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007.35/H38/
2020 100031166 No rules (ノー・ルールズ) : 世界一「自由」な会社、NETFLIX

リード・ヘイ
スティングス,
エリン・メイ

日経BP : 日
本経済新聞
出版本部/日

2階西側
061/I35/202
1 000129835 日本学術会議の使命 (岩波ブックレット:No. 1051)

池内了 [ほ
か] 著 岩波書店 2階西側

132.2/Y31/2
021 100031134 世界は善に満ちている : トマス・アクィナス哲学講義 (新潮選書) 山本芳久著 新潮社 2階西側
140/SH69/2
021 000129847

心理学 : 暮らしや生活に今すぐ役立つ、やさしい心理学 実践編
(Newtonライト : 理系脳をきたえる!:3.0) (Newtonムック) (ニュートン
ムック)

ニュートンプ
レス 2階西側

140.7/O77/2
018 000130073

SPSSとAmosによる心理・調査データ解析 : 因子分析・共分散構造
分析まで 第3版 小塩真司著 東京図書 2階西側

147.4/TA94/
2021 100031130 私が見た未来 : 完全版 たつき諒著 飛鳥新社 1階東側漫画
148.8/TY3/2
021 100031192 クリエイティブな理論と実践 (心理占星術:2)

ノエル・ティ
ル[著]/石塚
隆一訳

ARI占星学総
合研究所 2階西側

151.2/B73/2
020 000130189 子どもを守る言葉『同意』って何? : Yes、Noは自分が決める!

レイチェル・
ブライアン作
/中井はるの

集英社 2階西側
159.7/H44/2
021 100031102 自分をたいせつにする本 (ちくまプリマー新書:380)

服部みれい
著 筑摩書房 2階西側

210.04/C64/
2021 100031194

ここまで変わった!日本の歴史24の最新説 (中公ムック. 歴史と人
物:5)

中央公論新
社 2階西側大型

210.1/O88/2
020 000129934 くそじじいとくそばばあの日本史 (ポプラ新書:196)

大塚ひかり
著 ポプラ社 2階西側

210.273/TS2
6/2021 000129935 邪馬台国は宮崎市にあった! : 論争に終止符を打つ新証拠 土田章夫著 ビジネス社 2階西側
210.58/TA33
/2020 000129936 江戸のコレラ騒動 (角川文庫:22478) 高橋敏 [著] KADOKAWA 2階西側
210.75/B59/
2021 100031147

ヒロシマを暴いた男 : 米国人ジャーナリスト、国家権力への挑戦 レスリー・M・
M・ブルーム
著/高山祥子

集英社 2階西側
222.043/MI7
3/2021 000129937 三国志入門 (文春新書:1302)

宮城谷昌光
著 文藝春秋 2階西側

222.406/KO
11/2021 000129938

誰の日本時代 : ジェンダー・階層・帝国の台湾史 (サピエンティ
ア:62) 洪郁如著

法政大学出
版局 2階西側

236/TA94/2
021 000129833 スペイン史10講 (岩波新書:新赤版 1896) 立石博高著 岩波書店 2階西側
281/TO79/2
021 000129939 人事の日本史 (朝日新書:828)

遠山美都男,
関幸彦, 山本
博文著

朝日新聞出
版 2階西側

289.3/H77/2
021 000129832 ヒトラー : 虚像の独裁者 (岩波新書:新赤版 1895) 芝健介著 岩波書店 2階西側
290.92/SH32
/2021 100031100 漂流者は何を食べていたか (新潮選書) 椎名誠著 新潮社 2階西側

304/G11/20
21 100031101 つながり過ぎた世界の先に (PHP新書:1251)

マルクス・ガ
ブリエル著/
大野和基イ

PHP研究所 2階西側
310.7/SE27/
2019 100031191 政治リテラシーを考える : 市民教育の政治思想 関口正司編 風行社

1階西側指
定・推薦

312.27/SU15
/2021 100031096

シリア・レバノン・イラク・イラン (シリーズ・中東政治研究の最前
線:2)

末近浩太編
著

ミネルヴァ書
房 2階西側

315.22/I76/2
021 100031099 中国共産党、その百年 (筑摩選書:0214) 石川禎浩著 筑摩書房 2階西側
319.02/MA6
6/2021 000129933 人びとのなかの冷戦世界 : 想像が現実となるとき 益田肇著 岩波書店 2階西側
319.04/SH96
/2021 100031095 トランスナショナル・ガバナンス : 地政学的思考を越えて

庄司克宏, ミ
ゲール・P.マ
ドゥーロ編

岩波書店 2階西側
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326.81/O25/
2021 100031209

治安維持法の「現場」 : 治安維持法事件はどう裁かれたか (治安維
持法の歴史:1)

荻野富士夫
著 六花出版 2階西側

334.51/SO6
1/2021 000129932

大航海時代の日本人奴隷 : アジア・新大陸・ヨーロッパ 増補新版
(中公選書:116)

