
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
戦後日本の宗教史 : 天皇制・祖先崇拝・新宗
教 (筑摩選書:0116)

島田裕巳著 筑摩書房 162.1||Sh 216002794

2 江戸の売春 永井義男著 河出書房新社 384.7||Na 216002795

3
近代日本の就職難物語 : 「高等遊民」になる
けれど (歴史文化ライブラリー:428)

町田祐一著 吉川弘文館 377.9||Ma 216002796

4 意志薄弱の文学史 : 日本現代文学の起源 坂口周著
慶應義塾大学
出版会

910.26||Sa 216002797

5 近代日本の公衆浴場運動 川端美季著
法政大学出版
局

673.96||Ka 216002798

6
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 498.8||Am 216002799

7 ネコになってしまえばいい 心屋仁之助著 廣済堂出版 159||Ko 216002800

8
貧困なき世界 : 途上国初の世銀チーフ・エコ
ノミストの挑戦

ジャスティン・リ
ン著

東洋経済新報
社

333.8||Li 216002801

9 英語論文重要語彙717 安原和也著 三修社 836.5||Ya 216002802

10 英語論文数字表現717 安原和也著 三修社 836.5||Ya 216002803

11
人生はワンモアチャンス! : 「仕事」も「遊び」も
さらに楽しくなる66の方法

水野敬也, 長沼
直樹著

文響社 159.2||Mi 216002821

12
工学のためのフーリエ解析 (工学のための数
学:EKM-8)

山下幸彦, 田中
聡久, 鷲沢嘉一
共著

数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

413.59||Ya 216002822

13
「やる気はあるのに動けない」そんな自分を
操るコツ

児玉光雄著
SBクリエイティ
ブ

336.2||Ko 216002823

14 数学記号の誕生
ジョセフ・メイ
ザー著/松浦俊
輔訳

河出書房新社 410.2||Ma 216002824

15
子と親の臨床 (こころの科学叢書. そだちの
臨床:2)

日本評論社 493.937||Su 216002825

16 子どもとお金 : おこづかいの文化発達心理学
高橋登, 山本登
志哉編

東京大学出版
会

371.45||Ko 216002826
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17
やっかいな子どもや大人との接し方マニュア
ル

宮田雄吾著 日本評論社 371.47||Mi 216002827

18
虐待・DV・トラウマにさらされた親子への支援
: 子ども-親心理療法

アリシア・F・リーバマン, シャン
ドラ・道子・ゴッシュ・イッペン,
パトリシア・ヴァン・ホーン著/佐
藤恵美子 [ほか] 訳

日本評論社 146.82||Li 216002828

19
子どもの思考が見える21のルーチン : アク
ティブな学びをつくる

R.リチャート, M.チャー
チ, K.モリソン著/黒上
晴夫, 小島亜華里訳

北大路書房 375.1||Ri 216002829

20
臨床現場で役立つ質的研究法 : 臨床心理学
の卒論・修論から投稿論文まで

福島哲夫編 新曜社 146.07||Ri 216002830

21 教育相談・学校精神保健の基礎知識 第3版 大芦治著 ナカニシヤ出版 374.93||Oa 216002831

22
環境心理学の視点 : 暮らしを見つめる心の
科学 (心について考えるための心理学ライブ
ラリ:9)

芝田征司著 サイエンス社 141.92||Sh 216002832

23
最強のモチベーション術 : 人は何を考え、どう
動くのか?

太田肇著
日本実業出版
社

336.4||Ot 216002833

24
「わたし」は脳に操られているのか : 意識がア
ルゴリズムで解けないわけ

エリエザー・ス
タンバーグ著/
大田直子訳

インターシフト/
合同出版 (発
売)

