
請求記号 資料ID 書                      名 著者名 出版者 所在

002.7/SA25/
2018 100027329 思考を鍛えるメモ力 (ちくま新書:1340) 齋藤孝著 筑摩書房 2階西側

007.13/J52/
2020 000127001

ゼロからわかる人工知能 : 基本的なしくみから応用例, そして未来まで 増
補第2版 (ニュートン別冊) (Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階西側大型

070.14/TS94
/2019 100027344 支配の構造 : 国家とメディア--世論はいかに操られるか (SB新書:481)

堤未果 [ほ
か] 著

SBクリエイ
ティブ 2階西側

070.16/MO1
2/2017 100027347 新聞記者 (角川新書:[K-164])

望月衣塑子
[著] KADOKAWA 2階西側

081.8/H63hi/
1/1970 100027211 平賀源内全集 上巻

[平賀源内
著]/平賀源
内先生顯彰

名著刊行会 2階西側

081.8/H63hi/
2/1970 100027212 平賀源内全集 下巻

[平賀源内
著]/平賀源
内先生顯彰

名著刊行会 2階西側

100/MA59/2
018 100027340 マルクス・ガブリエル欲望の時代を哲学する (NHK出版新書:569)

[マルクス・ガ
ブリエル述]/
丸山俊一,

NHK出版 2階西側

112/N34/19
96 100027412 「時間」を哲学する : 過去はどこへ行ったのか (講談社現代新書:1293) 中島義道著 講談社 2階西側

113/MO77/2
005 100027325 人生に意味はあるか (講談社現代新書:1787) 諸富祥彦著 講談社 2階西側

115/P81/19
74 100027196 客観的知識 : 進化論的アプローチ

カール・R.ポ
パー著/森博
訳

木鐸社 2階西側

116/TA33/1
939 100027189 歴史と辯證法 高橋里美著 岩波書店 2階西側

116.4/B27/1
969 100027242 矛盾と弁証法

G.S.バチシ
チェフ著/武
井勇四郎訳

合同出版 2階西側

116.4/Y53/1
980 100027188 弁証法的世界 : 進歩の哲学

柳田謙十郎
著 創文社 2階西側

121.02/SH49
/2014 100027411 日本思想全史 (ちくま新書:1099) 清水正之著 筑摩書房 2階西側

121.53/Y22/
1943 100027123 柳子新論 (岩波文庫:青(33)-039-1,3277-3278,3278-3279)

山県大弐著/
川浦玄智訳
注

岩波書店 2階西側

121.59/MI67
/1953 100027109 三浦梅園集 (岩波文庫:青-209,2229, 青33-015-1) 三枝博音編 岩波書店 2階西側

121.6/F89/1
965 100027192 大正哲学史研究 (学術選書) 船山信一著 法律文化社 2階西側

121.6/SU28/
2018 100027319 京都学派 (講談社現代新書:2466) 菅原潤著 講談社 2階西側

121.63/N81/
1988 100027127 論理と生命 : 他四篇 (岩波文庫:青(33)-124-5. 西田幾多郎哲学論集:2)

西田幾多郎
[著]/上田閑
照編

岩波書店 2階西側

123.83/SA25
/2011 100027414 論語力 (ちくま新書:906) 齋藤孝著 筑摩書房 2階西側

124.22/R72/
2013 100027395 「老子」新訳 : 名のない領域からの声

[老子原著]/
加島祥造著 地湧社 2階西側

129.1/KA43/
1980 100027219 朝鮮の開化思想 姜在彦著 岩波書店 2階西側

131.3/H71/1
980 100027197 プラトンの学園アカデメイア 廣川洋一著 岩波書店 2階西側

132.1/A96/1
981 100027217 アウグスティヌス教師論 (世界教育学選集:98)

アウグスティ
ヌス著/石井
次郎, 三上茂

明治図書出
版 2階西側

135.3/D73/1
949 100027116 盲人書簡 (岩波文庫:3930-3931, 33-624-4)

ヂィドロ著/
吉村道夫, 加
藤美雄譯

岩波書店 2階西側

141.6/KA81/
2015 100027326 嫉妬をとめられない人 (小学館新書:248) 片田珠美著 小学館 2階西側

145.7/KA81/
2018 100027402 高学歴モンスター : 一流大学卒の迷惑な人たち (小学館新書:[194]) 片田珠美著 小学館 2階西側

156/D15/19
43 100027101 武道初心集 (岩波文庫:3323-3325, 33-029-1, 青29-1)

大道寺友山
著/古川哲史
校訂

岩波書店 2階西側

157.9/I76/19
82 100027187 心学教化の本質並発達 石川謙著

青史社/合同
出版 (発売) 2階西側

159/KA21/1
938 100027118 大和俗訓 (岩波文庫:1772ー1773a, 青(33)-010-2)

貝原益軒著/
石川謙校訂 岩波書店 2階西側
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159.5/KA76/
2013 100027399 わたしが人生について語るなら (ポプラ新書:015) 加島祥造著 ポプラ社 2階西側

