
No タイトル 著者名 出版者

1 担保物権 第3版 (有斐閣アルマ:Specialized. 民法:3) 平野裕之, 古積健三郎, 田高寛貴著 有斐閣

2 戦没者遺骨収集と戦後日本 浜井和史著 吉川弘文館

3 東京の多様性 滝久雄編著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

4 横浜正金銀行の研究 : 外国為替銀行の経営組織構築 白鳥圭志著 吉川弘文館

5 改革か革命か : 人間・経済・システムをめぐる対話 トーマス・セドラチェク, デヴィッド・グレーバー著/ロマン・フルパティ聞き手/三崎和志, 新井田智幸訳 以文社

6 鳥居龍蔵の学問と世界 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館, 鳥居龍蔵を語る会編 思文閣出版

7 国際教育開発への挑戦 : これからの教育・社会・理論 荻巣崇世, 橋本憲幸, 川口純編著 東信堂

8 人類とイノベーション : 世界は「自由」と「失敗」で進化する マット・リドレー著/大田直子訳 ニューズピックス

9 「昭和」のかたりべ : 日本再建に励んだ「ものづくり」産業技術史 (コミュニティ・ブックス) 大島達治著 日本地域社会研究所

10 文化としての科学/技術 (岩波現代文庫:学術:431) 村上陽一郎著 岩波書店

11 グレタと立ち上がろう : 気候変動の世界を救うための18章 ヴァレンティナ・ジャンネッラ著/マヌエラ・マラッツィイラスト/川野太郎訳 岩崎書店

12 アメリカ気候変動法と政策 : カリフォルニア州を中心に 辻雄一郎 [ほか] 編著 勁草書房

13 国民皆保険への途 : 先人の偉業百年 前田信雄著 勁草書房

14 つくられた格差 : 不公平税制が生んだ所得の不平等 エマニュエル・サエズ, ガブリエル・ズックマン著/山田美明訳 光文社

15 ビジュアル大図鑑宇宙探査の歴史 ロジャー・D・ローニアス著/柴田浩一訳 東京堂出版

16 ものづくり改善入門 ものづくり改善ネットワーク編 中央経済社/中央経済グループパブリッシング(発売)

17 働き方改革の基本 (シリーズダイバーシティ経営) 佐藤博樹, 松浦民恵, 高見具広著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

18 つながり過ぎた世界の先に (PHP新書:1251) マルクス・ガブリエル著/大野和基インタビュー・編/高田亜樹訳 PHP研究所

19 地域と世界をつなぐSDGsの教育学 寺崎里水, 坂本旬編著 法政大学出版局

20 よくわかる公的扶助論 : 低所得者に対する支援と生活保護制度 増田雅暢, 脇野幸太郎編 法律文化社

21 グローバル化と日本のものづくり 改訂新版 (放送大学教材:1548549-1-1911) 藤本隆宏, 新宅純二郎編著 放送大学教育振興会

22 仏教事典 日本佛教学会編 丸善出版

23 気候変動への「適応」を考える : 不確実な未来への備え 肱岡靖明著 丸善出版

24 現代産業論 : ものづくりを活かす企業・社会・地域 (名古屋学院大学総合研究所研究叢書:28) 十名直喜著 水曜社

25 中国の公的医療保険制度の改革 馬欣欣著 京都大学学術出版会

26 パンデミックは資本主義をどう変えるか : 健康・経済・自由 ロベール・ボワイエ [著]/山田鋭夫, 平野泰朗訳 藤原書店

27 1964年と2020年くらべて楽しむ地図帳 松井秀郎編 山川出版社

28 想像力 : 「最高に高揚した気分にある理性」の思想史 メアリー・ウォーノック著/高屋景一訳 法政大学出版局

29 暴力 : 手すりなき思考 (叢書・ウニベルシタス:1126) リチャード・J. バーンスタイン [著]/梅田孝太 [ほか] 訳 法政大学出版局

30 フェルミ推定力養成ドリル (草思社文庫:[ワ1-1]) ローレンス・ワインシュタイン, ジョン・A・アダム著/山下優子, 生田理恵子訳 草思社

31 本当は、ずっと愚かで、はるかに使えるAI : 近未来人工知能ロードマップ 山田誠二著 日刊工業新聞社

32 最短コースでわかるディープラーニングの数学 赤石雅典著 日経BP社/日経BPマーケティング (発売)

33 人体六〇〇万年史 : 科学が明かす進化・健康・疾病 下 (ハヤカワ文庫:NF511-NF512) ダニエル・E・リーバーマン著/塩原通緒訳 早川書房

34 人体六〇〇万年史 : 科学が明かす進化・健康・疾病 上 (ハヤカワ文庫:NF511-NF512) ダニエル・E・リーバーマン著/塩原通緒訳 早川書房

35 SDGs(持続可能な開発目標) (中公新書:2604) 蟹江憲史著 中央公論新社

36 経営社会学その視座と現代 野瀬正治著 大学教育出版

37 近代歌舞伎年表 名古屋篇 第15巻 国立劇場近代歌舞伎年表編纂室編 八木書店出版部/八木書店 (発売)

38 都賀庭鐘における漢籍受容の研究 : 初期読本の成立 (研究叢書:532) 劉菲菲著 和泉書院

39 有機農業で変わる食と暮らし : ヨーロッパの現場から (岩波ブックレット:No. 1044) 香坂玲, 石井圭一著 岩波書店

40 第四次産業革命と教育の未来 : ポストコロナ時代のICT教育 (岩波ブックレット:No. 1045) 佐藤学著 岩波書店

41 六法全書 令和3年版 1 佐伯仁志, 大村敦志編集代表 有斐閣

42 六法全書 令和3年版 2 佐伯仁志, 大村敦志編集代表 有斐閣

43 現代カナダを知るための60章 第2版 (エリア・スタディーズ:83) 日本カナダ学会編 明石書店

44 はじまりのアートマネジメント : 芸術経営の現場力を学び、未来を構想する (文化とまちづくり叢書) 松本茂章編 水曜社

45 学芸員がミュージアムを変える! : 公共文化施設の地域力 (文化とまちづくり叢書) 今村信隆, 佐々木亨編/緒方泉 [ほか著] 水曜社

46 人類が知っていることすべての短い歴史 下巻 (新潮文庫:10084-10085, シ-38-17-18) ビル・ブライソン [著]/楡井浩一訳 新潮社

47 人類が知っていることすべての短い歴史 上巻 (新潮文庫:10084-10085, シ-38-17-18) ビル・ブライソン [著]/楡井浩一訳 新潮社

48 9.11後の現代史 (講談社現代新書:2459) 酒井啓子著 講談社

49 幸福な老いを生きる : 長寿と生涯発達を支える奄美の地域力 (文化とまちづくり叢書) 冨澤公子著 水曜社

50 芸術祭と地域づくり :  “祭り"の受容から自発・協働による固有資源化へ 改訂版 (文化とまちづくり叢書) 吉田隆之著 水曜社

51 イタリアの小さな町暮らしと風景 : 地方が元気になるまちづくり (文化とまちづくり叢書) 井口勝文著 水曜社

52 宗教と風紀 : 「聖なる規範」から読み解く現代 高尾賢一郎, 後藤絵美, 小柳敦史編 岩波書店

53 ドイツ同族大企業 吉森賢著 NTT出版

54 マイノリティデザイン 澤田智洋著 ライツ社

55 国籍の境界を考える : 日本人、日系人、在日外国人を隔てる法と社会の壁 増補版 丹野清人著 吉田書店

56 なんだ、けっきょく最後は言葉じゃないか。 伊藤公一著 宣伝会議

57 コンピュータシステムの理論と実装 : モダンなコンピュータの作り方 Noam Nisan, Shimon Schocken著/斎藤康毅訳 オライリー・ジャパン/オーム社 (発売)

58 リーダブルコード : より良いコードを書くためのシンプルで実践的なテクニック (Theory in practice) Dustin Boswell, Trevor Foucher著/角征典訳 オライリー・ジャパン/オーム社 (発売)

59 大正天皇実録 補訂版 第6 宮内省図書寮編修 ゆまに書房

60 CPUの創りかた : IC10個のお手軽CPU設計超入門 : 初歩のデジタル回路動作の基本原理と製作 渡波郁著 毎日コミュニケーションズ

61 ロサンゼルスの新日系移民の文化・生活のエスノグラフィ : 新一世の教育ストラテジーとその多様性 山田亜紀著 東信堂

62 異端の統計学ベイズ (草思社文庫:[マ3-1]) シャロン・バーチュ・マグレイン著/冨永星訳 草思社

63 沖縄ディアスポラ・ネットワーク : グローバル化のなかで邂逅を果たすウチナーンチュ 藤浪海著 明石書店

64 教育現場と研究者のための著作権ガイド 上野達弘編 有斐閣

65 総則 (有斐閣ストゥディア. 民法:1) 香川崇, 竹中悟人, 山城一真著 有斐閣



66 法解釈の方法論 : その諸相と展望 山本敬三, 中川丈久編 有斐閣

67 リターンズ : 二十一世紀に先住民になること ジェイムズ・クリフォード [著]/星埜守之訳 みすず書房

68 世界の食文化百科事典 野林厚志編集委員長/宇田川妙子, 河合洋尚, 濵田信吾編集幹事 丸善出版

69 帝国以後の人の移動 : ポストコロニアリズムとグローバリズムの交錯点 蘭信三編著 勉誠出版

70 1日1ページで痩せるダイエット最強の教科書 坂詰真二監修 日本文芸社

71 会社法 第23版 (法律学講座双書) 神田秀樹著 弘文堂

72 Kaggleで勝つデータ分析の技術 門脇大輔 [ほか] 著 技術評論社

73 統計学のための数学入門30講 (科学のことばとしての数学) 永田靖著 朝倉書店

74 グローバル・ヒストリーとしての独仏戦争 : ビスマルク外交を海から捉えなおす (NHKブックス:1267) 飯田洋介著 NHK出版

75 超基礎からのTOEFLテスト入門 (TOEFLテスト大戦略シリーズ:0) 岡田徹也, 松園保則著 旺文社

76 ピタゴラス伝/マルケラへの手紙/ガウロス宛書簡 (西洋古典叢書:[G115]) ポルピュリオス [著]/山田道夫訳 京都大学学術出版会

77 異文化間教育 (文庫クセジュ:1043) マルティーヌ・アブダラ=プレッツェイユ著/西山教行訳 白水社

78 古典について (講談社学術文庫:[2665]) 吉川幸次郎 [著] 講談社

79 ラストエンペラーと近代中国 : 清末中華民国 (講談社学術文庫:[2660]. 中国の歴史:10) 菊池秀明 [著] 講談社

80 メッカ : イスラームの都市社会 (講談社学術文庫:[2667]) 後藤明 [著] 講談社

81 一外交官の見た明治維新 (講談社学術文庫:[2666]) アーネスト・メイスン・サトウ [著]/鈴木悠訳 講談社

82 ペスト (岩波文庫:赤N(37)-518-1) カミュ作/三野博司訳 岩波書店

83 王の没落 (岩波文庫:赤(32)-746-1) イェンセン作/長島要一訳 岩波書店

84 パサージュ論 3 (岩波文庫:赤(32)-463-5) ヴァルター・ベンヤミン著/今村仁司 [ほか] 訳 岩波書店

85 人口動態変化と財政・社会保障の制度設計 (比較経済研究所研究シリーズ:35) 法政大学比較経済研究所, 小黒一正編 日本評論社

86 理系研究者からの知見に基づく科学技術英語プレゼンテーション指導法 島村東世子著 大阪大学出版会

87 蜜蜂と蜂蜜の秘密を探る! : 蜂蜜と免疫 竹内実著 北隆館

88 歪められた食の常識 : 食品について聞かされた事のほぼすべてが間違っているわけ ティム・スペクター著/寺町朋子訳 白揚社

89 近代日本の科学論 : 明治維新から敗戦まで 岡本拓司著 名古屋大学出版会

90 人類と感染症、共存の世紀 : 疫学者が語るペスト、狂犬病から鳥インフル、コロナまで デイビッド・ウォルトナー=テーブズ著/片岡夏実訳 築地書館

91 羊の人類史 サリー・クルサード著/森夏樹訳 青土社

92 有機スペクトル解析入門 (有機化学スタンダード) 小林啓二, 木原伸浩共著 裳華房

93 代数入門 : 群と加群 : 新装版 (数学シリーズ) 堀田良之著 裳華房

94 データベース入門 第2版 (Computer science library:14) 増永良文著 サイエンス社

95 もっとよくわかる!食と栄養のサイエンス : 食行動を司る生体恒常性維持システム (実験医学:別冊) 佐々木努編 羊土社

96 環境政策の効果と環境配慮行動の分析 : 地域の自然環境の保全と創出の行動経済学 村上一真著 日本評論社

97 AIリテラシーの教科書 浅岡伴夫, 松田雄馬, 中松正樹著 東京電機大学出版局

98 プレゼン基本の基本 : 心理学者が提案するプレゼンリテラシー 下野孝一, 吉田竜彦共著 コロナ社

99 教職・情報機器の操作 : ICTを活用した教材開発・授業設計 高橋参吉編著/高橋朋子 [ほか] 共著 コロナ社

100 大学生のための情報処理演習 立野貴之著 共立出版

101 化学センサ・バイオセンサ (分析化学実技シリーズ:応用分析編:2) 矢嶋摂子, 長岡勉, 椎木弘著/日本分析化学会編 共立出版

102 プログレッシブ電磁気学 : マクスウェル方程式からの展開 水田智史著 共立出版

103 Google Cloudではじめる実践データエンジニアリング入門 : 業務で使えるデータ基盤構築 下田倫大著/寳野雄太著/饗庭秀一郎著/吉田啓二著 技術評論社

104 PowerPointでかんたん!動画作成 : オンライン教材・授業動画・解説動画・プロモ動画を手軽に作って配信 澤崎敏文著 技術評論社

105 空き不動産問題から考える地方都市再生 箸本健二, 武者忠彦編 ナカニシヤ出版

106 障害学は共生社会をつくれるか : 人間解放を求める知的実践 (熊本学園大学付属社会福祉研究所社会福祉叢書:30) 堀正嗣著 明石書店

107 生活保護審査請求の現状と課題 : 簡易・迅速・公平な解決をめざして 吉永純著 明石書店

108 医療保険改革の日仏比較 : 医療費抑制か、財源拡大か 尾玉剛士著 明石書店

109 ドローダウン : 地球温暖化を逆転させる100の方法 ポール・ホーケン編著/東出顕子訳 山と溪谷社

110 ホームレス経験者が地域で定着できる条件は何か : パネル調査からみた生活困窮者支援の課題 山田壮志郎編著 ミネルヴァ書房

111 どうする日本の福祉政策 (いま社会政策に何ができるか:1) 埋橋孝文編著 ミネルヴァ書房

112 オンライン・ファースト : コロナ禍で進展した情報社会を元に戻さないために 東京大学情報理工学系研究科編 東京大学出版会

113 テキストマイニングの基礎技術と応用 (テキストアナリティクス:2) 那須川哲哉編著/吉田一星 [ほか] 著 岩波書店

114 ゲンロン 11 東浩紀編集長 ゲンロン

115 ゲンロン 10 ゲンロン

116 電子出版学概論 : アフターコロナ時代の出版と図書館 (本の未来を考える=出版メディアパル:no. 39) 湯浅俊彦著 出版メディアパル

117 Critical reading through collaborative learning 津田ひろみ [ほか] 著 ひつじ書房

118 つげ義春 : 「ガロ」時代 正津勉著 作品社

119 プライヴァシーの誕生 : モデル小説のトラブル史 日比嘉高著 新曜社

120 パンデミック下の書店と教室 : 考える場所のために 小笠原博毅, 福嶋聡著 新泉社

121 あいまいな時空間情報の分析 浅見泰司, 薄井宏行編著 古今書院

122 自由原理 : 来るべき福祉国家の理念 橋本努著 岩波書店

123 何とかならない時代の幸福論 ブレイディみかこ, 鴻上尚史著 朝日新聞出版

124 サラリーマン生態100年史 : ニッポンの社長、社員、職場 (角川新書:[K-341]) パオロ・マッツァリーノ [著] KADOKAWA

125 新しい世界 : 世界の賢人16人が語る未来 (講談社現代新書:2601) クーリエ・ジャポン編 講談社

126 戦後民主主義 : 現代日本を創った思想と文化 (中公新書:2627) 山本昭宏著 中央公論新社

127 大学はどこまで「公平」であるべきか : 一発試験依存の罪 (中公新書ラクレ:714) 橘木俊詔著 中央公論新社

128 多文化共生の社会への条件 : 日本とヨーロッパ、移民政策を問いなおす 宮島喬著 東京大学出版会

129 科学社会学 松本三和夫編 東京大学出版会

130 未完の多文化主義 : アメリカにおける人種、国家、多様性 南川文里著 東京大学出版会

131 ルポ「命の選別」 : 誰が弱者を切り捨てるのか? 千葉紀和, 上東麻子著 文藝春秋



132 東アジアの経済統合 : 財・サービス・投資 (ERIA=TCERアジア経済統合叢書:第3巻) リリ・ヤン・イング, マーチン・リチャードソン, 浦田秀次郎編/板倉健, 岡部美砂, 三浦秀之訳 勁草書房

133 地方財政効率化の政治経済分析 鷲見英司著 勁草書房

134 鉄道の基礎知識 増補改訂版 所澤秀樹著 創元社

135 21世紀を生きるための社会学の教科書 (ちくま学芸文庫:[フ45-1]) ケン・プラマー著 筑摩書房

136 インバウンド観光のための観光土産マーケティング : 中国人消費者の購買行動 辻本法子著 同文舘出版

137 ビジネス常識としての法律 第3版 (日経文庫:1433:D2) 堀龍兒, 淵邊善彦著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

138 ロッテ創業者重光武雄の経営 : 国境を越えたイノベーター 柳町功著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

139 権威主義 : 独裁政治の歴史と変貌 エリカ・フランツ著/上谷直克, 今井宏平, 中井遼訳 白水社

140 DX戦略立案書 : CC-DIVフレームワークでつかむデジタル経営変革の考え方 デビッド・ロジャース著/笠原英一訳 白桃書房

141 図解インド経済大全 : 政治・社会・文化から進出実務まで : 全11産業分野(73業界)収録版 佐藤隆広, 上野正樹編著 白桃書房

142 統計学リテラシー 田中勝 [ほか] 共著 培風館

143 いまを生きるための社会学 友枝敏雄, 樋口耕一, 平野孝典編 丸善出版

144 モビリティーズのまなざし : ジョン・アーリの思想と実践 小川(西秋)葉子, 是永論, 太田邦史編 丸善出版

145 多様な社会はなぜ難しいか : 日本の「ダイバーシティ進化論」 水無田気流著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング(発売)

146 キャッシュレス・マーケティング : ウィン-ウィンの仕組みを築く 長谷部智也著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

147 自動車新常態 (ニューノーマル) : CASE/MaaSの新たな覇者 中西孝樹著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

148 アート思考のものづくり 延岡健太郎著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング(発売)

149 図解SDGs入門 村上芽著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

150 気候大異変 : いま地球で何が起こっているのか (別冊日経サイエンス:240) 日経サイエンス編集部編 日経サイエンス/日経BPマーケティング (発売)

151 エネルギー・シフト : 再生可能エネルギー主力電源化への道 橘川武郎著 白桃書房

152 村上春樹の動物誌 (早稲田新書:003) 小山鉄郎著 早稲田大学出版部

153 災害と生きる中世 : 旱魃・洪水・大風・害虫 水野章二著 吉川弘文館

154 顔の考古学 : 異形の精神史 (歴史文化ライブラリー:514) 設楽博己著 吉川弘文館

155 戦後文学のみた「高度成長」 (歴史文化ライブラリー:511) 伊藤正直著 吉川弘文館

156 加賀藩前田家と朝廷 (山川歴史モノグラフ:39) 千葉拓真著 山川出版社

157 日本怪異伝説事典 えいとえふ著 笠間書院

158 それを小説と呼ぶ 佐々木敦著 講談社

159 Timeless石岡瑛子とその時代 河尻亨一著 朝日新聞出版

160 記憶で書き直す歴史 : 「慰安婦」サバイバーの語りを聴く 韓国挺身隊問題対策協議会・2000年女性国際戦犯法廷証言チーム [編]/金富子, 古橋綾編訳 岩波書店

161 ジャズの時代 (近代日本の音楽百年 : 黒船から終戦まで:第4巻) 細川周平著 岩波書店

162 レコード歌謡の誕生 (近代日本の音楽百年 : 黒船から終戦まで:第3巻) 細川周平著 岩波書店

163 デモクラシイの音色 (近代日本の音楽百年 : 黒船から終戦まで:第2巻) 細川周平著 岩波書店

164 法の哲学 : 自然法と国家学の要綱 下 (岩波文庫:青(33)-630-3) ヘーゲル著/上妻精, 佐藤康邦, 山田忠彰訳 岩波書店

165 日本異界図典 朝里樹監修 G.B.

166 グリッドで理解する電力システム 岡本浩著 日本電気協会新聞部

167 会計学と人類学のトランスフォーマティブ研究 出口正之, 藤井秀樹編著/早川真悠 [ほか著] 清水弘文堂書房

168 民族衣装を着た聖母 : 近現代フィリピンの美術、信仰、アイデンティティ 古沢ゆりあ著 清水弘文堂書房

169 「小さな主語」で語る香港デモ 石井大智編著 現代人文社/大学図書 (発売)

170 全訳統治論 改訂版 (叢書ベリタス) ジョン・ロック著/伊藤宏之訳 八朔社

171 ナラティブ研究の可能性 : 語りが写し出す社会 秦かおり, 村田和代編 ひつじ書房

172 歴史教育の比較史 近藤孝弘編 名古屋大学出版会

173 消費者団体訴訟の理論 (学術選書:209. 消費者法) 宗田貴行著 信山社

174 新ブリッジブック国際法入門 (New bridgebook series) 芹田健太郎著 信山社

175 民間団体認定制度 (行政法研究余滴:1) 碓井光明著 信山社出版

176 自動車産業のパラダイムシフトと地域 折橋伸哉編著 創成社

177 「全共闘」未完の総括 : 450人アンケートを読む 全共闘未完の総括編纂委員会編 世界書院

178 ヒップホップ・モンゴリア : 韻がつむぐ人類学 島村一平著 青土社

179 背表紙の社会学 水無田気流著 青土社

180 コミュニケーション・スタディーズ 新版 渡辺潤監修 世界思想社

181 感染症と隔離の社会史 : 避病院の日本近代を読む 金川英雄著 青弓社

182 「つながり」の戦後史 : 尺別炭砿閉山とその後のドキュメント 嶋﨑尚子, 新藤慶, 木村至聖, 笠原良太, 畑山直子著 青弓社

183 中国の労働者組織と国民統合 : 工会をめぐる中央-地方間の政治力学 小嶋華津子著 慶應義塾大学出版会

184 刑事訴訟法講義 第5版 安冨潔著 慶應義塾大学出版会

185 新債権法の論点と解釈 第2版 平野裕之著 慶應義塾大学出版会

186 失われゆく仕事の図鑑 永井良和, 高野光平他著 グラフィック社

187 社会学の基本デュルケームの論点 デュルケーム/デュルケーム学派研究会著/中島道男 [ほか] 編 学文社

188 近代日本の大学拡張 : 「開かれた大学」への挑戦 山本珠美著 学文社

189 無意識のバイアス : 人はなぜ人種差別をするのか ジェニファー・エバーハート著/山岡希美訳 明石書店

190 消費税率10%後の租税政策 (財政研究:第16巻) 日本財政学会編 日本財政学会/有斐閣 (発売)

191 時政学への挑戦 : 政治研究の時間論的転回 (Minerva人文・社会科学叢書:246) 高橋良輔, 山崎望編著 ミネルヴァ書房

192 PCRの誕生 : バイオテクノロジーのエスノグラフィー : 新装版 ポール・ラビノウ[著]/渡辺政隆訳 みすず書房

193 アマルティア・センの思想 : 政治的リアリズムからの批判的考察 ローレンス・ハミルトン [著]/神島裕子訳 みすず書房

194 絶望死のアメリカ : 資本主義がめざすべきもの アン・ケース, アンガス・ディートン [著]/松本裕訳 みすず書房

195 非正規差別と働く女性たち (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.47) POSSE/堀之内出版 (発売)

196 大洪水の前に : マルクスと惑星の物質代謝 (Νύξ叢書:03) 斎藤幸平著 堀之内出版

197 どうなる?コロナで激変する働き方 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.46) POSSE/堀之内出版 (発売)



198 くわしく学ぶ世界遺産300 : 世界遺産検定2級公式テキスト 第4版 世界遺産アカデミー監修/世界遺産検定事務局著 世界遺産アカデミー/世界遺産検定事務局/マイナビ出版(発売)

199 国際法の誕生 : ヨーロッパ国際法からの転換 中井愛子著 京都大学学術出版会

200 統計検定2級公式問題集 : 日本統計学会公式認定 2017-2019年 日本統計学会出版企画委員会編/統計質保証推進協会統計検定センター著 実務教育出版

201 株式会社法 第8版 江頭憲治郎著 有斐閣

202 カリンと学ぶ法学入門 第2版 林誠司編 法律文化社

203 レストラン「ドイツ亭」 アネッテ・ヘス著/森内薫訳 河出書房新社

204 LAフード・ダイアリー 三浦哲哉著 講談社

205 異常検知と変化検知 (MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ) 井手剛, 杉山将著 講談社

206 教養としてのお金とアート : 誰でもわかる「新たな価値のつくり方」 山本豊津, 田中靖浩著 KADOKAWA

207 公共選択 : 経済と政治の接点を研究する試み : その理論と現実への適用 第75号 (2021) 公共選択学会編集 木鐸社

208 好循環のまちづくり! (岩波新書:新赤版 1877) 枝廣淳子著 岩波書店

209 「オピニオン」の政治思想史 : 国家を問い直す (岩波新書:新赤版 1876) 堤林剣, 堤林恵著 岩波書店

210 モダン語の世界へ : 流行語で探る近現代 (岩波新書:新赤版 1875) 山室信一著 岩波書店

211 大学は何処へ : 未来への設計 (岩波新書:新赤版 1874) 吉見俊哉著 岩波書店

212 これからの話し合いを考えよう (シリーズ話し合い学をつくる:3) 村田和代編/村田和代 [ほか著] ひつじ書房

213 明るい部屋の謎 : 写真と無意識 セルジュ・ティスロン著/青山勝訳 人文書院

214 洋楽の衝撃 (近代日本の音楽百年 : 黒船から終戦まで:第1巻) 細川周平著 岩波書店

215 米国の科学と軍産学複合体 : 米ソ冷戦下のMITとスタンフォード スチュアート・W.レスリー著/豊島耕一, 三好永作訳 緑風出版

216 誠意が問われるとき : 困難な時代をいかに共生するのか アクセル・ハッケ著/田村萬里, 山本邦子訳 行路社

217 社会的排除と法システム 橋場典子著 北海道大学出版会

218 大学での学び : その哲学と拡がり 田中俊也著 関西大学出版部

219 COVID-19と失われた時 (Ele-king books. パンデミック:中林敦子訳||パンデミック:2) Pヴァイン/日販アイ・ピー・エス (発売)

220 Before/Withコロナに生きる社会をみつめる 山口幹幸, 高見沢実編著/磯友輝子 [ほか] 著 ロギカ書房

221 地方都市生活交通の将来像 : "スマートシュリンク"への羅針盤 (運政研叢書:008) 越智秀信著 運輸総合研究所

222 風格の地方都市 (慈学選書) 真渕勝著 慈学社出版/大学図書 (発売)

223 オンライン授業で大学が変わる : コロナ禍で生まれた「教育」インフレーション 堀和世著 大空出版

224 職人の手 : 16 professional stories 山﨑真由子著 KTC中央出版

225 「縮減」される「就学機会」 : 生活保護制度と大学等就学 三宅雄大著 生活書院

226 災後日本の電力業 : 歴史的転換点をこえて 橘川武郎著 名古屋大学出版会

227 生活保護手帳 2020年度版 中央法規出版

228 最新電力システムの基本と仕組みがよ〜くわかる本 : 発電・送配電の仕組みと概要を摑む 第2版 (How-nual図解入門:ビジネス) 木舟辰平著 秀和システム

229 決済サービスとキャッシュレス社会の本質 宮居雅宣著 金融財政事情研究会/きんざい (販売)

230 なぜ、DXは失敗するのか? : 「破壊的な変革」を成功に導く5段階モデル トニー・サルダナ著/EYストラテジー・アンド・コンサルティング監修/小林啓倫訳 東洋経済新報社

231 生物多様性を問いなおす : 世界・自然・未来との共生とSDGs (ちくま新書:1542) 高橋進著 筑摩書房

232 ニッポンを支える力 : supporting industry ダイヤモンド経営者倶楽部編/東京中小企業投資育成協力 ダイヤモンド社

233 地方公共交通の維持と活性化 (日本交通政策研究会研究双書:32) 青木亮編著 成山堂書店

234 キャッシュレス生活、1年やってみた : 結局、どうするのが一番いいんですか? 美崎栄一郎著 祥伝社

235 ちょっと気になる社会保障 : V3 第3版 権丈善一著 勁草書房

236 生活不安定層のニーズと支援 : シングル・ペアレント、単身女性、非正規就業者の実態 西村幸満著 勁草書房

237 人工知能グラフィックヒストリー クリフォード・A・ピックオーバー著/佐藤聡訳 ニュートンプレス

238 人工知能グラフィックガイド ヘンリー・ブライトン著/ハワード・セリーナイラスト/浅野ユカリ訳 ニュートンプレス

239 サステナブルビジネス : 「持続可能性」で判断し、行動する会社へ 出雲充著 PHP研究所

240 新しい時代の観光学概論 : 持続可能な観光振興を目指して 島川崇著 ミネルヴァ書房

241 ストーリーで学ぶ地域福祉 (有斐閣ストゥディア) 加山弾 [ほか] 著 有斐閣

242 職場・学校で活かす現場グラフィー : ダイバーシティ時代の可能性をひらくために 清水展, 小國和子編著 明石書店

243 公的扶助と自立論 : 最低生活保障に取り組む現場実践から 戸田典樹著 明石書店

244 日本が壊れる前に : 「貧困」の現場から見えるネオリベの構造 中村淳彦, 藤井達夫著 亜紀書房

245 ニューロダイバーシティの教科書 : 多様性尊重社会へのキーワード 村中直人著 金子書房

246 アフターコロナの都市計画 : 変化に対応するための地域主導型改革 石井良一著 学芸出版社

247 社会保障 : 生活を支えるしくみ 第3版 田畑洋一 [ほか] 編著 学文社

248 気候変動から世界をまもる30の方法 : わたしたちのクライメート・ジャスティス! 国際環境NGO FoE Japan編 合同出版

249 新キャッシュレス時代日本経済が再び世界をリードする : 世界はグロースからクオリティへ エミン・ユルマズ著 コスミック出版

250 ダイバーシティ・マネジメント入門 : 経営戦略としての多様性 尾﨑俊哉著 ナカニシヤ出版

251 ワークスタイル・アフターコロナ : 「働きたいように働ける」社会へ 松下慶太著 イースト・プレス

252 多様性との対話 : ダイバーシティ推進が見えなくするもの (青弓社ライブラリー:100) 岩渕功一編著 青弓社

253 北欧から「生きやすい社会」を考える : パブリックヘルスの証拠は何を語っているのか 赤地葉子著 新曜社

254 公的扶助論 : 低所得者に対する支援と生活保護制度 改訂第11版 (社会福祉学習双書 2020:第7巻) 『社会福祉学習双書』編集委員会編 全国社会福祉協議会

