
４月の新着図書

タイトル 編著者名 出版者 請求記号

文庫・新書

1 吉田茂 : 戦後日本の設計者 (朝日選書) 保阪正康著 朝日新聞出版 080/A82/995

2 漱石と鉄道 (朝日選書) 牧村健一郎著 朝日新聞出版 080/A82/996

3 大学改革の迷走 (ちくま新書:1451) 佐藤郁哉著 筑摩書房 080/C44/1451

4 子どもたちに語る日中二千年史 (ちくまプリマー新書:346) 小島毅著 筑摩書房 080/C44/346

5 科学の最前線を切りひらく! (ちくまプリマー新書:347) 川端裕人著 筑摩書房 080/C44/347

6
英語バカのすすめ : 私はこうして英語を学んだ (ちくまプリマー新
書:348)

横山雅彦著 筑摩書房 080/C44/348

7 伊藤若冲 (ちくまプリマー新書:349. よみがえる天才:1) 辻惟雄著 筑摩書房 080/C44/349

8 百年戦争 : 中世ヨーロッパ最後の戦い (中公新書:2582) 佐藤猛著 中央公論新社 080/C64/2582

9
鉄道のドイツ史 : 帝国の形成からナチス時代、そして東西統一へ (中
公新書:2583)

鴋澤歩著 中央公論新社 080/C64/2583



10 椿井文書 : 日本最大級の偽文書 (中公新書:2584) 馬部隆弘著 中央公論新社 080/C64/2584

11 徒然草 : 無常観を超えた魅力 (中公新書:2585) 川平敏文著 中央公論新社 080/C64/2585

12 東アジアの論理 : 日中韓の歴史から読み解く (中公新書:2586) 岡本隆司著 中央公論新社 080/C64/2586

13
草原の制覇 : 大モンゴルまで (岩波新書:新赤版 1806. シリーズ中国
の歴史:3)

古松崇志 岩波書店 080/I95/1806

14 短歌 2 (岩波新書:新赤版 1813-. 大岡信『折々のうた』選) 水原紫苑編 岩波書店 080/I95/1814

15 教育は何を評価してきたのか (岩波新書:新赤版 1829) 本田由紀著 岩波書店 080/I95/1829

16 読解力を身につける (岩波ジュニア新書:914) 村上慎一著 岩波書店 080/I95/914

17
きみのまちに未来はあるか? : 「根っこ」から地域をつくる (岩波ジュニ
ア新書:915)

除本理史, 佐無田光著 岩波書店 080/I95/915

18 合コンの社会学 (光文社新書:331) 北村文, 阿部真大著 光文社 080/Ko14/331

19
国富論 : 国民の富の性質と原因に関する研究 上 (講談社学術文
庫:[2562])

アダム・スミス [著]/高哲男
訳

講談社 080/Ko19/2562

20 ペルシア人の手紙 (講談社学術文庫:[2564])
シャルル=ルイ・ド・モンテス
キュー [著]/田口卓臣訳

講談社 080/Ko19/2564

21
22世紀を見る君たちへ : これからを生きるための「練習問題」 (講談
社現代新書:2565)

平田オリザ著 講談社 080/Ko19/2565

22
日本文化の核心 : 「ジャパン・スタイル」を読み解く (講談社現代新
書:2566)

松岡正剛著 講談社 080/Ko19/2566



23 全体性と無限 (講談社学術文庫:[2566])
エマニュエル・レヴィナス
[著]/藤岡俊博訳

講談社 080/Ko19/2566

24 空海の哲学 (講談社現代新書:2567) 竹村牧男著 講談社 080/Ko19/2567

25 レヴィナス : 「顔」と形而上学のはざまで (講談社学術文庫:[2567]) 佐藤義之 [著] 講談社 080/Ko19/2567

26
仕事の未来 : 「ジョブ・オートメーション」の罠と「ギグ・エコノミー」の現
実 (講談社現代新書)