159.7/Y92/2
017 100027391 君たちはどう生きるか

吉野源三郎
著

マガジンハウ
ス 2階西側

160.21/Y42/
1976 100027218 日本人の霊魂観 : 鎮魂と禁欲の精神史 山折哲雄著

河出書房新
社 2階西側

162.53/H59/
2010 100027369 アメリカと宗教 : 保守化と政治化のゆくえ (中公新書:2076) 堀内一史著

中央公論新
社 2階西側

170.6/F67/2
018 100027367 徹底検証神社本庁 : その起源から内紛、保守運動まで (ちくま新書:1361) 藤生明著 筑摩書房 2階西側

182.1/U58/2
018 100027370 仏教抹殺 : なぜ明治維新は寺院を破壊したのか (文春新書:1198) 鵜飼秀徳著 文藝春秋 2階西側

188.52/KU27
/2019 100027368 眠れないほど面白い空海の生涯 (王様文庫:D12-14) 由良弥生著 三笠書房 2階西側

188.62/KU98
/2003 100027365 阿弥陀聖空也 : 念仏を始めた平安僧 (講談社選書メチエ:285) 石井義長著 講談社 2階西側

188.69/KU61
/2017 100027374 死してなお踊れ : 一遍上人伝 栗原康著

河出書房新
社 2階西側

191.1/TH5/1
996 100027213

神秘と学知 : 『ボエティウス「三位一体論」に寄せて』翻訳と研究 (南山大
学学術叢書)

トマス・アクィ
ナス [著]/長
倉久子訳註

創文社 2階西側

198.22/A41/
1993 100027360 南蛮医アルメイダ : 戦国日本を生きぬいたポルトガル人 東野利夫著 柏書房 2階西側

198.35/KO12
/1960 100027195 宗教改革の教育史的意義 小林政吉著 創文社 2階西側

198.9/U19/1
958 100027120

余は如何にして基督信徒となりし乎 改版 (岩波文庫:青-57, 青-119-2, 青
(33)-119-2, 1859-1860a)

内村鑑三著/
鈴木俊郎訳 岩波書店 2階西側

210.04/SA85
/2019 100027405 日本史の探偵手帳 (文春文庫:[い-87-5]) 磯田道史著 文藝春秋 2階西側

210.18/Y82/
2011 100027396 中国化する日本 : 日中「文明の衝突」一千年史 與那覇潤著 文藝春秋 2階西側

210.3/KU53/
2017 100027338

戦争の日本古代史 : 好太王碑、白村江から刀伊の入寇まで (講談社現代
新書:2428) 倉本一宏著 講談社 2階西側

210.4/KU72/
1986 100027341 姿としぐさの中世史 : 絵図と絵巻の風景から (イメージ・リーディング叢書)

黒田日出男
著 平凡社 2階西側

210.4/Y46/2
018 100027337 海賊の日本史 (講談社現代新書:2483) 山内譲著 講談社 2階西側

210.48/SH34
/2010 100027359 天正少年使節 : ドキュメント 志岐隆重著 長崎文献社 2階西側

210.58/TA72
/2013 100027415 明治国家をつくった人びと (講談社現代新書:2212) 瀧井一博著 講談社 2階西側

210.6/N96ha
/1/1989 100027190 ハーバート・ノーマン全集 増補 / 磯野富士子, 河合伸訳 第1巻

ノーマン・E.
ハーバート著
/大窪愿二編

岩波書店 2階西側

210.6/N96ha
/2/1989 100027191 ハーバート・ノーマン全集 増補 / 磯野富士子, 河合伸訳 第2巻

ノーマン・E.
ハーバート著
/大窪愿二編

岩波書店 2階西側

210.61/H29/
1978 100027115 明治維新史研究 (岩波文庫:33-143-1) 羽仁五郎著 岩波書店 2階西側

210.75/H29/
2006 100027333 あの戦争になぜ負けたのか (文春新書:510)

半藤一利 [ほ
か] 著 文藝春秋 2階西側

210.76/J51/
2014 100027335 日本戦後史 (San-ei mook. 時空旅人ベストシリーズ) 三栄書房 2階西側

219.6/KU17/
2019 000126732 名利無縁 : 高千穂町岩戸故郷を拓いた気骨の系譜 (みやざき文庫:138) 工藤寛著 鉱脈社 2階西側

222.4/O29/2
020 000127014 台湾の歴史と文化 : 六つの時代が織りなす「美麗島」 (中公新書:2581) 大東和重著

中央公論新
社 2階西側

280.4/G72/2
009 100027339 一九六〇年代の肖像 (岩波現代文庫:社会:186. 人物ノンフィクション:1) 後藤正治著 岩波書店 2階西側

289.1/F85/1
976 100027240 福沢諭吉研究

ひろたまさき
著

東京大学出
版会 2階西側

289.1/I89/20
10 100027363 伊藤博文 : 知の政治家 (中公新書:2051) 瀧井一博著

中央公論新
社 2階西側

289.1/O23/1
977 100027220 緒方洪庵伝 第2版増補版 緒方富雄著 岩波書店 2階西側

289.1/O26/1
967 100027216 一数学者の回想 (筑摩叢書:80)

