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

002.7/KA11/
2021 000129894

極 (エッセンシャル) アウトプット : 「伝える力」で人生が決まる (小学
館YouthBooks) 樺沢紫苑著 小学館 2階西側

007.3/MU41
/2021 000129895

DX時代に考えるシン・インターネット (インターナショナル新書:080) 村井純, 竹中
直純著

集英社イン
ターナショナ
ル/集英社

2階西側
010.21/Y48/
2021 000129886 図書館を語る : 未来につなぐメッセージ

山崎博樹編著

青弓社 2階西側
021.4/TA33/
2021 000129896

伝わるデザインの基本 : よい資料を作るためのレイアウトのルール
増補改訂3版

高橋佑磨, 片
山なつ著 技術評論社 2階西側

023.067/U79
/2021 000129897 出版と権力 : 講談社と野間家の一一〇年 魚住昭著 講談社 2階西側
069/O24/20
21 000129810 発信する博物館 : 持続可能な社会に向けて

小川義和, 五
月女賢司編著 ジダイ社 2階西側

104/C44/20
20 000129898

世界は贈与でできている : 資本主義の「すきま」を埋める倫理学

近内悠太著
ニューズ
ピックス 2階西側

141.6/C53/2
021 000129888

あなたは正しい : 自分を助け大切な人の心を癒す「共感」の力
チョンヘシン著
/イミョンス協
力/羅一慶訳

飛鳥新社 2階西側
150.4/B78/2
014 100030998

ケアの倫理 : ネオリベラリズムへの反論 (文庫クセジュ:987)
ファビエンヌ・
ブルジェール
著/原山哲, 山

白水社
1階西側指
定・推薦

150.4/N92/1
997 100030997 ケアリング : 倫理と道徳の教育--女性の観点から

ネル・ノディン
グズ著/立山
善康 [ほか]

晃洋書房
1階西側指
定・推薦

151.5/I89/20
21 000129879 「利他」とは何か (集英社新書:1058C)

伊藤亜紗編/
中島岳志 [ほ
か著]

集英社 2階西側
158/SH36/2
021 000129901

宗教は嘘だらけ : 生きるしんどさを忘れるヒント (朝日新書:818)
島田裕巳著

朝日新聞出
版 2階西側

159/F65/20
21 000129900 1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書

藤尾秀昭監修

致知出版社 2階西側
159.4/N83/2
021 000129899 仕事と人生 (講談社現代新書:2610) 西川善文著 講談社 2階西側
199/SA85/2
021 000129902

よくわかる一神教 : ユダヤ教、キリスト教、イスラム教から世界史を
みる 佐藤賢一著 集英社 2階西側

210.3/I89/20
21 000129829 荘園 : 墾田永年私財法から応仁の乱まで (中公新書:2662) 伊藤俊一著

中央公論新
社 2階西側

210.48/KA97
/[1]/2006 100030983

フロイスの見た戦国日本 [正] (中公文庫:[か-70-1], [か-70-2])
川崎桃太著

中央公論新
社 2階西側

210.48/KA97
/[2]/2012 100030984

フロイスの見た戦国日本 続 (中公文庫:[か-70-1], [か-70-2])
川崎桃太著

中央公論新
社 2階西側

210.61/TA84
/2002 100030980 岩倉使節団『米欧回覧実記』 (岩波現代文庫:学術:92) 田中彰著 岩波書店 2階西側
210.7/H29/2
021 000129842 地図と写真でみる : 半藤一利 : 昭和史 : 1926-1945 (別冊太陽)

地理情報開発
編 平凡社 2階西側

210.75/MO4
5/2015 100030982

ユキは十七歳特攻で死んだ : 子犬よさらば、愛しきいのち (ポプラ文
庫:[も5-1]) 毛利恒之 [著] ポプラ社 2階西側

227.2/A12/2
021 000129828 アケメネス朝ペルシア : 史上初の世界帝国 (中公新書:2661) 阿部拓児著

中央公論新
社 2階西側

227.4/MI83/
2021 000129830 物語イスタンブールの歴史 : 「世界帝都」の1600年 (中公新書:2663) 宮下遼著

中央公論新
社 2階西側

289.3/ME66
/2021 100031053

アンゲラ・メルケル : 東ドイツの物理学者がヨーロッパの母になるま
で

マリオン・ヴァ
ン・ランテルゲ
ム著/清水珠

東京書籍 2階西側

312.1/H31/2
021 000129827 原敬 : 「平民宰相」の虚像と実像 (中公新書:2660)

