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001600276 319.1022:N71:4 断交と連帯 : 1945-1971 / 張競, 村田雄二郎編 岩波書店 2016.6
001600277 312.1:Mi67 私たちの声を議会へ : 代表制民主主義の再生 / 三浦まり著 岩波書店 2015.11

001600278 312.1:O54
2015年安保 国会の内と外で : 民主主義をやり直す / 奥田愛
基, 倉持麟太郎, 福山哲郎著

岩波書店 2015.12

001600279 801:C53
チョムスキー言語の科学 : ことば・心・人間本性 / チョムス
キー [述] ; J・マッギルヴレイ聞き手 ; 成田広樹訳

岩波書店 2016.5

001600280 332.22:Ku11 統計でみる中国近現代経済史 / 久保亨, 加島潤, 木越義則著 東京大学出版 2016.9
001600281 723:Ko12 絵画の冒険 : 表象文化論講義 / 小林康夫著 東京大学出版 2016.6

001600282 375.413:E54
アクティブ・ラーニングを位置づけた中学校数学科の授業プラ
ン / 江森英世編著

明治図書出版 2016.7

001600283 375.412:E54 アクティブ・ラーニングのための算数教材研究 / 江森英世著 明治図書出版 2016.11
001600284 689:Ki24:2 自然ツーリズム学 / 菊地俊夫, 有馬貴之編著 朝倉書店 2015.2
001600285 689:Ki24:3 文化ツーリズム学 / 菊地俊夫, 松村公明編著 朝倉書店 2016.3
001600286 653:Ta86 造林学 / 丹下健, 小池孝良編集 朝倉書店 2016.8

001600287 801.02:Th5
ことばの思想家50人 : 重要人物から見る言語学史 / マーガ
レット・トマス著 ; 中島平三総監訳 ; 瀬田幸人, 田子内健介監

朝倉書店 2016.8

001600288 706.7:G77
巨大化する現代アートビジネス / ダニエル・グラネ, カトリーヌ・
ラムール著 ; 鳥取絹子訳

紀伊國屋書店 2015.7

001600289 481.72:Y24
海の生き物はなぜ多様な性を示すのか : 数学で解き明かす謎
/ 山口幸著 ; 巌佐庸コーディネーター

共立出版 2015.11

001600290 468.4:To27
DNA情報で生態系を読み解く : 環境DNA・大規模群集調査・生
態ネットワーク / 東樹宏和著

共立出版 2016.3

001600291 468:D83
安定同位体を用いた餌資源・食物網調査法 / 土居秀幸, 兵藤
不二夫, 石川尚人著

共立出版 2016.3

001600292 461.9:Se72 数理モデル解析の初歩 / 瀬野裕美著 共立出版 2016.1
001600293 801.019:Ko38 ここから始める言語学プラス統計分析 / 小泉政利編著 共立出版 2016.4

001600294 316.81:Ta27
レイシズムを解剖する : 在日コリアンへの偏見とインターネット
/ 高史明著

勁草書房 2015.9

001600295 007.3:N52
表現の自由とアーキテクチャ : 情報社会における自由と規制
の再構成 / 成原慧著

勁草書房 2016.6

001600296 847.7:Ka31
日本人が知りたいドイツ人の当たり前 : ドイツ語リーディング /
鎌田タベア, 柳原伸洋著

三修社 2016.9

001600297 375.314:Ky4
18歳選挙権時代の主権者教育を創る : 憲法を自分の力に /
教育科学研究会編

新日本出版社 2016.6

001600298 653.21:N83
種類・特徴から材質・用途までわかる樹木と木材の図鑑 : 日本
の有用種101 / 西川栄明著

創元社 2016.3

001600299 689:O42
コンテンツツーリズム研究 : 情報社会の観光行動と地域振興
/ 岡本健編著

福村出版 2015.8

001600300 470.3:N77 植物学の百科事典 / 日本植物学会編 ; 日本育種学会編集協 丸善出版 2016.6
001600301 653.7:A75 欅 (けやき) / 有岡利幸著 法政大学出版 2016.5

001600302 421.3:P28
量子力学入門 : 化学の土台 / ライナス・ポーリング, E. ブライ
ト・ウィルソン著 ; 渡辺正訳

丸善出版 2016.1

001600303 234.07:Ta89 教養のドイツ現代史 / 田野大輔, 柳原伸洋編著 ミネルヴァ書房 2016.6
001600304 302.224:A31 台湾を知るための60章 / 赤松美和子, 若松大祐編著 明石書店 2016.8
001600305 832:To62:1 英語の意味を極める / 友繁義典著 開拓社 2016.11
001600306 832:To62:2 英語の意味を極める 2 開拓社 2016.11
001600307 471.3:Mi34 植物生理学 / 三村徹郎, 鶴見誠二編著 化学同人 2009.4

