものがたりの道 / 彬子女王著 毎日新聞出版 00418309

66 301/I 政策リサーチ入門 : 仮説検証による問題解決の技法 / 伊藤修一郎著 東京大学出版会 00418139

67 326.3/F 犯罪はなぜくり返されるのか : 社会復帰を支える制度と人びと / 藤本哲也著 ミネルヴァ書房 00418328

68 326.41/K Q&A日本と世界の死刑問題 / 菊田幸一著 明石書店 00418065



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

69 327.8/K 監獄のなかの子どもたち : 児童福祉史としての特別幼年監、感化教育、そして「携帯乳児」 / 倉持史朗著 六花出版 00418135

70 332.06/S 時間かせぎの資本主義 : いつまで危機を先送りできるか / ヴォルフガング・シュトレーク[著] ; 鈴木直訳 みすず書房 00418262

71 332.1/Y 図説・円と日本経済 : 幕末から平成まで / 湯本豪一著 国書刊行会 00417929

72 336.2/S 仕事のミスが激減する「手帳」「メモ」「ノート」術 / 鈴木真理子著 (第24版) 明日香出版社 00418341

73 336.4/H また会いたいと思われる人になる大人の教科書 / 日髙利美著
クロスメディア・パブリッシ
ング

00418334

74 336.4/K 日本一カンタンな人の動かし方 : もうこじらせない! / かんべみのり著 明日香出版社 00418294

75 336.4/P ビル・ゲイツの面接試験 : 富士山をどう動かしますか? / ウィリアム・パウンドストーン著 ; 松浦俊輔訳 青土社 00418096

76 345/Z/12 税に関する論文入選論文集 第12回  税に関する論文入選論文集 (VOL=第12回 2016年) 納税協会連合会 00418173

77 361.04/M 光文社新書 846  毎日同じ服を着るのがおしゃれな時代 : 今を読み解くキーワード集 / 三浦展著 光文社 00418075

78 361.4/H 理不尽に「攻撃してくる人」から自分を守るスキルの身につけ方 / 橋本佐由理著 ぱる出版 00418333

79 361.4/S そもそも、何を話せばいいかわからない人のための雑談術 / 櫻井弘著 SBクリエイティブ 00418099

80 361.8/H 現代貧乏物語 / 橋本健二著 弘文堂 00418108

81 361.8/M 貧困のハローワーク / 増田明利著 彩図社 00418097

82 361/F 光文社新書 844  古市くん、社会学を学び直しなさい!! / 古市憲寿著 光文社 00418100

83 365.7/R/2016 レジャー白書 / 余暇開発センター編 (2016)  少子化時代のキッズレジャー / 日本生産性本部編集 余暇開発センター 00418264

84 367.9/D 同性婚 : だれもが自由に結婚する権利 / 同性婚人権救済弁護団編 明石書店 00418066

85 368.6/H/2016 犯罪白書 / 法務省法務総合研究所編 平成28年版  再犯の現状と対策のいま / 法務省法務総合研究所編 国立印刷局 00418174



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

86 369.3/H/'04-'08 平成災害史事典 / 日外アソシエーツ編集部編 (VOL=平成16年-平成20年) 日外アソシエーツ 00418053

87 369.3/H/'09-'13 平成災害史事典 / 日外アソシエーツ編集部編 (VOL=平成21年-平成25年) 日外アソシエーツ 00418054

88 369.3/H/'99-'03 平成災害史事典 / 日外アソシエーツ編集部編 (VOL=平成11年-平成15年) 日外アソシエーツ 00418052

89 369.4/A 子どもと貧困 / 朝日新聞取材班著 朝日新聞出版 00418278

90 369.4/H 保育の未来をひらく子育て・家庭支援論 / 細井香編著 北樹出版 00418279

91 369.4/K 子どもの貧困の解決へ / 浅井春夫[ほか]著 新日本出版社 00418103

92 369.4/K 児童相談所70年の歴史と児童相談 : "歴史の希望としての児童"の支援の探究 / 加藤俊二著 明石書店 00418337

93 369.4/K/1 子供の世紀 1  子供の世紀 (復刻版) (VOL=第1巻) 六花出版 00417995

94 369.4/K/2 子供の世紀 2  子供の世紀 (復刻版) (VOL=第2巻) 六花出版 00417996

95 369.4/K/3 子供の世紀 3  子供の世紀 (復刻版) (VOL=第3巻) 六花出版 00417997

96 369.4/K/4 子供の世紀 4  子供の世紀 (復刻版) (VOL=第4巻) 六花出版 00417998

97 369.4/K/5 子供の世紀 5  子供の世紀 (復刻版) (VOL=第5巻) 六花出版 00417999

98 369.4/K/6 子供の世紀 6  子供の世紀 (復刻版) (VOL=第6巻) 六花出版 00418000

99 369.4/K/7 子供の世紀 7  子供の世紀 (復刻版) (VOL=第7巻) 六花出版 00418001

100 369.4/K/8 子供の世紀 8  子供の世紀 (復刻版) (VOL=第8巻) 六花出版 00418002

101 369.4/K/9 子供の世紀 9  子供の世紀 (復刻版) (VOL=第9巻) 六花出版 00418003

102 369.42/A 保育園で困ったときに開く本 : 保活から新制度・園生活まで / 朝日新聞出版編著 朝日新聞出版 00418029



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

103 369.42/O おかわりちょうだい!保育園ごはん : 元気な子どもを育てる安心レシピ / 家庭栄養研究会編 食べもの通信社 00418345

104 370.59/M/2016
学校基本調査報告書 初等中等教育機関 専修学校･各種学校編 2016  学校基本調査報告書 : 初等中等教育機関 専修学校・各
種学校編 / 文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室編 (VOL=平成28年度)

財務省印刷局 00417964

105 370.59/M/2016
学校基本調査報告書 高等教育機関編 / 文部省著 2016  学校基本調査報告書 : 高等教育機関 / 文部科学省生涯学習政策局
政策課調査統計企画室編 (VOL=平成28年度)

財務省印刷局 00417965

106 371.1/P Posthumanism and educational research / ed. by Nathan Snaza and John A. Weaver (VOL=hbk) Routledge 00417947

107 371.23/F 時代背景から読み解く西洋教育思想 / 藤井千春編著 ミネルヴァ書房 00417952

108 371.4/G ガイドライン学校教育心理学 : 教師としての資質を育む / 大野木裕明[ほか]著 ナカニシヤ出版 00418080

109 371.45/N 角川新書 ［K-108］  ポケモンの神話学 : 新版ポケットの中の野生 / 中沢新一[著] 角川書店 00418280

110 371.5/K 親と先生でつくる学校 : 京田辺シュタイナー学校12年間の学び / 京田辺シュタイナー学校編著 せせらぎ出版 00418038

111 371.5/M 多文化社会に応える地球市民教育 : 日本・北米・ASEAN・EUのケース / 村田翼夫編著 ミネルヴァ書房 00418034

112 371.5/N 日本に住む多文化の子どもと教育 : ことばと文化のはざまで生きる / 宮崎幸江編 ; 宮崎幸江[ほか]執筆 (増補版)
Sophia U. P.上智大学出
版