清水唯一朗著 中央公論新
社 2階西側

312.238/KI6
3/2021 100031054 ミャンマー政変 : クーデターの深層を探る (ちくま新書:1587) 北川成史著 筑摩書房 2階西側
319.1/KU37/
1/1977 100030981 特命全権大使米欧回覧実記 1 (岩波文庫:青(33)-141-1-5)

久米邦武編/
田中彰校注 岩波書店 2階西側

331/I56/202
1 000129826 経済社会の学び方 : 健全な懐疑の目を養う (中公新書:2659) 猪木武徳著

中央公論新
社 2階西側

336.4/N71/2
021 100030991

ワークライフバランス時代における社会教育 (日本の社会教育:第65
集)

日本社会教育
学会編

東洋館出版
社 2階西側
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336.4/O54/2
014 100031050 女性が活躍する会社 (日経文庫:1322)

大久保幸夫,
石原直子著

日本経済新
聞出版社 2階西側

336.42/ENT
RY/TA33/20
23/2021

100031034
内定者はこう選んだ!業界選び・仕事選び・自己分析・自己PR : 完全
版 ['23年度版] 坂本直文著 高橋書店

1階西側就
職・検定等

336.42/MEN
SET/SU/TA
33/2023/20

100031033
内定者はこう話した!面接・自己PR・志望動機 : 完全版 [2023年度
版] 坂本直文著 高橋書店

1階西側就
職・検定等

336.42/SAK
UBUN/SH69
/2023/2021

100031032 小論文&作文 : 内定プラス 2023年度版 (内定プラスシリーズ) 喜治賢次著 新星出版社
1階西側就
職・検定等

336.9/O87/2
021 000129887

ビジネススクールで身につける会計×戦略思考
大津広一著

日経BP日
本経済新聞
出版本部/

2階西側
344.1/KO41
/2021 100030993 会計検査事例100選 令和3年版

公会計研究協
会編

公会計研究
協会 2階西側

361.453/TO
57/2023/20
21

100031037 テレビ局内定獲得! 2023年度版 (マスコミ就活) 富板敦著

TAC株式会
社出版事業
部

1階西側就
職・検定等

364.4/KA21/
2021-
1/2021

000129823 介護保険六法 令和3年版-1

介護保険法規
研究会監修

中央法規出
版 1階西側参考

364.4/KA21/
2021-
2/2021

000129824 介護保険六法 令和3年版-2

介護保険法規
研究会監修

中央法規出
版 1階西側参考

364.4/SH69/
2021-
2/2021

000129892
診療報酬請求事務能力認定試験 : 受験対策と予想問題集 2021年
度 後期版 医学通信社

1階西側就
職・検定等

367/N71/20
21/2021 000129825 コロナ禍とジェンダー平等への課題 (女性白書:2021)

日本婦人団体
連合会編 ほるぷ出版 1階西側参考

367.1/KU17/
2020 100031051 誰も教えてくれなかった子どものいない女性の生き方 くどうみやこ著 主婦の友社 2階西側
367.2/N37/2
021 000129866 女性差別はどう作られてきたか (集英社新書:1052B) 中村敏子著 集英社 2階西側
368.3/MA81
/2021 000129882 「死にたい」に現場で向き合う : 自殺予防の最前線 松本俊彦編 日本評論社 2階西側
369/KO48/2
021-
2022/2021

000129820

国民の福祉と介護の動向 2021/2022 (厚生の指標臨時増刊:第59
巻第10号, 第60巻第10号, 第61巻第10号, 第62巻10号, 第63巻10
号, 第64巻10号, 第65巻第10号, 第66巻第10号,第67巻第10号,第68

