
書名 著者名 出版者名 請求記号
AI vs.教科書が読めない子どもたち 新井紀子著 東洋経済新報 007.1/AA
人間の未来AIの未来 山中伸弥, 羽生善治著 講談社 007.1/NY
脱!スマホのトラブル : LINEフェイスブックツイッター
やって良いこと悪いこと

佐藤佳弘著
武蔵野大学出
版会

007.3/DS

遊びながら楽しく学ぶ!小学生のScratchプログラミン
グ

ユーバープログラミングスクー
ル, 中村里香, 林田浩典著

ナツメ社 007.6/AY

大学一年生のための情報リテラシー 小棹理子編著 丸善出版 007.6/DO
学生のための思考力・判断力・表現力が身に付く情
報リテラシー

富士通エフ・オー・エム株式会
社著作制作

FOM出版 007.6/GF

マンガで学ぶエクセル : 新人ビジネスマン麻衣と覚
えよう!

木村幸子著・監修 ; 秋内常良
シナリオ ; サノマリナマンガ ; ト
レンド・プロマンガ制作

マイナビ出版 007.6/MK

マンガで学ぶパワーポイント : 新人ビジネスマン修
二と覚えよう!

木村幸子著・監修 ; 秋内常良
シナリオ ; 朝戸ころもマンガ ; ト
レンド・プロマンガ制作

マイナビ出版 007.6/MK

先生と子どもがいっしょに学べるはじめてのプログラ
ミング : ScratchとmBlockで楽しく身につく

櫻木翔太, 福田紘也著 河出書房新社 007.6/SS

魔女っ子司書と図書館のたね 八巻千穂著 ; 斉藤由理香絵ほ 郵研社 010/MY

図書館愛書家の楽園
アルベルト・マンゲル著 ; 野中
邦子訳

白水社 010/TM

実践3事例とICT導入法 益子一彦著 丸善出版 012/JM
絵を読み解く絵本入門 藤本朝巳, 生田美秋編著 ミネルヴァ書房 019.5/EF
松居直と絵本づくり 藤本朝巳著 教文館 019.5/MF
読み聞かせは魔法! 吉田新一郎著 明治図書出版 019.5/YY
世界一やさしい右脳型問題解決の授業 渡辺健介著 ダイヤモンド社 141.5/SW
東大教授が教える知的に考える練習 柳川範之著 草思社 141.5/TY
鈍感な世界に生きる敏感な人たち = Highly
Sensitive Person

イルセ・サン [著] ; 枇谷玲子訳
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

141.9/DS

子どもは善悪をどのように理解するのか? : 道徳性
発達の探究

長谷川真里著 ちとせプレス 143/KH

ぐるぐる考えてしまう心のクセのなおし方 清水栄司著 大和書房 146/GS
発達障害児と保護者を支える心理アセスメント : 「そ
の子のための支援」をめざして

古田直樹著 ミネルヴァ書房 146/HF

女子の心は､なぜ､しんどい? : ｢女｣を生き抜くため
のセルフカウンセリング

清水あやこ著 フォレスト出版 146/JS

今日から使える認知行動療法 : スッキリわかる! :
「思考のクセ」に気づけば、心はスッと軽くなる

福井至, 貝谷久宣監修 ナツメ社 146/K

教育勅語を読んだことのないあなたへ : なぜ何度も
話題になるのか

佐藤広美, 藤森毅著 新日本出版社 155/KS

20代に伝えたい50のこと 秋元祥治著 ダイヤモンド社 159/NA
世界のことわざ100 遠越段著 総合法令出版 159/ST

歴史は実験できるのか : 自然実験が解き明かす人
類史

ジャレド・ダイアモンド, ジェイム
ズ・A・ロビンソン編著 ; 小坂恵
理訳

慶應義塾大学
出版会

204/RD

パンと野いちご : 戦火のセルビア、食物の記憶 山崎佳代子著 勁草書房 239/PY
オイゲン・ヘリゲル小伝 : 弓道による禅の追求 池沢幹彦著 東北大学出版 289/OI
イザベラ・バードのハワイ紀行 イザベラ・バード著 ; 近藤純夫 平凡社 297/IB
ニュースがわかる世界史 宮崎正勝著 KADOKAWA 302/NM
ローカリズム宣言 : 「成長」から「定常」へ 内田樹著 デコ 304/RU
「リベラル」という病 : 奇怪すぎる日本型反知性主義 岩田温著 彩図社 309.1/RI

憎しみに抗って : 不純なものへの賛歌
カロリン・エムケ [著] ;
浅井晶子訳

みすず書房 316/NE

学生のための法律ハンドブック : 弁護士は君たちの
生活を見守っている!

