
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
日本人はどのように自然と関わってきたのか : 日本列島誕
生から現代まで

コンラッド・タットマ
ン著/黒沢令子訳

築地書館 210.1||To 219001293

2
戦国大名の土木事業 : 中世日本の「インフラ」整備 (戎光
祥中世史論集:第6巻)

鹿毛敏夫編 戎光祥出版 210.47||Se 219001872

3
英国外交官の見た幕末維新 : リーズデイル卿回想録 (講談
社学術文庫:[1349])

A. B. ミットフォード
[著]/長岡祥三訳

講談社 210.58||Mi 219001947

4 幕末遣外使節物語 : 夷狄の国へ (岩波文庫:青(33)-182-2)
尾佐竹猛著/吉良芳恵校
注

岩波書店 210.59||Os 219001326

5
一外交官の見た明治維新 上 (岩波文庫:青-319,320,6258-

6260,6261-6263,青(33)-425-1,2)

アーネスト・サトウ著/

坂田精一訳
岩波書店 210.61||Sa||1 219001327

6
一外交官の見た明治維新 下 (岩波文庫:青-319,320,6258-

6260,6261-6263,青(33)-425-1,2)

アーネスト・サトウ著/

坂田精一訳
岩波書店 210.61||Sa||2 219001328

7
学校では教えられない歴史講義満洲事変 : 世界と日本の歴
史を変えた二日間

倉山満著
KKベストセラー
ズ

210.7||Ku 219001279

8 写真記録日本の侵略 : 中国/朝鮮 第2版 ほるぷ出版 210.7||Sh 219001636

9 父の遺言 : 戦争は人間を「狂気」にする 伊東秀子著
花伝社/共栄書房
(発売)

210.74||It 219001365

10 平成史 完全版
小熊英二編著/井手英策
[ほか] 著

河出書房新社 210.77||He 219001487

11 民主政の成熟と崩壊 (ギリシア人の物語:2) 塩野七生著 新潮社 231||Sh||2 219001430

12 新しき力 (ギリシア人の物語:3) 塩野七生著 新潮社 231||Sh||3 219001431

13
ドイツの忘れられた世代 : 戦争の子どもたちが沈黙をやぶ
る

ザビーネ・ボーデ著/齋
藤尚子, 茂幾保代訳

三元社 234.074||Bo 219001887

14 普通の人びと : ホロコーストと第101警察予備大隊
クリストファー・ブラ
ウニング著/谷喬夫訳

筑摩書房 234.074||Br 219001349

15 図説モノから学ぶナチ・ドイツ事典
ロジャー・ムーアハウ
ス著/千葉喜久枝訳

創元社 234.074||Zu 219001564

16 フランス革命はなぜおこったか : 革命史再考
柴田三千雄著/福井憲
彦, 近藤和彦編

山川出版社 235.06||Sh 219001691

17 パリとカフェの歴史
ジェラール・ルタイ
ユール著/広野和美, 河

原書房 235.3||Le 219001616

18 フランス史 (講談社選書メチエ:697)

G・ベルティエ・ド・
ソヴィニー著/楠瀬正浩
訳

講談社 235||Sa 219001984

19 図説フランスの歴史 増補新版 (ふくろうの本) 佐々木真著 河出書房新社 235||Sa 219001489

20
イギリス王室とメディア : エドワード大衆王とその時代
(文春学藝ライブラリー:歴史:19)

水谷三公著 文藝春秋 288.4933||Mi 219001987

21 クロード・シャノン情報時代を発明した男
ジミー・ソニ, ロブ・
グッドマン著/小坂恵理

筑摩書房 289.3||Sh 219001573

22 ハリエット・タブマン : 「モーゼ」と呼ばれた黒人女性 上杉忍著 新曜社 289.3||Ue 219001782

23 鎖国時代海を渡った日本図 小林茂 [ほか] 編 大阪大学出版会 291.038||Sa 219002171

24 知れば知るほど面白い!日本地図150の秘密 日本地理研究会編 彩図社 291.04||Sh 219001374

25
ペリー提督日本遠征記 上 (角川文庫:18735-18736) (角川ソ
フィア文庫:I300-1-I300-2)

M.C.ペリー[著]/F.L.

