
Webブックハンティング2020購入図書リスト 参加してくれた皆さま、ありがとうございました！

No. 資料情報 巻号 出版社 出版年 配置場所 請求記号 資料ID

1
1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 / デイヴィッド・S・キ

ダー, ノア・D・オッペンハイム著 ; 小林朋則訳
[正編] 文響社 2018 開架　西館2階 002||KI 12 9201054800

2
1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 / デイヴィッド・S・キ

ダー, ノア・D・オッペンハイム著 ; 小林朋則訳
現代編 文響社 2018 開架　西館2階 002||KI 12 9201054811

3 世界でいちばんやさしい教養の教科書 / 児玉克順著 ; fancomi絵. Gakken 2019 開架　西館2階 002||KO 18 9201055060

4 なるほどデザイン : 目で見て楽しむデザインの本。 / 筒井美希著.
エムディエヌコー

ポレーション
2015 開架　西館2階 021.4||TS 93 9201055082

5
人生の意味の心理学 / アルフレッド・アドラー著 ; 岸見一郎訳 (アドラー・

セレクション)
上 アルテ 2010 開架　西館2階 140||A 16||1 9201055798

6
人生の意味の心理学 / アルフレッド・アドラー著 ; 岸見一郎訳 (アドラー・

セレクション)
下 アルテ 2010 開架　西館2階 140||A 16||2 9201055801

7 図解心理学用語大全 : 人物と用語でたどる心の学問 / 田中正人編著. 誠文堂新光社 2020 開架　西館2階 140||TA 84 9201054902

8 質的心理学の方法 : 語りをきく / やまだようこ編. 新曜社 2007 開架　西館2階 140.7||Y 19 9201052443

9

あなたはなぜ「カリカリベーコンのにおい」に魅かれるのか : においと味

覚の科学で解決する日常の食事から摂食障害まで / レイチェル・ハーツ著 ;

川添節子訳.

原書房 2018 開架　西館2階 141.2||H 53 9201054833

10
「おいしさ」の錯覚 : 最新科学でわかった、美味の真実 / チャールズ・ス

ペンス著 ; 長谷川圭訳.
KADOKAWA 2018 開架　西館2階 141.2||SP 4 9201054844

11 触楽入門 : はじめて世界に触れるときのように / テクタイル著. 朝日出版社 2016 開架　西館2階 141.24||TE 31 9201054968

12
人が自分をだます理由 : 自己欺瞞の進化心理学 / ケヴィン・シムラー, ロビ

ン・ハンソン著 ; 大槻敦子訳.
原書房 2019 開架　西館2階 141.7||SI 5 9201054126

13
児童虐待 緊急特集コロナウィルス時代のカウンセリング2.0.  (臨床心理学 ;

Vol20No5)
金剛出版 2020 開架　西館2階 146||J 48 9205007184



No. 資料情報 巻号 出版社 出版年 配置場所 請求記号 資料ID

14 物語としての面接 : ミメーシスと自己の変容 / 森岡正芳著 ; : 新装版. : 新装版 新曜社 2017 開架　西館2階 146.3||MO 62 9201055138

15
自己肯定感の教科書 : 何があっても「大丈夫。」と思えるようになる / 中

島輝著.
SBクリエイティブ 2019 開架　西館2階 146.8||N 42 9201054866

16 虐待 : 子から母への手紙 / 斉木桂子著.
プランニングオ

フィスパピルス
2004 開架　西館2階 146.8||SA 21 9201076065

17 友だちってなんだろう? : ひとりになる勇気、人とつながる力 / 齋藤孝著. 誠文堂新光社 2020 開架　西館2階 158||SA 25 9201054070

18
うまくいっている人の考え方 / ジェリー・ミンチントン [著] ; 弓場隆訳.  完

全版.  (ディスカヴァー携書 ; 100)

