
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 グローバル・ヒストリー : 批判的歴史叙述のために
ゼバスティアン・コン
ラート著/小田原琳訳

岩波書店 201.16||Co 221001656

2 感情史の始まり ヤン・プランパー [著] みすず書房 201||Pl 221001376

3 動物考古学論 : 松井章著作集
松井章著/丸山真史, 菊
地大樹編

新泉社 202.5||Ma 221001867

4 学生が語る戦争・ジェンダー・地域
福岡大学人文学部歴史
学科西洋史ゼミ編著

法律文化社 204||Ga 221001765

5
もう一つ上の日本史 : 『日本国紀』読書ノート 古代-近世
篇

浮世博史著 幻戯書房 210.1||Uk 221001974

6 東北地方北部における縄文/弥生移行期論 根岸洋著 雄山閣 210.2||Ne 221001992

7
旧石器時代から縄文時代への転換 : 土器が出現する頃の文
化変動

白石浩之著 雄山閣 210.23||Sh 221001993

8
国風文化  : 貴族社会のなかの「唐」と「和」 (シリーズ古
代史をひらく)

吉村武彦, 吉川真司, 川
尻秋生編

岩波書店 210.37||Ko 221001334

9 織田信長政権の権力構造 (戎光祥研究叢書:16) 久野雅司著 戎光祥出版 210.48||Ku 221001861

10 江戸の秘密 : 広重の浮世絵と地形で読み解く 竹村公太郎著 集英社 210.5||Ta 221001860

11
原爆投下 : 活かされなかった極秘情報 (NHK DVD. NHKは
何を伝えてきたか/NHKスペシャル)

NHKエンタープ
ライズ

210||DVD||2561 221001945

12
靖国神社 : 占領下の知られざる攻防 (NHK DVD. NHKは何
を伝えてきたか/NHKスペシャル)

NHKエンタープ
ライズ

210||DVD||2562 221001946

13
硫黄島玉砕戦 : 生還者61年目の証言 (NHK DVD. NHKスペ
シャル)

NHK編
NHKエンタープ
ライズ

210||DVD||2563 221001947

14
東京大空襲 : 60年目の被災地図 (NHK DVD. NHKスペシャ
ル)

NHKエンタープ
ライズ (発行・販
売)

210||DVD||2564 221001948

15
東アジアの自然観 : 東アジアの環境と風俗 (東アジア文化
講座:4)

ハルオ・シラネ編 文学通信 220||Hi 221001991

16 貞観政要 : 全訳注 (講談社学術文庫:[2642]) 呉兢編/石見清裕訳注 講談社 222.048||Jo 221001959

17
大英帝国は大食らい : イギリスとその帝国による植民地経
営は、いかにして世界各地の食事をつくりあげたか

リジー・コリンガム著/

松本裕訳
河出書房新社 233.05||Co 221001788

18 ドイツ史1800-1866 : 市民世界と強力な国家 上
トーマス・ニッパーダ
イ著/大内宏一訳

白水社 234.06||Ni||1 221001366

19 ドイツ史1800-1866 : 市民世界と強力な国家 下
トーマス・ニッパーダ
イ著/大内宏一訳

白水社 234.06||Ni||2 221001367

20
ナチス前夜における「抵抗」の歴史 (Minerva西洋史ライブ
ラリー:74)

星乃治彦著 ミネルヴァ書房 234.072||Ho 221001772

21
想起の文化とグローバル市民社会 (現代ドイツへの視座 :

歴史学的アプローチ:1. Neue Forschungen zur deutschen

Zeitgeschichte)

石田勇治, 福永美和子
編

勉誠出版 234.074||So 221001740

22
ナチズム・ホロコーストと戦後ドイツ (現代ドイツへの視
座 : 歴史学的アプローチ:2. Neue Forschungen zur

deutschen Zeitgeschichte)

石田勇治, 川喜田敦子
編

勉誠出版 234.075||Na 221001741

23 はじめて学ぶドイツの歴史と文化 南直人 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 234||Ha 221001774