001600308 702.07:Ta89
ソーシャルアート : 障害のある人とアートで社会を変える / た
んぽぽの家編 ; 森下静香 [ほか] 著

学芸出版社 2016.1

001600309 371.3:Ta17
男子問題の時代? : 錯綜するジェンダーと教育のポリティクス /
多賀太著

学文社 2016.5

001600310 302.22:I21
5分野から読み解く現代中国 : 歴史・政治・経済・社会・外交 /
家近亮子, 唐亮, 松田康博編著

晃洋書房 2016.6

001600311 215.4:Y44
水害常襲地域の近世◆U301C◆近代 : 天竜川下流域の地域
構造 / 山下琢巳著

古今書院 2015.1

001600312 374.46:O81 昭和戦前期の伊勢参宮修学旅行と旅行文化の形成 / 太田孝 古今書院 2015.3

001600313 365.3:Y97
都市の空き家問題なぜ?どうする? : 地域に即した問題解決に
むけて / 由井義通, 久保倫子, 西山弘泰編

古今書院 2016.3

001600314 610.121:A79 地産地消の歴史地理 / 有薗正一郎著 古今書院 2016.8
001600315 361.9:H99:1 フィールドに入る / 椎野若菜, 白石壮一郎編 古今書院 2014.6
001600316 361.9:H99:2 フィールドの見方 / 増田研, 梶丸岳, 椎野若菜編 古今書院 2015.6
001600317 361.9:H99:12 女も男もフィールドへ / 椎野若菜, 的場澄人編 古今書院 2016.6
001600318 361.9:H99:13 フィールドノート古今東西 / 梶丸岳, 丹羽朋子, 椎野若菜編 古今書院 2016.5
001600319 471.3:Sa85 しくみと原理で解き明かす植物生理学 / 佐藤直樹著 裳華房 2014.7
001600320 493.937:Ki39 発達障害支援の社会学 : 医療化と実践家の解釈 / 木村祐子 東信堂 2015.2
001600321 431.7:N43 電気化学 : 光エネルギー変換の基礎 / 中戸義禮著 東京化学同人 2016.1
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001600322 372.107:Sa85
「ゆとり」批判はどうつくられたのか : 世代論を解きほぐす / 佐
藤博志, 岡本智周著

太郎次郎社エ
ディタス

2014.1

001600323 612.4:I76
食と農のアフリカ史 : 現代の基層に迫る / 石川博樹, 小松か
おり, 藤本武編

昭和堂 2016.3

001600324 448.9:R67
地図の物語 : 人類は地図で何を伝えようとしてきたのか / ア
ン・ルーニー著 ; 高作自子訳

日経ナショナル
ジオグラフィック

001600325 375.53:H99

イノベーション力育成を図る中学校技術科の授業デザイン : 子
どもが小さなエンジニアになる教室 / 森山潤, 菊地章, 山崎貞
登編 ; 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科共同研究
プロジェクト(P)研究グループ著

ジアース教育新
社

2016.3

001600326 815:N96
現代日本語の反復構文 : 構文文法と類像性の観点から / 野
呂健一著

くろしお出版 2016.12

001600327 801:N11 メタファーと身体性 / 鍋島弘治朗著 ひつじ書房 2016.9
001600328 814:Sa25:1 日本語語彙論 / 斎藤倫明編 ひつじ書房 2016.6
001600329 814:Sa25:2 日本語語彙論 / 斎藤倫明編 ひつじ書房 2016.6

001600330 371.3:Ki39
学校社会の中のジェンダー : 教師たちのエスノメソドロジー /
木村育恵著

東京学芸大学
出版会

2014.4

001600331 167:N29
となりのイスラム : 世界の3人に1人がイスラム教徒になる時代
/ 内藤正典著

ミシマ社 2016.7

001600332 471.7:O27 植物生態学 / 大原雅著 海游舎 2015.3

001600333 907:D97
The new world history : a field guide for teachers and
researchers / edited by Ross E. Dunn, Laura J. Mitchell, and
Kerry Ward

University of
California Press

2016

001600334 371.4:Sa98
The Cambridge handbook of the learning sciences / edited by
R. Keith Sawyer

Cambridge
University Press

2014

001600336 371.7:F31
エッセンシャルズ : WISC-IVによる心理アセスメント / ドーン・
P・フラナガン, アラン・S・カウフマン著 ; 上野一彦監訳

日本文化科学
社

2014.3

001600337 378:U45
日本版WISC-IVによる発達障害のアセスメント : 代表的な指標
パターンの解釈と事例紹介 / 上野一彦 [ほか] 著

日本文化科学
社

2015.1

001600338 728:I14 米庵墨談 / 市河米庵著 ; 中田勇次郎校注 平凡社 1984.4

001600348 653.7:L82
ドングリと文明 : 偉大な木が創った1万5000年の人類史 / ウィ
リアム・ブライアント・ローガン著 ; 山下篤子訳

日経BP社

001600349 723.35:Sh49 フランス近代芸術 : 絵画と文学の対話 / 清水正和著 小沢書店 1999.3

001600350 383.889:H81
茶の世界史 : 中国の霊薬から世界の飲み物へ / ビアトリス・
ホーネガー [著] ; 平田紀之訳

白水社 2010.2

001600351 498.6:A62 ハンセン病とキリスト教 / 荒井英子著 岩波書店 1996.12

001600352 376.3122:Sh49
「復興」と学校 : 被災地のエスノグラフィー / 清水睦美, 堀健志,
松田洋介編

岩波書店 2013.1

001600353 319.1022:N71:1 共和の夢膨張の野望 : 1894-1924 / 張競, 村田雄二郎編 岩波書店 2016.3
001600354 319.1022:N71:2 敵か友か : 1925-1936 / 張競, 村田雄二郎編 岩波書店 2016.4
001600355 319.1022:N71:3 侮中と抗日 : 1937-1944 / 張競, 村田雄二郎編 岩波書店 2016.5
001600356 319.1022:N71:5 蜜月と軋み : 1972- / 張競, 村田雄二郎編 岩波書店 2016.7

001600357 122:Sh69:1
開国と社会変容 : 清朝体制・太平天国・反キリスト教 / 並木頼
寿責任編集 ; 茂木敏夫, 菊池秀明編集協力

岩波書店 2010.2

001600358 122:Sh69:2
万国公法の時代 : 洋務・変法運動 / 村田雄二郎責任編集 ;
茂木敏夫編集協力

岩波書店 2010.4

001600359 122:Sh69:3
民族と国家 : 辛亥革命 / 村田雄二郎責任編集 ; 深町英夫, 吉
川次郎編集協力

岩波書店 2010.6

001600360 120:Sh69:4
世界大戦と国民形成 : 五四新文化運動 / 坂元ひろ子責任編
集 ; 吉川次郎編集協力

岩波書店 2010.1

001600361 122:Sh69:5
国家建設と民族自救 : 国民革命・国共分裂から一致抗日へ /
野村浩一, 近藤邦康, 村田雄二郎責任編集 ; 光田剛, 中村元
哉編集協力