ホークス編纂/宮崎壽子
KADOKAWA 291.09||Pe 219001982

26
江戸幕末滞在記 : 若き海軍士官の見た日本 (講談社学術文
庫:[1625])

E.スエンソン [著]/長島
要一訳

講談社 291.09||Su 219001948

27 図説日本の島 : 76の魅力ある島々の営み
平岡昭利, 須山聡, 宮内
久光編

朝倉書店 291||Hi 219001455

28 ハビタ・ランドスケープ
滝澤恭平著/渋谷健太郎
写真

木楽舎 291||Ta 219001866

29 大連旅順観光案内 (近代中国都市案内集成:第41巻)
[國際觀光案内出版部
編]

ゆまに書房 292.2||Ki||41 219002018
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30 関東州案内 (近代中国都市案内集成:第42巻) [眞鍋五郎著] ゆまに書房 292.2||Ki||42 219002019

31
国民必読旅順戦蹟読本/解説・年表・地図 (近代中国都市案
内集成:第43巻)

[旅順戰史研究會編]/松
重充浩 [ほか] 解説

ゆまに書房 292.2||Ki||43 219002020

32 失敗の法則 : 日本人はなぜ同じ間違いを繰り返すのか 池田信夫著 KADOKAWA 302.1||Ik 219001420

33 徹底検証日本の右傾化 (筑摩選書:0142) 塚田穂高編著 筑摩書房 302.1||Te 219001571

34
カタルーニャを知るための50章 (エリア・スタディー
ズ:126)

立石博高, 奥野良知編
著

明石書店 302.36||Ta 219001696

35 専門知は、もういらないのか : 無知礼賛と民主主義
トム・ニコルズ[著]/高
里ひろ訳

みすず書房 302.53||Ni 219001660

36 リスク学事典 日本リスク研究学会編 丸善出版 303.6||Ri 219001652

37 AERAの民主主義 (AERA MOOK) 朝日新聞出版 304||Ae 219002085

38 自己責任社会の歩き方 : 生きるに値する世界のために 雨宮処凛著 七つ森書館 304||Am 219001837

39 忘却に抗い、語りつづける (時代の正体:vol.3)
神奈川新聞「時代の正
体」取材班編

現代思潮新社 304||Ji||3 219001529

40
15歳から始める生き残るための社会学 (ニホンという滅び
行く国に生まれた若い君たちへ)

響堂雪乃著 白馬社 304||Ky||1 219002175

41
16歳から始める思考者になるための社会学 (ニホンという
滅び行く国に生まれた若い君たちへ:続)

秋嶋亮著 白馬社 ; 2019.6 304||Ky||2 219002176

42 保守と立憲 : 世界によって私が変えられないために 中島岳志 [著]
スタンド・ブッ
クス

304||Na 219001912

43 私が総理大臣ならこうする : 日本と世界の新世紀ビジョン 大西つねき著 白順社 304||On 219002081

44 私が総理大臣ならこうする : 日本と世界の新世紀ビジョン 大西つねき著 白順社 304||On 219002082

45 官房長官菅義偉の陰謀 (新・佐高信の政経外科) 佐高信著 河出書房新社 304||Sa 219001488

46
安倍「日本会議」政権と共犯者たち (新・佐高信の政経外
科)

佐高信著 河出書房新社 304||Sa 219001346

47 自民党に天罰を!公明党に仏罰を! : 佐高信の緊急対談 佐高信著 七つ森書館 304||Sa 219001375

48 ブラックボックス化する現代 : 変容する潜在認知 下條信輔著 日本評論社 304||Sh 219001361

49 ひとはなぜ戦争をするのか (脳力 (のうりき) のレッスン:5) 寺島実郎著 岩波書店 304||Te 219001410

50 デモクラシーの宿命 : 歴史に何を学ぶのか 猪木武徳著 中央公論新社 309.1||In 219001432

51 民主主義の死に方 : 二極化する政治が招く独裁への道
スティーブン・レビツ
キー, ダニエル・ジブ

新潮社 311.7||Le 219002161

52
よくわかる政治過程論 (やわらかアカデミズム・「わか
る」シリーズ)