小倉金之助
著 筑摩書房 2階西側

289.1/O27/2
012 100027401 大原孫三郎 : 善意と戦略の経営者 (中公新書:2196) 兼田麗子著

中央公論新
社 2階西側

289.1/TA54/
2014 100027403 高杉晋作 : 情熱と挑戦の生涯 (角川文庫:18681)

一坂太郎
[著] Kadokawa 2階西側

　【２--】　歴　史 



289.1/Y86/1
937 100027119 吉田松陰書簡集 (岩波文庫:1488-1489, 青(33)-021-2)

[吉田松陰
著]/廣瀬豊
篇

岩波書店 2階西側

289.2/N34/2
005/A 100027361 中村屋のボース : インド独立運動と近代日本のアジア主義 中島岳志著 白水社 2階西側

289.3/E47/2
020 000127011 エリザベス女王 : 史上最長・最強のイギリス君主 (中公新書:2578) 君塚直隆著

中央公論新
社 2階西側

291.09/D11/
1983 100027225 ディアス・コバルビアス日本旅行記 (新異国叢書:第2輯:7)

ディアス・コ
バルビアス
[著]/大垣貴

雄松堂出版 2階西側

291.09/G92/
1983 100027226 ギメ東京日光散策/レガメ日本素描紀行 (新異国叢書:第2輯:8)

ギメ [著]/青
木啓輔訳/レ
ガメ [著]/青

雄松堂出版 2階西側

301/Y47/200
4 100027348 公共哲学とは何か (ちくま新書:469) 山脇直司著 筑摩書房 2階西側

304/H48/19
61 100027102 平民新聞論説集 (岩波文庫:白-178, 6328-6330, 青(33)-126-1)

林茂, 西田長
寿編 岩波書店 2階西側

311.2/SA37/
1958 100027243 明治前半期のナショナリズム 坂田吉雄編 未來社 2階西側

311.253/A24
/2008 100027342 追跡・アメリカの思想家たち (新潮選書) 会田弘継著 新潮社 2階西側

311.3/U71/2
007 100027349 ベネディクト・アンダーソングローバリゼーションを語る (光文社新書:301)

[ベネディク
ト・アンダーソ
ン述]/梅森

光文社 2階西側

312.1/H91/2
015 100027353 安倍首相の「歴史観」を問う 保阪正康著 講談社 2階西側

312.1/KI57/2
016 100027355 偽りの保守・安倍晋三の正体 (講談社+α新書:733-1C)

岸井成格, 佐
高信 [著] 講談社 2階西側

312.1/N34/2
019 100027416 自公政権とは何か : 「連立」にみる強さの正体 (ちくま新書:1408) 中北浩爾著 筑摩書房 2階西側

321.21/N37/
1967 100027194 近代日本における制度と思想 : 明治法思想史研究序説

中村雄二郎
著 未来社 2階西側

321.3/J35/1
936 100027107 法・不法及刑罰の社會倫理的意義 (岩波文庫:白(34)-015-1,1365)

イェリネク
[著]/大森英
太郎訳

岩波書店 2階西側

322.15/KY6k
y/1/1983 100027198 京都町触集成 第1巻

京都町触研
究会編 岩波書店 2階西側

322.15/KY6k
y/10/1986 100027207 京都町触集成 第10巻

京都町触研
究会編 岩波書店 2階西側

322.15/KY6k
y/11/1986 100027208 京都町触集成 第11巻

京都町触研
究会編 岩波書店 2階西側

322.15/KY6k
y/12/1987 100027209 京都町触集成 第12巻

京都町触研
究会編 岩波書店 2階西側

322.15/KY6k
y/13/1987 100027210 京都町触集成 第13巻

京都町触研
究会編 岩波書店 2階西側

322.15/KY6k
y/2/1984 100027199 京都町触集成 第2巻

京都町触研
究会編 岩波書店 2階西側

322.15/KY6k
y/3/1984 100027200 京都町触集成 第3巻

京都町触研
究会編 岩波書店 2階西側

322.15/KY6k
y/4/1984 100027201 京都町触集成 第4巻

京都町触研
究会編 岩波書店 2階西側

322.15/KY6k
y/5/1984 100027202 京都町触集成 第5巻

京都町触研
究会編 岩波書店 2階西側

322.15/KY6k
y/6/1985 100027203 京都町触集成 第6巻

京都町触研
究会編 岩波書店 2階西側

322.15/KY6k
y/7/1985 100027204 京都町触集成 第7巻

京都町触研
究会編 岩波書店 2階西側

322.15/KY6k
y/8/1985 100027205 京都町触集成 第8巻

京都町触研
究会編 岩波書店 2階西側

322.15/KY6k
y/9/1986 100027206 京都町触集成 第9巻

京都町触研
究会編 岩波書店 2階西側

323.14/I89/2
014 100027410 日本国憲法 : 現代語訳 (ちくま新書:1049) 伊藤真訳 筑摩書房 2階西側

323.14/O74/
2015 100027398 憲法の条件 : 戦後70年から考える (NHK出版新書:452)

大澤真幸, 木
村草太著 NHK出版 2階西側

323.142/KO8
3/2015 100027354 平和憲法の深層 (ちくま新書:1122) 古関彰一著 筑摩書房 2階西側

323.149/KO1
2/2013 100027352 自民党憲法改正草案にダメ出し食らわす!

