
請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

1 007.1/B ビジネスパーソンのための人工知能超入門 : 決定版 / 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 00418430

2 007.3/S 超監視社会 : 私たちのデータはどこまで見られているのか? / ブルース・シュナイアー著 ; 池村千秋訳 草思社 00418738

3 007.64/H 小学生でもわかるプログラミングの世界 : プログラミングってそういうことか… / 林晃著 シーアンドアール研究所 00418719

4 007.68/S データを集める技術 : 最速で作るスクレイピング&クローラー / 佐々木拓郎著 SBクリエイティブ 00418608

5 025.22/S/1 日本國見在書目録詳考 / 孫猛著 (VOL=上)
上海世紀出版股份有限
公司 : 上海古籍出版社

00418669

6 025.22/S/2 日本國見在書目録詳考 / 孫猛著 (VOL=中)
上海世紀出版股份有限
公司 : 上海古籍出版社

00418670

7 025.22/S/3 日本國見在書目録詳考 / 孫猛著 (VOL=下)
上海世紀出版股份有限
公司 : 上海古籍出版社

00418671

8 049/K 子どもと楽しむ日本おもしろ雑学500 / 西東社編集部編 西東社 00418737

9 051.3/F 筑摩選書 0141  「働く青年」と教養の戦後史 : 「人生雑誌」と読者のゆくえ / 福間良明著 筑摩書房 00418832

10 070.21/O 朝日選書 952  幕末明治新聞ことはじめ : ジャーナリズムをつくった人びと / 奥武則著 朝日新聞社 00418781

11 071/A/1147 朝日新聞縮刷版 平成29年1月  朝日新聞縮刷版 (VOL=平成29年1月) 朝日新聞社 00418815

12 083/S/38-4 西洋古典叢書 [38](4)  弁論家の教育 / クインティリアヌス[著] ; 森谷宇一[ほか]訳 (VOL=4) 京都大学学術出版会 00418420

13 083/S/63-4 西洋古典叢書 [63](4)  ギリシア詞華集 / 沓掛良彦訳 (VOL=4) 京都大学学術出版会 00418801

14 124/K 知っていると役立つ「東洋思想」の授業 : 孔子、老子、韓非子から孫子、尉繚子まで / 熊谷充晃著 日本実業出版社 00418580

15 134.4/H 平凡社ライブラリー 852  ヘーゲル・セレクション / G.W.F.ヘーゲル著 ; 廣松渉, 加藤尚武[共]編訳 平凡社 00418680

16 140.2/O 心理学史 / 大芦治著 ナカニシヤ出版 00418701

17 141.5/Y ふだん使いのマインドマップ : 描くだけで毎日がハッピーになる / 矢嶋美由希著 CCCメディアハウス 00418661

18 147.6/S/1 昭和戦前期怪異妖怪記事資料集成 / 湯本豪一編 (VOL=上) 国書刊行会 00418649



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

19 147.6/S/2 昭和戦前期怪異妖怪記事資料集成 / 湯本豪一編 (VOL=中) 国書刊行会 00418650

20 147.6/S/3 昭和戦前期怪異妖怪記事資料集成 / 湯本豪一編 (VOL=下) 国書刊行会 00418651

21 159.8/T 大切なことに気づく365日名言の旅/ Writes publishing編 ライツ社 00418795

22 159/C 裁かない : 幸せに生きるための3週間プログラム / オリヴィエ・クレール著 ; 遠藤ゆかり訳 創元社 00418590

23 159/K ふりまわされない。 : 小池一夫の心をラクにする300の言葉 / 小池一夫著 ポプラ社 00418750

24 159/M 講談社+α文庫    もし僕がいま25歳なら、こんな50のやりたいことがある。 / 松浦弥太郎著 講談社 00418491

25 159/M サンタはなぜ配達料をとらないのか? : 仕事をワクワクさせる13のミッション / 宮本日出著 ヴォイス出版事業部 00418755

26 160.21/Y 新人物文庫  /161［や］  謎だらけ日本の神さま仏さま / 山下昌也著 新人物往来社 00418667

27 162/M 神のかたち図鑑 : カラー版 / 松村一男, 平藤喜久子[共]編著 白水社 00418705

28 170 Caring : a relational approach to ethics & moral education / Nel Noddings (2nd ed, updated) (VOL=: [pbk])
University of California
Press

00418539

29 172.9/T 河出文庫 ［と5-2］  三種の神器 : 天皇の起源を求めて / 戸矢学著 河出書房新社 00418740

30 175.965/K 春日大社のすべて : 宮司が語る御由緒三十話 / 花山院弘匡著 中央公論新社 00418791

31 184/K おじさん仏教 / 小池龍之介著 徳間書店 00418754

32 185.7/K 近世・近代の尼門跡を中心とした女性ネットワークの研究 / 岸本香織編 大手前大学 00418627

33 186.8/S 仏像とお寺の解剖図鑑 / スタジオワーク著 エクスナレッジ 00418419

34 188.63/G/1 新訳往生要集 : 付詳註・索引 / 源信著 ; 梯信暁訳注 (VOL=上) 法藏館 00418612

35 188.63/G/1 新訳往生要集 : 付詳註・索引 / 源信著 ; 梯信暁訳注 (VOL=上) 法藏館 00418644

36 188.63/G/2 新訳往生要集 : 付詳註・索引 / 源信著 ; 梯信暁訳注 (VOL=下) 法藏館 00418613



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

37 188.63/G/2 新訳往生要集 : 付詳註・索引 / 源信著 ; 梯信暁訳注 (VOL=下) 法藏館 00418645

38 188.72/T/2-9 大系真宗史料 文書記録編(9)  天文日記 / 真宗史料刊行会編 (VOL=2) 法藏館 00418498

39 188.74/S
親鸞聖人史跡伝説伝承 : 東国に語り継がれる物語 / 東京教区宗祖親鸞聖人750回御遠忌推進委員会親鸞聖人伝説伝承部会,
東京教区親鸞聖人伝説伝承調査委員会[共]編

真宗大谷派東京教務所 00418626

40 193/S 聖書の世界 : ビジュアル大百科 明石書店 00418761

41 201/W わかる・身につく歴史学の学び方 / 大学の歴史教育を考える会編 大月書店 00418593

42 209.3/K KAWADE夢文庫 ［K1056］  古代の謎を解いた偶然の大発見! : 世界が興奮した55の奇跡のドラマ / 歴史の謎を探る会編 河出書房新社 00418588

43 210.02/T 日本年号史大事典 / 所功編著 (普及版) 雄山閣 00418753

44 210.08/N/12 日記で読む日本史 / 倉本一宏監修 12  物語がつくった驕れる平家 : 貴族日記にみる平家の実像 / 曽我良成著 臨川書店 00418577

45 210.08/N/6 日記で読む日本史 / 倉本一宏監修 6  紫式部日記を読み解く : 源氏物語の作者が見た宮廷社会 / 池田節子著 臨川書店 00418576

46 210.1/N 日本史見るだけノート : ゼロからやりなおし! 宝島社 00418776

47 210.1/S/1 集英社新書 ［0859D］  「日本書紀」の呪縛 / 吉田一彦著 集英社 00418691

48 210.1/U 日本人の8割が知らなかったほんとうの日本史 / 浮世博史著 アチーブメント出版 00418542

49 210.4/C/36 中世武士選書 36  三浦道寸 : 伊勢宗瑞に立ちはだかった最大のライバル / 真鍋淳哉著 戎光祥出版 00418470

50 210.49/S 関ヶ原の戦い : 激突 : CGで大解剖! 彩図社 00418459

51 210.5/E 江戸のなかの日本、日本のなかの江戸 : 価値観・アイデンティティ・平等の視点から / ピーター・ノスコ[ほか]編 ; 大野ロベルト訳 柏書房 00418595

52 210.5/K/7-11
近世歴史資料集成 / 稲生若水, 丹羽正伯[共]編 7(11)  磁石筭根元記(上、中、下) / [保坂因宗著] . 算法天元樵談(一～五) /
[中村政栄著] . 七乗冪演式(上、下) / [中根元圭編] . 算學啓蒙諺解大成(總括、上本、上末、中本、中末、下本、下末) / [建部賢
弘著] . 開商點兵算法(上、下) . 招差偏究筭法 / [和田寧編] . 「新編」和漢算法(一～九) / [宮城清行撰]

科学書院 00418472

53 216.2/K 古地図で見る京都 : 『延喜式』から近代地図まで / 金田章裕著 平凡社 00418597

54 216.3/O/85 大阪の歴史 / 大阪市史編纂所編 85  大阪の歴史 / 大阪市史編纂所編 (VOL=第85号) 大阪市史料調査会 00418505



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

55 216.5/H 平城京のごみ図鑑 : 見るだけで楽しめる! : 最新研究でみえてくる奈良時代の暮らし 河出書房新社 00418721

56 217.2/I/9 岩美町内遺跡発掘調査報告書 / 岩美町教育委員会編 (VOL=9) 岩美町教育委員会 00418639

57 218.4/O 高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 149  岡遺跡
高知県文化財団埋蔵文
化財センター