ディスカヴァー・

トゥエンティワン
2013 開架　西館2階 159||MI 39 9201055663

19
本当の「頭のよさ」ってなんだろう? : 勉強と人生に役立つ、一生使えるも

のの考え方 / 齋藤孝著.
誠文堂新光社 2019 開架　西館2階 159.7||SA 25 9201055446

20
池上彰のまんがでわかる現代史 / 池上彰著 ; 鍋田吉郎シナリオ ; 松原裕美ま

んが ; 東アジア.
東アジア 小学館 2020 開架　西館2階 220.7||I 33 9201055891

21
池上彰のまんがでわかる現代史 欧米 / 池上彰著 ; 鍋田吉郎シナリオ ; 松原

裕美まんが.
小学館 2020 開架　西館2階 230.7||I 33 9201055492

22
ジェンダーの地理学 / 神谷浩夫編・監訳 ; 影山穂波 [ほか] 訳.  (大学の地理

学advanced course)
古今書院 2002 開架　西館2階 290.1||KA 39 9201052408

23 都市の人文地理学 / 稲垣稜著. 古今書院 2019 開架　西館2階 290.173||I 52 9201052330

24 新しい都市地理学 / 高橋伸夫 [ほか] 著. 東洋書林 1997 開架　西館2階 290.173||TA 33 9201054148

25 光と虹と神話 / 高砂淳二著. 山と溪谷社 2020 開架　西館2階 290.9||TA 52 9201056015

26 日本夜景遺産 : 15周年記念版 / 丸々もとお, 丸田あつし著. 河出書房新社 2019 開架　西館2階 291.087||MA 55 9201055982

27 武器になる!世界の時事問題 : 背景がわかればニュースがわかる / 池上彰著. 大和書房 2020 開架　西館2階 304||I 33 9201055504
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28
2030年世界はこう変わる : アメリカ情報機関が分析した「17年後の未来」

/ 米国国家情報会議編 ; 谷町真珠訳.
講談社 2013 開架　西館2階 304||N 57 9201054822

29 マンガでわかる地政学 / 武楽清, サイドランチマンガ. 池田書店 2017 開架　西館2階 312.9||B 85 9201054970

30 おとめ六法 / 上谷さくら, 岸本学著 ; Cahoイラスト. KADOKAWA 2020 開架　西館2階 320||KA 38 9201054797

31 Give&take : 「与える人」こそ成功する時代 / アダム・グラント著. 三笠書房 2014 開架　西館2階 336.4||G 77 9201055823

32
その問題、やっぱり数理モデルが解決します : データ時代を生き抜くため

の数理モデル入門 / 浜田宏著.
ベレ出版 2020 開架　西館2階 361.16||H 22 9201054651

33
ステレオタイプの科学 : 「社会の刷り込み」は成果にどう影響し、わたし

たちは何ができるのか / クロード・スティール著 ; 藤原朝子訳.
英治出版 2020 開架　西館2階 361.4||ST 3 9201054046

34
超雑談力 : 人づきあいがラクになる誰とでも信頼関係が築ける / 五百田達

成著.

ディスカヴァー・

トゥエンティワン
2019 開架　西館2階 361.45||I 61 9201055435

35
ファッションで社会学する = Doing sociology through fashion / 藤田結子,

成実弘至, 辻泉編.
有斐閣 2017 開架　西館2階 361.5||F 67 9201054150

36
ポバティー・サファリ : イギリス最下層の怒り / ダレン・マクガーヴェイ

著 ; 山田文訳.
集英社 2019 開架　西館2階 361.85||MA 15 9201055140

37
ヒルビリー・エレジー : アメリカの繁栄から取り残された白人たち / J.D.

