
書名 著者名 出版社 出版日付 資料ID 請求記号

1 脱!SNS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 増補版 佐藤佳弘編著 武蔵野大学出版会 2020.4 316005294 007.3||(2)||194

2
ユーモア解体新書 : 笑いをめぐる人間学の試み
(大阪市立大学文学研究科叢書:第11巻)

佐金武, 佐伯大輔, 高梨友宏編 清文堂出版 2020.9 311142449 141.6|| ||43

3 やわらかく、考える。 外山滋比古著 PHP研究所 2019.8 316005346 159|| ||107

4 偉人たちの失敗 遠越段著 総合法令出版 2015.9 316005347 159.8|| ||10

5 失敗図鑑 : すごい人ほどダメだった! 大野正人著 文響社 2018.5 316005348 280|| ||4

6 地域活性化のデザインとマネジメント : ヒトの想い・行動の描写と専門分析 池田潔ほか編著 晃洋書房 2019.11 311142307 318.6|| ||38

7 教職のための憲法 (アクティベート教育学:15) 斎藤一久, 城野一憲編著 ミネルヴァ書房 2020.4 311142301 323.1|| ||153

8 よくわかる社会学 第3版 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 宇都宮京子, 西澤晃彦編著 ミネルヴァ書房 2020.4 311142290 361||(3)||145

9 足をどかしてくれませんか。 : メディアは女たちの声を届けているか
林香里編
小島慶子ほか著

亜紀書房 2019.12 316005299 361.4|| ||358

10 フィクションが現実となるとき : 日常生活にひそむメディアの影響と心理
カレン・E・ディル-シャックル
フォード著
川端美樹訳

誠信書房 2019.11 311142426 361.4|| ||359

11 ケーキの切れない非行少年たち (新潮新書) 宮口幸治著 新潮社 2019.7 316005345 368.7|| ||24

12 社会のしんがり 駒村康平編著 新泉社 2020.3 316005309 369|| ||178

13
地域防災とまちづくり : みんなをその気にさせる災害図上訓練 第5版
(COPABOOKS : 自治体議会政策学会叢書)

瀧本浩一著 イマジン出版 2019.11 311142308 369.3||(5)||343

14
東日本大震災・原発震災10年、そのあとに :
医療・福祉・生活者の視点からの提言 (震災復興・原発震災提言シリーズ:10)

兵庫県保険医協会,
協会西宮・芦屋支部編

クリエイツかもがわ 2020.8 311142425 369.3|| ||344

15 海外で学ぶ子どもの教育 : 日本人学校、補習授業校の新たな挑戦 佐藤郡衛ほか著 明石書店 2020.8 311142401 376.9|| ||16
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16 ダメになる人類学 岩野邦康ほか編 北樹出版 2020.3 316005291 389|| ||105

17 はじめて学ぶ大学教養地学
杉本憲彦, 杵島正洋,
松本直記著

慶應義塾大学出版会 2020.6 311142409 450|| ||36

18 基礎講義生化学 : アクティブラーニングにも対応 井上英史編 東京化学同人 2020.9 311142419 464|| ||165

19 基礎講義分子生物学 : アクティブラーニングにも対応 田中弘文, 井上英史編 東京化学同人 2020.9 311142420 464.1|| ||35

20 大気環境と植物 伊豆田猛編著 朝倉書店 2020.10 311142454 471.7|| ||32

21
腎臓病透析患者さんのための献立集 : たんぱく質50g 改訂版
(腎臓を守る食事シリーズ:2)

宮本佳代子監修 女子栄養大学出版部 2020.4 311142390 494.9||2(2)||33

22 ライフサイクルでみる女性の保健と健康 : 充実した人生を過ごしていくために 小國美也子ほか著 ミネルヴァ書房 2020.3 311142398 495|| ||5

23 経済学を知らずに医療ができるか!? : 医療従事者のための医療経済学入門 康永秀生著 金芳堂 2020.8 311142400 498|| ||209

24
痛風・高尿酸血症の安心ごはん : 激しい痛みの発作を防ぐ
(食事療法はじめの一歩シリーズ)

