書名
悩みが武器になる働き方 : 20代の今、考えておきたい仕事のコト / 河田真誠著. -- 徳間書
店, 2019.7.
仕事で必要な「本当のコミュニケーション能力」はどう身につければいいのか? / 安達裕
哉著. -- 日本実業出版社, 2017.9.
ビジネススクールで教えている武器としてのITスキル : MBA×TECHNOVATE / グロービ
ス経営大学院著. -- 東洋経済新報社, 2018.5.
仕事の教科書 : 世界に通用するビジネス・スキルが身につく : textbooks useful for
business / 原田隆史 [ほか] 著. -- 徳間書店, 2019.3.
18歳から考えるワークルール / 道幸哲也, 加藤智章, 國武英生編. -- 第2版. -- 法律文化社,
2018.1. -- (From 18).

配置場所

請求記号

2F就職応援

159.4//KA92//7636

2F就職応援

336.49//A16//0577

2F就職応援

336//G95//0579

2F就職応援

336//H32//7649

2F就職応援

366.14//D83//5693//西
田蔵書

働くわたし / 本の雑誌編集部編. -- 本の雑誌社, 2019.8.

2F就職応援

366.38//H85//7659

日本の給料&職業図鑑 / 給料BANK著 ; [正] - パーフェクトバイブル. -- 宝島社, 2016.1-.

2F就職応援

366.4//KY8//0004

気づきが導く!成功!キャリアデザイン / 土井隆司著. -- 武蔵野大学出版会, 2018.4.

2F就職応援

377.9//D83//0580

2F就職応援

498.8//MI51//7652

2F就職応援

L366.94//MU62//0547

書名

配置場所

請求記号

言葉はこうして生き残った / 河野通和著. -- ミシマ社, 2017.2.

2F学生選書

021.4//KO76//8223

2F学生選書

159//C19//1085

2F学生選書

290.9//KO73//1134

2F学生選書

321//N39//1239

2F学生選書

451.85//E68//8214

2F学生選書

502.8//TO46//8206

2F学生選書

674.3//SA66//1197

2F学生選書

721.9//H55//8292

ささいなことに動揺してしまう敏感すぎる人の「仕事の不安」がなくなる本 / みさきじゅ
り著. -- 秀和システム, 2018.12.
働き方の哲学 : 360度の視点で仕事を考える / 村山昇[著] ; 若田紗希絵. -- ディスカ
ヴァー・トゥエンティワン, 2018.3.

劇画でわかるこうすれば必ず人は動く / D・カーネギー著 ; 田中孝顕訳 ; さいとうかずと
画. -- きこ書房, 2018.1.
じゃ、また世界のどこかで。 / 近藤大真著. -- KADOKAWA, 2018.7.
先生!バナナはおやつに含まれますか? : 法や契約書の読み方がわかるようになる本 / 中野
友貴著. -- 第一法規, 2018.9.
グレタたったひとりのストライキ / マレーナ・エルンマン [ほか] 著 ; 羽根由, 寺尾まち子
訳. -- 海と月社, 2019.10.
世界を変えた60人の偉人たち : 新しい時代を拓いたテクノロジー / 東京電機大学編. -- 東
京電機大学出版局, 2019.7.
浪漫図案 : 明治・大正・昭和の商業デザイン / 佐野宏明編. -- 光村推古書院, 2010.7.
今、ふたたびの京都 : 東山魁夷を訪ね、川端康成に触れる旅 / 東山魁夷, 川端康成著 ; 平山
三男編纂. -- 求龍堂, 2006.9.

動詞キャラ図鑑 : 核心のイメージがわかる! / 関正生, 煙草谷大地著. -- 新星出版社, 2018.7. 2F学生選書

835.5//SE24//1078

ある葬儀屋の告白 / キャレブ・ワイルド著 ; 鈴木晶訳. -- 飛鳥新社, 2018.8.

2F学生選書

936//W73//1055

書名

配置場所

請求記号

The return of the Black Widowers / Isaac Asimov ; edted by Charles Ardai. -- 1st Carroll 2Fペーパー
& Graf trade paperback ed.. -- Carroll & Graf, 2005.

バック

Death in a tenured position / Amanda Cross. -- Ballantine Books, 1982, c1981. --

2Fペーパー

(Ballantine books).