00418637

58 218.4/O 高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 145  追手筋遺跡
高知県文化財団埋蔵文
化財センター

00418638

59 219.4/H/1 熊本城跡発掘調査報告書 第2集第1分冊  本丸御殿の調査 (VOL=第1分冊)
熊本市熊本城調査研究
センター

00418629

60 219.4/H/2 熊本城跡発掘調査報告書 第2集第2分冊  本丸御殿の調査 (VOL=第2分冊)
熊本市熊本城調査研究
センター

00418630

61 219.4/H/3 熊本城跡発掘調査報告書 第2集第3分冊  本丸御殿の調査 (VOL=第3分冊)
熊本市熊本城調査研究
センター

00418631

62 219.4/I/1 熊本城跡発掘調査報告書 第3集第1分冊  石垣修理工事と工事に伴う調査 (VOL=第1分冊)
熊本市熊本城調査研究
センター

00418632

63 219.4/I/2 熊本城跡発掘調査報告書 第3集第2分冊  石垣修理工事と工事に伴う調査 (VOL=第2分冊)
熊本市熊本城調査研究
センター

00418633

64 219.4/T 特別史跡熊本城跡飯田丸一帯復元整備事業報告書 : 発掘調査, 石垣保存修理・復元, 飯田丸五階櫓復元 / 熊本市編 熊本市 00418634

65 219.4/T 特別史跡熊本城跡馬具櫓復元整備事業報告書
熊本市熊本城総合事務
所

00418635

66 219.4/T 特別史跡熊本城跡総括報告書 / 文化財建造物保存技術協会編 (VOL=整備事業編)
熊本市熊本城調査研究
センター

00418636

67 222.06/S/1 清史列傳 / 王鍾翰點校 1  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第1册) 中華書局 00418509

68 222.06/S/10 清史列傳 / 王鍾翰點校 10  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第10册) 中華書局 00418518

69 222.06/S/11 清史列傳 / 王鍾翰點校 11  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第11册) 中華書局 00418519

70 222.06/S/12 清史列傳 / 王鍾翰點校 12  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第12册) 中華書局 00418520

71 222.06/S/13 清史列傳 / 王鍾翰點校 13  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第13册) 中華書局 00418521

72 222.06/S/14 清史列傳 / 王鍾翰點校 14  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第14册) 中華書局 00418522
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73 222.06/S/15 清史列傳 / 王鍾翰點校 15  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第15册) 中華書局 00418523

74 222.06/S/16 清史列傳 / 王鍾翰點校 16  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第16册) 中華書局 00418524

75 222.06/S/17 清史列傳 / 王鍾翰點校 17  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第17册) 中華書局 00418525

76 222.06/S/18 清史列傳 / 王鍾翰點校 18  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第18册) 中華書局 00418526

77 222.06/S/19 清史列傳 / 王鍾翰點校 19  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第19册) 中華書局 00418527

78 222.06/S/2 清史列傳 / 王鍾翰點校 2  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第2册) 中華書局 00418510

79 222.06/S/20 清史列傳 / 王鍾翰點校 20  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第20册) 中華書局 00418528

80 222.06/S/3 清史列傳 / 王鍾翰點校 3  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第3册) 中華書局 00418511

81 222.06/S/4 清史列傳 / 王鍾翰點校 4  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第4册) 中華書局 00418512

82 222.06/S/5 清史列傳 / 王鍾翰點校 5  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第5册) 中華書局 00418513

83 222.06/S/6 清史列傳 / 王鍾翰點校 6  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第6册) 中華書局 00418514

84 222.06/S/7 清史列傳 / 王鍾翰點校 7  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第7册) 中華書局 00418515

85 222.06/S/8 清史列傳 / 王鍾翰點校 8  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第8册) 中華書局 00418516

86 222.06/S/9 清史列傳 / 王鍾翰點校 9  清史列傳 / 王鍾翰點校 (VOL=第9册) 中華書局 00418517

87 238.07/M 筑摩選書 0140  ソ連という実験 : 国家が管理する民主主義は可能か / 松戸清裕著 筑摩書房 00418471

88 280.8/M/167 ミネルヴァ日本評伝選 (167)  藤原伊周・隆家 : 禍福は糾へる纏のごとし / 倉本一宏著 ミネルヴァ書房 00418674

89 281.04/T 天下取りに絡んだ戦国の女 : 政略結婚クロニクル / 鳥越一朗著 ユニプラン 00418777

90 288.1/U 難読・この名字読めますか? / 植松康行著 文芸社 00418453
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91 288.4/N 中経の文庫 ［C41れ］  日本人なら知っておきたい天皇家の謎 / 『歴史読本』編集部編 中経出版 00418457

92 289.1/M 義経はどこまで生きていたのか? : 伝説から再構築したワンダーストーリー / 大貫茂著 交通新聞社 00418692

93 289.1/S 円周率の謎を追う : 江戸の天才数学者・関孝和の挑戦 / 鳴海風作 ; 伊野孝行画 くもん出版 00418688

94 302.1/S International symposium    新領域・次世代の日本研究 / 細川周平[ほか]編
International Research
Center for Japanese
Studies

00418628

95 311.1/G Global justice : critical perspectives / ed. by  Sebastiano Maffettoneand  Aakash Singh Rathore (VOL=pbk) Routledge 00418477

96 318/C 光文社新書 812  地域再生の失敗学 / 飯田泰之[ほか]著 光文社 00418411

97 319/T 文春新書 1101  プロトコールとは何か : 世界に通用する公式マナー / 寺西千代子著 文藝春秋 00418693

98 323.14/T 日本国憲法を口語訳してみたら / 塚田薫著 幻冬舎 00418664

99 326.81/K 「共謀罪」なんていらない?! : これってホントに「テロ対策」? / 斎藤貴男[ほか]著 ; 山下幸夫編 合同出版 00418778

100 327.12/M ちくまプリマー新書 267  裁判所ってどんなところ? : 司法の仕組みがわかる本 / 森炎著 筑摩書房 00418410

101 327.8/N 少年事件、付添人奮戦記 / 野仲厚治著 新科学出版社 00418773

102 330/H 経済用語図鑑 / 花岡幸子著 ; 浜畠かのうイラスト WAVE出版 00418708

103 332.1/H 朝日新書 591  日本「一発屋」論 : バブル・成長信仰・アベノミクス / 原真人著 朝日新聞社 00418424

104 332.1/N バブル : 日本迷走の原点 : 1980-1989 / 永野健二著 新潮社 00418695

105 334.4/T 難民を知るための基礎知識 : 政治と人権の葛藤を越えて / 滝澤三郎, 山田満[共]編著 明石書店 00418665

106 335.8/K 「20円」で世界をつなぐ仕事 : “想い"と“頭脳"で稼ぐ社会起業・実戦ガイド / 小暮真久著
日本能率協会マネジメン
トセンター

00418772

107 336.2/Y 要領が悪かった私がたった5分の「頭脳ノート」メソッドで「記憶力」「アイディア力」「情報整理力」が覚醒した理由 / マルコ社編集 マルコ社 00418414

108 336.4/O 怒らず伝える技術 : 今日から使えるアンガーマネジメント : スッキリわかる! ナツメ社 00418672



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

109 336.4/T 小学館文庫 ［プレジデントセレクトPた1-1］  ザ・コーチ : 最高の自分に気づく本 / 谷口貴彦著 小学館 00418458

110 338.7/Y 「子ども銀行」の社会史 : 学校と貯金の近現代 / 吉川卓治著 世織書房 00418722

111 361.4/E PHP新書 1073  「やさしさ」過剰社会 : 人を傷つけてはいけないのか / 榎本博明著 PHP研究所 00418706

112 361.48/M 「つくる生活」がおもしろい : 小さなことから始める地域おこし、まちづくり / 牧野篤著 さくら舎 00418489

113 361.8/Y えた非人 : 社会外の社会 / 柳瀬勁介著 ; 塩見鮮一郎訳 河出書房新社 00418709

114 366.21/E 文春新書 1105  お祈りメール来た、日本死ね : 「日本型新卒一括採用」を考える / 海老原嗣生著 文藝春秋 00418694

115 366.8/H わたしはこうして執事になった / ロジーナ・ハリソン著 ; 新井雅代訳 白水社 00418774

116 366/L 働くってどんなこと?人はなぜ仕事をするの? / ギヨーム・ル・ブラン文 ; ジョンエン・ギャルネール絵 ; 伏見操訳 岩崎書店 00418648