松田憲忠, 岡田浩編著 ミネルヴァ書房 311||Ma 219001674

53 政治学入門 木寺元編著 弘文堂 311||Se 219001530

54
安倍官邸vs.NHK : 森友事件をスクープした私が辞めた理由
(わけ)

相澤冬樹著 文藝春秋 312.1||Ai 219001445

55 検証アベノメディア : 安倍政権のマスコミ支配 臺宏士著 緑風出版 312.1||Da 219001849

56 解剖加計学園問題 : 「政」の変質を問う
朝日新聞加計学園問題
取材班著

岩波書店 312.1||Ka 219001414

57 「社会を変えよう」といわれたら 木下ちがや著 大月書店 312.1||Ki 219001344

58 「安倍晋三」大研究
望月衣塑子&特別取材
班著/佐々木芳郎原作/

ぼうごなつこ画
ベストセラーズ 312.1||Mo 219001629

59
なぜ政治はわかりにくいのか社会と民主主義をとらえなお
す

西田亮介著 春秋社 312.1||Ni 219001553



60 なぜリベラルは敗け続けるのか 岡田憲治著
集英社インター
ナショナル/集英
社 (発売)

312.1||Ok 219001959

61 政治を再建する、いくつかの方法 : 政治制度から考える 大山礼子著
日本経済新聞出
版社

312.1||Oy 219001356

62
もう、きみには頼まない : 安倍晋三への退場勧告 (時代へ
の警告)

適菜収著
KKベストセラー
ズ

312.1||Te 219001628

63 私の「戦後民主主義」 岩波書店編集部編 岩波書店 312.1||Wa 219001946

64 民主主義をどうしますか。 山口二郎著 七つ森書館 312.1||Ya 219001836

65
ポスト政治の政治理論 : ステークホルダー・デモクラシー
を編む

松尾隆佑著 法政大学出版局 313.7||Ma 219001633

66 ドキュメント候補者たちの闘争 : 選挙とカネと政党 井戸まさえ著 岩波書店 314.8||Id 219001945

67 公民権の実践と知恵 : アメリカ黒人草の根の魂
ホリス・ワトキンズ,

C. リー・マッキニス著
/樋口映美訳

彩流社 316.853||Wa 219001309

68
ブラジル黒人運動とアフリカ : ブラック・ディアスポラが
父祖の地に向けてきたまなざし

矢澤達宏著
慶應義塾大学出
版会

316.862||Ya 219001738

69
地域のガバナンスと自治 : 平等参加・伝統主義をめぐる宝
塚市民活動の葛藤 (コミュニティ政策叢書:6)

田中義岳著 東信堂 318.264||Ta 219001802

70
自治体議会の取扱説明書(トリセツ) : 住民の代表として議
会に向き合うために

金井利之著 第一法規 318.4||Ka 219001570

71
地域SNSによるガバナンスの検証 : 情報通信技術を活用し
た住民参加 (KDDI総研叢書:8)

中野邦彦著 勁草書房 318.5||Na 219001524

72 地域おこし協力隊 : 10年の挑戦 椎川忍 [ほか] 編著
農山漁村文化協
会

318.6||Ch 219001607

73
持続可能な地域のつくり方 : 未来を育む「人と経済の生態
系」のデザイン : 実践地方創生×SDGs

筧裕介著 英治出版 318.6||Ka 219001861

74 SDGsとまちづくり : 持続可能な地域と学びづくり
田中治彦, 枝廣淳子, 久
保田崇編著

学文社 318.6||Sd 219001729

75
フランスではなぜ子育て世代が地方に移住するのか : 小さ
な自治体に学ぶ生き残り戦略

ヴァンソン藤井由実著 学芸出版社 318.935||Vi 219001722

76 地方自治論 : 変化と未来 幸田雅治編 法律文化社 318||Ch 219001634

77 安全保障学入門 新訂第5版
防衛大学校安全保障学
研究会編著/武田康裕,

神谷万丈責任編集
亜紀書房 319.8||An 219001700

78 なぜ、世界から戦争がなくならないのか? (SB新書:347)

