
ブックハンティング選書リスト(2019年10月25日実施) 奈良教育大学図書館

タイトル 著者 出版社 出版日付 所在 請求記号 資料ID
1 ＡＩに負けない子どもを育てる 新井 紀子 東洋経済新報社 2019.9 開架図書 007.13||28 120191831

2
書物の破壊の世界史 : シュメールの粘土板からデジタル
時代まで

フェルナンド・バエス
著/八重樫克彦, 八重
樫由貴子訳

紀伊國屋書店 2019.3 開架図書 020.2||10 120191951

3 中国出版文化史 : 書物世界と知の風景 井上進著 名古屋大学出版 2002.1 開架図書 023.22||4 120191977

4
「繊細さん」の本 : 「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなく
なる

武田友紀著 飛鳥新社 2018.8 開架図書 141.9||24 120191917

5 完璧を求める心理 : 自分や相手がラクになる対処法 櫻井茂男著 金子書房 2019.8 開架図書 146.2||11 120191901
6 自分でできる対人関係療法 水島広子著 創元社 2004.8 開架図書 146.8||133 120191900
7 人のために頑張りすぎて疲れた時に読む本 根本裕幸著 大和書房 2018.12 開架図書 146.8||134 120191902
8 愛着障害は治りますか? : 自分らしさの発達を促す 愛甲修子著 花風社 2016.11 開架図書 146.8||135 120191916
9 星の交差点 石井ゆかり著 イースト・プレス 2013.12 開架図書 148.8||8 120191923

10 悪口占い : ダメな自分、気になるあの人との付き合い方 イヴルルド遙華著 マガジンハウス 2018.9 開架図書 148.9||2 120191929

11
占いと中国古代の社会 : 発掘された古文献が語る (東方
選書:42)

工藤元男著 東方書店 2011.12 開架図書 148||5 120191941

12 ふだんづかいの倫理学 (犀の教室) 平尾昌宏著 晶文社 2019.3 開架図書 150||149 120191911
13 甘える勇気 : もっと楽に生きられる (Wide shinsho:254) 和田秀樹著 新講社 2019.7 開架図書 159||143 120191894
14 きっと明日はいい日になる 田口久人著 PHP研究所 2018.10 開架図書 159||144 120191915

15
不老不死の身体 : 道教と「胎」の思想 (あじあブック
ス:048)

加藤千恵著 大修館書店 2002.12 開架図書 166||26 120191909

16 煉丹術の世界 : 不老不死への道 (あじあブックス:080)
秋岡英行, 垣内智之,
加藤千恵著

大修館書店 2018.10 開架図書 166||27 120191910

17 古代中国人の不死幻想 (東方選書:26) 吉川忠夫著 東方書店 1995.4 開架図書 166||28 120191913
18 名著で読む世界史120 池田嘉郎 [ほか] 編 山川出版社 2016.11 開架図書 209||137 120191972

19
科学の人 (マン・オブ・サイエンス) ・孫文 : 思想史的考察
(現代中国地域研究叢書:6)

武上真理子著 勁草書房 2014.2 開架図書 289.2||57 120191976

20
今さら聞けないお金の超基本 : 節約・貯蓄・投資の前に :
ビジュアル版

坂本綾子著 朝日新聞出版 2018.8 開架図書 330||117 120191973

21
〈実践〉ストーリーテリング : "論理だけでは伝えにくいこと
"が伝わる技術

野口吉昭著 大和出版 2019.4 開架図書 336.49||19 120191926

22 支えあいからつながる心 : 対人関係の心理学から 阿部晋吾編 ナカニシヤ出版 2019.10 開架図書 361.4||332 120191967
23 日本型近代家族 : どこから来てどこへ行くのか 千田有紀著 勁草書房 2011.3 開架図書 361.63||21 120191943
24 発達障害の僕が「食える人」に変わったすごい仕事術 借金玉著 KADOKAWA 2018.5 開架図書 366.28||10 120191938

25
「労働」から学ぶジェンダー論 : Society5.0でのライフスタ
イルを考える (Minerva text library:69)