117 367.2/Y ちくま新書 1216  モテる構造 : 男と女の社会学 / 山田昌弘著 筑摩書房 00418412

118 367.21/F/1 「婦人雑誌」がつくる大正・昭和の女性像 1  恋愛・結婚 ([復刻版]) (VOL=1) ゆまに書房 00418762

119 367.21/F/2 「婦人雑誌」がつくる大正・昭和の女性像 2  恋愛・結婚 ([復刻版]) (VOL=2) ゆまに書房 00418763

120 367.21/F/3 「婦人雑誌」がつくる大正・昭和の女性像 3  恋愛・結婚 ([復刻版]) (VOL=3) ゆまに書房 00418764

121 367.21/F/4 「婦人雑誌」がつくる大正・昭和の女性像 4  恋愛・結婚 ([復刻版]) (VOL=4) ゆまに書房 00418765

122 367.21/F/5 「婦人雑誌」がつくる大正・昭和の女性像 5  恋愛・結婚 ([復刻版]) (VOL=5) ゆまに書房 00418766

123 367.21/F/6 「婦人雑誌」がつくる大正・昭和の女性像 6  セクシュアリティ・身体 ([復刻版]) (VOL=1) ゆまに書房 00418767

124 367.21/F/7 「婦人雑誌」がつくる大正・昭和の女性像 7  セクシュアリティ・身体 ([復刻版]) (VOL=2) ゆまに書房 00418768

125 367.21/F/8 「婦人雑誌」がつくる大正・昭和の女性像 8  セクシュアリティ・身体 ([復刻版]) (VOL=3) ゆまに書房 00418769

126 367.21/F/9 「婦人雑誌」がつくる大正・昭和の女性像 9  セクシュアリティ・身体 ([復刻版]) (VOL=4) ゆまに書房 00418770



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

127 367.21/Y ブルマーの謎 : 「女子の身体」と戦後日本 / 山本雄二著 青弓社 00418490

128 367.3/M 介護殺人 : 追いつめられた家族の告白 / 毎日新聞大阪社会部取材班著 新潮社 00418581

129 367.6/N/2017
日本子ども資料年鑑 = Almanac of data on Japanese children / 日本総合愛育研究所編 2017  日本子ども資料年鑑 / 恩賜財団
母子愛育会愛育研究所編 (VOL=2017)

KTC中央出版 00418666

130 367.9/K みんなのためのLGBTI人権宣言 : 人は生まれながらにして自由で平等 / 国連人権高等弁務官事務所著 ; 山下梓訳 合同出版 00418696

131 368.6/H/1 文春文庫 ［編6-18］  犯罪の大昭和史 / 文藝春秋編 (VOL=[1]: 戦前) 文藝春秋 00418744

132 369.059/S/2015
社会福祉施設調査報告 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成27年度  社会福祉施設等調査報告 / 厚生労働省政策統括官(統
計・情報政策担当)編 (VOL=平成27年)

厚生統計協会 00418827

133 369.31/V フクシマの荒廃 : フランス人特派員が見た原発棄民たち / アルノー・ヴォレラン著 ; 神尾賢二訳 緑風出版 00418415

134 369.4/J
「児童相談所における児童買春, 児童ポルノ被害児童への対応状況に関する研究」報告書 : 厚生労働省平成27年度子ども・子育
て支援推進調査研究事業 / 児童相談所における児童買春・児童ポルノ被害児童への対応状況に関する調査研究事業研究会編

人身取引被害者サポート
センターライトハウス

00418625

135 369.4/M 「社会による子育て」実践ハンドブック : 教育・福祉・地域で支える子どもの育ち / 森茂起編著 岩崎学術出版社 00418723

136 369.42/G/17 学童保育研究 17  特集・指導員のチームワークを考える / 日本学童保育士協会編
学童保育指導員専門性
研究会

00418467

137 369.42/W わかりやすい保育所運営の手引 : Q&Aとトラブル事例 : 全 / 保育所運営実務研究会編 新日本法規 00418388

138 370.3/K/32-1
Springer international handbooks of education  [vol.32 pt.1]  Second international handbook of urban education / ed. by William
T.Pink and George W. Noblit (VOL=v. 1)

Springer 00418573

139 370.3/K/32-2
Springer international handbooks of education [vol.32 pt.2]   Second international handbook of urban education / ed. by William
T. Pink and George W. Noblit (VOL=v. 2)

Springer 00418574

140 370.6/N/2016
日本の民主教育 : 教育研究全国集会報告 / 教育研究全国集会実行委員会編集 2016  日本の民主教育 : みんなで21世紀の未
来をひらく教育のつどい : 教育研究全国集会報告集 / 教育研究全国集会実行委員会編 (VOL=2016)

労働旬報社 00418466

141 371.1/T Learning and teaching together : weaving indigenous ways of knowing into education / by Michele T.D. Tanaka  (VOL=hbk) UBC Pr. 00418478

142 371.4/I
Emotions, learning, and the brain : exploring the educational implications of affective neuroscience / by Mary Helen Immordino-
Yang ; foreword by Howard Gardner ; afterword by Antonio Damasio

W.W. Norton 00418482

143 371.45/M 勉強できる子卑屈化社会 / 前川ヤスタカ著 宝島社 00418780

144 371.6/M ちくまプリマー新書 266  みんなの道徳解体新書 / パオロ・マッツァリーノ著 筑摩書房 00418409



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

145 372.25/D デヴィ : インドの13歳 / ヤン・レノレ写真 六耀社 00418447

146 372.2962/E エルボル : キルギスの12歳 / エマニュエル・ギネオ写真 六耀社 00418445

147 372.33/I 美しき英国パブリック・スクール / 石井理恵子著 太田出版 00418724

148 372.33/K Forest School in practice : for all ages / [by] Sara Knight (VOL=pbk) Sage Pub. 00418476

149 372.49/F フランクリン : マダガスカルの13歳 / エマニュエル・ギネオ写真 六耀社 00418446

150 373.4/M/2014
地方教育費調査報告書 会計年度 / 文部省著 2014  地方教育費調査報告書 / 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26会計年度)

国立印刷局 00418746

151 375.1/R Round study (ラウンドスタディ) : 教師の学びをアクティブにする授業研究 / 石井英真[ほか]編著 東洋館出版社 00418474

152 375.1/R Re-imagining relationships in education : ethics, politics and practices  / ed. by Morwenna Griffiths ... [et al.] (VOL=pbk) Wiley-Blackwell 00418540

153 375.8/N 日本の「ことば・読み書き」指導の近代史 / 野村篤司著 本の泉社 00418787

154 375.86/O おかしいぞ!国語教科書 : 古すぎる万葉集の読み方 / 梶川信行編 笠間書院 00418732

155 375.86/S 国語教育における文学の居場所 : 言葉の芸術として文学を捉える教育の可能性 / 鈴木愛理著 ひつじ書房 00418618

156 375.89/E 英語科教育実習ハンドブック / 米山朝二[ほか]著 (新版) 大修館書店 00418816

157 375.89/M 新学習指導要領にもとづく英語科教育法 / 望月昭彦編著 ; 久保田章[ほか]著 (改訂版) 大修館書店 00418818

158 375.89/O 英語を教える50のポイント / 太田洋著 光村図書出版 00418819

159 375.89/T 英語コミュニケーションの基礎を作る音読指導 / 土屋澄男著 研究社 00418817

160 375/K 思考を深める探究学習 : アクティブ・ラーニングの視点で活用する学校図書館 / 桑田てるみ著 全国学校図書館協議会 00418710

161 376.1/C Contemporary issues and challenge in early childhood education in the asia-pacific region / ed. by Minyi Li ... [et al.] (VOL=hbk) Springer 00418480

162 376.1/I
International research on education for sustainable development in early childhood / ed. by John Siraj-Blatchford ... [et al.]
(VOL=hbk)

Springer 00418481



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

163 376.1/K/1 倉橋惣三保育人間学セレクション  1  幼児期の教育 / 倉橋惣三著 ; 浜口順子編集・解説 ([復刻]) 学術出版会 00418532

164 376.1/K/2 倉橋惣三保育人間学セレクション  2  教育論 / 倉橋惣三著 ; 浜口順子編集・解説 ([復刻]) 学術出版会 00418533

165 376.1/K/3 倉橋惣三保育人間学セレクション  3  家庭生活と教育 / 倉橋惣三著 ; 浜口順子編集・解説 ([復刻]) (VOL=1) 学術出版会 00418534

166 376.1/K/4 倉橋惣三保育人間学セレクション  4  家庭生活と教育 / 倉橋惣三著 ; 浜口順子編集・解説 ([復刻]) (VOL=2) 学術出版会 00418535

167 376.1/K/5 倉橋惣三保育人間学セレクション  5  児童保護 / 倉橋惣三著 ; 浜口順子編集・解説 ([復刻]) 学術出版会 00418536

168 376.1/K/6 倉橋惣三保育人間学セレクション  6  児童文化・宗教教育 / 倉橋惣三著 ; 浜口順子編集・解説 ([復刻]) 学術出版会 00418537

169 376.1/K/7 倉橋惣三保育人間学セレクション  7  児童心理・その他 / 倉橋惣三著 ; 浜口順子編集・解説 ([復刻]) 学術出版会 00418538

170 376.1/R Research in early childhood science education / ed. by Kathy Cabe Trundle and Mesut Saçkes (VOL=pbk) Springer 00418479

171 376.1/Y
Young children's mathematics : cognitively guided instruction in early childhood education / [by] Thomas P. Carpenter ... [et al.]
(VOL=pbk)

Heinemann 00418475

172 376.154/T
Taking the first steps outside : under threes learning and developing in the natural environment / by Helen Bilton ... [et al.]
(VOL=pbk)