ヴァンス著 ; 関根光宏, 山田文訳.
光文社 2017 開架　西館2階 361.85||V 27 9201055880

38
アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した : 潜入・最低賃金労働

の現場 / ジェームズ・ブラッドワース著 ; 濱野大道訳.
光文社 2019 開架　西館2階 366||B 58 9201055548

39 虐待 : それでも養父を愛している / 笹木絵美子著.
幻冬舎メディアコ

ンサルティング
2020 開架　西館2階 367||SA 75 9201055014

40 わたしが子どもをもたない理由 (わけ) / 下重暁子著. かんき出版 2017 開架　西館2階 367.2||SH 52 9201055674

41
おうち性教育はじめます : 一番やさしい!防犯・SEX・命の伝え方 / フクチ

マミ, 村瀬幸浩著.  (MF comic essay)
KADOKAWA 2020 開架　西館2階 367.9||F 74 9201054855



No. 資料情報 巻号 出版社 出版年 配置場所 請求記号 資料ID

42

「赤ちゃんってどうやってできるの?」にきちんと答える親になる! : 学校も

ママ友も教えてくれない明るく楽しい性教育 / のじまなみ監修 ; ふじいま

さこマンガ.

日本図書センター 2020 開架　西館2階 367.9||N 93 9201055093

43
お母さん!学校では防犯もSEXも避妊も教えてくれませんよ! / のじまなみ

著.
辰巳出版 2018 開架　西館2階 367.9||N 93 9201055457

44
少年事件加害者家族支援の理論と実践 : 家族の回復と少年の更生に向けて /

阿部恭子編著.
現代人文社 2020 開架　西館2階 368.7||A 12 9201052795

45
福祉は「性」とどう向き合うか : 障害者・高齢者の恋愛・結婚 / 結城康博

[ほか] 著.
ミネルヴァ書房 2018 開架　西館2階 369||Y 97 9201054877

46
滋賀の福祉を考える : 歴史と実践のなかから / 「滋賀の福祉を考える」編

集委員会編.
糸賀一雄記念財団 2007 開架　西館2階 369.0216||SH 27 9201054957

47
難聴者と中途失聴者の心理学 : 聞こえにくさをかかえて生きる / 難聴者の

心理学的問題を考える会編 ; 今尾真弓 [ほか執筆].
かもがわ出版 2020 開架　西館2階 369.27||I 46 9201054946

48
当事者と家族からみた障害者虐待の実態 : 数量的調査が明かす課題と方策 /

増田公香著.
明石書店 2014 開架　西館2階 369.27||MA 66 9201054924

49 放課後児童クラブ運営指針解説書 / 厚生労働省編. フレーベル館 2017 開架　西館2階 369.4||KO 83 9201054161

50 真夜中の陽だまり : ルポ・夜間保育園 / 三宅玲子著. 文藝春秋 2019 開架　西館2階 369.42||MI 76 9201055515

51
発達のひかりは時代に充ちたか? : 療育記録映画『夜明け前の子どもたち』

から学ぶ / 田村和宏, 玉村公二彦, 中村隆一編著.

クリエイツかもが

わ
2017 開架　西館2階 369.49||TA 82 9201054707

52 じょうぶな頭とかしこい体になるために / 五味太郎著. ブロンズ新社 2006 開架　西館2階 371.45||G 62 9201055071

53
未来の学校のつくりかた : 僕が5つの教育現場を訪ねて考えたこと / 税所篤

快著.
教育開発研究所 2020 開架　西館2階 372.1||SA 22 9201055470

54
いつか、すべての子供たちに : 「ティーチ・フォー・アメリカ」とそこで

私が学んだこと / ウェンディ・コップ著 ; 東方雅美訳.
英治出版 2009 開架　西館2階 372.53||KO 78 9201054035

55
アドラー心理学でクラスはよみがえる : 叱る・ほめるに代わるスキルが身

につく / 野田俊作, 萩昌子著.
創元社 2017 開架　西館2階 374.1||N 92 9201054890
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56 教育情報科学 : ICT・データ分析・プログラミング / 黒澤和人 [ほか] 著. 学文社 2020 開架　西館2階 374.3||KU 76 9201054684

57

“先生の先生"が集中討議!子どもも教師も元気になる「これからの教室」の

つくりかた : 教育技術・学級経営・ICT教育新しい時代のグランドデザイン

/ 堀田龍也 [ほか] 著.

