
令和４年度 教員選定図書一覧

　　※全て閲覧室カウンター前のブックトラックに配架しています

書名 著者名 出版者 資料ID 請求記号

1 UIデザイン必携 : ユーザーインターフェースの設計と改善を成功させるために 原田秀司著 翔泳社 311143469 007.6|| ||1309

2
ウェブやアプリに新たな視点をもたらす100の指針 第2版 (インタフェースデザイ
ンの心理学:[正])

Susan Weinschenk著
オライリー・ジャパン
オーム社 (発売)

311143470 007.6||1(2)||1310

3 UXデザインの法則 : 最高のプロダクトとサービスを支える心理学 Jon Yablonski著
オライリー・ジャパン
オーム社 (発売)

311143472 007.6|| ||1311

4
ヒューマンコンピュータインタラクション : 人とコンピュータはどう関わるべきか?
人間科学と認知工学の考え方を包括して解説した教科書

米村俊一著 コロナ社 311143475 007.6|| ||1312

5 図説本の歴史 : 新装版 (ふくろうの本) 樺山紘一編 河出書房新社 311143481 020.2|| ||9

6 書物に魅せられた奇人たち : 英国愛書家列伝 高宮利行著 勉誠出版 311143482 020.23|| ||1

7 英国初期印刷本研究への誘い : 書誌学から文学・社会・歴史研究へ 向井剛著 勉誠出版 311143483 020.23|| ||2

8
レイアウト・デザインの教科書 : layout essentials and rules : alignment /
proximity / repetition / contrast / grid systems

米倉明男, 生田信一,
青柳千郷著

SBクリエイティブ 311143420 021.4|| ||31

9 パブリッシング・スタディーズ 日本出版学会編 印刷学会出版部 311143484 023|| ||8

10 希望とは何か : オプティミズムぬきで語る テリー・イーグルトン [著] 岩波書店 311143485 104|| ||132

11 正義とケアの現代哲学 : プラグマティズムから正義論、ケア倫理へ 徳永哲也著 晃洋書房 311143524 104|| ||133

12 現代形而上学 : 分析哲学が問う、人・因果・存在の謎 (ワードマップ) 鈴木生郎 [ほか] 著 新曜社 311143525 111|| ||18

13 急に具合が悪くなる 宮野真生子, 磯野真穂著 晶文社 311143461 114.2|| ||40

14 ゴルギアス (光文社古典新訳文庫:[KBフ2-7]) プラトン著 光文社 311143546 131.3|| ||32

15 イマジネール : 想像力の現象学的心理学 (講談社学術文庫:[2568]) ジャン=ポール・サルトル [著] 講談社 311143530 135.54|| ||1

16 「こころ」とアーティフィシャル・マインド 河合俊雄 [ほか] 著 創元社 311143532 140.4|| ||37

17 手の倫理 (講談社選書メチエ:735) 伊藤亜紗著 講談社 311143547 141.24|| ||1

18 ヒロインの旅 : 女性性から読み解く「本当の自分」と創造的な生き方 モーリーン・マードック著 フィルムアート社 311143531 143.5|| ||14

19 ナラティヴ実践地図 マイケル・ホワイト著 金剛出版 311143446 146.8|| ||160

20 生きる心理療法と教育 : 臨床教育学の視座から オンデマンド版 皆藤章著 誠信書房 311143449 146.8|| ||161
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21 ネガティヴ・イメージの心理臨床 : 心の現代的問題へのゼロベース・アプローチ 松下姫歌著 創元社 311143492 146.8|| ||162