255 貧困に対する支援 (社会福祉学習双書 2021:第7巻) 『社会福祉学習双書』編集委員会編 全国社会福祉協議会

256 60分でわかる!DXデジタルトランスフォーメーション最前線 兼安暁著 技術評論社

257 やるべきことがすぐわかる!SDGs実践入門 : 中小企業経営者&担当者が知っておくべき85の原則 泉貴嗣著 技術評論社

258 キャッシュレス決済がこれ1冊でしっかりわかる教科書 (図解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかりやすい!) キャッシュレス決済研究会著 技術評論社

259 不確実な時代に勝ち残る、ものづくりの強化書 村上悟 [著] クロスメディア・パブリッシング/インプレス (発売)

260 DXの教養 : デジタル時代に求められる実践的知識 志度昌宏著/三菱ケミカルホールディングス先端技術・事業開発室DXグループ著 インプレス

261 電力・エネルギー産業を変革する50の技術 オーム社編 オーム社

262 日本のSDGs : それってほんとにサステナブル? 高橋真樹著 大月書店

263 地球が燃えている : 気候崩壊から人類を救うグリーン・ニューディールの提言 ナオミ・クライン著/中野真紀子, 関房江訳 大月書店



264 DXの思考法 : 日本経済復活への最強戦略 西山圭太著 文藝春秋

265 気候を操作する : 温暖化対策の危険な「最終手段」 杉山昌広著 KADOKAWA

266 ニュー・エリートの時代 : ポストコロナ「3つの二極化」を乗り越える 中島聡著 KADOKAWA

267 DXとは何か : 意識改革からニューノーマルへ (角川新書:[K-352]) 坂村健 [著] KADOKAWA

268 DX人材の教科書 : デジタル技術で、新たな価値を生み出す 石井大智, 鶴岡友也著 朝日新聞出版

269 SDGs時代の国際協力 : アジアで共に学校をつくる (岩波ジュニア新書:931) 西村幹子, 小野道子, 井上儀子著 岩波書店

270 日本医療保険制度史 第3版 吉原健二, 和田勝著 東洋経済新報社

271 論文演習会社法 第2版 下巻 上田純子, 松嶋隆弘, 大久保拓也編 勁草書房

272 論文演習会社法 第2版 上巻 上田純子, 松嶋隆弘, 大久保拓也編 勁草書房

273 在宅医療カレッジ : 地域共生社会を支える多職種の学び21講 佐々木淳編集 医学書院

274 クララとお日さま カズオ・イシグロ著/土屋政雄訳 早川書房

275 欧米に寝たきり老人はいない : コロナ時代の高齢者終末期医療 増補版 宮本顕二, 宮本礼子著 中央公論新社

276 新会社法 第5版 (法律学の森) 青竹正一著 信山社出版

277 現代思想 48巻4号［臨時増刊号］ 青土社

278 ビジネスジェットから見る現代航空政策論 : 日本での普及に向けた課題 戸崎肇著 晃洋書房

279 和食文芸入門 母利司朗編 臨川書店

280 エネルギー自立と持続可能な地域づくり : 環境先進国オーストリアに学ぶ (龍谷大学社会科学研究所叢書:第135巻) 的場信敬, 平岡俊一, 上園昌武編/[上園由起ほか著] 昭和堂

281 消えたヤマと在日コリアン : 丹波篠山から考える (岩波ブックレット:No. 1046) 細見和之, 松原薫, 川西なを恵著 岩波書店

282 日本小史と最新の研究 (ものと人間の文化史:134-2. 遊戯:2) 増川宏一著 法政大学出版局

283 スタートアップ投資契約 : モデル契約と解説 宍戸善一, ベンチャー・ロー・フォーラム(VLF)編 商事法務

284 会社法 第2版 (有斐閣ストゥディア) 中東正文 [ほか] 著 有斐閣

285 ポストメディア・セオリーズ : メディア研究の新展開 伊藤守編著 ミネルヴァ書房

286 特集女性運動とバックラッシュ (エトセトラ:VOL.4(2020FALL/WINTER)) 石川優実責任編集 エトセトラブックス

287 特集私の私による私のための身体 (エトセトラ:VOL.3(2020SPRING/SUMMER)) 長田杏奈責任編集 エトセトラブックス

288 特集/We・LOVE田嶋陽子! (エトセトラ:VOL.2(2019FALL/WINTER)) 山内マリコ, 柚木麻子責任編集 エトセトラブックス

289 特集/コンビニからエロ本がなくなる日 (エトセトラ:VOL.1(2019SPRING/SUMMER)) 田房永子責任編集 エトセトラブックス

290 ETS公認ガイドTOEFL iBT 第5版 [Educational Testing Service原著] McGraw-Hill Education

291 子どもの貧困とチームアプローチ : "見えない""見えにくい"を乗り越えるために 入江優子, 加瀬進編著 書肆クラルテ/朱鷺書房 (発売)

292 「アメリカ映画史」再構築 : 社会派ドキュメンタリーからブロックバスターまで 遠山純生著 作品社

293 古代中世文学論考 第43集 古代中世文学論考刊行会編 新典社

294 地域の伝統を再構築する創造の場 : 教育研究機関のネットワークを媒体とする人材開発と知識移転 (文化とまちづくり叢書) 前田厚子著 水曜社

295 令和元年改正会社法 : 改正の経緯とポイント 野村修也, 奥山健志編著 有斐閣

296 福祉国家の歴史社会学 : 19世紀ドイツにおける社会・連帯・補完性 坂井晃介著 勁草書房

297 フォルモサ : 台湾と日本の地理歴史 (平凡社ライブラリー:913) ジョージ・サルマナザール著/原田範行訳 平凡社

298 日英語対照研究と談話分析 伊藤晃著 大学教育出版

299 佐佐木信綱 : 本文の構築 (近代「国文学」の肖像:第3巻) 鈴木健一著 岩波書店

300 和の文様辞典 : きもの模様の歴史 (講談社学術文庫:[2668]) 石崎忠司著/石崎功編 講談社

301 日本の地名 : 付・日本地名小辞典 (講談社学術文庫:[2669]) 鏡味完二 [著] 講談社

302 巨龍の胎動 : 毛沢東vs.鄧小平 (講談社学術文庫:[2661]. 中国の歴史:11) 天児慧 [著] 講談社

303 スウェーデンボルグ : 科学から神秘世界へ (講談社学術文庫:[2650]) 高橋和夫 [著] 講談社

304 功利主義 (岩波文庫:白(34)-116-11) J.S.ミル著/関口正司訳 岩波書店

305 ゴヤの手紙 上 (岩波文庫:青(33)-584-1) ゴヤ [著]/大高保二郎, 松原典子編訳 岩波書店

306 葉山嘉樹短編集 (岩波文庫:緑(31)-072-3) 葉山嘉樹 [著]/道籏泰三編 岩波書店

307 勧進帳 : 歌舞伎十八番の内 (岩波文庫:黄(30)-256-2) 郡司正勝校注 岩波書店

308 会社・株主間契約の理論と実務 : 合弁事業・資本提携・スタートアップ投資 田中亘, 森・濱田松本法律事務所編 有斐閣

309 内部統制の有効性とコーポレート・ガバナンス 藤原英賢著 同文舘出版

310 戦争障害者の社会史 : 20世紀ドイツの経験と福祉国家 北村陽子著 名古屋大学出版会

311 俄を演じる人々 : 娯楽と即興の民俗芸能 松岡薫著 森話社

312 学生のためのデータリテラシー : データの読み方から分析結果の伝え方まで 富士通エフ・オー・エム株式会社著制作 FOM出版

313 市民が利用しやすい司法 : 法の実現における役割を高めるために (法友会政策要綱:2020(令和2)年度) 東京弁護士会法友会著 現代人文社/大学図書 (発売)

314 新プロパガンダ論 (ゲンロン叢書:008) 辻田真佐憲, 西田亮介著 ゲンロン

315 おいしいダイバーシティ : 美食ニッポンを開国せよ 横山真也著 ころから

316 入門Python3 第2版 Bill Lubanovic著/鈴木駿監訳/長尾高弘訳 オライリー・ジャパン/オーム社(発売)

317 ライフサイエンスのための英語 I : 基本スキル編 萩原明子, 小林薫編著 東京化学同人

318 化学熱力学 (基礎コース物理化学:4) 中田宗隆著 東京化学同人

319 数学が苦手でもわかる心理統計法入門ワークブック 芝田征司著 サイエンス社

320 Rを使った「全自動」統計データ分析ガイド : フリーソフトjs‐STAR_XRの手引き 田中敏著 北大路書房

321 楽しく学ぶくらしの化学 : 生活に生かせる化学の知識 纐纈守著 化学同人

322 未来を拓く多彩な色素材料 : エレクトロニクスから医科学にまで広がる色素の世界 (CSJ Current Review:40) 日本化学会編 化学同人

323 量子物理学 (放送大学教材:1569384-1-2111) 松井哲男, 岸根順一郎編著 放送大学教育振興会

324 森永卓郎の「マイクロ農業」のすすめ : 都会を飛びだし、「自産自消」で豊かに暮らす 森永卓郎著 農山漁村文化協会

325 むらの小さな精米所が救うアジア・アフリカの米づくり 古賀康正著 農山漁村文化協会

326 確率の基礎から統計へ : 新装版 吉田伸生著 日本評論社

327 金融・経済分析のためのテキストマイニング (テキストアナリティクス:6) 和泉潔, 坂地泰紀, 松島裕康著 岩波書店

328 総合検証東日本大震災からの復興 ひょうご震災記念21世紀研究機構編 岩波書店

329 被差別部落認識の歴史 : 異化と同化の間 (岩波現代文庫:学術:430) 黒川みどり著 岩波書店



330 闇の自己啓発 江永泉, 木澤佐登志, ひでシス, 役所暁著 早川書房

331 啓蒙と教育 : 臨床的人間形成論から (教育思想双書:2-3) 田中毎実著 勁草書房

332 専業主婦という選択 : 韓国の高学歴既婚女性と階層 柳采延著 勁草書房

333 「クリティカル・ワード 」メディア論 : 理論と歴史から「いま」が学べる 門林岳史, 増田展大編 フィルムアート社

334 Processingクリエイティブ・コーディング入門 : コードが生み出す創造表現 田所淳著 技術評論社

335 ヘルスリテラシーとは何か? : 21世紀のグローバル・チャレンジ (21世紀の健康戦略シリーズ:7) ドン・ナットビーム, イローナ・キックブッシュ著/島内憲夫編訳/大久保菜穂子, 鈴木美奈子訳 垣内出版

336 教育とエンパワーメント (イスラーム・ジェンダー・スタディーズ:3) 服部美奈, 小林寧子編著 明石書店

337 経験から学ぶ人的資源管理 新版 (有斐閣ブックス:[456]) 上林憲雄, 厨子直之, 森田雅也著 有斐閣

338 新時代のグローバル・ガバナンス論 : 制度・過程・行為主体 西谷真規子, 山田高敬編著 ミネルヴァ書房

339 検定簿記ワークブック3級商業簿記 : 日本商工会議所主催簿記検定試験 検定版第7版 渡部裕亘, 片山覚, 北村敬子編著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

340 「医療統計」わかりません!! 五十嵐中, 佐條麻里著 東京図書

341 こどものフィジカル・アセスメント 土井まつ子, 椙山委都子, 仲井美由紀編集 金原出版

342 和歌のルール 渡部泰明編/上野誠 [ほか] 執筆 笠間書院

343 スピノザ入門 改訂新版 (文庫クセジュ:1044) ピエール=フランソワ・モロー著/松田克進, 樋口善郎訳 白水社

344 チャリティの帝国 : もうひとつのイギリス近現代史 (岩波新書:新赤版 1880) 金澤周作著 岩波書店

345 ブッダが説いた幸せな生き方 (岩波新書:新赤版 1879) 今枝由郎著 岩波書店

346 日本経済図説 第5版 (岩波新書:新赤版 1878) 宮崎勇, 本庄真, 田谷禎三著 岩波書店

347 タックス・ヘイヴンの経済学 : グローバリズムと租税国家の危機 中村雅秀著 京都大学学術出版会

348 大学院活用術 : 理工系修士で飛躍するための60のアドバイス 面谷信著 東京電機大学出版局

349 化学系学生にわかりやすい平衡論・速度論 酒井健一, 酒井秀樹, 湯浅真共著 コロナ社

350 分子の薄膜化技術 : 有機EL, 有機トランジスタ, 有機太陽電池などの有機薄膜デバイス作製技術に向けて 八瀬清志編著/石田謙司 [ほか] 共著 コロナ社

351 Pythonで理解を深める統計学 長畑秀和著 共立出版

352 イオン液体 (化学の要点シリーズ:37) 西川惠子, 伊藤敏幸, 大野弘幸著/日本化学会編 共立出版

353 ダークデータ : 隠れたデータこそが最強の武器になる デイヴィッド・J・ハンド著/黒輪篤嗣訳 河出書房新社

354 Linux+コマンド入門 : シェルとコマンドライン、基本の力 (Web+DB Pressプラスシリーズ) 西村めぐみ著 技術評論社

355 社会人になるためのキャリア情報リテラシー  : 社会人の心得・スキル、就職活動、ライフプラン 柴岡信一郎監著/岩田諭 [ほか] 著 技術評論社

356 疫学とはなにか : データと理論思考で探る病気の原因と予防 (知りたいサイエンス:146) 中村好一著 技術評論社

357 キッチン・インフォマティクス : 料理を支える自然言語処理と画像処理 原島純, 橋本敦史共著 オーム社

358 極値現象の統計分析 : 裾の重い分布のモデリング Sidney I. Resnick [著]/国友直人, 栗栖大輔訳 朝倉書店

359 科学と倫理 : AI時代に問われる探求と責任 日本科学協会編/野家啓一 [ほか] 著 中央公論新社

360 Python数値計算プログラミング 講談社サイエンティフィク編/幸谷智紀著 講談社

361 資質・能力を育成する授業づくり : 指導と評価の一体化を通して 田中保樹, 三藤敏樹, 高木展郎編著 東洋館出版社

362 テキストブック労働法 高橋賢司, 橋本陽子, 本庄淳志著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

363 日中長寿企業の経営比較 王効平編著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

364 基礎から学ぶ企業会計 高橋史郎 [ほか] 著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

365 入門テキスト商業簿記 第2版 長崎大学会計学研究室編 中央経済社/中央経済グループパブリッシング(発売)

366 現代株式会社法講義 周劍龍著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

367 多様化する家族と租税法 加藤友佳著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

368 サマリー商法総則・商行為法 第2版 楠元純一郎著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

369 はじめて学ぶ会計・ファイナンス 中井透, 諏澤吉彦, 石光裕著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

370 最新基本会社法 第2版 三枝一雄 [ほか] 著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

371 ドイツ企業の統治と経営 吉村典久編著/曽根秀一 [ほか] 著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

372 「図説」人魚の文化史 : 神話・科学・マーメイド伝説 ヴォーン・スクリブナー著/川副智子, 肱岡千泰訳 原書房

373 社会と産業の倫理 (放送大学教材:1140078-1-2111) 松原隆一郎, 山岡龍一編著 放送大学教育振興会

374 市川房枝 : 後退を阻止して前進 (ミネルヴァ日本評伝選) 村井良太著 ミネルヴァ書房

375 分野別国際条約ハンドブック 森肇志 [ほか] 著 有斐閣

376 新時代の弁護士倫理 (Jurist books. Professional) 高中正彦, 石田京子編 有斐閣

377 金融商品取引法 第2版 黒沼悦郎著 有斐閣

378 民事訴訟法 第7版 伊藤眞著 有斐閣

379 言葉をもみほぐす 赤坂憲雄, 藤原辰史著/新井卓写真 岩波書店

380 ダムナティオ・メモリアエ : つくり変えられたローマ皇帝の記憶 福山佑子著 岩波書店

381 学びを広げる教科の架け橋 : 教科架橋型教科教育実践学の構築 菊地章編/兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科共同研究プロジェクト(W)研究グループ著 九州大学出版会

382 平壌美術(アート) : 朝鮮画の正体 文凡綱著/白凛訳 青土社

383 令和元年会社法改正と実務対応 太田洋, 野澤大和編著 商事法務

384 若手弁護士・法務担当者のための会計入門 樋口達著 商事法務

385 地方自治体のリスク管理・危機管理 : 内部統制、コンプライアンスから防災・BCPまで 森健著 商事法務

386 戦前期海軍のPR活動と世論 中嶋晋平著 思文閣出版

387 不登校経験者受け入れ高校のエスノグラフィー : 生徒全体を支える場のデザイン 神崎真実著 ナカニシヤ出版

388 診断の社会学 : 「論争中の病」を患うということ 野島那津子著 慶應義塾大学出版会

389 ブルデューの教育社会学理論 : 教育システムと社会階級・社会秩序の再生産と変革の理論 小澤浩明著 学文社

390 行政組織法の理論と実務 宇賀克也著 有斐閣

391 行政法visual materials 第2版 高橋滋 [ほか] 編著/織朱實 [ほか] 著 有斐閣

392 自治体環境行政の基礎 (地方自治・実務入門シリーズ) 筑紫圭一著/北村喜宣, 山口道昭, 出石稔編 有斐閣

393 文化人類学のエッセンス : 世界をみる/変える (有斐閣アルマ:Interest) 春日直樹, 竹沢尚一郎編 有斐閣

394 ケースブックアメリカ経営史 新版 (有斐閣ブックス:[419]) 安部悦生 [ほか] 著 有斐閣

395 公共政策学の基礎 第3版 (有斐閣ブックス:[106]) 秋吉貴雄, 伊藤修一郎, 北山俊哉著 有斐閣



396 都市に聴け : アーバン・スタディーズから読み解く東京 町村敬志著 有斐閣

397 はじめての医療経営論 真野俊樹編 有斐閣

398 ファイナンス論・入門 : イチからわかる証券投資と企業金融 (有斐閣コンパクト) 俊野雅司, 白須洋子, 時岡規夫著 有斐閣

399 財政学の扉をひらく (有斐閣ストゥディア) 高端正幸, 佐藤滋著 有斐閣

400 教育政策・行政の考え方 (有斐閣ストゥディア) 村上祐介, 橋野晶寛著 有斐閣

401 講義刑法学・各論 第2版 井田良著 有斐閣

402 はじめての担保物権法 第2版 角紀代恵著 有斐閣

403 哲学対話と教育 (シリーズ臨床哲学:第5巻) 寺田俊郎編 大阪大学出版会

404 体言化理論と言語分析 鄭聖汝, 柴谷方良編 大阪大学出版会

405 筆魂 : 線の引力・色の魔力-又兵衛から北斎・国芳まで- すみだ北斎美術館編 青幻舎

406 移り棲む美術 : ジャポニスム、コラン、日本近代洋画 三浦篤著 名古屋大学出版会

407 No nukes : 「ポスト3・11」映画の力・アートの力 ミツヨ・ワダ・マルシアーノ著 名古屋大学出版会

408 鳥獣戯画を読む 伊藤大輔著 名古屋大学出版会

409 富の共有と公共政策 (グローバリズムと公共政策の責任:第2巻) 星野俊也, 大槻恒裕, 村上正直編 大阪大学出版会

410 Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書 (AI & technology) 寺田学 [ほか] 著 翔泳社

411 アメリカ人が驚く日本法 樋口範雄著 商事法務

412 法人税法 令和2年度版 渡辺淑夫著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

413 研究開発費の会計 : 制度・理論・実証 譚鵬著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

414 さまよえるハプスブルク : 捕虜たちが見た帝国の崩壊 大津留厚著 岩波書店

415 グローバル・ヒストリー : 批判的歴史叙述のために ゼバスティアン・コンラート著/小田原琳訳 岩波書店

416 「反原発」のメディア・言説史 : 3.11以後の変容 日高勝之著 岩波書店

417 チェルノブイリの祈り : 未来の物語 完全版 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ [著]/松本妙子訳 岩波書店

418 石岡瑛子 : 血が、汗が、涙がデザインできるか 小学館

419 カントの自己触発論 : 行為からはじまる知覚 中野裕考著 東京大学出版会

420 パラリンピックブレイン 中澤公孝著 東京大学出版会

421 これならわかる韓国・朝鮮の歴史Q&A 第2版 三橋広夫著 大月書店

422 なぜ道徳的であるべきか : Why be moral?問題の再検討 (大阪経済大学研究叢書:第92冊) 杉本俊介著 勁草書房

423 信仰と想像力の哲学 : ジョン・デューイとアメリカ哲学の系譜 谷川嘉浩著 勁草書房

424 フッサールの他者論から倫理学へ 鈴木崇志著 勁草書房

425 ことばをめぐる17の視点 : 人間言語は「雪の結晶」である アンドレア・モロ著/今井邦彦訳 大修館書店

426 翻訳教室 : はじめの一歩 (ちくま文庫:[こ39-2]) 鴻巣友季子著 筑摩書房

427 幕末明治大地図帳 : 輯製二十万分一図 平凡社編 平凡社

428 コーパスと近代日本語書き言葉の一人称代名詞の研究 近藤明日子著 勉誠出版

429 シモンドン哲学研究 : 関係の実在論の射程 宇佐美達朗著 法政大学出版局

430 生の力を別の仕方で思考すること : ジャック・デリダにおける生死の問題 吉松覚著 法政大学出版局

431 共感と精神分析 : 心理歴史学的研究 北村隆人 [著] みすず書房

432 有斐閣現代心理学辞典 子安増生, 丹野義彦, 箱田裕司監修 有斐閣

433 コンテクストの読み方 : コロナ時代の人文学 (人文知の復興:1) 千葉一幹著 NTT出版

434 砂の癒し・イメージ表現の力 : トラウマ, 発達障害, ADHDをもつクライエントとの箱庭療法 鈴木康広 [ほか] 著 ナカニシヤ出版

435 妄想古典教室 : 欲望で読み解く日本美術 木村朗子著 青土社

436 大学生のためのレポート・卒論で困らないワード/パワポ/エクセルのコツ : 文系大学生必携 : Microsoft365/GoogleDrive/Zoom 加藤瑞貴著 秀和システム

437 森の中のレコーディング・スタジオ : 混淆する民族音楽と周縁からのグローバリゼーション 佐本英規著 昭和堂

438 債権総論 新版 中巻 奥田昌道, 佐々木茂美著 判例タイムズ社

439 債権総論 新版 上巻 奥田昌道, 佐々木茂美著 判例タイムズ社

440 組織再編II、外国会社 雑則、罰則 :「第803条-第979条」 第2版 (論点体系会社法:6) 第一法規

441 社債、組織再編I : 「第676条-第802条」 第2版 (論点体系会社法:5) 江頭憲治郎, 中村直人編著 第一法規

442 株式会社IV : 定款変更・事業譲渡・解散・清算 : 持分会社 : 「第466条-第675条」 第2版 (論点体系会社法:4) 江頭憲治郎, 中村直人編著 第一法規

443 株式会社III : 役員等・計算 : 「第329条-第465条」 第2版 (論点体系会社法:3) 江頭憲治郎, 中村直人編著 第一法規

444 株式会社II : 株式(2)・新株予約権・株主総会 : 「第171条-第328条」 第2版 (論点体系会社法:2) 江頭憲治郎, 中村直人編著 第一法規

445 総則、株式会社I : 設立・株式(1) : 「第1条-第170条」 第2版 (論点体系会社法:1) 江頭憲治郎, 中村直人編著 第一法規

446 植物プランクトン研究法 (生態学フィールド調査法シリーズ:11) 鏡味麻衣子著 共立出版

447 スピノザと十九世紀フランス 上野修, 杉山直樹, 村松正隆編/ピエール=フランソワ・モロー [ほか著] 岩波書店

448 デヴィッド・ボウイ : 無 (ナシング) を歌った男 田中純著 岩波書店

449 県立! 再チャレンジ高校 : 生徒が人生をやり直せる学校 (講談社現代新書:2477) 黒川祥子著 講談社

450 マーケティングコミュニケーションにおける創造性と戦略 : クリエイティビティとアカウントプランニング 村尾俊一著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

451 基本簿記原理 第2版 伊藤龍峰 [ほか] 著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

452 友人の社会史 : 1980-2010年代私たちにとって「親友」とはどのような存在だったのか 石田光規著 晃洋書房

453 日本の子ども研究 : 復刻版解題と原著論文 大泉溥編 クレス出版

454 英雄伝 6 (西洋古典叢書) プルタルコス [著]/城江良和訳 京都大学学術出版会

455 NIE実践ワークブック : 新聞で身につく日本語力 宮弘美著 国書刊行会

456 演習法人税法 : 全国経理教育協会「法人税法」テキスト 令和3年版 (全国経理学校協会「税務会計」テキスト) 全国経理教育協会編 清文社

457 高慢と偏見 上 (ちくま文庫:[お-42-1]) ジェイン・オースティン著/中野康司訳 筑摩書房

458 高慢と偏見 下 (ちくま文庫:[お-42-2]) ジェイン・オースティン著/中野康司訳 筑摩書房

459 スポーツとフーコー : 権力、知、自己の変革 ピルッコ・マルクラ, リチャード・プリングル著/千葉直樹訳 晃洋書房

460 小児の発達と看護 第6版 (ナーシング・グラフィカ. 小児看護学:1) 中野綾美編 メディカ出版

461 できる韓国語 改訂版 中級1 新大久保語学院, 李志暎, 金貞姫著 DEKIRU出版/アスク (発売)



462 Processingをはじめよう 第2版 (Make: projects) Casey Reas, Ben Fry著/船田巧訳 オライリー・ジャパン/オーム社 (発売)

463 Startup : 優れた起業家は何を考え、どう行動したか 堀新一郎, 琴坂将広, 井上大智著 ニューズピックス

464 決算書はここだけ読もう 2021年版 矢島雅己著 弘文堂

465 ジェイン・エア 下 (光文社古典新訳文庫:[KAフ1-1]-[KAフ1-2]) C.ブロンテ著/小尾芙佐訳 光文社

466 ジェイン・エア 上 (光文社古典新訳文庫:[KAフ1-1]-[KAフ1-2]) C.ブロンテ著/小尾芙佐訳 光文社

467 ゲーム作りで学ぶはじめてのプログラミング : 初心者でも「コード」が書ける! うえはら著 技術評論社

468 看護学教育における授業展開 : 質の高い講義・演習・実習の実現に向けて 第2版 舟島なをみ監修 医学書院

469 ノーサンガー・アビー (ちくま文庫:[お-42-8]) ジェイン・オースティン著/中野康司訳 筑摩書房

470 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 理数編 文部科学省 [著] 東京書籍

471 会計学の手法 : 実証・分析・実験によるアプローチ 第2版 田村威文, 中條祐介, 浅野信博著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング(発売)

472 検定簿記ワークブック2級商業簿記 : 日本商工会議所主催簿記検定試験 検定版第7版 渡部裕亘, 片山覚, 北村敬子編著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

473 財務会計講義 第22版 桜井久勝著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

474 検定簿記講義 : 商業簿記 2級 2021年度版 渡部裕亘, 片山覚, 北村敬子編著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング(発売)

475 検定簿記講義3級商業簿記 : 日本商工会議所主催簿記検定試験 2021年度版 渡部裕亘, 片山覚, 北村敬子編著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

476 シンプル生理学 改訂第8版 貴邑冨久子, 根来英雄共著 南江堂

477 国際保健医療のキャリアナビ 日本国際保健医療学会編 南山堂

478 メカニズムデザインで勝つ : ミクロ経済学のビジネス活用 坂井豊貴, オークション・ラボ著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

479 入門財政学 第2版 土居丈朗著 日本評論社

480 教養の線形代数 6訂版 村上正康 [ほか] 共著 培風館

481 自分ひとりの部屋 (平凡社ライブラリー:831) ヴァージニア・ウルフ著/片山亜紀訳 平凡社

482 イラストレイテッド微生物学 第3版 (リッピンコットシリーズ) Richard A. Harvey, Cynthia Nau Cornelissen, Bruce D. Fisher [著]/石井良和 [ほか訳] 丸善出版

483 保健・医療・福祉のための専門職連携教育プログラム : 地域包括ケアを担うためのヒント 柴﨑智美, 米岡裕美, 古屋牧子編著 ミネルヴァ書房

484 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

485 行動経済学 : 伝統的経済学との統合による新しい経済学を目指して 新版 大垣昌夫, 田中沙織著 有斐閣

486 詳解微分積分演習 : 基礎から本質の確かな理解へ (数学基礎コース:H別巻1) 加藤幹雄 [ほか] 著 サイエンス社

487 メディアスタディーズ (基礎ゼミ) 石田佐恵子, 岡井崇之編 世界思想社

488 図解で学ぶゲーム理論入門 天谷研一著 日本能率協会マネジメントセンター

489 看護研究のための文献レビュー : マトリックス方式 ジュディス・ガラード著/安部陽子訳 医学書院

490 日本の医療 : 制度と政策 増補改訂版 島崎謙治著 東京大学出版会

491 EBPMの経済学 : エビデンスを重視した政策立案 大橋弘編 東京大学出版会

492 19世紀 : 近代美術の誕生、ロマン派から印象派へ (西洋美術の歴史:7) 尾関幸, 陳岡めぐみ, 三浦篤著 中央公論新社

493 17〜18世紀 : バロックからロココへ、華麗なる展開 (西洋美術の歴史:6) 大野芳材 [ほか] 著 中央公論新社

494 北方の覚醒、自意識と自然表現 (西洋美術の歴史:5:ルネサンス:2) 秋山聰 [ほか] 著 中央公論新社

495 百花繚乱のイタリア、新たな精神と新たな表現 (西洋美術の歴史:4:ルネサンス:1) 小佐野重利, 京谷啓徳, 水野千依著 中央公論新社

496 キリスト教美術の誕生とビザンティン世界 (西洋美術の歴史:2:中世:1) 加藤磨珠枝, 益田朋幸著 中央公論新社

497 古代 : ギリシアとローマ、美の曙光 (西洋美術の歴史:1) 芳賀京子, 芳賀満著 中央公論新社

498 神道の中世 : 伊勢神宮・吉田神道・中世日本紀 (中公選書:106) 伊藤聡著 中央公論新社

499 アメリカの政党政治 : 建国から250年の軌跡 (中公新書:2611) 岡山裕著 中央公論新社

500 日本の地方政府 : 1700自治体の実態と課題 (中公新書:2537) 曽我謙悟著 中央公論新社

501 僕はミドリムシで世界を救うことに決めた。 (小学館新書:[290]) 出雲充著 小学館

502 朝鮮半島 : 日本はどう付き合うべきか (池上彰の世界の見方) 池上彰著 小学館

503 統計モデルと推測 (データサイエンス入門) 松井秀俊, 小泉和之著/竹村彰通編 講談社

504 永続敗戦論 (講談社+α文庫:[G294-1]) 白井聡 [著] 講談社

505 みんなの医療統計 : 12日間で基礎理論とEZRを完全マスター! 多変量解析編 新谷歩著 講談社

506 四季の創造 : 日本文化と自然観の系譜 (角川選書:638) ハルオ・シラネ著/北村結花訳 KADOKAWA

507 韓のくに紀行 新装版 (朝日文庫. 街道をゆく:2) 朝日新聞出版

508 インドを旅する55章 (エリア・スタディーズ:183) 宮本久義, 小西公大編著 明石書店

509 気候崩壊 : 次世代とともに考える (岩波ブックレット:No. 1047) 宇佐美誠著 岩波書店

510 家事労働の国際社会学 : ディーセント・ワークを求めて 伊藤るり編著/定松文 [ほか] 著 人文書院

511 郊外団地における外国人住民の社会的統合 : 神奈川県X団地にみる「多文化共生」の現在 坪谷美欧子編著 学術研究出版

512 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

513 動学マクロ経済学へのいざない 蓮見亮著 日本評論社

514 グローバル・ビジネス・マネジメント : 経営進化に向けた日本企業への処方箋 一條和生, 野村総合研究所グローバルマネジメント研究チーム編 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