乙部由子著 ミネルヴァ書房 2019.10 開架図書 366.38||22 120191964

26
この社会で働くのはなぜ苦しいのか : 現代の労働をめぐ
る社会学/精神分析

樫村愛子著 作品社 2019.10 開架図書 366.9||33 120191933

27 ぼそぼそ声のフェミニズム 栗田隆子著 作品社 2019.6 開架図書 367.1||59 120191905
28 母と娘はなぜ対立するのか : 女性をとりまく家族と社会 阿古真理著 筑摩書房 2019.9 開架図書 367.21||109 120191903
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29
ジェンダー・バックラッシュとは何だったのか : 史的総括と
未来へ向けて

石楿著 インパクト出版会 2016.2 開架図書 367.21||110 120191965

30 中国ジェンダー史研究入門 小浜正子 [ほか] 編
京都大学学術出
版会

2018.2 開架図書 367.222||8 120191966

31 「性」なる家族 信田さよ子著 春秋社 2019.5 開架図書 367.3||201 120191944

32 ボーイズ : 男の子はなぜ「男らしく」育つのか
レイチェル・ギーザ著/
冨田直子訳

DU BOOKS/ディ
スクユニオン (発

2019.3 開架図書 367.5||6 120191912

33 男性学の新展開 (青弓社ライブラリー:61) 田中俊之著 青弓社 2009.12 開架図書 367.5||7 120191921

34 不倫と結婚
エスター・ペレル著/高
月園子訳

晶文社 2019.3 開架図書 367.9||46 120191931

35 つながりからみた自殺予防 太刀川弘和著 人文書院 2019.2 開架図書 368.3||15 120191932
36 思春期の心とからだ図鑑 林啓恵, 蒔田和子訳 三省堂 [2019.9] 開架図書 371.47||147 120191987

37
インプロをすべての教室へ : 学びを革新する即興ゲーム・
ガイド

キャリー・ロブマン, マ
シュー・ルンドクゥイス
ト著/ジャパン・オール
スターズ訳

新曜社 2016.5 開架図書 375.1||763 120191957

38 実践ドラマ教育 : 想像と表現の参加型学習 武田富美子編著 晩成書房 2013.5 開架図書 375.1||764 120191959
39 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 2018.3 開架図書 375.19||33 120191960

40 いじめ・ジェンダーと道徳教科書 : どう読む、どう使う
大和久勝, 今関和子,
笠原昭男著

クリエイツかもが
わ

2019.8 開架図書 375.35||179 120191963

41
楽しみながら力を付ける!国語授業のICT簡単面白活用術
50 (国語授業アイデア事典)

細川太輔, 鈴木秀樹
編著

明治図書出版 2019.8 開架図書 375.8||1350 120191954

42 つまり、「合理的配慮」って、こういうこと？！
インクルーシブ教育
データバ

現代書館 2017.11 開架図書 378||1469 120172884

43 よくわかるインクルーシブ教育 湯浅 恭正 ミネルヴァ書房 2019.5 開架図書 378||1523 120191794

44
そうだったのか!発達障害の世界 : 子どもの育ちを支える
ヒント

石川道子著 中央法規出版 2015.7 開架図書 378||1531 120191968

45 趣味とジェンダー : 「手づくり」と「自作」の近代
神野由紀, 辻泉, 飯田
豊編著

青弓社 2019.6 開架図書 384.8||3 120191942

46 懐紙で包む、まごころを贈る 長田なお著 淡交社 2015.8 開架図書 385.97||1 120191953

47 中世の妖怪, 悪魔, 奇跡
クロード・カプレール
[著]/幸田礼雅訳

新評論 1997.7 開架図書 388||260 120191978

48 図と数式で表す黄金比のふしぎ 若原龍彦著 プレアデス出版 2010.6 開架図書 414||386 120191955

49 面白くて眠れなくなる物理パズル 左巻健男著
PHPエディターズ・
グループ/PHP研
究所 (発売)