24 Stories : hardcover (Humans of New York) Brandon Stanton
St. Martin's

Press
253.21||St 221001124

25 靖献遺言 (講談社学術文庫:[2535])
浅見絅斎 [著]/近藤啓吾
訳注

講談社 282.2||As 221001511

26 女帝小池百合子 石井妙子著 文藝春秋 289.1||Ko 221001613

27
ローザ・パークス自伝 : 「人権運動の母」が歩んだ勇気と
自由への道 (潮文庫:ロ-1)

ローザ・パークス著/高
橋朋子訳

潮出版社 289.3||Pa 221001597

28
バイヤード・ラスティンの生涯 : ぼくは非暴力を貫き、あ
らゆる差別に反対する

ジャクリーン・ハウト
マン, ウォルター・
ネーグル, マイケル・
G.ロング著/渋谷弘子
訳

合同出版 289.3||Ru 221001852

29 エデュケーション : 大学は私の人生を変えた
タラ・ウェストーバー
著/村井理子訳

早川書房 289.3||We 221001884

30 あいまいな時空間情報の分析
浅見泰司, 薄井宏行編
著

古今書院 290.1||Ai 221001845

31 イラストで学ぶ地理と地球科学の図鑑 東辻千枝子訳 創元社 290.1||Ir 221001417

学生用社会系図書新着リスト(10月)



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

32 沖縄平和ネットワーク大島和典の歩く見る考える沖縄 大島和典著 高文研 291.99||Os 221001220

33 地理マニアが教える旅とまち歩きの楽しみ方 作田龍昭著 ベレ出版 291||Sa 221001205

34 郷土中国 (風響社あじあブックス:別巻3) 費孝通著/西澤治彦訳 風響社 302.22||Hi 221002061

35 ドイツ文化事典 石田勇治編集代表 丸善出版 302.34||Do 221001966

36 ファクトチェックニッポン 立岩陽一郎著 徳間書店 304||Ta 221001599

37 日本習合論 内田樹著 ミシマ社 304||Uc 221001554

38 ポピュリズムとファシズム : 21世紀の全体主義のゆくえ
エンツォ・トラヴェル
ソ著/湯川順夫訳

作品社 311.7||Tr 221001722

39 権威主義 : 独裁政治の歴史と変貌
エリカ・フランツ著/上
谷直克, 今井宏平, 中井
遼訳

白水社 311.8||Fr 221001435

40 ファシズムとは何か
ケヴィン・パスモア
[著]/福井憲彦訳

岩波書店 311.8||Pa 221001658

41 安倍長期政権劣化の構造
木下真志編著/岡田一郎
[ほか] 著

旬報社 312.1||Ab 221001580

42
忘れない、許さない! : 安倍政権の事件・疑惑総決算とその
終焉

上脇博之著 かもがわ出版 312.1||Ka 221001504

43 国策不捜査 : 「森友事件」の全貌 籠池泰典, 赤澤竜也著 文藝春秋 312.1||Ka 221001611

44 国策不捜査 : 「森友事件」の全貌 籠池泰典, 赤澤竜也著 文藝春秋 312.1||Ka 221001612

45 「人権」がわからない政治家たち 小林節著
日刊現代/講談社
(発売)

312.1||Ko 221001572

46
政治の劣化と日韓関係の混沌 (日韓記者・市民セミナー
ブックレット:3)

纐纈厚, 平井久志, 小池
晃著

社会評論社 312.1||Ko 221001574

47
安倍政権は「倒れた」が「倒した」のではない : 野党共闘
の可能性を探る

松竹伸幸著 かもがわ出版 312.1||Ma 221001505

48 日本政治コロナ敗戦の研究 御厨貴, 芹川洋一著

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)

312.1||Mi 221001602

49 日本は「右傾化」したのか 小熊英二, 樋口直人編
慶應義塾大学出
版会

312.1||Ni 221001322

50 日本を壊した安倍政権
田中信一郎ほか著/ハー
バー・ビジネス・オン
ライン編集部編

扶桑社 312.1||Ni 221001610

51 日本政治の第一歩 (有斐閣ストゥディア) 上神貴佳, 三浦まり編 有斐閣 312.1||Ni 221001617

52
ポンコツ総理スガーリンの正体 : すべてはウソと八百長
だった!