Routledge 00418484

173 376.157/N 心おどる造形活動 : 幼稚園・保育園の保育者に求められるもの / 成田孝著 大学教育出版 00418486

174 376.157/N 乳幼児の音楽表現 : 赤ちゃんから始まる音環境の創造(保育士・幼稚園教諭養成課程) / 小西行郎[ほか]編著 中央法規出版 00418739

175 377.1/M 大学生の学習テクニック / 森靖雄著 (第3版) 大月書店 00418594

176 378/H ようこそ、マニュアルのない世界へ : 特別支援教育奮闘記 / 原田博子著 サンルクス 00418703

177 378/O 自閉症のきょうだいを育てたある家族の流儀 / 大石明美著 学事出版 00418792

178 378/S 最新図解発達障害の子どもたちをサポートする本 : 支援のしかたで子どもが変わる / 榊原洋一著 ナツメ社 00418702

179 378/T
ハンディシリーズ発達障害支援・特別支援教育ナビ / 柘植雅義監修    発達障害のある大学生への支援 / 高橋知音編著 ; 岩田
淳子[ほか著]

金子書房 00418589

180 379.6/K 超付箋法 : 一週間100円で天才と呼ばれる方法 / 片上徹也著 澪標 00418790



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

181 379.9/S その叱り方、問題です! : 「個性診断」でその子に合った「叱り方」がバッチリわかる! / 菅原まゆみ著 主婦の友社 00418454

182 379.9/Y 創造力が伸びる! : 子供の夢中を止めない小さな習慣 : 12歳で息子が『文房具図鑑』を出版するまで / 山本香著 扶桑社 00418697

183 380.28/Y ちくま新書 1218  柳田国男 : 知と社会構想の全貌 / 川田稔著 筑摩書房 00418413

184 382.1/N 日本のしきたり / IBCパブリッシング編 IBCパブリッシング 00418429

185 383.8/Y 殿様の食卓 : 将軍の献立から饗応料理まで / 山下昌也著 徳間書店 00418492

186 384.4/Y 被差別民とはなにか : 非常民の民俗学 / 柳田国男著 河出書房新社 00418829

187 384.7/N ベスト新書 539  江戸の性事情 / 永井義男著 ベストセラーズ 00418782

188 387/Y サルタ彦大神と竜 : 古代の子宝信仰 / 谷戸貞彦著 大元出版 00418756

189 388.1/M 水木しげるの憑物百怪 / 水木しげる著 (愛蔵版) 学研プラス 00418448

190 388.226/B 「スーホの白い馬」の真実 : モンゴル・中国・日本それぞれの姿 / ミンガド・ボラグ著 風響社 00418775

191 389/H/1 HERITEX / 名古屋大学文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究センター編 (VOL=1: 創刊号)
名古屋大学文学研究科
附属人類文化遺産テクス
ト学研究センター

00418623

192 400/B ビジュアル科学大事典 / マティアス・デルブリュック[ほか]著 ; 倉田真木[ほか]訳 (新装版)
日経ナショナルジオグラ
フィック社

00418378

193 407/N 理系のための文章術入門 : 作文の初歩から,レポート,論文,プレゼン資料の書き方まで / 西出利一著 化学同人 00418373

194 410/I なぜ分数の割り算はひっくり返すのか? : 数学ギライも図に描けばすぐ理解できる / 板橋悟著 (新版) 主婦の友社 00418711

195 410/W わかりやすい薬学系の数学演習 / 小林賢, 熊倉隆二[共]編 ; 岩﨑祐一[ほか]著 講談社 00418598

196 413.3/U 薬学系学生のための微分積分 / 内田吉昭, 熊澤美裕紀共著 ムイスリ出版 00418374

197 430.36/C
CRC handbook of chemistry and physics : a ready-reference book of chemical and physical data / editor-in-chief, W. M. Haynes
; associate editors, David R. Lide,  Thomas J. Bruno (VOL=97th ed. : 2016-2017)

Chemical Rubber 00418543



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

198 430/T ベーシック化学 : 高校の化学から大学の化学へ / 竹内敬人著 化学同人 00418355

199 430/Y 薬学生のための基礎化学 / 中山尋量, 岩木和夫[共]編集 (修正版) 廣川書店 00418358

200 431.1/A Stereoelectronic effects : a bridge between structure and reactivity / by Igor V. Alabugin (VOL=pbk) John Wiley & Sons 00418552

201 431/G 現代物理化学 / 寺嶋正秀[ほか]著 化学同人 00418354

202 433.9/C High-resolution NMR techniques in organic chemistry / by Timothy D.W. Claridge (3rd ed.) (VOL=pbk) Elsevier 00418549

203 433.9/M MS,IR,NMRの併用 / Silverstein[ほか]著 ; 岩澤伸治[ほか]訳 (第8版) 東京化学同人 00418363

204 433/K 基礎から学ぶ分析化学 / 井村久則, 樋上照男[共]編 化学同人 00418375

205 433/K/2017 JISハンドブック / 日本規格協会編    化学分析 / 日本規格協会編 (VOL=2017) 日本規格協会 00418497

206 435/M 無機化合物・錯体 : 生物無機化学の基礎 / 梶英輔編集 (第3版) 廣川書店 00418356

207 437.07/R Reagents for organocatalysis / ed. by Tomislav Rovis (VOL=hbk) Wiley 00418545

208 437.08/O/91
Organic reactions / Andrew S. Kende, editor-in-chief vol.91  Organic reactions / Scott E. Denmark, editor-in-chief (VOL=v.
91)

Wiley 00418835

209 437.8/C C-H bond activation and catalytic functionalization / ed. by Pierre H. Dixneuf and Henri Doucet (VOL=1: [hbk]) Springer 00418561

210 437.8/S
Synthesis and modification of heterocycles by metal-catalyzed cross-coupling reactions / ed. by Tamás Patonay, Krisztina Kónya
(VOL=[hbk])

Springer 00418559

211 437/B/1 ブルース有機化学 / Paula Y. Bruice著 (第7版) (VOL=上) 化学同人 00418499

212 437/B/2 ブルース有機化学 / Paula Y. Bruice著 (第7版) (VOL=下) 化学同人 00418500

213 437/C Click reactions in organic synthesis / ed. by Srinivasan Chandrasekaran (VOL=[hbk]) Wiley-VCH 00418553

214 437/D/2 有機合成化学・生物有機化学 / 野依良治[ほか]編集 (第2版) 東京化学同人 00418371

215 437/F From biosynthesis to total synthesis : strategies and tactics for natural products / ed. by Alexandros L. Zografos (VOL=hbk) Wiley 00418544



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

216 437/G Grignard reagents and transition metal catalysts : formation of C-c bonds by cross-coupling / ed. by Janine Cossy (VOL=[hbk]) Walter de Gruyter GmbH 00418569

217 437/P Handbook of synthetic organic chemistry / [by] Michael C. Pirrung (2nd ed.) (VOL=pbk) Academic Pr. 00418556

218 437/R Directed evolution of selective enzymes : catalysts for organic chemistry and biotechnology / by Manfred T.Reetz (VOL=[hbk]) Wiley-VCH 00418555

219 437/S Practical functional group synthesis / by Robert A. Stockland, Jr (VOL=pbk) John Wiley and Sons 00418551

220 437/S Asymmetric synthesis of non-proteinogenic amino acids / by Ashot S. Saghyan and Peter Langer (VOL=[hbk]) Wiley-VCH 00418554

221 437/S/1 ソロモンの新有機化学 / T.W. Graham Solomons[ほか著] (第11版) (VOL=1) 廣川書店 00418376

222 437/S/2 ソロモンの新有機化学 / T.W. Graham Solomons[ほか著] (第11版) (VOL=2) 廣川書店 00418652

223 437/S/3 ソロモンの新有機化学 / T.W. Graham Solomons[ほか著] (第11版) (VOL=3) 廣川書店 00418463

224 437/Y Steric and stereoelectronic effects in organic chemistry / [by] Veejendra K. Yadav Springer 00418564

225 438.9/A Au-catalyzed synthesis and functionalization of heterocycles / ed. by Marco Bandini (VOL=[hbk]) Springer 00418560

226 438.9/J ヘテロ環の化学 : 基礎と応用 / John A. Joule, Keith Mills[共]著 ; 中川昌子, 有澤光弘[共]訳 東京化学同人 00418370

227 438.9/N Noble metal noble value : Ru-, Rh-, Pd-catalyzed heterocycle synthesis / ed. by Xiao-Feng Wu (VOL=hbk) Imperial College Pr. 00418567

228 454.5/K 「山の不思議」発見! : 謎解き登山のススメ / 小泉武栄著 山と渓谷社 00418725

229 459/K
[キャラクター図鑑シリーズ] / いとうみつるイラスト [7]  鉱物キャラクター図鑑 : 地球のスゴさをとことん味わえる! / いとうみつるイラ
スト