22
心理療法・失敗例の臨床研究 : その予防と治療関係の立て直し方
改訂増補

岩壁茂著 金剛出版 311143507 146.8||(2)||163

23
セラピストのための子どもの発達ガイドブック : 0歳から12歳まで年齢別の理解
と心理的アプローチ

ディー・C・レイ編著 誠信書房 311143437 146.82|| ||1

24
小説・漫画・映画・音楽から学ぶ児童・青年期のこころの理解 : 精神力動的な視
点から

藤森旭人著 ミネルヴァ書房 311143506 146.82|| ||2

25 ケアの倫理と共感 マイケル・スロート著 勁草書房 311143503 150|| ||51

26 「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 311143443 151.5|| ||2

27 幸福はなぜ哲学の問題になるのか (homo viator) 青山拓央著 太田出版 311143545 151.6|| ||2

28 文化と神の死 テリー・イーグルトン著 青土社 311143486 161|| ||23

29 日中関係史 : 1500年の交流から読むアジアの未来 エズラ・F・ヴォーゲル著 日本経済新聞出版社 311143432 210.18|| ||3

30 満州事変 : 政策の形成過程 (岩波現代文庫:学術:252) 緒方貞子著 岩波書店 311143434 210.7|| ||157

31 ビジュアル大図鑑中国の歴史 DK社編 東京書籍 311143429 222.01|| ||10

32 文化大革命五十年
楊継縄著/辻康吾編
現代中国資料研究会訳

岩波書店 311143569 222.07|| ||17

33 毛沢東大躍進秘録
楊継縄著
伊藤正, 田口佐紀子,
多田麻美訳

文藝春秋 311143570 222.07|| ||18

34 スコットランド通史 : 政治・社会・文化 木村正俊著 原書房 311143488 233.2|| ||2

35
物語スコットランドの歴史 : イギリスのなかにある「誇り高き国」
 (中公新書 :2696)

中村隆文著 中央公論新社 311143489 233.2|| ||3

36 中国の何が問題か? : ハーバードの眼でみると
ジェニファー・ルドルフ,
マイケル・ソーニ編

藤原書店 311143430 302.22|| ||1

37 アフリカ社会を学ぶ人のために 松田素二編 世界思想社 311143533 302.4|| ||6

38 ナショナリズムとは何か (ちくま学芸文庫:[ス19-1]) アントニー・D・スミス著 筑摩書房 311143431 311.3|| ||10

39 熟議が壊れるとき : 民主政と憲法解釈の統治理論 キャス・サンスティーン著 勁草書房 311143528 311.7|| ||20
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40 ケアするのは誰か? : 新しい民主主義のかたちへ
ジョアン・C・トロント著
岡野八代訳・著

白澤社
現代書館 (発売)

311143548 311.7|| ||21

41 癒されぬアメリカ : 先住民社会を生きる (集英社新書:ノンフィクション:1002N) 鎌田遵著 集英社 311143534 316.85|| ||1

42 まちのファンをつくる自治体ウェブ発信テキスト 狩野哲也著 学芸出版社 311143421 318.5|| ||27

43 地方は活性化するか否か : マンガでわかる『地方』のこれから こばやしたけし著 学研プラス 311143567 318.6|| ||46

44 わたしをつくるまちづくり : 地域をマジメに遊ぶ実践者たち
尾野寛明, 中村香菜子,
大美光代著

コールサック社 311143467 318.68|| ||1

45 自治体の都市計画担当になったら読む本 橋本隆著 学陽書房 311143499 318.7|| ||94

46 プリズン・サークル 坂上香著 岩波書店 311143463 326.52|| ||1

47 国際貢献のウソ (ちくまプリマー新書:143) 伊勢﨑賢治著 筑摩書房 311143537 329.36|| ||1

48
それをお金で買いますか : 市場主義の限界 (ハヤカワ文庫:7460. ハヤカワ文庫
NF:NF419)

マイケル・サンデル著 早川書房 311143433 331.1|| ||126

49 アフリカ経済の真実 : 資源開発と紛争の論理 (ちくま新書:1504) 吉田敦著 筑摩書房 311143536 332.4|| ||3

50 タテ社会の人間関係 (講談社現代新書:105) 中根千枝著 講談社 311143393 361.42|| ||1

51 オタク経済圏創世記 : GAFAの次は2.5次元コミュニティが世界の主役になる件 中山淳雄著
日経BP
日経BPマーケティング
(発売)

311143426 361.5|| ||323

52
真のダイバーシティをめざして : 特権に無自覚なマジョリティのための社会的公
正教育

ダイアン・J・グッドマン著
上智大学出版
ぎょうせい (発売)

311143459 361.8|| ||152

53 人間と社会のうごきをとらえるフィールドワーク入門 新原道信編著 ミネルヴァ書房 311143466 361.9|| ||85

54 男性の育休 : 家族・企業・経済はこう変わる (PHP新書:1233) 小室淑恵, 天野妙著 PHP研究所 311143542 366.32|| ||1

55 ルポ技能実習生 (ちくま新書:1496) 澤田晃宏著 筑摩書房 311143535 366.89|| ||1

56 生きるためのフェミニズム : パンとバラと反資本主義 堅田香緒里著 タバブックス 311143468 367.1|| ||12

57
フランスに学ぶジェンダー平等の推進と日本のこれから : パリテ法制定20周年
をこえて

冨士谷あつ子,
新川達郎編著

明石書店 311143396 367.2|| ||207

58
図表でみる男女格差 : 今なお蔓延る不平等に終止符を!
 (OECDジェンダー白書 :2)