西谷文和編/佐高信 [ほ
か述]

日本機関紙出版
センター

312.1||Ni 221002060

53 日本政治史 : 現代日本を形作るもの (有斐閣ストゥディア)
清水唯一朗, 瀧井一博,

村井良太著
有斐閣 312.1||Sh 221001450

54 主権者のいない国 白井聡著 講談社 312.1||Sh 221001514

55
ストップ!!国政の私物化 : 森友・加計、桜、学術会議の疑
惑を究明する

上脇博之 [ほか] 著 あけび書房 312.1||Su 221001490

56 安倍政権時代 : 空疎な7年8カ月 高野孟著
花伝社/共栄書房
(発売)

312.1||Ta 221001558

57
安倍政権の終焉と新自由主義政治、改憲のゆくえ : 「安倍
政治」に代わる選択肢を探る

渡辺治著 旬報社 312.1||Wa 221001581

58 25歳からの国会 : 武器としての議会政治入門 平河エリ著 現代書館 314.1||Hi 221001567

59 国会をみよう : 国会パブリックビューイングの試み 上西充子著
集英社クリエイ
ティブ/集英社
(発売)

314.1||Ue 221001578

60 インターネットの憲法学 新版 松井茂記著 岩波書店 316.1||Ma 221002028

61 よい移民 : 現代イギリスを生きる21人の物語
ニケシュ・シュクラ編/

栢木清吾訳
創元社 316.833||Yo 221001883

62

政治風刺画による「社会不安」の可視化と「黒人支配」へ
の恐怖 : 20世紀転換期の米国地方紙にみるネガティブ・
キャンペーンと「人種」 (Minerva人文・社会科学叢
書:247)

深松亮太著 ミネルヴァ書房 316.853||Fu 221001381

63 逃亡者の社会学 : アメリカの都市に生きる黒人たち
アリス・ゴッフマン著/

二文字屋脩, 岸下卓史
訳

亜紀書房 316.853||Go 221001389

64 アメリカ社会の人種関係と記憶 : 歴史との対話 樋口映美著 彩流社 316.853||Hi 221001986

65 霞が関のリアル NHK取材班著 岩波書店 317.3||Ka 221001216
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66 公文書危機 : 闇に葬られた記録 毎日新聞取材班著 毎日新聞出版 317.6||Ko 221001614

67 日本を壊した霞が関の弱い人たち : 新・官僚の責任 古賀茂明[著] 集英社 317||Ko 221001577

68 地方自治法入門 第2版
駒林良則, 佐伯彰洋編
著

成文堂 318.1||Ch 221001877

69
地方自治組織法制の変容と地方議会 (立命館大学法学叢書:

第22号)
駒林良則著 法律文化社 318.11||Ko 221001929

70
地方公務員の新しいキャリアデザイン : ワーク、ライフ、
コミュニティ、セルフのブレンド

小紫雅史著 実務教育出版 318.3||Ko 221001573

71
「義理チョコ」はセーフですよね?こんなときどうする?地
方公務員のコンプライアンス

鵜養幸雄著 ぎょうせい 318.3||Uk 221001700

72
コミュニティ自治の未来図 : 共創に向けた地域人財づくり
へ

大杉覚著 ぎょうせい 318.8||Os 221001343

73 世界に学ぶ地域自治 : コミュニティ再生のしくみと実践
大内田鶴子, 鯵坂学, 玉
野和志編著/廣田有里
[ほか] 著

学芸出版社 318.9||Se 221001263

74 自治・分権と地域行政
今川晃, 牛山久仁彦編
著/杉岡秀紀 [ほか] 著

芦書房 318||Ji 221002050

75 日本の侵略 : 加害と被害の真実 : 忘れさせないために 赤旗編集局編 新日本出版社 319.1||Ni 221001583

76 戦争裁判と平和憲法 : 戦争をしない/させないために 児玉勇二著 明石書店 319.8||Ko 221001933

77 法学入門
宍戸常寿, 石川博康編
著/内海博俊 [ほか] 著

有斐閣 321||Ho 221001209

78
国民の権利及び義務 1 (有斐閣コンメンタール. 注釈日本国
憲法:2)