日本図書センター 00418351

230 464.1/B バイオサイエンス実験 : 入門から応用へ / 大阪府立大学生命環境科学域自然科学類生物科学課程編
大阪公立大学共同出版
会

00418462

231 464/B バイオサイエンスのための物理化学 / Ignacio Tinoco, Jr.[ほか]著 ; 櫻井実[ほか]訳 東京化学同人 00418369

232 464/D Dendritic cell protocols / ed. by Elodie Segura and Nobuyuki Onai (3rd ed.) (VOL=[hbk]) Humana Pr. 00418566

233 464/M はじめの一歩の生化学・分子生物学 / 前野正夫, 磯川桂太郎[共]著 (第3版) 羊土社 00418464



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

234 464/M Molecular science of fluctuations toward biological functions / ed. by Masahide Terazima ... [et al.] (VOL=[hbk]) Springer 00418563

235 464/R ライフサイエンスのための化学 / 安藤祥司[ほか]共著 化学同人 00418377

236 467.2/W ワトソン遺伝子の分子生物学 / James D. Watson[ほか]著 ; 滋賀陽子[ほか]訳 (第7版) 東京電機大学出版局 00418362

237 467.3/I 祥伝社新書 490  オスとメスはどちらが得か? / 稲垣栄洋[著] 祥伝社 00418726

238 471.3/M
植物は「知性」をもっている : 20の感覚で思考する生命システム / ステファノ・マンクーゾ, アレッサンドラ・ヴィオラ[共]著 ; 久保耕
司訳

NHK出版 00418736

239 480.76/K これ1冊で飼育はカンペキ! : いきものかいかた図鑑 / 浅井ミノル[ほか]文 ; 浅井粂男[ほか]絵 岩崎書店 00418473

240 491.3/O 生命科学ただいま講義中 : 人体の成り立ちと働き、さらに!健康と病気がよくわかる!! / 岡田安弘著 金芳堂 00418501

241 491.37/C Cognition and brain development : converging evidence from various methodologies / ed. by Bhoomika Rastogi Kar (VOL=hbk)
American Psychological
Association

00418485

242 491.5/A/2016 Annual review of pharmacology and toxicology / ed. by Paul A. Insel ... [et al.] (VOL=v.56 : 2016) Annual Reviews 00418575

243 491.5/C Cytochrome P450 function and pharmacological roles in inflammation and cancer / ed. by James P. Hardwick (VOL=[hbk]) Academic Pr. 00418557

244 491.5/C Cytochrome P450 2E1: its role in disease and drug metabolism / ed. by Aparajita Dey (VOL=[hbk]) Springer 00418562

245 491.5/K 毒性試験に用いる統計解析 : 手計算,SAS JMP,エクセル統計2008およびフリーソフトウェアによる解析 / 小林克己著 (VOL=2015) 薬事日報社 00418357

246 491.7/Y MDRA・VRE・PRSP・CRE / 矢野邦夫著 ヴァンメディカル 00418366

247 491.71/E/19
エンドトキシン・自然免疫研究 / 日本エンドトキシン研究会編集 19  新たなる基礎と臨床の架け橋 / 日本エンドトキシン・自然免疫
研究会[ほか]編集

医学図書出版 00418798

248 491/N Neural surface antigens : from basic biology towards biomedical applications / ed. by Jan Pruszak
Academic Pr.is an imprint
of Elsevier

00418570

249 491/W きみの体の中 : きみの体はどうやって病気とたたかうのかな? / リチャード・ウォーカー著 ; 岩田健太郎訳 保育社 00418379

250 492.08/B/1 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 1  消化器 / 医療情報科学研究所編 (第5版) Medic Media 00418364

251 492.3/N/18
日経DIクイズ : 服薬指導・実践篇 / 日経ドラッグインフォメーション編 18  日経DIクイズ / 日経ドラッグインフォメーション編
(VOL=18)

日経BP社 00418611



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

252 492.31/K 抗菌薬パーフェクトガイド : 基礎から臨床まで / 渡辺彰編 ヴァンメディカル 00418365

253 493.8/S/2016 サンフォード感染症治療ガイド : 日本語版 / David N. Gilbert[ほか]編集 ; 井口成一[ほか]日本語版翻訳 (第46版) (VOL=2016) ライフサイエンス出版 00418372

254 493.8/Y 知って・やって・覚えて医療現場の真菌対策 / 矢野邦夫著 ヴァンメディカル 00418367

255 493.9/B ネルソン小児感染症治療ガイド / John S. Bradley, John D. Nelson[共著] ; 新潟大学小児科学教室訳 (第2版) 医学書院 00418380

256 493.9/Y 子どもが医療に参加する権利 : 子どもの権利条約に基づいて / 山本智子著 講談社エディトリアル 00418599

257 494.5/D Defects in T cell trafficking and resistance to cancer immunotherapy / ed. by Emmanual Donnadieu Springer 00418565

258 494.5/N 経口抗がん薬ハンドブック / 川尻尚子, 吉村知哲[共]編集 ; 日本臨床腫瘍薬学会著 じほう 00418368

259 494.7/M 介護に役立つリハビリ・マジック / 麦谷眞里著 東京堂出版 00418779

260 496.1/T 「よく見える」の落とし穴 : そのメガネ、コンタクトレンズ、視力回復法でいいですか? / 田村知則著 講談社 00418600

261 498.3/K 究極の座り方 : 肩こり・腰痛が消えて仕事がはかどる / 木津直昭著 文響社 00418607

262 498.3/M 腸医が教えるこうすりゃ健康コンビニ飯 / 松生恒夫著 中央公論新社 00418698

263 498.4/A 子育ち・子育て被ばくカットマニュアル : あなたにもできる被ばくを減らす4つの方法 / 安斎育郎編著 かもがわ出版 00418426

264 498.55/C カフェインの真実 : 賢く利用するために知っておくべきこと / マリー・カーペンター著 ; 黒沢令子訳 白揚社 00418783

265 498.58/A Aging / ed. by Victor R. Preedy (VOL=[hbk])
Academic Pr., an imprint
of Elsevier

00418558

266 498/I/1
International encyclopedia of public health / Stella R. Quah, editor-in-chief ; William Cockerham, associate editor-in-chief 1
The International encyclopedia of public health / Stella R. Quah, editor-in-chief ; William Cockerham, associate editor-in-chie

Academic Press 00418653

267 498/I/2
International encyclopedia of public health / Stella R. Quah, editor-in-chief ; William Cockerham, associate editor-in-chief 2
The International encyclopedia of public health / Stella R. Quah, editor-in-chief ; William Cockerham, associate editor-in-chie

Academic Press 00418654

268 498/I/3
International encyclopedia of public health / Stella R. Quah, editor-in-chief ; William Cockerham, associate editor-in-chief 3
The International encyclopedia of public health / Stella R. Quah, editor-in-chief ; William Cockerham, associate editor-in-chie

Academic Press 00418655



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

269 498/I/4
International encyclopedia of public health / Stella R. Quah, editor-in-chief ; William Cockerham, associate editor-in-chief 4
The International encyclopedia of public health / Stella R. Quah, editor-in-chief ; William Cockerham, associate editor-in-chie

Academic Press 00418656

270 498/I/5
International encyclopedia of public health / Stella R. Quah, editor-in-chief ; William Cockerham, associate editor-in-chief 5
The International encyclopedia of public health / Stella R. Quah, editor-in-chief ; William Cockerham, associate editor-in-chie

Academic Press 00418657

271 498/I/6
International encyclopedia of public health / Stella R. Quah, editor-in-chief ; William Cockerham, associate editor-in-chief 6
International encyclopedia of public health / Stella R. Quah, editor-in-chief ; William Cockerham, associate editor-in-chief (2

Academic Press 00418658

272 498/I/7
International encyclopedia of public health / Stella R. Quah, editor-in-chief ; William Cockerham, associate editor-in-chief 7
The International encyclopedia of public health / Stella R. Quah, editor-in-chief ; William Cockerham, associate editor-in-chie

Academic Press 00418659

273 499.08/S/1-1 スタンダード薬学シリーズII / 日本薬学会編 1(1)  薬剤師としての基本事項 / 日本薬学会編 東京化学同人 00418432

274 499.08/S/1-2 スタンダード薬学シリーズII / 日本薬学会編 1(2)  薬学と社会 / 日本薬学会編 東京化学同人 00418433

275 499.08/S/2-1 スタンダード薬学シリーズII / 日本薬学会編 2(1)  物質の物理的性質 / 日本薬学会編 東京化学同人 00418434

276 499.08/S/2-2 スタンダード薬学シリーズII / 日本薬学会編 2(2)  化学物質の分析 / 日本薬学会編 東京化学同人 00418435

277 499.08/S/2-3 スタンダード薬学シリーズII / 日本薬学会編 2(3)  機器分析・構造決定 / 日本薬学会編 東京化学同人 00418436

278 499.08/S/3-1 スタンダード薬学シリーズII / 日本薬学会編 3(1)  化学物質の性質と反応 / 日本薬学会編 東京化学同人 00418437

279 499.08/S/3-2 スタンダード薬学シリーズII / 日本薬学会編 3(2)  生体分子・医薬品の化学による理解 / 日本薬学会編 東京化学同人 00418438

280 499.08/S/3-3 スタンダード薬学シリーズII / 日本薬学会編 3(3)  自然が生み出す薬物 / 日本薬学会編 東京化学同人 00418439