バック

The case of the one-eyed witness / Erle Stanley Gardner. -- Pocket Books, 1954, c1950. 2Fペーパー
-- (The complete book)(Pocket book ; 4526).
The sea monks / Andrew Garve. -- Lancer Books, 1964. -- (Lancer book ; 72-759).

バック
2Fペーパー
バック

933.7//A92//9995
933.7//C93//0418
933.7//G22//5339
933.7//G24//0866

Ocean's 11 / a novel by Dewey Gram ; based on a screenplay by Ted Griffin ; a
screenplay by Harry Brown and Charles Lederer ; a story by George Clayton Johnson &
Jack Golden Russell. -- Boxtree, 2001.
Fit to kill / [by] Brett Halliday. -- Dell Publishing, 1972. -- (A Dell Book ; 2562).

2Fペーパー
バック
2Fペーパー
バック

Murder takes no holliday / [by] Brett Halliday. -- Dell Publishing, 1961. -- (A Dell Book ; 2Fペーパー
D379).
The goodbye look / Ross Macdonald. -- Collins, 1970. -- (Fontana books).
Pilgrim's Rest / Patricia Wentworth. -- Coronet, 1980, c1948. -- (Coronet books).
Night Frost / R.D. Wingfield. -- Transworld, 1992. -- (Corgi books).

書名

バック
2Fペーパー
バック
2Fペーパー
バック
2Fペーパー
バック

933.7//G76//9470

933.7//H21//1018
933.7//H21//1038
933.7//MA14//0105
933.7//W58//0461
933.7//W76//9010

配置場所

請求記号

3F文庫版

133.9//L25//3445

3F文庫版

141.5//W36//3206

3F文庫版

235.06//B92//3291

3F文庫版

402.3//SA85//2965

3F文庫版

706//I45//3384

3F文庫版

761.13//A16//1471

3F文庫版

815//TO31//2206

3F文庫版

933.6//D72//2967

書名

配置場所

請求記号

ベトナム戦記 / 開高健著 ; 秋元啓一写真. -- 朝日新聞社, 1990.10. -- (朝日文庫).

3F開高健著作 223.107//KA21//4518

夏の闇 / 開高健著 ; : 新装版. -- 新潮社, 1990.8.

3F開高健著作 913.6//KA21//4197

裸の王樣 / 開高健著. -- 文藝春秋新社, 1958.3.

3F開高健著作 913.6//KA21//6704

シンボルの哲学 : 理性、祭礼、芸術のシンボル試論 / S.K.ランガー著 ; 塚本明子訳. -- 岩波
書店, 2020.8. -- (岩波文庫 ; 青N(38)-602-1).
思考の技法 / グレアム・ウォーラス著 ; 松本剛史訳. -- 筑摩書房, 2020.5. -- (ちくま学芸文
庫 ; [ウ32-1]).
フランス革命についての省察 / エドマンド・バーク著 ; 二木麻里訳. -- 光文社, 2020.8. -(光文社古典新訳文庫 ; [KBハ2-1]).
ガリレオの求職活動ニュートンの家計簿 : 科学者たちの生活と仕事 / 佐藤満彦 [著]. -- 講
談社, 2020.3. -- (講談社学術文庫 ; [2611]).
アトリエインカーブ物語 : アートと福祉で社会を動かす / 今中博之著. -- 河出書房新社,
2020.7. -- (河出文庫 ; [い43-1]).
音楽社会学序説 / Th.W.アドルノ著 ; 高辻知義, 渡辺健訳. -- 平凡社, 1999.6. -- (平凡社ライ
ブラリー ; 292).
日本文法 : 口語篇・文語篇 / 時枝誠記 [著]. -- 講談社, 2020.3. -- (講談社学術文庫 ;
[2607]).
オリバー・ツイスト / ディケンズ著 ; 唐戸信嘉訳. -- 光文社, 2020.3. -- (光文社古典新訳文
庫 ; [KAテ1-4]).

オールウェイズ / 開高健 [著] ; 1 - 4. -- 角川書店, 1993.5-1993.10. -- (角川文庫 ;
8594,8595,9161,9162).
破れた繭 / 開高健作. -- 岩波書店, 2019.4. -- (岩波文庫 ; 緑(31)-221-2 . 耳の物語 / 開高健
作 ; 1).