00418033

113 371.6/H Handbook of moral and character education / ed. by Larry Nucci ... [et al.] (2nd ed) (VOL=pbk) Routledge 00417943

114 372.105/Y 懐徳堂事典 / 湯浅邦弘編著 (増補改訂版) 大阪大学出版会 00418321

115 372.105/Y 懐徳堂の至宝 : 大阪の「美」と「学問」をたどる / 湯浅邦弘著 大阪大学出版会 00418322

116 372.258/B ブータン王国の教育変容 : 近代化と「幸福」のゆくえ / 杉本均編 岩波書店 00418028

117 372.35/N 哲学する子どもたち : バカロレアの国フランスの教育事情 / 中島さおり著 河出書房新社 00418030

118 372.38/T 変貌するロシアの教育 / 鶴田義男著 近代文藝社 00418150

119 372.389/K デンマークの教育を支える「声の文化」 : オラリティに根ざした教育理念 / 児玉珠美著 新評論 00418046

120 372.53/L
Leading anti-bias early childhood programs : a guide for change / Louise Derman-Sparks...[et al.] ; foreword by Mariana Souto-
Mannin (VOL=pbk)

Teachers College,
Columbia Univ.

00418044



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

121 372.53/S 崩壊するアメリカの公教育 : 日本への警告 / 鈴木大裕著 岩波書店 00418031

122 372/K 岐路に立つ移民教育 : 社会的包摂への挑戦 / 園山大祐編 ナカニシヤ出版 00418032

123 375.1/B Problem-based learning : an inquiry approach / [by] John Barell (2nd ed.) (VOL=pbk) Corwin Pr. 00418042

124 375.1/M 六つの要素で読み解く!小学校アクティブ・ラーニングの授業のすべて / 寺本貴啓[ほか]編著 東洋館出版社 00418154

125 375.1/T 図書館と学校が地域をつくる / 図書館振興財団編著 ; 国立教育政策研究所協力 学文社 00418305

126 375.13/S 協同学習がつくるアクティブ・ラーニング / 杉江修治編著 明治図書出版 00417951

127 375.2/S 教育相談の最前線 : 歴史・理論・実践 / 斎藤富由起, 守谷賢二[共]編著 八千代出版 00418082

128 375.3/S Social justice, peace, and environmental education : transformative standards / ed. by Julie Andrzejewski ... [et al.] (VOL=pbk) Routledge 00418161

129 375.388/S
スウェーデンの小学校社会科の教科書を読む : 日本の大学生は何を感じたのか / ヨーラン・スバネリッド[著] ; 鈴木賢志, 明治大
学国際日本学部鈴木ゼミ[共]編訳

新評論 00418045

130 375.49/M 「知・徳・体」を育む学校体育・スポーツの力 / 本村清人著 大修館書店 00418109

131 375.72/T/1 新やさしいこうさく 1  新聞紙でつくろう! / 竹井史郎作 小峰書店 00417970

132 375.72/T/10 新やさしいこうさく 10  ペットボトルでつくろう! / 竹井史郎作 小峰書店 00417979

133 375.72/T/11 新やさしいこうさく 11  あきカンでつくろう! / 竹井史郎作 小峰書店 00417980

134 375.72/T/12 新やさしいこうさく 12  わりばしでつくろう! / 竹井史郎作 小峰書店 00417981

135 375.72/T/2 新やさしいこうさく 2  ぎゅうにゅうパックでつくろう! / 竹井史郎作 小峰書店 00417971

136 375.72/T/3 新やさしいこうさく 3  紙ざらでつくろう! / 竹井史郎作 小峰書店 00417972

137 375.72/T/4 新やさしいこうさく 4  紙コップでつくろう! / 竹井史郎作 小峰書店 00417973

138 375.72/T/5 新やさしいこうさく 5  あきばこでつくろう! / 竹井史郎作 小峰書店 00417974



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

139 375.72/T/6 新やさしいこうさく 6  ダンボールばこでつくろう! / 竹井史郎作 小峰書店 00417975

140 375.72/T/7 新やさしいこうさく 7  ふくろでつくろう! / 竹井史郎作 小峰書店 00417976

141 375.72/T/8 新やさしいこうさく 8  ストローでつくろう! / 竹井史郎作 小峰書店 00417977

142 375.72/T/9 新やさしいこうさく 9  スチロールでつくろう! / 竹井史郎作 小峰書店 00417978

143 375.8/W/1 通説に挑む文学教材の研究 / 渡辺善雄著 (VOL=[1]: 中学篇) 鷗出版 00418047

144 375.8/W/2 通説に挑む文学教材の研究 / 渡辺善雄著 (VOL=[2]: 高校篇) 鷗出版 00418048

145 375/O 学びのデザイン: 学習科学 / 大島純, 益川弘如[共]編著 ミネルヴァ書房 00418338

146 375/S Schooling for sustainable development across the Pacific / ed. by John Chi-Kin Lee and Rob Efird Springer 00418163

147 375/T 教育フォーラム 49  確かな学力を育てる確かな授業 / 梶田叡一責任編集 ; 人間教育研究協議会編 金子書房 00418016

148 376.1/K 実習場面と添削例から学ぶ!保育・教育実習日誌の書き方 / 小泉裕子編著 中央法規出版 00417954

149 376.1/K 子どもがこっちを向く必殺技50 : 現場直伝聞いてほしい話の前の瞬間技 / ひかりのくに編集部編 (14版) ひかりのくに 00418041

150 376.1/N 乳児保育演習ブック / 池田りな[ほか]著 ミネルヴァ書房 00418026

151 376.12/A 子どもに至る : 保育者主導保育からのビフォー&アフターと同僚性 / 安達譲編著 ; 安達かえで[ほか著] ひとなる書房 00418024

152 376.12/Y 「ようちえん」はじめました! : お母さんたちがつくった「花の森こども園」の物語 / 葭田あきこ著 新評論 00418159

153 376.15/M
社会情動的スキルを育む「保育内容人間関係」 : 実践事例から学ぶ保育内容 : 乳幼児期から小学校へつなぐ非認知能力とは /
無藤隆, 古賀松香[共]編著

北大路書房 00418017

154 376.154/S 保育内容環境 : あなたならどうしますか? / 酒井幸子, 守巧編[共]著 ; 岡澤陽子[ほか]著 ; 相沢和恵[ほか]事例執筆編集協力 萌文書林 00418023

