
ブックハンティング選書リスト(2018年11月9日実施)

No. 書名 著者名 出版者 出版日付 所在 請求記号 資料ID

1
論理パラドクス・勝ち残り編 : 議論力を鍛える88問 (二見
文庫) 三浦俊彦著 二見書房 [2017.9] 開架図書 116||77 120182002

2 論理パラドクス : 論証力を磨く99問 (二見文庫) 三浦俊彦著 二見書房 [2016.9] 開架図書 116||78 120182003

3
理系の子 : 高校生科学オリンピックの青春 (文春文
庫:[S-15-1])

ジュディ・ダットン著/横山啓
明訳 文藝春秋 2014.10 開架図書 407||169 120182004

4
地震イツモノート : キモチの防災マニュアル (ポプラ文
庫:[し5-1])

地震イツモプロジェクト編/寄
藤文平絵 ポプラ社 2010.12 開架図書 369.31||76 120182005

5
ジーヴズの事件簿 才智縦横の巻 (文春文庫:[ウ-22-1],
[ウ-22-2])

P.G.ウッドハウス著/岩永正
勝, 小山太一編訳 文藝春秋 2011.5- 開架図書 933.7||59||[1] 120182006

6
ジーヴズの事件簿 大胆不敵の巻 (文春文庫:[ウ-22-1],
[ウ-22-2])

P.G.ウッドハウス著/岩永正
勝, 小山太一編訳 文藝春秋 2011.5- 開架図書 933.7||59||[2] 120182007

7
世界の名建築 関田理恵編集

パイインターナ
ショナル 2014.5

えほんのひ
ろば E52||あ 120182008

8 白旗の少女 (講談社青い鳥文庫:208-1) 比嘉富子著/依光隆絵 講談社 2000.3 開架図書 210.75||82 120182009
9 子どもの難問 : 哲学者の先生、教えてください! 野矢茂樹編著 中央公論新社 2013.11 開架図書 104||239 120182010

10 美剣三日月宗近 道満三郎著 双葉社 2016.9 開架図書 756.6||15 120182011
11 「刀」大事典 : ゲーム・アニメ・ラノベ好きのための レッカ社編著 カンゼン 2013.6 開架図書 756.6||19 120182012

12
多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 (Sanctuary
books) Jamマンガ・文

サンクチュアリ出
版 2018.7 開架図書 159||132 120182013

13
「言葉にできる」は武器になる。 梅田悟司著

日本経済新聞出
版社 2016.8 開架図書 141.5||562 120182014

14 「サブカル×国語」で読解力を育む 町田守弘著 岩波書店 2015.10 開架図書 375.85||326 120182015
15 社会科学系論文の書き方 明石芳彦著 ミネルヴァ書房 2018.9 開架図書 307||3 120182016

16
現代文化論 : 新しい人文知とは何か (有斐閣アル
マ:Specialized) 吉見俊哉著 有斐閣 2018.11 開架図書 361.5||474 120182017

17 なぜ女性は仕事を辞めるのか : 5155人の軌跡から読み
解く (青弓社ライブラリー:85)

岩田正美, 大沢真知子編著
/日本女子大学現代女性
キャリア研究所編 青弓社 2015.6 開架図書 366.38||18 120182018

18
歴史教育とジェンダー : 教科書からサブカルチャーまで
(青弓社ライブラリー:67) 長野ひろ子, 姫岡とし子編著 青弓社 2011.2 開架図書 367.2||87 120182019

19 女子の心得 (新編下田歌子著作集:[3]) 下田歌子著/湯浅茂雄校注 三元社 2018.3 開架図書 081.6||26 120182020

20
ライフコースとジェンダーで読む家族 第3版 (有斐閣コン
パクト) 岩上真珠著 有斐閣 2013.12 開架図書 367.3||192 120182021

21 「女子」の時代! (青弓社ライブラリー:72) 馬場伸彦, 池田太臣編著 青弓社 2012.4 開架図書 367.21||106 120182022
22 ソシオパスの告白 M. E. トーマス著/高橋祥友 金剛出版 2017.2 開架図書 493.76||38 120182023