長谷部恭男編/川岸令和
[ほか]著

有斐閣 323.14||Ch||2 221001935

79
国民の権利及び義務/国会 (有斐閣コンメンタール. 注釈日
本国憲法:3)

長谷部恭男編/川岸令和
[ほか] 著

有斐閣 323.14||Ch||3 221001936

80 総論・統治 第2版 (日評ベーシック・シリーズ. 憲法:1) 新井誠 [ほか] 著 日本評論社 323.14||Ke||1 221001550

81 人権 第2版 (日評ベーシック・シリーズ. 憲法:2) 新井誠 [ほか] 著 日本評論社 323.14||Ke||2 221001551

82 緊急事態条項の何が問題か
関西学院大学災害復興
制度研究所編/棟居快行
[ほか著]

岩波書店 323.14||Ki 221001561

83 憲法を読み解く 渋谷秀樹著 有斐閣 323.14||Sh 221001210

84 民法基本判例集 第4版
遠藤浩, 川井健, 民法判
例研究同人会編

勁草書房 324.098||Mi 221001708

85 パックス : 新しいパートナーシップの形
ロランス・ド・ペルサ
ン著/齊藤笑美子訳

緑風出版 324.935||Pe 221002031

86
フランスの同性婚と親子関係 : ジェンダー平等と結婚・家
族の変容

イレーヌ・テリー著/石
田久仁子, 井上たか子
訳

明石書店 324.935||Th 221002009

87
ブラジルの同性婚法 : 判例による法生成と家族概念の転換
(学術選書:175. 家族法)

マシャド・ダニエル著 信山社 324.962||Ma 221002010

88 民法 第10版 / 遠藤浩補訂 我妻榮, 良永和隆著 勁草書房 324||Wa 221001707

89 刑事政策 第2版 川出敏裕, 金光旭著 成文堂 326.3||Ka 221001243

90 秘密保護法何が問題か : 検証と批判
海渡雄一, 清水勉, 田島
泰彦編/西谷修 [ほか]

執筆

岩波書店 326.81||Hi 221001560

91 共謀罪の何が問題か (岩波ブックレット:No. 966) 高山佳奈子著 岩波書店 326.81||Ta 221001562

92 経済人類学入門 : 理論的基礎 鈴木康治著 作品社 331||Su 221001853

93 移民政策のフロンティア : 日本の歩みと課題を問い直す
移民政策学会設立10周
年記念論集刊行委員会
編

明石書店 334.4||Im 221001650

94
上海居留民団三十五周年記念誌 上巻 (在中国居留民団史集
成:第1期:第1巻)

上海居留民団編 ゆまに書房 334.422||Sh||1 221002048

95 南京日本居留民誌 (在中国居留民団史集成:第1期:第4巻) 庄司得二著 ゆまに書房 334.422||Sh||4 221002049

96
現代アメリカ移民第二世代の研究 : 移民排斥と同化主義に
代わる「第三の道」 (世界人権問題叢書:86)

アレハンドロ・ポルテ
ス, ルベン・ルンバウ
ト著/村井忠政訳

明石書店 334.453||Po 221001239

97 テキスト経営人類学
中牧弘允, 日置弘一郎,

竹内惠行編集代表
東方出版 335.4||Te 221002059

98
ソクラテスの人事 : 企業が欲しがる人材になる!すごい会社
の採用試験36問

NHK「ソクラテスの人
事」制作班著

祥伝社 336.2||So 221001179

99 日商簿記3級過去問題集 2021年度受験対策用 資格の大原簿記講座著 大原出版 336.91||Ni 221001481
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100
マーケットのテクニカル分析 : トレード手法と売買指標の
完全総合ガイド (ウィザード・ブック・シリーズ:257)