小林節, 伊藤
真著 合同出版 2階西側

326.3/H95/2
019/2019 000127005 平成の刑事政策 (犯罪白書:令和元年版)

法務省法務
総合研究所
編

昭和情報プ
ロセス 1階西側参考

334.31/KA93
/2015 100027346 日本の少子化百年の迷走 : 人口をめぐる「静かなる戦争」 (新潮選書) 河合雅司著 新潮社 2階西側

　【３--】　社会科学 



334.31/N69/
2017 100027400 縮小ニッポンの衝撃 (講談社現代新書:2436)

NHKスペシャ
ル取材班著 講談社 2階西側

334.41/N25/
2020 000127013 移民と日本社会 : データで読み解く実態と将来像 (中公新書:2580)

永吉希久子
著

中央公論新
社 2階西側

361.3/I51/20
11 100027409 ソーシャル・キャピタル入門 : 孤立から絆へ (中公新書:2138) 稲葉陽二著

中央公論新
社 2階西側

361.65/TA97
/2018 100027351 日本会議の野望 : 極右組織が目論む「この国のかたち」 俵義文著

花伝社/共栄
書房 (発売) 2階西側

361.65/Y48/
2016 100027332 日本会議 : 戦前回帰への情念 (集英社新書:0842A) 山崎雅弘著 集英社 2階西側

366.7/W42/2
011 100027408 だれのための仕事 : 労働VS余暇を超えて (講談社学術文庫:[2087])

鷲田清一
[著] 講談社 2階西側

368.61/TA33
/2019 000126888 つけびの村 : 噂が5人を殺したのか? 高橋ユキ著 晶文社 2階西側

369.4/J48/2
020/2020 000127009 児童福祉六法 令和2年版

厚生省児童
家庭局編

中央法規出
版 1階西側参考

369.42/F93/
2015 100027316 保育園義務教育化 古市憲寿著 小学館 2階西側

369.7/I56/20
20 000127015 ボランティアってなんだっけ? (岩波ブックレット:No. 1018) 猪瀬浩平著 岩波書店 2階西側
370.5/MO31
/2019-
ko/2019

000127008 学校基本調査報告書 : 高等教育機関 令和元年度

文部省大臣
官房調査統
計課編

大蔵省印刷
局 1階西側参考

370.5/MO31
/2019-
sh/2019

000127007
学校基本調査報告書 : 初等中等教育機関 専修学校・各種学校編 令和
元年度

文部省大臣
官房調査統
計課編

大蔵省印刷
局 1階西側参考

371/I84/199
5 100027301 教育の比較文化誌 石附実著

玉川大学出
版部 2階西側

371/KI39/20
09/A 100027306 教育学をつかむ (Textbooks tsukamu)

木村元, 小玉
重夫, 船橋一
男著

有斐閣 2階西側

371/O32/19
72 100027285 分団式動的教育法 (世界教育学選集:69)

及川平治著/
中野光編

明治図書出
版 2階西側

371/SA98/1
977 100027286 実際的教育学 第7版 (世界教育学選集:22)

沢柳政太郎
著/滑川道
夫, 中内敏夫

明治図書出
版 2階西側

371/TO26/1
968 100027289 主体性を育てる教育 第3版 東井義雄著

明治図書出
版 2階西側

371.1/H76/2
005 100027229 近代教育思想の源流 : スピリチュアリティと教育 菱刈晃夫著 成文堂 2階西側

371.21/F85/
1979 100027235 日本近代教育の思想構造 : 福沢諭吉の教育思想研究 増補版

安川寿之輔
著 新評論 2階西側

371.237/MO
38/1990 100027228 自発的活動の原理 : 続モンテッソーリ・メソッド (世界新教育運動選書:19)

モンテッソー
リ著/阿部真
美子著訳

明治図書出
版 2階西側

371.45/Y77/
1974 100027288 児童観の展開 (近代日本教育論集:5)

横須賀薫編・
解説 国土社 2階西側

372.1/D87/1
970 100027193 江戸時代の教育

R.P.ドーア著
/松居弘道訳 岩波書店 2階西側

372.1/KA21/
1969 100027291 ナショナリズムと教育 (近代日本教育論集:1)

中内敏夫編・
解説 国土社 2階西側

372.1/N/1 100027283 日本新教育百年史. 第1巻 小原国芳 編
玉川大学出
版部 書庫一般

372.1/N31/1
972 100027284 日本現代教育史 (教育学叢書:第1巻) 仲新著

第一法規出
版 2階西側

372.1/O23/1
978 100027282 日本教育通史 新版 尾形裕康 著

早稲田大学
出版部 2階西側

372.1/O72/1
961 100027293 日本教育史 (教育学テキスト講座:第3巻)