OECD編著 明石書店 311143398 367.2||2||208

59 言葉を失ったあとで 信田さよ子, 上間陽子著 筑摩書房 311143464 367.21|| ||21
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60 OECDレインボー白書 : LGBTIインクルージョンへの道のり 経済協力開発機構編著 明石書店 311143397 367.9|| ||70

61 当事者は嘘をつく 小松原織香著 筑摩書房 311143462 368.64|| ||1

62 新しい介護 : 完全図解 全面改訂版 (介護Library)
大田仁史,
三好春樹監修・編著

講談社 311143523 369.26||(2)||1

63 尊厳ある介護 : 「根拠あるケア」が認知症介護を変える 里村佳子著 岩波書店 311143543 369.26|| ||2

64
ソーシャルワーカーのための反『優生学講座』 : 「役立たず」の歴史に抗う福祉
実践

藤井渉著 現代書館 311143458 369.27|| ||1

65 ヘルシンキ生活の練習 朴沙羅著 筑摩書房 311143465 369.4|| ||174

66 今、もっとも必要なこれからの子ども・子育て支援 (これからの保育シリーズ:9)
土谷みち子編著
汐見稔幸 [ほか] 著

風鳴舎 311143521 369.4|| ||175

67 異文化間教育事典 異文化間教育学会編著 明石書店 311143395 371.5|| ||134

68 じぶんで考えじぶんで話せるこどもを育てる哲学レッスン 増補版 河野哲也著 河出書房新社 311143504 375.1||(2)||120

69 森のようちえん : 自然のなかで子育てを 今村光章編著 解放出版社 311143522 376.11|| ||129

70
北欧の森のようちえん : 自然が子どもを育む : デンマーク・シュタイナー幼稚園
の実践

リッケ・ローセングレン著 イザラ書房 311143502 376.12|| ||54

71 アイヌの世界観 : 「ことば」から読む自然と宇宙 (講談社学術文庫:[2560]) 山田孝子 [著] 講談社 311143540 382.11|| ||1

72 社会表象としての服飾 : 近代フランスにおける異性装の研究 新實五穂著 東信堂 311143480 383.15|| ||1

73 統計学の基礎 (講座情報をよむ統計学:1) 上田尚一著 朝倉書店 311143550 417||1||148

74 統計学の論理 (講座情報をよむ統計学:2) 上田尚一著 朝倉書店 311143551 417||2||148

75 統計学の数理 (講座情報をよむ統計学:3) 上田尚一著 朝倉書店 311143552 417||3||148

76 統計グラフ (講座情報をよむ統計学:4) 上田尚一著 朝倉書店 311143553 417||4||148

77 統計の誤用・活用 (講座情報をよむ統計学:5) 上田尚一著 朝倉書店 311143554 417||5||148

78 質的データの解析 : 調査情報のよみ方 (講座情報をよむ統計学:6) 上田尚一著 朝倉書店 311143555 417||6||148

79 クラスター分析 (講座情報をよむ統計学:7) 上田尚一著 朝倉書店 311143556 417||7||148

80 主成分分析 (講座情報をよむ統計学:8) 上田尚一著 朝倉書店 311143557 417||8||148

81 統計ソフトUEDAの使い方 (講座情報をよむ統計学:9) 上田尚一著 朝倉書店 311143558 417||9||148

82 QGIS入門 第3版 今木洋大, 伊勢紀編著 古今書院 311143518 448.9||(3)||27

83 経済・政策分析のためのGIS入門 : ArcGIS Pro対応 二訂版 1. 基礎 河端瑞貴著 古今書院 311143519 448.9||1(2)||31
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84
実践利用にステップアップを目指すQGIS応用編 : ベクタデータの利用からラスタ
データの応用まで (広島修道大学テキストシリーズ)