学芸みらい社 2019 開架　西館2階 375.04||H 89 9201055127

58 教師のいらない授業のつくり方 / 若松俊介著. 明治図書出版 2020 開架　西館2階 375.1||W 21 9201055481

59
みんなで創ろう!主体的・対話的で深い学びのある道徳科の授業 / 柴田八重

子著.  (教育技術mook)
小学館 2019 開架　西館2階 375.35||SH 18 9201054718

60
小学校6年分の算数が教えられるほどよくわかる : なぜ?を解決! / 小杉拓也

著.  増補改訂版.
ベレ出版 2020 開架　西館2階 375.412||KO 89 9201054640

61 コンピテンシー・ベイスの家庭科カリキュラム / 鈴木明子編著. 東洋館出版社 2019 開架　西館2階 375.5||SU 96 9201055105

62
探究学習 : 授業実践史をふまえて / 幸田国広編.  (ことばの授業づくりハン

ドブック)
溪水社 2020 開架　西館2階 375.8||KO 16 9201056037

63
その問いは、文学の授業をデザインする : 中学校・高等学校国語科 / 松本

修, 桃原千英子編著.
明治図書出版 2020 開架　西館2階 375.8||MA 81 9201052328

64
国語力のある子どもに育てる3つのルールと3つの方法 / 水島酔[著].  (ディ

スカヴァー携書 ; 026)

ディスカヴァー・

トゥエンティワン
2008 開架　西館2階 375.8||MI 96 9201055754

65
幼・小・中・高の発達を視野に入れた国語単元学習の展開 : 「主体的・対

話的で深い学び」の実現を目指して / 世羅博昭編著.
溪水社 2019 開架　西館2階 375.8||SE 81 9201056004

66 国語が得意科目になる「印つけ」読解法 / 藤岡豪志 [著].
ディスカヴァー・

トゥエンティワン
2016 開架　西館2階 375.82||F 65 9201055878

67 高等学校国語科の教科構造 : 戦後半世紀の展開 / 幸田国広著. 溪水社 2011 開架　西館2階 375.84||KO 16 9201056048

68
小学校6年生までに必要な作文力が1冊でしっかり身につく本 / 安藤英明監

修.
かんき出版 2019 開架　西館2階 375.86||A 47 9201054720

69 英語教育 : 実践から理論へ / 米山朝二著.  改訂増補版. 松柏社 2002 開架　西館2階 375.893||Y 84 9201052807
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70
障害児教育福祉史の資料集成 : 戦前の劣等児・精神薄弱児教育 / 小川英彦

著.
三学出版 2020 開架　西館2階 378.021||O 24 9201054935

71 高橋潔と大阪市立聾唖学校 : 手話を守り抜いた教育者たち / 川渕依子著. サンライズ出版 2010 開架　西館2階 378.2||KA 91 9201055036

72
子どもの放課後にかかわる人のQ&A50 : 遊ぶ・暮らす : 子どもの力になる

プレイワーク実践 / プレイワーク研究会編.
学文社 2017 開架　西館2階 379.3||P 97 9201054888

73
独学大全 : 絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技法 /

読書猿著.
ダイヤモンド社 2020 開架　西館2階 379.7||D 83 9201056050

74 世界基準の子どもを育てる成功する家庭教育最強の教科書 / 廣津留真理著. 講談社 2018 開架　西館2階 379.9||H 75 9201055867

75 92歳の現役保育士が伝えたい親子で幸せになる子育て / 大川繁子著. 実務教育出版 2019 開架　西館2階 379.9||O 46 9201055812

76

自分でできる子に育つほめ方叱り方 : モンテッソーリ教育・レッジョ・エ

ミリア教育を知り尽くしたオックスフォード児童発達学博士が語る / 島村

華子[著].