小林雅一著 講談社 080/Ko19/2569

27 ルイ・ボナパルトのブリュメール18日 (講談社学術文庫:[2569])
カール・マルクス [著]/丘沢
静也訳

講談社 080/Ko19/2569

28 離婚の経済学 : 愛と別れの倫理 (講談社現代新書) 橘木俊詔, 迫田さやか著 講談社 080/Ko19/2570

29 レイシズム (講談社学術文庫:[2570])
ルース・ベネディクト [著]/阿
部大樹訳

講談社 080/Ko19/2570

30 日本文法 : 口語篇・文語篇 (講談社学術文庫:[2607]) 時枝誠記 [著] 講談社 080/Ko19/2607

31 市川團十郎代々 (講談社学術文庫:[2608]) 服部幸雄 [著] 講談社 080/Ko19/2608

32 最澄と天台教団 (講談社学術文庫:[2609]) 木内堯央 [著] 講談社 080/Ko19/2609

33 万葉集原論 (講談社学術文庫:[2610]) 中西進 [著] 講談社 080/Ko19/2610

34
ガリレオの求職活動ニュートンの家計簿 : 科学者たちの生活と仕事
(講談社学術文庫:[2611])

佐藤満彦 [著] 講談社 080/Ko19/2611

35 現代日本人の意識構造 第9版 (NHKブックス:1260) NHK放送文化研究所編 NHK出版 080/N77/1260



36 アンの愛情 (新潮文庫:965, モ-4-43. 赤毛のアン・シリーズ:3) モンゴメリ [著]/村岡花子訳 新潮社 080/Sh61/モ4-43

37 ラモックス : ザ・スタービースト (創元推理文庫:918-8)
ロバート・A・ハインライン著/
大森望訳

東京創元社 080/So27/SFハ1-8

38 荻生徂徠全詩 1 (東洋文庫:900)
[荻生徂徠著]/荒井健, 田口
一郎訳注

平凡社 080/To82/900

39 清和天皇 (人物叢書:[通巻304]) 神谷正昌著 吉川弘文館 289.1/J52/304

40 鶴屋南北 (人物叢書:[通巻305])
古井戸秀夫著/日本歴史学
会編

吉川弘文館 289.1/J52/305

41 アンガーマネジメント (日経文庫:1420:B135) 戸田久実著 日本経済新聞出版社 330/N73/1420

42 金融入門 第3版 (日経文庫:1421:A78) 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 330/N73/1421

43 ベーシック会社法入門 第8版 (日経文庫:1422) 宍戸善一著
日経BP日本経済新聞出
版本部/日経BPマーケ
ティング(発売)

330/N73/1422

一般書

1 東大塾IoT講義 喜連川優, 野城智也編 東京大学出版会 007.3/To17

2 児童サービス論 新訂版 (JLA図書館情報学テキストシリーズ3:6) 堀川照代編著 日本図書館協会 010.8/J55/11

3 図書館施設論 (JLA図書館情報学テキストシリーズ3:12)
中井孝幸, 川島宏, 柳瀬寛
夫著

日本図書館協会 010.8/J55/12

4 情報資源組織論 3訂版 (JLA図書館情報学テキストシリーズ3:9) 柴田正美, 高畑悦子著 日本図書館協会 010.8/J55/9



5 著作権とは何か : 文化と創造のゆくえ 改訂版 (集英社新書:1016A) 福井健策著 集英社 021.2/F76

6 西洋の名著との出会い : 「丸善」創業150周年記念稀覯書展
「丸善」創業150周年記念稀
覯書展実行委員会編

丸善雄松堂 026/Se19

7 その話、諸説あります。 (NATIONAL GEOGRAPHIC)
ナショナルジオグラフィック
編/鈴木悠介[ほか]監修

日経ナショナルジオグラ
フィック社/日経BPマーケ
ティング(発売)

049/So46

8
生の肯定 : ニーチェによるニヒリズムの克服 (叢書・ウニベルシタ
ス:1110)