長田新監修/
尾形裕康[ほ
か]著

御茶の水書
房 2階西側

372.1/SU96/
1993/A 100027215 日本教育史研究

鈴木博雄編
著

第一法規出
版 2階西側

372.1/TA33/
1929 100027292 日本教育史 増訂改版 高橋俊乗著 教育研究会 2階西側

372.106/N25
/2018 100027356 帝国化する日本 : 明治の教育スキャンダル (ちくま新書:1357) 長山靖生著 筑摩書房 2階西側

372.107/I33/
2014 100027406 池上彰の「日本の教育」がよくわかる本 (PHP文庫) 池上彰著 PHP研究所 2階西側

372.107/TO1
7/2015 100027315 「日本型学校主義」を超えて : 「教育改革」を問い直す (筑摩選書:0125) 戸田忠雄著 筑摩書房 2階西側

373.1/N22/2
014/A 100027310 基礎から学ぶ比較教育学 (早稲田教育叢書:34)

長島啓記編
著 学文社 2階西側

373.1/N71/2
019/2019 000127006

今日の私学財政 大学・短期大学編 : 大学法人 大学部門 短期大学法人
短期大学部門 財務集計・分析 令和元年度版(平成22年度〜平成30年度)

日本私学振
興財団 1階西側参考

373.1/Y75/1
973 100027294 中教審と教育改革 : 財界の教育要求と中教審答申(全) 増補版

横浜国立大
学現代教育
研究所編

三一書房 2階西側



373.2/H63/1
970 000127022 日本教育行政研究序説 : 帝国憲法下における制度と法理 平原春好著

東京大学出
版会 2階西側

374/H95/20
16/A 100027311 先生のための学校トラブル相談所 : 59の事例で学ぶ危機管理

星野豊, 教育
と法研究会
編著

学事出版 2階西側

374/KI63/20
07 100027300

学校組織マネジメントとスクールリーダー : スクールリーダー育成プログラ
ム開発に向けて

北神正行, 高
橋香代編 学文社 2階西側

374/KI63/20
1 100027303

「つながり」で創る学校経営 (学校管理職の経営課題 : これからのリー
ダーシップとマネジメント:4)

北神正行編
著 ぎょうせい 2階西側

374/KO61/2
011 100027307

「新しい公共」型学校づくり (学校管理職の経営課題 : これからのリーダー
シップとマネジメント:2)

小松郁夫編
著 ぎょうせい 2階西側

374/TA33/2
011 100027309

現代的学校マネジメントの法的論点厳選10講 : 文部科学省若手職員が学
校管理職の疑問に答える

高橋洋平, 栗
山和大著 第一法規 2階西側

374.3/I81/19
67 100027221 日本教員史研究

石戸谷哲夫
著 講談社 2階西側

374.3/KA62/
1955 100027287 教師の歴史 : 教師の生活と倫理

唐澤富太郎
著 創文社 2階西側

374.3/KA62/
1955/A 100027222 教師の歴史 : 教師の生活と倫理

唐澤富太郎
著 創文社 2階西側

374.37/MA28
/2017 100027317

ブラック化する学校 : 少子化なのに、なぜ先生は忙しくなったのか? (青春
新書intelligence:PI-507) 前屋毅著 青春出版社 2階西側

374.92/KA81
/2012 100027313 子どもたちに「生き抜く力」を : 釜石の事例に学ぶ津波防災教育 片田敏孝著 フレーベル館 2階西側

374.92/N69/
2015 100027324 釜石の奇跡 : どんな防災教育が子どもの"いのち"を救えるのか?

NHKスペシャ
ル取材班著

イースト・プレ
ス 2階西側

375/MA85/2
016/A 100027305

未来を拓く資質・能力と新しい教育課程 : 求められる学びのカリキュラム・
マネジメント 松尾知明著 学事出版 2階西側

375.1/G55/2
019 100027304

学習指導要領の読み方・活かし方 : 学習指導要領を「使いこなす」ための
8章 : 2020年学習指導要領解説の決定版 合田哲雄著

教育開発研
究所 2階西側

375.1/SA94/
2017 100027314 授業の見方 : 「主体的・対話的で深い学び」の授業改善 澤井陽介著

東洋館出版
社 2階西側

375.86/SH89
/1990 100027181 北方の児童文集 青森編

白い国の詩
編 東北電力 2階西側

375.86/SH89
/1991 100027180 北方の児童文集 新潟編

白い国の詩
編 東北電力 2階西側

375.86/SH89
/1992 100027182 北方の児童文集 福島編

白い国の詩
編 東北電力 2階西側

375.86/SH89
/1992 100027185 北方の児童文集 山形編

白い国の詩
編 東北電力 2階西側

375.86/SH89
/1993 100027183 北方の児童文集 宮城編

白い国の詩
編 東北電力 2階西側

375.86/SH89
/1993 100027184 北方の児童文集 岩手編

白い国の詩
編 東北電力 2階西側

375.86/TA91
/1990 100027290 生活綴方教育史の研究 : 課題と方法 太郎良信著

教育史料出
版会 2階西側

376.15/KO83
/2018/A 100027297 保育所保育指針解説

厚生労働省
編 フレーベル館 2階西側

376.15/MO3
1/2017/A 100027296

幼稚園教育要領/保育所保育指針/幼保連携型認定こども園教育・保育
要領 : 平成29年告示 : 原本

文部科学省
[編]/厚生労
働省 [編]/内

チャイルド本
社 2階西側

376.15/MU93
/2017/A 100027299

ここがポイント!3法令ガイドブック : 新しい『幼稚園教育要領』『保育所保育
指針』『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』の理解のために