近江幸治, 弘中惇一郎編著 成文堂 320/GO

避けられたかもしれない戦争 : 21世紀の紛争と平和
ジャン=マリー・ゲーノ著 ;
庭田よう子訳

東洋経済新報
社

329/SG

ドーナツ経済学が世界を救う : 人類と地球のための
パラダイムシフト

ケイト・ラワース著 ;
黒輪篤嗣訳

河出書房新社 331/DR

ディズニーで学ぶ経済学 山澤成康著 学文社 331/DY

9月の新着図書
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1分間で経済学 : 経済に強い自分になる200のキー
ワード

ニーアル・キシテイニー著 ;
望月衛訳

ダイヤモンド社 331/IK

貧しい人を助ける理由 : 遠くのあの子とあなたのつ
ながり

デイビッド・ヒューム著 ;
太田美帆 [ほか] 訳

日本評論社 333/MH

N女の研究 中村安希著 フィルムアート 335/NN

ドラッカーの時間管理術 吉松隆著
アチーブメント
出版

336.2/DY

リーダーシップからフォロワーシップへ : カリスマ
リーダー不要の組織づくりとは

中竹竜二著
CCCメディアハ
ウス

336.3/RN

グローバルな環境でたくましく生きるためのヒント26 田島麻衣子著 アルク 336.4/GT
まるわかり働き方改革 まるわかり働き方改革 日経BP社 336.4/M
世界一わかりやすい教える技術 : 教え方が変わる
と人は育つ!

向後千春著 永岡書店 336.4/SK

よくわかる自信がつくプレゼンテーション : 引きつけ
て離さないテクニック

富士通エフ・オー・エム株式会
社著作制作

FOM出版 336.4/YF

ビットコイン&ブロックチェーン : 決定版 岡田仁志著 東洋経済新報 338/BO
エネルギーと地方財政の社会学 : 旧産炭地と原子
力関連自治体の分析

湯浅陽一著 春風社 349/EY

日本で1日に起きていることを調べてみた : 数字が
明かす現代日本

宇田川勝司著 ベレ出版 351/NU

科学論理の社会学 :「ワラスの輪」というモデル ウォルター・ワラス著 ; 渡辺深 ミネルヴァ書房 361.1/KW
人と会っても疲れないコミュ障のため;聴き方・話し方 印南敦史著 日本実業出版 361.4/HI

18歳から考えるワークルール
道幸哲也, 加藤智章, 國武英
生編

法律文化社 366.1/JD

若年者の早期離職 : 時代背景と職場の人間関係が
及ぼす影響

初見康行著 中央経済社 366.2/JH

キャバ嬢なめんな。 : 夜の世界・暴力とハラスメント
の現場

布施えり子著 現代書館 366.6/KF

母・娘・祖母が共存するために 信田さよ子著 朝日新聞出版 367.3/HN
Ibasyo : 自傷する少女たち"存在の証明" 岡原功祐著・写真 工作舎 367.6/IO
トランスジェンダーと現代社会 : 多様化する性とあい
まいな自己像をもつ人たちの生活世界

石井由香理著 明石書店 367.9/TI

試練と希望 : 東日本大震災・被災地支援の二〇〇 シャンティ国際ボランティア会 明石書店 369.3/SS
「子育て」という政治 : 少子化なのになぜ待機児童
が生まれるのか?