515 社会学の知33 (Handbook of thoughts) 大澤真幸編 新書館

516 フランケンシュタイン (光文社古典新訳文庫:[KAシ5-1]) シェリー著/小林章夫訳 光文社

517 20世紀 : 越境する現代美術 (西洋美術の歴史:8) 井口壽乃, 田中正之, 村上博哉著 中央公論新社

518 ロマネスクとゴシックの宇宙 (西洋美術の歴史:3:中世:2) 木俣元一, 小池寿子著 中央公論新社

519 「母」を問う : 母の比較文化史 高田京比子, 三成美保, 長志珠絵編 神戸大学出版会/神戸新聞総合出版センター (発売)

520 「沈黙」の自伝的民族誌 (オートエスノグラフィー) : サイレント・アイヌの痛みと救済の物語 石原真衣著 北海道大学出版会

521 中世禅宗の儒学学習と科学知識 川本慎自著 思文閣出版

522 グローバル・サプライチェーンにおける新しい製販協働のかたち : 見えない需要を見える需要に 永島正康著 丸善プラネット/丸善出版 (発売)

523 19世紀フランスにおける女子修道院寄宿学校 山内由賀著 春風社

524 病いと薬のコスモロジー : ヒマーラヤ東部タワンにおけるチベット医学、憑依、妖術の民族誌 長岡慶著 春風社

525 初期欧州統合1945-1963 : 国際貿易秩序と「6か国のヨーロッパ」 (プリミエ・コレクション:112) 能勢和宏著 京都大学学術出版会

526 アメリカ教育例外主義の終焉 : 変貌する教育改革政治 ジェフリー・ヘニグ著/本多正人 [ほか] 訳 東信堂

527 「法と経済学」の揺籃 (新基礎法学叢書:20) 菊地諒著 成文堂



528 学びの本質を解きほぐす 池田賢市著 新泉社

529 櫛田民蔵 : マルクス探求の生涯 石河康国著 社会評論社

530 ウォーミングアップ法学 第2版 石山文彦, 山本紘之, 堀川信一編 ナカニシヤ出版

531 金融経済の基礎 3訂 (Basic series) 益田安良, 浅羽隆史著 経済法令研究会

532 物的担保・人的担保の法 第2版 (新基本民法:3:担保編) 大村敦志著 有斐閣

533 獄中からの手紙 : ゾフィー・リープクネヒトへ 新装版 ローザ・ルクセンブルク [著]/大島かおり編訳 みすず書房

534 法思想とは何か : 法思想を法や法学や法哲学と区別することの意味 尾高朝雄著 書肆心水

535 東アジアのなかの日本文化 村井章介著 北海道大学出版会

536 アジアに広がる日本語教育ピア・ラーニング : 協働実践研究のための持続的発展的拠点の構築 協働実践研究会, 池田玲子編 ひつじ書房

537 漢六朝時代の制度と文化・社会 (東洋史研究叢刊:80 (新装版18)) 佐藤達郎著 京都大学学術出版会

538 アフェクトゥス (情動) : 生の外側に触れる 西井凉子, 箭内匡編 京都大学学術出版会

539 心理学概論 (ライブラリ心理学を学ぶ:1) 山口裕幸, 中村奈良江編 サイエンス社

540 他者を支援する人はいかに成長するのか : 心理臨床,福祉・障害,教育・保育の現場で働く支援者の軌跡 都筑学編 ナカニシヤ出版

541 東アジアの尊厳概念 加藤泰史, 小倉紀蔵, 小島毅編 法政大学出版局

542 戦場の哲学 : 『存在と無』に見るサルトルのレジスタンス 生方淳子著 法政大学出版局

543 江戸川乱歩大事典 落合教幸 [ほか] 編 勉誠出版 (発売)

544 英語音声学・音韻論入門 新版 フィリップ・カー著/竹林滋, 清水あつ子訳 研究社

545 日本のデザイン1945- ナオミ・ポロック編著/北川玲訳 河出書房新社

546 地中海都市 : 人と都市のコミュニケーション 竹中克行著 東京大学出版会

547 パリ講和会議体制とハンガリー : 亡命政治家からみたヨーロッパ国際関係 辻河典子著 東京大学出版会

548 謎解き鳥獣戯画 (とんぼの本) 芸術新潮編集部編 新潮社

549 自然の哲学史 (講談社選書メチエ:745) 米虫正巳著 講談社

550 文芸ピープル : 「好き」を仕事にする人々 辛島デイヴィッド著 講談社

551 中国市民の朝鮮戦争 : 海外派兵をめぐる諸問題 陳肇斌著 岩波書店

552 2030年 : すべてが「加速」する世界に備えよ ピーター・ディアマンディス, スティーブン・コトラー著/土方奈美訳 ニューズピックス

553 残業代ゼロ法案にだまされないために (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.26) POSSE/堀之内出版 (発売)

554 「ブラック」化する介護・保育? (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.16) POSSE/堀之内出版 (発売)

555 橋下改革をジャッジせよ! (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.15) POSSE/堀之内出版 (発売)

556 間違いだらけ?職場うつ対策の罠 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.14) POSSE/堀之内出版 (発売)

557 西ヨーロッパ・キリスト教民主主義の研究 土倉莞爾著 関西大学出版部

558 会計学・簿記入門 第16版 新田忠誓 [ほか] 著 白桃書房

559 失敗と成功の経営改革 大坪稔著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

560 感染症と経営 : 戦前日本企業は「死の影」といかに向き合ったか 清水剛著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

561 中国の教育格差と社会階層 : 中等教育の実像 張建著 東京電機大学出版局

562 パーパス経営 : 30年先の視点から現在を捉える 名和高司著 東洋経済新報社

563 ニニフニ : 南方熊楠と土宜法龍の複数論理思考 小田龍哉著 左右社

564 授業改善 (シリーズ大学の教授法:6) 佐藤浩章, 栗田佳代子編著 玉川大学出版部

565 人生100年時代の生活保障論 石田成則著 税務経理協会

566 新企業統治論 菊池敏夫, 櫻井克彦編著 税務経理協会

567 介護に強い税理士になるための教科書 : 実例でわかる (「強い税理士」シリーズ:6) 藤尾智之著 税務経理協会

568 戦略・政策研究への招待 : 嘉悦大学大学院創設10周年記念刊行 嶋口充輝 [ほか] 著 勁草書房

569 ブレグジット後の金融街シティとチャレンジャーバンクの可能性 : アフターコロナで変わる新・金融サービスとデジタル銀行 菅野泰夫著 金融財政事情研究会/きんざい (発売)

570 反米 : 共生の代償か、闘争の胎動か (アメリカ太平洋研究叢書) 遠藤泰生編 東京大学出版会

571 つくられた格差 : 不公平税制が生んだ所得の不平等 エマニュエル・サエズ, ガブリエル・ズックマン著/山田美明訳 光文社

572 ちょこっとチャレンジ!韓国語 改訂版 金順玉, 阪堂千津子, 崔栄美著 白水社

573 日本が壊れる前に : 「貧困」の現場から見えるネオリベの構造 中村淳彦, 藤井達夫著 亜紀書房

574 日本にとって中国とは何か (講談社学術文庫:[2662]. 中国の歴史:12) 尾形勇 [ほか著] 講談社

575 大乗仏教の誕生 : 「さとり」と「廻向」 (講談社学術文庫:[2672]) 梶山雄一 [著] 講談社

576 憲法と国家の理論 (講談社学術文庫:[2670]) 清宮四郎 [著]/樋口陽一編・解説 講談社

577 日本冷戦史 : 1945-1956 (講談社学術文庫:[2671]) 下斗米伸夫 [著] 講談社

578 100語でわかる旧約聖書 (文庫クセジュ:1045) トーマス・レーマー著/久保田剛史訳 白水社

579 日本語の歴史的対照文法 (研究叢書:536) 野田尚史, 小田勝編 和泉書院

580 学振申請書の書き方とコツ : DC/PD獲得を目指す若者へ 改訂第2版 大上雅史著 講談社

581 株式市場のマルチフラクタル解析 黒田耕嗣, 増川純一, 村井浄信著 日本評論社

582 ウェルビーイングを植える島 : ソロモン諸島の「生態系ボーナス」 (生態人類学は挑む:monograph:2) 古澤拓郎著 京都大学学術出版会

583 ビジネス法文書の基礎知識と実務 花野信子編著 民事法研究会

584 立案担当者による省令解説, 省令新旧対照表, パブリック・コメント, 実務対応Q&A (別冊商事法務:No.461. 令和元年改正会社法:3) 別冊商事法務編集部編 商事法務

585 2020年6月総会会社の事例分析 (別冊商事法務:no. 460. 事業報告記載事項の分析) 三菱UFJ信託銀行法人コンサルティング部編 商事法務

586 招集通知・議案の記載事例 2021年版 (別冊商事法務:459) プロネクサスディスクロージャー相談第1部編 商事法務

587 敵対的株主提案とプロキシーファイト 第3版 松山遙著 商事法務

588 産業組織論 : 理論・戦略・政策を学ぶ 小田切宏之著 有斐閣

589 法学入門 宍戸常寿, 石川博康編著/内海博俊 [ほか] 著 有斐閣

590 やさしい会社法 第14版 丸山秀平著 法学書院

591 「ハーフ」ってなんだろう? : あなたと考えたいイメージと現実 (中学生の質問箱) 下地ローレンス吉孝著 平凡社

592 詳解デジタル金融法務 佐野史明著 金融財政事情研究会/きんざい (発売)

593 企業再生の法務 : 実践的リーガルプロセスのすべて 第3版 井上愛朗, 戸嶋浩二, 山崎良太, 稲生隆浩編著 金融財政事情研究会/きんざい (販売)



594 実力も運のうち : 能力主義は正義か? マイケル・サンデル著/鬼澤忍訳 早川書房

595 なぜ、脱成長なのか : 分断・格差・気候変動を乗り越える ヨルゴス・カリス [ほか] 著/上原裕美子, 保科京子訳 NHK出版

596 スマホ脳 (新潮新書:882) アンデシュ・ハンセン著/久山葉子訳 新潮社

597 正欲 朝井リョウ著 新潮社

598 大学ランキング 2022年版 (AERA MOOK) 朝日新聞出版

599 怨・狂・異の世界 : 日本思想ひとつの潮流 綱澤満昭著 風媒社

600 一般言語学から見た日本語のプロソディー : 鹿児島方言を中心に 窪薗晴夫著 くろしお出版

601 大相撲行司の松翁と四本柱の四色 根間弘海著 専修大学出版局

602 中世教皇史 改訂増補版 G.バラクロウ [著]/藤崎衛訳 八坂書房

603 学術維新 (蓑田胸喜全集:第4巻) [蓑田胸喜著]/植村和秀編 柏書房

604 国家と大学 (蓑田胸喜全集:第5巻) [蓑田胸喜著]/今田絵里香編 柏書房

605 国防哲学 (蓑田胸喜全集:第6巻) [蓑田胸喜著]/福間良明編 柏書房

606 原理日本 (蓑田胸喜全集:第7巻) [蓑田胸喜著]/佐藤卓己編 柏書房

607 私法判例リマークス no.62 (法律時報別冊) 櫻田嘉章 [ほか] 編 日本評論社

608 初期論集 1 (蓑田胸喜全集:第1巻-第2巻) [蓑田胸喜著]/井上義和編 柏書房

609 初期論集 2 (蓑田胸喜全集:第1巻-第2巻) [蓑田胸喜著]/井上義和編 柏書房

610 学術維新原理日本 (蓑田胸喜全集:第3巻) [蓑田胸喜著]/竹内洋編 柏書房

611 図解SDGs入門 村上芽著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

612 科学史事典 日本科学史学会編 丸善出版

613 ビブリオバトル入門 : 本を通して人を知る・人を通して本を知る ビブリオバトル普及委員会編著 情報科学技術協会

614 権力分立論の誕生 : ブリテン帝国の『法の精神』受容 上村剛著 岩波書店

615 司法書士のための会社・事業者破産の実務と理論 : 相談・申立てから破産開始後の論点まで 古橋清二, 中里功著 民事法研究会

616 メイキング : 人類学・考古学・芸術・建築 ティム・インゴルド著/金子遊, 水野友美子, 小林耕二訳 左右社

617 眼差しの世界 : 視覚社会学の展開 北澤裕著 三和書籍

618 Life science : 長生きせざるをえない時代の生命科学講義 吉森保著 日経BP/日経BPマーケティング (発売)

619 東証一部上場会社の役員報酬設計 2020年開示情報版 (別冊商事法務:no. 462) 澁谷展由編著 商事法務

620 株主総会想定問答集 2021年版 (別冊商事法務:458) 河村貢 [ほか] 著 商事法務

621 バーチャル株主総会の実施事例 (別冊商事法務:457) 尾崎安央, 三菱UFJ信託銀行法人コンサルティング部編 商事法務

622 中間試案,要綱,新旧対照表 (別冊商事法務:447. 令和元年改正会社法:1) 別冊商事法務編集部編 商事法務

623 ポスト代表制の政治学 : デモクラシーの危機に抗して 山崎望, 山本圭編 ナカニシヤ出版

624 トーテムポールの世界 : 北アメリカ北西沿岸先住民の彫刻柱と社会 細井忠俊著 彩流社

625 緊縮ノスタルジア オーウェン・ハサリー著/星野真志, 田尻歩訳 堀之内出版

626 働き方改革「技術ユートピアの幻想」 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.33) POSSE/堀之内出版 (発売)

627 絶望の国の不幸な奨学金 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.32) POSSE/堀之内出版 (発売)

628 下流社会の深淵と「政治」 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.30) POSSE/堀之内出版 (発売)

629 自衛隊とブラック企業 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.29) POSSE/堀之内出版 (発売)

630 ブラック研修 : いじめ/体育会系/ヤンキー論/ポエム (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.24) Posse/堀之内出版 (発売)

631 一流の頭脳 アンダース・ハンセン著/御舩由美子訳 サンマーク出版

632 よくわかる政治過程論 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 松田憲忠, 岡田浩編著 ミネルヴァ書房

633 RCT大全 : ランダム化比較試験は世界をどう変えたのか アンドリュー・リー [著]/上原裕美子訳 みすず書房

634 Lifespan : 老いなき世界 デビッド・A・シンクレア, マシュー・D・ラプラント著/梶山あゆみ訳 東洋経済新報社

635 アメリカ憲法 第2版 (アメリカ法ベーシックス:10) 樋口範雄著 弘文堂

636 藤と日本人 有岡利幸著 八坂書房

637 精密計測機器の発達史&日本の測定機 上野滋著 大河出版

638 分子調理の日本食 (Make: Japan books) 石川伸一, 石川繭子, 桑原明著 オライリー・ジャパン/オーム社 (発売)

639 建築家と共創する病院づくり : 対話が生む成長と変化に対応できる医療施設 近藤彰宏, 大守昌利著 日本医療企画

640 くらしに活かす環境学入門 細谷夏実著 三共出版

641 新型格差社会 (朝日新書:811) 山田昌弘著 朝日新聞出版

642 地域公共交通政策論 宿利正史, 長谷知治編 東京大学出版会

643 東京大学のアクティブラーニング : 教室・オンラインでの授業実施と支援 東京大学教養教育高度化機構アクティブラーニング部門編 東京大学出版会

644 外国人看護師 : EPAに基づく受入れは何をもたらしたのか 平野裕子, 米野みちよ編 東京大学出版会

645 文系のためのめっちゃやさしい統計 (東京大学の先生伝授) 倉田博史監修 ニュートンプレス

646 地銀構造不況からの脱出 : 「脱銀行」への道筋 高田創著 きんざい

647 データプライバシーの国際政治 : 越境データをめぐる対立と協調 須田祐子著 勁草書房

648 EUの回復力 吉井昌彦編著 勁草書房

649 共生の作法 : 会話としての正義 増補新装版 井上達夫著 勁草書房

650 シングルマザーの貧困はなぜ解消されないのか : 「働いても貧困」の現実と支援の課題 中囿桐代著 勁草書房

651 フィールドから考える地域環境 : 持続可能な地域社会をめざして 第2版 (人間環境学叢書:2) 小島聡, 西城戸誠, 辻英史編著 ミネルヴァ書房

652 質の高い研究論文の書き方 : 多様な論者の視点から見えてくる,自分の論文のかたち 青島矢一編著/青島矢一 [ほか] 執筆 白桃書房

653 コンピューティング史 : 人間は情報をいかに取り扱ってきたか Martin Campbell-Kelly [ほか] 著/喜多千草, 宇田理訳 共立出版

654 よくわかる!グラフ理論入門 小林みどり著 共立出版

655 RとPythonで学ぶ実践的データサイエンス&機械学習 増補改訂版 有賀友紀, 大橋俊介著 技術評論社

656 Pythonコンピュータシミュレーション入門 : 人文・自然・社会科学の数理モデル 橋本洋志, 牧野浩二共著 オーム社

657 水環境の事典 日本水環境学会編集 朝倉書店

658 考える、書く、伝える : 生きぬくための科学的思考法 (講談社+α新書:840-1C) 仲野徹 [著] 講談社

659 エッセンシャル土壌微生物学 : 作物生産のための基礎 南澤究, 妹尾啓史編著/青山正和, 齋藤明広, 齋藤雅典著 講談社



660 テキストアナリティクスの基礎と実践 (テキストアナリティクス:1) 金明哲著 岩波書店

661 ものが語る教室 : ジュゴンの骨からプラスチックへ 盛口満著 岩波書店

662 心理学超全史 : 年代でたどる心理学のすべて 下 ウェイド・E.ピックレン著/大森佳子, 久米佑天訳 ニュートンプレス

663 心理学超全史 : 年代でたどる心理学のすべて 上 ウェイド・E.ピックレン著/大森佳子, 久米佑天訳 ニュートンプレス

664 心理学大図鑑 : the story アン・ルーニー著/平野久美訳 ニュートンプレス

665 一冊でわかるロシア史 (世界と日本がわかる国ぐにの歴史) 関眞興著 河出書房新社

666 押井守監督が語る映画で学ぶ現代史 押井守, 野田真外著 日経BP/日経BPマーケティング (発売)

667 樹木・木材と年代研究 (国立歴史民俗博物館研究叢書:8) 坂本稔, 横山操編 朝倉書店

668 ふわふわする漱石 : その哲学的基礎とウィリアム・ジェイムズ 岩下弘史著 東京大学出版会

669 モンゴル帝国史研究完篇 : 中央ユーラシア遊牧諸政権の国家構造 志茂碩敏, 志茂智子著 東京大学出版会

670 ビジネス教養としてのアート 造事務所著 KADOKAWA

671 寿町のひとびと 山田清機著 朝日新聞出版

672 ラディカル・オーラル・ヒストリー : オーストラリア先住民アボリジニの歴史実践 (岩波現代文庫:学術380, G380) 保苅実著 岩波書店

673 物語のものがたり 梨木香歩著 岩波書店

674 ものがつなぐ世界史 (MINERVA世界史叢書:5) 桃木至朗責任編集 ミネルヴァ書房

675 ナチス絵画の謎 : 逆襲するアカデミズムと「大ドイツ美術展」 前田良三 [著] みすず書房

676 芸術家と医師たちの世紀末ウィーン : 美術と精神医学の交差 古川真宏 [著] みすず書房

677 ハンナ・アーレント : 「世界への愛」の物語 エリザベス・ヤング=ブルーエル [著]/大島かおり [ほか] 共訳 みすず書房

678 シネアスト宮崎駿 : 奇異なもののポエジー ステファヌ・ルルー[著]/岡村民夫訳 みすず書房

679 木のストロー 西口彩乃著 扶桑社

680 「戦後文学」の現在形 紅野謙介, 内藤千珠子, 成田龍一編 平凡社

681 今川のおんな家長寿桂尼 (中世から近世へ) 黒田基樹著 平凡社

682 古地図で読み解く江戸東京地形の謎 新版 芳賀ひらく著 二見書房

683 群島の文明と大陸の文明 (PHP新書:1238) 小倉紀蔵 [著] PHP研究所

684 ランドリューから毛沢東、ビン・ラーディンまで (「悪」が変えた世界史:下) ヴィクトル・バタジオン編/神田順子 [ほか] 訳 原書房

685 カリグラからイヴァン雷帝、ヴォワザン夫人まで (「悪」が変えた世界史:上) ヴィクトル・バタジオン編/神田順子, 田辺希久子, 松永りえ訳 原書房

686 イギリス近代の中世主義 マイケル・アレクサンダー著/野谷啓二訳 白水社

687 アニメと戦争 藤津亮太著 日本評論社

688 マネジメントの文明史 : ピラミッド建設からGAFAまで 武藤泰明著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

689 エマニュエル・トッドの思考地図 エマニュエル・トッド著/大野舞訳 筑摩書房

690 生還者 (サバイバー) たちの声を聴いて : テレジン、アウシュヴィッツを伝えた30年 野村路子著 第三文明社

691 条件なき平等 : 私たちはみな同類だと想像し、同類になる勇気をもとう レジャーヌ・セナック著/井上たか子訳 勁草書房

692 簿記原理 : 日商簿記3級 第5版 城冬彦著 税務経理協会

693 近代とホロコースト 完全版 (ちくま学芸文庫:[ハ35-4]) ジグムント・バウマン著/森田典正訳 筑摩書房

694 経営学のための統計学・データ分析 (はじめての経営学) 久保克行著 東洋経済新報社

695 監査役監査の基本がわかる本 第4版 EY新日本有限責任監査法人編 同文舘出版

696 法人税における収益認識の研究 岩武一郎著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

697 会計利益の基礎概念 浅見裕子著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

698 経営学の開拓者たち : 神戸大学経営学部の軌跡と挑戦 上林憲雄, 清水泰洋, 平野恭平編著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

699 スタートアップ企業の経営管理を学ぶ 藤浦宏史著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング(発売)

700 アメリカ連邦税法 : 所得概念から法人・パートナーシップ・信託まで 第8版 伊藤公哉著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

701 有職の色彩図鑑 : 由来からまなぶ日本の伝統色 八條忠基著 淡交社

702 イギリス英語音声学 ポール・カーリー, インガ・M.メイス, ビバリー・コリンズ著/三浦弘訳 大修館書店

703 人類堆肥化計画 東千茅著 創元社

704 嫉妬の正体 (祥伝社新書:617) 谷沢永一 [著] 祥伝社

705 「聖なる」医療 : フランスにおける病院のライシテ ジャン・ボベロ, ラファエル・リオジエ著/伊達聖伸, 田中浩喜訳 勁草書房

706 哲学から〈てつがく〉へ! : 対話する子どもたちとともに 森田伸子著 勁草書房

707 「恐怖」のパラドックス : 安心感への執着が恐怖心を生む フランク・ファランダ著/松矢英晶訳 ニュートンプレス

708 機械学習のための関数解析入門 : ヒルベルト空間とカーネル法 瀬戸道生, 伊吹竜也, 畑中健志共著 内田老鶴圃

709 パチンコ (ものと人間の文化史:186) 杉山一夫著 法政大学出版局

710 源氏物語を読む (岩波新書:新赤版 1885) 高木和子著 岩波書店

711 『失われた時を求めて』への招待 (岩波新書:新赤版 1884) 吉川一義著 岩波書店

712 東南アジア史10講 (岩波新書:新赤版 1883) 古田元夫著 岩波書店

713 グリーン・ニューディール : 世界を動かすガバニング・アジェンダ (岩波新書:新赤版 1882) 明日香壽川著 岩波書店

714 少年法入門 (岩波新書:新赤版 1881) 廣瀬健二著 岩波書店

715 熱輻射論講義 (岩波文庫:青(33)-949-1) マックス・プランク著/西尾成子訳 岩波書店

716 ゴヤの手紙 下 (岩波文庫:青(33)-584-2) ゴヤ [著]/大高保二郎, 松原典子編訳 岩波書店

717 華厳経入法界品 : 梵文和訳 上 (岩波文庫:青(33)-345-1) 梶山雄一 [ほか] 訳注 岩波書店

718 パサージュ論 4 (岩波文庫:赤(32)-463-6) ヴァルター・ベンヤミン著/今村仁司 [ほか] 訳 岩波書店

719 楚辞 (岩波文庫:赤(32)-001-1) 小南一郎訳注 岩波書店

720 産学連携でつくる多文化共生 : カシオとムサビがデザインする日本語教育 三代純平, 米徳信一編 くろしお出版

721 デザインはどのように世界をつくるのか スコット・バークン著/千葉敏生訳 フィルムアート社

722 1932年の大日本帝国 : あるフランス人記者の記録 アンドレ・ヴィオリス著/大橋尚泰訳 草思社

723 本心は顔より声に出る : 感情表出と日本人 重野純著 新曜社

724 「戦時昭和」の作家たち : 芥川賞と十五年戦争 永吉雅夫著 青弓社

725 「超」絵画ワークショップ : アートを生み出す基本思考 笹井祐子, 藤原成一著 青弓社



726 令和の胎動 : 天皇代替わり報道の記録 共同通信取材班編著 共同通信社

727 魂にふれる : 大震災と、生きている死者 増補新版 若松英輔著 亜紀書房

728 鏡の中のアメリカ : 分断社会に映る日本の自画像 先崎彰容著 亜紀書房

729 ポスト・コロナの文明論 : 感染症の歴史と近未来の社会 浜本隆志著 明石書店

730 夢語り・夢解きの中世 (読みなおす日本史) 酒井紀美著 吉川弘文館

731 ブロックチェーンをビジネスで活用する : 新規事業の創出とガバナンス・関連制度 PwCあらた有限責任監査法人編 中央経済社/中央経済グループパブリッシング(発売)

732 東アジア・北米諸国の地域経済 : 中枢管理機能・工業の立地と政策 藤本典嗣, 朴美善著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

733 地域経営のための「新」ファイナンス : 「ふるさと納税」と「クラウドファンディング」のインパクト 保田隆明著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

734 財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法 第14版 (有斐閣アルマ:Basic) 桜井久勝, 須田一幸著 有斐閣

735 現代商法入門 第11版 (有斐閣アルマ:Basic) 近藤光男編 有斐閣

736 行政救済法 第7版 (行政法概説:2) 宇賀克也著 有斐閣

737 プライバシー権の再構成 : 自己情報コントロール権から適正な自己情報の取扱いを受ける権利へ 音無知展著 有斐閣

738 地方自治法概説 第9版 宇賀克也著 有斐閣

739 よくわかる税法入門 第15版 (有斐閣選書:[206]) 三木義一編著 有斐閣

740 インターネットとヘイトスピーチ : 法と言語の視点から 中川慎二, 河村克俊, 金尚均編著 明石書店

741 社会倫理学講義 (有斐閣アルマ:Basic) 稲葉振一郎著 有斐閣

742 地中海世界の中世史 小林功, 馬場多聞編著 ミネルヴァ書房

743 はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ 第18版 (有斐閣アルマ:Basic) 椋野美智子, 田中耕太郎著 有斐閣

744 国際法 第4版 (有斐閣アルマ:Specialized) 中谷和弘 [ほか] 著 有斐閣

745 国際経営 第5版 (有斐閣アルマ:Specialized) 吉原英樹著 有斐閣

746 ベーシック流通と商業 : 現実から学ぶ理論と仕組み 第3版 (有斐閣アルマ:Basic) 原田英生, 向山雅夫, 渡辺達朗著 有斐閣

747 新・消費社会論 間々田孝夫 [ほか] 著 有斐閣

748 ゲーム理論 第3版 岡田章著 有斐閣

749 民法visual materials 第3版 池田真朗編著/石田剛 [ほか] 著 有斐閣

750 条文の読み方 第2版 法制執務・法令用語研究会著 有斐閣

751 国際関係私法入門 : 国際私法・国際民事手続法・国際取引法 第4版補訂 松岡博編 有斐閣

752 国際条約集 2021 岩沢雄司, 植木俊哉, 中谷和弘編集代表 有斐閣

753 政治コミュニケーション概論 石澤靖治編著 ミネルヴァ書房

754 よくわかる政治思想 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 野口雅弘, 山本圭, 高山裕二編著 ミネルヴァ書房

755 入門・社会調査法 : 2ステップで基礎から学ぶ 第4版 轟亮, 杉野勇, 平沢和司編 法律文化社

756 リベラル・ナショナリズムの理論 川瀬貴之著 法律文化社

757 原典資料の解読によるフリードリヒ・フレーベルの研究 : 国際化の視点からみるフレーベルの思想・制度・実践に関する考察 小笠原道雄著 福村出版

758 地域と協働する学校 : 中学校の実践から読み解く思春期の子どもと地域の大人のかかわり 時岡晴美 [ほか] 編著/赤木和重 [ほか著] 福村出版

759 ロジスティクス概論 : 基礎から学ぶシステムと経営 増補改訂版 (Hakuto logistics) 苦瀬博仁編著/岩尾詠一郎 [ほか執筆] 白桃書房

760 食の文明論 : ホモ・サピエンス史から探る (フォーラム人間の食:第1巻) 池谷和信編 農山漁村文化協会

761 我妻・有泉コンメンタール民法 : 総則・物権・債権 第7版 我妻榮 [ほか] 著 日本評論社

762 金融危機の行動経済学 : 投資家心理と金融の脆弱性 ニコラ・ジェンナイオーリ, アンドレイ・シュライファー著/貫井佳子訳 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