バーナード・レジンスター
[著]/岡村俊史, 竹内綱史,
新名隆志訳

法政大学出版局 080/So84/1110

9
世界の終わりの後で : 黙示録的理性批判 (叢書・ウニベルシタ
ス:1111)

ミカエル・フッセル [著]/西山
雄二 [ほか] 訳

法政大学出版局 080/So84/1111

10 詩編注解 3 (アウグスティヌス著作集:18-1, 18-2, 19-1, 20-1)
[アウグスティヌス著]/今義
博 [ほか] 訳

教文館 132.1/A96/19-1

11
生まれてきたことが苦しいあなたに : 最強のペシミスト・シオランの思
想 (星海社新書:158)

大谷崇著 星海社/講談社(発売) 139.3/O84

12 世界は感情で動く : 行動経済学からみる脳のトラップ
マッテオ・モッテルリーニ著/
泉典子訳

紀伊國屋書店 141.6/Mo95

13
結局、自分のことしか考えない人たち : 自己愛人間への対応術 (草
思社文庫)

サンディ・ホチキス著/江口
泰子訳

草思社 145.7/H96

14 なんで僕に聞くんだろう。 幡野広志著 幻冬舎 159/H42

15 誰にも相談できません : みんなのなやみぼくのこたえ 高橋源一郎著 毎日新聞出版 159/Ta33

16 人類はなぜ「神」を生み出したのか?
レザー・アスラン著/白須英
子訳

文藝春秋 162/A92

17 宗教に明日はあるか? : 宗教間対話座談会

安蘇谷正彦著 ; 坂本堯著 ;
眞田芳憲著 ; 竹村牧男著 ;
ホアン・マシア著 ; 森章司著
; 中央学術研究所編

佼成出版社 165/Sh99



18 教区のあゆみ
日本聖公会中部教区歴史
編纂委員編

日本聖公会中部教務所 198.4/Ky4

19 「世界史」をいかに語るか : グローバル時代の歴史像 成田龍一, 長谷川貴彦編 岩波書店 209/Se22

20 日本の古墳はなぜ巨大なのか : 古代モニュメントの比較考古学 国立歴史民俗博物館 [ほか] 編吉川弘文館 209.3/N77

21
ことりっぷMagazin :  外国みたいな場所へ Vol.24(2020/Spring) (こと
りっぷmook)

昭文社 209.9/Ko94/24

22 にほんとニッポン : 読みとばし日本文化譜 松岡正剛著 工作舎 210.04/Ma86

23
幕末・開国期の国際関係 (歴史史料大系:第1期. 近・現代の日本 : 西
欧・アジアとの関係を探る:第1巻)

歴史教科書教材研究会編
集

学校図書出版 210.08/R25/1

24
財閥の形成と昭和恐慌 (歴史史料大系:第1期. 近・現代の日本 : 西
欧・アジアとの関係を探る:第10巻)

歴史教科書教材研究会編
集

学校図書出版 210.08/R25/10

25
戦前外交の曲折と満州事変 (歴史史料大系:第1期. 近・現代の日本 :
西欧・アジアとの関係を探る:第11巻)

歴史教科書教材研究会編
集

学校図書出版 210.08/R25/11

26
中国での戦争 (歴史史料大系:第1期. 近・現代の日本 : 西欧・アジア
との関係を探る:第12巻/太平洋戦争:1)

歴史教科書教材研究会編
集

学校図書出版 210.08/R25/12

27
韓国・朝鮮関係 (歴史史料大系:第1期. 近・現代の日本 : 西欧・アジ
アとの関係を探る:第13巻/太平洋戦争:2)

歴史教科書教材研究会編
集

学校図書出版 210.08/R25/13

28
アジア各地での戦争 (歴史史料大系:第1期. 近・現代の日本 : 西欧・
アジアとの関係を探る:第14巻/太平洋戦争:3)

歴史教科書教材研究会編 学校図書出版 210.08/R25/14

29
太平洋戦争下の日本 (歴史史料大系:第1期. 近・現代の日本 : 西欧・
アジアとの関係を探る:第15巻)