ルシオ・デ・
ソウザ, 岡美
穂子著

中央公論新
社 2階西側

335.21/KI56
/2023/2021 100031112

業界と職種がわかる本 : 就活の基本 : 自分に合った業界・職種を
みつけよう! '23年版 岸健二編 成美堂出版

1階西側就
職・検定等

335.21/SA63
/2020 100031103 医薬品業界大研究 : 最新

医薬品業界
研究会編 産学社

1階西側就
職・検定等

335.21/SA63
/2020 100031104 最新AI・5G・IC業界大研究 南龍太著 産学社

1階西側就
職・検定等

335.21/SA63
/2020 100031105 最新ホテル業界大研究 第2版

中村正人著

産学社
1階西側就
職・検定等

335.21/SA63
/2021 100031106 AI・デジタル業界大研究 : 最新

AI・デジタル
産業研究会
著

産学社
1階西側就
職・検定等

335.21/SA63
/2021 100031107 不動産業界大研究 : 最新 伊藤歩著 産学社

1階西側就
職・検定等

335.21/SA63
/2021 100031108 鉄鋼業界大研究 : 最新 第2版

一柳朋紀著

産学社
1階西側就
職・検定等

335.21/SA63
/2021 100031109 最新AI・デジタル教育コンテンツ業界大研究

千葉誠一監
修 産学社

1階西側就
職・検定等

335.21/TO8
6/2022/202
1

100031113 会社四季報業界地図 2022年版

東洋経済新
報社編

東洋経済新
報社

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
020 100031040

最新アニメ業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、
転職に役立つ情報満載 第3版 (How-nual図解入門. 業界研究)

谷口功, 麻生
はじめ著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
020 100031041

最新放送業界の動向とカラクリがよくわかる本 : 業界人、就職、転
職に役立つ情報満載 第5版 (How-nual図解入門. 業界研究) 中野明著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
020 100031077

最新コンビニ業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就
職、転職に役立つ情報満載 第4版 (How-nual図解入門. 業界研究) 平木恭一著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
021 100031078

最新福祉ビジネスの動向とカラクリがよくわかる本 : 業界人、就
職、転職に役立つ情報満載 (How-nual図解入門. 業界研究) 大坪信喜著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
021 100031079

最新エレクトロニクス業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界
人、就職、転職に役立つ情報満載 (How-nual図解入門. 業界研究)

高橋潤一郎
著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
021 100031080

最新教育ビジネスの動向とカラクリがよーくわかる本 : 業界人、就
職、転職に役立つ情報満載 第3版 (How-nual図解入門. 業界研究) 川上清市著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
021 100031081

最新印刷業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、
転職に役立つ情報満載 第3版 (How-nual図解入門. 業界研究)

中村恵二, 榎
木由紀子著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
021 100031082

最新化学業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、
転職に役立つ情報満載 第7版 (How-nual図解入門. 業界研究) 田島慶三著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
021 100031083

最新通信業界の動向とカラクリがよくわかる本 : 業界人、就職、転
職に役立つ情報満載 第5版 (How-nual図解入門. 業界研究) 中野明著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
021 100031084

最新保育サービス業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界
人、就職、転職に役立つ情報満載 第4版 (How-nual図解入門. 業
界研究)

大嶽広展著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
021 100031085

最新広告業界の動向とカラクリがよくわかる本 : 業界人、就職、転
職に役立つ情報満載 第5版 (How-nual図解入門. 業界研究)

蔵本賢, 林孝
憲, 中野明著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
021 100031086

最新コンテンツ業界の動向とカラクリがよくわかる本 : 業界人、就
職、転職に役立つ情報満載 第4版 (How-nual図解入門. 業界研究) 中野明著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
021 100031087

最新銀行業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、
転職に役立つ情報満載 第6版 (How-nual図解入門. 業界研究) 平木恭一著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
021 100031088

最新半導体業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就
職、転職に役立つ情報満載 第3版 (How-nual図解入門. 業界研究)

センス・アン
ド・フォース
著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
021 100031089

最新映画産業の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、
転職に役立つ情報満載 第4版 (How-nual図解入門. 業界研究)

中村恵二,
佐々木亜希
子著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

335.21/Z6/2
021 100031090

最新電力・ガス業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、
就職、転職に役立つ情報満載 第6版 (How-nual図解入門. 業界研
究)

本橋恵一著

秀和システ
ム

1階西側就
職・検定等

336.42/ZEN
PAN/MA31/
2023/2021

100031111

業界&職種研究ガイド : 自分に合った仕事は何だろう? ['23] (内定
獲得のメソッド)

マイナビ出
版編集部編
著

マイナビ出
版

1階西側就
職・検定等

336.42/ZEN
PAN/TO86/
2023/2021

100031114 就職四季報企業研究・インターンシップ版 2023年版

東洋経済新
報社編

東洋経済新
報社

1階西側就
職・検定等

361.45/W85/
2020 100031091

操作される現実 : VR・合成音声・ディープフェイクが生む虚構のプ
ロパガンダ

サミュエル・
ウーリー著/
小林啓倫訳

白揚社 2階西側
366.021/H23
/2021 000129831

ジョブ型雇用社会とは何か : 正社員体制の矛盾と転機 (岩波新書:
新赤版 1894)