3F開高健著作 914.6//KA21//4168
3F開高健著作 914.6//KA21//4186

オーパ! / 開高健著 ; 高橋曻写真. -- 集英社, 1978.11.

3F開高健著作 L915.6//KA21//3475

書名

配置場所

請求記号

ほんまもん : 京都商法と津田佐兵衞(井筒八ッ橋六代) / 渡辺一雄著. -- ふたば書房, 2009.4. 3F卒業生著作 289//W46//3307
走り続ける力 / 山中伸弥著. -- 毎日新聞出版, 2018.7.
「大発見」の思考法 : iPS細胞vs.素粒子 / 山中伸弥, 益川敏英著. -- 文藝春秋, 2011.1. -(文春新書 ; 789).
ダントツ経営 : コマツが目指す「日本国籍グローバル企業」 / 坂根正弘著. -- 日本経済新
聞出版社, 2011.4.

3F卒業生著作 289//Y34//9081
3F卒業生著作 404//Y34//1759
3F卒業生著作 530.67//SA34//1316

感動の経営 : 大事は理、小事は情をもって処す / 高原慶一朗著. -- ダイヤモンド社, 1994.6. 3F卒業生著作 586.24//TA32//2467

書名

配置場所

請求記号

人生の1冊の絵本 / 柳田邦男著. -- 岩波書店, 2020.2. -- (岩波新書 ; 新赤版 1828).

4F新書版

019.53//Y53//0821

理学博士の本棚 / 鎌田浩毅 [著]. -- KADOKAWA, 2020.1. -- (角川新書 ; [K-292]).

4F新書版

019.9//KA31//0329

4F新書版

021.2//F76//1182

4F新書版

210.46//MO27//0320

4F新書版

235.3//TA55//0326

4F新書版

361.234//N93//1725

4F新書版

402//KO97//0331

4F新書版

440.12//Y86//2673

4F新書版

484.7//I32//2274

著作権とは何か : 文化と創造のゆくえ / 福井健策著. -- 改訂版. -- 集英社, 2020.3. -- (集英
社新書 ; 1016A).
室町の覇者足利義満 : 朝廷と幕府はいかに統一されたか / 桃崎有一郎著. -- 筑摩書房,
2020.1. -- (ちくま新書 ; 1471).
物語パリの歴史 / 高遠弘美著. -- 講談社, 2020.1. -- (講談社現代新書 ; 2560).
マックス・ウェーバー : 近代と格闘した思想家 / 野口雅弘著. -- 中央公論新社, 2020.5. -(中公新書 ; 2594).
高校世界史でわかる科学史の核心 / 小山慶太著. -- NHK出版, 2020.1. -- (NHK出版新書 ;
611).
深宇宙ニュートリノの発見 : 宇宙の巨大なエンジンからの使者 / 吉田滋著. -- 光文社,
2020.4. -- (光文社新書 ; 1061).
タコの知性 : その感覚と思考 / 池田譲著. -- 朝日新聞出版, 2020.4. -- (朝日新書 ; 761).
日本語の連続/不連続 : 百年前の「かきことば」を読む / 今野真二著. -- 平凡社, 2020.2. -(平凡社新書 ; 935).

書名
英文社説で読む平成 : ジャパンタイムズ1989-2019 / ジャパンタイムズ編. -- ジャパンタ
イムズ, 2018.12.
同時通訳者のカバンの中 : ツールを使いこなせば英語力3割アップ! / 関谷英里子著. -- 祥
伝社, 2018.5.
英語多読 : すべての悩みは量が解決する! / 繁村一義, 酒井邦秀著. -- アルク, 2018.7.
公式TOEIC Listening & Readingトレーニング / Educational Testing Service著 ; リスニン
グ編, リーディング編. -- 国際ビジネスコミュニケーション協会, 2017.6.
公式TOEIC Listening & Readingトレーニング / Educational Testing Service著 ; リスニン
グ編, リーディング編. -- 国際ビジネスコミュニケーション協会, 2017.6.
Instagram×English : 英語でインスタ! / ミカエラ・ブレスウェート著. -- ジャパンタイム
ズ, 2018.10.
2カ月完成!英語で学べる経済ニュース : 大学生からのNikkei Asian review / 日本経済新聞
社監修 ; : セット - Book 4. -- アルク, 2017.2. -- (経済たまごシリーズ ; 1).
英語で読む外国人がほんとに知りたい日本の文化と歴史 / ロックリー トーマス著. -- 東京
書籍, 2019.8.
海外ドラマで面白いほど英語が話せる超勉強法 / 出口武頼著. -- KADOKAWA, 2019.4.