猪熊弘子 [著] Kadokawa 369.4/KI

子どもの食と栄養 岡井紀代香, 吉井美奈子編著 ミネルヴァ書房 369.4/KO
経済学者、待機児童ゼロに挑む 鈴木亘著 新潮社 369.4/KS
子どもの貧困 : 未来へつなぐためにできること 渡辺由美子著 水曜社 369.4/KW
遊びが学びに欠かせないわけ : 自立した学び手を
育てる

ピーター・グレイ著 ; 吉田新一
郎訳

築地書館 370.4/AG

タテマエ抜きの教育論 : 教育を、現場から本気で変
えよう!

木村泰子, 菊池省三著 小学館 370.4/TK

中学生の数学嫌いは本当なのか : 証拠に基づく教
育のススメ

内田昭利, 守一雄著 北大路書房 371.4/CU

スクールカウンセリングと発達支援 宮川充司 [ほか] 編 ナカニシヤ出版 371.43/S
ぼくたち、なんで生きているんだろう : 実況「子ども
の哲学」教室

杉田正樹著 電波社 371.6/BS

道徳教育の方法 : 理論と実践 林泰成著 左右社 371.6/DH

少しだけ「政治」を考えよう! : 若者が変える社会
島村輝, 小ケ谷千穂,
渡辺信二編著

松柏社 371.6/SS

教科書にみる世界の性教育
橋本紀子, 池谷壽夫,
田代美江子編著

かもがわ出版 372/KH

公立小・中学校教員の業務負担 神林寿幸著 大学教育出版 374.3/KK
2030年教師の仕事はこう変わる! 西川純著 学陽書房 374.3/NN
できる先生が実はやっている働き方を変える77の習
慣 : 幸せに働くためのマインドとアクション

森川正樹著 明治図書出版 374.35/DM

理論と実際 金田雅代編著 建帛社 374.94/EK
これで大丈夫! 小学校プログラミングの授業 : 3+α
の授業パターンを意識する「授業実践39」

小林祐紀 [ほか] 編著 翔泳社 375.19/K

日本の演劇教育 : 学校劇からドラマの教育まで 佐々木博著 晩成書房 375.19/NS
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体育授業に大切な3つの力 : 主体的・対話的で深い
学びを実現する教師像

平川譲著 東洋館出版社 375.49/TH

漢字指導の手引き 教育出版編集局編 用例編 教育出版 375.87/KK
イラスト図解小学校英語の教え方25のルール 佐藤久美子著 講談社 375.89/IS
小学校英語教育の基礎知識 : コア・カリキュラム準 村野井仁編著 大修館書店 375.89/SM
記入に役立つ保育がわかる実習の記録と指導案 :
0〜5歳児年齢別実習完全サポート : 部分実習指導
案と連動した遊びつき

山本淳子編著 ひかりのくに 376.1/KY

歌と絵本が育む子どもの豊かな心 : 歌いかけ・読み
聞かせ子育てのすすめ

田島信元 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 376.11/U

食育と保育をつなぐ : こどもをまん中においた現場
での実践

濱名清美著 建帛社 376.14/SH

子どもの健康福祉指導ガイド 前橋明著 ; 日本幼児体育学会 大学教育出版 376.15/KM/1

子どもの健康福祉指導ガイド
前橋明著 ; 日本幼児体育学会
編 2

大学教育出版 376.15/KM/2

新・体育あそびアラカルト
西村誠, 山口孝治, 桝岡義明
編著

昭和堂 376.15/SN

幼児体育指導ガイド
前橋明編著 ; 幼児体育指導法
研究会 [執筆]

大学教育出版 376.15/YM

0・1・2歳児遊んで育つ手づくり玩具 村田夕紀著 ひかりのくに 376.15/ZM
検証迷走する英語入試 : スピーキング導入と民間 南風原朝和編 岩波書店 376.8/KH
新よくわかるライフデザイン入門 : 大学でどのように
学ぶか