763 財務会計論 : スタンダードテキスト 第14版 2 佐藤信彦 [ほか] 編著/秋葉賢一 [ほか執筆] 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

764 財務会計論 : スタンダードテキスト 第14版 1 佐藤信彦 [ほか] 編著/秋葉賢一 [ほか執筆] 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

765 コロナショックの経済学 宮川努編著/増原宏明 [ほか] 著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング(発売)

766 1からのブランド経営 石井淳蔵, 廣田章光編著 碩学舎/中央経済グループパブリッシング(発売)

767 追い出し部屋と世代間対立 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.22) Posse/堀之内出版 (発売)

768 「蟹工船」ブームの先へ (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol. 2) Posse/堀之内出版 (発売)

769 「派遣切り」されたのは誰か (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol. 3) POSSE/堀之内出版 (発売)

770 どう変わる? ニッポンのセーフティネット (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol. 5) Posse/堀之内出版 (発売)

771 ちゃんとやれ!民主党 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol. 6) Posse/堀之内出版 (発売)

772 全国調査による言語行動の方言学 小林隆編/小林隆 [ほか執筆] ひつじ書房

773 テクスト語彙論 : テクストの中でみることばのふるまいの実際 (ひつじ研究叢書:言語編:第175巻) 高﨑みどり著 ひつじ書房

774 民俗学の思考法 : 「いま・ここ」の日常と文化を捉える 岩本通弥 [ほか] 編 慶應義塾大学出版会

775 「趣味に生きる」の文化論 : シリアスレジャーから考える 宮入恭平, 杉山昂平編 ナカニシヤ出版

776 データサイエンス指向の統計学 第2版 大内俊二著 学術図書出版社

777 2020年東京オリンピックの変質 : コロナ禍で露呈した誤謬 中村祐司著 成文堂

778 公正な法をめぐる問い 菅原寧格, 郭舜編 信山社出版

779 核不拡散条約50年と核軍縮の進展 (学術選書:014. 国際法) 黒澤満著 信山社

780 危機の時代と国会 : 前例主義の呪縛を問う (信山社新書:8108) 白井誠著 信山社

781 データ分析のための統計学入門 David M. Diez, Mine Çetinkaya-Rundel, Christopher D. Barr著/国友直人, 小暮厚之, 吉田靖訳 日本統計協会

782 テキスト金融論 第2版 堀江康煕, 有岡律子, 森祐司著 新世社/サイエンス社 (発売)

783 連続性への希求 : 族譜を通じてみた「家族」の歴史人類学 (東北アジア研究専書) 瀬川昌久著 風響社

784 地域経営論 矢口芳生著 農林統計出版

785 政治学史の展開 : 立憲主義の源流と市民社会論の萌芽 下條慎一著 武蔵野大学出版会

786 ダメな雇用創出が震災復興を妨げる? (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.13) Posse/堀之内出版 (発売)

787 生活保護はこう変えろ! (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.17) POSSE/堀之内出版 (発売)

788 ブラック企業対策会議 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.18) POSSE/堀之内出版 (発売)

789 ブラック企業の共犯者たち (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.19) POSSE/堀之内出版 (発売)

790 "自立"を促す社会のゆくえ (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.21) POSSE/堀之内出版 (発売)

791 市民がつくる社会文化 : ドイツの理念・運動・政策 (文化とまちづくり叢書) 大関雅弘, 藤野一夫, 吉田正岳編著 水曜社



792 ダム建設と地域住民補償 : 文献にみる水没者との交渉誌 (文化とまちづくり叢書) 古賀邦雄著 水曜社

793 わたしの居場所、このまちの。 : 制度の外側と内側からみる第三の場所 (文化とまちづくり叢書) 田中康裕著 水曜社

794 萬葉風土歌枕考説 (研究叢書:537) 廣岡義隆著 和泉書院

795 教員労働問題と教育崩壊 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.40) POSSE/堀之内出版 (発売)

796 #MeTooはセクハラ社会を変えられるか? (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.39) POSSE/堀之内出版(発売)

797 日本語の乱れか変化か : これまでの日本語、これからの日本語 金澤裕之, 川端元子, 森篤嗣編 ひつじ書房

798 日本語文法史の視界 : 継承と発展をめざして (ひつじ研究叢書:言語編:第162巻) 高山善行著 ひつじ書房

799 即興ダンスセラピーの哲学 : 身体運動・他者・カップリング 鈴木信一著 晃洋書房

800 ジェイムズ『多元的宇宙』のプラグマティズム : 経験の彼方を問う経験論 猪口純著 晃洋書房

801 ブリテン帝国史のいま : グローバル・ヒストリーからポストコロニアルまで 平田雅博著 晃洋書房

802 オリンピックという名の虚構 : 政治・教育・ジェンダーの視点から ヘレン・ジェファーソン・レンスキー著 晃洋書房

803 リンリのロンリ : カントと功利主義にいたる六十三の哲学講義 金子裕介著 晃洋書房

804 アニメーションの前向き行動力 : 主人公たちの心理分析 横田正夫著 金子書房

805 「暮し」のファシズム : 戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた (筑摩選書:0208) 大塚英志著 筑摩書房

806 「作者」とは何か : 継承・占有・共同性 ハルオ・シラネ [ほか] 編 岩波書店

807 「がんになって良かった」と言いたい 山口雄也, 木内岳志著 徳間書店

808 日露戦争、資金調達の戦い : 高橋是清と欧米バンカーたち (新潮選書) 板谷敏彦著 新潮社

809 判例に学ぶ決済サービスの法務と実務 吉元利行著 金融財政事情研究会/きんざい (発売) (発売)

810 勉強の価値 (幻冬舎新書:607, も-7-6) 森博嗣著 幻冬舎

811 エルサレム〈以前〉のアイヒマン : 大量殺戮者の平穏な生活 ベッティーナ・シュタングネト著/香月恵里訳 みすず書房

812 大宅壮一文庫所蔵総目録 : 創立50周年記念 大宅壮一文庫編 皓星社

813 与謝野寛晶子書簡集成 第1巻 [与謝野寛, 与謝野晶子著]/逸見久美編 八木書店

814 与謝野寛晶子書簡集成 第2巻 [与謝野寛, 与謝野晶子著]/逸見久美編 八木書店

815 与謝野寛晶子書簡集成 第3巻 [与謝野寛, 与謝野晶子著]/逸見久美編 八木書店

816 与謝野寛晶子書簡集成 第4巻 [与謝野寛, 与謝野晶子著]/逸見久美編 八木書店

817 プラスチックごみ問題入門 : 安心して暮らせる未来のために (プロブレムQ&A) 栗岡理子著 緑風出版

818 海がやってくる : 気候変動によってアメリカ沿岸部では何が起きているのか エリザベス・ラッシュ著/佐々木夏子訳 河出書房新社

819 環境問題と社会運動 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.38) POSSE/堀之内出版(発売)

820 これまでの10年、これからの10年 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.37) POSSE/堀之内出版 (発売)

821 ソーシャル・ハラスメント (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.36) POSSE/堀之内出版 (発売)

822 働き方改革 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.35) POSSE/堀之内出版 (発売)

823 コロナ時代を生き抜く (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.45) POSSE/堀之内出版 (発売)

824 広がる非正規、崩壊する現場 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.44) POSSE/堀之内出版 (発売)

825 拡大する中高年の貧困問題 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.43) POSSE/堀之内出版 (発売)

826 ストライキが変える私たちの働き方 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.42) POSSE/堀之内出版 (発売)

827 移民が開く新しい時代 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.41) POSSE/堀之内出版 (発売)

828 ポスト電通事件の過労死対策 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.34) POSSE/堀之内出版 (発売)

829 各政党に問う、同一労働同一賃金 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.31) POSSE/堀之内出版 (発売)

830 ブラック企業VS次世代労働組合 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.28) POSSE/堀之内出版 (発売)

831 塾とブラックバイト (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.27) POSSE/堀之内出版 (発売)

832 ブラック企業はなぜ野放しなのか (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.25) Posse/堀之内出版 (発売)

833 そして誰もいなくなった?少子化×マタハラ (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:vol.23) POSSE/堀之内出版 (発売)

834 ビジネスエコノミクス : ミクロ経済学・経営科学の応用 (日本経営数学会叢書) 臼井功著 専修大学出版局

835 戦後日本経済と政策金融 : 日本政策投資銀行を事例にして 原田輝彦著 関西大学出版部

836 株式会社法の基礎理論 : その体系的性質と任務 新山雄三著 東北大学出版会

837 有権者と政治 (研究叢書:40) 宮野勝編著 中央大学出版部

838 男女平等原則の普遍性 : 日仏比較を通して (日本比較法研究所研究叢書:124) 植野妙実子著 中央大学出版部

839 山・鉾・屋台の祭り研究事典 福原敏男 [ほか] 編 思文閣出版

840 社会的事実としての貨幣 : その統一理論と多様な現実ネオ・レギュラシオン・アプローチ ブリューノ・テレ著/中原隆幸, 北川亘太, 須田文明訳 晃洋書房

841 社会的ジレンマ : 合理的選択理論による問題解決の試み (叢書・現代社会学:8) 海野道郎著 ミネルヴァ書房

842 大型店の立地再編と地域商業 : 出店規制の推移を軸に 安倉良二著 海青社

843 アーダルベルト・シュティフターにおける学びと教育形態 磯崎康太郎著 松籟社

844 派遣労働問題の新段階 (Posse : 新たなヴィジョンを拓く労働問題総合誌:創刊号) POSSE/堀之内出版 (発売)

845 継承される地域文化 : 災害復興から社会創発へ 日高真吾編 臨川書店

846 チベットの歴史と社会 上 : 歴史篇・宗教篇 岩尾 一史, 池田巧編 臨川書店

847 マッキンゼーが読み解く食と農の未来 アンドレ・アンドニアン, 川西剛史, 山田唯人著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

848 社会経済史学事典 社会経済史学会編 丸善出版

849 内部統制監査の論理と課題 井上善弘著 創成社

850 恋の技術/恋の病の治療/女の化粧法 (西洋古典叢書) オウィディウス [著]/木村健治訳 京都大学学術出版会

851 森戸辰男 (人物叢書:[通巻310]) 小池聖一著/日本歴史学会編集 吉川弘文館

852 被爆者からあなたに : いま伝えたいこと (岩波ブックレット:No. 1048) 日本原水爆被害者団体協議会編 岩波書店

853 統計力学入門 (物理学講義) 松下貢著 裳華房

854 会社法 第5版 (Legal quest) 伊藤靖史 [ほか] 著 有斐閣

855 債権各論 第4版 (有斐閣Sシリーズ:36. 民法:4) 藤岡康宏 [ほか] 著 有斐閣

856 多文化社会学解体新書 : 21世紀の人文・社会科学入門 (長崎大学多文化社会学叢書:2) アブドゥルラッハマン・ギュルベヤズ, 葉柳和則, 森元斎編集/アブドゥルラッハマン・ギュルベヤズ [ほか執筆] 松本工房

857 基本国際法 第3版 杉原高嶺著 有斐閣



858 Essentialタンパク質科学 Mike Williamson著/津本浩平, 植田正, 前仲勝実監訳 南江堂

859 原典訳原始仏典 下 (ちくま学芸文庫:[ナ20-2], [ナ20-3]) 中村元編 筑摩書房

860 原典訳原始仏典 上 (ちくま学芸文庫:[ナ20-2], [ナ20-3]) 中村元編 筑摩書房

861 記憶力の正体 : 人はなぜ忘れるのか? (ちくま新書:1077) 高橋雅延著 筑摩書房

862 地球に住めなくなる日 : 「気候崩壊」の避けられない真実 デイビッド・ウォレス・ウェルズ著/藤井留美訳 NHK出版

863 会社法 第3版 田中亘著 東京大学出版会

864 国際法 岩沢雄司著 東京大学出版会

865 変えてみよう!記憶とのつきあいかた 高橋雅延著 岩波書店

866 ヨーロッパ中世の社会史 (講談社学術文庫:[2673]) 増田四郎 [著] 講談社

867 言霊の民俗誌 (講談社学術文庫:[2676]) 野本寛一 [著] 講談社

868 世界の神話入門 (講談社学術文庫:[2674]) 呉茂一 [著] 講談社

869 阿蘭陀通詞 (講談社学術文庫:[2675]) 片桐一男 [著] 講談社

870 国家と神話 上 (岩波文庫:青(33)-673-6) カッシーラー著/熊野純彦訳 岩波書店

871 丹下健三建築論集 (岩波文庫:青(33)-585-1) 豊川斎赫編 岩波書店

872 風車小屋だより 改版 (岩波文庫:赤(32)-542-1) ドーデー作/桜田佐訳 岩波書店

873 野菜の花写真館 植松國雄著 敬文舎

874 理系研究者がハッピーな研究生活を送るには : 科学とは?研究室とは?そしてラボメンタルコーチングの必要性 小林牧人, 藤沼良典著 恒星社厚生閣

875 悪魔の証明 : なかったことを「なかった」と説明できるか (ちくま新書:1574) 谷岡一郎著 筑摩書房

876 現代花菖蒲図鑑 : 古花から最新花まで 清水弘, 椎野昌宏著 淡交社

877 なぜ戦争体験を継承するのか : ポスト体験時代の歴史実践 蘭信三, 小倉康嗣, 今野日出晴編 みずき書林

878 うらやましい孤独死 : 自分はどう死ぬ?家族をどう看取る? 森田洋之著 三五館シンシャ/フォレスト出版(発売)

879 ウィーン会議から1945年までのヨーロッパと世界 (世界の教科書シリーズ:43. ドイツ・フランス共通歴史教科書:近現代史) ミヒャエラ・ブラウン [ほか著]/加納教孝 [ほか] 訳 明石書店

880 裁判官が説く民事裁判実務の重要論点 名誉毀損・プライバシー侵害編 加藤新太郎, 松本明敏編集 第一法規

881 名誉毀損の法律実務 第3版 佃克彦著 弘文堂

882 女の子は本当にピンクが好きなのか (河出文庫:[ほ14-1]) 堀越英美著 河出書房新社

883 横浜近代文学事典 鈴木俊裕編著 鼎書房

884 悪魔学大全 新版 ロッセル・ホープ・ロビンズ著/松田和也訳 青土社

885 世界の人権問題史事典 : トピックス1776-2020 日外アソシエーツ編集 日外アソシエーツ

886 英文法 (英語学コース:第2巻) 松浪有編 大修館書店

887 ビジネス法務の基礎 (First stageシリーズ:商業・経済) 森島昭夫 [ほか] 著作 実教出版

888 和歌史 : なぜ千年を越えて続いたか (角川選書:641) 渡部泰明著 KADOKAWA

889 いまモリッシーを聴くということ (Ele-king books) ブレイディみかこ著 Pヴァイン/日販アイ・ピー・エス (発売)

890 博論日記 ティファンヌ・リヴィエール作/中條千晴訳 花伝社/共栄書房 (発売)

891 ネパール女性の社会参加と識字教育 : 生活世界に基づいた学びの実践 長岡智寿子著 明石書店

892 アイヌ語 (ニューエクスプレスプラス) 中川裕著 白水社

893 ボードリヤールとモノへの情熱 : 現代思想の写真論 アンヌ・ソヴァージョ著/ジャン・ボードリヤール写真/塚原史訳 人文書院

894 中国農漁村の歴史を歩く (学術選書:095) 太田出著 京都大学学術出版会

895 人間の生のありえなさ : 「私」という偶然をめぐる哲学 脇坂真弥著 青土社

896 日本現代美術とマルセル・デュシャン 平芳幸浩著 思文閣出版

897 21世紀型能力と日本語教育 : 批判的日本語教師研修モデルの提案 (早稲田大学エウプラクシス叢書:028) 松本剛次著 早稲田大学出版部

898 日本神道史 増補新版 岡田莊司, 小林宣彦編 吉川弘文館

899 小説と映画の世紀 菅野昭正著 未來社

900 フリードリヒ・ヴィルヘルム三世とルイーゼからニコライ二世とアレクサンドラまで (ロイヤルカップルが変えた世界史:下) ジャン=フランソワ・ソルノン著/神田順子 [ほか] 訳 原書房

901 ユスティニアヌスとテオドラからルイ一六世とマリー・アントワネットまで (ロイヤルカップルが変えた世界史:上) ジャン=フランソワ・ソルノン著/神田順子, 松尾真奈美, 田辺希久子訳 原書房

902 吉田初三郎鳥瞰図集 : よみがえる100年前の日本 : 大正の広重が描いた全国名所図絵 吉田初三郎 [画] 昭文社

903 対話の技法 納富信留著 笠間書院

904 バッハ (作曲家・人と作品シリーズ) 久保田慶一著 音楽之友社

905 夢と虹の存在論 : 身体・時間・現実を生きる (講談社選書メチエ:747) 松田毅著 講談社

906 「主体」の誕生 (「世界史」の哲学:近代篇:1) 大澤真幸著 講談社

907 関係人口の社会学 : 人口減少時代の地域再生 田中輝美著 大阪大学出版会

908 家事調停協議論 (学術選書:214. 家族法) 稲田龍樹著 信山社

909 新契約各論 2 (法律学の森) 潮見佳男著 信山社出版

910 メディアとメッセージ : 社会のなかのコミュニケーション (「シリーズ」メディアの未来:13) 小西卓三, 松本健太郎編 ナカニシヤ出版

911 子どもの「問い」が立ちあがる 上越教育大学附属小学校編著 学事出版

912 ファイナンス入門 (学問へのファーストステップ:3) 代田純, 小西宏美, 深見泰孝編著 ミネルヴァ書房

913 北欧学派のマーケティング研究 : 市場を超えたサービス関係によるアプローチ 村松潤一, 大藪亮編著 白桃書房

914 権威主義の誘惑 : 民主政治の黄昏 アン・アプルボーム著/三浦元博訳 白水社

915 病医院の相続・M&A・解散の税務Q&A 改訂改題 山田&パートナーズ編/加藤友彦 [ほか] 執筆 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売) (発売)

916 ナラティブカンパニー : 企業を変革する「物語」の力 本田哲也著/Honda Tetsuya 東洋経済新報社

917 超加速経済アフリカ : LEAPFROGで変わる未来のビジネス地図 椿進著 東洋経済新報社

918 会計学を学ぶ : 経済常識としての会計学入門 第2版 (わしづかみシリーズ) 田中弘, 向伊知郎, 田口聡志著 税務経理協会

919 財務報告の再検討 : 基準・規範・制度 シャム・サンダー著/工藤栄一郎, 大石桂一, 潮﨑智美訳 税務経理協会

920 相続したボロ物件どうする? : 賃貸アパート経営の道しるべ 渡邊浩滋著 税務経理協会

921 税務上の時価とM&Aの時価の基礎 : 非上場株式の評価に係る 野口健一著 税務経理協会

922 人格権法の発展 斉藤博著 弘文堂

923 神話なきマルクス : その生涯と著作に関する編年史研究 マクシミリアン・リュベル, マーガレット・マネイル著/角田史幸訳 現代思潮新社



924 議会制民主主義の揺らぎ 岩崎正洋編著 勁草書房

925 日本疫病図説 : 絵に込められた病魔退散の祈り 畑中章宏著 笠間書院

926 隈研吾建築図鑑 宮沢洋画・文 日経BP/日経BPマーケティング (発売)

927 フクシマ土壌汚染の10年 : 放射性セシウムはどこへ行ったのか (NHKブックス:1268) 中西友子著 NHK出版

928 教養としてのデータサイエンス (データサイエンス入門) 北川源四郎, 竹村彰通編/内田誠一 [ほか] 著 講談社

929 国際社会の意義と限界 : 理論・思想・歴史 大賀哲, 杉田米行編 国際書院

930 24フレームの映画学 : 映像表現を解体する 北村匡平著 晃洋書房

931 戦後教育学と戦争体験 : 戦後教育思想史研究のために 佐藤広美著 大月書店

932 国策会社の経営史 : 台湾拓殖から見る日本の植民地経営 湊照宏, 齊藤直, 谷ケ城秀吉著 岩波書店

933 労働・自由・尊厳 : 人間のための労働法を求めて 相澤美智子著 岩波書店

934 起源でたどる日常英語表現事典 亀田尚己, 中道キャサリン著 丸善出版

935 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/関谷冬華訳 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)

936 新型コロナワクチン : 遺伝子ワクチンによるパンデミックの克服 杉本正信著 東京化学同人

937 マーダー生物学 Sylvia S. Mader, Michael Windelspecht著 東京化学同人

938 先生、頭突き中のヤギが尻尾で笑っています! (「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学) 小林朋道著 築地書館

939 研究者・研究職・大学院生のための対話トレーニング : きく、伝える、分かち合う 加納圭 [ほか] 編 ナカニシヤ出版

940 ビッグデータ時代の統計学入門 : データサイエンスを支える統計の基本 藤江昌嗣著 学文社

941 ハダカの東京都庁 澤章著 文藝春秋

942 「人種」「民族」をどう教えるか : 創られた概念の解体をめざして 中山京子 [ほか] 編著 明石書店

943 フランス絶対主義 : 歴史と史学史 ファニー・コザンデ, ロベール・デシモン [著]/フランス絶対主義研究会訳 岩波書店

944 宗教社会学 : 神、それは社会である 奥井智之著 東京大学出版会

945 日本美術の歴史 補訂版 辻惟雄著 東京大学出版会

946 伝わるデザインの基本 : よい資料を作るためのレイアウトのルール 増補改訂3版 高橋佑磨, 片山なつ著 技術評論社

947 シルクロード全史 : 文明と欲望の十字路 上 ピーター・フランコパン著/須川綾子訳 河出書房新社

948 シルクロード全史 : 文明と欲望の十字路 下 ピーター・フランコパン著/須川綾子訳 河出書房新社

949 テンプル騎士団全史 ダン・ジョーンズ著/ダコスタ吉村花子訳 河出書房新社

950 動物意識の誕生 : 生体システム理論と学習理論から解き明かす心の進化 上 シモーナ・ギンズバーグ, エヴァ・ヤブロンカ著/鈴木大地訳 勁草書房

951 動物意識の誕生 : 生体システム理論と学習理論から解き明かす心の進化 下 シモーナ・ギンズバーグ, エヴァ・ヤブロンカ著/鈴木大地訳 勁草書房

952 「役に立たない」研究の未来 初田哲男, 大隅良典, 隠岐さや香著/柴藤亮介ナビゲーター 柏書房

953 イラストレイテッド生理学 (リッピンコットシリーズ) Robin R.Preston, Thad E.Wilson [著]/安西尚彦 [ほか訳] 丸善出版

954 納豆の食文化誌 横山智著 農山漁村文化協会

955 場の理論から宇宙まで 増補新版 (物理なぜなぜ事典:2) 江沢洋, 東京物理サークル編著 日本評論社

956 香料化学 : におい分子が作るかおりの世界 長谷川登志夫著 コロナ社

957 細胞タウン大冒険 (ずかんプラス) 清水洋美文/石川日向絵 技術評論社

958 やさしくわかるPythonの教室 リブロワークス著 技術評論社

959 ネオウイルス学 (集英社新書:1059G) 河岡義裕編 集英社

960 統計力学入門 : 愚問からのアプローチ 新装版 高橋康著 講談社

961 文化事業の評価ハンドブック : 新たな価値を社会にひらく (文化とまちづくり叢書. Sal books:3) 文化庁×九州大学共同研究チーム編 水曜社

962 美術でめぐる西洋史年表 池上英洋, 青野尚子著 新星出版社

963 リベラル国家と宗教 : 世俗主義と翻訳について タラル・アサド著/茢田真司訳 人文書院

964 ヨーロッパ思想史 : 理性と信仰のダイナミズム (筑摩選書:0211) 金子晴勇著 筑摩書房

965 日本回帰と文化人 : 昭和戦前期の理想と悲劇 (筑摩選書:0210) 長山靖生著 筑摩書房

966 ボリショイ秘史 : 帝政期から現代までのロシア・バレエ サイモン・モリソン著/加藤裕理, 斎藤慶子訳 白水社

967 Women : 世界を変えた偉大な女性たち キアラ・パスクアレッティ・ジョンソン著/貝塚泉, 中尾眞樹, 渡邊真里訳 ポプラ社

968 記憶と慣行の西洋古代史 : エジプトからローマまで (同志社大学人文科学研究所研究叢書:59) 中井義明, 堀井優編著 ミネルヴァ書房

969 大学生のための情報リテラシー : 活用力が身につく12章 上出浩, 破田野智己, 角田あさな著 ミネルヴァ書房

970 世界のなかの日本宗教 (日本宗教史:2. History of Japanese religions) 上島享, 吉田一彦編 吉川弘文館

971 日本宗教の信仰世界 (日本宗教史:5. History of Japanese religions) 伊藤聡, 佐藤文子編 吉川弘文館

972 昭和戦時期の娯楽と検閲 金子龍司著 吉川弘文館

973 図書館評価の有効性 : 評価影響の理論を用いた実証研究 田辺智子著 明石書店

974 「日本語教師」という仕事 : 多文化と対話する「ことば」を育む 倉八順子著 明石書店

975 言葉はいかに人を欺くか : 嘘、ミスリード、犬笛を読み解く ジェニファー・M・ソール著/小野純一訳 慶應義塾大学出版会

976 論文の考え方・書き方 : はじめての論文作成術 宅間紘一著 新泉社

977 外国会社・雑則 1 (会社法コンメンタール:19) 岩原紳作編 商事法務

978 会社法詳解 第3版 柴田和史著 商事法務

979 実務逐条解説令和元年会社法改正 TMI総合法律事務所コーポレートプラクティスグループ編著 商事法務

980 定期借地権マンションの法的課題と対応 : 適正な管理と円滑な終焉への展望 (学術選書:210. 借地借家法) 齊藤広子著 信山社

981 「書く」ことによる学生の自己形成 : 文章表現「パーソナル・ライティング」の実践を通して 谷美奈著 東信堂

982 市民がつくる、わがまちの誇り : シビック・プライド政策の理論と実際 (文化とまちづくり叢書) 松下啓一著 水曜社

983 ある無名兵士の変遷 : ゲリラ兵、軍人、修道士、そして人類学者へ (インディアス群書:15) ルルヒオ・ガビラン著/黒宮亜紀訳 現代企画室

984 大岡信 : 架橋する詩人 (岩波新書:新赤版 1889) 大井浩一著 岩波書店

985 ネルソン・マンデラ : 分断を超える現実主義者 (リアリスト) (岩波新書:新赤版 1888) 堀内隆行著 岩波書店

986 異文化コミュニケーション学 (岩波新書:新赤版 1887) 鳥飼玖美子著 岩波書店

987 日韓関係史 (岩波新書:新赤版 1886) 木宮正史著 岩波書店

988 断絶からの歴史 : ベンヤミンの歴史哲学 柿木伸之著 月曜社

989 言論と経営 : 戦後フランス社会における「知識人の雑誌」 (南山大学学術叢書) 中村督著 名古屋大学出版会



990 沖縄の植民地的近代 : 台湾へ渡った人びとの帝国主義的キャリア (神戸学院大学現代社会研究叢書:5) 松田ヒロ子著 世界思想社

991 はじめての造形心理学 : 心理学、アートを訪ねる 荒川歩編 新曜社

992 新型コロナウイルスに対する学校の感染対策 武藤義和著 丸善出版

993 中堅・中小組織の内部監査 改訂版 近江正幸, 中里拓哉著 白桃書房

994 プロセスマイニング活用入門 : DXに必須 : ファクトベースの業務改善を実現する 松尾順著 白桃書房

995 新・全訳須恵村 : 日本の村 ジョン・F・エンブリー著/田中一彦訳 農山漁村文化協会

996 民法(家族法) (新・コンメンタール) 松岡久和, 中田邦博編 日本評論社

997 新ケースでわかる民事訴訟法 小林秀之著 日本評論社

998 自由法曹団物語 : 人間の尊厳をかけてたたかう30話 自由法曹団編 日本評論社

999 商業登記実務から見た合同会社の運営と理論 第2版 立花宏著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

1000 SPSSによる分散分析・混合モデル・多重比較の手順 石村光資郎著 東京図書

1001 実践行動変容のためのヘルスコミュニケーション : 人を動かす10原則 奥原剛著 大修館書店

1002 調和の処方箋 : 介護・人間関係の問題を解決するコミュニケーション ショウ・アオヤギ著/[田中美恵子] [ほか] [訳] みらいパブリッシング/星雲社 (発売)

1003 中小企業診断士のリアル : タイプ別 : 活動実態/メリット・デメリット/活動のポイント 日沖健著 税務経理協会

1004 AI時代に複式簿記は終焉するか 岩崎勇編著 税務経理協会

1005 最初に読み解く合併・分割の税制 : 考え方を知って実務対応力を上げる 平井伸央著 税務経理協会

1006 刑事訴訟法判例ノート 第3版 前田雅英, 星周一郎著 弘文堂

1007 脱炭素社会に向けた都市交通政策の展開 (日本交通政策研究会研究双書:34) 秋山孝正編著 勁草書房

1008 オッカムのかみそり : 最節約性と統計学の哲学 エリオット・ソーバー著/森元良太訳 勁草書房

1009 やってみようテキストマイニング : 自由回答アンケートの分析に挑戦! 増訂版 牛澤賢二著 朝倉書店

1010 学校選択制の政策評価 : 教育における選択と競争の魅惑 (日本女子大学叢書:23) 山下絢著 勁草書房

1011 新世紀のコミュニズムへ : 資本主義の内からの脱出 (NHK出版新書:652) 大澤真幸著 NHK出版

1012 中東欧の政治 仙石学著 東京大学出版会

1013 軍隊と地域 : 郷土部隊と民衆意識のゆくえ 増補 (岩波現代文庫:学術:436) 荒川章二著 岩波書店

1014 経営学入門 武石彰著 岩波書店

1015 ジェンダー分析で学ぶ女性史入門 総合女性史学会編 岩波書店

1016 アートマネジメントと社会包摂 : アートの現場を社会にひらく (文化とまちづくり叢書. Sal books:2) 九州大学ソーシャルアートラボ編/村谷つかさ, 長津結一郎企画・構成 水曜社