歴史教科書教材研究会編
集

学校図書出版 210.08/R25/15

30
国際社会への復帰 (歴史史料大系:第1期. 近・現代の日本 : 西欧・ア
ジアとの関係を探る:第16巻)

歴史教科書教材研究会編
集

学校図書出版 210.08/R25/16



31
激動の幕末と明治維新 (歴史史料大系:第1期. 近・現代の日本 : 西
欧・アジアとの関係を探る:第2巻)

歴史教科書教材研究会編
集

学校図書出版 210.08/R25/2

32
立憲国家への道 (歴史史料大系:第1期. 近・現代の日本 : 西欧・アジ
アとの関係を探る:第3巻)

歴史教科書教材研究会編
集

学校図書出版 210.08/R25/3

33
条約改正と日清戦争 (歴史史料大系:第1期. 近・現代の日本 : 西欧・
アジアとの関係を探る:第4巻)

歴史教科書教材研究会編
集

学校図書出版 210.08/R25/4

34 中世の富と権力 : 寄進する人びと (歴史文化ライブラリー:497) 湯浅治久著 吉川弘文館 210.08/R25/497

35
石に刻まれた江戸時代 : 無縁・遊女・北前船 (歴史文化ライブラ
リー:498)

関根達人著 吉川弘文館 210.08/R25/498

36
義和団事件と日露戦争 (歴史史料大系:第1期. 近・現代の日本 : 西
欧・アジアとの関係を探る:第5巻)

歴史教科書教材研究会編
集

学校図書出版 210.08/R25/5

37
韓国併合 (歴史史料大系:第1期. 近・現代の日本 : 西欧・アジアとの
関係を探る:第6巻)

歴史教科書教材研究会編
集

学校図書出版 210.08/R25/6

38
満州特殊権益と米国排日運動 (歴史史料大系:第1期. 近・現代の日
本 : 西欧・アジアとの関係を探る:第7巻)

歴史教科書教材研究会編
集

学校図書出版 210.08/R25/7

39
第一次世界大戦と関東大震災 (歴史史料大系:第1期. 近・現代の日
本 : 西欧・アジアとの関係を探る:第8巻)

歴史教科書教材研究会編
集

学校図書出版 210.08/R25/8

40
大正デモクラシーと社会運動の激化 (歴史史料大系:第1期. 近・現代
の日本 : 西欧・アジアとの関係を探る:第9巻)

歴史教科書教材研究会編
集

学校図書出版 210.08/R25/9

41
庄内藩の東海道道中日記 : 享保・寛保・寛政御上京史料集 (中京大
学経済学研究叢書:第28輯)

阿部英樹著 中京大学経済学部 212.5/A12

42 教養の東南アジア現代史 川中豪, 川村晃一編著 ミネルヴァ書房 223/Ｋｙ7

43
世界から消えゆく場所 : 万里の長城からグレート・バリア・リーフまで
(ナショナルジオグラフィック)

トラビス・エルボラフ, マー
ティン・ブラウン著/湊麻里訳

日経ナショナルジオグラ
フィック社/日経BPマーケ
ティング (発売)

290/E45



44 花咲く千年桜 : 民陶の里でお買い物 第44巻4号 (旅の手帖) 交通新聞社 291/Ta12/2020

45 アートにふれる旅 : ザ大阪 第44巻5号 (旅の手帖) 交通新聞社 291/Ta12/2020

46 君は韓国のことを知っていますか? : もう一つの韓国論 鈴木崇巨著 春秋社 302.21/Su96

47 <ロシア的なるもの>の探求 (社研叢書:46)
中京大学社会科学研究所ロ
シア研究部会編

中京大学先端共同研究
機構社会科学研究所

302.38/R72

48 それを、真 (まこと) の名で呼ぶならば : 危機の時代と言葉の力
レベッカ・ソルニット [著]/渡
辺由佳里訳

岩波書店 302.53/So34

49 ア・ピース・オブ・警句 : 5年間の「空気の研究」2015-2019 小田嶋隆著
日経BP/日経BPマーケ
ティング(発売)