ジョン・J・マー
フィー著/田村英基訳

パンローリング 338.1||Mu 221001256

101
オニールの成長株発掘法 : 良い時も悪い時も儲かる銘柄選
択をするために (ウィザード・ブック・シリーズ:179)

ウィリアム・J.オニー
ル著/スペンサー倫亜訳

パンローリング 338.155||On 221001258

102
ゾーン : 相場心理学入門 (ウィザード・ブック・シリー
ズ:32)

マーク・ダグラス著/世
良敬明訳

パンローリング 338.18||Do 221001257

103
地域金融機関の経営・収益管理 : 銀行管理会計のケースス
タディ

谷守正行編著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング (発
売)

338.5||Ta 221001888

104 ゼロからできる自治体の財政分析 稲沢克祐著 学陽書房 349||In 221001266

105 世界の悲惨 1 (Bourdieu library)
ピエール・ブルデュー
編

藤原書店 361.235||Bo||1 221001369

106 世界の悲惨 2 (Bourdieu library)
ピエール・ブルデュー
編

藤原書店 361.235||Bo||2 221001370

107 世界の悲惨 3 (Bourdieu library)
ピエール・ブルデュー
編

藤原書店 361.235||Bo||3 221001371

108 現代中国の社会と行動原理 : 関係・面子・権力
翟学偉 [著]/朱安新, 小
嶋華津子編訳

岩波書店 361.42||Te 221001810

109 メディアと感情の政治学
カリン・ウォール=ヨ
ルゲンセン著/三谷文
栄, 山腰修三訳

勁草書房 361.45||Wa 221001451

110
はじめてのメディア研究 : 「基礎知識」から「テーマの見
つけ方」まで 第2版

浪田陽子, 福間良明編 世界思想社 361.453||Ha 221001412

111
スチュアート・ホール : イギリス新自由主義への文化論的
批判

牛渡亮著 東信堂 361.5||Us 221001904

112
差別はたいてい悪意のない人がする : 見えない排除に気づ
くための10章

キムジヘ著/尹怡景訳 大月書店 361.8||Ki 221002005

113 定本M-GTA : 実践の理論化をめざす質的研究方法論 木下康仁著 医学書院 361.9||Ki 221001261

114
はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ 第18版 (有斐閣アル
マ:Basic)

椋野美智子, 田中耕太
郎著

有斐閣 364||Mu 221001472

115
家内労働と在宅ワークの戦後日本経済 : 授産内職から在宅
就業支援へ (MINERVA現代経済学叢書:121)

高野剛著 ミネルヴァ書房 366.8||Ta 221001775

116 テキスト家族心理学
若島孔文, 野口修司編
著

金剛出版 367.3||Te 221001315

117
多様な子どもの近代 : 稼ぐ・貰われる・消費する年少者た
ち (青弓社ライブラリー:102)

元森絵里子著/高橋靖幸
著/土屋敦著/貞包英之
著

青弓社 367.61||Ta 221001629

118 同性婚 : だれもが自由に結婚する権利
同性婚人権救済弁護団
編

明石書店 367.97||Do 221002008

119 ケアが生まれる場 : 他者とともに生きる社会のために 森明子編 ナカニシヤ出版 369.04||Ke 221001748

120
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||Sa 221001628

121 防災心理学入門 : 豪雨・地震・津波に備える 矢守克也著 ナカニシヤ出版 369.3||Ya 221001361

122
よくわかる福祉社会学 (やわらかアカデミズム・「わか
る」シリーズ)