大学導入教育研究会編 古今書院 377/SD

手話の歴史 : ろう者が手話を生み、奪われ、取り戻
すまで

ハーラン・レイン著 ; 斉藤渡訳
上

築地書館 378.2/SL/1

手話の歴史 : ろう者が手話を生み、奪われ、取り戻
すまで

ハーラン・レイン著 ; 斉藤渡訳
下

築地書館 378.2/SL/2

アスペルガー症候群の大学生 : 教職員・支援者・親
のためのガイドブック

ロレーヌ・E.ウォルフ, ジェーン・
ティアーフェルド・ブラウン, G.
ルース・クキエラ・ボルク著 ; 渡
邊哲子, 本山真弓訳

日本評論社 378/AW

「おカネの天才」の育て方 ベス・コブリナー著 ; 関美和訳 日経BP社 379.9/OK
クックパッドデータから読み解く食卓の科学 : 「食べ
たい」と「売場」をつなぐヒント集

中村耕史 [ほか] 著 商業界 383/K

日本の洋食 : 洋食から紐解く日本の歴史と文化 青木ゆり子著 ミネルヴァ書房 383/NA
ナチスのキッチン : 「食べること」の環境史 : 決定版 藤原辰史著 共和国 383/NF
共食いの博物誌 : 動物から人間まで ビル・シャット著 ; 藤井美佐子 太田出版 383/TS

小学生でもわかる国を守るお仕事そもそも事典 佐藤正久著
シーアンドアー
ル研究所

392/SS

デロールの理科室から : 美しい掛図と科学考察
ルイ=アルベール・ド・ブロイ, シ
ルヴィ・アルブ=タバール編著 ;
いぶきけい翻訳

グラフィック社 404/DB

科学者の研究倫理 : 化学・ライフサイエンスを中心
に

田中智之, 小出隆規, 安井裕
之著

東京化学同人 407/KT

「宇宙のすべてを支配する数式」をパパに習ってみ
た : 天才物理学者・浪速阪教授の70分講義

橋本幸士著 講談社 429/UH

実験を安全に行うために 化学同人編集部編 続 化学同人 432/JK/2

有機化学;上
John McMurry著 ; 伊東椒 [ほ
か] 訳

東京化学同人 437/YM/1

有機化学;中
John McMurry著 ; 伊東椒 [ほ
か] 訳

東京化学同人 437/YM/2

有機化学;下
John McMurry著 ;
伊東椒 [ほか] 訳

東京化学同人 437/YM/3

星と星座パーフェクトガイド 藤井旭著 誠文堂新光社 440/HF
星ごよみ365日 : 季節を感じる美しい星空のめぐり
方、愉しみ方

星空さんぽ編集部編 誠文堂新光社 443/HH

生物と科学 : 生物に挑む科学の歩み
木内一壽編著 ;
横川隆志 [ほか] 共著

培風館 460/SK

英国王立園芸協会とたのしむ植物のふしぎ ガイ・バーター著 ; 北綾子訳 河出書房新社 470.4/EB
野草と暮らす365日 山下智道著 山と溪谷社 470.4/YY

3 / 7 



書名 著者名 出版者名 請求記号

9月の新着図書

動物保護入門 : ドイツとギリシャに学ぶ共生の未来 浅川千尋, 有馬めぐむ著 世界思想社 480.9/DA
数をかぞえるクマサーフィンするヤギ : 動物の知性
と感情をめぐる驚くべき物語

ベリンダ・レシオ著 ;
中尾ゆかり訳

NHK出版 481/KR

人体の限界 : 人はどこまで耐えられるのか人の能
力はどこまで伸ばせるのか

山﨑昌廣著
SBクリエイティ
ブ

491.3/JY

楽しく学べる味覚生理学 : 味覚と食行動のサイエン 山本隆著 建帛社 491.3/TY
カラー新しい薬理学 石井邦明, 西山成監修 西村書店 491.5/K
あがり症は治さなくていい : 大切なことはアドラーと
森田正馬に教えてもらった

佐藤健陽著 旬報社 493.7/AS

敏感すぎる自分を好きになれる本 長沼睦雄著 青春出版社 493.7/BN
引き裂かれた自己 : 狂気の現象学 R.D.レイン著 ; 天野衛訳 筑摩書房 493.7/HL