ディスカヴァー・

トゥエンティワン
2020 開架　西館2階 379.9||SH 39 9201055834

77 江戸文化から見る男娼と男色の歴史 / 安藤優一郎監修. カンゼン 2019 開架　西館2階 384.7||A 47 9201054742

78 日本男色物語 : 奈良時代の貴族から明治の文豪まで / 武光誠監修. カンゼン 2015 開架　西館2階 384.7||TA 63 9201054731

79 「育ちがいい人」だけが知っていること / 諏内えみ著. ダイヤモンド社 2020 開架　西館2階 385.9||SU 73 9201054081

80 とてつもない数学 / 永野裕之著. ダイヤモンド社 2020 開架　西館2階 410.4||N 16 9201055537

81 ルート4 / 日本お笑い数学協会著.  (笑う数学 / 日本お笑い数学協会著) KADOKAWA 2020 開架　西館2階 410.4||N 71 9201055845

82 笑う数学 / 日本お笑い数学協会著. KADOKAWA 2018 開架　西館2階 410.4||N 71 9201054057

83
1日1ページ数学の教養365 / クリフォード・A. ピックオーバー著 ; 佐藤聡

訳.
ニュートンプレス 2020 開架　西館2階 410.4||P 59 9201054662



No. 資料情報 巻号 出版社 出版年 配置場所 請求記号 資料ID

84 合格ナビ!数学検定1級1次解析・確率統計 / 江川博康著. 東京図書 2018 開架　西館2階 410.7||E 29 9201055173

85 微分積分 / 中村力著.  (数学検定1級準拠テキスト) 森北出版 2016 開架　西館2階 410.7||N 37 9201055162

86 完全ガイド!数学検定1級 : 出題パターン徹底研究 / 中村力著. 森北出版 2018 開架　西館2階 410.7||N 37 9201055151

87 ビジネス数学検定 : 新しいビジネスのかたち / 日本数学検定協会編. 創成社 2006 開架　西館2階 410.7||N 71 9201056061

88
実践!ビジネス数学2nd : ビジネス数学検定2級公式テキスト / 日本数学検定

協会編.
日経BP社 2012 開架　西館2階 410.7||N 71 9201054753

89 「実践」ビジネス数学検定3級 : 公式テキスト / 日本数学検定協会編. 日経BP社 2017 開架　西館2階 410.7||N 71 9201054638

90
ストローとモールでつくる幾何学オブジェ : 100均グッズで学ぶ多面体 / 日

本数学検定協会著.
日本数学検定協会 2018 開架　西館2階 414.13||N 71 9201054695

91 ベイズ統計の理論と方法 / 渡辺澄夫著. コロナ社 2012 開架　西館2階 417||W 46 9201055116

92 月と暮らす。 : 月を知り、月のリズムで / 藤井旭著.  新版. 誠文堂新光社 2019 開架　南館2階 446||F 57 9201055993

93 味覚と嗜好のサイエンス / 伏木亨著.  (京大人気講義シリーズ) 丸善 2008 開架　南館2階 491.377||F 96 9201058770

94 親切は脳に効く / デイビッド・ハミルトン著 ; 堀内久美子訳. サンマーク出版 2018 開架　南館2階 491.45||H 89 9201055787

95
はたらくホルモン : 人生が変わるホルモンコントロール術 : 朝1杯の牛乳が

夜の睡眠を変える / 工藤孝文著.
講談社 2020 開架　南館2階 491.45||KU 17 9201055003

96
オキシトシンがつくる絆社会 : 安らぎと結びつきのホルモン / シャスティ

ン・ウヴネース・モベリ著 ; 大田康江訳.
晶文社 2018 開架　南館2階 491.45||MO 11 9201055856

97
ネガティブ・ケイパビリティ : 答えの出ない事態に耐える力 / 帚木蓬生著.

(朝日選書 ; 958)
朝日新聞出版 2017 開架　南館2階 493.7||H 14 9201052421
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98 わたしで最後にして : ナチスの障害者虐殺と優生思想 / 藤井克徳著. 合同出版 2018 開架　南館2階 498.2||F 57 9201055025