無藤隆, 汐見
稔幸, 砂上史
子著

フレーベル館 2階西側

376.15/N28/
2018 100027298 幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 : 平成30年3月

内閣府, 文部
科学省, 厚生
労働省 [著]

フレーベル館 2階西側

376.15/TA81
/2012 100027308 幼稚園教育要領・保育所保育指針の成立と変遷 第4版 民秋言編 萌文書林 2階西側

376.41/O81/
2018 100027318 地方公立名門校 (朝日新書:662)

おおたとしま
さ著

朝日新聞出
版 2階西側

376.8/Y86/2
004 100027312

旧制中等学校入試の歴史をふり返る : 教育改革に「市場原理」はカンフル
剤となるか 吉田豊治著 文芸社 2階西側

377.15/O38/
2019 100027320

人生100年時代の教養が身に付くオックスフォードの学び方 (朝日文庫:[お
82-1]) 岡田昭人著

朝日新聞出
版 2階西側

377.9/KA62/
1955 100027223 學生の歴史 : 學生生活の社會史的考察

唐澤富太郎
著 創文社 2階西側

379.7/Y51/2
017 100027322 東大教授が教える独学勉強法 (草思社文庫:[や3-1]) 柳川範之著 草思社 2階西側

382.24/O56/
2018 000126889

ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこ
と 奥野克巳著 亜紀書房 2階西側

382.56/SH49
/2020 000127016 インディオの村通い40年 : 〈いのち〉みつめて (岩波ブックレット:No. 1019) 清水透著 岩波書店 2階西側

383.8/A53/2
017 100027357 図説和菓子の歴史 (ちくま学芸文庫:[ア-40-1]) 青木直己著 筑摩書房 2階西側



383.8/H38/2
015 100027336 居酒屋の戦後史 (祥伝社新書:450)

橋本健二
[著] 祥伝社 2階西側

384.5/A43/2
015 100027345 モノと子どもの昭和史 (平凡社ライブラリー:827)

天野正子, 石
谷二郎, 木村
涼子著

平凡社 2階西側

384.9/N54/1
940 100027117 柳橋新誌 (岩波文庫:31-117-1, 緑(31)-117-1, 2539)

成島柳北著/
塩田良平校
訂

岩波書店 2階西側

388.1/H32/2
019 000126890 静かなる抵抗 (日本のヤバい女の子:[2])

はらだ有彩
著 柏書房 2階西側

389/L11mi/1
/1953 100027110

未開社會の思惟 上 (岩波文庫:白-117〜118,白(34)-213-1〜2,5075-
5079)

レヴィ・ブリュ
ル著/山田吉
彦譯

岩波書店 2階西側

389/L11mi/2
/1953 100027111

未開社會の思惟 下 (岩波文庫:白-117〜118,白(34)-213-1〜2,5075-
5079)

レヴィ・ブリュ
ル著/山田吉
彦譯

岩波書店 2階西側

392.1/I69/20
14 100027334

日本人は人を殺しに行くのか : 戦場からの集団的自衛権入門 (朝日新
書:485)

伊勢崎賢治
著

朝日新聞出
版 2階西側

401/B89/19
72 100027186 因果性 : 因果原理の近代科学における位置

マリオ・ブン
ゲ著/黒崎宏
訳

岩波書店 2階東側

410.7/O26/1
973 100027214 数学教育史 : 一つの文化形態に関する歴史的研究 改版

小倉金之助
著 岩波書店 2階東側

412/SO66/2
020 000126998

素数 : 数学者たちを引きつける神秘の数! (Newtonライト : 理系脳をきたえ
る!:2.0) (Newtonムック) (ニュートン別冊) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側

413.59/SA65
/2020 000126999

三角関数 : ゼロからよくわかる三角関数の超入門書 (Newtonライト : 理系
脳をきたえる!:2.0) (Newtonムック) (ニュートン別冊) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側

480/D79/20
19 000126892 アフターマン : 人類滅亡後の動物の図鑑 : 児童書版

ドゥーガル・
ディクソン著
/G.Masukawa

学研プラス 2階東側

480/MO38/2
019 000126893 動物たちが教えてくれた「良い生き物」になる方法

サイ・モンゴ
メリー著/古
草秀子訳

河出書房新
社 2階東側

491.1/J52/2
020 000127000

人体完全ガイド : 巧妙な構造としくみがよくわかる! 改訂第2版 (ニュートン
別冊) (Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側大型

493.74/Y92/
2019 000126895 ギャンブル依存症 : 当事者から学ぶその真実 吉岡隆編集

中央法規出
版 2階東側

498.39/N16/
2019 000126894 気にしすぎる自分がラクになる本 (青春新書PLAY BOOKS:P-1145) 長沼睦雄著 青春出版社 2階東側