151.2||St 216002834

25 農本主義のすすめ (ちくま新書:1213) 宇根豊著 筑摩書房 080||Ch||1213 216002835

26 宇宙遺産 : 138億年の超絶景
林公代文/NHK
「宇宙遺産100」番
組制作班編

河出書房新社 440.87||Uc 216002847

27 海と環境の図鑑
ジョン・ファーンド
ン著/武舎広幸,
武舎るみ訳

河出書房新社 452.036||Um 216002848

28 介護・看護サービス統計データ集 2017-2018 廣瀬輝夫監修 三冬社
369.26||Ka||'17
-'18

216002849

29
医療・医療経営統計データ集 2017-2018年
版

廣瀬輝夫監修 三冬社
498.059||Ir||'17
-'18

216002850

30 災害と防災・防犯統計データ集 2016
三冬社編集部
編集・制作

三冬社 369.3||Sa||'16 216002851

31 少子高齢社会総合統計年報 2017年版
生活情報セン
ター編集部編
集

生活情報セン
ター

365.5||Sh||'17 216002852

32 人を動かす人の「質問力」
ジョン・C.マクス
ウェル著

三笠書房 361.43||Ma 216002853

33
お母さんの学習室 : 発達障害児を育てる人
のための親訓練プログラム

二瓶社 378.6||Ok 216002854



34
AD/HDをもつ子どものお母さんの学習室 : 肥
前方式親訓練プログラム

国立病院機構肥前精
神医療センター情動行
動障害センター編

二瓶社 378||Ad 216002855

35
データでわかる世界と日本のエネルギー大
転換 (岩波ブックレット:no. 943)

レスター・R.ブラ
ウン, 枝廣淳子
著

岩波書店 501.6||Br 216002856

36
天皇と憲法 : 皇室規範をどう変えるか (朝日
新書:587)

島田裕巳著 朝日新聞出版 080||As||587 216002857

37
コミュニティデザイン学 : その仕組みづくりか
ら考える

小泉秀樹編
東京大学出版
会

318.8||Ko 216002858

38 質問紙デザインの技法 第2版 鈴木淳子著 ナカニシヤ出版 361.9||Su 216002859

39 2060年の日本産業論 : 日本は衰退しない! 鈴木将之著
東洋経済新報
社

602.1||Su 216002860

40 生物総合資料 3訂版 (サイエンスビュー)
長野敬, 牛木辰
男 [ほか] 著

実教出版 460||Se 216002861

41
スポーツのちから : 地域をかえるソーシャル
イノベーションの実践

松橋崇史, 金子
郁容, 村林裕著

慶応義塾大学
出版会

780.21||Ma 216002862

42
出雲大社松江 : 鳥取 (manimani:中国四国1.
マニマニ)

JTBパブリッシ
ング

291.73||Iz 216002863

43 塩一トンの読書 須賀敦子著 河出書房新社 019.9||Su 216002896

44 異性
角田光代, 穂村
弘著

河出書房新社 914.6||Ka 216002897

45
水中考古学 : クレオパトラ宮殿から元寇船、
タイタニックまで (中公新書:2344)

井上たかひこ
著

中央公論新社 080||Ch||2344 216002898

46
京都の神社と祭り : 千年都市における歴史と
空間 (中公新書:2345)

本多健一著 中央公論新社 080||Ch||2345 216002899

47
古代史の謎は「海路」で解ける : 卑弥呼や
「倭の五王」の海に漕ぎ出す (PHP新書:968)

長野正孝著 PHP研究所 080||Ph||968 216002900

48 意識力 (PHP新書:914) 宮本慎也著 PHP研究所 080||Ph||914 216002901

49 天皇陛下「生前退位」への想い 保阪正康著 毎日新聞出版 288.41||Ho 216002902

50
市場は物理法則で動く : 経済学は物理学に
よってどう生まれ変わるのか?

マーク・ブキャ
ナン著/熊谷玲
美訳

白揚社 331.845||BU 216002903



51 現代経済学の潮流 2016
大山道広 [ほ
か] 編

東洋経済新報
社

331.04||Ge||'16 216002904

52
雑談力 : ストーリーで人を楽しませる (PHP新
書:1068)

百田尚樹著 PHP研究所 080||Ph||1068 216002905

53 インストール (河出文庫) 綿矢りさ著 河出書房新社 913.6||Wa 216002906

54 宇宙と人間七つのなぞ (河出文庫) 湯川秀樹著 河出書房新社 400||Yu 216002907

55 資格取り方選び方全ガイド 2018年版
高橋書店編集
部編

高橋書店 366.29||Sh 216002908

56 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 388.8||Sa 216002909

57
戦後補償裁判 : 民間人たちの終わらない「戦
争」 (NHK出版新書:489)

栗原俊雄著 NHK出版 080||Nh||489 216002910

58
奇跡の村 : 地方は「人」で再生する (集英社
新書:0804B)

相川俊英著 集英社 080||Sh||0804 216002911

59
なぜ日本は同じ過ちを繰り返すのか : 太平洋
戦争に学ぶ失敗の本質 (SB新書:352)