岩波書店 2010.12

001600362 122:Sh69:6
救国と民主 : 抗日戦争から第二次世界大戦へ / 野村浩一, 近
藤邦康, 砂山幸雄責任編集 ; 深町英夫, 中村元哉編集協力

岩波書店 2011.3

001600363 122:Sh69:7
世界冷戦のなかの選択 : 内戦から社会主義建設へ / 砂山幸
雄責任編集 ; 中村元哉編集協力

岩波書店 2011.1

001600364 210.76:To23 歴史問題ハンドブック / 東郷和彦, 波多野澄雄編 岩波書店 2015.6
001600365 370.4:H74 教育は何をなすべきか : 能力・職業・市民 / 広田照幸著 岩波書店 2015.3
001600366 230.5:Ku74 魔女狩り : 西欧の三つの近代化 / 黒川正剛著 講談社 2014.3

001600367 319:Ki22
国際平和とは何か : 人間の安全を脅かす平和秩序の逆説 /
吉川元著

中央公論新社 2015.8

001600368 468:O57
草原生態学 : 生物多様性と生態系機能 / 大黒俊哉, 吉原佑,
佐々木雄大著

東京大学出版
会

2015.4

001600369 498.6:O18
癩者の憲章 : 大江満雄ハンセン病論集 / [大江満雄著] ; 木村
哲也編

大月書店 2008.9
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001600370 374.3:Ka94 二十世紀の女性教師 : 周辺化圧力に抗して / 河上婦志子著 御茶の水書房 2014.12
001600371 383.889:Ma31 お茶の歴史 / ヴィクター・H・メア, アーリン・ホー著 ; 忠平美幸 河出書房新社 2010.9
001600372 230.5:Ku74 図説魔女狩り / 黒川正剛著 河出書房新社 2011.3

001600373 481.7:D46
行動生態学 / デイビス, クレブス, ウェスト著 ; 野間口眞太郎,
山岸哲, 巌佐庸訳

共立出版 2015.3

001600374 653.17:Sh18 森林集水域の物質循環調査法 / 柴田英昭著 共立出版 2015.3
001600375 471.3:Sa29 送粉生態学調査法 / 酒井章子著 共立出版 2015.8
001600376 471.4:H57 植物の光合成・物質生産の測定とモデリング / 彦坂幸毅著 共立出版 2016.3
001600377 304:Ka43 権力はかくも暴走する / 神奈川新聞「時代の正体」取材班著 現代思潮新社 2015.9
001600378 230.5:B25 魔女狩りという狂気 / アン・ルーエリン・バーストウ著 ; 黒川正 創元社 2001.6

001600379 316.81:Ma26
なぜ、いまヘイト・スピーチなのか : 差別、暴力、脅迫、迫害 /
前田朗編

三一書房 2013.11

001600380 377.9:I23
ノンエリートのためのキャリア教育論 : 適応と抵抗そして承認と
参加 / 居神浩編著

法律文化社 2015.2

001600381 319.8:H73 平和と安全保障を考える事典 / 広島市立大学広島平和研究 法律文化社 2016.3

001600382 704:Ma72
画家のノート / マティス [著] ; [ドミニック・フルカド編] ; 二見史
郎訳

みすず書房 1978.11

001600383 372.33:Ki74
英国のシティズンシップ教育 : 社会的包摂の試み / 北山夕華
著

早稲田大学出
版部

2014.6

001600384 141.5:I59 よくわかる認知科学 / 乾敏郎, 吉川左紀子, 川口潤編 ミネルヴァ書房 2010.1
001600385 121.54:H48 林羅山 : 書を読みて未だ倦まず / 鈴木健一著 ミネルヴァ書房 2012.11
001600386 312.34:N81 現代ドイツ政治 : 統一後の20年 / 西田慎, 近藤正基編著 ミネルヴァ書房 2014.11
001600387 290.1:Ta64 人文地理学への招待 / 竹中克行編著 ミネルヴァ書房 2015.4

001600388 319.02:Ma66
冷戦史を問いなおす : 「冷戦」と「非冷戦」の境界 / 益田実 [ほ
か] 編著

ミネルヴァ書房 2015.12

001600389 653.2:Tu3
樹木と文明 : 樹木の進化・生態・分類、人類との関係、そして
未来 / コリン・タッジ著 ; 渡会圭子訳

アスペクト 2008.1

001600390 837.5:Sa93:2 現代意味解釈講義 / 澤田治美著 開拓社 2014.11
001600391 493.74:O42 依存症の科学 : いちばん身近なこころの病 / 岡本卓, 和田秀 化学同人 2016.1
001600392 378.04:Su96 「らい学級の記録」再考 / 鈴木敏子著 学文社 2004.8

001600393 374.3:W32
教師の学びを科学する : データから見える若手の育成と熟達
のモデル / 脇本健弘, 町支大祐著

北大路書房 2015.5

001600394 375.18:N46
運動部活動の戦後と現在 : なぜスポーツは学校教育に結び付
けられるのか / 中澤篤史著

青弓社 2014.3

001600395 371.42:I89
「子どもの自殺」の社会学 : 「いじめ自殺」はどう語られてきた
のか / 伊藤茂樹著

青土社 2014.9

001600396 654.8:Ma28
シカの脅威と森の未来 : シカ柵による植生保全の有効性と限
界 / 前迫ゆり, 高槻成紀編

文一総合出版 2015.8

001600397 375.6:H99
イノベーション力を育成する技術・情報教育の展望 / 森山潤,
菊地章, 山崎貞登編 ; 兵庫教育大学大学院連合学校教育学
研究科共同研究プロジェクト(P)研究グループ著