厚生労働統計
協会編

厚生労働統
計協会 1階西側参考

369.17/KI58
/2021 000129890

ケアマネジャーはらはら日記 : 当年68歳、介護の困り事、おののき
ながら駆けつけます

岸山真理子著

三五館シン
シャ/フォレ
スト出版(発 2階西側

369.17/MA9
8/2021 000129889

非正規介護職員ヨボヨボ日記 : 当年60歳、排泄も入浴もお世話させ
ていただきます 真山剛著

三五館シン
シャ/フォレ
スト出版 (発

2階西側
369.26/N28/
2021/2021 000129819 高齢社会白書 令和3年版 総務庁編

大蔵省印刷
局 1階西側参考

369.27/N28/
2021/2021 000129821 障害者白書 令和3年版 総理府編

大蔵省印刷
局 1階西側参考

369.28/N71/
2022/2021 000129864 発達障害白書 2022年版

日本精神薄弱
者福祉連盟編

日本文化科
学社 1階西側参考

369.4/N71/2
021/2021 000129817 特集コロナ禍から未来へ (子ども白書:2021)

日本子どもを
守る会編

かもがわ出
版 1階西側参考

369.5/R32/2
021 000129881

私がホームレスだったころ : 台湾のソーシャルワーカーが支える未
来への一歩

李玟萱著/台
湾芒草心慈善
協会企画/橋

白水社 2階西側
371.1/N92/2
007 100031067 学校におけるケアの挑戦 : もう一つの教育を求めて

ネル・ノディン
グズ [著]/飯
塚立人, 吉良

ゆみる出版
1階西側指
定・推薦

371.42/Y44/
2010 100031000

いじめ・損なわれた関係を築きなおす : 修復的対話というアプローチ
山下英三郎著

学苑社
1階西側指
定・推薦

371.6/C92/2
011 100031052 シティズンシップ教育論 : 政治哲学と市民 (サピエンティア:20)

バーナード・ク
リック著/大河
原伸夫 [ほか]

法政大学出
版局

1階西側指
定・推薦

372.34/H52/
2019 100031066

ドイツの道徳教科書 : 5、6年実践哲学科の価値教育 (世界の教科
書シリーズ:46)

ローラント・
ヴォルフガン
グ・ヘンケ編集

明石書店
1階西側指
定・推薦

375.1/MI94/
2010 100030988

学習指導要領は国民形成の設計書 : その能力観と人間像の歴史
的変遷 水原克敏著

東北大学出
版会 2階西側

375.423/J92
/2021 100031060 自由自在中学理科 全訂

川村康文監修
/中学教育研
究会編著

受験研究社 2階西側
375.423/J92
/2021 100031044

中学自由自在問題集理科 : From Basic to Advanced : 基礎から難
関校受験まで/ 中学教育研究会編著 受験研究社 2階西側

376.1/Z3/20
21/2021 000129816 保育白書 2021年版

全国保育団体
合同研究集会
実行委員会編

草土文化
1階西側参考

376.14/KO7
2/2022/202
1

000129856 これだけ覚える!保育士重要項目 '22年版
コンデックス情
報研究所編著 成美堂出版

1階西側就
職・検定等

376.14/KO7
2/2022/202
1

000129860 保育士一問一答問題集 '22年版
コンデックス情
報研究所編著 成美堂出版

1階西側就
職・検定等

376.14/KO7
2/2022/202
1

000129862 本試験型保育士問題集 '22年版
コンデックス情
報研究所編著 成美堂出版

1階西側就
職・検定等

376.14/KO7
2/2022-
1/2021

000129858 いちばんわかりやすい保育士合格テキスト '22年版上巻

近喰晴子監修
/コンデックス
情報研究所編

成美堂出版
1階西側就
職・検定等

377.3/O73/2
021 000129674

大阪女学院短期大学の歩みとチャレンジ : 大阪女学院短期大学開
学50周年記念誌

開学50周年記
念委員会編

大阪女学院
短期大学 2階西側

379.9/KA86/
2020 000129883

ハーバードで学んだ最高の読み聞かせ : 思考力・読解力・伝える力
が伸びる 加藤映子著 かんき出版 2階西側

388.1/Y53/1
983 100030985 日本の昔話 (新潮文庫:3043, 草-47-3, や-15-3) 柳田国男著 新潮社 2階西側



393.21/A49/
2021 100030990

私は平和の中で生きたい : 声をあげた279人 : 安保法制違憲訴訟・
宮崎原告の陳述書集

安保法制違憲
訴訟みやざき
の会 企画編

鉱脈社 2階西側
395/A81/20
21-
2022/2021

100030994 自衛隊装備年鑑 2021-2022
朝雲新聞社編
集局編著 朝雲新聞社

1階西側参考

491.65/N32/
2013 100031058 がんのひみつ : がんにならない、がんに負けない 最新版 中川恵一著 朝日出版社 2階東側
491.65/Y84/
2019 100031059 がんから始まる生き方 (NHK出版新書:591)