99 図解眠れなくなるほど面白い自律神経の話 / 小林弘幸著. 日本文芸社 2020 開架　南館2階 498.3||KO 12 9201055914

100
精神科医が教えるストレスフリー超大全 : 人生のあらゆる「悩み・不安・

疲れ」をなくすためのリスト / 樺沢紫苑著.
ダイヤモンド社 2020 開架　南館2階 498.39||KA 11 9201054786

101
整う食事 : たんぱく質リッチでムダ食い・肥えグセ・不安が消える! / 豊永

彩子著.
実業之日本社 2020 開架　南館2階 498.58||TO 88 9201055903

102 入門都市計画 : 都市の機能とまちづくりの考え方 / 谷口守著. 森北出版 2014 開架　南館2階 518.8||TA 87 9201052341

103 CHOICE : 自分で選びとるための「性」の知識 / シオリーヌ著. イースト・プレス 2020 開架　南館2階 598.2||SH 75 9201056083

104 農業地理学 / デイビッド・グリッグ著 ; 山本正三 [ほか] 訳. 農林統計協会 1998 開架　南館2階 612.9||G 85 9201076054

105
けっきょく、よはく。 : 余白を活かしたデザインレイアウトの本 /

ingectar-e著.
ソシム 2018 開架　南館2階 674.3||I 54 9201055925

106
ほんとに、フォント。 : フォントを活かしたデザインレイアウトの本 /

ingectar-e著.
ソシム 2019 開架　南館2階 674.3||I 54 9201055936

107
観光の地理学 = Geography of tourism / 立命館大学地理学教室編.  (立命館

大学人文学企画叢書 ; 04)
文理閣 2015 開架　南館2階 689.04||R 48 9201052352

108
感性は感動しない : 美術の見方、批評の作法 / 椹木野衣著.  (教養みらい選

書 ; 003)
世界思想社 2018 開架　南館2階 704||SA 97 9201052432

109 かわいい江戸の絵画史 / 金子信久監修. エクスナレッジ 2020 開架　南館2階 721.025||KA 53 9201054764

110 江戸かわいい動物 / 金子信久著.  (たのしい日本美術) 講談社 2015 開架　南館2階 721.025||KA 53 9201054775
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111 合唱のための実践練習書 / 古橋富士雄, 武田雅博著
混声合唱

編

ヤマハミュージッ

クエンタテインメ

ントホールディン

グス出版部

2018 開架　南館2階 767.4||F 93 9201054605

112 合唱のための実践練習書 / 古橋富士雄, 武田雅博著
女声・男

声合唱編

ヤマハミュージッ

クエンタテインメ

ントホールディン

グス出版部

2018 開架　南館2階 767.4||F 93 9201054593

113 育成編 : Itoh IM method / 伊東恵司著.  (合唱エクササイズ) カワイ出版 2017 開架　南館2階 767.4||I 89 9201054616

114 指導編 : Shimizu method / 清水雅彦著 (合唱エクササイズ) 2 カワイ出版 2017 開架　南館2階 767.4||SH 49||2 9201054627

115 日本の合唱史 / 戸ノ下達也, 横山琢哉編著. 青弓社 2011 開架　南館2階 767.4||TO 63 9201056072

116 見えないスポーツ図鑑 / 伊藤亜紗, 渡邊淳司, 林阿希子著. 晶文社 2020 開架　南館2階 780||I 89 9201055468

117 弓道基本と上達法 / 福呂淳監修.  (パーフェクトレッスンブック) 実業之日本社 2017 開架　南館2階 789.5||F 82 9201054913

118 弓道と身体 : カラダの「中」の使い方 / 守屋達一郎著. BABジャパン 2018 開架　南館2階 789.5||MO 72 9201056026

119
対話原理と第二言語の習得と教育 : 第二言語教育におけるバフチン的アプ

ローチ / 西口光一著.
くろしお出版 2015 開架　南館2階 807||N 81 9201055047

120 学のデザイン : 日本語教育 / 神吉宇一編著 ; 名嶋義直 [ほか] 著. 凡人社 2015 開架　南館2階 810.7||KA 39 9201054992