濱口桂一郎
著 岩波書店 2階西側

369.275/N71
/2012 100031131

色のユニバーサルデザイン : 誰もが見分けやすく美しい色の選び
方

日本色彩研
究所著

グラフィック
社 2階西側

373/G97/20
04 100031190 民主教育論 : 民主主義社会における教育と政治

エイミー・ガッ
トマン著/神
山正弘訳

同時代社
1階西側指
定・推薦

373.7/SH33/
2023/2021 100031068 教員採用試験小学校全科らくらくマスター 2023年度版

資格試験研
究会編

実務教育出
版

1階西側就
職・検定等



374.1/MU93
/2001 100031177 崩壊を防ぐ学級づくり (21世紀を生き抜く学級担任:1) ぎょうせい

1階西側指
定・推薦

374.12/A12/
2019 100031152 人的環境のユニバーサルデザイン

阿部利彦
[ほか] 著

東洋館出版
社 2階西側

376.14/P85/
2019 000130149 とっておき!クリスマス

ポット編集部
編

チャイルド本
社 2階西側

376.156/H57
/2015 000130148

ハロウィン&クリスマスおまかせBOOK : 2つの行事の壁面・シア
ター・製作・コスチューム (ひかりのくに保育ブックス:18)

ひかりのくに
編集部編 ひかりのくに 2階西側

376.156/P85
/2012 000130147 わくわくクリスマスデコレーション&シアター (potブックス)

ポット編集部
編

チャイルド本
社 2階西側

377.1/KO56
/2021 000129836 「私物化」される国公立大学 (岩波ブックレット:No. 1052) 駒込武編 岩波書店 2階西側
378/KA38/2
021 100031154

発達障害のある子のメンタルヘルスケア : これからの包括的支援
に必要なこと (ハンディシリーズ発達障害支援・特別支援教育ナビ)

神尾陽子編
著/神尾陽子
[ほか著]

金子書房 2階西側
378/KO31/2
016 100031153

LDの子の読み書き支援がわかる本 (健康ライブラリー : イラスト版) 小池敏英監
修 講談社 2階西側

378.8/KA95/
2019 100031117

ワーキングメモリを生かす指導法と読み書き教材 : 学習困難な子
どものつまずき解消! : 実践編 (学研のヒューマンケアブックス) 河村暁著

学研教育み
らい/学研プ
ラス (発売)

2階西側
378.8/KO78
/2019 100031125 LDの「定義」を再考する

小貫悟, 村山
光子, 小笠原
哲史編著/上

金子書房 2階西側
378.8/KO78
/2019 100031128

LDのある子への学習指導 : 適切な仮説に基づく支援 (ハンディシ
リーズ発達障害支援・特別支援教育ナビ)

小貫悟編著/
小貫悟 [ほ
か著]

金子書房 2階西側
378.8/MA26
/2021 100031127

ユニバーサルデザインの学級づくり : 全体指導×個別支援で実現
する! 前田智行著

明治図書出
版 2階西側

378.8/TA33/
2020 100031126

みんなでつなぐ読み書き支援プログラム : フローチャートで分析、
子どもに応じたオーダーメイドの支援 (Habilis series)

高畑脩平
[ほか] 編著

クリエイツか
もがわ 2階西側

383.8/L11/2
021 100031193

野生のごちそう : 手つかずの食材を探す旅 (亜紀書房翻訳ノンフィ
クション・シリーズ:4-1)

ジーナ・レイ・
ラ・サーヴァ
著/棚橋志行

亜紀書房 2階西側
383.81/MI15
/2021 100031195 古代の食を再現する : みえてきた食事と生活習慣病

三舟隆之, 馬
場基編 吉川弘文館 2階西側

388/KO49/2
019 100031197 驚異と怪異 : 想像界の生きものたち

山中由里子
編/edited by
Yamanaka

河出書房新
社 2階西側

391/MA15/2
021 100031196

戦争の新しい10のルール : 慢性的無秩序の時代に勝利をつかむ
方法

ショーン・マ
クフェイト著/
川村幸城訳

中央公論新
社 2階西側

392.38/KO3
8/2021 100031198 現代ロシアの軍事戦略 (ちくま新書:1572) 小泉悠著 筑摩書房 2階西側

404/SA85/2
020 100031199 「メカニクス」の科学論 佐藤文隆著 青土社 2階東側
407/A93/20
21 100031092

科学者をまどわす魔法の数字,インパクト・ファクターの正体 : 誤用
の悪影響と賢い使い方を考える 麻生一枝著

日本評論社

2階東側
410.79/SU23
/2021 000129845

数学パズル : 解いて快感!面白パズルで数学センスを身につける
(Newtonライト : 理系脳をきたえる!:3.0) (Newtonムック) (ニュートン
ムック)

ニュートンプ
レス 2階東側

417/O77/20
14 000130072 はじめての共分散構造分析 : Amosによるパス解析 第2版 小塩真司著 東京図書 2階東側
429.6/C53/2
021 000129846

超ひも理論 : 宇宙はすべて「ひも」でできている (Newtonライト : 理
系脳をきたえる!:3.0) (Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側