155 376.157/Z
保カリbooks 47  0～5歳児たっぷり充実!: 寒い日も元気に!アレンジいっぱい! : 冬の外遊び : 導入の環境づくり・ことばがけつき /
後藤和佳子[ほか]著

ひかりのくに 00418158

156 377.15/D 大学におけるアクティブ・ラーニングの現在 : 学生主体型授業実践集 / 小田隆治編 ナカニシヤ出版 00418027



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

157 377.15/K 18歳からの「大人の学び」基礎講座 : 学ぶ,書く,リサーチする,生きる / 向後千春著 北大路書房 00418062

158 377.21/O 消えゆく「限界大学」 : 私立大学定員割れの構造 / 小川洋著 白水社 00418134

159 378/Y 発達障害の子がぐーんと伸びる心と体の育て方 / やまもとまゆみ著 大和書房 00418281

160 379.3/S
環境社会の変化と自然学校の役割 : 自然学校に期待される3つの基軸 : くりこま高原自然学校での実践を踏まえて / 佐々木豊志
著

みくに出版 00418155

161 379.6/S 働く人のための超速勉強法 : 時間もお金もまったくかけずに難関試験を突破する66の革新的テクニック / 佐藤孝幸著 大和書房 00418282

162 379.7/Y 「忙しい」「できない」「間に合わない」から受かる!超効率勉強法 / 吉田穂波著 すばる舎 00418067

163 379.9/I シュタイナーの子育て30のヒント / 岩橋亜希菜著 河出書房新社 00418037

164 379.9/O 見守るだけで、子どもは育つ : 世界にひとつだけの才能を開花させる引き寄せの魔法 / 奥平亜美衣著 SBクリエイティブ 00418035

165 379/M/2 現代社会教育・生涯学習の諸相 / 益川浩一著 (VOL=第2巻: 現代編) 大学教育出版 00418268

166 382.1/O/1 昔のくらしと道具 / 大島建彦監修 ; 大角修文 1  農家の仕事と道具 / 大角修文 小峰書店 00418004

167 382.1/O/2 昔のくらしと道具 / 大島建彦監修 ; 大角修文 2  農家のくらしと道具 / 大角修文 小峰書店 00418005

168 382.1/O/3 昔のくらしと道具 / 大島建彦監修 ; 大角修文 3  山と海辺のくらしと道具 / 大角修文 小峰書店 00418006

169 382.1/O/4 昔のくらしと道具 / 大島建彦監修 ; 大角修文 4  町のくらしと道具 / 大角修文 小峰書店 00418007

170 382.1/O/5 昔のくらしと道具 / 大島建彦監修 ; 大角修文 5  祭りと行事と道具 / 大角修文 小峰書店 00418008

171 382.1/O/6 昔のくらしと道具 / 大島建彦監修 ; 大角修文 6  道具年表をつくろう / 大角修文 小峰書店 00418009

172 383.3/T 日本装身具史 : ジュエリーとアクセサリーの歩み : カラー版 / 露木宏編・著 美術出版社 00417994

173 383.8/H にっぽんのおかず : 写真絵本おかず風土記 / 白央篤司著 理論社 00418272

174 383.8/P 脂肪の歴史 / ミシェル・フィリポフ著 ; 服部千佳子訳 原書房 00418293



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

175 383.8/S ラーメンの語られざる歴史 : 世界的なラーメンブームは日本の政治危機から生まれた / ジョージ・ソルト著 ; 野下祥子訳 国書刊行会 00417921

176 385.2/S 歴史文化ライブラリー 441  江戸の乳と子ども : いのちをつなぐ / 沢山美果子著 吉川弘文館 00418267

177 385.6/U 無葬社会 : 彷徨う遺体 変わる仏教 / 鵜飼秀徳著 日経BP社 00418311

178 386.8/S
サンタへの手紙 : 1870年から1920年までに子どもたちが書いたクリスマスの手紙と欲しい物リスト / メアリー・ハレル=セスニアック選
; J.ハーモン・フラッグストーン序 ; カヒミ・カリィ手紙翻訳

クロニクルブックス・ジャパ
ン

00418290

179 386.81/K/1
こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 1  こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 (VOL=[1]: 1
月のまき)

小峰書店 00417982

180 386.81/K/10
こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 10  こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 (VOL=[10]:
10月のまき)

小峰書店 00417991

181 386.81/K/11
こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 11  こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 (VOL=[11]:
11月のまき)

小峰書店 00417992

182 386.81/K/12
こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 12  こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 (VOL=[12]:
12月のまき)

小峰書店 00417993

183 386.81/K/2
こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 2  こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 (VOL=[2]: 2
月のまき)

小峰書店 00417983

184 386.81/K/3
こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 3  こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 (VOL=[3]: 3
月のまき)

小峰書店 00417984

185 386.81/K/4
こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 4  こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 (VOL=[4]: 4
月のまき)

小峰書店 00417985

186 386.81/K/5
こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 5  こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 (VOL=[5]: 5
月のまき)

小峰書店 00417986

187 386.81/K/6
こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 6  こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 (VOL=[6]: 6
月のまき)

小峰書店 00417987

188 386.81/K/7
こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 7  こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 (VOL=[7]: 7
月のまき)

小峰書店 00417988

189 386.81/K/8
こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 8  こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 (VOL=[8]: 8
月のまき)

小峰書店 00417989

190 386.81/K/9
こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 9  こどもの行事しぜんと生活 : かこさとし / かこさとし文・絵 (VOL=[9]: 9
月のまき)

小峰書店 00417990

191 388.8/S 誰も知らない世界のことわざ / 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 00418101

192 391.38/O 「逃げるな、火を消せ!」戦時下トンデモ「防空法」 / 大前治著 合同出版 00418324



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

193 402.8/U 講談社+α文庫  ［I39-1］  面白すぎる天才科学者たち : 世界を変えた偉人たちの生き様 / 内田麻理香[著] 講談社 00417950

194 407/J 時間と研究費 (さいふ) にやさしいエコ実験 / 村田茂穂編 羊土社 00418212

195 417/K 薬学のための統計教科書 / 小島正樹著 東京図書 00418198

196 417/W わかりやすい薬学系の統計学入門 / 小林賢, 佐古兼一[共]編 ; 井上俊夫[ほか]著 講談社 00418194

197 420/Y 薬学生のための基礎物理 / 中山尋量編集 廣川書店 00418228

198 423/W ブルーバックス = Blue backs 1638  プリンキピアを読む : ニュートンはいかにして「万有引力」を証明したのか? / 和田純夫著 講談社 00417945