2018.3 開架図書 420.4||32 120191914

50 量子力学は世界を記述できるか 佐藤文隆著 青土社 2011.6 開架図書 421.3||196 120191949

51
図解身近にあふれる「気象・天気」が3時間でわかる本 :
思わずだれかに話したくなる

金子大輔著 明日香出版社 2019.8 開架図書 451||178 120191897

52 じっくり観察特徴がわかるコケ図鑑 大石善隆著(文・写真) ナツメ社 2019.5 開架図書 475.038||1 120191899
53 生き物の死にざま 稲垣栄洋著 草思社 2019.7 開架図書 481.7||40 120191895
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54
自分を傷つけずにはいられない : 自傷から回復するため
のヒント

松本俊彦著 講談社 2015.2 開架図書 493.7||235 120191937

55 落語に学ぶメンタルヘルス 中田輝夫著 青蛙房 1996.9 開架図書 493.7||236 120191948

56
摂食障害の不安に向き合う : 対人関係療法によるアプ
ローチ (創元こころ文庫:P-7)

水島広子著 創元社 2015.12 開架図書 493.74||21 120191884

57 サイコパスのすすめ : 人と社会を操作する闇の技術
P・T・エリオット著/松
田和也訳

青土社 2019.3 開架図書 493.76||42 120191925

58 感覚過敏は治りますか? 栗本啓司著 花風社 2018.5 開架図書 493.937||273 120191936
59 ノートを書くだけで脳がみるみる蘇る 長谷川嘉哉著 宝島社 2019.10 開架図書 498.39||45 120191906

60
1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講
座

Mana著 SBクリエイティブ 2019.3 開架図書 547.4833||118 120191981

61 はじめてのやせ筋トレ とがわ愛著 KADOKAWA 2019.1 開架図書 595.6||2 120191969
62 はじめてのほうろうバットのおやつ (別冊エッセ) 若山曜子著 扶桑社 2019.6 開架図書 596.65||6 120191970
63 キッチンでつくる茶席の和菓子 金塚晴子著 淡交社 2002.3 開架図書 596.65||7 120191979

64
バズレシピ : クタクタでも速攻でつくれる! 太らないおかず
編 (扶桑社ムック)

リュウジ著 扶桑社 2019.1 開架図書 596||165 120191982

65 やせる!作りおき&帰って10分おかず330 倉橋利江著 新星出版社 2019.3 開架図書 596||166 120191984

66
糖質オフがラクになる!3ステップで作りおき (主婦の友生
活シリーズ)

主婦の友社 [2019.10] 開架図書 596||167 120191990

67
デザイン力の基本 : 簡単だけど、すごく良くなる77のルー
ル

ウジトモコ著 日本実業出版社 2019.8 開架図書 674.3||2 120191924

68
売れるデザインのしくみ : トーン・アンド・マナーで魅せる
ブランドデザイン

ウジトモコ著
ビー・エヌ・エヌ新
社

2009.10 開架図書 674.3||3 120191927

69
けっきょく、よはく。 : 余白を活かしたデザインレイアウトの
本

ingectar‐e著 ソシム 2018.7 開架図書 674.3||4 120191971

70 芸術立国論 (集英社新書:0112F) 平田オリザ著 集英社 2001.10 開架図書 709||94 120191893
71 新しい広場をつくる : 市民芸術概論綱要 平田オリザ著 岩波書店 2013.10 開架図書 709||95 120191947