304/O17

50 サル化する世界 内田樹著 文藝春秋 304/U14

51 日本のオルタナティブ : 壊れた社会を再生させる18の提言 金子勝 [ほか] 著 岩波書店 312.1/N77

52
新・判例解説watch 2020年4月 (法学セミナー増刊. 速報判例解説:v.
10-26)

新・判例解説編集委員会編 日本評論社 320.98/So32

53 はじめての法律学 : HとJの物語 第6版 (有斐閣アルマ:Basic)
松井茂記, 松宮孝明, 曽野
裕夫著

有斐閣 321/H16

54 法の世界へ 第8版 (有斐閣アルマ:Interest) 池田真朗 [ほか] 著 有斐閣 321/H85

55 いちばんやさしい憲法入門 第6版 (有斐閣アルマ:Interest) 初宿正典 [ほか] 著 有斐閣 323.14/I13

56 親族・相続 第6版 (有斐閣アルマ:Specialized. 民法:7)
高橋朋子, 床谷文雄, 棚村
政行著

有斐閣 324/Ma79



57 民事執行・保全法 第6版 (有斐閣アルマ:Specialized)
上原敏夫, 長谷部由起子,
山本和彦著

有斐閣 327.3/Mi44

58 試される正義の秤 : 南アジアの開発と司法 (南山大学学術叢書) 佐藤創著 名古屋大学出版会 327.925/

59
資料集 : 日中経済知識交流会(1979年～2000年) (現代中国研究拠
点研究シリーズ:no. 20. ISS contemporary Chinese studies)

伊藤 博著
東京大学社会科学研究
所現代中国研究拠点

330.6/I89

60 アフリカ女性の国際移動 (研究双書:no. 641) 児玉由佳編 アジア経済研究所 330.8/A27/641

61 アジア国際産業連関表の評価と応用可能性 (研究双書:no. 642) 桑森啓編 アジア経済研究所 330.8/A27/642

62 マクロ計量モデル : その利用と応用 (アジ研選書:no. 54) 植村仁一編 アジア経済研究所 331.1/Ｍａ38

63 ポール・ローマーと経済成長の謎
デヴィッド・ウォルシュ著/小
坂恵理訳

日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

331.2/W39

64 不平等と再分配の経済学 : 格差縮小に向けた財政政策 トマ・ピケティ著/尾上修悟訳 明石書店 331.85/P64

65 第4次産業革命と日本経済 : 経済社会の変化と持続的成長 矢野誠編 東京大学出版会 332.107/D28

66 スティグリッツPROGRESSIVE CAPITALISM
ジョセフ・E.スティグリッツ著/
山田美明訳

東洋経済新報社 332.53/St6

67 2050年世界人口大減少
ダリル・ブリッカー, ジョン・イ
ビットソン著/倉田幸信訳

文藝春秋 334.3/B73

68
実務目線からみた事業承継の実務 : 知っておくべき重要事例51 3訂
版

岡野訓 [ほか] 共著 大蔵財務協会 335.13/J55

69 こんな会社で働きたい 兵庫編
クロスメディアHR総合研究
所[編]

クロスメディア・パブリッシ
ング/インプレス(発売)

335.216/Ko75



70 ベーシック経済法 : 独占禁止法入門 第5版 (有斐閣アルマ:Basic) 川濵昇 [ほか] 著 有斐閣 335.57/B39

71 経済法 : 独占禁止法と競争政策 第9版 (有斐閣アルマ:Specialized) 岸井大太郎 [ほか] 著 有斐閣 335.57/Ke29

72 新時代の経営入門 : 進化するマネジメント
崔英靖, 山崎正人, 折戸洋
子編著

晃洋書房, 2020.3 336/Sh63

73
ダイバーシティ・マネジメントに関する多角的研究 (大東文化大学経
営研究所研究叢書:38)

大東文化大学経営研究所
[編]