199 430/Y 薬学系のための基礎化学 / 齋藤勝裕[ほか]共著 裳華房 00418209

200 431.5/S 新放射化学・放射性医薬品学 / 佐治英郎[ほか]編集 (改訂第4版) 南江堂 00418234

201 431/A アトキンス物理化学要論 / Peter Atkins, Julio de Paula[共著] ; 千原秀昭, 稲葉章[共]訳 (第6版) 東京化学同人 00418230

202 431/B/1 ボール物理化学 / David W. Ball著 ; 阿竹徹[ほか]訳 (第2版) (VOL=上) 化学同人 00418238

203 431/B/2 ボール物理化学 / David W. Ball著 ; 阿竹徹[ほか]訳 (第2版) (VOL=下) 化学同人 00418239

204 431/M 物理化学 / 真船文隆, 渡辺正[共]著 化学同人 00418240

205 433.4/L LC/MS,LC/MS/MSQ&A100虎の巻 / 日本分析化学会液体クロマトグラフィー研究懇談会編 オーム社 00418149

206 433.4/L LC/MS,LC/MS/MSの基礎と応用 / 日本分析化学会編 オーム社 00418223

207 433.4/L LC/MS,LC/MS/MSのメンテナンスとトラブル解決 / 日本分析化学会液体クロマトグラフィー研究懇談会編 オーム社 00418224

208 433.9/Y 有機スペクトル解析ワークブック / T. Forrest[ほか]著 ; 石橋正己訳 東京化学同人 00418210

209 433/K 基礎から学ぶ機器分析化学 / 井村久則, 樋上照男[共]編 化学同人 00418208



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

210 433/K 基礎分析化学 : 解説と問題 / 田中秀治, 金田典雄[共]編集 廣川書店 00418227

211 437/B ブルース有機化学概説 / Paula Y.Bruice著 (第3版) 化学同人 00418246

212 437/B/1 ブラウン有機化学 / W.H. Brown[ほか]著 ; 井上将行[ほか]訳 (VOL=上) 東京化学同人 00418244

213 437/B/2 ブラウン有機化学 / W.H. Brown[ほか]著 ; 井上将行[ほか]訳 (VOL=下) 東京化学同人 00418245

214 437/P キーノート有機化学 / Andrew F. Parsons著 ; 村田滋訳 (第2版) 東京化学同人 00418206

215 437/T 有機化学演習 : 大学院入試問題を中心に / 豊田真司著 (VOL=3) 東京化学同人 00418211

216 437/W/1 ウォーレン有機化学 / J. Clayden[ほか]著 ; 石橋正己[ほか]訳 (第2版) (VOL=上) 東京化学同人 00418242

217 437/Y クリック!有機化学 / 山本行男著 (第2版) 化学同人 00418207

218 440/M 私たちは宇宙から見られている? : 「地球外生命」探求の最前線 / ポール・マーディン著 ; 古田治訳 日本評論社 00417961

219 443.9/B 膨張宇宙の発見 : ハッブルの影に消えた天文学者たち / マーシャ・バトゥーシャク著 ; 長沢工, 永山淳子[共]訳 地人書館 00417946

220 443.9/B 繰り返される宇宙 : ループ量子重力理論が明かす新しい宇宙像 / マーチン・ボジョワルド著 ; 前田秀基訳 白揚社 00417962

221 443.9/G 宇宙のつくり方 / ベン・ギリランド著 ; 真貝寿明, 鳥居隆[共]訳 丸善出版 00417955

222 443.9/T 数学的な宇宙 : 究極の実在の姿を求めて / マックス・テグマーク著 ; 谷本真幸訳 講談社 00418151

223 443/M 宇宙のことがわかる本 / ルース･マーティンぶん ; ニック･マランドえ ; 小寺敦子やく 大日本絵画 00418157

224 445.3/D Mars : マーズ : 火星移住計画 / レオナード・デイヴィッド著 ; 関谷冬華訳
日経ナショナルジオグラ
フィック社

00417957

225 451.6/T 雪と氷の図鑑 / 武田康男文・写真 草思社 00418081

226 451.8/Y 気候の暴走 : 地球温暖化が招く過酷な未来 / 横山裕道著 花伝社 00417942

227 451/T 異常気象で読み解く現代史 / 田家康著 日本経済新聞出版社 00417936



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

228 459/S 世界一楽しい遊べる鉱物図鑑 / さとうかよこ著 東京書店 00418094

229 464/C クーパー生物物理化学 : 生命現象への新しいアプローチ / Alan Cooper著 ; 有坂文雄訳 化学同人 00418249

230 464/I イラストレイテッドハーパー・生化学 / ハーパー[原著] ; Victor W. Rodwell[ほか著] ; 五十嵐和彦[ほか訳] 丸善出版 00418193

231 465/S ときめく微生物図鑑 / 塩野正道, 塩野暁子[共]写真 山と溪谷社 00417948

232 467.2/T コア講義分子遺伝学 / 田村隆明著 裳華房 00418205

233 489.7/N アフリカゾウから地球への伝言 / 中村千秋著
冨山房インターナショナ
ル

00417935

234 490.2/B 描かれた病 : 疾病および芸術としての医学挿画 / リチャード・バーネット著 : 中里京子訳 河出書房新社 00418050

235 490.3/N 南山堂医学大辞典 (第20版) 南山堂 00418192

236 490.9/K 舌をみれば病気がわかる : 中医学に基づく『舌診』でかくれた不調をセルフチェック / 幸井俊高著 (ハンディ版) 河出書房新社 00418291

237 491.37/A ニオイの不思議 : ヒトへ与える影響 / 赤壁善彦著 フレグランスジャーナル社 00418315

238 491.4/T 生化学ドリル : スッキリわかる!グングン身につく! / 田村隆明著 南山堂 00418237

239 491.5/C Introduction to drug disposition and pharmacokinetics / [by] Stephen H. Curry and Robin Whelpton (VOL=pbk) Wiley 00418186

240 491.5/K 薬物動態のイロハ / 加藤基浩著 南山堂 00418204

241 491.5/Y 薬物動態学 : 演習と解説 / 山崎浩史[ほか]編集 廣川書店 00418231

242 491.8/T 免疫学 : 「わたしの体」をまもる仕組み / 田中稔之著 じほう 00418196

243 492.1/R 臨床化学 / 片山善章[ほか]編 (新版, 第3版) 講談社 00418195

244 492.4/Y 薬学領域の放射科学 / 飯田靖彦[ほか]編集 廣川書店 00418229

245 492.5/S 自然セラピーの科学 : 予防医学的効果の検証と解明 / 宮崎良文編 朝倉書店 00417960



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

246 492/K 緩和ケアレジデントマニュアル / 西智弘[ほか]編集 医学書院 00418203

247 493.72/E 園芸療法メソッド : 医療・福祉・地域社会プログラムの連携 / レベッカ・L・ハラー, クリスティン・L・クレイマー[共]編 ; 奥田栄一朗訳 東京教学社 00417958