72 目的で探すフォント見本帳 (タイポグラフィ・ブックス)
タイポグラフィ・ブック
ス編集部編

ビー・エヌ・エヌ新
社

2019.5 開架図書 727.8||1 120191961

73 コード理論大全 清水響著 リットーミュージッ 2018.4 開架図書 761.5||42 120191980

74 よくわかる作曲の教科書 秋山公良著
ヤマハミュージッ
クメディア

2010.1 開架図書 761.8||26 120191956

75 バルトークの民俗音楽編曲 伊東信宏著 大阪大学出版会 2012.9 開架図書 762.347||1 120191975

76
パスカル・ドゥヴァイヨンとめぐるドビュッシーの島々 : 前
奏曲集を中心に

パスカル・ドゥヴァイヨ
ン著/村田理夏子訳

音楽之友社 2016.6 開架図書 763.2||306 120191962

77 エレクトリック・ギター革命史 (Guitar magazine)
ブラッド・トリンスキー,
アラン・ディ・ペルナ著
/石川千晶訳

リットーミュージッ
ク

2018.2 開架図書 763.55||2 120191939

78 メタル脳 : 天才は残酷な音楽を好む 中野信子著 KADOKAWA 2019.1 開架図書 764.7||17 120191930

79
逆襲の「ヴィジュアル系」 : ヤンキーからオタクに受け継が
れたもの

市川哲史著 垣内出版 2016.8 開架図書 764.7||18 120191952
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80 恋とはどんなものかしら : 歌劇 (オペラ) 的恋愛のカタチ 朝岡聡著 東京新聞 2017.9 開架図書 766.1||90 120191935
81 恋愛的演劇論 北村想著 松本工房 2013.12 開架図書 770.4||7 120191946
82 街に出る劇場 : 社会的包摂活動としての演劇と教育 石黒広昭編 新曜社 2018.7 開架図書 770.4||8 120191958

83
スタニスラフスキーへの道 : システムの読み方と用語99
の謎

レオニード・アニシモフ
著/遠坂創三, 上世博
及訳

未知谷 2016.4 開架図書 772.38||1 120191919

84 やっぱり悲劇だった : 「わからない」演劇へのオマージュ 三浦基著 岩波書店 2019.3 開架図書 775.1||5 120191945

85 データでみるスポーツとジェンダー
日本スポーツとジェン
ダー学会編

八千代出版 2016.7 開架図書 780||685 120191985

86
茶のある暮らし : 千宗屋のインスタ歳時記 (講談社の実
用book)

千宗屋著 講談社 2018.11 開架図書 791||52 120191896

87 わきまえの語用論 井出　祥子 大修館書店 2006.11 開架図書 812||24 120080205

88 失敗から学ぶ大学生のレポート作成法
近藤裕子, 由井恭子,
春日美穂著

ひつじ書房 2019.4 開架図書 816.5||53 120191986

89 「接続詞」の技術 石黒　圭 実務教育出版 2016.8 開架図書 816||146 120163704

90
文章が劇的にウマくなる「接続詞」 (Asuka business &
language books)

山口拓朗著 明日香出版社 2019.2 開架図書 816||169 120191898

91
学校では教えてくれない!1ヶ月で洋書が読めるタニケイ式
英語リーディング : 速読トレーニング教材1ヶ月分&厳選
1000単語リスト付ですぐに始められる!

谷口恵子著 プチ・レトル 2018.5 開架図書 837.5||23 120191974

92
テンプレート式「書ける・読ませる・面白い」超ショート小説
の書き方 : だれでも書けるようになる超短編小説300文字
小説 改訂新版

高橋フミアキ著 総合科学出版 2019.7 開架図書 901.3||24 120191908

93 日本SF誕生 : 空想と科学の作家たち 豊田有恒著 勉誠出版 2019.8 開架図書 910.2||179 120191918
94 芥川龍之介と太宰治 (講談社文芸文庫:[ふI2]) 福田恆存 [著] 講談社 2018.10 開架図書 910.268||116 120191887
95 和歌と暮らした日本人 : 恋も仕事も日常も 浅田徹著 淡交社 2019.9 開架図書 911.104||17 120191920
96 在原業平 : 雅を求めた貴公子 (遊子館歴史選書:14) 井上辰雄著 遊子館 2010.10 開架図書 911.132||17 120191928

97
戯曲毛皮のマリー・血は立ったまま眠っている 改版 (角
川文庫:15571)

寺山修司 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシ
ング (発売)

2009.2 開架図書 912.6||14 120191881

98 春子ブックセンター 宮藤官九郎著 白水社 2005.10 開架図書 912.6||15 120191934
99 むかしのはなし (幻冬舎文庫:み-12-1) 三浦しをん [著] 幻冬舎 2008.2 開架図書 913.6||675 120191878

100
ちょっと今から仕事やめてくる (メディアワークス文
庫:0335, [き5-1])