武川正吾 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 369||Yo 221001380

123 個別最適化の教育 : 人生100年時代を生き抜く子を育てる! 西川純著 学陽書房 370.4||Ni 221001213

124
前川喜平教育のなかのマイノリティを語る : 高校中退・夜
間中学・外国につながる子ども・LGBT・沖縄の歴史教育

前川喜平 [ほか] 著 明石書店 372.107||Ma 221001616

125
GIGAスクール・マネジメント : 「ふつうの先生」がICTを
「当たり前」に使う最先端自治体のやり方ぜんぶ見た。

佐藤明彦著
時事通信出版局/

時事通信社(発売)
372.194||Sa 221001221

126 地方議会からの政策実現 : 教育分野 佐藤利信著 展転社 373.1||Sa 221001598

127 学校トラウマの実際と対応 : 児童・生徒への支援と理解 藤森和美編著 誠信書房 374.92||Fu 221001878

128 部活動の社会学 : 学校の文化・教師の働き方 内田良編 岩波書店 375.18||Bu 221001279

129
部活動学 : 子どもが主体のよりよいクラブをつくる24の視
点

神谷拓監修
ベースボール・
マガジン社

375.18||Bu 221001553

130
GIGAスクール時代の学びを拓く!PC1人1台授業スタート
ブック

中川一史, 赤堀侃司編
著

ぎょうせい 375.199||Gi 221001342

131 タブレットで変わる授業デザイン (教育技術mook) 西尾環著 小学館 375.199||Ni 221001862

132 EdTechが変える教育の未来 : Education×Technology 佐藤昌宏著 インプレス 375.199||Sa 221001500
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133
小・中・高等学校でのプログラミング教育実践 : 問題解決
を目的とした論理的思考力の育成

日本産業技術教育学会
編

九州大学出版会 375.199||Sh 221002054

134
実践事例でわかる!タブレット活用授業 : GIGAスクール構
想対応

田中博之著 学陽書房 375.199||Ta 221001267

135
事例で学ぶ生徒指導・進路指導・教育相談 改訂版 小学校
編

長谷川啓三, 佐藤宏平,

花田里欧子編
遠見書房 375.2||Ji 221001781

136
事例で学ぶ生徒指導・進路指導・教育相談 第3版 中学校・
高等学校編

長谷川啓三, 佐藤宏平,

花田里欧子編
遠見書房 375.2||Ji 221001782

137
Society5.0に向けた進路指導 : 個別最適化時代をどう生き
るか

西川純, 網代涼佑著 明治図書出版 375.25||Ni 221001615

138
ICT×社会 : GIGAスクールに対応した1人1台端末の授業づ
くり : 小学校・中学校

『社会科教育』編集部
編

明治図書出版 375.3||Ic 221001446

139
ICT×社会 : GIGAスクールに対応した1人1台端末の授業づ
くり : 小学校・中学校

『社会科教育』編集部
編

明治図書出版 375.3||Ic 221001447

140 中学・高校社会科授業ICT活用ガイド : GIGAスクール対応!
和田誠, 吉川牧人, 新井
貴之著

明治図書出版 375.3||Wa 221001441

141 授業のための世界地理 第5版 地理教育研究会編 古今書院 375.33||Ju 221001846

142
システム思考で地理を学ぶ : 持続可能な社会づくりのため
の授業プラン

地理教育システムアプ
ローチ研究会 [ほか] 編

古今書院 375.33||Sh 221001847

143 地理認識の教育学 : 探検・地理区から防災・観光まで 寺本潔著 帝国書院 375.33||Te 221002058

144 地域と世界をつなぐ「地理総合」の授業 大野新, 竹内裕一編 大月書店 375.334||Ch 221001418

145
カリキュラム・マネジメントで実現する学びの未来 :