帰還兵はなぜ自殺するのか
デイヴィッド・フィンケル著 ;
古屋美登里訳

亜紀書房 493.7/KF

マンガでわかる私って、アスペルガー!? : 空気が読
めない・融通がきかない・感情の凹凸が激しい

アズ直子著 ; しおざき忍漫画 大和出版 493.7/MA

理学療法士のための知っておきたい!認知症知識 牧迫飛雄馬編 医歯薬出版 493.7/RM
私はすでに死んでいる : ゆがんだ「自己」を生みだ
す脳

アニル・アナンサスワーミー
[著] ; 藤井留美訳

紀伊國屋書店 493.7/WA

新たな恐怖に備える 丸善出版 493.8/JK/2
フードスペシャリスト論 日本フードスペシャリスト協会 建帛社 498.5/FN
行動科学からのアプローチによる食と健康との関連
性の研究

柴英里著 すずさわ書店 498.5/KS

長友佑都の食事革命 長友佑都著 マガジンハウス 498.5/NN
日本の食材図鑑 : 見て楽しい!読んでおいしい! レジア編 新星出版社 498.5/NR
世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事 津川友介著 東洋経済新報 498.5/ST
糖質オフと栄養の科学 : 最新の栄養学に基づいた
食と健康の真実63

斎藤糧三, 大柳珠美監修 新星出版社 498.5/T

食品法入門 : 食の安全とその法体系 梶川千賀子著 農林統計出版 498.54/SK
応用栄養学栄養マネジメント演習・実習 竹中優, 土江節子編 医歯薬出版 498.55/OT
ライフステージ実習栄養学 : 健康づくりのための栄
養と食事

内田和宏 [ほか] 著 医歯薬出版 498.55/R

消化管からみた健康・栄養
南久則, 宮本賢一, 山田耕路
責任編集

建帛社 498.55/SM

スタディ応用栄養学
東條仁美編著 ;
石原領子 [ほか] 共著

建帛社 498.55/ST

糖質早わかり : 炭水化物や食物繊維の量もひと目
でわかる

牧野直子監修・データ作成 ; 女
子栄養大学出版部編

女子栄養大学
出版部

498.55/T

間違いだらけの栄養療法40 : 聞けそうで聞けなかっ
た迷える栄養ケア

田村佳奈美編著 メディカ出版 498.58/MT

高齢者の栄養ケアQ&A55 : あなたのギモンがスッ
キリ解決!

田村佳奈美編著 メディカ出版 498.59/KT

乳幼児の健康
前橋明編著 ; 石井浩子 [ほか]
著

大学教育出版 498.7/NM

環境デザインマップ日本 = Environmental design
map Japan

建築設備綜合協会環境デザイ
ンマップ編集委員会編

総合資格 523/KK

プレモダン建築巡礼
磯達雄文 ; 宮沢洋イラスト ;
日経アーキテクチュア編

日経BP社 523/PI

こどもを育む環境蝕む環境 仙田満著 朝日新聞出版 525/KS
トヨタ物語 : 強さとは「自分で考え、動く現場」を育て
ることだ

野地秩嘉著 日経BP社 537/TN

「ドローン」がわかる本 I/O編集部編集 工学社 538/DI

太陽系観光旅行読本 : おすすめスポット&知ってお
きたいサイエンス

オリヴィア・コスキー, ジェイナ・
グルセヴィッチ著 ;
露久保由美子訳

原書房 538/TK

新幹線全車種コンプリートビジュアルガイド : 営業車
両・試作車両・検測車両

レイルウエイズグラフィック著 グラフィック社 546/SR

ロボット--それは人類の敵か、味方か : 日本復活の
カギを握る、ロボティクスのすべて

中嶋秀朗著 ダイヤモンド社 548/RN

トマト缶の黒い真実
ジャン=バティスト・マレ著 ;
田中裕子訳

太田出版 588.9/TM
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NHKあさイチお金が貯まる財布のひみつ : 不安がな
くなる貯金の極意

横山光昭, 伊豫部紀子著 新潮社 591/NY

恵泉女学園大学のオーガニック・カフェ : 女子大生
が育てて創ったオリジナルレシピ

恵泉女学園大学著 コモンズ 596.3/KK

スープジャーのお弁当 : 手づくりスープはカラダに
やさしい!