281 499.08/S/4-1 スタンダード薬学シリーズII / 日本薬学会編 4(1)  生命現象の基礎 / 日本薬学会編 東京化学同人 00418440

282 499.08/S/4-2 スタンダード薬学シリーズII / 日本薬学会編 4(2)  人体の成り立ちと生体機能の調節 / 日本薬学会編集 東京化学同人 00418441

283 499.08/S/4-3 スタンダード薬学シリーズII / 日本薬学会編 4(3)  生体防御と微生物 / 日本薬学会編集 東京化学同人 00418442

284 499.08/S/5 スタンダード薬学シリーズII / 日本薬学会編 5  衛生薬学 : 健康と環境 / 日本薬学会編 東京化学同人 00418443

285 499.08/S/6-1 スタンダード薬学シリーズII / 日本薬学会編 6(1)  薬の作用と体の変化および薬理・病態・薬物治療 / 日本薬学会編 (VOL=1) 東京化学同人 00418444

286 499.09/Y 薬剤師のためのすぐに始められる!在宅訪問ガイドブック / 望星薬局在宅業務支援課, エィチ・ビーアンドシー株式会社[共]編 薬事日報社 00418796



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

287 499.1/B バイオ医薬品と再生医療 / 赤池昭紀担当編集 ; 長船健二[ほか]ゲスト編集 中山書店 00418361

288 499.1/C/2017
治療薬up-to-date : ポケット判 / 松澤佑次, 永井良三, 奥村勝彦編 2017  治療薬up‐to‐date : ポケット判 / 松澤佑次[ほか]編集
(VOL=2017)

メディカルレビュー社 00418465

289 499.1/K 王子様のくすり図鑑 / 木村美紀著 ; 松浦聖作画 じほう 00418530

290 499.1/K/3 消化器系の疾患と薬 ; 呼吸器系の疾患と薬 ; 感染症と薬 ; 悪性腫瘍と薬 / 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 00418799

291 499.3/I Innovative drug synthesis / ed. by Jie Jack Li and Douglas S. Johnson (VOL=hbk) John Wiley & Sons 00418550

292 499.6/I/2016 医薬品添加物事典 / 日本医薬品添加剤協会編集 (VOL=2016) 薬事日報社 00418529

293 499.6/Y/1 物理薬剤学 / 日本薬剤学会出版委員会編集 南江堂 00418359

294 499.6/Y/2 生物薬剤学 / 日本薬剤学会出版委員会編集 南江堂 00418360

295 519.05/K/22 環境社会学研究 22  特集「環境と農業の持続可能性」 環境社会学会 00418826

296 519/T エコと健康の情報は間違いがいっぱい! : リサイクルは全然地球にやさしくない! / 武田邦彦著 廣済堂出版 00418727

297 520.8/A 世界の天空の城 / アフロ写真 ; 水野久美テキスト 青幻舎 00418728

298 521/U 歴史文化ライブラリー 444  古建築を復元する : 過去と現在の架け橋 / 海野聡著 吉川弘文館 00418830

299 538.7/M 歴史文化ライブラリー 443  軍用機の誕生 : 日本軍の航空戦略と技術開発 / 水沢光著 吉川弘文館 00418469

300 590.4/O 暮らしは、ちいさく : シンプル生活と「私らしさ」を両立するヒント / 大原照子著 大和書房 00418715

301 591/N いま、働く女子がやっておくべきお金のこと / 中村芳子著 青春出版社 00418751

302 593.1/H 原由美子のきもの暦 / 原由美子著 CCCメディアハウス 00418451

303 593.1/K 衣(きぬ)の声(こえ) : きものの本流を見つめて / 木村孝著 ハースト婦人画報社 00418729

304 593.3/S 「成功している男」の服飾戦略(プレゼンス・マネジメント) / しぎはらひろ子著 三笠書房 00418793



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

305 594.2/M オトナのビーズ刺繍ブローチ / MON PARURE著 マガジンランド 00418456

306 594/E 手作りでらくらくできるブックカバーとノートカバーの作り方 / えかたけい著 日貿出版社 00418759

307 596.04/S シウマイの丸かじり / 東海林さだお著 朝日新聞出版 00418758

308 596.4/A おべんとうの人 / 阿部了写真・文 木楽舎 00418699

309 596.4/H 最高の山ごはん : 歩いて作って食べた話と料理 / ホシガラス山岳会著 パイインターナショナル 00418713

310 596/E 講談社のお料理Book    もう悩まない台所のコツ1週間システムクッキング / 江崎美惠子著 講談社 00418450

311 596/K ぬおお飯 / きくちいま著 セブン&アイ出版 00418455

312 596/M MOMOEの作りおき : 1つの食材で作る小さいおかず / MOMOE著 宝島社 00418449

313 601.1/S ポプラ新書 111  ぼくらは地方で幸せを見つける : ソトコト流ローカル再生論 / 指出一正著 ポプラ社 00418745

314 615.19
Drug-like properties : concepts, structure, design, and methods from ADME to toxicity optimization / by Li Di and Edward
Kerns (2nd ed)

Academic Press 00418547

315 625.2/T ききりんご紀行 / 谷村志穂著 集英社 00418408

316 627/I あなたの知らない美しく怖い花言葉 / 池上良太文 新紀元社 00418452

317 664.9/A 歴史文化ライブラリー 445  鯨を生きる : 鯨人の個人史・鯨食の同時代史 / 赤嶺淳著 吉川弘文館 00418831

318 673.7/M MUJI式 : 世界で愛されるマーケティング : 無印良品 / 増田明子著 日経BP社 00418582

319 688/N 観光ビジネス / 中島恵著 三恵社 00418416

320 693.8/C 著名人の切手と手紙 : 切手の博物館開館20周年記念 切手の博物館 00418700

321 699.6/Y SB新書 372  折れる力 : 流されてうまくいく仕事の流儀 / 吉田照幸著 SBクリエイティブ 00418733

322 702.06/H
5歳の子どもにできそうでできないアート : 現代美術(コンテンポラリアート)100の読み解き / スージー・ホッジ著 ; 藤村奈緒美[ほか]
訳

東京美術 00418496



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

323 723/K 平凡社新書 830  音楽で楽しむ名画 : カラー版 : フェルメールからシャガールまで / 加藤浩子著 平凡社 00418583

324 726.1/K 水木しげると妖怪の哲学 / 甲田烈著 イースト・プレス 00418794

325 726.5/O オリエンタル・ファンタジー : アラビアン・ナイトのおとぎ話ときらめく装飾の世界 パイインターナショナル 00418718

326 736/Y じゃがいもデ版画 : わたしの薯版画技法 / 山室眞二著・装幀・挿画 求龍堂 00418417

327 754.9/T 不思議な球体ポップアップカード / 月本せいじ著 グラフィック社 00418797

328 759/T 真田十勇士 : 辻村寿三郎作品集 / 辻村寿三郎人形 ; 高木素生写真 復刊ドットコム 00418714

329 768.2/T 歴史文化ライブラリー 442  天皇の音楽史 : 古代・中世の帝王学 / 豊永聡美著 吉川弘文館 00418468

330 774/T コツがわかる本    歌舞伎キャラクター絵図 : 厳選53演目の見方・楽しみ方 / 辻村章宏イラスト・解説 ; 「江戸楽」編集部編著 メイツ出版 00418785

331 778.2/M 映画は戦争を凝視する / 村瀬広著 新日本出版社 00418425

332 778.7/G
ディズニーミュージカルアート作品集 : 1940年代に活躍した5人のアーティストの人生と、その素晴らしき作品たち / ディディエ・ゲ
ズ著 ; 甲斐理恵子訳 (VOL=1940年代パート1)

Classix Media 00418771

333 780.13/K スポーツで挑む社会貢献 / 小林勉著 創文企画 00418716

334 780.69/J リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック写真集 : 空前のメダルラッシュとなったリオの感動を再び! / 時事通信社編著 時事通信出版局 00418615

335 782.3/H 青トレ : 青学駅伝チームのスーパーストレッチ&バランスボールトレーニング / 原晋, 中野ジェームズ修一[共]著 徳間書店 00418609

336 789.8/K 角川新書 ［K-114］  忍者の掟 / 川上仁一[著] 角川書店 00418786

337 791.7/H はじめて茶会に招かれました。 : 客の作法がわかるイラストガイド / 淡交社編集局編 ; 田渕正敏イラスト 淡交社 00418602

338 798.5/S 文学としてのドラゴンクエスト : 日本とドラクエの30年史 / さやわか著 コアマガジン 00418730

339 801.09/S/7 シリーズ言語対照 : 外から見る日本語 / 中川正之, 西光義弘, 益岡隆志編 7  移動表現の類型論 / 松本曜編 くろしお出版 00418828