1017 会社法を読み解く : 実務と裁判例を踏まえて 中村直人, 後藤晃輔, 北村勇人著 商事法務

1018 日本の外国人労働者受け入れ政策 : 人材育成指向型 (香川大学経済研究叢書:34) 佐藤忍著 ナカニシヤ出版

1019 終わりなき暴力とエスニック紛争 : インド北東部の国内避難民 木村真希子著 慶應義塾大学出版会

1020 日本の居住保障 : 定量分析と国際比較から考える (国立社会保障・人口問題研究所研究叢書) 国立社会保障・人口問題研究所編 慶應義塾大学出版会

1021 発達障害支援につなげる包括的アセスメント 萩原拓著 金子書房

1022 東南アジアと「LGBT」の政治 : 性的少数者をめぐって何が争われているのか 日下渉 [ほか] 編著 明石書店

1023 行政組織法 第5版 (行政法:3) 塩野宏著 有斐閣

1024 大学生として学ぶ自分らしさとキャリアデザイン (有斐閣ブックス:[700]) 高丸理香,  宇賀田栄次, 原田いづみ編 有斐閣

1025 民事執行・民事保全法 第2版 (Legal quest) 中西正 [ほか] 著 有斐閣

1026 労働経済学をつかむ (Textbooks tsukamu) 大森義明, 永瀬伸子著 有斐閣

1027 マイノリティ問題から考える社会学・入門 : 差別をこえるために 西原和久, 杉本学編 有斐閣

1028 「シカゴ学派」の社会学 : 都市研究と社会理論 松本康著 有斐閣

1029 日本の企業間取引 : 市場性と組織性の歴史構造 (法政大学イノベーション・マネジメント研究センター叢書:20) 金容度著 有斐閣

1030 考える力を高めるキャリアデザイン入門 : なぜ大学で学ぶのか 藤村博之編 有斐閣

1031 戦時期日本の私立大学 : 成長と苦難 伊藤彰浩著 名古屋大学出版会

1032 ヒッピーのはじまり ヘレン・S.ペリー著/阿部大樹訳 作品社

1033 やさしい異文化理解 加藤優子著 三恵社

1034 帝国日本の統治法 : 内地と植民地朝鮮・台湾の地方制度を焦点とする 山中永之佑著 大阪大学出版会

1035 ミクロ経済学の第一歩 新版 (有斐閣ストゥディア) 安藤至大著 有斐閣

1036 国際私法 (有斐閣ストゥディア) 多田望 [ほか] 著 有斐閣

1037 刑法事例演習 : メソッドから学ぶ 十河太朗著 有斐閣

1038 刑法の時間 佐久間修, 橋本正博編/岡部雅人 [ほか] 著 有斐閣

1039 会社法 第15版 (リーガルマインド) 弥永真生著 有斐閣

1040 数字でわかる会社法 第2版 田中亘編著/飯田秀総 [ほか] 著 有斐閣

1041 観光人類学のフィールドワーク : ツーリズム現場の質的調査入門 市野澤潤平, 碇陽子, 東賢太朗編著 ミネルヴァ書房

1042 情報倫理入門 : ICT社会におけるウェルビーイングの探求 村田潔, 折戸洋子編著 ミネルヴァ書房

1043 ジェンダーで学ぶ生活経済論 : 持続可能な生活のためのワーク・ライフキャリア 第3版 (新・Minerva福祉ライブラリー:8) 伊藤純, 斎藤悦子編著 ミネルヴァ書房

1044 アウグスティヌスの愛の概念 : 新装版 ハンナ・アーレント [著]/千葉眞訳 みすず書房

1045 代替プロテインによる食品素材開発 : 植物肉・昆虫食・藻類利用食・培養肉が導く食のイノベーション 竹内昌治監修 エヌ・ティー・エス

1046 在日朝鮮人美術史1945-1962 : 美術家たちの表現活動の記録 白凛著 明石書店

1047 スターリン : 独裁者の新たなる伝記 オレーク・V・フレヴニューク著/石井規衛訳 白水社

1048 セイジカ新世代 : 母子家庭・貧困育ちの元不良少年が国会議員になって新しい政界を創る話 中谷一馬著 幻冬舎

1049 女帝小池百合子 石井妙子著 文藝春秋

1050 評伝福田赳夫 : 戦後日本の繁栄と安定を求めて 井上正也, 上西朗夫, 長瀬要石 [執筆] 岩波書店

1051 ベーシックコーパス言語学 第2版 石川慎一郎著 ひつじ書房

1052 生き方と感情の歴史学 : 古代ギリシア・ローマ世界の深層を求めて 南川高志, 井上文則編 山川出版社

1053 マンションの終活を考える 浅見泰司, 齊藤広子編著 プログレス

1054 教材と児童学研究 : 解題・総目次・著者名索引/戦前教育科学運動関係研究文献目録 [複製版] (戦前教育科学運動史料:2) 緑蔭書房

1055 教育科学研究 : 解題・総目次・著者名索引 [複製版] (戦前教育科学運動史料:1) 緑蔭書房



1056 混合研究法の手引き : トレジャーハントで学ぶ研究デザインから論文の書き方まで マイク・D・フェターズ, 抱井尚子編 遠見書房

1057 インフォメーション・アナリシス5&5 : 世界が変わる学びの革命 關谷武司編 関西学院大学出版会

1058 都市の遺産とまちづくり : アジア大都市の歴史保全 鈴木伸治編/柏原沙織, 藤岡麻理子訳 春風社

1059 たのしく学べるファイナンシャル・プランニング 改訂版 藤波大三郎著 創成社

1060 学部生のための企業分析テキスト : 業界・経営・財務分析の基本 高橋聡, 福川裕徳, 三浦敬編著/岩崎瑛美 [ほか] 著 創成社

1061 世界標準研究を発信した日本人経営学者たち : 日本経営学革新史1976年-2000年 小川進著 白桃書房

1062 井上ひさしの憲法指南 (岩波現代文庫:社会:325) 井上ひさし著 岩波書店

1063 日本の図書館の歩み : 1993-2017 日本図書館協会『日本の図書館の歩み:1993-2017』編集委員会編 日本図書館協会

1064 日本社会の移民第二世代 : エスニシティ間比較でとらえる「ニューカマー」の子どもたちの今 (世界人権問題叢書:103) 清水睦美 [ほか] 著 明石書店

1065 言語隠喩論 (ポイエーシス叢書:75) 野沢啓著 未來社

1066 発表倫理 : 公正な社会の礎として 山崎茂明著 樹村房

1067 たたら製鉄の技術論 : 日本古来の鉄作りが現代によみがえる 永田和宏著 アグネ技術センター

1068 空想から計画へ : 近代都市に埋もれた夢の発掘 中川理, 空想から計画へ編集委員会編 思文閣出版

1069 現代量子力学入門 井田大輔著 朝倉書店

1070 醸造の事典 北本勝ひこ [ほか] 編集 朝倉書店

1071 伝わるWord資料作成術 : 一瞬で目を引くビジネス文書のツボ 伊佐恵子著/日経PC21編 日経BP/日経BPマーケティング (発売)

1072 確率と統計 : 一から学ぶ数理統計学 (数学のかんどころ:39) 小林正弘, 田畑耕治著 共立出版

1073 バブルの経済理論 : 低金利、長期停滞、金融劣化 櫻川昌哉著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

1074 入門現代の量子力学 : 量子情報・量子測定を中心として 堀田昌寛著 講談社

1075 里山危機 : 東北からの報告 : フォト・レポート (岩波ブックレット:No. 1049) 永幡嘉之著 岩波書店

1076 街路樹は問いかける : 温暖化に負けない「緑」のインフラ (岩波ブックレット:No. 1050) 藤井英二郎 [ほか] 著 岩波書店

1077 少子化と女性のライフコース (人口学ライブラリー:19) 永瀬伸子, 寺村絵里子編著 原書房

1078 インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式 神田知宏著 日本加除出版

1079 最新世界紛争地図 パスカル・ボニファス, ユベール・ヴェドリーヌ [著]/神奈川夏子訳 ディスカヴァー・トゥエンティワン

1080 民俗選挙のゆくえ : 津軽選挙vs甲州選挙 杉本仁著 梟社/新泉社 (発売)

1081 溶液・固体編 (例題で学ぶはじめての無機化学:2) 山崎友紀, 川瀬雅也著 技術評論社

1082 「戦後憲法学」の群像 鈴木敦, 出口雄一編/赤坂幸一 [ほか] 著 弘文堂

1083 消費ミニマリズムの倫理と脱資本主義の精神 (筑摩選書:0213) 橋本努著 筑摩書房

1084 たかが会計 : 資本コスト、コーポレートガバナンスの新常識 福井義高著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

1085 資本主義だけ残った : 世界を制するシステムの未来 ブランコ・ミラノヴィッチ [著]/西川美樹訳 みすず書房

1086 教養の会計学 : ゲーム理論と実験でデザインする 田口聡志著 ミネルヴァ書房

1087 東久邇宮の太平洋戦争と戦後 : 陸軍大将・首相の虚実 : 一九三二〜九〇年 伊藤之雄著 ミネルヴァ書房

1088 協力の条件 : ゲーム理論とともに考えるジレンマの構図 盛山和夫著 有斐閣

1089 交通・情報となりわい : 甲斐がつないだ道と馬 (新しい古代史へ:3) 平川南著 吉川弘文館

1090 財務諸表監査 改訂版 亀岡恵理子 [ほか] 著 国元書房

1091 証券業務の基礎 2021年度版 (Basic series) 三井住友信託銀行, 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社著/三井住友トラスト・キャリアパートナーズ株式会社編 経済法令研究会

1092 新経済刑法入門 第3版 斉藤豊治 [ほか] 編著/大下英希 [ほか執筆] 成文堂

1093 令和時代の内部統制とリスクコントロール : リモート環境に対応したローコストなアプローチ 打田昌行著 翔泳社

1094 エッセンス簿記会計 第17版 新田忠誓 [ほか] 著 森山書店

1095 カリキュラム・学校・統治の理論 : ポストグローバル化時代の教育の枠組み 広瀬裕子編/石井英真 [ほか著] 世織書房

1096 カティリナ戦記/ユグルタ戦記 (西洋古典叢書) サルスティウス [著]/小川正廣訳 京都大学学術出版会

1097 服部匡日本語論考選集 (研究叢書:539) 服部匡著 和泉書院

1098 辞世の作法 (講談社学術文庫:[2679]) 山折哲雄 [著] 講談社

1099 我と汝 (講談社学術文庫:[2677]) マルティン・ブーバー [著]/野口啓祐訳 講談社

1100 ええじゃないか : 民衆運動の系譜 (講談社学術文庫:[2678]) 西垣晴次 [著] 講談社

1101 量子ウォーク : 基礎と数理 町田拓也著 裳華房

1102 詳解確率ロボティクス : Pythonによる基礎アルゴリズムの実装 上田隆一著 講談社

1103 アイヌ通史 : 「蝦夷」から先住民族へ リチャード・シドル [著]/マーク・ウィンチェスター訳 岩波書店

1104 近現代日本語辞典選集 : モダン語辞典・事典・用語編 第8巻 クロスカルチャー出版

1105 近現代日本語辞典選集 : モダン語辞典・事典・用語編 第7巻 クロスカルチャー出版

1106 近現代日本語辞典選集 : モダン語辞典・事典・用語編 第6巻 クロスカルチャー出版

1107 近現代日本語辞典選集 : モダン語辞典・事典・用語編 第5巻 クロスカルチャー出版

1108 日本語教師教育学 横溝紳一郎著 くろしお出版

1109 日本思想史の現在と未来 : 対立と調和 前田勉, 苅部直編 ぺりかん社

1110 芸術の価値創造 : 京都の近代からひらける世界 平芳幸浩, 三木順子, 井戸美里編 昭和堂

1111 ティムール以後 : 世界帝国の興亡1400-2000年 下 ジョン・ダーウィン著/秋田茂 [ほか] 訳 国書刊行会

1112 日本語文法総解説 町田健著 研究社

1113 開発協力のつくられ方 : 自立と依存の生態史 (シリーズ「日本の開発協力史を問いなおす」:7) 佐藤仁著 東京大学出版会

1114 パサージュ論 5 (岩波文庫:赤(32)-463-7) ヴァルター・ベンヤミン著/今村仁司 [ほか] 訳 岩波書店

1115 華厳経入法界品 : 梵文和訳 中 (岩波文庫:青(33)-345-2) 梶山雄一 [ほか] 訳注 岩波書店

1116 法医学者の使命 : 「人の死を生かす」ために (岩波新書:新赤版 1890) 吉田謙一著 岩波書店

1117 死者と霊性 : 近代を問い直す (岩波新書:新赤版 1891) 末木文美士編 岩波書店

1118 万葉集に出会う (岩波新書:新赤版 1892) 大谷雅夫著 岩波書店

1119 松浦宮物語/雲隠六帖 (中世王朝物語全集:14) 室城秀之校訂・訳注/小川陽子校訂・訳注 笠間書院

1120 自然災害と人口 (人口学ライブラリー:20) 井上孝, 和田光平編著 原書房

1121 発信者情報開示請求の手引 : インターネット上の名誉毀損・誹謗中傷等対策 電子商取引問題研究会編 民事法研究会



1122 コロナの時代の歴史学 歴史学研究会編 績文堂出版

1123 日本語の勘 : 作家たちの文章作法 中村明著 青土社

1124 これでも言語学 : 中国の中の「日本語」 牧秀樹著 開拓社

1125 形成的アセスメントと学力 : 人格形成のための対話型学習をめざして OECD教育研究革新センター編著/小田勝己, 小田玲子, 多々納誠子訳 明石書店

1126 イラン史 (Yamakawa selection) 羽田正編 山川出版社

1127 先住民vs.帝国興亡のアメリカ史 : 北米大陸をめぐるグローバル・ヒストリー アラン・テイラー著/橋川健竜訳 ミネルヴァ書房

1128 AIの倫理学 M.クーケルバーク [著]/直江清隆訳者代表 丸善出版

1129 現代がわかる心理学 北岡明佳著 丸善出版

1130 いまを生きるための倫理学 盛永審一郎, 松島哲久, 小出泰士編 丸善出版

1131 ノートルダム : フランスの魂 アニエス・ポワリエ著/木下哲夫訳 白水社

1132 10の「感染症」からよむ世界史 (日経ビジネス人文庫:993, [わ4-1]) 造事務所編著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

1133 無と意識の人類史 : 私たちはどこへ向かうのか 広井良典著 東洋経済新報社

1134 心理学・社会科学研究のための調査系論文の読み方 改訂版 浦上昌則, 脇田貴文著 東京図書

1135 ティムール以後 : 世界帝国の興亡1400-2000年 上 ジョン・ダーウィン著/秋田茂 [ほか] 訳 国書刊行会

1136 感染症文学論序説 : 文豪たちはいかに書いたか 石井正己著 河出書房新社

1137 インフラ協力の歩み : 自助努力支援というメッセージ (シリーズ「日本の開発協力史を問いなおす」:5) 山田順一著 東京大学出版会

1138 日本型開発協力の形成 (シリーズ「日本の開発協力史を問いなおす」:1. 政策史:1:1980年代まで) 東京大学出版会

1139 日本の体罰 : 学校とスポーツの人類学 アーロン・L.ミラー著/石井昌幸 [ほか] 訳 共和国

1140 新型コロナ禍の交通 上岡直見著 緑風出版

1141 ヨーロッパ・サッカーとEU法 (信山社新書:8107. スポーツを法的に考える:2) 井上典之著 信山社

1142 日本のスポーツと法・ガバナンス (信山社新書:8106. スポーツを法的に考える:1) 井上典之著 信山社

1143 遠隔講義消費者法 第2版 2021 河上正二著 信山社

1144 司法改革の挫折 阿部泰隆著 信山社

1145 詳解量子化学の基礎 第2版 類家正稔著 東京電機大学出版局

1146 科学を育む査読の技法 : +リアルな例文765 水島昇著 羊土社

1147 演習で学ぶ有機化学基礎の基礎 M. Cook, P. Cranwell著/新藤充訳 化学同人

1148 有機化学1000本ノック 反応生成物編 矢野将文著 化学同人

1149 テンソルネットワークの基礎と応用 : 統計物理・量子情報・機械学習 (SGCライブラリ:169) 西野友年著 サイエンス社

1150 基礎の生化学 第3版 猪飼篤著 東京化学同人

1151 心理学 (図解教養事典) ニッキー・ヘイズ, サラ・トムリー著/田中真由美訳 ニュートンプレス

1152 言語とフラクタル : 使用の集積の中にある偶然と必然 田中久美子著 東京大学出版会

1153 校訂『太平記要覧』 : 付、『太平記』章段別参考文献 (研究叢書:538) 長坂成行編著 和泉書院

1154 国語語彙史の研究 40 国語語彙史研究会編 和泉書院

1155 生きるための安楽死 : オランダ・「よき死」の現在 シャボットあかね著 日本評論社

1156 日本戦争経済史 : 戦費、通貨金融政策、国際比較 小野圭司著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

1157 企業価値経営 伊藤邦雄著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

1158 航空・空港政策の展望 : アフターコロナを見据えて 加藤一誠 [ほか] 編著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

1159 エッセンシャル連結会計 第2版 山地範明著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

1160 エッセンシャル財務会計 第4版 井上達男, 山地範明著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

1161 経済学で考える社会保障制度 第2版 安岡匡也著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

1162 財務会計の基本を学ぶ 第13版 八田進二, 橋本尚著 同文舘出版

1163 香港危機の700日全記録 (ちくま新書:1577) 益満雄一郎著 筑摩書房

1164 生涯学習・社会教育行政必携 令和4年版 生涯学習・社会教育行政研究会編 第一法規

1165 大学教育と学生支援 (大学SD講座:2) 中井俊樹編著 玉川大学出版部

1166 国際課税の基礎知識 11訂版 川田剛著 税務経理協会

1167 わかりやすいプロジェクトファイナンスによる資金調達 : インフラ投資を実現する 堀切聡著 税務経理協会

1168 リスケを活用した企業再生支援 : コロナ禍で概念が変わった : 金融機関が応じたくなる経営改善計画とは 濱田法男著 税務経理協会

1169 研究に役立つJASPによる多変量解析 : 因子分析から構造方程式モデリングまで 清水優菜, 山本光共著 コロナ社

1170 「誤差」「大間違い」「ウソ」を見分ける統計学 デイヴィッド・サルツブルグ著/竹内惠行, 浜田悦生訳 共立出版

1171 入門統計学 : 検定から多変量解析・実験計画法・ベイズ統計学まで 第2版 栗原伸一著 オーム社

1172 「あいだ」の思想 : セパレーションからリレーションへ 高橋源一郎, 辻信一著 大月書店

1173 交通・観光の情報化 (くらしをべんりにする新・情報化社会の大研究:3) 岩崎書店

1174 新グローバル時代に挑む日本の教育 : 多文化社会を考える比較教育学の視座 恒吉僚子, 額賀美紗子編 東京大学出版会

1175 法人処罰と刑法理論 増補新装版 樋口亮介著 東京大学出版会

1176 現代フランス法の論点 岩村正彦, 大村敦志, 齋藤哲志編 東京大学出版会

1177 台湾の政治 : 中華民国台湾化の戦後史 増補新装版 若林正丈著 東京大学出版会

1178 日本森林行政史の研究 : 環境保全の源流 増補新装版 西尾隆著 東京大学出版会

1179 歴史のなかのスペイン : キリスト教徒、モーロ人、ユダヤ人 アメリコ・カストロ著/本田誠二訳 水声社

1180 「自己決定権」という罠 : ナチスから新型コロナ感染症まで 増補決定版 小松美彦著/今野哲男聞き手 現代書館

1181 「命のヴィザ」言説の虚構 : リトアニアのユダヤ難民に何があったのか? 菅野賢治著 共和国

1182 石橋湛山の65日 保阪正康著 東洋経済新報社

1183 国家による一方的意思表明と国際法 中谷和弘著 信山社

1184 グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いた研究ハンドブック 戈木クレイグヒル滋子編著 新曜社

1185 コードに対応したコーポレート・ガバナンス報告書の記載事例の分析 2020年版 (別冊商事法務:456) 森・濱田松本法律事務所編 商事法務

1186 株主総会日程 : 会社規模・決算月別/中間決算 2021年版 (別冊商事法務:455) 別冊商事法務編集部編 商事法務

1187 親子上場論議の現在地点 : グループガイドラインとアスクル・ヤフー事件の検証 (別冊商事法務:452) 上村達男 [ほか] 著 商事法務



1188 有価証券報告書の記載事例の分析 : 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正を受けて (別冊商事法務:444) 清水誠 [ほか] 編著 商事法務

1189 ファンド契約の実務Q&A 第3版 本柳祐介著 商事法務

1190 民事司法の地平に向かって : 伊藤眞古稀後著作集 伊藤眞著 商事法務

1191 第一次世界大戦と日本の総力戦政策 諸橋英一著 慶應義塾大学出版会

1192 教育福祉の社会学 : 「包摂と排除」を超えるメタ理論 倉石一郎著 明石書店

1193 教養としてのグローバル経済 : 新しい時代を生き抜く力を培うために 齊藤誠著 有斐閣

1194 類型別独禁民事訴訟の実務 長澤哲也, 多田敏明編著 有斐閣

1195 日本の国際協力 : 経済成長から「持続可能な社会」の実現へ アジア編 (Minerva keywords:6) 重田康博 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房

1196 マクロ経済学入門 第2版 麻生良文著 ミネルヴァ書房

1197 アジア・太平洋戦争と日本の対外危機 : 満洲事変から敗戦に至る政治・社会・メディア (MINERVA日本史ライブラリー:30) 片山慶隆編著 ミネルヴァ書房

1198 教育を読み解くデータサイエンス : データ収集と分析の論理 中西啓喜編著 ミネルヴァ書房

1199 戦後日本の「革新」勢力 : 抵抗と衰亡の政治史 及川智洋著 ミネルヴァ書房

1200 AIは社会を豊かにするのか (人工知能の経済学:2) 馬奈木俊介編著 ミネルヴァ書房

1201 ユーゴスラヴィア現代史 新版 (岩波新書:新赤版 1893) 柴宜弘著 岩波書店

1202 交通学の足跡 : 角本良平の交通探索の旅路を辿る 杉山雅洋著 流通経済大学出版会

1203 現代日本イデオロギー評註 : 「ぜんぶコロナのせい」ではないの日記 太田昌囯著 藤田印刷エクセレントブックス

1204 会計学ハンドブック 村田直樹編著 創成社

1205 金融機関で働く人がまず押さえておくべき日経新聞を読むためのベーシック知識 鈴木雅光著 近代セールス社

1206 地方選挙実践マニュアル 第2次改訂版 三浦博史著 第一法規

1207 著作権法入門 2020-2021 文化庁編著 著作権情報センター

1208 人類史マップ : サピエンス誕生・危機・拡散の全記録 (ナショナルジオグラフィック) テルモ・ピエバニ, バレリー・ゼトゥン著/エラリー・ジャンクリストフ, 篠原範子, 竹花秀春訳 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)

1209 東アジアのなかの満鉄 : 鉄道帝国のフロンティア 林采成著 名古屋大学出版会

1210 ハイデガー事典 ハイデガー・フォーラム編 昭和堂

1211 バフチン、生涯を語る ミハイル・バフチン, ヴィクトル・ドゥヴァーキン著/佐々木寛訳 水声社

1212 学問の自由が危ない : 日本学術会議問題の深層 佐藤学, 上野千鶴子, 内田樹編/長谷部恭男 [ほか] 著 晶文社

1213 怒りの人類史 : ブッダからツイッターまで バーバラ・H・ローゼンワイン著/高里ひろ訳 青土社

1214 感情の哲学入門講義 源河亨著 慶應義塾大学出版会

1215 アメリカの病 : パンデミックが暴く自由と連帯の危機 ティモシー・スナイダー著/池田年穂訳 慶應義塾大学出版会

1216 発話の権利 定延利之編 ひつじ書房

1217 中国アニメ・漫画・ゲーム産業 VOL.1 (チャイナ・パブリッシング・ブルーブック) 魏玉山ほか編著/大久保健, 佐々木惠司訳 日本僑報社 (発売)

1218 「中納言」を活用したコーパス日本語研究入門 中俣尚己著 ひつじ書房

1219 英語授業学の最前線 (JACET応用言語学研究シリーズ:1) 大学英語教育学会 [ほか] 編/ジュディス・ハンクス [ほか著] ひつじ書房

1220 現代日本の葬送文化 内藤理恵子著 岩田書院

1221 日本は写真集の国である 金子隆一著 梓出版社

1222 気候変動と政治 : 気候政策統合の到達点と課題 平田仁子著 成文堂

1223 有価証券法と民法の交錯 高田晴仁著 成文堂

1224 はじめて学ぶ独占禁止法 第3版 菅久修一編著/南雅晴 [ほか] 著 商事法務

1225 経済法入門 (法学教室Library) 泉水文雄著 有斐閣

1226 独禁法事例集 (法学教室Library) 白石忠志著 有斐閣

1227 経済法 : 独占禁止法と競争政策 第9版 (有斐閣アルマ:Specialized) 岸井大太郎 [ほか] 著 有斐閣

1228 ベーシック経済法 : 独占禁止法入門 第5版 (有斐閣アルマ:Basic) 川濵昇 [ほか] 著 有斐閣

1229 ロビイングの政治社会学 : NPO法制定・改正をめぐる政策過程と社会運動 原田峻著 有斐閣

1230 論点体系独占禁止法 : 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律下請代金支払遅延等防止法 第2版 白石忠志, 多田敏明編著 第一法規

1231 ホロコーストと外交官 : ユダヤ人を救った命のパスポート モルデカイ・パルディール著/松宮克昌訳 人文書院

1232 経済法 (伊藤真実務法律基礎講座:Basics:6) 伊藤塾著 弘文堂

1233 会社法入門20講 (勁草法律実務シリーズ) 菅原貴与志著 勁草書房

1234 杉原千畝 : 情報に賭けた外交官 (新潮文庫:10348, し-79-1) 白石仁章著 新潮社

1235 エリック・ホブズボーム : 歴史の中の人生 上 リチャード・J.エヴァンズ著/原田真見 [ほか] 訳 岩波書店

1236 エリック・ホブズボーム : 歴史の中の人生 下 リチャード・J.エヴァンズ著/原田真見 [ほか] 訳 岩波書店

1237 林達夫編集の精神 落合勝人著 岩波書店

1238 老いる意味 : うつ、勇気、夢 (中公新書ラクレ:718) 森村誠一著 中央公論新社

1239 2030 : 世界の大変化を「水平思考」で展望する マウロ・ギレン著/江口泰子訳 早川書房

1240 新ジャポニズム産業史1945-2020 マット・アルト著/村井章子訳 日経BP/日経BPマーケティング (発売)

1241 日本経済の長期停滞 : 実証分析が明らかにするメカニズム 小川一夫著 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング(発売)

1242 「させていただく」の語用論 : 人はなぜ使いたくなるのか 椎名美智著 ひつじ書房

1243 交わらないリズム : 出会いとすれ違いの現象学 村上靖彦著 青土社

1244 災害ドキュメンタリー映画の扉 : 東日本大震災の記憶と記録の共有をめぐって (東北アジア研究専書) 是恒さくら, 高倉浩樹編 新泉社

1245 他者の発見 : 演劇教育から人類学、ボランティアと地域活性論への架け橋 (早稲田大学エウプラクシス叢書:029) 石野由香里著 早稲田大学出版部

1246 神社の起源と歴史 新谷尚紀著 吉川弘文館

1247 よくわかる社会保障論 増田雅暢, 小島克久, 李忻編著 法律文化社

1248 中国 (チャイナ) ファクターの政治社会学 : 台湾への影響力の浸透 川上桃子, 呉介民編/津村あおい訳 白水社

1249 デタラメ : データ社会の嘘を見抜く カール・T・バーグストローム, ジェヴィン・D・ウエスト著/小川敏子訳 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

1250 資質・能力を育成する科学的な探究と学習評価中学校理科 : 指導と評価の一体化を通して 田中保樹, 益田裕充, 小倉恭彦, 後藤文博編著 東洋館出版社

1251 霞が関のリアル NHK取材班著 岩波書店

1252 アフター・コロナの学校の条件 中村文夫著 岩波書店

1253 現代アメリカ社会を知るための63章 : 2020年代 (エリア・スタディーズ:184) 大類久恵, 落合明子, 赤尾千波編著 明石書店



1254 江戸の科学者 (講談社学術文庫:[2682]) 吉田光邦 [著] 講談社

1255 易学 : 成立と展開 (講談社学術文庫:[2683]) 本田済 [著] 講談社

1256 新視覚新論 (講談社学術文庫:[2684]) 大森荘蔵 [著] 講談社

1257 埋もれた日本地図 (講談社学術文庫:[2681]) 谷川健一 [著] 講談社

1258 「私物化」される国公立大学 (岩波ブックレット:No. 1052) 駒込武編 岩波書店

1259 日本学術会議の使命 (岩波ブックレット:No. 1051) 池内了 [ほか] 著 岩波書店

1260 米国ディスカバリの法と実務 土井悦生, 田邊政裕著 発明推進協会

1261 テキーラとメスカル : 同じ起源をもつアガベ・スピリッツ サラ・ボーウェン著/小澤卓也, 立川ジェームズ, 中島梓訳 ミネルヴァ書房

1262 SDGs時代の森林管理の理念と技術 : 森林と人間の共生の道へ 改訂版 山田容三著 昭和堂

1263 部活動の社会学 : 学校の文化・教師の働き方 内田良編 岩波書店

1264 教育の美しい危うさ ガート・ビースタ著 東京大学出版会

1265 人生初期の階層構造 (シリーズ少子高齢社会の階層構造:1) 中村高康, 三輪哲, 石田浩編 東京大学出版会

1266 ケア宣言 : 相互依存の政治へ ケア・コレクティヴ著/岡野八代, 冨岡薫, 武田宏子訳 大月書店

1267 統計データの落とし穴 : その数字は真実を語るのか? ピーター・シュライバー著/佐藤聡訳 ニュートンプレス

1268 科学立国のための大学教育改革 : エビデンスに基づく科学教育の実践 (高等教育シリーズ:178) カール・ワイマン著 玉川大学出版部

1269 The lonely century : なぜ私たちは「孤独」なのか ノリーナ・ハーツ著/藤原朝子訳 ダイヤモンド社

1270 実験動物の技術と応用 増補改訂版 実践編 日本実験動物協会編 アドスリー/丸善出版 (発売)

1271 実験動物の技術と応用 増補改訂版 入門編 日本実験動物協会編 アドスリー/丸善出版 (発売)

1272 連帯論 : 分かち合いの論理と倫理 (筑摩選書:0216) 馬渕浩二著 筑摩書房

1273 新・21世紀の人権 : 知っているようで知らない差別と人権の話 神奈川人権センター編集 神奈川人権センター/日本評論社 (発売)