奥薗壽子著 世界文化社 596.4/SO

泡をくうお話 : ふわふわ,サクサク,もちもちの食べ物 畑江敬子著 建帛社 596/AH

調理科学実験
長尾慶子, 香西みどり編著 ; 和
泉眞喜子 [ほか] 共著

建帛社 596/CN

今ある食材で作る毎日おかず : 夕ごはんの献立が
すぐ決まる

女子栄養大学
出版部

596/I

女子栄養大学の誰も教えてくれない発酵食のすべ
て : 栄養学の最高権威が教える"賢い食べ方"

五明紀春監修 ; 古川知子レシ
ピ監修

エクスナレッジ 596/J

時短、手間なし、失敗なし 柳澤英子著 小学館 596/JY

体がよろこぶ!旬の食材カレンダー まめこ絵・文
サンクチュアリ
出版

596/KM

毎日スキレット!: もっと簡単&おいしいスキレット活用
レシピ

岸田夕子著 オーバーラップ 596/MK

食のビジュアル情報図鑑 : 世界の食材・料理・味の
インフォグラフィック

ローラ・ロウ著 ; 栗山節子訳 柊風舎 596/SR

志麻さんのプレミアムな作りおき 志麻著 ダイヤモンド社 596/SS
フードバンク : 世界と日本の困窮者支援と食品ロス
対策

佐藤順子編著 明石書店 611/FS

バナナのグローバル・ヒストリー : いかにしてユナイ
テッド・フルーツは世界を席巻したか

ピーター・チャップマン著 ; 小澤
卓也, 立川ジェームズ訳

ミネルヴァ書房 625/BC

生き物を殺して食べる
ルイーズ・グレイ著 ;
宮崎真紀訳

亜紀書房 642/IG

犬房女子 : 犬猫殺処分施設で働くということ 藤崎童士著 大月書店 645/KF

猫の精神生活がわかる本
トーマス・マクナミー著 ; プレシ
南日子, 安納令奈訳

エクスナレッジ 645/NM

猫の世界史
キャサリン・M・ロジャーズ著 ;
渡辺智訳

エクスナレッジ 645/NR

猫はこうして地球を征服した : 人の脳からインター
ネット、生態系まで

アビゲイル・タッカー著 ; 西田
美緒子訳

インターシフト 645/NT

日本料理はなぜ世界でいちばんなのか : 私が「吉
兆」で学んだ板場道

渡辺康博著 あさ出版 673/NW

儲かるインバウンドビジネス10の鉄則 : 未来を読む
「世界の国・地域分析」と「47都道府県別の稼ぎ方」

中村好明著 日経BP社 689/MN

作って学ぶiPhoneアプリの教科書 :
Swift4&Xcode9対応

森巧尚著 マイナビ出版 694/TM

過去六年間を顧みて : かこさとし小学校卒業のとき
の絵日記

かこさとし著 偕成社 726/KK

漫画の仕事 木村俊介著 ; 荒川弘[ほか述] 幻冬舎コミック 726/MK
日本のグラフィック100年 = 100 years of Japanese
graphic design

山形季央編集・著
パイインターナ
ショナル

727/NY

「折り」の設計 : ファッション、建築、デザインのため
のプリーツテクニック

ポール・ジャクソン著 ;
牧尾晴喜訳

ビー・エヌ・エヌ
新社

754/OJ

宝石 : 欲望と錯覚の世界史
エイジャー・レイデン著 ; 和田
佐規子訳

築地書館 755/HR

きれいな色の本 : デザインと言葉の配色ブック ingectar‐e著
エムディエヌ
コーポレーショ

757/KI

教養としての10年代アニメ 町口哲生著 ポプラ社 778/KM
大人の教養として知りたいすごすぎる日本のアニメ 岡田斗司夫著 KADOKAWA 778/OO
マツコの何が"デラックス"か？ 太田省一著 朝日新聞出版 779/MO
フィギュアスケートとジェンダー : ぼくらに寄り添うス
ポーツの力