池上彰, 「池上彰緊急
スペシャル!」制作
チーム著

SBクリエイティ
ブ

319.8||Na 219001370

79 人はなぜ戦争をするのか 戸田清著 法律文化社 319.8||To 219001956

80 図録原爆の絵 : ヒロシマを伝える 広島平和記念資料館編 岩波書店 319.8||Zu 219001409

81
地球社会と共生 : 新しい国際秩序と「地球共生」へのアプ
ローチ

福島安紀子著 明石書店 319||Fu 219001699

82 憲法 第7版 / 高橋和之補訂 芦部信喜著 岩波書店 323.14||As 219001416

83 9条入門 (「戦後再発見」双書:8) 加藤典洋著 創元社 323.142||Ka 219001565

84
平和憲法の破壊は許さない : なぜいま、憲法に自衛隊を明
記してはならないのか

寺井一弘, 伊藤真, 小西
洋之著

日本評論社 323.149||Te 219001360

85 犯罪の生物学 : 遺伝・進化・環境・倫理 D.C. ロウ著/津富宏訳 北大路書房 326.33||Ro 219001732

86
アダム・スミスはブレグジットを支持するか? : 12人の偉
大な経済学者と考える現代の課題

リンダ・ユー著/久保恵
美子訳

早川書房 331.2||Yu 219001444

87 資本主義の歴史 : 起源・拡大・現在
ユルゲン・コッカ著/山
井敏章訳

人文書院 332.06||Ko 219001556

88 資本主義と倫理 : 分断社会をこえて

京都大学経済研究所附
属先端政策分析研究セ
ンター編/岩井克人 [ほ
か] 著

東洋経済新報社 332.06||Sh 219001584

89
ハンザ「同盟」の歴史 : 中世ヨーロッパの都市と商業 (創
元世界史ライブラリー)

高橋理著 創元社 332.34||Ta 219001563

90 キーワードで読む経済地理学 経済地理学会編 原書房 332.9||Ki 219001618

91
産業集積と制度の地理学 : 経済調整と価値づけの装置を考
える

立見淳哉著 ナカニシヤ出版 332.9||Ta 219002004

92
持続可能な開発目標と国際貢献 : フィールドから見た
SDGs

北脇秀敏 [ほか] 編 朝倉書店 333.8||Ji 219001988



93 新しい国際協力論
山田満編著/中野洋一
[ほか] 著

明石書店 333.8||Ya 219001695

94 難民支援 : ドイツメディアが伝えたこと 松原好次, 内藤裕子著 春風社 334.434||Ma 219002167

95 「移民国家ドイツ」の難民庇護政策 昔農英明著
慶應義塾大学出
版会

334.434||Se 219001737

96 民間主導・行政支援の公民連携の教科書 清水義次 [ほか] 著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