519.4/N34/2
019 000126897

海洋プラスチック汚染 : 「プラなし」博士、ごみを語る (岩波科学ライブラ
リー:288) 中嶋亮太著 岩波書店 2階東側

520.4/KU31/
2019 000126898 負ける建築 (岩波現代文庫:社会:316) 隈研吾著 岩波書店 2階東側

520.67/KO74
/2013 100027362 創業一四〇〇年 : 世界最古の会社に受け継がれる一六の教え 金剛利隆著

ダイヤモンド
社 2階東側

523.1/Y48/2
016 100027295 日本の美しい小学校

山崎鯛介, 小
林正泰, 立花
美緒著

エクスナレッ
ジ 2階東側

588.32/A38/
2016 100027397

なぜ日本のフランスパンは世界一になったのか : パンと日本人の150年
(NHK出版新書:501) 阿古真理著 NHK出版 2階東側

596/H32/20
19 000126900 世界一美味しい手抜きごはん : 最速!やる気のいらない100レシピ

はらぺこグリ
ズリー著 KADOKAWA 2階東側

596/KU51/2
018 000126899 作りおき&帰って10分おかず336 : 食材を使いきり!! 倉橋利江著 新星出版社 2階東側

601.1/MO82
/2018 100027350

完本しなやかな日本列島のつくりかた : 藻谷浩介対話集 (新潮文
庫:10900, も-44-1) 藻谷浩介著 新潮社 2階東側

616.2/SA85/
2020 000127012 米の日本史 : 稲作伝来、軍事物資から和食文化まで (中公新書:2579)

佐藤洋一郎
著

中央公論新
社 2階東側

685.9/Y78/2
018 000126891

仁義なき宅配 : ヤマトVS佐川VS日本郵便VSアマゾン (小学館文庫:[よ1-
1]) 横田増生著 小学館 2階東側

702.15/TS41
/2015 100027407 あそぶ神仏 : 江戸の宗教美術とアニミズム (ちくま学芸文庫:[ツ7-4]) 辻惟雄著 筑摩書房 2階東側

721.4/J16/2
016 100027371 若冲 (河出文庫:[し1-68])

澁澤龍彦他
著

河出書房新
社 2階東側

723.04/MO4
5/2002 100027394 子供とカップルの美術史 : 中世から18世紀へ (NHKブックス:951) 森洋子著

日本放送出
版協会 2階東側

723.1/MI49/
2012 100027366 絵が動く 弥勒祐徳著 石風社 2階東側

723.35/H32/
2016 100027343 モネのあしあと : 私の印象派鑑賞術 (幻冬舎新書:443) 原田マハ著 幻冬舎 2階東側

723.37/O74/
2017 100027358 《伊東マンショの肖像》の謎に迫る : 1585年のヴェネツィア

小佐野重利
著 三元社 2階東側

　【5--】　技　　術　

　【6--】　産　業　

　【7--】　芸　術　

　【4--】　自然科学



773.9/O57/1
962 100027128 わらんべ草 (岩波文庫:黄-121, 6459-6463, 黄(30)-131-1)

大蔵虎明著/
笹野堅校訂 岩波書店 2階東側

809.4/SA25/
2016 100027327 恥をかかないスピーチ力 (ちくま新書:1189) 齋藤孝著 筑摩書房 2階東側

809.4/SA25/
2017 100027328

「言葉にできる人」の話し方 : 15秒で伝えきる知的会話術 (小学館新
書:[299]) 齋藤孝著 小学館 2階東側

810.4/TO79/
2020 000127010 日本語の個性 改版 (中公新書:433)

外山滋比古
著

中央公論新
社 2階東側

811.2/A95/2
001 100027393 漢字道楽 (講談社選書メチエ:215) 阿辻哲次著 講談社 2階東側

820.2/U93/1
967 100027227 言語 5版 (中国文化叢書:1)

牛島徳次, 香
坂順一, 藤堂
明保[編] 大修館書店 2階東側

821.2/A95/1
989/A 100027302 図説漢字の歴史 阿辻哲次 著 大修館書店 2階東側

821.2/A95/2
013 100027321 タブーの漢字学 (講談社学術文庫:[2183]) 阿辻哲次著 講談社 2階東側

910.26/MA26
/1972 100027224 幕末・維新期の文学 (叢書・日本文学史研究) 前田愛著

法政大学出
版局 2階東側

911.162/TA9
7/2018 100027382 牧水の恋 俵万智著 文藝春秋 2階東側

911.2/I29re/
1/1953 100027124 連歌論集 上 (岩波文庫:5114-5119,30-124-2)

伊地知鐵男
著 岩波書店 2階東側

911.2/I29re/
2/1956 100027125 連歌論集 下 (岩波文庫:5114-5119,30-124-2)

伊地知鐵男
著 岩波書店 2階東側

911.35/KA53
/2014 100027364 小林一茶 : 句による評伝 (岩波現代文庫:文芸:236) 金子兜太著 岩波書店 2階東側

913.52/I25/1
963 100027108 本朝二十不孝 (岩波文庫:黄-124,204-6,6622-6624, 黄(30)-204-6)