金徳謙著 ナカニシヤ出版 311143498 448.9|| ||41

85
まちの課題・資源を可視化するQGIS活用ガイドブック : 基本操作から実践例
まで

半井真明著 学芸出版社 311143517 448.9|| ||42

86 卒論・修論のための自然地理学フィールド調査 泉岳樹, 松山洋著 古今書院 311143419 450.7|| ||2

87 新百万人の天気教室 2訂版 白木正規著 成山堂書店 311143418 451||(3)||50

88 図説世界の気候事典 山川修治 [ほか] 編 朝倉書店 311143435 451.8|| ||37

89 細胞の分子生物学 第6版 Bruce Alberts [ほか] 著 ニュートンプレス 311143400 463||(6)||31

90 生物群集を理解する (シリーズ群集生態学:1)
大串隆之, 近藤倫生,
難波利幸編

京都大学学術出版会 311143471 468.4||1||15

91 生物間ネットワークを紐とく (シリーズ群集生態学:3)
大串隆之, 近藤倫生,
難波利幸編

京都大学学術出版会 311143474 468.4||3||15

92 メタ群集と空間スケール (シリーズ群集生態学:5)
大串隆之, 近藤倫生,
野田隆史編

京都大学学術出版会 311143473 468.4||5||15

93 上野千鶴子が聞く小笠原先生、ひとりで家で死ねますか? (朝日文庫:[う5-8]) 上野千鶴子, 小笠原文雄著 朝日新聞出版 311143441 490.1|| ||103

94
健康寿命の鍵を握る骨格筋 : 代謝・内分泌を介した全身性制御の分子基盤か
ら運動による抗老化まで (実験医学:増刊:v. 40-no. 2 2022)

藤井宣晴編集 羊土社 311143513 491.36|| ||1

95 ホルモンのはたらきパーフェクトガイド : とことん解説人体と健康ビジュアル
キャサリン・ウイットロック,
ニコラ・テンプル著

日経ナショナル
ジオグラフィック社
日経BPマーケティング
(発売)

311143401 491.45|| ||1

96 いちばんやさしい薬理学 木澤靖夫監修 成美堂出版 311143402 491.5|| ||60

97 NEW薬理学 改訂第7版
田中千賀子, 加藤隆一,
成宮周編集

南江堂 311143448 491.5||(7)||61

98 遺伝子 (NHKスペシャル. 人体:2)
NHKスペシャル「人体」
取材班編

医学書院 311143456 491.69|| ||8

99 臨床検査データブック 2021-2022
黒川清, 春日雅人,
北村聖編集

医学書院 311143447 492.1||2021-2022||57
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100
複雑性PTSDの理解と回復 : 子ども時代のトラウマを癒すコンパッションとセルフ
ケア

アリエル・シュワルツ著 金剛出版 311143460 493.74|| ||1

101
ボクはやっと認知症のことがわかった : 自らも認知症になった専門医が、日本
人に伝えたい遺言

長谷川和夫, 猪熊律子著 KADOKAWA 311143442 493.75|| ||1

102 はたらく細胞ワクチン&おくすり図鑑 : びょうきとたたかう! : 小学校中学年から 講談社編 講談社 311143405 493.8|| ||48

103 子どものアレルギー : アトピー性皮膚炎・食物アレルギー・ぜんそく 大矢幸弘編監修 文藝春秋 311143452 493.93|| ||1

104 健康科学 : ヘルスプロモーション概論 : 健康体力づくり指導者のための
和田雅史編著
鈴木明 [ほか] 著

日本フィットネス協会 311143565 498|| ||214

105 コロナ禍で見えた保健・医療・介護の今後 : 新自由主義をこえて 日本医療総合研究所著 新日本出版社 311143544 498.13|| ||1

106 ビジュアル食品成分表 : 食品解説つき : 八訂準拠 新しい食生活を考える会編著 大修館書店 311143403 498.5||(6)||1316

107 最新版食品添加物ハンドブック : どれを選べばいいの? 渡辺雄二著 ビジネス社 311143454 498.51|| ||79

108
食品テクスチャーの測定とおいしさ評価 : 食品構造とレオロジー、
咀嚼・嚥下感覚、機器測定・官能検査、調理・加工

山野善正, 大越ひろ監修 エヌ・ティー・エス 311143457 498.51|| ||80

109
臨床栄養学者中村丁次が紐解くジャパン・ニュートリション : 日本の栄養の過
去・現在、さらに未来に向けて

中村丁次著 第一出版 311143406 498.55|| ||81

110
応用栄養学 : ライフステージと多様な環境に対応した栄養学 (管理栄養士養成
のための栄養学教育モデル・コア・カリキュラム準拠:第6巻)