後藤太輔著 現代書館 780.13/FG

ガードナー臨床スポーツ心理学ハンドブック
フランク・ガードナー,
ゼラ・ムーア著

西村書店 780.14/GG

イップス : スポーツ選手を悩ます謎の症状に挑む 石原心著 大修館書店 780.14/II
わざ伝承の道しるべ 金子明友著 明和出版 780.18/WK
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アス飯レシピ : みんなのスポーツライフを応援 : アス
リートの体をつくる、おうちごはん

山瀬理恵子著
京都新聞出版
センター

780.19/AY

かんたん!おいしい!ジュニアのためのスポーツごは
ん : 栄養満点パワーチャージレシピ

明治監修 金の星社 780.19/K

王者の食ノート : スポーツ栄養士虎石真弥、勝利へ
の挑戦

島沢優子著 小学館 780.19/OS

パフォーマンスを高める!アスリートの献立500
森永製菓株式会社トレーニン
グラボ著

ナツメ社 780.19/PM

パフォーマンスを高めるためのアスリートの栄養学 清野隼, 塚本咲翔著 ナツメ社 780.19/PS
スポーツ障害「肩」の治療 : 評価からリハビリテー
ション,競技復帰まで : web動画つき

Todd S. Ellenbecker, Kevin E.
Wilk著

ナップ 780.19/SE

身体を引き締める食べ方1:1:2 : フィギュアスケー
ター高橋大輔を支えてきた食事パターン

石川三知著 マガジンハウス 780.19/SI

進化系!筋肉男子の栄養学 竹並恵里著
ベースボール・
マガジン社

780.19/ST

テーピング療法最前線 = Taping therapy front line
テーピング療法最前線 =
Taping therapy front line

医道の日本社 780.19/T

近代日本を創った身体 寒川恒夫編著 大修館書店 780.21/KS

アメリカの大学スポーツ : 腐敗の構図と改革への道
ジェラルド・ガーニー, ドナ・ロピ
アノ, アンドリュー・ジンバリスト
著 ; 宮田由紀夫訳

玉川大学出版
部

780.253/AG

ジュニアスポーツコーチに知っておいてほしいこと
大橋恵, 藤後悦子,
井梅由美子著

勁草書房 780.7/JO

子どもの発達から考える運動指導法 : 体力と運動
機能を伸ばすプログラム

新田收, 松田雅弘, 楠本泰士
著

ナップ 780.7/KN

子どもがやる気になる!!スポーツ指導 佐藤善人編著 学文社 780.7/KS
瞬発力トレーニングアナトミィ : プライオメトリックエク
ササイズで爆発的な力を引きだす

デレク・ハンセン, スティーブ・ケ
ネリー著 ; 東出顕子翻訳

ガイアブックス 780.7/SH

スポーツと運動 : 健康づくりの理論と実際 = Sports
& exercise

愛知大学名古屋体育研究室
編

学術図書出版
社

780/SA

スポーツマーケティング
原田宗彦, 藤本淳也, 松岡宏
高編著

大修館書店 780/SH

スポーツ・エクセレンス : スポーツ分野における成功
事例

早稲田大学スポーツナレッジ
研究会編

創文企画 780/SW

日本代表を、生きる。 : 「6月の軌跡」の20年後を 増島みどり著 文藝春秋 783.47/NM
億万長者サッカークラブ : サッカー界を支配する狂
気のマネーゲーム

ジェームズ・モンタギュー著 ;
田邊雅之訳

カンゼン 783.47/OM

サッカー新しい攻撃の教科書 ; カウンターと組織的
攻撃の正しい理解と活用

坪井健太郎著 カンゼン 783.47/ST

継投論 : 投手交代の極意 権藤博, 二宮清純著 廣済堂出版 783.7/KG
敗れても敗れても : 東大野球部「百年」の奮戦 門田隆将著 中央公論新社 783.7/YK