23
ストレングス・スイッチ : 子どもの「強み」を伸ばすポジティ
ブ心理学

リー・ウォーターズ著/江口
泰子訳 光文社 2018.9 開架図書 371.4||819 120182024

24 くずし字用例辞典 普及版 : 新装 児玉幸多編 東京堂出版 1993.3 参考図書 728.4||6ア 120182025
25 キリンの子 : 鳥居歌集 鳥居著 KADOKAWA 2016.2 開架図書 911.168||58 120182026
26 「個人的なもの」と想像力 吉澤夏子著 勁草書房 2012.3 開架図書 361.4||318 120182027
27 贈るうた : 新装版 吉野弘著 花神社 2006.10 開架図書 911.56||75 120182028
28 ジェンダーの語られ方、メディアのつくられ方 諸橋泰樹著 現代書館 2002.12 開架図書 367.2||88 120182029

29
心理療法の実践

C.G.ユング [著]/大塚紳一
郎訳 みすず書房 2018.8 開架図書 146.8||120 120182030

30 書聖王羲之 : その謎を解く 魚住和晃著 岩波書店 2013.1 開架図書 728.224||5 120182031
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31 新・日本名刀100選 (新100選シリーズ) 佐藤寒山著 秋田書店 1990.5 開架図書 756.6||16 120182032
32 日本刀大全 決定版 原田道寛著 河出書房新社 2018.3 開架図書 756.6||17 120182033
33 龍華記 澤田瞳子著 KADOKAWA 2018.9 開架図書 913.6||659 120182034

34
ベートーヴェン

リヒャルト・ワーグナー著/池
上純一, 松原良輔, 山崎太 法政大学出版局 2018.8 開架図書 762.34||12 120182035

35
リンカーンとさまよえる霊魂たち

ジョージ・ソーンダーズ著/上
岡伸雄訳 河出書房新社 2018.7 開架図書 933.7||60 120182036

36 刀剣聖地めぐり 一迅社 2016.10 開架図書 291.09||77 120182037

37
学級経営&授業のユニバーサルデザインと合理的配慮 :
通常の学級でできる支援・指導 (特別支援教育サポート
BOOKS) 梶谷真弘著 明治図書出版 2018.8 開架図書 378||1494 120182038

38 新時代のキャリア教育と職業指導 : 免許法改定に対応し 佐藤史人 [ほか] 編著 法律文化社 2018.9 開架図書 375.25||17 120182039

39
語彙 : 言葉を広げる (シリーズ国語授業づくり)

今村久二, 中村和弘企画編
集・執筆 東洋館出版社 2017.8 開架図書 375.82||132 120182040

40 人間の形成と心理のフロンティア 伊藤良高, 下坂剛編 晃洋書房 2016.4 開架図書 143||345 120182041

41
大学生のための交渉術入門 野沢聡子著

慶應義塾大学出
版会 2017.12 開架図書 361.3||47 120182042

42 日本語教育への応用 (コーパスで学ぶ日本語学) 森篤嗣編/森篤嗣 [ほか] 著 朝倉書店 2018.10 開架図書 810.7||364 120182043

43
日本語語用論入門 : コミュニケーション理論から見た日
本語 新版

山岡政紀, 牧原功, 小野正
樹著 明治書院 2018.8 開架図書 810.1||86 120182044

44 詩と物語の授業 : 若き教師たちの授業づくりをサポート 小野四平, 伊藤新司著 国土社 2013.12 開架図書 375.852||47 120182045

45
第三項理論が拓く文学研究/文学教育 : 21世紀に生きる
読者を育てる 高等学校

田中実, 須貝千里, 難波博
孝編著 明治図書出版 2018.10 開架図書 375.84||20 120182046

46 ソシュールのすべて : 言語学でいちばん大切なこと 町田健著 研究社 2004.2 開架図書 801.02||11 120182047
47 古地図で歩く古都・京都 天野太郎監修 三栄書房 2016.8 開架図書 216.2||69 120182048
48 お茶のすすめ : お気楽「茶道」ガイド 川口澄子著/小林キユウ写 WAVE出版 2012.4 開架図書 791||51 120182049
49 超ビジュアル!歴史人物伝伊達政宗 矢部健太郎監修 西東社 2017.8 開架図書 289.1||545 120182050

50
言語科学の世界へ : ことばの不思議を体験する45題

東京大学言語情報科学専
攻編 東京大学出版会 2011.7 開架図書 801||916 120182051

51 博物館展示の理論と実践 里見親幸著 同成社 2014.3 開架図書 069.5||9 120182052
52 書を学ぶ人のための漢詩漢文入門 村山吉廣著 二玄社 2004.4 開架図書 827.5||1 120182053
53 地域を活かす遺跡と博物館 : 遺跡博物館のいま 青木豊, 鷹野光行編 同成社 2015.9 開架図書 202.5||113 120182054