北川恵海 [著] KADOKAWA 2015.2 開架図書 913.6||676||1 120191879

101
ちょっと今から人生かえてくる (メディアワークス文
庫:0692, [き5-4])

北川恵海 [著] KADOKAWA 2019.7 開架図書 913.6||676||2 120191880

102 Dの殺人事件、まことに恐ろしきは (角川文庫:21845) 歌野晶午[著] KADOKAWA 2019.10 開架図書 913.6||677 120191883
103 屍者の帝国 (河出文庫:[え7-1]) 伊藤計劃, 円城塔著 河出書房新社 2014.11 開架図書 913.6||678 120191885
104 虐殺器官 新版 (ハヤカワ文庫JA:JA1165) 伊藤計劃著 早川書房 2014.8 開架図書 913.6||679 120191890
105 ハーモニー 新版 (ハヤカワ文庫JA:JA1166) 伊藤計劃著 早川書房 2014.8 開架図書 913.6||680 120191889
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106
北鎌倉の嘉風堂 : 裏路地神社の扇子屋さん (宝島社文
庫:[Cち-4-1])

千早朔著 宝島社 2019.10 開架図書 913.6||681 120191886

107 アンと青春 (光文社文庫:[さ24-5]) 坂木司著 光文社 2018.10 開架図書 913.6||682 120191888
108 マタタビ町は猫びより 田丸雅智著 辰巳出版 2019.6 開架図書 913.6||683 120191907

109 傑作はまだ 瀬尾まいこ著

ソニー・ミュージッ
クエンタテインメン
ト/エムオン・エン
タテインメント(発

2019.3 開架図書 913.6||684 120191922

110 彼女は頭が悪いから 姫野カオルコ著 文藝春秋 2018.7 開架図書 913.6||685 120191940
111 人間 又吉直樹著 毎日新聞出版 2019.10 開架図書 913.6||686 120191950

112
伊藤計劃トリビュート [1] (ハヤカワ文庫:7615, 7907. ハヤ
カワ文庫JA:JA1201, JA1260)

早川書房編集部編 早川書房 2015.8- 開架図書 913.68||16||1 120191892

113
伊藤計劃トリビュート 2 (ハヤカワ文庫:7615, 7907. ハヤカ
ワ文庫JA:JA1201, JA1260)

早川書房編集部編 早川書房 2015.8- 開架図書 913.68||16||2 120191891

114 書を捨てよ、町へ出よう 改版 (角川文庫:13389) 寺山修司著 角川書店 2004.6 開架図書 914.6||267 120191882
115 ツレがうつになりまして。 (幻冬舎文庫:ほ-5-2) 細川貂々著 幻冬舎 2009.4 開架図書 916||44 120191877

116 82年生まれ、キム・ジヨン
チョ・ナムジュ著/斎藤
真理子訳

筑摩書房 2018.12 開架図書 929.1||9 120191904

117 はじめての恐竜図鑑恐竜大行進A to Z
ダスティン・グロウィッ
ク著/土屋香訳

誠文堂新光社 2019.7 えほんのひろば E45||ぐ 120191995

118 まいごのたまご
アレックス・ラティマー
作/聞かせ屋。けいた
ろう訳

KADOKAWA 2018.6 えほんのひろば E45||ら 120191993

119 パンダのパンやさん 岡本よしろう作・絵 金の星社 2019.4 えほんのひろば E48||お 120191989

120 なまえのないねこ
竹下文子文/町田尚
子絵

小峰書店 2019.4 えほんのひろば E48||ま 120191992

121 れいぞうこのおくのおく うえだしげこさく・え 教育画劇 2018.10 えほんのひろば E91||う 120191983

122
オニのサラリーマン : じごくの盆やすみ (日本傑作絵本シ
リーズ)

富安陽子文/大島妙
子絵

福音館書店 2019.6 えほんのひろば E91||お 120191994

123 さかさまたんけんたい すずきみほ作 偕成社 2019.7 えほんのひろば E91||す 120191991

124 ねえさんといもうと
シャーロット・ゾロトウ
文/酒井駒子絵・訳

あすなろ書房 2019.4 えほんのひろば E93||さ 120191988