340 801.7/K 同時通訳者の英語ノート術&学習法 / 工藤紘実著 KADOKAWA 00418647



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

341 810.7/T/1 「大学生」になるための日本語 / 堤良一, 長谷川哲子[共]著 (VOL=1) ひつじ書房 00418660

342 810.7/T/2 「大学生」になるための日本語 / 堤良一, 長谷川哲子[共]著 (VOL=2) ひつじ書房 00418820

343 811.5/Y 河出文庫 ［や35-1］  カタカナの正体 / 山口謠司著 河出書房新社 00418742

344 813.6/G 幻想由来辞典 / 新紀元社編集部, 川口妙子[共]編 新紀元社 00418610

345 816/B すべては書くことから始まる / 坂東眞理子著
クロスメディア・パブリッシ
ング

00418734

346 821.2/S/3 平凡社ライブラリー 850  文字講話 / 白川静著 (VOL=3) 平凡社 00418422

347 837.4/A/187
天声人語 : 英文対照 / 朝日新聞論説委員室編 第187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. 187 2016 冬)

原書房 00418800

348 837.7/P/1 英語で楽しむピーターラビットの世界 / Beatrix Potter英文・絵 ; 木谷朋子訳・解説 (VOL=Book1) ジャパンタイムズ 00418668

349 837.8/K 「なんでやねん」を英語で言えますか? : 知らんとヤバいめっちゃ使う50のフレーズ+α  / 川合亮平著 ; こいけぐらんじイラスト KADOKAWA 00418603

350 909.3/B はくぶつかんのおしろのおんなのこ / ケイト・バーンハイマー作 ; ニコレッタ・チェッコリ絵 ; くろだしんすけ訳 バベルプレス 00418760

351 909.3/G たんていネズミハーメリン / ミニ・グレイさく ; 灰島かりやく フレーベル館 00418461

352 909.3/H ハイ!こちらぬいぐるみ病院です。 新潮社 00418752

353 909.3/H
ムーミンママのハンドバッグ / カタリーナ・ヘイララ, レーナ・ヤルヴェンバー[共]文 ; リーナ・カーラ,サミ・カーラ[共]絵 ; 高橋絵里香
訳

講談社 00418784

354 909.3/K ちがうねん / ジョン・クラッセン作 ; 長谷川義史訳 クレヨンハウス 00418643

355 909.3/K みつけてん / ジョン・クラッセン作 ; 長谷川義史訳 クレヨンハウス 00418646

356 909.3/M いっさいはん / minchiさく・え 岩崎書店 00418601

357 909.3/N サンタパスポート / のぶみさく サンマーク出版 00418460

358 909.3/R ここからだしてくれ～! / セドリック・ラマディエぶん ; ヴァンサン・ブルジョえ ; たにかわしゅんたろうやく ポプラ社 00418592



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

359 909.3/S おいしそうなしろくま / 柴田ケイコ作・絵 PHP研究所 00418495

360 909.3/T しちふくじん / 立川志の輔作 ; 中川学絵 ; 倉本美津留編 岩崎書店 00418591

361 909/C/210
Children's literature review 212  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.212)

Gale Research Inc. 00418836

362 909/I 大人に贈る子どもの文学 / 猪熊葉子著 岩波書店 00418578

363 910.26/H 文学の歴史をどう書き直すのか : 二〇世紀日本の小説・空間・メディア / 日比嘉高著 笠間書院 00418717

364 910.268/N 牛のようにずんずん進め : 夏目漱石の人生論 / 齋藤孝著 草思社 00418596

365 910.4/Y 村上春樹と島田雅彦 : 時代と反時代 : 他三篇 / 柳澤勝夫著 創英社/三省堂書店 00418584

366 911.102/N 日本人はなぜ、五七五七七の歌を愛してきたのか / 錦仁編 笠間書院 00418788

367 911.12/I/1 萬葉一葉 / 今泉忠芳著 (VOL=上巻) 文芸社 00418616

368 911.12/I/2 萬葉一葉 / 今泉忠芳著 (VOL=下巻) 文芸社 00418617

369 913.36/M/7 正訳源氏物語 : 本文対照 / [紫式部著] ; 中野幸一訳 7  正訳源氏物語 : 本文対照 / [紫式部著] ; 中野幸一訳 (VOL=第7冊) 勉誠出版 00418406

370 913.6/A 招待状 : 赤川次郎ショートショート王国 / 赤川次郎著 光文社 00418663

371 913.6/D 赤い糸 : 短篇集 / 出久根達郎著 三月書房 00418418

372 913.6/F 縫わんばならん / 古川真人著 新潮社 00418494

373 913.6/F 分かれ道ノストラダムス / 深緑野分著 双葉社 00418690

374 913.6/H コンテクスト・オブ・ザ・デッド / 羽田圭介著 講談社 00418586

375 913.6/H 幸福な生活 / 百田尚樹著 祥伝社 00418642

376 913.6/H/128 秦恒平・湖(うみ)の本 128  資時出家 ; 初稿・雲居寺跡 : 他 / 秦恒平著 「湖(うみ)の本」版元 00418619



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

377 913.6/H/130 秦恒平・湖(うみ)の本 130  小倉ざれ和歌百首 ; 秦教授の自問自答 / 秦恒平著 「湖(うみ)の本」版元 00418620

378 913.6/H/131 秦恒平・湖(うみ)の本 131  原作・畜生塚 ; 此の世 ; 京の散策(二) / 秦恒平著 「湖(うみ)の本」版元 00418621

379 913.6/H/132 秦恒平・湖(うみ)の本 132  原作・斎王譜=慈子 / 秦恒平著 「湖(うみ)の本」版元 00418622

380 913.6/H/3 創元推理文庫 ［Fひ2-3］  妖(あやかし)たちの四季 / 廣嶋玲子著 東京創元社 00418743

381 913.6/K あなたのゼイ肉、落とします / 垣谷美雨著 双葉社 00418407

382 913.6/K コーヒーが冷めないうちに / 川口俊和著 サンマーク出版 00418487

383 913.6/K ビニール傘 / 岸政彦著 新潮社 00418493

384 913.6/K 室町無頼 / 垣根涼介著 新潮社 00418503

385 913.6/K/2 炎昼 / 京極夏彦著 集英社 00418587

386 913.6/M カブールの園 / 宮内悠介著 文藝春秋 00418349

387 913.6/M 夜行 / 森見登美彦著 小学館 00418428

388 913.6/M 桜風堂ものがたり / 村山早紀著 PHP研究所 00418662

389 913.6/M 河出文庫 ［み29-1］  花闇 / 皆川博子著 河出書房新社 00418741

390 913.6/M/1 騎士団長殺し / 村上春樹著 (VOL=第1部) 新潮社 00418833

391 913.6/M/2 騎士団長殺し / 村上春樹著 (VOL=第2部) 新潮社 00418834

392 913.6/N i (アイ) / 西加奈子著 ポプラ社 00418531

393 913.6/N うき世櫛 / 中島要著 双葉社 00418585

394 913.6/N 悪魔を哀れむ / 西澤保彦著 幻冬舎 00418604



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

395 913.6/N 僕僕先生 / 仁木英之著    神仙の告白 : 旅路の果てに / 仁木英之著 新潮社 00418605

396 913.6/N ちくま文庫 ［に-9-1］  通天閣 / 西加奈子著 筑摩書房 00418641

397 913.6/N セイレーンの懺悔 / 中山七里著 小学館 00418704

398 913.6/N まさか逆さま / 中村航, フジモトマサル[共]著 キノブックス 00418720

399 913.6/O 失われた地図 / 恩田陸著 KADOKAWA 00418572

400 913.6/S また、桜の国で / 須賀しのぶ著 祥伝社 00418502

401 913.6/T スイミングスクール / 高橋弘希著 新潮社 00418488

402 913.6/T 自生の夢 / 飛浩隆著 河出書房新社 00418731

403 913.6/Y しんせかい / 山下澄人著 新潮社 00418350

404 913.6/Y 坊ちゃんのそれから / 芳川泰久著 河出書房新社 00418352

405 913.6/Y 吾輩のそれから / 芳川泰久著 河出書房新社 00418353

406 913.6/Y 先生の夢十夜 / 芳川泰久著 河出書房新社 00418571

407 913.68/A 悪意の迷路 / 日本推理作家協会編 ; 芦沢央 [ほか著] 光文社 00418757

408 914.6/Y スターバックスで普通のコーヒーを頼む人を尊敬する件 : syunkon日記 / 山本ゆり著 扶桑社 00418712

409 918.6/N/3 定本漱石全集 / 夏目漱石著 3  草枕, 二百十日・野分 岩波書店 00418673

410 921.43/N 白居易の幸福世界 / 中木愛著 勉誠出版 00418614

411 929/A/17 アジアの現代文芸 タイ 17  時の一雫 : セーニー・サオワポン選集 / セーニー・サオワポン著 ; 吉岡みね子編訳 大同生命国際文化基金 00418624

412 930.28/POT ピーターラビットのすべて : ビアトリクス・ポターと英国を旅する / 辻丸純一文・写真 小学館 00418431



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

413 932.08/SHA/41
The Arden Shakespeare, 3rd series / [by William Shakespeare] ; ed. by Richard Proudfoot...[et al.] [41]  Cymbeline / [by William
Shakespeare] ; ed. by Valerie Wayne (VOL=hbk)