440.14/C87/
2021 100031200 彼らはどこにいるのか : 地球外知的生命をめぐる最新科学

キース・クー
パー著/斉藤
隆央訳

河出書房新
社 2階東側

442/L57/20
21 100031201 天体観測に魅せられた人たち

エミリー・レ
ヴェック著/
川添節子訳

原書房 2階東側
460.4/Y91/2
020/A 100031203 Life science : 長生きせざるをえない時代の生命科学講義 吉森保著

日経BP/日
経BPマーケ
ティング (発

2階東側
461/N99/20
21 100031202 What (ホワット) is (イズ) life (ライフ) ? : 生命とは何か

ポール・ナー
ス著/竹内薫
訳

ダイヤモンド
社 2階東側

467.2/MU43
/2021 100031204 コロナの暗号 : 人間はどこまで生存可能か? 村上和雄著

幻冬舎

2階東側
467.5/SA85/
2021 100031205

「悪」の進化論 : ダーウィニズムはいかに悪用されてきたか : 同志
社大学講義録 佐藤優著

集英社イン
ターナショナ
ル/集英社

2階東側
468/D97/20
21 100031207 家は生態系 : あなたは20万種の生き物と暮らしている

ロブ・ダン著
/今西康子訳 白揚社 2階東側

468/TA33/2
021 100031206

生物多様性を問いなおす : 世界・自然・未来との共生とSDGs (ちく
ま新書:1542) 高橋進著 筑摩書房 2階東側

468.04/I69/2
021 100031208

生態学者の目のツケドコロ : 生きものと環境の関係を、一歩引いた
ところから考えてみた 伊勢武史著 ベレ出版 2階東側

469.04/TO5
8/2020 100031094

我々はどこから来たか?我々は何者?我々はどこに向かうのか?
我々の存在意義は? : 現代人類学の人間観 富田守著

創英社/三省
堂書店 2階東側

　【4--】　自然科学



471/TA84/2
021 100031187 すごい植物最強図鑑 : 身近なみどりにふしぎがいっぱい!

田中修監修/
角愼作, 上田
惣子絵

中央公論新
社 2階東側

480.9/TA17/
2021 100031186 はじめての動物倫理学 (集英社新書:1060C) 田上孝一著 集英社 2階東側
487.66/SV/2
021 100031185 ウナギが故郷に帰るとき

パトリック・ス
ヴェンソン著
/大沢章子訳

新潮社 2階東側
490.15/SA62
/2010 100031184

完全な人間を目指さなくてもよい理由 : 遺伝子操作とエンハンスメ
ントの倫理

マイケル・J・
サンデル著/
林芳紀, 伊吹

ナカニシヤ
出版 2階東側

492.17/C22/
2021 100031097 Bad blood : シリコンバレー最大の捏造スキャンダル全真相

ジョン・キャ
リールー著/
関美和, 櫻井

集英社 2階東側
493.74/V93/
2021 100031143

帰還兵の戦争が終わるとき : 歩き続けたアメリカ大陸2700マイル トム・ヴォス,
レベッカ・ア
ン・グエン著

草思社 2階東側
493.8/QA1/
2021 100031183 スピルオーバー : ウイルスはなぜ動物からヒトへ飛び移るのか

デビッド・クア
メン著/甘糟
智子訳

明石書店 2階東側
498.3/KO12
/2021 100031182 整える習慣 (日経ビジネス人文庫:こ16-1) 小林弘幸著

日経BP日本
経済新聞出
版本部/日経

2階東側
498.6/I18/20
21 100031181

次なるパンデミックを回避せよ : 環境破壊と新興感染症 (岩波科学
ライブラリー:301) 井田徹治著 岩波書店 2階東側

498.6/KA93/
2021 100031180 分水嶺 : ドキュメントコロナ対策専門家会議 河合香織著 岩波書店 2階東側
498.6/L59/2
021 100031179 最悪の予感 : パンデミックとの戦い

マイケル・ル
イス著/中山
宥訳

早川書房 2階東側
499.1/KA98/
2021 100031093 サリドマイド : 復活した「悪魔の薬」 栢森良二著

PHPエディ
ターズ・グ
ループ 2階東側

519.5/N38/2
021 100031178

フクシマ土壌汚染の10年 : 放射性セシウムはどこへ行ったのか
(NHKブックス:1268) 中西友子著 NHK出版 2階東側

547.483/F47
/2021 100031176 インスタグラム : 野望の果ての真実

サラ・フライ
ヤー著/井口
耕二訳

ニューズピッ
クス 2階東側

548.3/MA99
/2021 100031175

ロボット学者、植物に学ぶ : 自然に秘められた未来のテクノロジー バルバラ・
マッツォライ
著/久保耕司

白揚社 2階東側
594/B96/20
19 000130150

クリスマスのハンドメイドbook : クリスマス飾りからプレゼントまで
(レディブティックシリーズ:[4903]) ブティック社 2階東側

594/O83/20
18 000130146 どんぐりクリスマス

おおたきれ
いこ著/みや
づかなえ写

かもがわ出
版 2階東側

596/SH35/2
018/A 100031174 志麻さんの何度でも食べたい極上レシピ 志麻著

マガジンハ
ウス 2階東側

596.04/O44/
2020 100031173 世界の台所探検 : 料理から暮らしと社会がみえる

岡根谷実里
著 青幻舎 2階東側

611.38/H63/
2021 100031172

食べものから学ぶ世界史 : 人も自然も壊さない経済とは? (岩波
ジュニア新書:937) 平賀緑著 岩波書店 2階東側

626.9/O28/2
021 100031171 観て楽しい育てて美味しい野菜の再生栽培 大橋明子著

産業編集セ
ンター 2階東側

651.1/SH81/
2021 100031170

森林で日本は蘇る : 林業の瓦解を食い止めよ (新潮新書:909)