248 493.72/Y ひとと植物・環境 : 療法として園芸を使う / 山根寛, 澤田みどり[共]著 ; 山根寛編 青海社 00418025

249 493.74/S 摂食障害の治療 / 西園マーハ文責任編集 中山書店 00418019

250 493.74/Y 家族・援助者のためのギャンブル問題解決の処方箋 : CRAFTを使った効果的な援助法 / 吉田精次著 金剛出版 00418102

251 493.75/I 記憶が消えるとき : 老いとアルツハイマー病の過去、現在、未来 / ジェイ・イングラム著 ; 桐谷知未訳 国書刊行会 00417922

252 493.8/A レジデントのための感染症診療マニュアル / 青木眞著 (第3版) 医学書院 00418199

253 493.8/G グローバル感染症マニュアル / 国立国際医療研究センター, 国際感染症センター[共]編集 南江堂 00418148

254 493.9/F アントロポゾフィー医学から観た子どもの発達について / アンダ・フラウマーネ=ヤッヘンス著 ; 竹下哲生訳 SAKS-Books 00418040

255 494.5/G がん薬物療法マネジメントブック : 外来治療をサポートする じほう 00418187

256 494.5/G
がん治療の疑問をメーリングリストで解決した件。 : 薬剤師が知りたいがんの疑問52件をバッチリ解説! / 日本臨床腫瘍薬学会編
集

南江堂 00418188

257 494.5/G がん診療レジデントマニュアル / 国立がん研究センター内科レジデント編 (第7版) 医学書院 00418189

258 494.5/G がん薬物療法ガイド : レジメン+薬剤情報 / 国立がん研究センター内科レジデント・薬剤部レジデント編集 医学書院 00418201

259 494.5/G がん化学療法レジメン管理マニュアル / 青山剛[ほか]編 (第2版) 医学書院 00418202

260 494.5/H
ホップ・ステップ・ジャンプで進めるがん治療の薬薬連携 : 保険薬剤師・病院薬剤師のための外来抗がん薬の業務ガイダンス / 日
本臨床腫瘍薬学会編集

南江堂 00418190

261 494.5/I 絵でまるわかり分子標的抗がん薬 / 石川和宏著 南山堂 00418200

262 494.9/J 腎機能に応じた投与戦略 : 重篤な副作用の防ぎかた / 中山裕史[ほか]編集 ; 平田純生[ほか]執筆 医学書院 00418241

263 498.07/H 必携・衛生試験法 / 日本薬学会編 (第2版) 金原出版 00418235



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

264 498.3/F 指だけヨガ : どんなに体が硬い人でもできる / 深堀真由美著 大和書房 00418292

265 498.3/N ブルーバックス = Blue backs 1335  リラクセーション : 緊張を自分で弛める法 / 成瀬悟策著 講談社 00418055

266 498.3/S ブルーバックス = Blue backs 1705( )  睡眠の科学 : なぜ眠るのかなぜ目覚めるのか / 櫻井武著 講談社 00418058

267 498.3/S すぐわかる免疫力の高め方 : 日常生活のちょっとしたコツで気になる免疫力が驚くほど跳ね上がる / 主婦の友社編 主婦の友社 00418269

268 498.39/S 「ぼんやり」が脳を整理する : 科学的に証明された新常識 / 菅原洋平著 大和書房 00418275

269 498.4/K Building for life : designing and understanding the human-nature connection / [by] Stephen R. Kellert (VOL=pbk : alk. paper) Island Pr. 00418043

270 498.5/D お金が貯まるダイエット : 特売ばかり買う人は、やせられない! / 伊達友美, 丸山晴美[共]著 マガジンハウス 00418166

271 498.5/T ブルーバックス = Blue backs 1330  「砂糖は太る」の誤解 : 科学で見る砂糖の素顔 / 高田明和著 講談社 00418111

272 498.54/I 幻冬舎新書 432［い-27-1］  賞味期限のウソ : 食品ロスはなぜ生まれるのか / 井出留美著 幻冬舎 00418112

273 498.55/T ブルーバックス = Blue backs 1418  「食べもの神話」の落とし穴 : 巷にはびこるフードファディズム / 髙橋久仁子著 講談社 00418056

274 498.56/S 消化・吸収・代謝のしくみと栄養素のはたらき : イラスト図鑑の決定版! / 山中英治編 メディカ出版 00418236

275 498.58/K 基礎栄養学 / 田地陽一編 (第3版) 羊土社 00418232

276 498.6/S ハンセン病児問題史研究 : 国に隔離された子ら / 清水寛編著 新日本出版社 00418312

277 498.8/A ストレスチェック時代のメンタルヘルス : 労働精神科外来の診察室から / 天笠崇著 新日本出版社 00418197

278 498.8/S ストレスチェック面接医のための「メンタル産業医」入門 / 櫻沢博文著 日本医事新報社 00418247

279 499.079/S/'17-1 物理 / 「国試がわかる本」編集委員会編集 ('17年版) TECOM 00418225

280 499.079/S/'17-2 化学&天然物由来薬物 / 「国試がわかる本」編集委員会編集 ('17年版) TECOM 00418226

281 499.1/K 薬のデギュスタシオン : 製薬メーカーに頼らずに薬を勉強するために / 岩田健太郎編集 金芳堂 00418191



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

282 499.1/K/2017
今日の治療薬 : 解説と便覧 / 水島裕, 宮本昭正 [共] 編著 2017  今日の治療薬 : 解説と便覧 / 浦部晶夫[ほか]編 (第39版)
(VOL=2017年版)

南江堂 00418164

283 499.1/O OTC医薬品学 : 薬剤師にできるプライマリ・ケア / 渡辺謹三[ほか]編集 南江堂 00418248

284 499.6/H 調剤学総論 / 堀岡正義著 ; 調剤学総論編集委員会編集協力 (改訂12版) 南山堂 00418147

285 499.87/Y 薬草・毒草を見分ける図鑑 : 役立つ薬草と危険な毒草、アレルギー植物・100種類の見分けのコツ 誠文堂新光社 00417949

286 501.2/M ブルーバックス = Blue backs 1780  オリンピックに勝つ物理学 : 「摩擦」と「抵抗」に勝機を見出せ! / 望月修著 講談社 00418059