STE(A)M教育を始める前に : カリキュラム・マネジメント
実践10

中川一史 [ほか] 編著・
監修

翔泳社 375.4||Ka 221001940

146
ICT×数学GIGAスクールに対応した1人1台端末の授業づく
り : 中学校

『数学教育』編集部編 明治図書出版 375.413||Ic 221001383

147
ICT×数学GIGAスクールに対応した1人1台端末の授業づく
り : 中学校

『数学教育』編集部編 明治図書出版 375.413||Ic 221001384

148
ICT×体育・保健体育GIGAスクールに対応した授業スタン
ダード : 小・中・高等学校

鈴木直樹編著 明治図書出版 375.49||Ic 221001444

149
ICT×体育・保健体育GIGAスクールに対応した授業スタン
ダード : 小・中・高等学校

鈴木直樹編著 明治図書出版 375.49||Ic 221001445

150
体育授業「導入10分」の活動アイデア : 主体的・対話的で
深い学びをつくる! (体育科授業サポートBOOKS)

鈴木直樹, 中村なおみ,

大熊誠二編著
明治図書出版 375.49||Ta 221001776

151
教師と子どものための体育の「教科書」 : 主体的・対話的
で深い学びをつくる! : 全領域の学習プリント&学習カード
を収録 高学年 (体育科授業サポートBOOKS)

鈴木直樹, 石井卓之編
著

明治図書出版 375.492||Ky 221001777

152
ICT×国語 : GIGAスクールに対応した1人1台端末の授業づ
くり 小学校・中学校

「国語教育」編集部編 明治図書出版 375.8||Ic 221001442

153
ICT×国語 : GIGAスクールに対応した1人1台端末の授業づ
くり 小学校・中学校

「国語教育」編集部編 明治図書出版 375.8||Ic 221001443

154 英語で教える英語の授業 : その進め方・考え方 望月正道 [ほか] 著 大修館書店 375.893||Ei 221001531

155 英語スピーキング指導ハンドブック
泉惠美子, 門田修平編
著

大修館書店 375.893||Ei 221001734

156
ICT×英語GIGAスクールに対応した1人1台端末の授業づく
り : 小学校・中学校

『授業力&学級経営
力』編集部編

明治図書出版 375.893||Ic 221001448

157
ICT×英語GIGAスクールに対応した1人1台端末の授業づく
り : 小学校・中学校

『授業力&学級経営
力』編集部編

明治図書出版 375.893||Ic 221001449

158
英語デジタル教材作成・活用ガイド : PowerPointと
Keynoteを使って

唐澤博, 米田謙三著 大修館書店 375.893||Ka 221001530

159 英語科教育実習ハンドブック 第4版
加藤茂夫, 杉山敏, 荒木
美恵子著

大修館書店 375.893||Ka 221001736

160 タスク・プロジェクト型の英語授業 高島英幸編著 大修館書店 375.893||Ta 221001735

161 大学からの外国語 : 多文化世界を生きるための複言語学習 田口紀子編
京都大学学術出
版会

377.15||Da 221001819

162
纏足 (てんそく) の発見 : ある英国女性と清末の中国 (あじ
あブックス:059)

東田雅博著 大修館書店 383.7||To 221001532

163 食の世界を生きる : 食の人類学への招待 河合利光編著 時潮社 383.8||Sh 221002073

164
餅と日本人 : 「餅正月」と「餅なし正月」の民俗文化論
(読みなおす日本史)

安室知著 吉川弘文館 383.81||Ya 221001817

165 中世村落と名主座の研究 : 村落内身分の地域分布 薗部寿樹著 高志書院 384.1||So 221001739

166 現代日本の葬送と墓制 : イエ亡き時代の死者のゆくえ 鈴木岩弓, 森謙二編 吉川弘文館 385.6||Ge 221001818
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167 長浜曳山祭の過去と現在 : 祭礼と芸能継承のダイナミズム 市川秀之, 武田俊輔編
おうみ学術出版
会/サンライズ出
版 (発売)

386.161||Na 221002066

168 人類学者は異文化をどう体験したか : 16のフィールドから 桑山敬己編著 ミネルヴァ書房 389.04||Ji 221001382

169 変貌する日本の安全保障 半田滋著 弓立社 392.1076||Ha 221001973