義足でダンス : 両足切断から始まった人生の旅
エイミー・パーディ, ミシェル・
バーフォード著 ; 藤井留美訳

辰巳出版 784.3/GP

学生柔道の伝統 : 高専大会をめぐりて 岡野好太郎著 黎明書房 789.2/GO
狩猟具から文射・武射へ 入江康平著 雄山閣 789.5/SI
射芸の探求と教育の射 入江康平著 雄山閣 789.5/SI

武道をたずねて : 武道教育への活用
出口達也, 金炫勇,
瀬川洋編著

大学教育出版 789/BD

やさしくてよくわかる!はじめての将棋レッスン 北尾まどか著 日本文芸社 796/HK
証言藤井聡太 別冊宝島編集部編 宝島社 796/SB
ことばはフラフラ変わる 黒田龍之助著 白水社 801/KK

翻訳できない世界のことば
エラ・フランシス・サンダース著
イラスト ; 前田まゆみ訳

創元社 804/HS

日本語学トレーニング100題 柿木重宜著 ナカニシヤ出版 810/NK
語彙力がないまま社会人になってしまった人へ 山口謡司著 超「基礎」編 ワニブックス 814/GY
あなたの文章が劇的に変わる5つの方法 尾藤克之著 三笠書房 816/AB
簡潔で心揺さぶる文章作法 : SNS時代の自己表現
レッスン

島田雅彦著 KADOKAWA 816/KS

迷わず書ける記者式文章術 : プロが実践する4つの
パターン

松林薫著
慶應義塾大学
出版会

816/MM
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どうすれば今度こそ英語が話せるようになりますか?
ジェームス・M・バーダマン, 西
真理子著

秀和システム 830.7/DV

世界一わかりやすい英文法の授業 関正生著 KADOKAWA 835/SS
外国人から日本についてよく聞かれる質問200 : 外
国人観光客からはよく聞かれるのに日本人には想
定外の質問あれこれ

森田正康,
カン・アンドリュー・ハシモト著

クロスメディア・
ランゲージ

837/GM

起きてから寝るまで英語表現1000 : 1日の「体の動
き」「心のつぶやき」を全部英語で言って会話力アッ

荒井貴和, 武藤克彦執筆・解
説

アルク 837/OA

大人のための旅行英会話 ; これだけで通じる ; オー
ルカラーCD付き

加藤好美, Jason Downey著 ナツメ社 837/OK

ついつい出ちゃう!日本人のかんちがい英語 ゲーリー・スコット・ファイン著 高橋書店 837/TF
使える動詞だけ覚えなさい!英会話フレーズ700 伊藤太, Gary Scott Fine著 西東社 837/TI
AX (アックス) 伊坂幸太郎著 KADOKAWA 913.6/AI
盤上の向日葵 柚月裕子著 中央公論新社 913.6/BY
ジャッジメント 小林由香著 双葉社 913.6/JK
風は西から 村山由佳著 幻冬舎 913.6/KM
きらきら眼鏡 森沢明夫著 双葉社 913.6/KM
かがみの孤城 辻村深月著 ポプラ社 913.6/KT
マチネの終わりに 平野啓一郎著 毎日新聞出版 913.6/MH
万引き家族 是枝裕和著 宝島社 913.6/MK
水田マリのわだかまり 宮崎誉子著 新潮社 913.6/MM
屍人荘の殺人 今村昌弘著 東京創元社 913.6/SI
戦争童話集 野坂昭如著 中央公論新社 913.6/SN
天龍院亜希子の日記 安壇美緒著 集英社 913.6/TA
月の炎 板倉俊之著 新潮社 913.6/TI
私はあなたの記憶のなかに 角田光代著 小学館 913.6/WK
キミの目が覚めたなら : 8年越しの花嫁 中原尚志・麻衣著 主婦の友社 916/KN
13・67 (いちさん ろくなな) 陳浩基著 ; 天野健太郎訳 文藝春秋 923/IC

カラヴァル : 深紅色の少女
ステファニー・ガーバー著 ; 西
本かおる訳

キノブックス 933/KG

その犬の歩むところ
ボストン・テラン著 ; 田口俊樹
訳

文藝春秋 933/ST

7 / 7 