ジアース教育新
社

2016.3

001600398 807:Su96 ことばの習得 : 母語獲得と第二言語習得 / 鈴木孝明, 白畑知 くろしお出版 2012.3
001600399 815:H41 徹底比較日本語文法と英文法 / 畠山雄二編 ; 平田一郎[ほか くろしお出版 2016.4
001600400 810.7:G62 心ときめくオキテ破りの日本語教授法 / 五味政信, 石黒圭編 くろしお出版 2016.5

001600401 801:H32
日本語教師のための入門言語学 : 演習と解説 / 原沢伊都夫
著

スリーエーネット
ワーク

2016.1

001600402 748:Ka21 新世界ピクニック = The new world picnic / 開発好明著 リトルモア 2016.7

001600403 468:H32
生態学入門 : 生態系を理解する / 原口昭編著 ; 橋床泰之, 上
田直子, 河野智謙著

生物研究社 2015.9

001600404 383.889:Ma31 The true history of tea / Victor H. Mair & Erling Hoh
Thames &
Hudson

2009

001600405 911.52:Ki38 しがまっこ溶けた : 詩人桜井哲夫との歳月 / 金正美著
日本放送出版
協会

2002.7

001600406 464.9:D46
生物学と医学のための物理学 / Paul Davidovits著 ; 吉村建二
郎編集協力

共立出版 2015.1

001600407 371.5:N99
越境する日本人家族と教育 : 「グローバル型能力」育成の葛
藤 / 額賀美紗子著

勁草書房 2013.1

001600408 371.2:Mo66 教育思想史で読む現代教育 / 森田尚人, 森田伸子編著 勁草書房 2013.3

001600409 334.41:Mi67
ニューカマーの子どもと移民コミュニティ : 第二世代のエスニッ
クアイデンティティ / 三浦綾希子著

勁草書房 2015.2

001600410 374:N43
コミュニティ・スクールのポリティクス : 学校運営協議会におけ
る保護者の位置 / 仲田康一著

勁草書房 2015.5

001600411 374.3:Ta34
教師のライフストーリー : 高校教師の中年期の危機と再生 /
高井良健一著

勁草書房 2015.5

001600412 379.4:B41
民主主義を学習する : 教育・生涯学習・シティズンシップ /
ガート・ビースタ著 ; 上野正道, 藤井佳世, 中村(新井)清二訳

勁草書房 2014.2
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001600413 234.05:A21
魔女にされた女性たち : 近世初期ドイツにおける魔女裁判 /
イングリット・アーレント=シュルテ著 ; 野口芳子, 小山真理子訳

勁草書房 2003.6

001600414 361.5:Ma35 自己啓発の時代 : 「自己」の文化社会学的探究 / 牧野智和著 勁草書房 2012.3
001600415 361.5:Ma35 日常に侵入する自己啓発 : 生き方・手帳術・片づけ / 牧野智 勁草書房 2015.4

001600416 702:Ka48
美術史をつくった女性たち : モダニズムの歩みのなかで / 神
林恒道, 仲間裕子編著

勁草書房 2003.12

001600417 835.08:Sh88:1 名詞と代名詞 / 中山仁著 研究社 2016.8
001600418 835.08:Sh88:3 文をつなぐ / 大竹芳夫著 研究社 2016.7
001600419 835.08:Sh88:4 規範からの解放 / 住吉誠著 研究社 2016.4
001600420 835.08:Sh88:9 話しことばの構造 / 澤田茂保著 研究社 2016.4

001600421 375.893:Te62
「なんで英語やるの?」の戦後史 : 《国民教育》としての英語、そ
の伝統の成立過程 / 寺沢拓敬著

研究社 2014.2

001600422 723.1:O84
激動期のアヴァンギャルド : シュルレアリスムと日本の絵画一
九二八-一九五三 / 大谷省吾著

国書刊行会 2016.5

001600423 726.9:Ko67
切断の時代 : 20世紀におけるコラージュの美学と歴史 / 河本
真理著

ブリュッケ

001600424 675:C27
色の力 : 消費行動から性的欲求まで、人を動かす色の使い方
/ ジャン=ガブリエル・コース著 ; 吉田良子訳

CCCメディアハ
ウス

2016.6

001600425 318.6:Sh88:3
田園回帰の過去・現在・未来 : 移住者と創る新しい農山村 /
小田切徳美, 筒井一伸編著

農山漁村文化
協会

2016.2

001600426 383.889:Sa11 お茶の歴史 / ヘレン・サベリ著 ; 竹田円訳 原書房 2014.1
001600427 653.2:Ki43 150の樹木百科図鑑 / ノエル・キングズバリ著 ; 上原ゆうこ訳 原書房 2016.7

001600428 230.5:D52
教皇と魔女 : 宗教裁判の機密文書より / ライナー・デッカー
[著] ; 佐藤正樹, 佐々木れい訳

法政大学出版
局

2007.11

001600429 653.6:A75 檜 (ひのき) / 有岡利幸著 法政大学出版 2011.3
001600430 653.7:Y22 タブノキ / 山形健介著 法政大学出版 2014.3
001600431 625.71:I43 栗 / 今井敬潤著 法政大学出版 2014.6