287 507.9/J 凄い!ジオラマ : 超リアルなミニチュア情景の世界 / 情景師アラーキー著 アスペクト 00418270

288 519/A 精神論抜きの地球温暖化対策 : パリ協定とその後 / 有馬純著 エネルギーフォーラム 00417940

289 519/F 環境破壊図鑑 : ぼくたちがつくる地球の未来 / 藤原幸一著 ポプラ社 00417934

290 519/K 環境学への誘い / 獨協大学環境共生研究所編
獨協大学環境共生研究
所

00417941

291 519/N 「自然の恵み」の伝え方 : 生物多様性とメディア / 日本環境ジャーナリストの会編著 清水弘文堂書房 00418039

292 545.8/O にっぽん家電のはじまり / 大西正幸著 技報堂出版 00418339

293 588.3/D チョコレート語辞典 : チョコレートにまつわることばをイラストと豆知識で甘～く読み解く / Dolcerica香川理馨子著 誠文堂新光社 00418107

294 589.7/N 日本ゲーム産業史 : ゲームソフトの巨人たち / 日経BP社ゲーム産業取材班著 日経BP社 00418136

295 589.7/N 現代ゲーム全史 : 文明の遊戯史観から / 中川大地著 早川書房 00418137

296 594/P フェルトのお守りラッキーチャーム / ピポン著 文化学園文化出版局 00418331

297 596.04/K 工学部ヒラノ教授とおもいでの弁当箱 / 今野浩著 青土社 00418295

298 596.8/N 楽しく食べる人は、一流になる。 : 接待からデートまで、大人の気配り。 / 中谷彰宏著 秀和システム 00418110

299 596/K 帰ってから作れるおかず200 : いそがしい日に大活躍! : プロの料理家22人が考えた オレンジページ 00418093



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

300 599.3/Y 子どもの「手づかみ食べ」はなぜ良いのか? / 山口平八, 清水フサ子[共]著 IDP出版 00418303

301 599/K モンテッソーリ流「自分でできる子」の育て方 : 知る、見守る、ときどき助ける / 神成美輝著 日本実業出版社 00418036

302 610.4/U 食と農の環境経済学 : 持続可能社会に向けて / 宇山満著 昭和堂 00418340

303 616.2/Y/1 よくわかる米の事典 1  米を育てる 小峰書店 00418010

304 616.2/Y/2 よくわかる米の事典 2  米を食べる 小峰書店 00418011

305 616.2/Y/3 よくわかる米の事典 3  米づくりの歴史 小峰書店 00418012

306 616.2/Y/4 よくわかる米の事典 4  米の生産・流通・消費 小峰書店 00418013

307 616.2/Y/5 よくわかる米の事典 5  お米博士になろう 小峰書店 00418014

308 619.6/D/1 もやし・えだ豆・いり豆・きなこ 小峰書店 00418020

309 619.6/D/2 とうふ・なっとう・みそ・しょうゆ 小峰書店 00418021

310 619.6/D/3 大豆とくらべる食べ物のへんしん 小峰書店 00418022

311 620/L 植物と人間の絆  / チャールズ・A・ルイス著 ; 進藤丈典, 篠崎容子[共]訳 創森社 00417959

312 649/I 動物病院を訪れた小さな命が教えてくれたこと / 磯部芳郎著 現代書林 00418083

313 650/O おいでよ森へ : 空と水と大地をめぐる命の話 / 「おいでよ森へ」プロジェクト編 ダイヤモンド社 00418156

314 688/R/2016 レジャー産業白書 / 矢野経済研究所生活・サービス産業ユニット調査・編集 (VOL=2016) 矢野経済研究所 00418168

315 702.04/Y/1 教皇庁と美術 / 加藤磨珠枝編 竹林舎 00418123

316 702.04/Y/2 黙示録の美術 / 田中久美子編 竹林舎 00418124

317 702.1/N ニセモノ図鑑 : 見るだけで楽しめる! : 贋造と模倣からみた文化史 / 西谷大編著 河出書房新社 00418296



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

318 702.16/S 戦争と美術 : 1937-1945 / 針生一郎[ほか]編 (改訂版) 国書刊行会 00417928

319 709.1/S とんぼの本    正倉院宝物 : 181点鑑賞ガイド / 杉本一樹著 新潮社 00418318

320 718/S/3 神像彫刻重要資料集成 3  神像彫刻重要資料集成 (VOL=第3巻) 国書刊行会 00417920

321 721.03/N/ﾍﾞ 日本書畫鑑定大事典 / 中野雅宗編著 別巻  日本書畫鑑定大事典 / 中野雅宗編著 (VOL=別巻) 国書刊行会 00417919

322 721.2/I/1 石山寺縁起絵巻集成 / 相澤正彦, 國賀由美子[共]編 (VOL=[1]: 図版篇 ; I) 中央公論美術出版 00418117

323 721.2/I/2 石山寺縁起絵巻集成 / 相澤正彦, 國賀由美子[共]編 (VOL=[2]: 図版篇 ; II) 中央公論美術出版 00418118

324 721.2/I/3 石山寺縁起絵巻集成 / 相澤正彦, 國賀由美子[共]編 (VOL=[3]: 論考・資料篇) 中央公論美術出版 00418119

325 721.8/K 北斎原寸美術館100% Hokusai! / [葛飾北斎][画] 小学館 00418329

326 726.1/N ニッポンのマンガ*アニメ*ゲーム from 1989 / メディア・アート国際化推進委員会編 国書刊行会 00417924

327 740.222/T バーバリアン・レンズ : 中国における西洋廃墟の写真史 / レジーヌ・ティリエ著 ; 中野美代子, 鴇田潤訳 国書刊行会 00417927

328 753.3/K 中国絹織物全史 : 七千年の美と技 / 黄能馥, 陳娟娟[共]著 ; 齋藤齊訳 科学出版社東京 00417933

329 754.9/K 季節の立体切り紙 / 川崎由季恵著 PHP研究所 00418095

330 767.7/J たのしいこどものうた600選 : 全曲楽譜付 / 自由現代社編集部編著 自由現代社 00418153

331 767.8/O 光文社新書 858  SMAPと平成ニッポン : 不安の時代のエンターテインメント / 太田省一著 光文社 00418130

332 778.21/M 怪獣から読む戦後ポピュラー・カルチャー : 特撮映画・SFジャンル形成史 / 森下達著 青弓社 00418325

333 778.253/M 魔法使いと魅惑の名舞台 / インサイト・エディションズ編 ; 宮川未葉訳 静山社 00418271

334 778.7/S 新潮新書 690  スジ論 / 坂上忍著 新潮社 00418073

335 778.77/O 宮崎駿の「半径300メートル」と『風立ちぬ』 / 荻原真著 国書刊行会 00417926



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

336 778.77/O 「里山」を宮崎駿で読み直す : 森と人は共生できるのか / 小野俊太郎著 春秋社 00418068

337 779.13/I 平凡社新書 826  落語に学ぶ大人の極意 / 稲田和浩著 平凡社 00418074

338 780.1/B
The Golden rule in sports : investing in the conditions of cooperation for a mutual advantage in sports competitions / [by] Alicia
Bockel ; with a foreword by Andreas Suchanek (VOL=pbk)

