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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 2020.12
進路小論文 002/To17

SDGs時代の国際協力
西村幹子，小野道子，
井上儀子／著
岩波書店 2021.2

女の子はどう生きるか

平安男子の元気な！生活

上野千鶴子／著

川村裕子／著

岩波書店 2021.1

岩波書店 2021.2

岩波ジュニア新書

081/IJ/929

藁算
琉球王朝時代の数の記録法

岩波ジュニア新書

081/IJ/930

夜と霧

慶友社 2005.11

アラン・レネ／監督
ミシェル・ブーケ／語り
株式会社アイ・ヴィー・シー 2015.6

沖縄学習 219.9/Ku67

DVD 視聴覚資料 234/R28

少年フィデル

司法通訳人という仕事
知られざる現場

図解SDGs入門

フィデル・カストロ = ルス／著
ガブリエル・ガルシア = マルケス／序文
柳原孝敦／監訳

小林裕子／著

村上芽／著

トランスワールドジャパン 2007.10

慶應義塾大学出版会 2019.11

日経BP 2021.1

289.5/C25

327.1/Y44

329.3/Mu43

国際移住機関
世界移民統計アトラス

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

難民研究ジャーナル No.9 2019

OECD／編著 濱田久美子／訳

難民研究フォーラム

明石書店 2018.12

現代人文社 2020.3

334.4/I61

参考図書 367.1/O18

368.2/N48/2019

ロヒンギャ 差別の深層

ホームレス経験者が地域で
定着できる条件は何か

LIFE SCIENCE (ライフサイエンス）
長生きせざるをえない時代の生命科学講義

宇田有三／著

山田壮志郎／編著

吉森保／著

高文研 2020.8

ミネルヴァ 書房 2020.7

日経BP 2020.12

368.2/U26

368.2/Y19

進路小論文 460/Y91

英国キュー王立植物園
庭園と植物画の旅

ちゃんと知りたい！
新型コロナの科学

CURRENT THERAPY カレントテラピー
vol.38 No.12 2020.12

英国キュー王立植物園／特別協力・写真提
供 奥紀栄，山中麻須美／編著

出村政彬／著

平凡社 2019.4

日経サイエンス社 2020.12

髙久史麿，猿田享男／監修
北村聖／編集
ライフメディコム 2020.12

470.7/R79

492/I19

492/L62/2020.12

CURRENT THERAPY カレントテラピー
vol.38 No.11 2020.11

世界初の宇宙飛行士、伝説の裏側で

岩波ジュニア新書

081/IJ/931

ディーナ・イオネスコ 他／著
佐藤やえ／訳
原書房 2020.10

栗田文子／著 工藤員功／撮影

ガガーリン

髙久史麿，猿田享男／監修
北村聖／編集
ライフメディコム 2020.11

ジェイミー・ドーラン， ピアーズ・ビゾニー／著

伝統と断絶 新装復刻

日暮雅通／訳

武智鉄二／著

河出書房新社 2013.7

風塵社 1989.7

493.1/L62/2020.11

538.9/D87

771.6/Ta58

ひめゆりの塔

新校本 宮澤賢治全集 別巻
補遺・索引 索引篇

新校本 宮澤賢治全集 別巻
補遺・索引 補遺篇

宮澤賢治／著 宮沢清六／編

宮澤賢治／著 宮沢清六／編

筑摩書房 2009.3

筑摩書房 2009.3

DVD 視聴覚資料 913.6/Ka39

918.6/Mi89/17

918.6/Mi89/17

新校本 宮澤賢治全集 別巻
全巻正誤表

シャーロック・ホームズの帰還
英日対訳ブック 特典DVD付
１ 空き家の怪事件

シャーロック・ホームズの冒険
英日対訳ブック 特典DVD付
３ 海軍条約事件

筑摩書房 2009.3

コナン・ドイル／原作
グラナダ・テレビ／制作
キープ株式会社 2009

コナン・ドイル／原作
グラナダ・テレビ／制作
キープ株式会社 2009

918.6/Mi89/17

視聴覚資料 933/D89/1

視聴覚資料 933/D89/3

レ・ミゼラブル １ ファンチーヌ

THE BIG ISSUE VOL.402
日本版

THE BIG ISSUE VOL.403
日本版

ヴィクトール・ユゴー／著
西永良成／訳
平凡社 2019.12

ビッグイシュー日本 2021.3

ビッグイシュー日本 2021.3

中・必読本 958/H98/1

先生のオススメ本 Z//2021

先生のオススメ本 Z//2021

史記世家 上

法華経 （上） 改版

法華経 （中） 改版

坂本幸男， 岩本裕／訳注

坂本幸男，岩本裕／訳注

岩波書店 1976.10

岩波書店 1976.11

岩波文庫 青/304/1

岩波文庫 青/304/2

神山征二郎／監督
沢口靖子／主演
東宝 2009.3

宮澤賢治／著 宮沢清六／編

司馬遷／著
小川環樹／ほか訳
岩波書店 1980.5
岩波文庫 青/214/6
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法華経 （下） 改版

悲劇の誕生

日本の弓術

岩波書店 1976.12

フリートリヒ・ニーチェ／著
秋山英夫／訳
岩波書店 1966.6

オイゲン・ヘリゲル／述
柴田治三郎／訳
岩波書店 1982.10

岩波文庫 青/304/3

西洋文学この100冊 青/639/1

高・挑戦本 青/661/1

伊勢物語 現代語訳付き
新版

晩夏 上

晩夏 下

石田穣二／訳注

アーダルベルト・シュティフター／著

アーダルベルト・シュティフター／著

角川書店 1979.11

筑摩書房 2004.3

筑摩書房 2004.7

高・挑戦本 /か

ちくま文庫 /シ/1

ちくま文庫 /シ/2

デイジー・ミラー 改版

小公子

魔術ミステリ傑作選 3版

坂本幸男／訳注 岩本裕／訳注

ヘンリー・ジェイムズ／作
行方昭夫／訳
新潮社 1993.11

新潮社 2020.7

オットー・ペンズラー／編
中村能三 他／訳
東京創元社 1992.12

西洋文学この100冊 /シ

新潮文庫 /ハ

創元社推理文庫 /ヘ

人間不平等起源論 新版

すごい物理学入門

すごい物理学講義

ジャン=ジャック・ルソー／著
小林善彦／訳
中央公論新社 1974.1

カルロ・ロヴェッリ／著
竹内薫／監訳 関口英子／訳
河出書房新社 2020.9

カルロ・ロヴェッリ／著
竹内薫／監訳 栗原俊秀／訳
河出書房新社 2019.12

西洋文学この100冊 /ル

河出文庫 /ロ

河出文庫 /ロ

LGBTとハラスメント

ペリー提督 海洋人の肖像

イスラームからヨーロッパをみる

神谷悠一，松岡宗嗣／著

小島敦夫／著

内藤正典／著

集英社 2020.7

講談社 2005.12

岩波書店 2020.7

集英社新書 //1027

講談社現代新書 //1822

進路小論文 //1839

THE SCHOOL LIBRARY MANAGER :
SURVICING AND THRIVING

Becoming a Library Leader
: Seven Stages of Leadership Development for
Academic Librarians

Woolls, Blanche Coatney, Sharon

Freedman, Shin Freedman,
James M.
2020

LIBRARIES UNLIMITED 2018

Association of the College and Research Libraries
: A division of the American Library Association

書庫 017.4/W87

バーネット／作 川端康成／訳

社会の深層で何が起きているのか

書庫 017.7/F46
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