松本利秋著
SBクリエイティ
ブ

210.75||Ma 216002912

60
Ninja attack! : true tales of assassins,
samurai, and outlaws Rev. ed : pbk

Hiroko Yoda and Matt
Alt/illustrations by
Yutaka Kondo

Tuttle 789.8||Yo 216002913

61
まいど!おおきに!関西弁 (Tuttle language
library)

DC Palter,
Kaoru Slotsve
著

チャールズ・
イー・タトル出
版

818.6||Pa 216002914

62
はじめての不倫学 : 「社会問題」として考える
(光文社新書:770)

坂爪真吾著 光文社 080||Ko||770 216002915

63 通信工学 (基本を学ぶ)
植松友彦, 松本
隆太郎著

オーム社 547||Ue 216002916

64
Arduinoではじめる電子工作超入門 : これ1冊
でできる! 改訂第2版

福田和宏著 ソーテック社 549||Fu 216002917

65
新・リーダー論 : 大格差時代のインテリジェン
ス (文春新書:1096)

池上彰, 佐藤優
著

文藝春秋 080||Bu||1096 216002918

66 仕掛学 : 人を動かすアイデアのつくり方 松村真宏著
東洋経済新報
社

141.72||Ma 216002919

67 短時間で「完全集中」するメソッド 佐々木正悟著 大和書房 336.2||Sa 216002920



68
ミケランジェロとコーヒータイム (コーヒータイ
ム人物伝)

ジェイムズ・ホール著/
ジョン・ジュリアス・ノ
リッジまえがき/大木麻
利子訳

三元社 289.3||Ha 216002921

69
百花繚乱のイタリア、新たな精神と新たな表
現 (西洋美術の歴史:4:ルネサンス:1)

小佐野重利, 京
谷啓徳, 水野千
依著

中央公論新社 702.3||Os 216002922

70
Floating World : Japanese Prints Coloring
Book : Color your masterpiece & Clear your
mind

Andrew Vigar
Tuttle
Publishing

721.8||Vi 216002923

71
何も終わらない福島の5年 : 東日本大震災 :
飯舘・南相馬から

寺島英弥著 明石書店 369.31||Te 216002924

72
フクシマ・フォーエバー (世界が見た福島原発
災害:5)

大沼安史著 緑風出版 543.5||On 216002925

73 社会人に必要な9つの力 齋藤孝著 ウェッジ 159.4||Sa 216002942

74 人工知能 : 機械といかに向き合うか
DIAMONDハーバー
ド・ビジネス・レ
ビュー編集部編訳

ダイヤモンド社 007.13||Ji 216002943

75
大変化 : 経済学が教える二〇二〇年の日本
と世界 (PHP新書:1023)

竹中平蔵著 PHP研究所 080||Ph||1023 216002944

76 数学フリーの化学結合 齋藤勝裕著
日刊工業新聞
社

431.12||Sa 216002945

77
退屈させずに世界を説明する方法 : バー
ガー社会学自伝

ピーター・バー
ガー著/森下伸
也訳

新曜社 361.253||Be 216002946

78
沖縄 本土メディアが伝えない真実 (イースト
新書:055)

古木杜恵著 イースト・プレス 395.39||Fu 216002947

79
防災教育の不思議な力 : 子ども・学校・地域
を変える

諏訪清二著 岩波書店 374.92||Su 216002948

80 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 443.9||Te 216002949

81 「若者」の溶解
川崎賢一, 浅野
智彦編著

勁草書房 367.68||Wa 216002950

82
人間さまお断り : 人工知能時代の経済と労
働の手引き

ジェリー・カプラ
ン著/安原和見
訳

三省堂 007.13||Ka 216002951

83
早起きのブレックファースト (河出文庫:[ほ10-
1])

堀井和子著 河出書房新社 596.049||Ho 216002952

84
The wizard of Oz (洋販ラダーシリーズ:Level
2(1300‐word))

by L. Frank
Baum/adapted by
Anna Udagawa

アイビーシーパ
ブリッシング/日
本洋書販売

837.7||Yo||2 216002953



85
はじめてのPythonAIプログラミング (Basic
master:481)