1274 統計学への確率論, その先へ : ゼロからの測度論的理解と漸近理論への架け橋 第2版 清水泰隆著 内田老鶴圃

1275 知識ゼロでも楽しく読める!統計学のしくみ : イラスト&図解 佐々木彈監修 西東社

1276 世界一やさしい統計学の教科書1年生 飯尾淳著 ソーテック社

1277 福祉は誰のために : ソーシャルワークの未来図 (へるす出版新書:025) 鶴幸一郎 [ほか] 著 へるす出版

1278 もっとディープに!カラス学 : 体と心の不思議にせまる 杉田昭栄著 緑書房

1279 危険物の取り扱い (即戦力への一歩シリーズ:02) 田村昌三, 田口直樹著 化学工業日報社

1280 有機農業でつながり、地域に寄り添って暮らす : 岐阜県白川町ゆうきハートネットの歩み 荒井聡, 西尾勝治, 吉野隆子編著 筑波書房

1281 よくわかる最新発酵の基本と仕組み : 昔ながらの発酵から現代の発酵までを知る (How-nual図解入門) 齋藤勝裕著 秀和システム

1282 種苗法 : 法律・施行令・施行規則等 (重要法令シリーズ:040) 信山社

1283 タンパク質科学 : 生物物理学的なアプローチ 有坂文雄著 裳華房

1284 日本人のための大麻の教科書 : 「古くて新しい農作物」の再発見 大麻博物館著 イースト・プレス

1285 物理学概論 : 高校物理から大学物理への橋渡し 力学編 近藤康著 学術図書出版

1286 47都道府県・発酵文化百科 北本勝ひこ著 丸善出版

1287 現場発コロナ禍に揺れる食と農 (日本農業の動き:no. 210) 農政ジャーナリストの会 [編] 農政ジャーナリストの会/農山漁村文化協会 (販売)

1288 相平衡の熱力学 : 熱力学体系の理解のために 梶原正憲著 コロナ社

1289 単位と法則 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) [和田純夫監修] ニュートンプレス

1290 サバイバルする皮膚 : 思考する臓器の7億年史 (河出新書:030) 傳田光洋著 河出書房新社

1291 光圧 : 物質制御のための新しい光利用 石原一, 芦田昌明編著 朝倉書店

1292 ビタミン・バイオファクター総合事典 日本ビタミン学会編集 朝倉書店

1293 イヌは愛である : 「最良の友」の科学 クライブ・ウィン著/梅田智世訳 早川書房

1294 カイメン : すてきなスカスカ (岩波科学ライブラリー:306. 生きもの) 椿玲未著 岩波書店

1295 ヒトはなぜ自殺するのか : 死に向かう心の科学 ジェシー・ベリング著/鈴木光太郎訳 化学同人

1296 沖縄戦の子どもたち (歴史文化ライブラリー:526) 川満彰著 吉川弘文館

1297 中世は核家族だったのか : 民衆の暮らしと生き方 (歴史文化ライブラリー:524) 西谷正浩著 吉川弘文館

1298 近世日朝関係と対馬藩 酒井雅代著 吉川弘文館

1299 接面を生きる人間学 : 「共に生きる」とはどういうことか 鯨岡峻, 大倉得史編著 ミネルヴァ書房

1300 誰の日本時代 : ジェンダー・階層・帝国の台湾史 (サピエンティア:62) 洪郁如著 法政大学出版局

1301 身体忘却のゆくえ : ハイデガー『存在と時間』における「対話的な場」 高屋敷直広著 法政大学出版局

1302 「移民の国アメリカ」の境界 : 歴史のなかのシティズンシップ・人種・ナショナリズム メイ・M・ナイ著/小田悠生訳 白水社

1303 ディズニーと動物 : 王国の魔法をとく (筑摩選書:0206) 清水知子著 筑摩書房

1304 文豪たちの住宅事情 : 住んだ家、住んだ土地から見えてくる文豪たちの人生と文学 田村景子編著/小堀洋平, 田部知季, 吉野泰平著 笠間書院

1305 「普遍性」をつくる哲学 : 「幸福」と「自由」をいかに守るか (NHKブックス:1269) 岩内章太郎著 NHK出版

1306 ありのままのイメージ : スナップ美学と日本写真史 甲斐義明著 東京大学出版会

1307 ようこそ地獄、奇妙な地獄 (朝日選書:1022) 星瑞穂著 朝日新聞出版

1308 国民義勇戦闘隊と学徒隊 : 隠蔽された「一億総特攻」 (朝日選書:1021) 斉藤利彦著 朝日新聞出版

1309 現代の物性物理学 (物理学叢書:111) M. コーエン, S. ルイ著/小田垣孝, 吉留崇, 大久保毅共訳 吉岡書店

1310 尋尊 (人物叢書:[通巻311]) 安田次郎著/日本歴史学会編集 吉川弘文館

1311 知的文章術入門 (岩波新書:新赤版 1897) 黒木登志夫著 岩波書店

1312 スペイン史10講 (岩波新書:新赤版 1896) 立石博高著 岩波書店

1313 ヒトラー : 虚像の独裁者 (岩波新書:新赤版 1895) 芝健介著 岩波書店

1314 ジョブ型雇用社会とは何か : 正社員体制の矛盾と転機 (岩波新書:新赤版 1894) 濱口桂一郎著 岩波書店

1315 源氏物語 9: 蜻蛉-夢浮橋/索引 (岩波文庫:黄(30)-015-18) [紫式部著]/柳井滋 [ほか] 校注 岩波書店

1316 資本主義と市民社会 : 他十四篇 (岩波文庫:白(34)-152-1) 大塚久雄著/齋藤英里編 岩波書店

1317 国家と神話 下 (岩波文庫:青(33)-673-7) カッシーラー著/熊野純彦訳 岩波書店

1318 久保田万太郎俳句集 (岩波文庫:緑(31)-065-4) [久保田万太郎著]/恩田侑布子編 岩波書店

1319 日本の現代写真1985-2015 日本写真家協会編 クレヴィス



1320 観察力の鍛え方 : 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか (SB新書:555) 佐渡島庸平著 SBクリエイティブ

1321 差別はたいてい悪意のない人がする : 見えない排除に気づくための10章 キムジヘ著/尹怡景訳 大月書店

1322 ドキュメント日銀漂流 : 試練と苦悩の四半世紀 西野智彦著 岩波書店

1323 化学物質管理 (即戦力への一歩シリーズ:01) 長谷恵美子, 鈴木康人著 化学工業日報社

1324 物理学概論 : 高校物理から大学物理への橋渡し 熱・波・電磁気・原子編 近藤康, 新居毅人著 学術図書出版社

1325 ネイティブが教える日本人研究者のための英文レター・メール術 : 日常文書から査読対応まで エイドリアン・ウォールワーク著/前平謙二, 笠川梢訳 講談社

1326 男女共学の成立 : 受容の多様性とジェンダー 小山静子, 石岡学編著 六花出版

1327 胡適文選 1 (東洋文庫:905) [胡適著]/佐藤公彦訳 平凡社

1328 公共選択 : 経済と政治の接点を研究する試み : その理論と現実への適用 第76号 (2021) 公共選択学会編集 木鐸社

1329 世界の果て、彼女 (新しい韓国の文学:10) キム・ヨンス著/呉永雅訳 クオン

1330 日本写真集史 : 1956-1986 金子隆一, アイヴァン・ヴァルタニアン著/和田京子, レスリー・A・マーティン編 赤々舎

1331 日本写真史1945-2017 : ヨーロッパからみた「日本の写真」の多様性 レーナ・フリッチュ著/小巻靖子訳 青幻舎インターナショナル/青幻舎 (発売)

1332 アンチレイシストであるためには (&books) イブラム・X・ケンディ著/児島修訳 辰巳出版

1333 多数決は民主主義のルールか? 斎藤文男著 花伝社/共栄書房 (発売)

1334 未完の革命 : 韓国民主主義の100年 金惠京著 明石書店

1335 ブックセラーズ・ダイアリー : スコットランド最大の古書店の一年 ショーン・バイセル著/矢倉尚子訳 白水社

1336 地方公共団体の内部統制の実務 : 制度解説と先行事例 久保直生, 川口明浩編著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

1337 地方自治体の内部統制 : 少子高齢化と新たなリスクへの対応 石川恵子著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

1338 Q&Aでわかる!自治体の内部統制入門 トーマツパブリックセクター・ヘルスケア事業部編著 学陽書房

1339 公共部門のガバナンスとオンブズマン : 行政とマネジメント (ガバナンスと評価:2) 山谷清秀著 晃洋書房

1340 ベルベル人 : 歴史・思想・文明 (文庫クセジュ:1047) ジャン・セルヴィエ著/私市正年, 白谷望, 野口舞子訳 白水社

1341 シンガポールを知るための65章 第5版 (エリア・スタディーズ:17) 田村慶子編著 明石書店

1342 数字でみる港湾 2021年版 国土交通省港湾局監修 日本港湾協会

1343 ユダヤ難民を救った男樋口季一郎・伝 木内是壽著 アジア文化社文芸思潮出版部

1344 地方発外国人住民との地域づくり : 多文化共生の現場から 徳田剛, 二階堂裕子, 魁生由美子編著 晃洋書房

1345 海外留学がキャリアと人生に与えるインパクト : 大規模調査による留学の効果測定 横田雅弘, 太田浩, 新見有紀子編 学文社

1346 第三の支柱 : コミュニティ再生の経済学 ラグラム・ラジャン [著]/月谷真紀訳 みすず書房

1347 人文主義の系譜 : 方法の探究 木庭顕著 法政大学出版局

1348 越境的学習のメカニズム : 実践共同体を往還しキャリア構築するナレッジ・ブローカーの実像 石山恒貴著 福村出版

1349 電力システム改革と再生可能エネルギー 諸富徹編著 日本評論社

1350 よくわかる「自治体監査」の実務入門 村井直志著 日本実業出版社

1351 地域分散型エネルギーシステム 大島堅一, 高橋洋編著 日本評論社

1352 地方自治体の監査と内部統制 : 2020年改正制度の意義と米英との比較 清水涼子著 同文舘出版

1353 においが心を動かす : ヒトは嗅覚の動物である A・S・バーウィッチ著/大田直子訳 河出書房新社

1354 日本のいちばん長い日 決定版 (文春文庫:[は-8-15]) 半藤一利著 文藝春秋

1355 AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか (言語学バーリ・トゥード:Round 1) 川添愛著 東京大学出版会

1356 エネルギー政策論 高橋洋著 岩波書店

1357 時間と権力 : 三十年戦争から第三帝国まで クリストファー・クラーク [著]/小原淳, 齋藤敬之, 前川陽祐訳 みすず書房

1358 嗅ぐ文学、動く言葉、感じる読書 : 自閉症者と小説を読む ラルフ・ジェームズ・サヴァリーズ [著]/岩坂彰訳 みすず書房

1359 中世ヨーロッパの妃たち (Yamakawa lectures:10) パトリック・コルベ著/堀越宏一編 山川出版社

1360 『一遍聖絵』の世界 五味文彦著 吉川弘文館

1361 光源氏に迫る : 源氏物語の歴史と文化 宇治市源氏物語ミュージアム編 吉川弘文館

1362 世界文学としての「震災後文学」 木村朗子, アンヌ・バヤール=坂井編著 明石書店

1363 形態論と語形成 (「英文法大事典」シリーズ:10) Rodney Huddleston, Geoffrey K. Pullum著/畠山雄二編集/今仁生美 [ほか] 訳 開拓社

1364 移動現象を巡る諸問題 (最新英語学・言語学シリーズ:2) 高野祐二 [ほか] 編著 開拓社

1365 古代中世文学論考 第45集 古代中世文学論考刊行会編 新典社

1366 古代中世文学論考 第44集 古代中世文学論考刊行会編 新典社

1367 トットちゃんと訪ねた子どもたち : フォトエッセイ : 撮り続けて三十五年 (岩波ブックレット:No. 1053) 田沼武能著 岩波書店

1368 パンデミック : 世界をゆるがした新型コロナウイルス (Ele-king books) スラヴォイ・ジジェク著/中林敦子訳 Pヴァイン/日販アイ・ピー・エス (発売)

1369 天皇制と日本史 : 朝河貫一から学ぶ 矢吹晋著 集広舎

1370 写真集の本 : 明治〜2000年代までの日本の写真集662 飯沢耕太郎文/打林俊文/中村善郎構成 カンゼン

1371 科学技術社会学(STS) : テクノサイエンス時代を航行するために (ワードマップ) 日比野愛子, 鈴木舞, 福島真人編 新曜社

1372 コーポレートガバナンス・コードの読み方・考え方 第3版 中村直人, 倉橋雄作著 商事法務

1373 リトアニアの歴史 (世界歴史叢書) アルフォンサス・エイディンタス [ほか] 著/梶さやか, 重松尚訳 明石書店

1374 組織変革のレバレッジ : 困難が跳躍に変わるメカニズム 安藤史江 [ほか] 著 白桃書房

1375 おしゃべりな糖 : 第三の生命暗号、糖鎖のはなし (岩波科学ライブラリー:290) 笠井献一著 岩波書店

1376 デカルトはそんなこと言ってない ドゥニ・カンブシュネル著/津崎良典訳 晶文社

1377 経済学者が語るスポーツの力 佐々木勝著 有斐閣

1378 この国のかたちを見つめ直す 加藤陽子著 毎日新聞出版

1379 第三帝国の到来 下 (第三帝国の歴史) リチャード・J・エヴァンズ著/山本孝二訳 白水社

1380 第三帝国の到来 上 (第三帝国の歴史) リチャード・J・エヴァンズ著/山本孝二訳 白水社

1381 ファクトデータでみる農業法人 : 経営者プロフィール, ビジネスの現状と戦略, イノベーション 南石晃明著 農林統計出版

1382 シャチ学 村山司著 東海教育研究所

1383 Society5.0の実現に向けて (科学技術・イノベーション白書:令和3年版) 文部科学省編 インパルスコーポレーション/全国官報販売協同組合 (発売)

1384 楽しい金属化合物の単結晶育成と物性 大貫惇睦著 アグネ技術センター

1385 なぜ眠るのか : 現代人のための最新睡眠学入門 (日経BPムック. ナショナルジオグラフィック別冊) パトリシア・S・ダニエルズ著/湊麻里訳 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)



1386 隣のボノボ : 集団どうしが出会うとき (新・動物記:3) 坂巻哲也著 京都大学学術出版会

1387 スミス基礎有機化学 Janice Gorzynski Smith著/村田滋訳 東京化学同人

1388 電磁気学 増補修訂版 (裳華房テキストシリーズ - 物理学) 兵頭俊夫著 裳華房

1389 ベーシック物理学 (ライブラリ新物理学基礎テキスト:S1) 大川正典, 高橋徹共著 サイエンス社

1390 酸と塩基の有機反応化学 奥山格著 丸善出版

1391 農家が教えるタネ採り・タネ交換 農文協編 農山漁村文化協会

1392 文系のための統計学入門 : データサイエンスの基礎 河口洋行著 日本評論社

1393 新たな医療危機を超えて : コロナ後の未来を医学×経済の視点で考える 真野俊樹著 日本評論社

1394 生きのびるための流域思考 (ちくまプリマー新書:378) 岸由二著 筑摩書房

1395 百花繚乱「横浜植木物語」 : 花と緑で世界を結んだ先駆者の歩みを追憶 近藤三雄編著/平野正裕, 松山誠, 粟野隆著 誠文堂新光社

1396 新編基礎化学 第2版 (専門基礎ライブラリー) 藤野竜也 [ほか] 執筆 実教出版

1397 「新型コロナワクチン」とウイルス変異株 五條堀孝著 春秋社

1398 次世代医療AI : 生体信号を介した人とAIの融合 (計測・制御セレクションシリーズ:1) 藤原幸一, 久保孝富編著/山川俊貴 [ほか]共著 コロナ社

1399 仮説のつくりかた : 多様なデータから新たな発想をつかめ 石川博著 共立出版

1400 データサイエンス入門 : 文理融合 小高知宏 [ほか] 著 共立出版

1401 物理数学 : 量子力学のためのフーリエ解析・特殊関数 柴田尚和, 是常隆著 共立出版

1402 大学生の固体物理入門 千葉雅史, 内田ヘルムート貴大著 共立出版

1403 Pythonではじめる数理最適化 : ケーススタディでモデリングのスキルを身につけよう 岩永二郎 [ほか] 共著 オーム社

1404 粉末X線解析の実際 第3版 中井泉, 泉富士夫編集 朝倉書店

1405 最悪の予感 : パンデミックとの戦い マイケル・ルイス著/中山宥訳 早川書房

1406 安定性・相転移・化学熱力学・重力場や量子論 第2版 (熱力学の基礎:2. Principles of thermodynamics) 東京大学出版会

1407 エッセンシャル栄養化学 佐々木努編著 講談社

1408 現代日本政治の解明 : 「決定中枢」の変容を中心として 安世舟著 WORLD DOOR

1409 倒産実務講義案 改訂版 裁判所職員総合研修所監修 司法協会

1410 民法概説 5訂版 裁判所職員総合研修所監修 司法協会

1411 若者からはじまる民主主義 : スウェーデンの若者政策 両角達平 [著] 萌文社

1412 「学び」をとめない自治体の教育行政 (コロナと自治体:5) 朝岡幸彦, 山本由美編著 自治体研究社

1413 沖縄平和ネットワーク大島和典の歩く見る考える沖縄 大島和典著 高文研

1414 鬼と異形の民俗学 : 漂泊する異類異形の正体 飯倉義之監修 ウェッジ

1415 ゼロから始める統計入門 (Compass data science) 瀬川浩平著 マイナビ出版

1416 コンテンツツーリズム : メディアを横断するコンテンツと越境するファンダム 山村高淑, フィリップ・シートン編著・監訳 北海道大学出版会

1417 ひとりで学べる経営学 改訂版 三戸浩, 池内秀己, 勝部伸夫著 文眞堂

1418 現代中国内政と外交 毛里和子著 名古屋大学出版会

1419 自給自足の生態学 : ボサビの人びとのオートポイエーシス (生態人類学は挑む:Monograph4) 小谷真吾著 京都大学学術出版会

1420 国連安保理改革を考える : 正統性、実効性、代表性からの新たな視座 竹内俊隆, 神余隆博編著 東信堂

1421 住宅団地記憶と再生 : ドイツと日本を歩く 多和田栄治著 東信堂

1422 Python (パイソン) で動かして学ぶ!あたらしいベイズ統計の教科書 (AI & technology) かくあき著 翔泳社

1423 企業損害保険の理論と実務 中出哲, 嶋寺基編著/長尾健 [ほか] 執筆 成文堂

1424 海外ルーツの子ども支援 : 言葉・文化・制度を超えて共生へ 田中宝紀著 青弓社

1425 株式実務担当者のための会計・金商法・税法の基礎知識 中村慎二著 商事法務

1426 Law practice刑法 第4版 佐久間修 [ほか] 著 商事法務

1427 株式が相続された場合の法律関係 浜田道代著 商事法務

1428 監査役ガイドブック 全訂第4版 経営法友会会社法研究会編 商事法務

1429 コンメンタール会社法施行規則・電子公告規則 第3版 弥永真生著 商事法務

1430 社会の中の新たな弁護士・弁護士会の在り方 (JLF叢書:v. 23) 司法改革研究会編著 商事法務

1431 25歳からの国会 : 武器としての議会政治入門 平河エリ著 現代書館

1432 時を漂う感染症 : 国際法とグローバル・イシューの系譜 新垣修著 慶應義塾大学出版会

1433 中国共産党の歴史 高橋伸夫著 慶應義塾大学出版会

1434 国際バカロレア教育と教員養成 : 未来をつくる教師教育 東京学芸大学国際バカロレア教育研究会編/赤羽寿夫 [ほか] 編集代表 学文社

1435 世界に学ぶ地域自治 : コミュニティ再生のしくみと実践 大内田鶴子, 鯵坂学, 玉野和志編著/廣田有里 [ほか] 著 学芸出版社

1436 世界のSDGs都市戦略 : デジタル活用による価値創造 櫻井美穂子著 学芸出版社

1437 改正電子帳簿保存法ハンドブック : 令和3年度改正の影響、制度の活用ポイントをQ&A形式で解説!! 山田&パートナーズ, 山田&パートナーズアカウンティング(株) 編著 大蔵財務協会

1438 国際バカロレアの挑戦 : グローバル時代の世界標準プログラム 岩崎久美子編著/石村清則 [ほか] 著 明石書店

1439 家族と刑法 : 家庭は犯罪の温床か? 深町晋也著 有斐閣

1440 事例でおさえる民法改正債権法 磯村保著 有斐閣

1441 アフガニスタンを知るための70章 (エリア・スタディーズ:185) 前田耕作, 山内和也編著 明石書店

1442 法律学の始発駅 長谷部恭男著 有斐閣

1443 有斐閣判例六法 令和4年版 長谷部恭男, 佐伯仁志, 酒巻匡編集代表 有斐閣

1444 フランス新契約法 フランソワ・アンセル, ベネディクト・フォヴァルク=コソン著/齋藤哲志, 中原太郎訳 有斐閣

1445 「知の商人」たちのヨーロッパ近代史 (講談社学術文庫:[2686]) 水田洋 [著] 講談社

1446 マックス・ヴェーバーに構造的欠陥はあるのか : 論破しがたいテーゼ ハインツ・シュタイナート著/佐々木博光訳 ミネルヴァ書房

1447 日本人の死生観 (講談社学術文庫:[2687]) 五来重 [著] 講談社

1448 中東・イスラーム世界への30の扉 西尾哲夫, 東長靖編著 ミネルヴァ書房

1449 言語的思考へ : 脱構築と現象学 (講談社学術文庫:[2685]) 竹田青嗣 [著] 講談社

1450 中世イタリアの都市と商人 (講談社学術文庫:[2688]) 清水廣一郎 [著] 講談社

1451 日本の古式捕鯨 (講談社学術文庫:[2680]) 太地五郎作 [著]/中沢新一解説 講談社



1452 キリスト信徒のなぐさめ 新版 (岩波文庫:青(33)-119-1) 内村鑑三著 岩波書店

1453 丹下健三都市論集 (岩波文庫:青(33)-585-2) [丹下健三著]/豊川斎赫編 岩波書店

1454 華厳経入法界品 : 梵文和訳 下 (岩波文庫:青(33)-345-3) 梶山雄一 [ほか] 訳注 岩波書店

1455 まっくら : 女坑夫からの聞き書き (岩波文庫:緑(31)-226-1) 森崎和江著 岩波書店

1456 黒島伝治作品集 (岩波文庫:緑(31)-080-2) [黒島伝治著]/紅野謙介編 岩波書店

1457 炎上する社会 : 企業広報、SNS公式アカウント運営者が知っておきたいネットリンチの構造 吉野ヒロ子著 弘文堂

1458 古代の語彙 : 大陸人・貴族の時代 (シリーズ「日本語の語彙」:2) 佐藤武義編/浅野敏彦 [ほか] 著 朝倉書店

1459 Humankind希望の歴史 : 人類が善き未来をつくるための18章 下 ルトガー・ブレグマン著/野中香方子訳 文藝春秋

1460 Humankind希望の歴史 : 人類が善き未来をつくるための18章 上 ルトガー・ブレグマン著/野中香方子訳 文藝春秋

1461 離れがたき二人 シモーヌ・ド・ボーヴォワール著/関口涼子訳 早川書房

1462 なぜヒトだけが言葉を話せるのか : コミュニケーションから探る言語の起源と進化 トム・スコット=フィリップス著/畔上耕介 [ほか] 訳 東京大学出版会

1463 贈与と聖物 : マルセル・モース「贈与論」とマダガスカルの社会的実践 森山工著 東京大学出版会

1464 日本人の情報行動 2020 橋元良明編 東京大学出版会

1465 奴隷制南部と保護主義 : 南北戦争前期アメリカ経済史研究 (青山学院大学経済研究所研究叢書:11) 平出尚道著 東京大学出版会

1466 危機の時代の哲学 : 想像力のディスクール 中島隆博著 東京大学出版会

1467 現代人のためのイスラーム入門 : クルアーンからその真髄を解き明かす一二章 ガーズィー・ビン・ムハンマド王子著/小杉泰, 池端蕗子訳 中央公論新社

1468 使える哲学 : 私たちを駆り立てる五つの欲望はどこから来たのか (講談社選書メチエ:751) 荒谷大輔著 講談社

1469 世界を変えた「海賊」の物語 : 海賊王ヘンリー・エヴリーとグローバル資本主義の誕生 スティーブン・ジョンソン著/山岡由美訳 朝日新聞出版

1470 バンティング : インスリンの発見による栄光と苦悩の生涯 マイケル・ブリス著/堀田饒訳 毎日新聞出版

1471 あるヴァイオリンの旅路 : 移民たちのヨーロッパ文化史 フィリップ・ブローム [著]/佐藤正樹訳 法政大学出版局

1472 〈3.11〉はどう語られたか : 目白雑録 小さいもの、大きいこと (平凡社ライブラリー:914) 金井美恵子著 平凡社

1473 ミラーリングの心理学 : 人は模倣して進化する フィオナ・マーデン著/大槻敦子訳 原書房

1474 医療の質・安全を支える心理学 : 認知心理学からのアプローチ (心理学叢書) 原田悦子編 誠信書房

1475 身体と環境をめぐる世界史 : 生政治からみた「幸せ」になるためのせめぎ合いとその技法 (同志社大学人文科学研究所研究叢書:58) 服部伸編 人文書院

1476 著作権は文化を発展させるのか : 人権と文化コモンズ 山田奨治著 人文書院

1477 メディア支配 : その歴史と構造 松田浩著 新日本出版社

1478 イスラーム用語の新研究 水谷周著 国書刊行会

1479 絶対主の覚知と誓約 : イスラームのこころと日本 (宗教信仰復興叢書:5) 水谷周著 国書刊行会

1480 模索する現代 : 昭和後期〜平成期 (近代日本宗教史:第6巻) 島薗進 [ほか] 編 春秋社

1481 ビットコイン・スタンダード : お金が変わると世界が変わる S.アモウズ著/練木照子訳 ミネルヴァ書房

1482 地図で見るロシアハンドブック 新版 パスカル・マルシャン著/太田佐絵子訳/シリル・シュス地図製作 原書房

1483 銀行業の競争度 : 地域金融への影響 杉山敏啓著 日本評論社

1484 パクスなき世界 : コロナ後の正義と自由とは 日本経済新聞社編 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

1485 ビジネス実験の驚くべき威力 ステファン・H・トムキ著/野村マネジメント・スクール訳 日経BP日本経済新聞出版本部/日経BPマーケティング (発売)

1486 CFOポリシー : 財務・非財務戦略による価値創造 第2版 柳良平著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング(発売)

1487 実践経営会計 吉田栄介著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

1488 表解IFRS・日本・米国基準の徹底比較 トーマツ著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

1489 スクイーズ・アウトの法務と税務 : 少数株主排除 第3版 松尾拓也 [ほか] 著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

1490 詳解原価計算スタディ 清水孝著 中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発売)

1491 ウラジーミル・プーチンの大戦略 アレクサンドル・カザコフ著/原口房枝訳 東京堂出版

1492 事件類型別不法行為法 窪田充見, 大塚直, 手嶋豊編著/久保野恵美子 [ほか] 著 弘文堂

1493 プレップ社会保障法 (プレップシリーズ) 島村暁代著 弘文堂

1494 海洋の未来 : 持続可能な海を求めて アンドレス・シスネロス=モンテマヨール, ウィリアム・チェン, 太田義孝編/太田義孝訳 勁草書房

1495 ジャーナリズムの倫理 山田健太著 勁草書房

1496 アジア開発史 : 政策・市場・技術発展の50年を振り返る アジア開発銀行著 勁草書房

1497 オープンイノベーションの知財・法務 山本飛翔著 勁草書房

1498 京都学派と自覚の教育学 : 篠原助市・長田新・木村素衞から戦後教育学まで 矢野智司著 勁草書房

1499 金融力の測定 : 金融機関の新指標 : i Bank index 吉原清嗣著 金融財政事情研究会/きんざい(発売)

1500 新・逐条解説資金決済法 別冊 資料編 金融財政事情研究会/きんざい (販売)

1501 新・逐条解説資金決済法 [本編] 高橋康文編著/堀天子, 森毅著 金融財政事情研究会/きんざい (販売)

1502 自由のための暴力 : 植民地支配・革命・民主主義 小倉充夫著 東京大学出版会

1503 学びの共同体の創造 : 探究と協同へ 佐藤学著 小学館

1504 学校ってなんだ! : 日本の教育はなぜ息苦しいのか (講談社現代新書:2628) 工藤勇一, 鴻上尚史著 講談社

1505 百合子とたか子 : 女性政治リーダーの運命 岩本美砂子著 岩波書店

1506 フェイクニュースを科学する : 拡散するデマ、陰謀論、プロパガンダのしくみ (DOJIN文庫:[003]) 笹原和俊著 化学同人

1507 描いて場をつくるグラフィック・レコーディング : 2人から100人までの対話実践 有廣悠乃編著/中野民夫 [ほか] 著 学芸出版社

1508 ハンス・ヨナス未来への責任 : やがて来たる子どもたちのための倫理学 戸谷洋志著 慶應義塾大学出版会

1509 映画が描くアメリカの「病」 : その根源と流れを探る 小野俊太郎著 松柏社

1510 カオスの社会史 : 戦間期シカゴのニアウエストサイド界隈 高橋和雅著 彩流社

1511 スポーツとナショナリズムの歴史社会学 : 戦前=戦後日本における天皇制・身体・国民統合 権学俊著 ナカニシヤ出版

1512 就職と体育会系神話 : 大学・スポーツ・企業の社会学 束原文郎著 青弓社

1513 ことばの育ちの認知科学 (「認知科学のススメ」シリーズ:4) 針生悦子著/内村直之ファシリテータ 新曜社

1514 わたしたちはなぜ笑うのか : 笑いの哲学史 中山元著 新曜社

1515 イギリス帝国史 : 移民・ジェンダー・植民地へのまなざしから フィリッパ・レヴァイン著/並河葉子, 森本真美, 水谷智訳 昭和堂

1516 言語この希望に満ちたもの : TAVnet時代を生きる 野間秀樹著 北海道大学出版会

1517 女たちの日韓キリスト教史 (名古屋学院大学総合研究所研究叢書:33) 神山美奈子著 関西学院大学出版会



1518 パラダイス思想の探訪 : 中世イギリス夢幻視物語と聖書との関係を紐解く 壬生正博著 丸善プラネット/丸善出版 (発売)

1519 日本における天竺認識の歴史的考察 石﨑貴比古著 三元社

1520 なぜ連合国が勝ったのか? リチャード・オウヴァリー著/河野純治, 作田昌平訳 楽工社

1521 女性の救急外来ただいま診断中! 井上真智子編集/柴田綾子, 水谷佳敬著 中外医学社

1522 All in one糖尿病外来診療の味方 橋本浩著 南山堂

1523 Tomyの診察室 : 精神科スピードアップ診療術 Tomy著 中外医学社

1524 循環器 第5版 (病気がみえる:vol. 2) 医療情報科学研究所編 メディックメディア

1525 標準泌尿器科学 第10版 (Standard textbook) 市川智彦, 久米春喜編集/並木幹夫 [ほか] 執筆 医学書院

1526 標準微生物学 第14版 (Standard textbook) 錫谷達夫, 松本哲哉編集 医学書院

1527 標準産科婦人科学 第5版 (Standard textbook) 綾部琢哉, 板倉敦夫編 医学書院

1528 標準免疫学 第4版 (Standard textbook) 小安重夫, 椛島健治編集/小安重夫 [ほか] 執筆 医学書院

1529 臨床・病理胆道癌取扱い規約 第7版 日本肝胆膵外科学会編 金原出版

1530 臨床・病理肺癌取扱い規約 第8版補訂版 日本肺癌学会編 金原出版

1531 臨床・病理原発性肝癌取扱い規約 第6版補訂版 日本肝癌研究会編 金原出版

1532 臨床・病理乳癌取扱い規約 第18版 日本乳癌学会編 金原出版

1533 臨床・病理脳腫瘍取扱い規約 第4版 日本脳神経外科学会, 日本病理学会編 金原出版

1534 地域医療と暮らしのゆくえ : 超高齢社会をともに生きる 高山義浩著 医学書院

1535 ロビンス基礎病理学 原書10版 Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster原著 エルゼビア・ジャパン/丸善出版 (発売)