Springer VS 00418265

339 780.1/Z 図とイラストで学ぶ新しいスポーツマネジメント / 山下秋二[ほか]編著 大修館書店 00418323

340 780.19/O ブルーバックス = Blue backs 1807  ジムに通う人の栄養学 : スポーツ栄養学入門 / 岡村浩嗣著 講談社 00418060

341 780.21/O 時空を超えて : 甦る、幻の体操伝習所体操場 / 大櫃敬史著 亜璃西社 00418138

342 780.69/G 社研叢書 / 中京大学社会科学研究所編 40  学際的アプローチによるオリンピックの探求 / 中京大学社会科学研究所編 成文堂 00418175

343 780.7/K 腹が凹む! : 神の7秒間メソッド : ハリウッド式ワークアウト / 北島達也著 (3版) ワニブックス 00418015

344 780.7/S ブルーバックス = Blue backs 1695  ジムに通う前に読む本 : スポーツ科学からみたトレーニング / 桜井静香著 講談社 00418057

345 783.47/E サッカーなら、どんな障がいも超えられる / 江橋よしのり著 講談社 00418069

346 789.6/Z 癒やしの乗馬 : ホースセラピー / 『財界』編集部著 財界研究所 00417963

347 801.02/H 言語論のランドマーク : ソクラテスからソシュールまで / ロイ・ハリス, タルボット・J・テイラー共著 ; 斎藤伸治, 滝沢直宏共訳 (再版) 大修館書店 00418263

348 810.25/N 朝日文庫 ［の09-1］  使ってみたい武士の日本語 / 野火迅著 朝日新聞社 00418115

349 816.6/N 文豪に学ぶ手紙のことばの選びかた / 中川越著 東京新聞 00418298

350 821.2/S サイのものがたり : 白川静の絵本 / 白川静著 ; 金子都美絵編・画 平凡社 00418106

351 832.03/O オックスフォード英単語由来大辞典 / グリニス・チャントレル編 柊風舎 00418140

352 903.3/S 最新文学批評用語辞典 / 川口喬一, 岡本靖正[共]編 研究社出版 00417944

353 909.3/A おおきなあな / あかみねちょうじ文 ; たなかしんすけ絵 文芸社 00418133



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

354 909.3/G ぐるぐるの図書室 / 工藤純子[ほか]著 講談社 00418304

355 909.3/I パンダなりきりたいそう / いりやまさとし作 講談社 00418070

356 909.3/I せかいをひとつにするケーキ : わすれていたたいせつなもの /  泉川百合・茉莉[共]原作・文 ; 神山ますみ絵・文 リーブル出版 00418330

357 909.3/N 3さいのキャロっとさん : ねえ、あそぼ! / のぶみ作 講談社 00418250

358 909.3/N いのちのはな / のぶみ著 (再版) KADOKAWA 00418344

359 909.3/S 美女と野獣ベルとはつめいか / 斎藤妙子構成・文 講談社 00418343

360 909.3/Y ほげちゃんとこいぬのペロ / やぎたみこ作 偕成社 00418116

361 909.3/Y なつみはなんにでもなれる / ヨシタケシンスケ作・絵 PHP研究所 00418251

362 910.23/M 古代日本人の神意識 / 森陽香著 笠間書院 00418220

363 910.26/O 「西遊」の近代 : 作家たちの西洋 / 尾高修也著 作品社 00418297

364 910.268/M 宮尾登美子遅咲きの人生 / 大島信三著 芙蓉書房出版 00418084

365 910.268/S 狂うひと : 「死の棘」の妻・島尾ミホ / 梯久美子著 新潮社 00418126

366 911.1/T 新典社研究叢書 287  古代和歌表現の機構と展開 / 津田大樹著 新典社 00418222

367 911.12/I 萬葉集訓読の資料と方法 / 池原陽斉著 笠間書院 00418221

368 911.12/O 萬葉学史の研究 / 小川靖彦著 おうふう 00418218

369 911.568/T かぼちゃの歌 : 朗読してみたくなる詩集 / 竹原康彦著 ブイツーソリューション 00418171

370 911.568/T いそっぷ詩 (うた) : 谷川俊太郎詩集 / 谷川俊太郎詩 ; 広瀬弦絵 小学館 00418342



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

371 913.32/I 伊勢物語の新世界 / 妹尾好信[ほか]編 武蔵野書院 00418316

372 913.6/E おバカさん / 遠藤周作著 小学館 00418301

373 913.6/K 光文社文庫 ［か36-7］  目嚢 / 加門七海著 光文社 00418076

374 913.6/M 三鬼 : 三島屋変調百物語四之続 / 宮部みゆき著 日本経済新聞出版社 00418127

375 913.6/N ハルキ文庫 ＝ Haruki bunko ［に2-14］  神様からの手紙 : 喫茶ポスト / 新津きよみ著 角川春樹事務所 00418077

376 913.6/N シャーロック・ホームズの十字架 / 似鳥鶏著 講談社 00418131

377 913.6/N 講談社Box    結物語 / 西尾維新著 講談社 00418132

378 913.6/S/4 秋のアンドロメダ / 柴崎竜人著 講談社 00418313

379 913.6/T あなたのいない記憶 / 辻堂ゆめ著 宝島社 00418299

380 913.68/V ヴィジョンズ / 大森望編 ; 宮部みゆき[ほか]著 講談社 00418300

381 914.6/I ただ生きていく、それだけで素晴らしい / 五木寛之著 PHP研究所 00418336

382 914.6/O これだけで、幸せ : 小川糸の少なく暮らす29カ条 / 小川糸著 講談社 00418346

383 915.36/S 更級日記の新世界 / 福家俊幸[ほか]編 武蔵野書院 00418317

384 916/K 朝日文庫 ［こ28-2］  性犯罪被害とたたかうということ / 小林美佳著 朝日新聞社 00418114

385 917/O 大人に刺さる園児の名言 / 東邦出版編集部編 (第2版) 東邦出版 00418128

386 918.5/K/1
京都大学蔵潁原文庫選集 / 京都大学文学部国語学国文学研究室編 1  京都大学蔵潁原文庫選集 / 京都大学文学部国語学国
文学研究室編 (VOL=第1巻)