南久則, 木戸康博編 医歯薬出版 311143450 498.55|| ||82

111 分子栄養学 (栄養科学シリーズNEXT) 宮本賢一 [ほか] 編 講談社 311143493 498.55|| ||83

112 今日の治療薬 : 解説と便覧 2022年版(第44版) 島田和幸 [ほか] 編集 南江堂 311143529 499.1||2022||15

113 バイオ医薬 : 基礎から開発まで
石井明子, 川西徹,
長野哲雄編

東京化学同人 311143404 499.1|| ||17

114 図解でわかる14歳からの水と環境問題 インフォビジュアル研究所著 太田出版 311143411 517|| ||42

115 大気と水の循環 : 水文気象を学ぶための14講 松山洋, 増田耕一編 朝倉書店 311143417 517.15|| ||1

116 図説わかる都市計画 森田哲夫, 森本章倫編著 学芸出版社 311143500 518.8|| ||477

117 はじめてのまちづくり学 山崎義人 [ほか] 著 学芸出版社 311143501 518.8|| ||478
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118 まちづくりの統計学 : 政策づくりのためのデータの見方・使い方
宇都宮浄人, 多田実編著
芦谷恒憲 [ほか] 著

学芸出版社 311143520 518.8|| ||479

119 アーバニスト : 魅力ある都市の創生者たち (ちくま新書:1614) 中島直人, アーバニスト著 筑摩書房 311143541 518.8|| ||480

120 環境を知るとはどういうことか : 流域思考のすすめ (PHPサイエンス・ワールド新書:003)養老孟司, 岸由二著 PHP研究所 311143566 519.81|| ||1

121 訪問調理師ごはんさんの野菜大好きレシピ : 予約が取れない ごはんさん著 徳間書店 311143414 596.37|| ||1

122 面倒なことしない!野菜をすんごくおいしく食べるレシピ 元気ママ著 KADOKAWA 311143415 596.37|| ||2

123 もっと!魔法のてぬきおやつ : 材料2つから!オーブン不使用! てぬキッチン著 ワニブックス 311143416 596.65|| ||1

124 あわてず、ゆっくり離乳食 : 授乳・離乳の支援ガイド(改定版)の要点 可野倫子, 鈴木ゆかり著 芽ばえ社 311143451 599.3|| ||13

125 あんしん、やさしい最新離乳食オールガイド ベビーカレンダー著 新星出版社 311143453 599.3|| ||14

126
鎌倉資本主義 : ジブンゴトとしてまちをつくるということ : A manifesto for
sustainable capitalism

柳澤大輔著 プレジデント社 311143399 601.13|| ||1

127 「ごっくん馬路村」の村おこし : ちっちゃな村のおっきな感動物語 大歳昌彦著 日本経済新聞社 311143568 601.18|| ||1

128 サステナブル・フード革命 : 食の未来を変えるイノベーション アマンダ・リトル著
インターシフト
合同出版 (発売)

311143407 611.3|| ||74

129 食べる経済学 (未来のわたしにタネをまこう:01) 下川哲著 大和書房 311143409 611.3|| ||75

130 図解でわかる14歳から知る食べ物と人類の1万年史 インフォビジュアル研究所著 太田出版 311143410 611.3|| ||76

131 食と農の進化 (日経MOOK) 日本経済新聞出版編

日経BP日本
経済新聞出版
日経BPマーケティング
(発売)

311143408 611.7|| ||11

132 森林・林業白書 令和3年版 林野庁編
全国林業改良普及
協会

311143445 650.5||2021||2

133 暮らしに活かす不動産学 (放送大学教材:1710214-1-2211) 齊藤広子, 中城康彦編著 放送大学教育振興会 311143394 673.99|| ||1

134 広告ってすごい!がわかる人気講座 vol.3 日経広告研究所編
日経広告研究所
日経BPマーケティング
(発売)

311143424 674||3||20

135 推しエコノミー : 「仮想一等地」が変えるエンタメの未来 中山淳雄著
日経BP
日経BPマーケティング
(発売)

311143425 675|| ||140
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136 話題を生み出す「しくみ」のつくり方 : 情報拡散構造から読み解くヒットのルール 西山守著 宣伝会議 311143427 675|| ||141