121 文芸オタクの私が教えるバズる文章教室 / 三宅香帆著.  (Sanctuary books)
サンクチュアリ出

版
2019 開架　南館2階 816||MI 76 9201054092

122
理想のリスニング : 「人間的モヤモヤ」を聞きとる英語の世界 / 阿部公彦

著.
東京大学出版会 2020 開架　南館2階 831.1||A 12 9201055058
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123 差異を読む : 現代批評理論の展開 / 武田悠一著. 彩流社 2018 開架　南館2階 901||TA 59 9201052410

124 文学のトリセツ : 「桃太郎」で文学がわかる! / 小林真大著. 五月書房新社 2020 開架　南館2階 901.01||KO 12 9201054137

125
アダプテーションとは何か : 文学/映画批評の理論と実践 / 岩田和男, 武田

美保子, 武田悠一編.
世織書房 2017 開架　南館2階 904||I 97 9201052363

126
ボーイズラブが生まれる場所 / 溝口彰子著.  (BL進化論 / 溝口彰子著 ; 対話

篇)
宙出版 2017 開架　南館2階 910.26||MI 93 9201055765

127 ボーイズラブが社会を動かす / 溝口彰子著.  (BL進化論 / 溝口彰子著) 太田出版 2015 開架　南館2階 910.26||MI 93 9201055776

128 夏の雲は忘れない : ヒロシマ・ナガサキ一九四五年 / 夏の会編. 大月書店 2020 開架　南館2階 911.56||N 58 9201054104

129 偶然仕掛け人 / ヨアブ・ブルーム著 ; 高里ひろ訳. 集英社 2019 軽読書　南館１階 ||B 59 9201054115

130 大河の一滴 / 五木寛之 [著].  (幻冬舎文庫) 幻冬舎 1999 軽読書　南館１階 ||I 91 9201055617

131 パリの国連で夢を食う。 / 川内有緒 [著].  (幻冬舎文庫) 幻冬舎 2017 軽読書　南館１階 ||KA 98 9201055606

132 砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない / 桜庭一樹 [著].  (角川文庫 ; 15565) 角川書店 2009 軽読書　南館１階 ||SA 46 9201054068

133 欲が出ました / ヨシタケシンスケ著. 新潮社 2020 軽読書　南館１階 ||Y92 9201055526

134 教育 / 稲葉茂勝著.  (SDGsのきほん : 未来のための17の目標 ; 5 ; 目標4) ポプラ社 2020 児童書　南館１階 J37||I 51 9201054673