4F新書版

配置場所
5F英語学習

810.26//KO75//0666//西
田蔵書

請求記号
304//J24//2436//西田蔵
書

5F英語学習

830.7//SE43//7587

5F英語学習

830.7//SH28//9863

5F英語学習

830.79//E24//0191

5F英語学習

830.79//E24//0192

5F英語学習

836//B71//2480//西田蔵
書

5F英語学習

837.5//N73//6843

5F英語学習

837.7//L78//9052

5F英語学習

837.8//D53//7160

なんでやねんを英語で言えますか? : Let's speak in Kansai dialect ! : 知らんとヤバいめっ
ちゃ使う50のフレーズ+α / 川合亮平著 ; こいけぐらんじ漫画・イラスト. -- KADOKAWA, 5F英語学習

837.8//KA93//7718

2017.1.

書名
Norwegian wood / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Jay Rubin ; : pbk.
-- Vintage, 2003, c2000.
Kwaidan : stories and studies of strange things / Lafcadio Hearn ; : USA, : Japan. -Stone Bridge Press. -- (Yohan classics).

配置場所

請求記号

5F多読（上級）6
837.7//MU43//5949
5F多読（上級）6
837.7//H51//5727

Rudolf and Ippai Attena / Saito Hiroshi ; translated by Deborah Iwabuchi and Kazuko
Enda ; illustrated by Hanmo Sugiura. -- Kodansha, 2017. -- (Kodansha English library ;

5F多読（上級）5
837.7//SA25//1878

[210]).
The adventures of Sherlock Holmes / Sir Arthur Conan Doyle ; edited with notes by
Takao Tomiyama ; illustrations by Sidney Paget. -- Illustrated ed. -- Eikōsha, 1983.
Death on the Nile / by Agatha Christie ; retold by Irving Flinker. -- IBCパブリッシング,
2018.9. -- (洋販ラダーシリーズ ; Level 4(2000-word)).

5F多読（上級）5
837.7//D89//7283
5F多読（中級）4
837.7//C58//1620

The little mermaid and other stories / Hans Christian Andersen ; retold by Stuart
Varnam-Atkin ; illustrations by Yukiko Miki. -- 1st ed. -- Kodansha, 2018. -- (Kodansha
English library ; [213]).

5F多読（中級）4
837.7//A46//1910

Pirates of the Caribbean : at world's end / retold by Karen Holmes ; : pbk. -- Pearson
Education, 2009. -- (Pearson English readers ; level 3).
Murder on the Orient Express / Agatha Christie ; abridged by Nina Wegner. -- IBCパブ
リッシング, 2014.12. -- (洋販ラダーシリーズ ; level 4 (2000-word)).
King Arthur and the Knights of the Round Table / retold by Deborah Tempest ; : [CD
pack]. -- Pearson Education, 2008. -- (Penguin readers ; level 2).
Alice in wonderland / Lewis Carroll ; retold by Mary Tomalin ; : [CD pack]. -- Pearson
Education, 2008. -- (Penguin readers ; level 2).
Who was J.R.R. Tolkien? / by Pam Pollack and Meg Belviso ; illustrated by Jonathan
Moore ; : [pbk.]. -- Grosset & Dunlap, c2015. -- (Who was--?).
English folk tales / retold by Emma Sully. -- IBCパブリッシング, 2018.11. -- (洋販ラダー
シリーズ ; Level 1(1000-word)).

5F多読（中級）3
837.7//H83//2375
5F多読（中級）3
837.7//C58//8455
5F多読（初級）2
837.7//KI43//8393
5F多読（初級）2
837.7//C22//8389
5F多読（初級）1
837.7//W69//8468
5F多読（初級）1
837.7//SU55//1619