001600432 319.04:H42
人間存在の国際関係論 : グローバル化のなかで考える / 初
瀬龍平, 松田哲編

法政大学出版
局

2015.3

001600433 222:H26
中国の歴史 : 東アジアの周縁から考える / 濱下武志, 平◆
U351F◆隆郎編

有斐閣 2015.3

001600434 334.4225:C52
「満洲移民」の歴史と記憶 : 一開拓団内のライフヒストリーから
みるその多声性 / 趙彦民著

明石書店 2016.7

001600435 460:To46
演習で学ぶ生命科学 : 物理・化学・数理からみる生命科学入
門 / 東京大学生命科学教科書編集委員会編

羊土社 2016.3

001600436 407:Mu59 時間と研究費 (さいふ) にやさしいエコ実験 / 村田茂穂編 羊土社 2016.8
001600437 393.21:W46 現代史の中の安倍政権 : 憲法・戦争法をめぐる攻防 / 渡辺治 かもがわ出版 2016.1

001600438 375.314:Mi83
高校生の参加と共同による主権者教育 : 生徒会活動・部活
動・地域活動でシティズンシップを / 宮下与兵衛著

かもがわ出版 2016.4

001600439 437:I64
有機化学要論 : 生命科学を理解するための基礎概念 / 入江
一浩, 津江広人編著 ; 高野俊幸 [ほか] 著

学術図書出版
社

2016.3

001600440 902.05:N84
1920年代パリの文学 : 「中心」と「周縁」のダイナミズム / 西村
靖敬著

多賀出版 2001.2

001600441 809.2:A46
TED talks : スーパープレゼンを学ぶTED公式ガイド / クリス・
アンダーソン著 ; 関美和訳

日経BP社

001600442 721:Te23:6
画譚◆U96DE◆肋 ; 画道金剛杵 ; 竹洞画論 / 黒川修一, 神谷
浩編集・校訂

ぺりかん社 2000.3

001600443 721:Te23:10 画乗要略 / [白井華陽著] . 近世逸人画史 / [中尾樗軒著] ぺりかん社 1998.5
001600444 121.54:H48 林羅山年譜稿 / 鈴木健一著 ぺりかん社 1999.7
001600445 653.2:H42 樹木の生長と環境 / 畑野健一, 佐々木恵彦編著 養賢堂 1998.8
001600446 762.35:Sa84 エリック・サティ展 / オルネラ・ヴォルタ監修 ; 大森達次翻訳 谷口事務所

001600447 372.53:Ku52
アメリカ教育福祉社会史序説 : ビジティング・ティーチャーとそ
の時代 / 倉石一郎著

春風社 2014.9

001600448 801.03:Sa72
日本語のポライトネス再考 : 発話行為・発語媒介行為・相互行
為 / 笹川洋子著

春風社 2016.3

001600449 807:O51
マルチ言語宣言 : なぜ英語以外の外国語を学ぶのか / 大木
充, 西山教行編

京都大学学術
出版会

2011.6

001600450 709.1:H84
アートの力と地域イノベーション : 芸術系大学と市民の創造的
協働 / 本田洋一著

水曜社 2016.3

001600451 387:B32 魔女と魔女狩り / ウォルフガング・ベーリンガー著 ; 長谷川直 刀水書房 2014.4
001600452 619.8:Ma92 年表茶の世界史 / 松崎芳郎編著 八坂書房 2012.9

001600453 491.69:N95
ますます臨床利用が進む遺伝子検査 : その現状と今後の展
開そして課題 / 野村文夫編集

メディカルドゥ 2015.4

001600454 371.6:Ma88
道徳教育はホントに道徳的か? : 「生きづらさ」の背景を探る /
松下良平著

日本図書セン
ター

2011.1
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001600455 371.3:Ki22
学歴・競争・人生 : 10代のいま知っておくべきこと / 吉川徹, 中
村高康著

日本図書セン
ター

2012.11

001600456 069.4:N77
博物館資料取扱いガイドブック : 文化財、美術品等梱包・輸送
の手引き / 日本博物館協会編集

ぎょうせい 2016.9

001600457 494.83:Ma35 総説現代ハンセン病医学 / 牧野正直 [ほか] 編集 東海大学出版 2007.2

001600458 198.42:N37
草津「喜びの谷」の物語 : コンウォール・リーとハンセン病 / 中
村茂著

教文館 2007.1

001600459 371.42:E59 あたりまえを疑え! : 臨床教育学入門 / 遠藤野ゆり, 大塚類著 新曜社 2014.4

001600460 376.41:Ka17
「高卒当然社会」の戦後史 : 誰でも高校に通える社会は維持で
きるのか / 香川めい, 児玉英靖, 相澤真一著

新曜社 2014.7

001600461 704:I26 戦争と芸術 : 美の恐怖と幻影 / 飯田高誉著 立東舎

001600462 704:B47
人工地獄 : 現代アートと観客の政治学 / クレア・ビショップ著 ;
大森俊克訳

フィルムアート
社

2016.5

001600463 657.2:N77
あて材の科学 : 樹木の重力応答と生存戦略 / 日本木材学会
組織と材質研究会編

海青社 2016.3

001600464 112:Ma65 空間のために / ドリーン・マッシー著 ; 森正人, 伊澤高志訳 月曜社 2014.3

001600465 810.7:Mu55
専門日本語ライティング教育 : 論文スキーマ形成に着目して /
村岡貴子著

大阪大学出版
会

2014.9

001600466 728.08:G32:1 楷書百科 / 芸術新聞社編 芸術新聞社 2010.9
001600467 728.08:G32:2 行書百科 / 芸術新聞社編 芸術新聞社 2010.9
001600468 728.08:G32:3 草書百科 / 芸術新聞社編 芸術新聞社 2010.1
001600469 728.08:G32:4 かな百科 / 芸術新聞社編 芸術新聞社 2010.1
001600470 728.08:G32:5 隷書百科 / 芸術新聞社編 芸術新聞社 2010.11
001600471 728.08:G32:6 篆書百科 / 芸術新聞社編 芸術新聞社 2010.11