養老孟司, 柏
木博, 中川恵
一著

NHK出版 2階東側
492.9/MO38
/1995 100030996 ケアリングの理論と実践 : コミュニケーションによる癒し

キャロル・レッ
パネン・モンゴ
メリー著/神郡

医学書院
1階西側指
定・推薦

494.5/N32/2
005 100031057 自分を生ききる : 日本のがん治療と死生観

中川恵一, 養
老孟司著 小学館 2階東側

494.5/N32/2
019 100031056 知っておきたい「がん講座」 : リスクを減らす行動学 中川恵一著

日経サイエ
ンス社/日
本経済新聞

2階東側
494.5/N32/2
020 100031065 医者にがんと言われたら最初に読む本 中川恵一著

エクスナレッ
ジ 2階東側

498/KO83/2
021-
2022/2021

000129822 国民衛生の動向 2021/2022年 (厚生の指標臨時増刊)
厚生統計協会
編

厚生統計協
会

1階西側参考

498.1/KO83
/2021/2021 000129818

新型コロナウイルス感染症と社会保障 (厚生労働白書:令和3年版)
厚生労働省編

日経印刷/
全国官報販
売協同組合

1階西側参考

519/B28/20
20 000129880

こどもSDGs : なぜSDGs (エスディージーズ) が必要なのかがわかる
本 バウンド著 カンゼン 2階東側

519.4/C73/2
021 100030992 海洋の未来 : 持続可能な海を求めて

アンドレス・シ
スネロス=モン
テマヨール, 勁草書房 2階東側

673.93/B91/
2022/2021 100031036

ブライダルのお仕事 : my work style book : 就活&ワークスタイルサ
ポートブック 2022 (Geibun mooks:No.1025)

ウエディン
グジョブ/芸
文社 (発売)

1階西側就
職・検定等

674/SA93/2
021 000129884 マイノリティデザイン 澤田智洋著 ライツ社 2階東側
674.4/SE59/
2022/2020 100031038 広告界就職ガイド/ 宣伝会議出版部編 2022年版 宣伝会議

1階西側就
職・検定等

686.36/I31/2
022/2021 100031039 鉄道業界就職ガイドブック 2022 (イカロスMOOK)

イカロス出
版

1階西側就
職・検定等

728.21/SH66
/2021 000129891 これでおしまい 篠田桃紅著 講談社 2階東側
759.9/N37/2
020 000129903

全国厄除け郷土玩具 : 疫病退散!入手先・由来・ご利益のすべてが
わかる 中村浩訳著

誠文堂新光
社 2階東側

798.5/H15/2
021 000129904 ブロックチェーンゲームの始め方・遊び方・稼ぎ方 廃猫著 技術評論社 2階東側

910.268/A64
/2021 000129905 妖怪少年の日々 : アラマタ自伝 荒俣宏著

KADOKAW
A 2階東側

911.58/KA53
/1984 100030986 わたしと小鳥とすずと (金子みすゞ童謡集) 金子みすゞ著

JULA出版
局 2階東側

911.58/KA53
/1995 100030987 明るいほうへ (金子みすゞ童謡集) 金子みすゞ著

JULA出版
局 2階東側

913.6/A83/2
021 000129916 正欲 朝井リョウ著 新潮社 2階東側
913.6/A85/2
021 000129907 六人の嘘つきな大学生 浅倉秋成著

KADOKAW
A 2階東側

913.6/H14/2
021 000129914 沙林 : 偽りの王国 帚木蓬生著 新潮社 2階東側
913.6/H34/2
020 100030978 何度忘れても、きみの春はここにある。 春田モカ著

スターツ出
版 2階東側

913.6/H55/2
021 000129909 どの口が愛を語るんだ 東山彰良著 講談社 2階東側
913.6/H55/2
021 100031055 透明な螺旋 東野圭吾著 文藝春秋 2階東側
913.6/H92/2
021 000129906 植物忌 星野智幸著

朝日新聞出
版 2階東側

913.6/I13/20
21 000129908 スモールワールズ 一穂ミチ著 講談社 2階東側
913.6/KA26/
2021 000129917 代理母、はじめました 垣谷美雨著