井原西鶴作/
横山重, 小野
晋校訂

岩波書店 2階東側

913.6/A12/2
015 100027389 維新の肖像

安部龍太郎
著 潮出版社 2階東側

913.6/A99/2
013 100027381 捨ててこそ空也 梓澤要著 新潮社 2階東側

913.6/H26/2
012 100027379 霖雨 葉室麟著 PHP研究所 2階東側

913.6/H26/2
015 100027378 蒼天見ゆ 葉室麟著 KADOKAWA 2階東側

913.6/H26/2
017 100027388 天翔ける 葉室麟著 KADOKAWA 2階東側

913.6/H26/2
018 100027387 蝶のゆくへ 葉室麟著 集英社 2階東側

913.6/I91/1/
2014 100027376 親鸞 完結篇上 五木寛之著 講談社 2階東側

913.6/I91/2/
2014 100027377 親鸞 完結篇下 五木寛之著 講談社 2階東側

913.6/KO77/
2019 100027386 忠義に死す : 島津豊久 近衛龍春著 KADOKAWA 2階東側

913.6/SA19/
2015 100027380 ごんたくれ 西條奈加著 光文社 2階東側

913.6/SH66/
1990 100027390 聖母の鐘 : 南蛮医アルメイダの遺産 (新潮書下ろし時代小説) 篠田達明著 新潮社 2階東側

913.6/TS41/
2016 100027372 夏の砦 (P+D books) 辻邦生著 小学館 2階東側

914.4/TO53/
1943 100027114 無名草子 (岩波文庫:3066-3067,30-107-1)

冨倉徳次郎
校訂 岩波書店 2階東側

914.42/KA41
/1939 100027103 方丈記 改版(第14刷) (岩波文庫:黄(30)-100-1,黄-17,417)

[鴨長明著]/
山田孝雄校
訂 岩波書店 2階東側

914.5/SU96/
1978 100027104 北越雪譜 改版 (岩波文庫:黄(30)-226-1)

鈴木牧之編
撰/京山人百
樹刪定/岡田 岩波書店 2階東側

914.6/MA63/
1927 100027105 墨汁一滴 (岩波文庫:223ー224) 正岡子規著 岩波書店 2階東側

914.6/MA63/
1985 100027100 筆まかせ抄 (岩波文庫:緑-13-9, 緑(31)-013-9)

正岡子規著/
粟津則雄編 岩波書店 2階東側

914.6/SH89/
2017 100027330 よみがえる力は、どこに (新潮文庫:10694, し-7-37) 城山三郎著 新潮社 2階東側

914.6/TO45/
1976 100027106 謀叛論 : 他六編・日記 (岩波文庫:緑(31)-015-7)

徳冨健次郎
著/中野好夫
編

岩波書店 2階東側

　【8--】　言　語　

　【9--】　文　学　



915.4/SO13/
1975 100027113 宗長日記 (岩波文庫:黄(30)-123-1)

[宗長著]/島
津忠夫校注 岩波書店 2階東側

915.6/I76/19
77 100027126 啄木・ローマ字日記 (岩波文庫:緑(31)-054-4)

石川啄木
[著]/桑原武
夫編訳 岩波書店 2階東側

916/C48/20
17 100027331 特攻基地の少年兵 : 海軍通信兵15歳の戦争 (光人社NF文庫:ち1039) 千坂精一著

潮書房光人
社 2階東側

916/SA85/2
018 100027404

ニューギニア兵隊戦記 : 陸軍高射砲隊兵士の生還記 新装版 (光人社NF
文庫)

佐藤弘正著 潮書房光人
新社 2階東側

919.5/R12/1
944 100027121 頼山陽詩抄 (岩波文庫:3337-3339, 黄(30)-231-4)

頼山陽 [著]/
頼成一, 伊藤
吉三譯註

岩波書店 2階東側

921/SO11/2
013 100027413

声に出してよむ漢詩の名作50 : 中国語と日本語で愉しむ (平凡社新
書:705) 荘魯迅著 平凡社 2階東側

933/A16/19
90 100027375 日本人の顔をした若いアメリカ人 (ルイス・アダミック作品集:1)

ルイス・アダ
ミック著/田
原正三訳

PMC出版 2階東側

944/MA45/1
991 100027122

リヒァルト・ヴァーグナーの苦悩と偉大 : 他一篇 : 講演集 (岩波文庫:赤
(32)-434-8)

トーマス・マ
ン著/青木順
三訳

岩波書店 2階東側

F/H26/2017 100027392 乾山晩愁 (角川文庫:15473) 葉室麟 [著]

角川書店/角
川グループ
パブリッシン

2階西側文庫

F/I89/2013 100027373 黒南風の海 : 「文禄・慶長の役」異聞 (PHP文芸文庫:い8-1) 伊東潤著 PHP研究所 2階西側文庫

F/KU44/197
2 100027112 武蔵野 改版 (岩波文庫:1918-1919, 緑(31)-019-1, 緑-19-1)

国木田独歩
作 岩波書店 2階西側文庫

　文庫本 （小説）