001600472 707:D46 Why our schools need the arts / Jessica Hoffmann Davis
Teachers
College Press

2008

001600473 707:H98
Transforming city schools through art : approaches to

Bastos, Kim Cosier

Teachers
College Press

2012

001600474 375.7:H53

Studio thinking 2 : the real benefits of visual arts education /
Lois Hetland ... [et al.] ; foreword to the second edition by
Louise Music ; foreword to the first edition by David N.
Perkins ; foreword by David N. Perkins

Teachers
College Press

2013

001600475 707:Th5
Handbook of research on creativity / edited by Kerry Thomas
and Janet Chan

Edward Elgar 2015

001600476 383.8:Sa11 Tea : a global history / Helen Saberi Reaktion 2010
001600477 728.21:Y82 近世日本書道史論攷 / 米田弥太郎著 柳原書店 1991.1
001600478 830.7:O87 英語の学び方 / 大津由紀雄, 嶋田珠巳編 ひつじ書房 2016.3

001600479 801:Ka86
語用論研究法ガイドブック = A guidebook for research in
pragmatics / 加藤重広, 滝浦真人編

ひつじ書房 2016.11

001600480 782:C33
End of empire : 100 days in 1945 that changed Asia and the
world / general editors, David P. Chandler, Robert Cribb and
Li Narangoa

Nias Press 2016

001600492 319.04:O26
21世紀の政治と暴力 : グローバル化, 民主主義, アイデンティ
ティ / 大串和雄編著

晃洋書房 2015.2

001600493 369.4:H42
国際関係のなかの子どもたち / 初瀬龍平, 松田哲, 戸田真紀
子編著

晃洋書房 2015.12

001600494 721:Te23:7
山中人饒舌 ; 自画題語 ; 竹田荘師友画録 / [田能村竹田著] ;
高橋博巳編集・校訂

ぺりかん社 1996.8

001600495 721:Te23:4
画道要訣 / [狩野安信著] . 画道伝授口訣 / [狩野章信著] .
容斎画意 / [菊池容斎著] . 暁斎画談(抄録) / [河鍋暁斎画]

ぺりかん社 1997.2

001600496 372.231:I89
少数民族教育と学校選択 : ベトナム-「民族」資源化のポリティ
クス / 伊藤未帆著

京都大学学術
出版会

2014.2

001600497 702.07:E39 二十世紀の芸術 / カール・アインシュタイン著 ; 鈴木芳子訳・ 未知谷 2009.12

001600498 371.4:L99
Handbook of reflection and reflective inquiry : mapping a way
of knowing for professional reflective inquiry / Nona Lyons

Springer 2010

001600501 375.19:G85
Assessment and teaching of 21st century skills : methods and
approach / Patrick Griffin, Esther Care, editors

Springer
Science+Busine
ss Media

2015

001600502 371.42:Ki75 「いじめ自殺」の社会学 : 「いじめ問題」を脱構築する / 北澤毅 世界思想社 2015.3

001600508 311.3:Sh73
ナショナリズムの受け止め方 : 言語・エスニシティ・ネイション /
塩川伸明著

三元社 2015.3

001600516 316.8:B39
Racisms : from the Crusades to the twentieth century /
Francisco Bethencourt

Princeton University Press2013

001600522 702.07:B47 Installation art : a critical history / Claire Bishop Routledge 2005
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001600543 728.1:H34 寛永の三筆 / 春名好重著 淡交社 1971.11

001600547 706.9:Mu43 Takashi Murakami's superflat collection カイカイキキ 2016.7

021600641 361.453:Sh53
10代からの情報キャッチボール入門 : 使えるメディア・リテラ
シー / 下村健一著

岩波書店 2015.4

021600642 304:Ta59 紋切型社会 : 言葉で固まる現代を解きほぐす / 武田砂鉄著 朝日出版社 2015.4
021600643 309.021:Se11 SEALDs : 民主主義ってこれだ! / SEALDs編著 大月書店 2015.1
021600644 810.9:B89:15 コミュニケーションの在り方・言葉遣い / 文化庁文化部国語課 ぎょうせい 2016.9
021600645 293.09:N29 欧州・トルコ思索紀行 / 内藤正典著 人文書院 2016.4
021600646 378:A94:7 なにがちがうの?LD学習障害の子の見え方・感じ方 / 杉本陽 ミネルヴァ書房 2014.2
021600647 376.2:Sh79:1 「学校あるある」を問い直す / 塩崎義明編著 学事出版 2014.3

021600648 369.263:J25
老人ホームで生まれた「とつとつダンス」 : ダンスのような、介
護のような / 砂連尾理著

晶文社 2016.1

021600649 374.3:I96
せんせいのつくり方 : "これでいいのかな"と考えはじめた"わ
たし"へ / 岩瀬直樹, 寺中祥吾著

旬報社 2014.1

021600650 372:Th5 Education : a very short introduction / Gary Thomas
Oxford
University Press

2013

021600651 498.6:Ta59 「隔離」という病い : 近代日本の医療空間 / 武田徹著 講談社 1997.7
021600652 916:Ko18 わすれられた命の詩 : ハンセン病を生きて / 谺雄二著 ポプラ社 1997.4
021600660 498.6:Ko18 知らなかったあなたへ : ハンセン病訴訟までの長い旅 / 谺雄 ポプラ社 2001.8
021600661 378:Sh94 発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ / shizu著 講談社 2013.12
021600662 309.021:Ta33 民主主義ってなんだ? / 高橋源一郎, SEALDs著 河出書房新社 2015.9