335.7||Mi 219002066

97 現代日本の市民社会 : サードセクター調査による実証分析 後房雄, 坂本治也編 法律文化社 335.8||Ge 219001635

98 予測マシンの世紀 : AIが駆動する新たな経済

アジェイ・アグラワル,

ジョシュア・ガンズ,

アヴィ・ゴールド
ファーブ著/小坂恵理訳

早川書房 336.17||Ag 219001342

99 対話型組織開発 : その理論的系譜と実践

ジャルヴァース・R・
ブッシュ, ロバート・
J・マーシャク編著/中
村和彦訳

英治出版 336.3||Ta 219001860

100 現代組織論 田尾雅夫著 勁草書房 336.3||Ta 219001526

101
Human+machine : 人間+マシン : AI時代の8つの融合スキ
ル

ポール・R・ドーア
ティ, H・ジェームズ・
ウィルソン著/小林啓倫
訳

東洋経済新報社 336||Da 219001583

102 まるわかり!キャッシュレス決済 (日経MOOK) 日本経済新聞出版社編
日本経済新聞出
版社

338||Ma 219001357

103
いちばんやさしいブロックチェーンの教本 : 人気講師が教
えるビットコインを支える仕組み

杉井靖典著 インプレス 338||Su 219001472

104 マンゴーと手榴弾 : 生活史の理論 (けいそうブックス) 岸政彦著 勁草書房 361.16||Ki 219001528

105 顔を読む : 顔学への招待
レズリー・A・ゼブロ
ウィッツ著/羽田節子,

中尾ゆかり訳

大修館書店 361.4||Ze 219001566

106
大衆宣伝の神話 : マルクスからヒトラーへのメディア史 増
補 (ちくま学芸文庫:[サ31-1])

佐藤卓己著 筑摩書房 361.45||Sa 219001572

107 ファシスト的公共性 : 総力戦体制のメディア学 佐藤卓己著 岩波書店 361.453||Sa 219001412

108 日本メディア史年表 土屋礼子編 吉川弘文館 361.453||Ts 219001693

109
文化の場所 : ポストコロニアリズムの位相 : 新装版 (叢書・
ウニベルシタス:778)

ホミ・K. バーバ [著]/

本橋哲也 [ほか] 訳
法政大学出版局 361.5||Bh 219001631

110
文化的進化論 : 人びとの価値観と行動が世界をつくりかえ
る

ロナルド・イングル
ハート著/山﨑聖子訳

勁草書房 361.5||In 219001527

111
参加による自治と創造 : 新・地域社会論 (シリーズ社会・
経済を学ぶ)

内田和浩著 日本経済評論社 361.7||Uc 219001830

112 パブリックライフ学入門
ヤン・ゲール, ビア
ギッテ・スヴァア著/鈴
木俊治 [ほか] 訳

鹿島出版会 361.78||Ge 219001483

113 差別論 : 偏見理論批判 新版 (明石ライブラリー:166) 佐藤裕著 明石書店 361.8||Sa 219001698

114 測りすぎ : なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?
ジェリー・Z・ミュ
ラー [著]/松本裕訳

みすず書房 361.9||Mu 219001657

115 社会学用語図鑑 : 人物と用語でたどる社会学の全体像
田中正人編著/香月孝史
著

プレジデント社 361||Sh 219001838

116
反転する福祉国家 : オランダモデルの光と影 (岩波現代文
庫:学術:398)

水島治郎著 岩波書店 364.359||Mi 219001418

117 官民ですすめる空き家対策 : 再生と有効利用の成功事例 出井信夫著 第一法規 365.3||Id 219001918

118
世界の空き家対策 : 公民連携による不動産活用とエリア再
生

米山秀隆編著/小林正典
[ほか] 著

学芸出版社 365.3||Se 219001719

119 多縁社会 : 自分で選んだ縁で生きていく。
篠原聡子, 空間研究所,

アサツーディ・ケイ著
東洋経済新報社 365.3||Ta 219001354

120 空き家・空き地をめぐる法律実務 旭合同法律事務所編集 新日本法規出版 365.31||Ak 219001778

121 空き家問題解決のための政策法務 : 法施行後の現状と対策 北村喜宣著 第一法規 365.31||Ki 219001917

122 地域ではたらく「風の人」という新しい選択
田中輝美, 法政大学社
会学部メディア社会学
科藤代裕之研究室著

ハーベスト出版 366.29||Ch 219001873



123
なぜ女性管理職は少ないのか : 女性の昇進を妨げる要因を
考える (青弓社ライブラリー:96)

大沢真知子編著/日本女
子大学現代女性キャリ
ア研究所編

青弓社 366.38||Na 219001368

124
産業・組織心理学を学ぶ : 心理職のためのエッセンシャル
ズ (産業・組織心理学講座:第1巻)