Thomas Nelson ＆ Sons 00418504

414 933/IRV 昔なつかしいクリスマス / ワシントン・アーヴィング著 ; ランドルフ・コールデコット挿絵 ; 齊藤昇訳 三元社 00418789

415 933/ORC 隅の老人 : 完全版 / バロネス・オルツィ著 ; 平山雄一訳 作品社 00418427

416 936/STE 黒い司法 : 黒人死刑大国アメリカの冤罪と闘う / ブライアン・スティーヴンソン著 ; 宮﨑真紀訳 亜紀書房 00418689

417 938/HAR/1 トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 1  窮余の策 / [トマス・ハーディ著] ; 福岡忠雄訳 大阪教育図書 00418389

418 938/HAR/10 トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 10  キャスタブリッジの町長 / [トマス・ハーディ著] ; 鮎澤乗光訳 大阪教育図書 00418396

419 938/HAR/11 トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 11  森林地の人々 / [トマス・ハーディ著] ; 新妻昭彦訳 大阪教育図書 00418397

420 938/HAR/12 トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 12  ダーバヴィル家のテス / [トマス・ハーディ著] ; 高桑美子訳 大阪教育図書 00418398

421 938/HAR/13 トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 13  日陰者ジュード /  [トマス・ハーディ著] ; 藤田繁訳 大阪教育図書 00418399

422 938/HAR/14-1 トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 14-1  覇王たち / [トマス・ハーディ著] ; 森松健介訳 (VOL=1) 大阪教育図書 00418400

423 938/HAR/14-2 トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 14-2  覇王たち / [トマス・ハーディ著] ; 粟野修司訳 (VOL=2) 大阪教育図書 00418401

424 938/HAR/14-3 トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 14-3  覇王たち / [トマス・ハーディ著] ; 押本年眞訳 (VOL=3) 大阪教育図書 00418402

425 938/HAR/15-1 トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 15-1  詩集 / [トマス・ハーディ著] ; 内田能嗣[ほか]訳 (VOL=1) 大阪教育図書 00418403

426 938/HAR/15-2 トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 15-2  詩集 / [トマス・ハーディ著] ; 森松健介訳 (VOL=2) 大阪教育図書 00418404

427 938/HAR/16
トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 16  トマス・ハーディの生涯 / [トマス・ハーディ著] ; [フロレンス・エミリー・ハーディ編
著] ; 井出弘之[ほか]訳

大阪教育図書 00418405

428 938/HAR/2
トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 2  恋の霊 / [トマス・ハーディ著] ; 前田淑江訳 . 緑樹の陰で / [トマス・ハーディ著] ;
上原早苗訳

大阪教育図書 00418390

429 938/HAR/3 トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 3  青い瞳 / [トマス・ハーディ著] ; 土屋倭子訳 大阪教育図書 00418391

430 938/HAR/5 トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 5  エセルバータの手 / [トマス・ハーディ著] ; 大榎茂行訳 大阪教育図書 00418392



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

431 938/HAR/6 トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 6  帰郷 / [トマス・ハーディ著] ; 深澤俊訳 大阪教育図書 00418393

432 938/HAR/8 トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 8  熱のない人 / [トマス・ハーディ著] ; 佐野晃訳 大阪教育図書 00418394

433 938/HAR/9 トマス・ハーディ全集 / [トマス・ハーディ著] 9  塔の上の二人 / [トマス・ハーディ著] ; 塩谷清人訳 大阪教育図書 00418395

434 953/V 美女と野獣 / ガブリエル=シュザンヌ・ド・ヴィルヌーヴ著 ; 藤原真実訳 (オリジナル版) 白水社 00418735

435 B112/M 講談社学術文庫 2418  時間の非実在性 / ジョン・エリス・マクタガート[著] ; 永井均訳・注解と論評 講談社 00418679

436 B124.22/D 角川文庫 20057［と23-1］  バカボンのパパと読む「老子」 / ドリアン助川[著] 角川書店 00418606

437 B146.2/T 文庫クセジュ 1009  レジリエンス : こころの回復とはなにか / セルジュ・ティスロン著 ; 阿部又一郎訳 白水社 00418423

438 B188.72/K 中公新書 2416  浄土真宗とは何か : 親鸞の教えとその系譜 / 小山聡子著 中央公論新社 00418808

439 B210.32/T 講談社現代新書 2414  海の向こうから見た倭国 / 高田貫太著 講談社 00418686

440 B210.48/W 中公新書 2421  織田信長の家臣団 : 派閥と人間関係 / 和田裕弘著 中央公論新社 00418813

441 B226.6/I 中公新書 2415  トルコ現代史 : オスマン帝国崩壊からエルドアンの時代まで / 今井宏平著 中央公論新社 00418807

442 B282.2/I 講談社学術文庫 2413  中国侠客列伝 / 井波律子[著] 講談社 00418677

443 B289.1/K 講談社学術文庫 2399  北一輝 : 国家と進化 / 嘉戸一将[著] 講談社 00418675

444 B302.53/S 講談社現代新書 2413  アメリカ帝国の終焉 : 勃興するアジアと多極化世界 / 進藤榮一著 講談社 00418685

445 B309.3/G 講談社学術文庫 2407  革命論集 / アントニオ・グラムシ[著] ; 上村忠男編訳 講談社 00418676

446 B312.199/T 中公新書 2418  沖縄問題 : リアリズムの視点から / 高良倉吉編著 中央公論新社 00418810

447 B312.38/S 講談社学術文庫 2415  ソビエト連邦史 : 1917-1991 / 下斗米伸夫 [著] 講談社 00418678

448 B312.53/K 岩波新書 1644  ルポトランプ王国 : もう一つのアメリカを行く / 金成隆一著 岩波書店 00418681



請求記号 書名/著者・編者･訳者 出版者名 登録番号

449 B323.149/T 岩波新書 1645  憲法改正とは何だろうか / 高見勝利著 岩波書店 00418802

450 B327.12/H 岩波新書 1646  裁判の非情と人情 / 原田國男著 岩波書店 00418803

451 B332.248/I 中公新書 2420  フィリピン : 急成長する若き「大国」 / 井出穣治著 中央公論新社 00418812

452 B336.4/H 文庫クセジュ 1010  モラル・ハラスメント : 職場におけるみえない暴力 / マリー=フランス・イルゴイエンヌ著 ; 大和田敢太訳 白水社 00418682

453 B368.2/S 中公新書 2422  貧困と地域 : あいりん地区から見る高齢化と孤立死 / 白波瀬達也著 中央公論新社 00418814

454 B388.1/F 角川文庫 19986  昔ばなしの謎 : あの世とこの世の神話学 / 古川のり子[著] (再版) 角川書店 00418579

455 B445/I 岩波新書 1648  系外惑星と太陽系 / 井田茂著 岩波書店 00418805

456 B481.1/M 中公新書 2419  ウニはすごいバッタもすごい : デザインの生物学 / 本川達雄著 中央公論新社 00418811

457 B491.4/H 中公新書 2417  タンパク質とからだ : 基礎から病気の予防・治療まで / 平野久著 中央公論新社 00418809

458 B493.76/N 講談社現代新書 2415  うつ病をなおす / 野村総一郎著 (新版) 講談社 00418687

459 B507.2/I 講談社現代新書 2412  楽しく学べる「知財」入門 / 稲穂健市著 講談社 00418684

460 B519/M 岩波新書 1647  歩く、見る、聞く人びとの自然再生 / 宮内泰介著 岩波書店 00418804

461 B721.7/W 東洋文庫 878  渡辺崋山書簡集 / [渡辺崋山著] ; 別所興一訳注 平凡社 00418421

462 B837.8/T 講談社現代新書 2411  話すための英語力 / 鳥飼玖美子著 講談社 00418683

463 B910.268/K 岩波新書 1649  北原白秋 : 言葉の魔術師 / 今野真二著 岩波書店 00418806

464 B913.6/M/2 新潮文庫 /5651［み-12-51］  地の星 / 宮本輝著 (改版) 新潮社 00418821

465 B913.6/M/3 新潮文庫 /6350［み-12-52］  血脈の火 / 宮本輝著 新潮社 00418822

466 B913.6/M/4 新潮文庫 /7655［み-12-53］  天の夜曲 / 宮本輝著 新潮社 00418823
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467 B913.6/M/5 新潮文庫 /8844［み-12-54］  花の回廊 / 宮本輝著 新潮社 00418824

468 B913.6/M/6 新潮文庫 /9904［み-12-55］  慈雨の音 / 宮本輝著 新潮社 00418825

469 B913.6/S-O 角川文庫 20045［し57-4］  小説ほしのこえ / 新海誠原作 ; 大場惑著 角川書店 00418707

470 QD878 Non-covalent interactions in the synthesis and design of new compounds / edited by Abel M. Maharramov ... [et al.] Wiley 00418546

471 RA1215 Handbook of toxicology / edited by Michael J. Derelanko, Carol S. Auletta (3rd ed) (VOL=: hardback) CRC Press 00418548

472 RM301.5 Applied clinical pharmacokinetics / by Larry A. Bauer (3rd ed.) McGraw-Hill 00418568