白井裕子著 新潮社 2階東側
659/TA39/2
021 100031169

狩猟に生きる男たち・女たち : 狩る、食う、そして自然と結ばれる 高桑信一著

つり人社 2階東側
673.94/C25/
2021 100031168 ギャンブリング害 : 貪欲な業界と政治の欺瞞

レベッカ・
キャシディ著
/甲斐理恵子

ビジネス教
育出版社 2階東側

675/SU83/2
021 100031167

欲望の錬金術 : 伝説の広告人が明かす不合理のマーケティング ローリー・サ
ザーランド著
/金井真弓訳

東洋経済新
報社 2階東側

740.253/I75/
2021 100031129 魂を撮ろう : ユージン・スミスとアイリーンの水俣 石井妙子著 文藝春秋 2階東側
778.2/SH18/
2021 100031098

プロデュースされた〈被爆者〉たち : 表象空間におけるヒロシマ・ナ
ガサキ 柴田優呼著 岩波書店 2階東側

780.7/TA42/
2020 100031133

ドイツの学校にはなぜ「部活」がないのか : 非体育会系スポーツが
生み出す文化、コミュニティ、そして豊かな時間

高松平藏著

晃洋書房 2階東側
786.3/G24/2
021 100031165 快適キャンプマニュアル (GARVY CAMP BOOKS)

ガルヴィ編
集部編

実業之日本
社 2階東側

809.2/U47/2
021 100031135

コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術 (岩波ジュニア新
書:932)

上坂博亨, 大
谷孝行, 里見
安那著

岩波書店 2階東側

　【5--】　技　術

　【6--】　産　業

　【7--】　芸　術

　【8--】　言　語



810.1/N37/2
021 100031164 「自分らしさ」と日本語 (ちくまプリマー新書:374) 中村桃子著 筑摩書房 2階東側
816.5/KU75/
2021 000129834 知的文章術入門 (岩波新書:新赤版 1897)

黒木登志夫
著 岩波書店 2階東側

830/U89/20
05 100031118

全解説頻出英文法・語法問題1000 増補改訂版 (大学受験スー
パーゼミ)

瓜生豊, 篠田
重晃編著 桐原書店 2階東側

830.79/EIKE
N-
J2/B89/201

100031124 わからないをわかるにかえる英検準2級 : オールカラー 文理
1階西側就
職・検定等

830.79/Y64/
1/2007 100031136

英文法レベル別問題集 改訂版 1 超基礎編 (東進ブックス. レベル
別問題集シリーズ)

安河内哲也
著 ナガセ 2階東側

830.79/Y64/
2/2007 100031137

英文法レベル別問題集 改訂版 2 基礎編 (東進ブックス. レベル別
問題集シリーズ)

安河内哲也
著 ナガセ 2階東側

830.79/Y64/
3/2007 100031151

英文法レベル別問題集 改訂版 3 標準編 (東進ブックス. レベル別
問題集シリーズ)

安河内哲也
著 ナガセ 2階東側

830.79/Y64/
4/2007 100031138

英文法レベル別問題集 改訂版 4. 中級編 (東進ブックス. レベル別
問題集シリーズ)

安河内哲也
著 ナガセ 2階東側

830.79/Y64/
5/2007 100031139

英文法レベル別問題集 改訂版 5 上級編 (東進ブックス. レベル別
問題集シリーズ)

安河内哲也
著 ナガセ 2階東側

830.79/Y64/
6/2007 100031140

英文法レベル別問題集 改訂版 6. 難関編 (東進ブックス. レベル別
問題集シリーズ)

安河内哲也
著 ナガセ 2階東側

834/J24/20
19 100031188 英語を英語で理解する英英英単語 上級編

ジャパンタイ
ムズ, ロゴ
ポート編

ジャパンタイ
ムズ 2階東側

834/J24/20
20 100031189 英語を英語で理解する英英英単語 中級編

ジャパンタイ
ムズ出版英
語出版編集

ジャパンタイ
ムズ出版 2階東側

835/SE24/1
/2017 100031150

関正生の英文法ポラリスpolaris : 大学入試問題集 1 標準レベル

関正生著 KADOKAWA 2階東側
835/SE24/1
/2019 100031123

関正生の英文法ファイナル演習ポラリスPolaris : 大学入試問題集
1. 標準レベル 関正生著 KADOKAWA 2階東側

835/SE24/2
/2017 100031119

関正生の英文法ポラリスpolaris : 大学入試問題集 2 応用レベル

関正生著 KADOKAWA 2階東側
835/SE24/2
/2019 100031122

関正生の英文法ファイナル演習ポラリスPolaris : 大学入試問題集
2. 応用レベル 関正生著 KADOKAWA 2階東側

835/SE24/3
/2017 100031120

関正生の英文法ポラリスpolaris : 大学入試問題集 3 発展レベル

関正生著 KADOKAWA 2階東側
835/SE24/3
/2019 100031121

関正生の英文法ファイナル演習ポラリスPolaris : 大学入試問題集
3. 発展レベル 関正生著 KADOKAWA 2階東側

913.6/H22/2
021 000129925 リボルバー 原田マハ著 幻冬舎 2階東側
913.6/H55/2
021 000129926 白鳥とコウモリ 東野圭吾著 幻冬舎 2階東側
913.6/KU82/
2021 000129924 MR : Medical Representative 久坂部羊著 幻冬舎 2階東側
913.6/O65/2
021 000129922 灰の劇場 恩田陸著

河出書房新
社 2階東側

913.6/SA32/
2021 000129927 花束みたいな恋をした : ノベライズ

坂元裕二原
作・脚本/黒
住光著

リトルモア 2階東側
913.6/SH64/
2021 100031132 倒産続きの彼女 新川帆立著 宝島社 2階東側
914.6/H29/2
021 000129930 人間であることをやめるな 半藤一利著 講談社 2階東側
914.6/MO45
/2013 000129928 「やりがいのある仕事」という幻想 (朝日新書:402) 森博嗣著

朝日新聞出
版 2階東側

914.6/N29/2
021 000129929 限りなく繊細でワイルドな森の生活

内藤里永子
著 KADOKAWA 2階東側

916/F68/20
20 000129931 朝鮮戦争を戦った日本人 藤原和樹著 NHK出版 2階東側
929.13/C52/
2021 100031162 サハマンション

チョナムジュ
著/斎藤真理
子訳

筑摩書房 2階東側
929.13/C53/
2021 100031160 ハヨンガ : ハーイ、おこづかいデートしない?