137 バロックの光と闇 (講談社学術文庫:[2464]) 高階秀爾 [著] 講談社 311143478 702.05|| ||1

138 印象派の歴史 上 (角川文庫:21780-21781) ジョン・リウォルド [著] KADOKAWA 311143476 723.05||1||4

139 印象派の歴史 下 (角川文庫:21780-21781) ジョン・リウォルド [著] KADOKAWA 311143477 723.05||2||4

140 印象派美術館
坂上桂子, 大屋美那,
賀川恭子編集委員

小学館 311143560 723.05|| ||5

141 アニメの社会学 : アニメファンとアニメ制作者たちの文化産業論 永田大輔, 松永伸太朗編著 ナカニシヤ出版 311143422 778.77|| ||1

142 アニメを究める11のコツ (アニメ研究入門:応用編) 小山昌宏, 須川亜紀子編著 現代書館 311143423 778.77||2||2

143 スポーツデータサイエンス 清水千弘編 朝倉書店 311143494 780.1|| ||503

144 スポーツパフォーマンス分析入門 : 基礎となる理論と技法を学ぶ ピーター・オドノヒュー著 大修館書店 311143514 780.1|| ||504

145 女性アスリートの健康管理・指導Q&A 能瀬さやか編 日本医事新報社 311143412 780.19|| ||1

146 勝てるカラダをつくる!10代スポーツ選手の栄養と食事 川端理香監修 大泉書店 311143413 780.19|| ||2

147 スポーツ栄養学 : 理論と実践 鈴木志保子著 日本文芸社 311143455 780.19|| ||3

148 骨格筋肥大のサイエンスとトレーニングへの応用 Brad Schoenfeld著 ナップ 311143438 780.7|| ||98

149 競技力向上のためのウエイトトレーニングの考え方 河森直紀著 ナップ 311143439 780.7|| ||99

150 心拍トレーニング : 個人のデータと目的に基づくトレーニングプログラム
Roy Benson,
Declan Connolly著

ナップ 311143440 780.7|| ||100

151
アスレティックパフォーマンス向上のためのトレーニングとリカバリーの科学的
基礎

平山邦明編 文光堂 311143490 780.7|| ||101

152
アスリート・コーチ・トレーナーのためのトレーニング科学 : トレーニングに普遍
的な正解はない   (体育・スポーツ・健康科学テキストブックシリーズ)

山本正嘉著 市村出版 311143491 780.7|| ||102

153
ファンをつくる力 : デジタルで仕組み化できる2年で25倍増の顧客分析マーケ
ティング

藤掛直人著
日経BP
日経BPマーケティング
 (発売)

311143428 780.9|| ||1

154 やさしい言語学 高橋留美 [ほか] 著 研究社 311143515 801|| ||194

155 ナラティブ研究の実践と応用 : 現代社会への理解と貢献に向けて
那須雅子, 坂本南美,
寺西雅之編著

学術研究出版 311143436 801.03|| ||9

156 なくなりそうな世界のことば 吉岡乾著 創元社 311143496 802|| ||7
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157 明解言語学辞典
斎藤純男, 田口善久,
西村義樹編

三省堂 311143538 803.3|| ||4

158 認知言語学の基礎 (認知日本語学講座:第1巻)
碓井智子, 田村幸誠,
安原和也著

くろしお出版 311143497 810.1||1||15

159 明解日本語学辞典 森山卓郎, 渋谷勝己編 三省堂 311143539 810.33|| ||1

160 はじめて学ぶ方言学 : ことばの多様性をとらえる28章 井上史雄, 木部暢子編著 ミネルヴァ書房 311143516 818|| ||15

161 語り合うことばの力 : カムイたちと生きる世界 中川裕著 岩波書店 311143495 829.2|| ||1

162 アクセス和独辞典 在間進編集責任 三修社 311143508 843.2|| ||1

163 アクセス独和辞典 第4版 在間進編集責任 三修社 311143509 843.3||(4)||2

164 アポロン独和辞典 第4版
根本道也 [ほか]
責任編集執筆

同学社 311143510 843.3||(4)||3

165 クラウン独和辞典 第5版 新田春夫編修主幹 三省堂 311143511 843.3||(5)||4

166 クラウン西和辞典 原誠 [ほか] 編 三省堂 311143512 863.3|| ||2

167 「読む」という冒険 : イギリス児童文学の森へ (岩波ジュニア新書:947) 佐藤和哉著 岩波書店 311143487 909|| ||80

168 ゾラと近代フランス : 歴史から物語へ 小倉孝誠著 白水社 311143479 950.26|| ||1

洋書

169
This is what democracy looked like : a visual history of the printed ballot 1st ed
: [hardback]

Alicia Yin Cheng
Princeton
Architectural Press

311143444 314.8|| ||2

170 Berthe Morisot : woman impressionist Cindy Kang ... [et al.] Rizzoli Electa 311143559 723.35|| ||1

171 Pedagogical stylistics in the 21st century : [hbk]
Sonia Zyngier,
Greg Watson editors

Palgrave Macmillan 311143527 801.6|| ||12
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