金井篤子編 北大路書房 366.94||Sa||1 219001733

125 「働く」ことについての本当に大切なこと 古野庸一著 白桃書房 366||Fu 219001615

126 家族心理学ハンドブック 日本家族心理学会編 金子書房 367.3||Ni 219001711

127 家族心理学ハンドブック 日本家族心理学会編 金子書房 367.3||Ni 219001712

128
〈ヤンチャな子ら〉のエスノグラフィー : ヤンキーの生活
世界を描き出す

知念渉著 青弓社 367.61||Ch 219001776

129
ヤンキーと地元 : 解体屋、風俗経営者、ヤミ業者になった
沖縄の若者たち

打越正行著 筑摩書房 367.68||Uc 219001575

130
虐殺のスイッチ : 一人すら殺せない人が、なぜ多くの人を
殺せるのか? (出版芸術ライブラリー:001)

森達也著 出版芸術社 368.61||Mo 219001968

131 家族はなぜ介護してしまうのか : 認知症の社会学 木下衆著 世界思想社 369.261||Ki 219001793

132
大災害と情報・メディア : レジリエンスの向上と地域社会
の再興に向けて

三友仁志編著 勁草書房 369.3||Da 219001525

133 図解よくわかる自治体の地域防災・危機管理のしくみ 鍵屋一著 学陽書房 369.3||Ka 219001490

134 図解異常気象のしくみと自然災害対策術
ゲリー・マッコール著/

内藤典子訳
原書房 369.3||Mc 219001617

135 地図から読み解く自然災害と防災(減災) 酒井多加志著 近代消防社 369.3||Sa 219001991

136 次の震災について本当のことを話してみよう。 福和伸夫著
時事通信出版局/

時事通信社(発売)
369.31||Fu 219001784

137
歴史の中の東海地震・リアル (愛知大学綜合郷土研究所
ブックレット:27)

藤田佳久著/愛知大学綜
合郷土研究所編集

シンプリ 369.31||Fu 219001911

138
被災者支援のくらしづくり・まちづくり : 仮設住宅で健康
に生きる

岩船昌起編著 古今書院 369.31||Iw 219001746

139
屋根もない、家もない、でも、希望を胸に : フィリピン巨
大台風ヨランダからの復興

見宮美早, 平林淳利著
佐伯印刷株式会
社出版事業部

369.33||Ke 219001908

140 ドキュメント豪雨災害 : 西日本豪雨の被災地を訪ねて 谷山宏典著 山と溪谷社 369.33||Ta 219001364

141 慰安婦報道「捏造」の真実 : 検証・植村裁判 植村裁判取材チーム編
花伝社/共栄書房
(発売)

369.37||Ia 219001366

142
里親であることの葛藤と対処 : 家族的文脈と福祉的文脈の
交錯 (MINERVA社会福祉叢書:54)

安藤藍著 ミネルヴァ書房 369.43||An 219001670

143 ボランティア・難民・NGO : 共生社会を目指して 内海成治著 ナカニシヤ出版 369.7||Ut 219001752

144
人間性の涵養 : 新学習指導要領の究極的な目標は (教育
フォーラム:63)

梶田叡一責任編集/日本
人間教育学会編

金子書房 370.5||Ky||63 219001716

145 特別支援教育 (新しい教職教育講座. 教職教育編:5)
原幸一, 堀家由妃代編
著

ミネルヴァ書房 370.8||At||5 219001671

146 大学なんか行っても意味はない? : 教育反対の経済学
ブライアン・カプラン
[著]/月谷真紀訳

みすず書房 371.3||Ca 219001661

147 子ども・学校・社会 : 教育と文化の社会学 稲垣恭子編 世界思想社 371.3||Ko 219001792

148
教育と社会階層 : ESSM全国調査からみた学歴・学校・格
差

中村高康 [ほか] 編 東京大学出版会 371.3||Ky 219001438

149 動物と子どもの関係学 : 発達心理からみた動物の意味 ゲイル・F. メルスン著
ビイング・ネッ
ト・プレス/星雲
社 (発売)