021600663 491.3:W71
人体シアターへようこそ! : からだのしくみがまるごとわかる /
マリス・ウィックス作 ; 仁木めぐみ訳

化学同人 2016.8

021600664 316.81:N96
ヘイトスピーチってなに? レイシズムってどんなこと? / のりこえ
ねっと編 ; [石井ポンペほか著]

七つ森書館 2014.4

021600665 830.1:Ka18
First steps in English linguistics = 英語言語学の第一歩 / 影
山太郎 [ほか] 著

くろしお出版 2004.4

021600666 829.373:G62 学習者用ベトナム語辞典 : 五味版 / 五味政信著
武蔵野大学出
版会

2015.1

021600668 404:I95 科学者の目、科学の芽 / 岩波書店編集部編 岩波書店 2016.4
021600669 902.05:Ka76 パリの異邦人 / 鹿島茂著 中央公論新社 2011.5
021600670 081:B89:456 一杯の紅茶の世界史 / 磯淵猛著 文藝春秋 2005.8
021600671 376.2:Sh79:2 まだまだ出てくる「学校あるある」 / 塩崎義明編著 学事出版 2015.4

021600672 704:A79
あなたは自主規制の名のもとに検閲を内面化しますか = Our
feardom of expression and internalization of censorship /
Artists' Guild, 芸術公社編

Torch Press 2016.5

021600673 383.889:H81
Liquid jade : the story of tea from east to west / Beatrice
Hohenegger

St. Martin's
Press

2006

021600674 840.7:D83:16-2 独検過去問題集 / ドイツ語学文学振興会編 郁文堂 2004.5
021600675 840.7:D83:16-1 独検過去問題集 / ドイツ語学文学振興会編 郁文堂 2004.5
021600676 081:H51:753 学校と暴力 : いじめ・体罰問題の本質 / 今津孝次郎著 平凡社 2014.1
021600677 209.08:Se22:42 鄭成功 : 南海を支配した一族 / 奈良修一著 山川出版社 2016.8
021600678 210.08:N77:1 卑弥呼と台与 : 倭国の女王たち / 仁藤敦史著 山川出版社 2009.1
021600679 210.08:N77:2 倭の五王 : 5世紀の東アジアと倭王群像 / 森公章著 山川出版社 2010.4
021600680 210.08:N77:3 蘇我大臣家 : 倭王権を支えた雄族 / 佐藤長門著 山川出版社 2016.5
021600681 210.08:N77:4 聖徳太子 : 倭国の「大国」化をになった皇子 / 大平聡著 山川出版社 2014.4

021600682 210.08:N77:6
天武天皇と持統天皇 : 律令国家を確立した二人の君主 / 義
江明子著

山川出版社 2014.6

021600683 210.08:N77:10 大伴家持 : 氏族の「伝統」を背負う貴公子の苦悩 / 鐘江宏之 山川出版社 2015.1
021600684 210.08:N77:11 桓武天皇 : 造都と征夷を宿命づけられた帝王 / 西本昌弘 山川出版社 2013.1
021600685 210.08:N77:12 空海 : 日本密教を改革した遍歴行者 / 曾根正人著 山川出版社 2012.7
021600686 210.08:N77:15 藤原良房 : 天皇制を安定に導いた摂関政治 / 今正秀著 山川出版社 2012.7
021600687 210.08:N77:20 清少納言と紫式部 : 和漢混淆の時代の宮の女房 / 丸山裕美 山川出版社 2015.1
021600688 210.08:N77:21 後三条天皇 : 中世の基礎を築いた君主 / 美川圭著 山川出版社 2016.9
021600689 210.08:N77:22 源義家 : 天下第一の武勇の士 / 野口実著 山川出版社 2012.9
021600690 210.08:N77:23 奥州藤原三代 : 北方の覇者から平泉幕府構想へ / 斉藤利男 山川出版社 2011.5
021600691 210.08:N77:24 後白河上皇 : 中世を招いた奇妙な「暗主」 / 遠藤基郎著 山川出版社 2011.1
021600692 210.08:N77:25 平清盛 : 「武家の世」を切り開いた政治家 / 上杉和彦著 山川出版社 2011.5
021600693 210.08:N77:26 源頼朝 : 東国を選んだ武家の貴公子 / 高橋典幸著 山川出版社 2010.5
021600694 210.08:N77:27 重源と栄西 : 優れた実践的社会事業家・宗教者 / 久野修義著 山川出版社 2011.11
021600695 210.08:N77:29 北条時政と北条政子 : 「鎌倉」の時代を担った父と娘 / 関幸彦 山川出版社 2009.12
021600696 210.08:N77:30 藤原定家 : 芸術家の誕生 / 五味文彦著 山川出版社 2014.2
021600697 210.08:N77:33 日蓮と一遍 : 予言と遊行の鎌倉新仏教者 / 佐々木馨著 山川出版社 2010.2
021600698 210.08:N77:34 北条時宗と安達泰盛 : 新しい幕府への胎動と抵抗 / 福島金 山川出版社 2010.9
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021600699 210.08:N77:35
北条高時と金沢貞顕 : やさしさがもたらした鎌倉幕府滅亡 /
永井晋著

山川出版社 2009.1

021600700 210.08:N77:39 足利義満 : 法皇への夢を追った華麗な生涯 / 伊藤喜良著 山川出版社 2010.11
021600701 210.08:N77:40 足利義政と日野富子 : 夫婦で担った室町将軍家 / 田端泰子 山川出版社 2011.7
021600702 210.08:N77:41 蓮如 : 乱世の民衆とともに歩んだ宗教者 / 神田千里著 山川出版社 2012.9
021600703 210.08:N77:43 武田信玄と毛利元就 : 思いがけない巨大な勢力圏 / 鴨川達 山川出版社 2011.4