中央公論新
社 2階東側

913.6/N45/2
018 000129918 護られなかった者たちへ 中山七里著 NHK出版 2階東側

　【5--】　技　術

　【6--】　産　業

　【7--】　芸　術

　【9--】　文　学

　【4--】　自然科学



913.6/N58/2
021 000129912 臨床の砦 夏川草介著 小学館 2階東側
913.6/TS44/
2021 000129919 琥珀の夏 辻村深月著 文藝春秋 2階東側
913.6/TS74/
2020 000129915 サキの忘れ物

津村記久子著
新潮社 2階東側

914.6/N34/2
011 100030989 世界が決壊するまえに言葉を紡ぐ : 中島岳志対談集

中島岳志 [ほ
か] 著 金曜日 2階東側

929.57/SA11
/2021 000129811

毛皮のコートのマドンナ (アジアの現代文芸:Turkey (トルコ):2)
サバハッティ
ン・アリ著/間
嶋幸恵訳

大同生命国
際文化基金 2階東側

991.7/N43/1
999 100030979 イソップ寓話集 (岩波文庫:赤(32)-103-1)

[イソップ著]/
中務哲郎訳 岩波書店 2階東側

F/A89/2018

100030975

いつかのラブレターを、きみにもう一度 (スターツ出版文庫:[Sあ1-
5]) 麻沢奏著

スターツ出
版 2階西側文庫

F/F65/2021

000129911 金の角持つ子どもたち (集英社文庫:[ふ39-1]) 藤岡陽子著 集英社 2階西側文庫
F/H22/2011

000129920 キネマの神様 (文春文庫:[は-40-1]) 原田マハ著
文藝春秋

2階西側文庫
F/H34/2018

100030976 いつか、君の涙は光となる (スターツ出版文庫:[Sは2-2]) 春田モカ著
スターツ出
版 2階西側文庫

F/H34/2018

100030977

それから、君にサヨナラを告げるだろう (スターツ出版文庫:[Sは2-
3]) 春田モカ著

スターツ出
版 2階西側文庫

F/H99/[1]/2
014 000129910 薬屋のひとりごと [1] (ヒーロー文庫) 日向夏 [著] 主婦の友社 2階西側文庫
F/N95/2008

000129913 しゃぼん玉 (新潮文庫:8380, の-9-36) 乃南アサ著 新潮社 2階西側文庫

PIC/486.4/I5
1/2021 000129696 ナナフシ (かがくのとも:630号) 稲田務さく 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かが

PIC/546.5/K
E61/2021 000129710 でんしゃでおでかけ (こどものとも年中向き:426号)

ケッソクヒデキ
さく 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かが

PIC/596/A9
9/2021 000129712 くるりんぱくっ (こどものとも0.1.2.:318号) あずみ虫さく 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かが

PIC/798/E6
3/2021 000129711 なぞなぞあそびこれなーんだ? (こどものとも:786号)

えのもとえつこ
さく/さとうあや
え

福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かが

PIC/913.8/O
38/2021 000129709 おとうさんがねるときは (こどものとも年少版:534号)

岡田よしたか
さく 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かが

PIC/933.8/M
A21/2021 000129885 ぼく モグラ キツネ 馬

チャーリー・
マッケジー著/
川村元気訳

飛鳥新社
2階東側絵本

BJ/1475/.N
633/2013 010010464

Caring : a relational approach to ethics & moral education 2nd ed,
updated : [pbk] Nel Noddings

University
of California
Press

1階西側指
定・推薦

BR/1644.5/.
J3/I34/2019 010010465

Jesus loves Japan : return migration and global pentecostalism in a
Brazilian diaspora : paper Suma Ikeuchi

Stanford
University
Press

3階
D/810/.C69
8/S65/2008 010010463

The comfort women : sexual violence and postcolonial memory in
Korea and Japan : pbk (Worlds of desire : the Chicago series on
sexuality, gender, and culture)

C. Sarah Soh

University
of Chicago
Press

3階
LC/4069/.C
56/2009 010010462

The ordeal of equality : did federal regulation fix the schools?
David K.
Cohen, Susan
L. Moffitt

Harvard
University
Press

3階
PS/261/.K7
/1998 010010466 Inventing southern literature : pbk

Michael
Kreyling

University
Press of
Mississippi

3階

　絵　本

　洋　書

　文庫本（小説）