54
参加型文化の時代におけるメディア・リテラシー : 言葉・
映像・文化の学習

アンドリュー・バーン著/奥泉
香編訳/石田喜美 [ほか] 訳 くろしお出版 2017.10 開架図書 375.19||30 120182055

55 日本語は美しいか : 若者の母語意識と言語観が語るも 遠藤織枝, 桜井隆編著 三元社 2010.4 開架図書 810.1||87 120182056
56 生涯学習時代の生徒指導・キャリア教育 西岡正子, 桶谷守編 教育出版 2013.12 開架図書 375.25||18 120182057

57
Q&Aで学ぶ図書館の著作権基礎知識 第4版 (ユニ知的
所有権ブックス:no. 22) 黒澤節男著 太田出版 2017.12 開架図書 021.2||32 120182058

58
西洋・日本美術史の基本 : 美術検定1・2・3級公式テキス
ト 改訂版 美術検定実行委員会編 美術出版社 2014.6 開架図書 702||63 120182059

59
海水魚 : ひと目で特徴がわかる図解付き 改訂新版 (ネ
イチャーウォッチングガイドブック) 加藤昌一写真・文 誠文堂新光社 2014.8 開架図書 487.5||36 120182060

60
いろいろ 1 (久野恵一と民藝の45年日本の手仕事をつな
ぐ旅) グラフィック社 2016.11-2017.3 開架図書 750.21||29||1 120182061
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61
いろいろ 2 (久野恵一と民藝の45年日本の手仕事をつな
ぐ旅) グラフィック社 2016.11-2017.3 開架図書 750.21||29||2 120182062

62 あれから : 俵万智3・11短歌集 俵万智短歌/山中桃子絵 今人舎 2012.3 開架図書 911.168||59 120182063
63 世界はもっと美しくなる (奈良少年刑務所詩集) 寮美千子編 ロクリン社 2016.10 開架図書 911.56||76 120182064
64 宮部みゆき全一冊 宮部みゆき著 新潮社 2018.10 開架図書 910.268||110 120182065

65
投映描画法の解釈 : 家・木・人・動物

マーヴィン・レボヴィッツ著/
菊池道子, 溝口純二訳 誠信書房 2002.9 開架図書 146.3||84 120182066

66
「女子マネ」のエスノグラフィー : 大学運動部における男
同士の絆と性差別 関めぐみ著 晃洋書房 2018.2 開架図書 780.13||49 120182067

67 これで読める茶席の禅語くずし字辞典 淡交社編集局編 淡交社 2009.3 開架図書 791.6||7 120182068
68 もうひとつのワンダー R.J.パラシオ作/中井はるの ほるぷ出版 2017.7 開架図書 933.7||61 120182069

69
少子高齢時代の女性と家族 : パネルデータから分かる
日本のジェンダーと親子関係の変容 津谷典子 [ほか] 編著

慶應義塾大学出
版会 2018.2 開架図書 367.21||107 120182070

70
ベートーヴェンとその時代 (大作曲家とその時代シリー
ズ)

カール・ダールハウス著/杉
橋陽一訳 西村書店 1997.3 開架図書 762.34||13 120182071

71
ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に暮らす
ための本 村上由美著 翔泳社 2018.3 開架図書 369.28||17 120182072

72
ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に働くた
めの本 對馬陽一郎著 翔泳社 2017.5 開架図書 366.28||9 120182073

73
葉っぱのフレディ : いのちの旅

レオ・バスカーリア作/みらい
なな訳/島田光雄画 童話屋 1998.10

えほんのひ
ろば E47||ば 120182074

74 キャリア教育 (Minervaはじめて学ぶ教職:19) 藤田晃之編著 ミネルヴァ書房 2018.11 開架図書 375.25||19 120182075

75
とびだすまなべるせかいのいきもの

ペギー・ニール作・絵/広野
和美翻訳

パイインターナ
ショナル 2017.11

えほんのひ
ろば E48||に||しかけ 120182076

76 心理学ビジュアル百科 : 基本から研究の最前線まで 越智啓太編 創元社 2016.9 開架図書 140||271 120182077

77
もっと知りたい刀剣 : 名刀・刀装具・刀剣書 (アート・ビギ
ナーズ・コレクション)

内藤直子監修・著/吉原弘
道著 東京美術 2018.10 開架図書 756.6||18 120182078

78
恐竜 新訂版 (講談社の動く図鑑MOVE) 小林快次監修 講談社 2016.6

えほんのひ
ろば E45||こ 120182079