大東文化大学経営研究所 336.4/D14

74 留学生・日本で働く人のためのビジネスマナーとルール
武田聡子著/長崎清美著/
日本語教育研究所編

日本能率協会マネジメン
トセンター

336.49/Ta59

75
法人税における純資産の部 : 事例検討 : 資本金等の額及び利益積
立金額の企業会計と法人税との調整 2訂版

秋山忠人編著/秋山忠人
[ほか] 著

大蔵財務協会 336.983/H81

76
税目別解説判例から学ぶ税理士損害賠償責任 所得税・法人税・消
費税編

内田久美子, 堀招子編集代
表

大蔵財務協会 336.989/Ｚ2

77 変容するASEANの商業銀行 (アジ研選書:no. 56) 三重野文晴編 アジア経済研究所 338.22/H52

78
欧州通貨統合下のフランス金融危機 : 経済政策転換の現実から探
るEUの課題 (MINERVA現代経済学叢書:124)

尾上修悟著 ミネルヴァ書房 338.3/O67

79 ほけんのキホン : イラストでわかる生命保険 2019年10月改訂 生命保険文化センター 339.4/H82

80 遺族保障ガイド : 「万一」に備える生命保険活用術 2019年6月改訂 生命保険文化センター 339.4/I98

81 知っておきたい生命保険と税金の知識 2020年2月改訂 生命保険文化センター 339.4/Sh92

82
財政運営の時系列分析 : 財政をめぐる因果関係と財政赤字の持続
可能性 (神戸学院大学経済学研究叢書:22)

平井健之著 晃洋書房 342.1/H64



83 注解所得税法 6訂版 注解所得税法研究会編 大蔵財務協会 345.33/C64

84
Q&A遺言・遺産分割の形態と課税関係 : 相続に絡む相続税・所得
税・法人税

渡邉正則著 大蔵財務協会 345.53/W46

85 新しい地方財政論 新版 (有斐閣アルマ:Specialized) 中井英雄 [ほか] 著 有斐閣 349/A94

86 人は、なぜ他人を許せないのか? 中野信子著 アスコム 361.4/N39

87
はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ 第17版 (有斐閣アル
マ:Basic)

椋野美智子, 田中耕太郎著 有斐閣 364/Mu28

88 ねんきんガイド : 今から考える老後保障 2019年7月改訂 田村三雄 監修 生命保険文化センター 364.6/N64

89 ライフプラン情報ブック : データで考える生活設計 2020年2月改訂 生命保険文化センター 365/R12

90 ベーシック労働法 第8版 (有斐閣アルマ:Basic) 浜村彰 [ほか] 著 有斐閣 366.14/B39

91 労働法 第6版 (有斐閣アルマ)
浅倉むつ子,島田陽一,盛誠
吾著

有斐閣 366.14/R59

92 高齢社会日本の働き方改革 : 生涯を通じたより良い働き方に向けて
経済協力開発機構(OECD)
編著/井上裕介訳

明石書店 366.2/Ko79

93 大丈夫、働けます。 成澤俊輔著 ポプラ社 366.28/N52

94
「働き方改革」を超える : ジェンダー平等に指針を定めて (女性労働
研究:第64号)

女性労働問題研究会編
女性労働問題研究会/す
いれん舎 (発売)

366.38/J76/64

95 フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか (ポプラ新書:182) 堀内都喜子著 ポプラ社 366.7/H89



96
産業・組織心理学 : 経営とワークライフに生かそう! 改訂版 (有斐閣
アルマ:Specialized)

山口裕幸 [ほか] 著 有斐閣 366.94/Sa63

97 母と娘はなぜ対立するのか : 女性をとりまく家族と社会 阿古真理著 筑摩書房 367.21/A38

98 中高年ひきこもり (幻冬舎新書:さ-4-2, 579) 斎藤環著 幻冬舎 367.7/Sa25

99 社会的処方 西智弘編著 学芸出版社 369.04/Sh12

100 社会福祉政策 : 原理と展開 第4版 (有斐閣アルマ:Specialized) 坂田周一著 有斐閣 369.1/Sa37

101
「避難所運営マニュアル」に関する全国自治体郵送調査報告書 (DRI
調査研究レポート:vol. 44 (2019-01))

阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター369.3/D92

102 ど〜する防災 水害編 (Shinzansha booklet. 災害と法) 村中洋介著 信山社 369.3/Mu51

103 ど〜する防災 地震・津波編 (Shinzansha booklet. 災害と法) 村中洋介著 信山社 369.3/Mu51

104 災害からの避難 (危機管理レビュー:vol. 11)
日本防火・危機管理促進協
会編

日本防火・危機管理促進協会 369.3/Sa17

105
令和元年台風第19号(東日本台風)における災害対応の現地支援に
関する報告書 (DRI調査研究レポート:vol. 43 (2019-02))

阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター369.31/D92

106 大学生、福島を聴く : 東日本大震災と「心の復興」 橋口勝利著 関西大学出版部 369.31/H37

107
3.11を心に刻んで 2020 (岩波ブックレット:no. 865, 894, 920, 947, 963,
981, 995, 1021)

岩波書店編集部編 岩波書店 369.31/Sa67

108 奪われる子どもたち : 貧困から考える子どもの権利の話 富坂キリスト教センター編 教文館 369.4/U11



109 先生も大変なんです : いまどきの学校と教師のホンネ 江澤隆輔著 岩波書店 374.3/E96

110
迷走する教員の働き方改革 : 変形労働時間制を考える (岩波ブック
レット:No.1020)

内田良 [ほか] 著 岩波書店 374.37/Me26

111
大学のゼミから広がるキャリア : 構成主義に基づく「自分探し」の学習
環境デザイン

山本良太, 岩崎千晶, 岸磨
貴子編著

北大路書房 377.15/D16

112
多様性が拓く学びのデザイン : 主体的・対話的に他者と学ぶ教養教
育の理論と実践

佐藤智子, 高橋美能編著/
江口怜[ほか]著

明石書店 377.15/Ta98

113
東アジアの人文・社会科学における研究評価 : 制度とその変化 (ア
ジ研選書:no. 55)

佐藤幸人編 アジア経済研究所 377.15/Ｈ55

114
「青山日誌」 : 明治24年12月~31年3月 (青山学院一五〇年史編纂報
告:3)

青山学院資料センター150年
史編纂室編

青山学院150年史編纂委
員会

377.28/A58

115
大学生が狙われる50の危険 最新対応版 (青春新書PLAY
BOOKS:P-1159)

三菱総合研究所, 全国大学
生活協同組合連合会, 全国
大学生協共済生活協同組
合連合会著

青春出版社 377.9/D16

116
「うちの子は字が書けないかも」と思ったら : 発達性読み書き障害の
子の自立を考える

宇野彰著/千葉リョウコ漫画 ポプラ社 378/U77

117
客家族群與全球現象 : 華僑華人在「南側地域」的離散與現況 (Senri
ethnological reports:150)

河合洋尚, 張維安編 国立民族学博物館 382.22/H17

118 「家庭料理」という戦場 : 暮らしはデザインできるか? 久保明教著 コトニ社 383.8/Ku11

119 えげつない!寄生生物 成田聡子著 新潮社 468.4/N52

120 モノ申す人類学 長谷川眞理子著 青土社 469.04/H36



121 未来のルーシー : 人間は動物にも植物にもなれる 中沢新一, 山極寿一著 青土社 469.04/N46

122
健康・医療心理学入門 : 健康なこころ・身体・社会づくり (有斐閣アル
マ)

島井哲志, 長田久雄, 小玉
正博編

有斐閣 490.14/Ke45

123 呼吸器内科医が解説!新型コロナウイルス感染症COVID-19
粟野暢泰, 出雲雄大監修・
編集

医療科学社 493.87/Ko54

124 知的財産法 第9版 (有斐閣アルマ) 角田政芳, 辰巳直彦著 有斐閣 507.2/Su58

125 ふくしま原発作業員日誌 : イチエフの真実、9年間の記録 片山夏子著 朝日新聞出版 543.5/Ka84

126
アニメ聖地巡礼の行動特徴と地域施策 : 事例からの考察 (九州産業
大学産業経営研究所研究叢書:8)