チョンミギョン
著/大島史子
訳

アジュマ 2階東側
929.13/C53/
2021 100031161 きみは知らない (韓国文学セレクション)

チョン・イヒョ
ン著/橋本智
保訳

新泉社 2階東側
929.13/SO2
9/2021 100031163 三十の反撃

ソンウォン
ピョン著/矢
島暁子訳

祥伝社 2階東側
930.278/KA9
9/2021 100031159 スティーヴン・キング論集成 : アメリカの悪夢と超現実的光景 風間賢二著 青土社 2階東側

　【9--】　文　学



933.7/B93/2
020 100031155 ミルクマン

アンナ・バー
ンズ著/栩木
玲子訳

河出書房新
社 2階東側

933.7/KI43/
1/2021 100031156 アウトサイダー 上

スティーヴ
ン・キング著
/白石朗訳

文藝春秋 2階東側
933.7/KI43/
2/2021 100031157 アウトサイダー 下

スティーヴ
ン・キング著
/白石朗訳

文藝春秋 2階東側
933.7/P99/2
021 100031158 ブリーディング・エッジ (Thomas Pynchon complete collection:2013)

トマス・ピン
チョン著/佐
藤良明, 栩木

新潮社 2階東側
936/C33/20
21 100031146 私の名前を知って

シャネル・ミ
ラー著/押野
素子訳

河出書房新
社 2階東側

943.7/H53/2
021 100031145 レストラン「ドイツ亭」

アネッテ・ヘ
ス著/森内薫
訳

河出書房新
社 2階東側

943.7/TA92/
2021 100031142 誕生日パーティー

ユーディト・
W・タシュラー
著/浅井晶子

集英社 2階東側
989.53/C72/
2021 100031144 シブヤで目覚めて

アンナ・ツィ
マ著/阿部賢
一訳, 須藤輝

河出書房新
社 2階東側

F/B23/2021

100031149 イングランド・イングランド (創元ライブラリ:[Lハ3-1])

ジュリアン・
バーンズ著/
古草秀子訳

東京創元社 2階西側文庫
F/H45/2021

100031141 汚れなき子 (小学館文庫:ハ12-1)

ロミー・ハウ
スマン著/長
田紫乃訳

小学館 2階西側文庫
F/H89/2020

100031148 その裁きは死 (創元推理文庫:[Mホ15-4])

アンソニー・
ホロヴィッツ
著/山田蘭訳

東京創元社 2階西側文庫
F/MU43/201
6 000129921 女のいない男たち (文春文庫:[む-5-14]) 村上春樹著 文藝春秋 2階西側文庫

M/General/
Duet/763.2 000130152

ピアノ連弾 : 両方主役の連弾レパートリー : こころに響く名曲 ～糸
～ 初級×中級

秋山さやか
[ほか] ピアノ
編曲

ヤマハミュー
ジックエンタ
テインメント

2階東側楽譜

M/General/
Duet/763.2 000130153

ピアノ連弾 : 両方主役のやさしい連弾レパートリー : ディズニー名
曲集② 初級×初級

秋山さやか
[ほか] ピアノ
編曲

ヤマハミュー
ジックエンタ
テインメント

2階東側楽譜

M/General/
Duet/763.2 000130154

ピアノ連弾 : 両方主役の連弾レパートリー : ディズニー名曲集②
初級×中級

秋敦子, 秋山
さやか, 川田
千春, 渋谷絵

ヤマハミュー
ジックエンタ
テインメント

2階東側楽譜

PIC/386/A2
1/2006 000130193 ゆかいなゆうびんやさんのクリスマス 大判

ジャネット&ア
ラン・アル
バーグ作/佐

文化出版局 2階東側絵本
PIC/386/A2
3/1992 000130196 ひつじかい (国際版絵本)

ヘルガ・アイ
ヒンガー文/
絵/佐久間彪

至光社 2階東側絵本
PIC/386/A2
4/2012 000130124 ジャッキーのクリスマス (Pict.book. くまのがっこう)

あだちなみ
絵/あいはら
ひろゆき文

ブロンズ新
社 2階東側絵本

PIC/386/A2
5/2002 000130199 ちいさなろば (こどものとも絵本)

ルース・エイ
ンズワース
作/石井桃子

福音館書店 2階東側絵本
PIC/386/A2
5/2021 000130120 こねこのウィンクルとクリスマスツリー (日本傑作絵本シリーズ)

ルース・エイ
ンズワースさ
く/上條由美

福音館書店 2階東側絵本
PIC/386/A6
2/2012 000130190 ツリーさん (講談社の幼児えほん)