1536 頭部・頸部 第4版 (CT・MRI画像解剖ポケットアトラス:1) トルステン B.メーラー, エミール レイフ著/小久保宇訳 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1537 外傷初期診療ガイドライン : JATEC 改訂第6版 日本外傷学会外傷初期診療ガイドライン改訂第6版編集委員会編集 へるす出版

1538 産婦人科研修ノート 改訂第3版 (研修ノートシリーズ) 綾部琢哉, 大須賀穣編集 診断と治療社

1539 産婦人科研修ポケットガイド 柴田綾子, 重見大介著 金芳堂

1540 CT読影レポート、この画像どう書く? : 解剖・所見の基礎知識と、よくみる疾患のレポート記載例 小黒草太著 羊土社

1541 頭頸部/神経解剖 第3版 (プロメテウス : 解剖学アトラス:[3]) Michael Schünke, Erik Schulte, Udo Schumacher著/天野修 [ほか] 訳 医学書院

1542 神経症状の診かた・考えかた : General neurologyのすすめ 第2版 福武敏夫著 医学書院

1543 神経系の疾患と薬/循環器系の疾患と薬/腎・泌尿器系の疾患と薬/漢方薬 第2版 (薬がみえる:vol. 1) 医療情報科学研究所編集 Medic Media

1544 医療現場の外国人対応英語だけじゃない「やさしい日本語」 武田裕子, 岩田一成, 新居みどり著 南山堂

1545 脳卒中治療ガイドライン 2021 日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会編集 協和企画

1546 現場で使えるクリニカルパス実践テキスト 第2版 今田光一 [ほか] 編 医学書院

1547 リハビリテーション看護 第3版 (新体系看護学全書:別巻) 粟生田友子編著 メヂカルフレンド社

1548 異常値の出るメカニズム 第7版 (Laboratory medicine) 山田俊幸, 本田孝行編集/本田孝行 [ほか] 執筆 医学書院

1549 地域包括ケアのすすめ : 在宅医療推進のための多職種連携の試み 東京大学高齢社会総合研究機構編 東京大学出版会

1550 脳神経外科学 第13版 1 太田富雄原著/松谷雅生, 野崎和彦編集 金芳堂

1551 看護関係法令 第53版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 健康支援と社会保障制度:4) 森山幹夫著 医学書院

1552 社会保障・社会福祉 第22版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 健康支援と社会保障制度:3) 福田素生著者代表 医学書院

1553 帰してはいけない外来患者 第2版 前野哲博, 松村真司編集 医学書院

1554 ねじ子のヒミツ手技# (ナース専科BOOKS) 森皆ねじ子著 エス・エム・エス/インプレス (発売)

1555 母性看護学各論 第14版 (系統看護学講座:専門分野 2. 母性看護学:2) 森恵美著者代表 医学書院

1556 帰ってきた竜馬先生の血液ガス白熱講義22問 田中竜馬著 中外医学社

1557 母性・小児看護ぜんぶガイド 第2版 (プチナース) 古川亮子, 市江和子編著 照林社

1558 検査ポイントブック : アセスメント・ケアにつながる 東京都済生会中央病院看護部副主任会執筆 照林社

1559 グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いた研究ハンドブック 戈木クレイグヒル滋子編著 新曜社

1560 説明できる検体検査・生体検査 : アセスメント・ケアにつながる! Nursing Canvas編集室編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)

1561 心電図・X線画像・採血 : 3つの「知りたい」がまとめてわかる! : ナースのための検査データの読み方 宮道亮輔著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)

1562 多職種連携・地域連携をふまえた看護記録パーフェクトガイド 畑田みゆき編集/東京都保健医療公社大久保病院看護部執筆 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)

1563 クリニカルガイド小児科 : 専門医の診断・治療 水口雅, 山形崇倫編集 南山堂

1564 ケアを可視化!中範囲理論・看護モデル : 事例を読み解く型紙 荒尾晴惠編集 南江堂

1565 よくわかる統計学 : レポートを書くときに迷わず使えて役に立つ 第3版 看護医療データ編 石村友二郎, 久保田基夫著 東京図書

1566 国際標準の感染予防対策ナーシングスキルズ ICHG研究会編 医歯薬出版

1567 CKD保存期ケアガイド CKD委員会保存期グループ編集 医学書院

1568 外国人看護師 : EPAに基づく受入れは何をもたらしたのか 平野裕子, 米野みちよ編 東京大学出版会

1569 看護の現場ですぐに役立つ人工呼吸ケアのキホン : 患者さんのための適切な操作法をマスター! 第2版 (ナースのためのスキルアップノート) レアネットドライブナースハッピーライフ編集グループ著 秀和システム

1570 看護の現場ですぐに役立つ臨床看護のキホン : 患者さんのニーズに応える看護法が身に付く! (ナースのためのスキルアップノート) 大口祐矢著 秀和システム

1571 看護の現場ですぐに役立つ消化器内視鏡看護 : 診療現場での実践的なケアの方法が身に付く! (ナースのためのスキルアップノート) 青木亜由美, 河上真紀子著 秀和システム

1572 看護の現場で活躍できる看護師のためのキャリアナビ : 多様な働き方を考えるお仕事大全 (ナースのためのスキルアップノート:特別編) 大坪陽子, 雜賀智也著 秀和システム

1573 看護の現場ですぐに役立つ訪問看護のキホン : ライフステージごとのケアの方法がわかる! (ナースのためのスキルアップノート) 上野佳代, 青山泉著 秀和システム

1574 1年目ナースが先輩から「よく聞かれること」108 NTT東日本関東病院看護部編著 照林社

1575 心電図に関するナースのギモン (日ごろの?をまとめて解決) 安達仁, 村田誠, 田中玲子編著 照林社

1576 耳鼻科ナースのギモン : 耳鼻咽喉科頭頸部外科 (日ごろの?をまとめて解決) 飯野佳美編集 照林社

1577 本当に大切なことが1冊でわかる呼吸器 さいたま赤十字病院看護部編著 照林社

1578 がん薬物療法レジメンまるわかりBOOK 下山達, 清美奈, 川井宏美編著 照林社

1579 静脈経腸栄養ナビゲータ : エビデンスに基づいた栄養管理 井上善文編著 照林社

1580 エキスパートナースの知恵袋 : 先輩ナースの意地悪なシツモンに答えられる本 エキスパートナース編集部, 下山昭知編著 照林社

1581 これからの腎不全看護 : 個別的なケアを実現するための意思決定支援 守田美奈子, 川上潤子監修 インターメディカ

1582 看護と放射線 : 放射線を正しく理解した看護職であるために 改訂版 日本アイソトープ協会編集 日本アイソトープ協会/丸善出版 (発売)

1583 看護に活かす検査値の読み方・考え方 : 専門医からのアドバイス 第3版 村田満, 上原由紀編集 総合医学社



1584 消化器に配属ですか?! (すごく大事なことだけギュッとまとめて教えます!) 久保健太郎編著 メディカ出版

1585 看護学生必携資料集 メヂカルフレンド社編集部編集 メヂカルフレンド社

1586 認知症plusコミュニケーション : 怒らない・否定しない・共感する (認知症plusシリーズ:12) 大庭輝, 佐藤眞一著 日本看護協会出版会

1587 エンド・オブ・ライフ期における皮膚障害のケア : トータルペインを増強させないケアの工夫 祖父江正代編 日本看護協会出版会

1588 外来で始める在宅療養支援 : ニーズ把握と実践のポイント 永田智子, 田口敦子編著 日本看護協会出版会

1589 新型コロナウイルスナースたちの現場レポート 日本看護協会出版会編集部編 日本看護協会出版会

1590 ナイチンゲールと「三重の関心」 : 病をいやす看護、健康をまもる看護 フローレンス・ナイチンゲール著/早野ZITO真佐子訳 日本看護協会出版会

1591 「医療事故」に関わったスタッフを支える (シリーズ「看護の知」) 福田紀子著 日本看護協会出版会

1592 最新老年看護学 第3版(2021年版) 水野敏子 [ほか] 編 日本看護協会出版会

1593 これならわかる!消化器外科の看護ケア (ナースのための基礎book) ナツメ社

1594 これならわかる!救急・急変看護の基本 (ナースのための基礎book) 佐藤憲明監修 ナツメ社

1595 高齢者の体の変化と病気がわかる解剖生理学 : 看護・介護に役立つ 竹内修二, 松永保子監修 ナツメ社

1596 これならわかる!脳神経外科の看護ケア (ナースのための基礎book) 横浜新都市脳神経外科病院監修・執筆 ナツメ社

1597 これならわかる!呼吸器の看護ケア : 呼吸生理の基礎知識から疾患の治療、ケアまで (ナースのための基礎book) 道又元裕監修 ナツメ社

1598 ケア : 語りの場としての心理臨床 : 看護・医療現場での心理的支援 坂田真穂著 福村出版

1599 思春期の心の臨床 : 日常診療における精神療法 第3版 青木省三著 金剛出版

1600 ナイチンゲールはなぜ「換気」にこだわったのか : ナイチンゲール生誕200年記念出版 (ナイチンゲールの越境:2. 感染症) 岩田健太郎[ほか]著 日本看護協会出版会

1601 「コロナ」と「看護」と「触れること」 : COVID-19 and nursing (Nursing Todayブックレット:10) 波平恵美子, 田辺けい子著 日本看護協会出版会

1602 骨髄疾患診断アトラス : 血球形態と骨髄病理 第2版 宮内潤, 泉二登志子編著 中外医学社

1603 症例から学ぶがん患者の感染症入門 伊東直哉著 中外医学社

1604 病理学 : 図解ワンポイント : 疾病の成り立ちと回復の促進 新訂版, 第2版 岡田英吉著 サイオ出版

1605 胸部CT : 腫瘤性病変 : 研修医のための実践ガイド 福本航編著 ヌンク/診断と治療社 (発売)

1606 ワンポイント問題集解剖学 : 人体の構造と機能 渡辺皓編著 サイオ出版

1607 看護学生のための実習に役立つ記録の書き方 塚本都子, 上谷いつ子編著 サイオ出版

1608 臨地実習に生かす病態と治療 山田幸宏著 サイオ出版

1609 ワンポイント問題集病理学 : 疾病の成り立ちと回復の促進 岡田英吉著 サイオ出版

1610 検査値の読み方・考え方 : 専門医からのアドバイス 第3版 西崎統, 村田満, 上原由紀編集 総合医学社

1611 「青空ハウス」看護の記録 : 新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設の49日間 石川県看護協会編著 丸善プラネット/丸善出版 (発売)

1612 まずはコレだけ!漢方薬 : 調剤&健康サポートに必ず活かせる 今津嘉宏著 じほう

1613 心電図の読み“型"教えます! Season3 杉山裕章著 中外医学社

1614 認知症診療実践ハンドブック 改訂2版 山田正仁編著 中外医学社

1615 せん妄ハンドブック 八田耕太郎著 中外医学社

1616 Annual Review神経 2021 鈴木則宏 [ほか] 編集 中外医学社

1617 やさしイイ胸部画像教室 : 厳選100症例で学ぶ読影の実際 実践編 長尾大志著 日本医事新報社

1618 てんかん専門医ガイドブック : てんかんにかかわる医師のための基本知識 改訂第2版 日本てんかん学会編集 診断と治療社

1619 糖尿病専門医研修ガイドブック : 日本糖尿病学会専門医取得のための研修必携ガイド 改訂第8版 日本糖尿病学会編・著 診断と治療社

1620 論文を書く・投稿する (ソーシャルワーク研究のためのポケットガイド) ブルース・A.ティアー著/舟木紳介, 木村真希子, 塩原良和訳 新曜社

1621 看護にいかす触れるケア : エビデンスに基づくハンドマッサージとメディカル・タッチ 岡本佐智子編著/前川知子, 見谷貴代著 中央法規出版

1622 病院・施設・地域で使える看護師のための感染対策 洪愛子編集 中央法規出版

1623 ワシントンマニュアル 第14版 ザカリー クリーズ [ほか] 編 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1624 基礎からわかる服薬指導 第3版 浜田康次, 吉江文彦, 山口晴美著 ナツメ社

1625 訪問看護が支える在宅ターミナルケア 全国訪問看護事業協会編集 日本看護協会出版会

1626 脳神経外科学 第13版 2 太田富雄原著/松谷雅生, 野崎和彦編集 金芳堂

1627 臨床検査のガイドライン JSLM2018 日本臨床検査医学会包括医療検討委員会, 厚生労働省編集 日本臨床検査医学会

1628 図説人体寄生虫学 改訂10版 吉田幸雄原著/日本寄生虫学会「図説人体寄生虫学」編集委員会編 南山堂

1629 日本版敗血症診療ガイドライン2020(J-SSCG2020)ダイジェスト版 日本集中治療医学会, 日本救急医学会 [編集] 真興交易医書出版部

1630 外傷初期診療ガイドライン : JATEC 改訂第6版 日本外傷学会外傷初期診療ガイドライン改訂第6版編集委員会編集 へるす出版

1631 経営資源管理論 第3版 2021年版 (看護管理学習テキスト:第5巻) 金井Pak雅子編集 日本看護協会出版会

1632 人材管理論 第3版 2021年版 (看護管理学習テキスト:第3巻) 手島恵編集 日本看護協会出版会

1633 看護サービスの質管理 第3版 2021年版 (看護管理学習テキスト:第2巻) 秋山智弥編集 日本看護協会出版会

1634 看護学生スタディガイド 2022 池西静江, 石束佳子編 照林社

1635 コンパクト微生物学 改訂第5版 林俊治, 石戸聡編集 南江堂

1636 脳卒中データバンク 2021 国循脳卒中データバンク2021編集委員会編集 中山書店

1637 臨床・病理胆道癌取扱い規約 第7版 日本肝胆膵外科学会編 金原出版

1638 臨床・病理肺癌取扱い規約 第8版補訂版 日本肺癌学会編 金原出版

1639 ＷＨＯガイドライン成人・青年における薬物療法・放射線治療によるがん疼痛マネジメント 木澤義之, 塩川満, 鈴木勉監訳 金原出版

1640 スクエア最新図説生物 : neo 改訂9版 吉里勝利 [ほか] 監修 第一学習社

1641 頭蓋顎顔面疾患(先天性・後天性) 第2版 2021年版 (形成外科診療ガイドライン:2) 日本形成外科学会, 日本創傷外科学会, 日本頭蓋顎顔面外科学会編 金原出版

1642 イラスト解剖学 第10版 松村讓兒著 中外医学社

1643 わかりやすい病理学 改訂第7版 小田義直,  相島慎一編集 南江堂

1644 国立国際医療研究センター<NCGM>新型コロナウイルス感染症COVID-19対応マニュアル : 目指せ院内感染ゼロへ! 国立国際医療研究センター編集/大曲貴夫責任編集 南江堂

1645 MCTD診療ガイドライン 2021 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事業)自己免疫疾患研究班混合性結合組織病分科会編集 南山堂

1646 大気・室内環境関連疾患予防と対策の手引き 2019 日本呼吸器学会大気・室内環境関連疾患予防と対策の手引き2019作成委員会編集 日本呼吸器学会/メディカルレビュー社 (発売)

1647 膠原病に伴う間質性肺疾患診断・治療指針 2020 日本呼吸器学会・日本リウマチ学会合同膠原病に伴う間質性肺疾患診断・治療指針2020作成委員会編集 日本呼吸器学会/日本リウマチ学会/メディカルレビュー社(発売)

1648 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン 2020 足立雄一, 滝沢琢己, 二村昌樹, 藤澤隆夫監修/日本小児アレルギー学会作成 協和企画(発売)

1649 母子保健の主なる統計 令和3年 母子衛生研究会



1650 わが国の母子保健 令和3年 母子衛生研究会

1651 助産診断・技術学 第6版 1 (助産学講座:5) 堀内成子, 片岡弥恵子編集 医学書院

1652 助産診断・技術学 第6版 2-2: 分娩期・産褥期 (助産学講座:7) 我部山キヨ子, 藤井知行編集/入山高行[ほか]執筆 医学書院

1653 腎生検ガイドブック 2020 日本腎臓学会腎生検ガイドブック改訂委員会編集 東京医学社

1654 腎生検病理アトラス 改訂版 日本腎病理協会, 日本腎臓学会編集 東京医学社

1655 医療情報 第6版 医療情報システム編 日本医療情報学会医療情報技師育成部会編集 日本医療情報学会医療情報技師育成部会/篠原出版新社

1656 ハローマッチング : 小論文・面接・筆記試験対策のABC 2021 石黒達昌著 テコム

1657 看護師国試対策 (ラ・スパ:2022) 塙篤雄編・著/峰村淳子編・著/石塚睦子編・著/田村知子編・著 テコム

1658 必修ラ・スパ : 看護師国試対策 2022 井上大輔編著/長谷川巖編集協力/ラ・スパ編集委員会編 テコム

1659 看護師国家試験国試過去問題集 2022年版 杉本由香編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス(発売)

1660 地域包括ケアのすすめ : 在宅医療推進のための多職種連携の試み 東京大学高齢社会総合研究機構編 東京大学出版会

1661 看護学生スタディガイド 2022 池西静江, 石束佳子編 照林社

1662 看護師国家試験問題 : 解答・解説 2022年版 メヂカルフレンド社

1663 看護師国家試験問題 : 解答・解説 2022年版 メヂカルフレンド社

1664 看護師国家試験問題 : 解答・解説 2022年版 メヂカルフレンド社

1665 看護師国家試験問題 : 解答・解説 2022年版 メヂカルフレンド社

1666 看護師国家試験問題 : 解答・解説 2022年版 メヂカルフレンド社

1667 看護師国家試験問題 : 解答・解説 2022年版 メヂカルフレンド社

1668 看護師国家試験パーフェクト!必修問題対策 2022 メヂカルフレンド社

1669 医師国家試験問題解説書 第115回: 問題集 医師国家試験問題解説書編集委員会編集 [テコム]

1670 医師国家試験問題解説書 第115回: 写真集 医師国家試験問題解説書編集委員会編集 [テコム]

1671 医師国家試験問題解説書 第115回: 解説書 医師国家試験問題解説書編集委員会編集 テコム

1672 QUESTION BANK看護師国家試験問題解説 2022(第22版) 医療情報科学研究所編集 Medic Media

1673 QUESTION BANK看護師国家試験問題解説 2022(第22版) 医療情報科学研究所編集 Medic Media

1674 クエスチョン・バンクSelect必修 : 看護師国家試験問題集 2022(第17版) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア

1675 保健師国家試験のためのレビューブック 2022(第22版) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア

1676 クエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説 2022(第14版) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア

1677 老婦人マリアンヌ鈴木の部屋 荻野アンナ著 朝日新聞出版

1678 消化器癌化学療法 改訂5版 (オンコロジークリニカルガイド) 室圭, 大村健二編集 南山堂

1679 腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン 改訂第2版 2021 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会, 腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン策定委員会編集 南江堂

1680 腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン 改訂第3版 2021 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会, 腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン策定委員会編集 南江堂

1681 前庭神経炎診療ガイドライン 2021年版 日本めまい平衡医学会編 金原出版

1682 看護教育学 第7版 杉森みど里, 舟島なをみ著 医学書院

1683 マンモグラフィガイドライン 第4版 日本医学放射線学会, 日本放射線技術学会編集 医学書院

1684 放射線と健康 (岩波新書:新赤版 745) 舘野之男著 岩波書店

1685 周術期管理チームテキスト 第4版 日本麻酔科学会・周術期管理チーム委員会編 日本麻酔科学会

1686 麻酔科学レビュー : 最新主要文献とガイドラインでみる 2021 山蔭道明監修/廣田和美監修 総合医学社

1687 関節リウマチ診療ガイドライン 2020 日本リウマチ学会編集 診断と治療社

1688 産業保健マニュアル 改訂8版 森晃爾総編集 南山堂

1689 今日の臨床検査 第17版 2021-2022 矢冨裕 [ほか] 編集 南江堂

1690 社会保障・社会福祉 第22版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 健康支援と社会保障制度:3) 福田素生著者代表 医学書院

1691 マンモグラフィ診断の進め方とポイント 第5版 東野英利子, 角田博子, 秋山太著 金原出版

1692 社会保障・社会福祉 第22版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 健康支援と社会保障制度:3) 福田素生著者代表 医学書院

1693 看護関係法令 第53版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 健康支援と社会保障制度:4) 森山幹夫著 医学書院

1694 看護関係法令 第53版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 健康支援と社会保障制度:4) 森山幹夫著 医学書院

1695 王道 : 循環器診療のエッセンスを学ぶ白のカルテ : 循環器アタマの土台作りを目指す研修医、指導医、救急診療にかかわるすべての方のための : 実症例から学ぶ循環器疾患の診かた・考え方とクリニカルパール 江原省一, 民田浩一, 北井豪編著 メディカ出版

1696 考究 : 循環器診療の奥深さを学ぶ黒のカルテ : 専門医を目指す後期研修医、総合診療医、救急・集中治療専門医、そして循環器の道を究めたいすべての方のための : 実症例から学ぶ循環器エキスパートの思考過程 江原省一, 民田浩一, 北井豪編著 メディカ出版

1697 新臨床腫瘍学 : がん薬物療法専門医のために 改訂第6版 日本臨床腫瘍学会編集 南江堂

1698 ラボ必携 : フローサイトメトリーQ&A : 正しいデータを出すための100箇条 (実験医学:別冊) 戸村道夫編集 羊土社

1699 セゾン・サンカンシオン 前川ほまれ著 ポプラ社

1700 NANDA-I看護診断 : 定義と分類 2021-2023 T. ヘザー・ハードマン, 上鶴重美, カミラ・タカオ・ロペス原書編集/上鶴重美訳 医学書院

1701 歯周病患者における抗菌薬適正使用のガイドライン 2020 日本歯周病学会編 医歯薬出版

1702 胃癌治療ガイドライン : 医師用 第6版 日本胃癌学会編 金原出版

1703 必ずアクセプトされる医学英語論文 : 完全攻略50の鉄則 改訂版 康永秀生著 金原出版

1704 看護師国試ここだけ覚える! 第5版 2022 (プチナース. 国試) 看護師国家試験対策プロジェクト編 照林社

1705 CBT・医師国家試験のためのレビューブック内科・外科 第14版 2022-2023 国試対策問題編集委員会編集 メディックメディア

1706 看護師国試必修問題完全予想550問 2022 (プチナース) 看護師国家試験対策プロジェクト編 照林社

1707 フローサイトメトリーもっと幅広く使いこなせる! : マルチカラー解析も、ソーティングも、もう悩まない! 新版 (実験医学:別冊. 最強のステップUPシリーズ) 清田純編集 羊土社

1708 遺伝性乳癌卵巣癌(HBOC)診療ガイドライン 2021年版 日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構編 金原出版

1709 子宮内膜症取扱い規約 第3版 第2部. 診療編 日本産科婦人科学会編 金原出版

1710 Essential細胞生物学 Bruce Alberts [ほか] 著/青山聖子 [ほか] 訳 南江堂

1711 整形外科卒後研修Q&A 改訂第8版 問題編 日本整形外科学会Q&A委員会編集 南江堂

1712 整形外科卒後研修Q&A 改訂第8版 解説編 日本整形外科学会Q&A委員会編集 南江堂

1713 潰瘍性大腸炎の診療ガイド 第4版 日本炎症性腸疾患協会(CCFJ)編 文光堂

1714 最新ガイドラインに基づく腎・透析診療指針 2021-'22 岡田浩一編 総合医学社

1715 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー : the real British secondary school days 2 ブレイディみかこ著 新潮社



1716 基礎生命科学実験 第3版 東京大学教養学部基礎生命科学実験編集委員会編 東京大学出版会

1717 神経眼科学を学ぶ人のために 第3版 三村治著 医学書院

1718 地域包括ケア時代の地域包括支援センター 高橋紘士 [ほか] 共編 オーム社

1719 心電図の読み“型"教えます! Season3 杉山裕章著 中外医学社

1720 Annual Review神経 2021 鈴木則宏 [ほか] 編集 中外医学社

1721 クリニカルガイド小児科 : 専門医の診断・治療 水口雅, 山形崇倫編集 南山堂

1722 パンデミック : 世界に広がる恐るべき50の感染症 Peter Moore [著]/久原孝俊訳 丸善出版

1723 イラストレイテッド解剖学 (リッピンコットシリーズ) Kelly M. Harrell, Ronald W. Dudek [著]/石村和敬 [ほか訳] 丸善出版

1724 極論で語る神経内科 第2版 河合真著 丸善出版

1725 忙しい人のための公衆衛生 : 「なぜ?」から学ぶ保健・福祉・健康・感染対策 平井康仁著 羊土社

1726 データ分析の先生!文系の私に超わかりやすく統計学を教えてください! 高橋信著/郷和貴聞き手 かんき出版

1727 遠城寺式・乳幼児分析的発達検査法 九州大学小児科改訂新装版 遠城寺宗徳ほか著 慶応義塾大学出版会

1728 表皮系病変 改訂第2版 (みき先生の皮膚病理診断ABC:1) 泉美貴著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)

1729 新微生物学 第2版 (Qシリーズ) 舘田一博 [ほか] 編著 日本医事新報社

1730 糖尿病専門医研修ガイドブック : 日本糖尿病学会専門医取得のための研修必携ガイド 改訂第8版 日本糖尿病学会編・著 診断と治療社

1731 相分離生物学の全貌 (現代化学増刊:46) 白木賢太郎編 東京化学同人

1732 ワシントンマニュアル 第14版 ザカリー クリーズ [ほか] 編 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1733 ナイチンゲールはフェミニストだったのか (ナイチンゲールの越境:3. ジェンダー) 河村貞枝 [ほか] 著 日本看護協会出版会

1734 精巣腫瘍病理アトラス 宮居弘輔, 都築豊徳編集 文光堂

1735 肝癌 第2版 (腫瘍病理鑑別診断アトラス) 坂元亨宇, 原田憲一編集 文光堂

1736 十二指腸・小腸・虫垂腫瘍 (腫瘍病理鑑別診断アトラス) 九嶋亮治, 牛久哲男編集 文光堂

1737 食道癌 第2版 (腫瘍病理鑑別診断アトラス) 大橋健一, 河内洋編集 文光堂

1738 妊産褥婦メンタルケアガイドブック : 自殺企図,うつ病,育児放棄を防ぐために : 救急現場における精神科的問題の初期対応 日本臨床救急医学会「自殺企図者のケアに関する検討委員会」監修 へるす出版

1739 脱産後うつ : 私はこうして克服した ミィ著 講談社

1740 WHO推奨ポジティブな出産体験のための分娩期ケア 分娩期ケアガイドライン翻訳チーム訳 医学書院

1741 外国人看護師 : EPAに基づく受入れは何をもたらしたのか 平野裕子, 米野みちよ編 東京大学出版会

1742 現場で使えるクリニカルパス実践テキスト 第2版 今田光一 [ほか] 編 医学書院

1743 CKD保存期ケアガイド CKD委員会保存期グループ編集 医学書院

1744 よくわかる統計学 : レポートを書くときに迷わず使えて役に立つ 第3版 看護医療データ編 石村友二郎, 久保田基夫著 東京図書

1745 CTGエボリューション : 胎児生理学からコンピュータ判読まで 池田智明編著/山口恭平編集協力 中外医学社

1746 ケアを可視化!中範囲理論・看護モデル : 事例を読み解く型紙 荒尾晴惠編集 南江堂

1747 多職種連携・地域連携をふまえた看護記録パーフェクトガイド 畑田みゆき編集/東京都保健医療公社大久保病院看護部執筆 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)

1748 心電図・X線画像・採血 : 3つの「知りたい」がまとめてわかる! : ナースのための検査データの読み方 宮道亮輔著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)

1749 説明できる検体検査・生体検査 : アセスメント・ケアにつながる! Nursing Canvas編集室編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)

1750 現代看護理論 : 一人ひとりの看護理論のために (ワードマップ) 西村ユミ, 山川みやえ編 新曜社

1751 論文を書く・投稿する (ソーシャルワーク研究のためのポケットガイド) ブルース・A.ティアー著/舟木紳介, 木村真希子, 塩原良和訳 新曜社

1752 グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いた研究ハンドブック 戈木クレイグヒル滋子編著 新曜社

1753 検査ポイントブック : アセスメント・ケアにつながる 東京都済生会中央病院看護部副主任会執筆 照林社

1754 母性・小児看護ぜんぶガイド 第2版 (プチナース) 古川亮子, 市江和子編著 照林社

1755 エキスパートナースの知恵袋 : 先輩ナースの意地悪なシツモンに答えられる本 エキスパートナース編集部, 下山昭知編著 照林社

1756 静脈経腸栄養ナビゲータ : エビデンスに基づいた栄養管理 井上善文編著 照林社

1757 がん薬物療法レジメンまるわかりBOOK 下山達, 清美奈, 川井宏美編著 照林社

1758 本当に大切なことが1冊でわかる呼吸器 さいたま赤十字病院看護部編著 照林社

1759 耳鼻科ナースのギモン : 耳鼻咽喉科頭頸部外科 (日ごろの?をまとめて解決) 飯野佳美編集 照林社

1760 心電図に関するナースのギモン (日ごろの?をまとめて解決) 安達仁, 村田誠, 田中玲子編著 照林社

1761 先輩ナースが書いた看護の鉄則 久保健太郎 [ほか] 編著 照林社

1762 1年目ナースが先輩から「よく聞かれること」108 NTT東日本関東病院看護部編著 照林社

1763 症例から学ぶがん患者の感染症入門 伊東直哉著 中外医学社

1764 認知症診療実践ハンドブック 改訂2版 山田正仁編著 中外医学社

1765 黄斑部 (眼科診療ビジュアルラーニング:6) 飯田知弘編集 中山書店

1766 もっとよくなるはず!新生児蘇生5つの提案 水本洋著 南山堂

1767 ケア : 語りの場としての心理臨床 : 看護・医療現場での心理的支援 坂田真穂著 福村出版

1768 全身解剖・筋骨格系 (ソボッタ解剖学アトラス:第1巻) エルゼビア・ジャパン/丸善出版 (発売)

1769 イラストレイテッド生理学 (リッピンコットシリーズ) Robin R.Preston, Thad E.Wilson [著]/安西尚彦 [ほか訳] 丸善出版