021600704 210.08:N77:44
フランシスコ=ザビエル : 東方布教に身をささげた宣教師 / 浅
見雅一著

山川出版社 2011.9

021600705 210.08:N77:48 徳川光圀 : 「黄門さま」で名高い水戸藩主 / 鈴木暎一著 山川出版社 2010.11
021600706 210.08:N77:49 徳川綱吉 : 犬を愛護した江戸幕府五代将軍 / 福田千鶴著 山川出版社 2010.7
021600707 210.08:N77:51 徳川吉宗 : 日本社会の文明化を進めた将軍 / 大石学著 山川出版社 2012.11
021600708 210.08:N77:52 田沼意次 : 「商業革命」と江戸城政治家 / 深谷克己著 山川出版社 2010.11
021600709 210.08:N77:53 遠山景元 : 老中にたてついた名奉行 / 藤田覚著 山川出版社 2009.1
021600710 210.08:N77:57 伊能忠敬 : 日本をはじめて測った愚直の人 / 星埜由尚著 山川出版社 2010.4
021600711 210.08:N77:58 近藤重蔵と近藤富蔵 : 寛政改革の光と影 / 谷本晃久著 山川出版社 2014.4
021600712 210.08:N77:61 大原幽学と飯岡助五郎 : 遊説と遊侠の地域再編 / 高橋敏著 山川出版社 2011.1

021600713 210.08:N77:62
ケンペルとシーボルト : 「鎖国」日本を語った異国人たち / 松
井洋子著

山川出版社 2010.9

021600714 210.08:N77:63 小林一茶 : 時代をよむ俳諧師 / 青木美智男著 山川出版社 2012.1
021600715 210.08:N77:64 鶴屋南北 : 笑いを武器に秩序を転換する道化師 / 諏訪春雄 山川出版社 2010.2
021600716 210.08:N77:65 中山みき : 「心直し」から「世直し」を説いた生き神教祖 / 小澤 山川出版社 2012.11
021600717 210.08:N77:66 勝小吉と勝海舟 : 「父子鷹」の明治維新 / 大口勇次郎著 山川出版社 2013.4
021600718 210.08:N77:67 坂本龍馬 : 海洋の志士 / 井上勲著 山川出版社 2009.12
021600719 210.08:N77:69 徳川慶喜 : 最後の将軍と明治維新 / 松尾正人著 山川出版社 2011.9
021600720 210.08:N77:70 木戸孝允 : 「勤王の志士」の本音と建前 / 一坂太郎著 山川出版社 2010.7
021600721 210.08:N77:72 大久保利通 : 明治維新と志の政治家 / 佐々木克著 山川出版社 2009.12
021600722 210.08:N77:76 福澤諭吉と大隈重信 : 洋学書生の幕末維新 / 池田勇太著 山川出版社 2012.5
021600723 210.08:N77:82 重野安繹と久米邦武 : 「正史」を夢みた歴史家 / 松沢裕作著 山川出版社 2012.3
021600724 210.08:N77:84 岡倉天心と大川周明 : 「アジア」を考えた知識人たち / 塩出浩 山川出版社 2011.5
021600725 210.08:N77:85 渋沢栄一 : 近代日本社会の創造者 / 井上潤著 山川出版社 2012.3

021600726 210.08:N77:86
三野村利左衛門と益田孝 : 三井財閥の礎を築いた人びと / 森
田貴子著

山川出版社 2011.11

021600727 210.08:N77:88 島地黙雷 : 「政教分離」をもたらした僧侶 / 山口輝臣 [著] 山川出版社 2013.1
021600728 210.08:N77:89 児玉源太郎 : 明治陸軍のリーダーシップ / 大澤博明著 山川出版社 2014.9

021600729 210.08:N77:91
桂太郎と森◆U9DD7◆外 : ドイツ留学生のその後の軌跡 / 荒
木康彦著

山川出版社 2012.5

021600730 210.08:N77:94 原敬 : 日本政党政治の原点 / 季武嘉也著 山川出版社 2010.5

021600731 210.08:N77:95
美濃部達吉と吉野作造 : 大正デモクラシーを導いた帝大教授
/ 古川江里子著

山川出版社 2011.7

021600732 210.08:N77:99 溥儀 : 変転する政治に翻弄された生涯 / 塚瀬進著 山川出版社 2015.7
021600733 210.08:N77:100 東条英機 : 太平洋戦争を始めた軍人宰相 / 古川隆久著 山川出版社 2009.12

021600734 375.35:Ko21
道徳の教科化でゆがめられる子どもたち : 徹底批判!!「私たち
の道徳」 / 子どもと教科書全国ネット21編

合同出版 2014.11

021600735 709.1:O24
アートプロジェクトの悩み : 現場のプロたちはいつも何に直面し
ているのか / 小川希編

フィルムアート
社

2016.8

021600736 840.7:D83:15-2 独検過去問題集 / ドイツ語学文学振興会編 郁文堂 2004.5

021600737 209.71:To64
The deluge : the Great War and the remaking of global order,
1916-1931 / Adam Tooze

Penguin 2015

021600759 840.7:D83:15-1 独検過去問題集 / ドイツ語学文学振興会編 郁文堂 2004.5
021600767 723.35:R33 ピカソになりきった男 / ギィ・リブ著 ; 鳥取絹子訳 キノブックス 2016.8
021600768 498.6:H67 人生に絶望はない : ハンセン病100年のたたかい / 平沢保治 かもがわ出版 1997.8
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