大方優子, 岩崎達也, 津村
将章著

九州大学出版会 601.1/A49

127 農業経済学 第5版 (岩波テキストブックス) 荏開津典生, 鈴木宣弘著 岩波書店 611/E28

128 現代中国の農村発展と資源管理 : 村による集団所有と経営 山田七絵著 東京大学出版会 611.922/Ｙ19

129 コンビニチェーン進化史 (イースト新書:120) 梅澤聡著 イースト・プレス 673.86/U74

130 Q&A市街地近郊土地の評価 3訂版 松本好正著 大蔵財務協会 673.99/Ma81

131 メコン物流事情 : 地図とデータで読み解く 石田正美, 梅﨑創編著 文眞堂 674.5/Ｍｅ29

132 大阪都市交通要覧 平成27(2015)年版
関西鉄道協会都市交通研
究所編集

関西鉄道協会都市交通
研究所

681.8/O69

133 写実絵画の画家たち : ホキ美術館コレクション (別冊太陽) 平凡社 723.1/Sh11



134 ドラえもん論 : ラジカルな「弱さ」の思想 (ele-king books) 杉田俊介著
Pヴァイン/日販アイ・
ピー・エス (発売)

726.101/Su46

135 ミヤザキワールド : 宮崎駿の闇と光
スーザン・ネイピア著/仲達
志訳

早川書房 778.77/N49

136 カズのまま死にたい (新潮新書:851) 三浦知良著 新潮社 783.47/Mi67

137 わかりやすいラグビーのルール 日比野弘著 成美堂出版 783.48/H54

138 新敬語「マジヤバイっす」 : 社会言語学の視点から 中村桃子著 白澤社/現代書館 (発売) 814.9/N37

139
どうすれば論文・レポートが書けるようになるか : 学習者から学ぶピ
ア・レスポンス授業の科学

石黒圭編著/烏日哲編著/
井伊菜穂子著/鎌田美千子
著/胡芸群著/胡方方著/田
佳月著/黄均鈞著/布施悠
子著/村岡貴子著

ココ出版 816/D88

140 失礼な日本語 (ポプラ新書) 岩佐義樹著 ポプラ社 816/I96

141 ホメロス外典/叙事詩逸文集 (西洋古典叢書) ホメロス [著]/中務哲郎訳 京都大学学術出版会 908/Se19

142 「あの絵」のまえで 原田マハ著 幻冬舎 913.6/H32

143 暗い林を抜けて 黒川創著 新潮社 913.6/Ku74

144 アパレル興亡 黒木亮著 岩波書店 913.6/Ku75

145 Missing : 失われているもの 村上龍著 新潮社 913.6/Mu43



146 丸の内魔法少女ミラクリーナ 村田沙耶香著 KADOKAWA 913.6/Mu59

147 ポロック生命体 瀬名秀明著 新潮社 913.6/Se57

148 歴史に問い・今日を傷む (秦恒平・湖(うみ)の本:149. 流雲吐月:3) 秦恒平著 「湖(うみ)の本」版元 914.6/H41

149 達人、かく語りき (沢木耕太郎セッションズ<訊いて、聴く>) 岩波書店 914.6/Sa94

150 青春の言葉たち (沢木耕太郎セッションズ<訊いて、聴く>) 岩波書店 914.6/Sa94

151 4 Unique Girls : 特別なあなたへの招待状 山田詠美著 幻冬舎 914.6/Y19

152
教育は誰のものか そして、なぜ学ぶのか (言の葉大賞concept
book:2020新春号)

言の葉協会編集委員会編 言の葉協会 914.68/Ko94

153 韓国が嫌いで
チャン・ガンミョン著/吉良佳
奈江訳

ころから 929.13/C33

154 サンセット・パーク
ポール・オースター[著]/柴
田元幸訳

新潮社 933.7/A96