135
ユーキャンの保育士これだけ!一問一答&要点まとめ / ユーキャン保育士試

験研究会編
2021年版

ユーキャン学び出

版
2020 就職支援　西館2階 C37||Y 97||2021 9205006888

136 ゼロから始めるロシア語 : 文法中心 / 長野俊一著. 三修社 2005
グローバルスクエア

北館2階
885||N 16 9201054981



No. 資料情報 巻号 出版社 出版年 配置場所 請求記号 資料ID

137 TOEIC L&Rテスト究極の模試600問+ / ヒロ前田著. アルク 2020
グローバルスクエア

北館2階
C83||MA 26 9205007151

138 英検準1級過去6回全問題集 : 文部科学省後援
2020年度

版
旺文社 2010

グローバルスクエア

北館2階
C83||O 14||2020 9205006786

139 独検5級・4級レベル重要単語1100 / 石崎朝子著. 語研 2019
グローバルスクエア

北館2階
C84||I 84 9205006797

140 独検対策4級・3級問題集 / 恒吉良隆編著.  4訂版. 白水社 2016
グローバルスクエア

北館2階
C84||TS 79 9205007162

141 なんのために学ぶのか / 池上彰著.  (SB新書 ; 504) SBクリエイティブ 2020 新書　南館2階 002||I 33 9201055708

142 本を読む人だけが手にするもの / 藤原和博著.  (ちくま文庫） 筑摩書房 2020 新書　南館2階 019||F 56 9201055652

143
触れることの科学 : なぜ感じるのかどう感じるのか / デイヴィッド・J・リ

ンデン著 ; 岩坂彰訳.  (河出文庫）
河出書房新社 2019 新書　南館2階 141.24||L 63 9201055561

144 思考は現実化する / ナポレオン・ヒル著 ; 田中孝顕訳 上 きこ書房 2014 新書　南館2階 159||H 58||1 9201055583

145 思考は現実化する / ナポレオン・ヒル著 ; 田中孝顕訳 下 きこ書房 2014 新書　南館2階 159||H 58||2 9201055594

146
数学的思考トレーニング : 問題解決力が飛躍的にアップする48問 / 深沢真

太郎著.  (PHPビジネス新書 ; 421)
PHP研究所 2021 新書　南館2階 336.2||F 72 9201061216

147
誕生日を知らない女の子 : 虐待-その後の子どもたち / 黒川祥子著.  (集英社

文庫）
集英社 205 新書　南館2階 367.6||KU 74 9201055630

148 毒親と絶縁する / 古谷経衡著.  (集英社新書 ; 1041E) 集英社 2020 新書　南館2階 371.4||F 95 9201055743

149
文系もハマる数学 : 読み出したら止まらない! / 横山明日希著.  (青春新書

PLAY BOOKS）
青春出版社 2020 新書　南館2階 410.4||Y 79 9201055971

150
快感回路 : なぜ気持ちいいのかなぜやめられないのか / デイヴィッド・J・

リンデン著 ; 岩坂彰訳.  (河出文庫 ; [リ3
河出書房新社 2014 新書　南館2階 491.371||L 63 9201055550
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151 「発達障害」と言いたがる人たち / 香山リカ著.  (SB新書 ; 437) SBクリエイティブ 2018 新書　南館2階 493.76||KA 98 9201055696

152 サイコパス / 中野信子著.  (文春新書 ; 1094) 文藝春秋 2016 新書　南館2階 493.76||N 39 9201055628

153 感染症の日本史 / 磯田道史著.  (文春新書 ; 1279) 文藝春秋 2020 新書　南館2階 493.8||I 85 9201055958

154
「セロトニン脳」健康法 : 呼吸、日光、タッピングタッチの驚くべき効果 /

有田秀穂, 中川一郎[著].  (講談社+α新書）
講談社 2009 新書　南館2階 498.39||A 77 9201055685

155
感染地図 : 歴史を変えた未知の病原体 / S・ジョンソン著 ; 矢野真千子訳.

(河出文庫）
河出書房新社 2017 新書　南館2階 498.6||J 64 9201055572

156 宇宙飛行士に学ぶ心の鍛え方 / 古川聡著.  (マイナビ新書) マイナビ 2013 新書　南館2階 538.9||F 93 9201055960

157 オードリー・ヘップバーンという生き方 / 山口路子著.  (新人物文庫) 新人物往来社 2012 新書　南館2階 778.28||Y 24 9201055641

158
風のなかの挨拶 : 女声合唱とピアノのための / 信長貴富作曲 ; 佐々木幹郎

詩.
音楽之友社 2017 大型　西館2階 767.4||N 91 9201054183

159
鉄道組曲 : 混声合唱とピアノのための / 信長貴富作曲 = Railway suite : for

mixed chorus and piano / music by Takatomi Nobunaga.
音楽之友社 2020 大型　西館2階 767.4||N 91 9201055947

160 悲しみ色のスケッチ : 女声合唱曲集 / ゆきやなぎれい作詩 ; 信長貴富作曲. カワイ出版 2018 大型　西館2階 767.4||N 91 9201054172

161

百年後 : タゴールの三つの詩 : 女声合唱とピアノのための / ラビンドラナー

ト・タゴール詩 ; 森本達雄訳詩 ; 信長貴富作曲 = A hundred years hence :

three poems by Tagore, for female chorus and piano / poems by

Rabindranath Tagore ; Japanese translation by Tatsuo Morimoto ; music

by Takatomi Nobunaga.

音楽之友社 2015 大型　西館2階 767.4||N 91 9201054571

162 妖精の市場 : 女声合唱曲集 / 横山潤子作曲, 2013. カワイ出版 2013 大型　西館2階 767.4||Y 79 9201054582