371.4||Me 219002031

150
いじめ : 10歳からの「法の人」への旅立ち (思春期のここ
ろと身体Q&A:2)

村瀬学著 ミネルヴァ書房 371.47||Sh||2 219001672

151 道徳教育と愛国心 : 「道徳」の教科化にどう向き合うか 大森直樹著 岩波書店 371.6||Om 219001415

152 現代教育評価事典 東洋 [ほか] 編 金子書房 371.7||Ge 219001713

153 教育評価事典
辰野千壽, 石田恒好, 北
尾倫彦監修

図書文化社 371.7||Ky 219001817

154
3ステップで行動問題を解決するハンドブック : 小・中学
校で役立つ応用行動分析学 (学研のヒューマンケアブック
ス)

大久保賢一著
学研教育みらい/

学研プラス (発
売)

375.2||Ok 219001338

155 「誇示」する教科書 : 歴史と道徳をめぐって 佐藤広美著 新日本出版社 375.32||Sa 219001952

156 手描き地図分析から見た知覚環境の発達プロセス 吉田和義著 風間書房 375.332||Yo 219001710

157
体育の「主体的・対話的で深い学び」を支えるICTの利活
用

鈴木直樹, 鈴木一成編 創文企画 375.49||Su 219002083



158 赤ちゃんは顔をよむ 初版 (角川文庫:17982) 山口真美 [著]

角川学芸出版/角
川グループホー
ルディングス (発
売)

376.11||Ya 219001989

159 知覚・認知心理学 (放送大学教材:1529285-1-1911) 石口彰編著
放送大学教育振
興会

377.08||Ho||1529285219001639

160 自然言語処理 改訂版 (放送大学教材:1570331-1-1911) 黒橋禎夫著
放送大学教育振
興会

377.08||Ho||1570331219001640

161
教育行政と学校経営 改訂版 (放送大学大学院教
材:8920702-1-1611. 人間発達科学プログラム)

小川正人, 勝野正章編
著

放送大学教育振
興会

377.08||Ho||8920702219001638

162
大学生のためのメンタルヘルスガイド : 悩む人、助けたい
人、知りたい人へ (シリーズ大学生の学びをつくる)

松本俊彦編 大月書店 377.9||Da 219002163

163
キャンパスライフサポートブック : こころ・からだ・くら
し

香月菜々子, 古田雅明
著

ミネルヴァ書房 377.9||Ka 219001675

164
これだけは知っておきたい発達が気になる児童生徒の理解
と指導・支援 : 多様性のある子どもたちのあしたのために

阿部利彦, 岩澤一美著 金子書房 378||Ab 219001715

165
「自閉症学」のすすめ : オーティズム・スタディーズの時
代

野尻英一, 高瀬堅吉, 松
本卓也編著

ミネルヴァ書房 378||Ji 219001677

166
教室でできる特別支援教育のアイデア172 小学校編 Part2

(教室で行う特別支援教育:3, 6)
月森久江編集 図書文化社 378||Ky||6 219001818

167 中華生活文化誌 (ドラゴン解剖学:竜の生態の巻)
中国モダニズム研究会
著

関西学院大学出
版会

382.22||Ch 219001314

168 胃袋の近代 : 食と人びとの日常史 湯澤規子著
名古屋大学出版
会

383.81||Yu 219001294

169 食で読み解くヨーロッパ : 地理研究の現場から 加賀美雅弘著 朝倉書店 383.83||Ka 219001457

170 焼畑のむら : 昭和45年、四国山村の記録 福井勝義著
福井勝義記念資
料室/柊風舎 (発
売)

384.31||Fu 219001971

171
文化財/文化遺産としての民俗芸能 : 無形文化遺産時代の研
究と保護

俵木悟著 勉誠出版 386.8||Hy 219001290

172 社をもたない神々 初版 (角川選書:612) 神崎宣武著 KADOKAWA 387||Ka 219001337

173 文化遺産と生きる 飯田卓編 臨川書店 389.04||Bu 219001291