金城俊哉著 秀和システム 007.64||Ki 216002954

86 パーフェクトPython (Perfect series:05)
Pythonサポー
ターズ著

技術評論社 007.64||Pa 216002955

87 社会心理学概論
北村英哉, 内田
由紀子編

ナカニシヤ出版 361.4||Sy 216002956

88 新・明解C言語 実践編 柴田望洋著
SBクリエイティ
ブ

007.64||Sh 216002957

89
二重スパイコード・ネーム《ガルボ》 : 史上最
も偉大なダブル・エージェントがノルマン
ディー上陸作戦を成功に導くまで

ジェイソン・ウェ
ブスター著/安
原和見訳

河出書房新社 391.63||We 216002958

90
日本の祭と神賑 (かみにぎわい) : 京都・摂河
泉の祭具から読み解く祈りのかたち

森田玲著 創元社 176||Mo 216002959

91 「文系学部廃止」の衝撃 (集英社新書:0823E) 吉見俊哉著 集英社 080||Sh||0823 216002960

92 学びなおすと世界史はおもしろい 太田竜一著 ベレ出版 209||Ot 216002961

93
「接続詞」の技術 : 書きたいことがすらすら書
ける!

石黒圭著 実務教育出版 815.6||Is 216002962

94
遺伝研メソッドで学ぶ科学英語プレゼンテー
ション : 感じる力、考える力、討論する力を育
てる

平田たつみ, タ
ジ・ゴルマン, 広
海健著

dZERO/インプ
レス (発売)

407||Hi 216002963

95 心理学の名著30 (ちくま新書:1149) サトウタツヤ著 筑摩書房 080||Ch||1149 216002964

96 はじめての心理統計法 改訂版
鵜沼秀行, 長谷
川桐著

東京図書 140.7||Un 216002965

97
医薬品とノーベル賞 : がん治療薬は受賞でき
るのか? (角川新書:[K-102])

佐藤健太郎
[著]

KADOKAWA 080||Ka||K-102 216002966

98
文系でもわかる電気数学 : "高校+αの知識"
ですいすい読める : 大人のコソ練♪

山下明著 翔泳社 541.2||Ya 216002967

99
99.996%はスルー : 進化と脳の情報学 (ブ
ルーバックス:B-1901)

竹内薫, 丸山篤
史著

講談社 080||Bu||1901 216002968

100
Unity5 3Dゲーム開発講座 : ユニティちゃんで
作る本格アクションゲーム (SMART GAME
DEVELOPER)

まつだす[ほか]
著

翔泳社 007.64||Un 216002969

101
「イスラム国」と「恐怖の輸出」 (講談社現代新
書:2327)

菅原出著 講談社 080||Ko||2327 216002970



102 認知語用論 (認知日本語学講座:第5巻)
小山哲春, 甲田
直美, 山本雅子
著

くろしお出版 810.1||Ko 216002971

103
スラスラわかるJavaScript : 知識ゼロからプ
ログラムが作れる! (Beginner's Best Guide to
Programming)

生形可奈子著 翔泳社 007.64||Ub 216002972

104 クイズでマスターC言語 日向俊二著 カットシステム 007.64||Hy 216002973

105 生きづらい世を生き抜く作法 雨宮処凛著 あけび書房 914.6||Am 216002974

106
空の旅を科学する : 人工知能がひらく!?21世
紀の「航空管制」

伊藤恵理著 河出書房新社 538.86||It 216002975

107
Japanese schoolgirl confidential : how
teenage girls made a nation cool Rev. ed

Brian Ashcraft
with Shoko
Ueda

Tuttle Pub. 367.68||As 216002976

108
財務省と政治 : 「最強官庁」の虚像と実像
(中公新書:2338)

清水真人著 中央公論新社 080||Ch||2338 216002977

109 アメリカ的、イギリス的 (河出ブックス:071)
テリー・イーグルト
ン著/大橋洋一,
吉岡範武訳

河出書房新社 361.42||Ea 216003003

110
ノモンハン : 元満州国外交官の証言 初版
(中公文庫:[き-43-1])

北川四郎著 中央公論新社 210.7||Ki 216003004

111 督促OL修行日記 榎本まみ著 文藝春秋 916||En 216003005

112
意志を持ちはじめるロボット : 人類が創りだ
す衝撃的な未来 (ベスト新書:532)

中谷一郎著 ベストセラーズ 080||Be||542 216003006

113 後妻業 黒川博行 [著] 文藝春秋 913.6||Ku 216003007

114 ボランティアという病 (宝島社新書:463) 丸山千夏著 宝島社 080||Ta||463 216003008

115 エジプト神話集成 (ちくま学芸文庫:[シ35-2])
杉勇, 屋形禎亮
訳

筑摩書房 164.42||Su 216003009
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