菅野義彦, 恩田理恵,
金原桜子著

女子栄養大学出版部 2019.3 311142391 498.5|| ||1468

25 栄養教育論 (Visual栄養学テキスト) 永井成美, 赤松利恵編集 中山書店 2020.3 311142438 498.55|| ||71

26 噛む力が弱った人のおいしい長生きごはん : 誤嚥を防ぐ! クリコ著 講談社 2019.1 311142229 498.59|| ||22

27 街角図鑑 街と境界編 三土たつお編著 実業之日本社 2020.8 316005298 501.8||2||80

28 在来野草による緑化ハンドブック : 身近な自然の植生修復
根本正之, 山田晋,
田淵誠也編集

朝倉書店 2020.5 311142394 518.8|| ||451

29 伊東豊雄自選作品集 : 身体で建築を考える 伊東豊雄著 平凡社 2020.8 311142431 520.8|| ||129

30 建築の聖なるもの : 宗教と近代建築の精神史
土居義岳著

東京大学出版会 2020.1 311142272 523|| ||56

31 鉄筋コンクリート建築の考古学 : アナトール・ド・ボドーとその時代 後藤武著 東京大学出版会 2020.3 311142380 523.3|| ||86
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32 丸の内建築図集1890-1973 : 三菱地所設計創業130周年記念
三菱地所設計古図面研究会,
新建築社編集

新建築社 2020.9 311142423 526.9|| ||16

33 クロマトピア : 色の世界 : 写真で巡る色彩と顔料の歴史
デヴィッド・コールズ著
エイドリアン・ランダー写真
井原恵子訳

グラフィック社 2020.9 316005385 576.9|| ||3

34 だしの研究 : だしの仕組みを理解して、自在に使いこなすための、調理とサイエンス
山本晴彦ほか著
川崎寛也調理科学
柴田書店編

柴田書店 2020.8 311142435 596.2|| ||64

35
大学と地域 : 持続可能な暮らしに向けた大学の新たな姿
(シリーズ・21世紀の地域:7)

井尻昭夫ほか編 ナカニシヤ出版 2020.3 311142445 601.1|| ||62

36
日本の森林管理政策の展開 : その内実と限界
(これからの森林環境保全を考える:1)

柿澤宏昭著 日本林業調査会 2018.6 316005349 651.1|| ||28

37 図解樹木の力学百科
Claus Mattheck, Klaus Bethge,
Karlheinz Weber著
三戸久美子訳

講談社 2019.8 316005350 653.2|| ||30

38 教養の日本美術史 古田亮編著 ミネルヴァ書房 2019.11 311142311 702.1|| ||84

39
英文サインのデザイン : 利用者に伝わりやすい英文表示とは?
(タイポグラフィ・ブックス)

小林章, 田代眞理著 ビー・エヌ・エヌ新社 2019.10 316005265 727|| ||41

40 新写真論 : スマホと顔 (ゲンロン叢書) 大山顕著 ゲンロン 2020.3 316005304 740.4|| ||3

41 よくわかるスポーツ文化論 改訂版 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 井上俊, 菊幸一編著 ミネルヴァ書房 2020.3 311142444 780.1||(2)||486

42 公式TOEIC Listening & Reading問題集 7 ETS著
国際ビジネスコミュニケー
ション協会

2020.12 314000056 830.7||7||153

43 お砂糖とスパイスと爆発的な何か : 不真面目な批評家によるフェミニスト批評入門 北村紗衣著 書肆侃侃房 2019.6 316005310 904|| ||30

44 オルタネート 加藤シゲアキ著 新潮社 2020.11 316005386 913.6|| ||699

45 推し、燃ゆ 宇佐見りん著 河出書房新社 2020.9 316005387 913.6|| ||700

46 旅する練習 乗代雄介著 講談社 2021.1 316005407 913.6|| ||701
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47 宇宙への秘密の鍵
ルーシー&スティーヴン・ホーキン
グ作
さくまゆみこ訳

岩崎書店 2008.2 316005354 933||1-1||117

48 宇宙に秘められた謎 (ホーキング博士のスペース・アドベンチャー:2)
ルーシー&スティーヴン・ホーキン
グ作
さくまゆみこ訳

岩崎書店 2009.7 316005353 933||1-2||117

49 宇宙の誕生 : ビッグバンへの旅 (ホーキング博士のスペース・アドベンチャー:3)
ルーシー&スティーヴン・ホーキン
グ作
さくまゆみこ訳

岩崎書店 2011.10 316005352 933||1-3||117

50 宇宙の法則 : 解けない暗号 (ホーキング博士のスペース・アドベンチャー:II-1)
ルーシー・ホーキング, スティーヴ
ン・ホーキング作
さくまゆみこ訳

岩崎書店 2015.11 316005351 933||2-1||117
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