臨川書店 00418125

387 919.3/H 奈良・平安朝漢詩文と中国文学 / 波戸岡旭著 笠間書院 00418217

388 921.43/O 王梵志詩集注釈 : 敦煌出土の仏教詩を読む / [王梵志作] ; 辰巳正明著 笠間書院 00418219



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

389 930.28/BRO ブロンテと19世紀イギリス : 日本ブロンテ協会設立30周年記念論集 / 日本ブロンテ協会編 大阪教育図書 00418141

390 932.08/SHA/40
The Arden Shakespeare, 3rd series / [by William Shakespeare] ; ed. by Richard Proudfoot...[et al.] [40]  The Comedy of errors /
[William Shakespeare] ; ed. by Kent Cartwright (VOL=hbk)

Thomas Nelson ＆ Sons 00418167

391 933/HUM 質屋探偵ヘイガー・スタンリーの事件簿 / ファーガス・ヒューム著 ; 平山雄一訳 国書刊行会 00417931

392 933/KAU 駆け出し探偵フランシス・ベアードの冒険 / レジナルド・ライト・カウフマン著 ; 平山雄一訳 国書刊行会 00417932

393 B908/K/205 光文社古典新訳文庫    幸福な王子 ; 柘榴の家 / ワイルド著 ; 小尾芙佐訳 光文社 00418348

394
CR041/C/57-1-
1

中国関係論説資料[機械可読データファイル] 第57号第1分冊(2015年分)(上)  中国関係論説資料[機械可読データファイル]
([CD-ROM版]) (VOL=57(2015年)第1分冊上)

論説資料保存会 00417966

395
CR041/C/57-1-
2

中国関係論説資料[機械可読データファイル] 第57号第1分冊(2015年分)(下)  中国関係論説資料[機械可読データファイル]
([CD-ROM版]) (VOL=57(2015年)第1分冊下)

論説資料保存会 00417967

396
CR041/C/57-1-
3

中国関係論説資料[機械可読データファイル] 第57号第1分冊(2015年分)(増)  中国関係論説資料[機械可読データファイル]
([CD-ROM版]) (VOL=57(2015年)第1分冊増)

論説資料保存会 00417968

397 DV289.2/Y マララ : 教育を求めて闘う少女[映像資料] (日本語字幕・英語字幕版) 丸善出版 00418146

398 DV323.14/W 私は男女平等を憲法に書いた[映像資料] ドキュメンタリー工房 00418216

399 DV335.21/B ブラック企業にご用心! : 就活・転職の落とし穴[映像資料] (VOL=[図書館用])
アジア太平洋資料セン
ター(PARC)

00418213

400 DV335.8/S 支えあって生きる : 社会的企業が紡ぎ出す連帯経済[映像資料] (VOL=[図書館用])
アジア太平洋資料セン
ター

00418215

401 DV366.3/K/2 LGBTを知ろう[映像資料] アトリエエム 00418170

402 DV366.3/M 三木啓子のハラスメントセミナー : セクハラ・パワハラ : その現状と防止対策[映像資料] アトリエエム 00418169

403 DV366.8/B ブラックバイトに負けない! : クイズで学ぶしごとのルール[映像資料] (VOL=[図書館用])
アジア太平洋資料セン
ター

00418214

404 DV367.6/K/1 V-toneビデオライブラリー[映像資料]    子ども虐待を理解するために[映像資料] 新宿スタジオ (発売) 00418089

405 DV369.41/A/1 V-toneビデオライブラリー[映像資料]    変わり行く乳児院[映像資料] 新宿スタジオ (発売) 00418087

406 DV369.41/A/2 V-toneビデオライブラリー[映像資料]    乳児院の1日[映像資料] 新宿スタジオ (発売) 00418088



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

407 DV376.1/Z/1 V-toneビデオライブラリー[映像資料]    認定こども園における教育および保育の基本[映像資料] 新宿スタジオ (発売) 00418091

408 DV376.1/Z/2 V-toneビデオライブラリー[映像資料]    遊びの場面から読み取る5つの領域[映像資料] 新宿スタジオ (発売) 00418092

409 DV376.6/K/2 V-toneビデオライブラリー[映像資料]    早期発見と初期対応[映像資料] 新宿スタジオ (発売) 00418090

410 DV498.6/O/3
温故知新[映像資料] : 薬害から学ぶ / 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団企画・製作・著作・発売 3  筋短縮症[映像資
料]

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス財団

00418284

411 DV498.6/O/4
温故知新[映像資料] : 薬害から学ぶ / 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団企画・製作・著作・発売 4  サリドマイド[映像
資料]

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス財団

00418285

412 DV498.6/O/5
温故知新[映像資料] : 薬害から学ぶ / 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団企画・製作・著作・発売 5  薬害エイズ事件
[映像資料]

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス財団

00418286

413 DV498.6/O/6
温故知新[映像資料] : 薬害から学ぶ / 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団企画・製作・著作・発売 6  陣痛促進剤による
被害[映像資料]

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス財団

00418287

414 DV498.6/O/7
温故知新[映像資料] : 薬害から学ぶ / 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団企画・製作・著作・発売 7  薬害肝炎事件[映
像資料]

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス財団

00418288

415 DV498.6/O/8
温故知新[映像資料] : 薬害から学ぶ / 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団企画・製作・著作・発売 8  ソリブジン事件[映
像資料]

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス財団

00418289

416 DV499.1/K クロロキン事件[映像資料]
医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス財団

00418283

417 DV783.1/C/1 Japan Laim original DVD series[映像資料] 910(1)  ゾーンプレス&マンツーマン[映像資料] (VOL=1) ジャパンライム 00418256

418 DV783.1/C/3 Japan Laim original DVD series[映像資料] 910(3)  トライアングルツーディフェンス[映像資料] ジャパンライム 00418257

419 DV783.1/I/1 Japan Laim original DVD series[映像資料] 924(1)  Defを見て動きを変えるアウェイの習得[映像資料] ジャパンライム 00418258

420 DV783.1/I/2 Japan Laim original DVD series[映像資料] 924(2)  アウトナンバーをつくるスクリーンと総合練習[映像資料] ジャパンライム 00418259

421 DV783.1/O/1 Japan Laim original DVD series[映像資料] 944(1)  個のプレッシャーリリース[映像資料] ジャパンライム 00418260

422 DV783.1/O/2 Japan Laim original DVD series[映像資料] 944(2)  チームののプレッシャーリリース[映像資料] ジャパンライム 00418261

423 DV783.1/S/1 Japan Laim original DVD series[映像資料] 528(1)  1-1-3ゾーンディフェンス成功へのポイント[映像資料] ジャパンライム 00418253

424 DV783.1/S/2 Japan Laim original DVD series[映像資料] 528(2)  1-1-3ゾーンディフェンスの動きづくり[映像資料] ジャパンライム 00418254



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

425 DV783.1/S/3 Japan Laim original DVD series[映像資料] 528(3)  実践!1-1-3ゾーンディフェンス[映像資料] ジャパンライム 00418255