新井洋行作・
絵 講談社 2階東側絵本

PIC/386/B6
1/2020 000130092 ピーターラビットのクリスマス : 25の物語のアドベント

レイチェル・
ボーデン文/
長友恵子訳

文化学園文
化出版局 2階東側絵本

PIC/386/B7
7/1993 000130117 ちいさなもみのき (世界傑作絵本シリーズ. アメリカの絵本)

マーガレッ
ト・ワイズ・ブ
ラウンさく/

福音館書店 2階東側絵本
PIC/386/B7
8/1982 000130077 クリスマスってなあに

ディック=ブ
ルーナ作/ふ
なざきやすこ

講談社 2階東側絵本
PIC/386/B9
6/2021 000130111 いっしょにおいわいクリスマス

クリスティー
ナ・バトラー
文/ティナ・マ

女子パウロ
会 2階東側絵本

PIC/386/F1
5/1969 000130075 サンタおじさんのいねむり

ルイーズ=
ファチオ原作
/前田三恵子

階成社 2階東側絵本
PIC/386/F4
6/2021 000130101 コールテンくんのクリスマス

ドン・フリーマ
ン原案/B.G.
ヘネシー作/

好学社 2階東側絵本
PIC/386/H3
2/2020 000130197 クリスマス : よろこばしいしらせ (ブッククラブ. 国際版絵本)

原田陽子絵
と文 至光社 2階東側絵本

PIC/386/H4
8/1987 000130114 サンタクロースとれいちゃん

林明子さく

福音館書店 2階東側絵本
PIC/386/H6
3/2019 000130096 ねんねしたらサンタさん (あかちゃんがよろこぶしかけえほん)

ひらぎみつえ
作 ほるぷ出版 2階東側絵本

PIC/386/H6
3/2021 000130097 おいしい!クリスマス (あかちゃんがよろこぶしかけえほん)

ひらぎみつえ
作 ほるぷ出版 2階東側絵本

　文庫本 （小説）

　楽譜

　絵　本



PIC/386/H6
3/2021 000130098 いち・にい・サンタ! (あかちゃんがよろこぶうごくえほん)

ひらぎみつえ
作 ほるぷ出版 2階東側絵本

PIC/386/I76
/2014 000130194

クリスマスのかくれんぼ (これなあに?かたぬきえほん:スペシャル) いしかわこう
じ作・絵 ポプラ社 2階東側絵本

PIC/386/J1
2/2019 000130090 サンタさんからのとくべつなおくりもの (めくりしかけえほん)

キャサリン・
ジェイコブぶ
ん/アグ・ヤト

大日本絵画 2階東側絵本
PIC/386/KI2
4/1991 000130192 サンタのおまじない

菊地清作・絵

富山房 2階東側絵本
PIC/386/KU
47/1982 000130076 サンタクロースと小人たち

マウリ=クン
ナス作/いな
がきみはる

偕成社 2階東側絵本
PIC/386/MA
13/2019 000130079 せかいいちしあわせなクマのぬいぐるみ

サム・マクブ
ラットニィ文/
サム・アッ

徳間書店 2階東側絵本
PIC/386/MI
67/2020 000130099 サンタさんのおとしもの

三浦太郎
[作]

あすなろ書
房 2階東側絵本

PIC/386/MI
79/2017 000130109 あいたくてあいたくて

みやにした
つや作絵

女子パウロ
会 2階東側絵本

PIC/386/MI
96/1990 000130106 おばあさんのす-ぷ

水野二郎絵/
林原玉枝文

女子パウロ
会 2階東側絵本

PIC/386/MO
12/2020 000130084 きらぼしちゃんともりのクリスマス

もちなおみ作
/布川愛子絵 2階東側絵本

PIC/386/MO
43/2011 000130191

クリスマスのまえのよる (主婦の友はじめてブック:おはなしシリー
ズ)

クレメント・
C・ムーア詩/
ロジャー・

主婦の友社 2階東側絵本
PIC/386/N1
7/1995 000130118 100こめのクリスマス・ケーキ

長尾玲子さく

福音館書店 2階東側絵本
PIC/386/N1
7/2020 000130119 サンタさん (日本傑作絵本シリーズ)

長尾玲子さく

福音館書店 2階東側絵本
PIC/386/N3
1/2003 000130094 ねずみくんのクリスマス (ねずみくんの絵本:19)

なかえよしを
作/上野紀子
絵

ポプラ社 2階東側絵本
PIC/386/N3
2/2009 000130078 おたすけこびとのクリスマス (BFC)

なかがわち
ひろ文/コヨ
セ・ジュンジ

徳間書店 2階東側絵本
PIC/386/N3
2/2016 000130103 わすれんぼうのサンタクロース

中川ひろた
か作/中川貴
雄絵

教育画劇 2階東側絵本
PIC/386/N3
2/2019 000130104 くいしんぼうのサンタクロース

中川ひろた
か作/中川貴
雄絵

教育画劇 2階東側絵本
PIC/386/O1
7/2019 000130100 いろいろクリスマスツリー

おおでゆか
こ作 アリス館 2階東側絵本

PIC/386/P2
8/2018 000130087 どうぶつたちのクリスマスって?