1770 せん妄ハンドブック 八田耕太郎著 中外医学社

1771 思春期の心の臨床 : 日常診療における精神療法 第3版 青木省三著 金剛出版

1772 グラウンデッド・セオリーの構築 第2版 キャシー・シャーマズ著 ナカニシヤ出版

1773 やさしイイ胸部画像教室 : 厳選100症例で学ぶ読影の実際 実践編 長尾大志著 日本医事新報社

1774 てんかん専門医ガイドブック : てんかんにかかわる医師のための基本知識 改訂第2版 日本てんかん学会編集 診断と治療社

1775 胸部CT : 腫瘤性病変 : 研修医のための実践ガイド 福本航編著 ヌンク/診断と治療社 (発売)

1776 基礎からわかる服薬指導 第3版 浜田康次, 吉江文彦, 山口晴美著 ナツメ社

1777 大腸癌 第2版 (腫瘍病理鑑別診断アトラス) 八尾隆史, 菅井有編集 文光堂

1778 まずはコレだけ!漢方薬 : 調剤&健康サポートに必ず活かせる 今津嘉宏著 じほう

1779 医療安全管理実務者標準テキスト 改訂第2版 日本臨床医学リスクマネジメント学会テキスト改訂編集委員会編集 へるす出版

1780 実験動物の技術と応用 増補改訂版 実践編 日本実験動物協会編 アドスリー/丸善出版 (発売)

1781 病院・施設・地域で使える看護師のための感染対策 洪愛子編集 中央法規出版



1782 看護にいかす触れるケア : エビデンスに基づくハンドマッサージとメディカル・タッチ 岡本佐智子編著/前川知子, 見谷貴代著 中央法規出版

1783 訪問看護アセスメント・ハンドブック 山内豊明, 広瀬純子著 中央法規出版

1784 脳神経外科学 第13版 1 太田富雄原著/松谷雅生, 野崎和彦編集 金芳堂

1785 脳神経外科学 第13版 2 太田富雄原著/松谷雅生, 野崎和彦編集 金芳堂

1786 循環器 第5版 (病気がみえる:vol. 2) 医療情報科学研究所編 メディックメディア

1787 循環器 第5版 (病気がみえる:vol. 2) 医療情報科学研究所編 メディックメディア

1788 シンプル衛生公衆衛生学 2021 辻一郎, 小山洋編集 南江堂

1789 皮膚疾患最新の治療 2021-2022 高橋健造, 佐伯秀久編集 南江堂

1790 フレイル高齢者・認知機能低下高齢者の下部尿路機能障害に対する診療ガイドライン 2021 日本サルコペニア・フレイル学会編集/国立長寿医療研究センター編集 日本サルコペニア・フレイル学会/国立長寿医療研究センター/ライフサイエンス出版(発売)

1791 はじめての内科病棟ただいま回診中! 西口翔, ジョエル・ブランチ著 中外医学社

1792 医療法学入門 第3版 大磯義一郎, 大滝恭弘, 荒神裕之著 医学書院

1793 看護師・看護学生のためのレビューブック 第23版 2022 岡庭豊編集 メディックメディア

1794 看護師・看護学生のためのレビューブック 第23版 2022 岡庭豊編集 メディックメディア

1795 シンプル生理学 改訂第8版 貴邑冨久子, 根来英雄共著 南江堂

1796 呼吸器病レジデントマニュアル 第6版 石田直, 近藤康博, 喜舎場朝雄編集 医学書院

1797 薬剤師レジデントマニュアル 第3版 橋田亨編集/室井延之編集/西岡弘晶編集 医学書院

1798 標準泌尿器科学 第10版 (Standard textbook) 市川智彦, 久米春喜編集/並木幹夫 [ほか] 執筆 医学書院

1799 標準泌尿器科学 第10版 (Standard textbook) 市川智彦, 久米春喜編集/並木幹夫 [ほか] 執筆 医学書院

1800 標準免疫学 第4版 (Standard textbook) 小安重夫, 椛島健治編集/小安重夫 [ほか] 執筆 医学書院

1801 母子の基礎科学 第6版 (助産学講座:2. 基礎助産学:2) 我部山キヨ子, 武谷雄二, 藤井知行編集 医学書院

1802 小児科レジデントマニュアル 第4版 小濱守安, 中矢代真美編集 医学書院

1803 機能性ディスペプシア(FD) 改訂第2版 2021 (機能性消化管疾患診療ガイドライン) 日本消化器病学会編集 南江堂

1804 胃食道逆流症<GERD>診療ガイドライン 改訂第3版 2021 日本消化器病学会編集 南江堂

1805 乳癌・胃癌HER2病理診断ガイドライン 第2版 日本病理学会編 金原出版

1806 医師国家試験問題解説 第115回画像集 国試対策問題編集委員会編集 [MEDIC MEDIA]

1807 医師国家試験問題解説 第115回問題 国試対策問題編集委員会編集 [MEDIC MEDIA]

1808 医師国家試験問題解説 第115回解説 国試対策問題編集委員会編集 MEDIC MEDIA

1809 標準微生物学 第14版 (Standard textbook) 錫谷達夫, 松本哲哉編集 医学書院

1810 標準微生物学 第14版 (Standard textbook) 錫谷達夫, 松本哲哉編集 医学書院

1811 標準産科婦人科学 第5版 (Standard textbook) 綾部琢哉, 板倉敦夫編 医学書院

1812 標準産科婦人科学 第5版 (Standard textbook) 綾部琢哉, 板倉敦夫編 医学書院

1813 標準免疫学 第4版 (Standard textbook) 小安重夫, 椛島健治編集/小安重夫 [ほか] 執筆 医学書院

1814 公衆衛生 2022(第38版) (Question bank医師国家試験問題解説:v. 6Y) 国試対策問題編集委員会編集 メディックメディア

1815 必修問題 2022(第23版) 3 (Question bank医師国家試験問題解説:v. 7Z) 国試対策問題編集委員会編集 メディックメディア

1816 必修問題 2022(第23版) 2 (Question bank医師国家試験問題解説:v. 7Z) 国試対策問題編集委員会編集 メディックメディア

1817 必修問題 2022(第23版) 1 (Question bank医師国家試験問題解説:v. 7Z) 国試対策問題編集委員会編集 メディックメディア

1818 再建外科 (形成外科治療手技全書:6) 櫻井裕之編集/中塚貴志編集 克誠堂出版

1819 エース薬理学 安西尚彦, 安藤仁, 浅井聰編集 南山堂

1820 看護師国試必修問題でるとこ最短check! 2022 医学書院看護出版部編集 医学書院

1821 看護師国家試験問題集 : 国試でるでたBOOK 2022年版 『系統看護学講座』編集室編集 医学書院

1822 看護師国家試験問題集 : 国試でるでたBOOK 2022年版 『系統看護学講座』編集室編集 医学書院

1823 看護師国家試験問題集 : 国試でるでたBOOK 2022年版 『系統看護学講座』編集室編集 医学書院

1824 看護師国家試験問題集 : 国試でるでたBOOK 2022年版 『系統看護学講座』編集室編集 医学書院

1825 保健師国家試験問題集 2022年版 「標準保健師講座」編集室編集 医学書院

1826 NASH・NAFLDの診療ガイド 2021 日本肝臓学会編 文光堂

1827 クローン病の診療ガイド 第3版 日本炎症性腸疾患協会(CCFJ)編 文光堂

1828 ロコモティブシンドローム診療ガイド 2021 日本整形外科学会監修/日本運動器科学会監修 文光堂

1829 神経系の疾患と薬/循環器系の疾患と薬/腎・泌尿器系の疾患と薬/漢方薬 第2版 (薬がみえる:vol. 1) 医療情報科学研究所編集 Medic Media

1830 スポーツ栄養学 : 科学の基礎から「なぜ?」にこたえる 寺田新著 東京大学出版会

1831 看護がつながる在宅療養移行支援 : 病院・在宅の患者像別看護ケアのマネジメント 宇都宮宏子, 山田雅子編 日本看護協会出版会

1832 看護実践のための倫理と責任 : 事例検討から学ぶ 宮脇美保子著 中央法規出版

1833 ヘルスリテラシーとは何か? : 21世紀のグローバル・チャレンジ (21世紀の健康戦略シリーズ:7) ドン・ナットビーム, イローナ・キックブッシュ著/島内憲夫編訳/大久保菜穂子, 鈴木美奈子訳 垣内出版

1834 はじめて出会う心理学 第3版 (有斐閣アルマ:Interest) 長谷川寿一 [ほか] 著 有斐閣

1835 心理学 第5版補訂版 鹿取廣人 [ほか] 編 東京大学出版会

1836 生化学・分子生物学 (ブルーバックス:B-2165. カラー図解アメリカ版新大学生物学の教科書:第3巻) D・サダヴァ他著/石崎泰樹, 中村千春監訳・翻訳/小松佳代子翻訳 講談社

1837 分子遺伝学 (ブルーバックス:B-2164. カラー図解アメリカ版新大学生物学の教科書:第2巻) D・サダヴァ他著/中村千春, 石崎泰樹監訳・翻訳/小松佳代子翻訳 講談社

1838 細胞生物学 (ブルーバックス:B-2163. カラー図解アメリカ版新大学生物学の教科書:第1巻) D・サダヴァ他著/石崎泰樹, 中村千春監訳・翻訳/小松佳代子翻訳 講談社

1839 賢い患者 (岩波新書:新赤版 1725) 山口育子著 岩波書店

1840 母性看護学各論 第14版 (系統看護学講座:専門分野 2. 母性看護学:2) 森恵美著者代表 医学書院

1841 母性看護学各論 第14版 (系統看護学講座:専門分野 2. 母性看護学:2) 森恵美著者代表 医学書院

1842 保健・医療・福祉のための専門職連携教育プログラム : 地域包括ケアを担うためのヒント 柴﨑智美, 米岡裕美, 古屋牧子編著 ミネルヴァ書房

1843 救急・集中治療領域における緩和ケア 木澤義之編集 医学書院

1844 緩和治療薬の考え方,使い方 ver.3 森田達也著/白土明美編集協力 中外医学社

1845 緩和ケア・コミュニケーションのエビデンス : ああいうとこういうはなぜ違うのか? 森田達也著 医学書院

1846 麻酔の前に知っておきたい手術手順と麻酔のコツ 鈴木昭広, 岩崎寛編集 羊土社

1847 こころの治療薬ハンドブック 第13版 井上猛 [ほか] 編 星和書店



1848 リハビリテーション看護 第3版 (新体系看護学全書:別巻) 粟生田友子編著 メヂカルフレンド社

1849 リハビリテーション看護 第3版 (新体系看護学全書:別巻) 粟生田友子編著 メヂカルフレンド社

1850 小児臨床肝臓学 : 臨床と肝臓画像・病理 済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科編 東京医学社

1851 新型タバコの本当のリスク : メディアが書けない : アイコス、グロー、プルーム・テックの科学 田淵貴大著 内外出版社

1852 子どもの心臓聴診 : 聴診からわかる病態 中澤誠著 メジカルビュー社

1853 動画でわかる小児神経の診かた 藤井克則編 羊土社

1854 子供の便秘はこう診る! : 親子のやる気を引き出す小児消化器科医のアプローチ 十河剛著 南山堂

1855 電子カルテ時代のPOS : 患者指向の連携医療を推進するために 渡辺直著 医学書院

1856 血液透析診療指針 岡田一義[ほか]編集 東京医学社

1857 最新ガイドラインに基づく神経疾患診療指針 2021-'22 鈴木則宏編集 総合医学社

1858 最新ガイドラインに基づく消化器疾患診療指針 2021-'22 中島淳編集 総合医学社

1859 慢性疼痛診療ガイドライン 厚生労働行政推進調査事業費補助金(慢性の痛み政策研究事業)「慢性疼痛診療システムの均てん化と痛みセンター診療データベースの活用による医療向上を目指す研究」研究班監修/慢性疼痛診療ガイドライン作成ワーキンググループ編集 真興交易(株)医書出版部

1860 喘息診療実践ガイドライン 2021 日本喘息学会作成/協和企画編集 協和企画 (発売)

1861 脳卒中治療ガイドライン 2021 日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会編集 協和企画

1862 泌尿器科・病理・放射線科腎盂・尿管・膀胱癌取扱い規約 第2版 日本泌尿器科学会, 日本病理学会, 日本医学放射線学会, 日本臨床腫瘍学会編 医学図書出版

1863 陰茎癌診療ガイドライン 2021年版 日本泌尿器科学会編集 医学図書出版

1864 ゴーシェ病診療ガイドライン 2021 日本先天代謝異常学会編集 診断と治療社

1865 皮膚疾患/頭頸部・顔面疾患/体幹・四肢疾患 第2版 2021年版 (形成外科診療ガイドライン:1) 日本形成外科学会, 日本創傷外科学会, 日本頭蓋顎顔面外科学会編 金原出版

1866 十二指腸癌診療ガイドライン 2021年版 十二指腸癌診療ガイドライン作成委員会編 金原出版

1867 JRC蘇生ガイドライン 2020 日本蘇生協議会監修 医学書院

1868 子宮頸がんワクチン問題 : 社会・法・科学 メアリー・ホーランド, キム・M・ローゼンバーグ, アイリーン・イオリオ [著]/別府宏圀監訳 みすず書房

1869 医師・医学生のための人類学・社会学 : 臨床症例/事例で学ぶ 飯田淳子, 錦織宏編 ナカニシヤ出版

1870 戦後行政の構造とディレンマ : 予防接種行政の変遷 手塚洋輔著 藤原書店

1871 妊娠高血圧症候群の診療指針 : best practice guide 2021 日本妊娠高血圧学会編 メジカルビュー社

1872 皮膚科 第2版 (シリーズまとめてみた) 天沢ヒロ著 医学書院

1873 マッチングと国試対策 第2版 (シリーズまとめてみた) 天沢ヒロ著 医学書院

1874 看護師国家試験PASS*NOTE 2022年版 杉本由香編著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)

1875 看護師国家試験予想問題720 2022年版 杉本由香編著 学研メディカル秀潤社/学研プラス(発売)

1876 CBT・医師国家試験のためのレビューブック産婦人科 第6版 2022-2023 国試対策問題編集委員会編集 メディックメディア

1877 実験動物の技術と応用 増補改訂版 入門編 日本実験動物協会編 アドスリー/丸善出版 (発売)

1878 「医療の質」を測り改善する : Quality Indicator : 聖路加国際病院の先端的試み 2020 聖路加国際病院QI委員会編集 インターメディカ

1879 検査値の読み方・考え方 : 専門医からのアドバイス 第3版 西崎統, 村田満, 上原由紀編集 総合医学社

1880 眼と全身病アトラス (眼疾患アトラスシリーズ:5) 中村誠, 大鹿哲郎編集 総合医学社

1881 消化器に配属ですか?! (すごく大事なことだけギュッとまとめて教えます!) 久保健太郎編著 メディカ出版

1882 看護学生必携資料集 メヂカルフレンド社編集部編集 メヂカルフレンド社

1883 認知症plusコミュニケーション : 怒らない・否定しない・共感する (認知症plusシリーズ:12) 大庭輝, 佐藤眞一著 日本看護協会出版会

1884 「コロナ」と「看護」と「触れること」 : COVID-19 and nursing (Nursing Todayブックレット:10) 波平恵美子, 田辺けい子著 日本看護協会出版会

1885 エンド・オブ・ライフ期における皮膚障害のケア : トータルペインを増強させないケアの工夫 祖父江正代編 日本看護協会出版会

1886 外来で始める在宅療養支援 : ニーズ把握と実践のポイント 永田智子, 田口敦子編著 日本看護協会出版会

1887 訪問看護が支える在宅ターミナルケア 全国訪問看護事業協会編集 日本看護協会出版会

1888 「暮らしの保健室」ガイドブック : 「相談/学び/安心/交流/連携/育成」の場 : 地域の中で"もう一歩"先へ (C.C.MOOK) 秋山正子総編集/神保康子 [ほか] 企画・編集 日本看護協会出版会

1889 新型コロナウイルスナースたちの現場レポート 日本看護協会出版会編集部編 日本看護協会出版会

1890 特養あずみの里裁判を考える : A Nurse Indicted (Nursing Todayブックレット:09) Nursing Todayブックレット編集部編集 日本看護協会出版会

1891 ナイチンゲールと「三重の関心」 : 病をいやす看護、健康をまもる看護 フローレンス・ナイチンゲール著/早野ZITO真佐子訳 日本看護協会出版会

1892 「医療事故」に関わったスタッフを支える (シリーズ「看護の知」) 福田紀子著 日本看護協会出版会

1893 最新老年看護学 第3版(2021年版) 水野敏子 [ほか] 編 日本看護協会出版会

1894 産業看護学 第2版 2021年版 河野啓子著 日本看護協会出版会

1895 これならわかる!消化器外科の看護ケア (ナースのための基礎book) ナツメ社

1896 これならわかる!救急・急変看護の基本 (ナースのための基礎book) 佐藤憲明監修 ナツメ社

1897 高齢者の体の変化と病気がわかる解剖生理学 : 看護・介護に役立つ 竹内修二, 松永保子監修 ナツメ社

1898 これならわかる!脳神経外科の看護ケア (ナースのための基礎book) 横浜新都市脳神経外科病院監修・執筆 ナツメ社

1899 これならわかる!呼吸器の看護ケア : 呼吸生理の基礎知識から疾患の治療、ケアまで (ナースのための基礎book) 道又元裕監修 ナツメ社

1900 看護の現場ですぐに役立つ人工呼吸ケアのキホン : 患者さんのための適切な操作法をマスター! 第2版 (ナースのためのスキルアップノート) レアネットドライブナースハッピーライフ編集グループ著 秀和システム

1901 看護の現場ですぐに役立つ臨床看護のキホン : 患者さんのニーズに応える看護法が身に付く! (ナースのためのスキルアップノート) 大口祐矢著 秀和システム

1902 看護の現場ですぐに役立つ消化器内視鏡看護 : 診療現場での実践的なケアの方法が身に付く! (ナースのためのスキルアップノート) 青木亜由美, 河上真紀子著 秀和システム

1903 看護の現場で活躍できる看護師のためのキャリアナビ : 多様な働き方を考えるお仕事大全 (ナースのためのスキルアップノート:特別編) 大坪陽子, 雜賀智也著 秀和システム

1904 看護の現場ですぐに役立つ訪問看護のキホン : ライフステージごとのケアの方法がわかる! (ナースのためのスキルアップノート) 上野佳代, 青山泉著 秀和システム

1905 これからの腎不全看護 : 個別的なケアを実現するための意思決定支援 守田美奈子, 川上潤子監修 インターメディカ

1906 看護と放射線 : 放射線を正しく理解した看護職であるために 改訂版 日本アイソトープ協会編集 日本アイソトープ協会/丸善出版 (発売)

1907 CTGモニタリングテキスト 改訂版 馬場一憲, 松田義雄編集代表/日本母体胎児医学会編 東京医学社

1908 看護に活かす検査値の読み方・考え方 : 専門医からのアドバイス 第3版 村田満, 上原由紀編集 総合医学社

1909 The分娩 : ビジュアルで学ぶ生理学・助産診断・分娩介助のすべて : あなたの武器になる助産師のワザ 石川紀子, 中川有加編著 メディカ出版

1910 眼科鑑別診断実力アップQ&A : 専門医必携 山田昌和, 平塚義宗編 南江堂

1911 臨地実習に生かす病態と治療 山田幸宏著 サイオ出版

1912 看護学生のための実習に役立つ記録の書き方 塚本都子, 上谷いつ子編著 サイオ出版

1913 ワンポイント問題集解剖学 : 人体の構造と機能 渡辺皓編著 サイオ出版



1914 病理学 : 図解ワンポイント : 疾病の成り立ちと回復の促進 新訂版, 第2版 岡田英吉著 サイオ出版

1915 症状別看護過程 : アセスメント・看護計画がわかる! 第2版 (プチナースBooks) 小田正枝編著 照林社

1916 わかりやすい麻酔科学 : 基礎と実戦 中尾慎一編集/塩川泰啓, 岩元辰篤編集協力 中山書店

1917 国際標準の感染予防対策ナーシングスキルズ ICHG研究会編 医歯薬出版

1918 ナイチンゲールはなぜ「換気」にこだわったのか : ナイチンゲール生誕200年記念出版 (ナイチンゲールの越境:2. 感染症) 岩田健太郎[ほか]著 日本看護協会出版会

1919 「青空ハウス」看護の記録 : 新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設の49日間 石川県看護協会編著 丸善プラネット/丸善出版 (発売)

1920 ワンポイント問題集病理学 : 疾病の成り立ちと回復の促進 岡田英吉著 サイオ出版

1921 転移性肝がん診療ガイドライン 山本雅一編集/日本肝胆膵外科学会主催 医学図書出版

1922 尿路管理を含む泌尿器科領域における感染制御ガイドライン 改訂第2版 日本泌尿器科学会, 尿路管理を含む泌尿器科領域における感染制御ガイドライン作成委員会編集 メディカルレビュー社

1923 臓器移植関連EBV感染症診療ガイドライン 2021年版 日本移植学会臓器移植関連EBV感染症診療ガイドライン策定委員会編集 メディカルレビュー社

1924 看護ケアのための摂食嚥下時の誤嚥・咽頭残留アセスメントに関する診療ガイドライン 看護ケア開発・標準化委員会編集 南江堂

1925 小児人工内耳前後の療育ガイドライン 2021年版 高度・重度難聴幼小児療育ガイドライン作成委員会編 金原出版

1926 分子腫瘍マーカー診療ガイドライン 第2版 日本分子腫瘍マーカー研究会編 金原出版

1927 腹膜播種診療ガイドライン 2021年版 日本腹膜播種研究会編 金原出版

1928 画像診断ガイドライン 2021年版 日本医学放射線学会編 金原出版

1929 発達段階からみた小児看護過程+病態関連図 第4版 浅野みどり, 杉浦太一, 大村知子編集 医学書院

1930 看護管理基本資料集 第3版 2021年版 (看護管理学習テキスト:別巻) 増野園惠編集 日本看護協会出版会

1931 組織管理論 第3版 2021年版 (看護管理学習テキスト:第4巻) 勝原裕美子編集 日本看護協会出版会

1932 ヘルスケアシステム論 : ヘルスケアサービス提供のための制度・政策 第3版 2021年版 (看護管理学習テキスト:第1巻) 増野園惠編集 日本看護協会出版会

1933 看護法令要覧 令和3年版 勝又浜子 [ほか] 編 日本看護協会出版会

1934 抗リン脂質抗体症候群・好酸球性多発血管炎性肉芽腫症・結節性多発動脈炎・リウマトイド血管炎の治療の手引き 2020 厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患政策研究事業)難治性血管炎に関する調査研究, 針谷正祥編集 診断と治療社

1935 What (ホワット) is (イズ) life (ライフ) ? : 生命とは何か ポール・ナース著/竹内薫訳 ダイヤモンド社

1936 戦争の中国古代史 (講談社現代新書:2613) 佐藤信弥著 講談社

1937 野菜の花写真館 植松國雄著 敬文舎

1938 現代花菖蒲図鑑 : 古花から最新花まで 清水弘, 椎野昌宏著 淡交社

1939 完全図解インターネット技術 : これ1冊で丸わかり (日経BPムック) 日経NETWORK編 日経BP/日経BPマーケティング (発売)

1940 教養としてのデータサイエンス (データサイエンス入門) 北川源四郎, 竹村彰通編/内田誠一 [ほか] 著 講談社

1941 納豆の食文化誌 横山智著 農山漁村文化協会

1942 研究に役立つJASPによる多変量解析 : 因子分析から構造方程式モデリングまで 清水優菜, 山本光共著 コロナ社

1943 RユーザのためのRStudio[実践]入門 : tidyverseによるモダンな分析フローの世界 改訂2版 松村優哉 [ほか] 著 技術評論社

1944 やさしくわかるPythonの教室 リブロワークス著 技術評論社

1945 桜の文化誌 (花と木の図書館) コンスタンス・L・カーカー, メアリー・ニューマン著/富原まさ江訳 原書房

1946 プログラムはなぜ動くのか : 知っておきたいプログラミングの基礎知識 第3版 矢沢久雄著 日経BP/日経BPマーケティング (発売)

1947 RとPythonで学ぶ統計学入門 増井敏克著 オーム社

1948 ウミウシ1260種 : 特徴がひと目でわかる図解付き 新版 (ネイチャーウォッチングガイドブック) 小野篤司, 加藤昌一著 誠文堂新光社

1949 科学社会学 松本三和夫編 東京大学出版会

1950 プログレッシブ電磁気学 : マクスウェル方程式からの展開 水田智史著 共立出版

1951 PCRの誕生 : バイオテクノロジーのエスノグラフィー : 新装版 ポール・ラビノウ[著]/渡辺政隆訳 みすず書房

1952 わかる!使える!外来語辞典 増井金典著 ミネルヴァ書房

1953 生体臓器移植の倫理 : 臓器をめぐる逡巡と規範 田村京子著 慶應義塾大学出版会

1954 有機スペクトル解析入門 (有機化学スタンダード) 小林啓二, 木原伸浩共著 裳華房

1955 プライヴァシーの誕生 : モデル小説のトラブル史 日比嘉高著 新曜社

1956 史上最悪の感染症 : 結核、マラリアからエイズ、エボラ、薬剤耐性菌、COVID-19まで マイケル・オスターホルム, マーク・オルシェイカー著/五十嵐加奈子, 吉嶺英美, 西尾義人訳 青土社

1957 ヒトの探究は科学のQ 長谷川眞理子著 青土社

1958 コンピューターは人のように話せるか? : 話すこと・聞くことの科学 トレヴァー・コックス著/田沢恭子訳 白揚社

1959 理系研究者からの知見に基づく科学技術英語プレゼンテーション指導法 島村東世子著 大阪大学出版会

1960 基礎から学ぶJulia : 基本文法からデータサイエンスまで (SCC books:B-418) 石井一夫著 エスシーシー

1961 実験動物の技術と応用 増補改訂版 実践編 日本実験動物協会編 アドスリー/丸善出版 (発売)

1962 実験動物の技術と応用 増補改訂版 入門編 日本実験動物協会編 アドスリー/丸善出版 (発売)

1963 細胞生物学 (ブルーバックス:B-2163. カラー図解アメリカ版新大学生物学の教科書:第1巻) D・サダヴァ他著/石崎泰樹, 中村千春監訳・翻訳/小松佳代子翻訳 講談社

1964 生化学・分子生物学 (ブルーバックス:B-2165. カラー図解アメリカ版新大学生物学の教科書:第3巻) D・サダヴァ他著/石崎泰樹, 中村千春監訳・翻訳/小松佳代子翻訳 講談社

1965 学振申請書の書き方とコツ : DC/PD獲得を目指す若者へ 改訂第2版 大上雅史著 講談社

1966 分子遺伝学 (ブルーバックス:B-2164. カラー図解アメリカ版新大学生物学の教科書:第2巻) D・サダヴァ他著/中村千春, 石崎泰樹監訳・翻訳/小松佳代子翻訳 講談社

1967 統計力学入門 : 愚問からのアプローチ 新装版 高橋康著 講談社

1968 理論生物学概論 望月敦史著 共立出版

1969 科学史事典 日本科学史学会編 丸善出版

1970 はじめての論理学 : 伝わるロジカル・ライティング入門 (有斐閣ストゥディア) 篠澤和久 [ほか] 著 有斐閣

1971 著作権法入門 第3版 島並良, 上野達弘, 横山久芳著 有斐閣

1972 データサイエンス指向の統計学 第2版 大内俊二著 学術図書出版社

1973 医薬品情報学 第5版 望月眞弓, 武立啓子, 堀里子編 東京大学出版会

1974 香料化学 : におい分子が作るかおりの世界 長谷川登志夫著 コロナ社

1975 Pythonによるバイオインフォマティクス Sebastian Bassi著/石井学 [ほか] 訳 共立出版

1976 トートラ人体解剖生理学 Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson [著]/佐伯由香 [ほか] 編訳/石橋隆治 [ほか] 訳 丸善出版

1977 著作権法入門 2020-2021 文化庁編著 著作権情報センター

1978 危険物の取り扱い (即戦力への一歩シリーズ:02) 田村昌三, 田口直樹著 化学工業日報社

1979 タンパク質科学 : 生物物理学的なアプローチ 有坂文雄著 裳華房



1980 単位と法則 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) [和田純夫監修] ニュートンプレス

1981 イラストレイテッド解剖学 (リッピンコットシリーズ) Kelly M. Harrell, Ronald W. Dudek [著]/石村和敬 [ほか訳] 丸善出版

1982 イラストレイテッド生理学 (リッピンコットシリーズ) Robin R.Preston, Thad E.Wilson [著]/安西尚彦 [ほか訳] 丸善出版

1983 達人に訊くバイオ画像取得と定量解析Q&A : 顕微鏡の設定からImageJによる解析・自動化まで (実験医学:別冊) 加藤輝, 小山宏史編 羊土社

1984 論文の考え方・書き方 : はじめての論文作成術 宅間紘一著 新泉社

1985 先生、頭突き中のヤギが尻尾で笑っています! (「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学) 小林朋道著 築地書館

1986 マーダー生物学 Sylvia S. Mader, Michael Windelspecht著 東京化学同人

1987 ウイルスはささやく : これからの世界を生きるための新ウイルス論 武村政春著 春秋社

1988 ヒーラ細胞の数奇な運命 : 医学の革命と忘れ去られた黒人女性 (河出文庫:[ス4-1]) R・スクルート著/中里京子訳 河出書房新社

1989 Linux+コマンド入門 : シェルとコマンドライン、基本の力 (Web+DB Pressプラスシリーズ) 西村めぐみ著 技術評論社

1990 疫学とはなにか : データと理論思考で探る病気の原因と予防 (知りたいサイエンス:146) 中村好一著 技術評論社

1991 「てにはドイツ語」という問題 : 近代日本の医学とことば 安田敏朗著 三元社

1992 入門Python3 第2版 Bill Lubanovic著/鈴木駿監訳/長尾高弘訳 オライリー・ジャパン/オーム社(発売)

1993 大学院活用術 : 理工系修士で飛躍するための60のアドバイス 面谷信著 東京電機大学出版局

1994 ものの大きさ : 自然の階層・宇宙の階層 第2版 須藤靖著 東京大学出版会

1995 科学と倫理 : AI時代に問われる探求と責任 日本科学協会編/野家啓一 [ほか] 著 中央公論新社

1996 イラストレイテッド生化学 (リッピンコットシリーズ) Denise R. Ferrier [著]/浅井将 [ほか訳] 丸善出版

1997 Essentialタンパク質科学 Mike Williamson著/津本浩平, 植田正, 前仲勝実監訳 南江堂

1998 いまを生きるための倫理学 盛永審一郎, 松島哲久, 小出泰士編 丸善出版

1999 「誤差」「大間違い」「ウソ」を見分ける統計学 デイヴィッド・サルツブルグ著/竹内惠行, 浜田悦生訳 共立出版
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