アン・ウィット
フォード・
ポールぶん/

岩崎書店 2階東側絵本
PIC/386/P6
7/2020 000130110 なにがあったのくりすますのよるに

ソフィー・パ
イパー文/エ
ミリー・ボラ

2階東側絵本
PIC/386/SE
57/2002 000130093 めがねうさぎのクリスマスったらクリスマス

せなけいこ
作・絵 ポプラ社 2階東側絵本

PIC/386/SE
57/2013 000130095 クリスマスのおばけ (せなけいこのえ・ほ・ん:9)

せなけいこ
作・絵 ポプラ社 2階東側絵本

PIC/386/SO
45/2019 000130112 みならいサンタ

そのだえり作

文溪堂 2階東側絵本
PIC/386/SU
49/2016 000130121 おとうさんのクリスマスプレゼント

スギヤマカ
ナヨ著

赤ちゃんとマ
マ社 2階東側絵本

PIC/386/SU
84/2017 000130123 くませんせいがねているうちに (おはなしのほん)

すとうあさえ
ぶん/たかく
わこうじえ

ハッピーオウ
ル社 2階東側絵本

PIC/386/TA
87/1990 000130107 くりすますのおはなし

柿本幸造絵/
谷真介文

女子パウロ
会 2階東側絵本

PIC/386/TA
87/2013 000130113 100にんのサンタクロース

谷口智則作・
絵 文溪堂 2階東側絵本

PIC/386/TA
89/2019 000130086 となかいさん (ゆびでさわってどこかな?えほん:3)

サム・タプリ
ン文/エッシ・
キンピマキ

岩崎書店 2階東側絵本
PIC/386/TA
93/2014 000130108 ひとりぼっちのミャー クリスマスのよるに

たしろちさと
え・ぶん/
ピーター・ミ

女子パウロ
会 2階東側絵本

PIC/386/TA
98/2020 000130091 あしたはクリスマス

ネッド・テイ
ラー絵/久保
純子訳

2階東側絵本
PIC/386/TO
47/1981 000130198 くつやのまるちん (ブッククラブ:国際版絵本)

トルストイ原
作/かすや昌
宏絵/渡洋子

至光社 2階東側絵本
PIC/386/Y1
9/2016 000130083 のんびりやのサンタクロース

山田マチ作/
田中六大絵 あかね書房 2階東側絵本

PIC/386/Y7
9/2017 000130088 きょうりゅうたちのクリスマス (世界の絵本コレクション)

ジェイン・ヨー
レン文/マー
ク・ティーグ

小峰書店 2階東側絵本
PIC/388.38/
KI39/1987 000130195

くりすますのおくりもの : ロシア民話より (ブッククラブ:国際版絵本) 木村由利子
文/松村雅子
絵

至光社 2階東側絵本



PIC/596.6/F
62/2014 000130105 ケーキになあれ!

ふじもとのり
こ作 BL出版 2階東側絵本

PIC/596.6/F
85/2013 000130102 ぎょうれつのできるケーキやさん

ふくざわゆみ
こさく 教育画劇 2階東側絵本

PIC/596.6/T
A91/1992 000130116 きのみのケーキ (もりのおくりもの:2)

たるいしまこ
さく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/798/D9
4/2017 000130085 どこかなあるかなさがしてねくまくんのクリスマス

ゲルゲイ・
ドゥーダース
さく/小林晶

岩崎書店 2階東側絵本
PIC/798/G9
5/2013 000130081 トリックアートクリスマス (トリックアートアドベンチャー:4)

北岡明佳監
修/グルー
プ・コロンブ

あかね書房 2階東側絵本
PIC/798/G9
5/2016 000130082 トリックアートサンタクロース (トリックアートアドベンチャー:6)

グループ・コ
ロンブス構
成・文

あかね書房 2階東側絵本
PIC/798/KO
78/1985 000130080

ぴょこたんのなぞなぞサンタクロース (ぴょこたんのあたまのたいそ
う:18)

このみひか
る作・絵 あかね書房 2階東側絵本

D/810/.C69
8/M56/2021 010010469

The transnational redress movement for the victims of Japanese
military sexual slavery pbk. (Genocide and mass violence in the
age of extremes:2)

edited by
Pyong Gap
Min, Thomas

De Gruyter
Oldenbourg 3階

D/810/.C69
8/T35/2020 010010470

Comfort women activism : critical voices from the perpetrator
state : hbk. Eika Tai

Hong Kong
University
Press
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6/2019 010010468
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Michigan
Press
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2021

010010474
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University
Press

1階西側就
職・検定等

PE/1128/.A
2/I34/2022 010010475

Soft CLIL and English language teaching : understanding Japanese
policy, practice, and implications : hbk (Routledge series in
language and content integrated teaching & plurilingual education)

Makoto
Ikeda ... [et
al.]

Routledge

3階
PE/1128/.A
2/N53/2021 010010467

Native and non-native teacher talk in the EFL classroom : a
corpus-informed study (Routledge applied corpus linguistics) Eric Nicaise

Routledge

3階
PE/1128/TO
EIC/.O93/20
06/2020

010010471 Tactics for TOEIC : speaking and writing tests Grant Trew

Oxford
University
Press

1階西側就
職・検定等

PE/1128/TO
EIC/.O93/20
07/2020

010010472 Tactics for TOEIC : listening and reading test : [Set] Grant Trew

Oxford
University
Press

1階西側就
職・検定等

PE/1128/TO
EIC/.O93/20
07/2020

010010473

Tactics for TOEIC : listening and reading test [student's book]

Grant Trew

Oxford
University
Press

1階西側就
職・検定等
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