
Ｎｏ． タイトル等 巻号 配置場所 資料ID 請求記号

1 名古屋・妖怪三十六景 / 山田彊一著. -- ワイズ出版, 2018.10. 中央学3F 12030510 388.155||Y

2 地域が稼ぐ観光 : ボクらはコトづくりでチイキのミライをつくる / 大羽昭仁著. -- 宣伝会議, 2018.10. -- (宣伝会議Business Books). 中央学3F 12030511 689.4||O

3 エリア別だから流れがつながる世界史 / かみゆ歴史編集部編 ; 朝日新聞出版編著. -- 朝日新聞出版, 2017.8. 中央学3F 12030512 209||Ka

4 図説明智光秀 / 柴裕之編著. -- 戎光祥出版, 2019.1. 中央学3F 12030513 289.1||Si

5 魔女のシークレット・ガーデン = Witch's secret garden / 飯島都陽子著・絵. -- 山と溪谷社, 2018.12. 中央学3F 12030514 499.87||I

6 K氏の大阪弁ブンガク論 / 江弘毅著. -- ミシマ社, 2018.7. 中央学3F 12030515 910.26||Ko

7 万博の歴史 : 大阪万博はなぜ最強たり得たのか / 平野暁臣著. -- 小学館クリエイティブ. 中央学3F 12030516 606.9||H

8 プロパガンダ : 広告・政治宣伝のからくりを見抜く / A・プラトカニス, E・アロンソン著 ; 社会行動研究会訳. -- 誠信書房, 1998.10. 中央学3F 12030517 361.46||P

9 現代日本の場面設定辞典 = Dictionary of contemporary Japanese scene setting / ライブ編著. -- カンゼン, 2018.12. 中央学3F 12030518 901.307||R

10 本能寺の変 : 史実の再検証 / 盛本昌広著. -- 東京堂出版, 2016.3. 中央学3F 12030519 210.48||Mo

11 村役人のお仕事 / 山﨑善弘著. -- 東京堂出版, 2018.12. 中央学3F 12030520 210.5||Y

12 沈黙のパレード / 東野圭吾著. -- 文藝春秋, 2018.10. 中央学3F 12030521 913.6||H

13 名古屋と明治維新 / 羽賀祥二, 名古屋市蓬左文庫編著. -- 風媒社, 2018.11. 中央学3F 12030522 215.5||H

14 それゆけ!論理さん : 大人のための学習マンガ / 仲島ひとみ著. -- 筑摩書房, 2018.10. 中央学3F 12030523 116||N

15 ゴリラからの警告 : 「人間社会、ここがおかしい」 / 山極寿一著. -- 毎日新聞出版, 2018.4. 中央学3F 12030524 914.6||Y

16 大人のための国語ゼミ / 野矢茂樹著. -- 増補版. -- 筑摩書房, 2018.10. 中央学3F 12030525 816||N

17 タコの心身問題 : 頭足類から考える意識の起源 / ピーター・ゴドフリー=スミス [著] ; 夏目大訳. -- みすず書房, 2018.11. 中央学3F 12030526 484.7||G

18 動物たちのセックスアピール : 性的魅力の進化論 / マイケル・J・ライアン著 ; 東郷えりか訳. -- 河出書房新社, 2018.11. 中央学3F 12030527 481.78||R

19 雪の階 (きざはし) / 奥泉光著. -- 中央公論新社, 2018.2. 中央学3F 12030528 913.6||O

20 ヒトラーとドラッグ : 第三帝国における薬物依存 / ノーマン・オーラー著 ; 須藤正美訳. -- 白水社, 2018.10. 中央学3F 12030529 234.074||O

21 ベルリンは晴れているか / 深緑野分著. -- 筑摩書房, 2018.9. 中央学3F 12030530 913.6||H

22 神さまがくれた漢字たち / 山本史也著. -- 増補新版. -- 新曜社, 2018.5. -- (よりみちパン!セ ; YP04). 中央学3F 12030531 821.2||Y
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23 認知症の人の心の中はどうなっているのか? / 佐藤眞一著. -- 光文社, 2018.12. -- (光文社新書 ; 981). 中央学S 12030532 493.758||Sa||||新書

24 未来をはじめる : 「人と一緒にいること」の政治学 / 宇野重規著. -- 東京大学出版会, 2018.9. 中央学3F 12030533 311||U

25 クラシック音楽全史 : ビジネスに効く世界の教養 / 松田亜有子著. -- ダイヤモンド社, 2018.10. 中央学3F 12030534 762.3||Ma

26 名画の読み方 : 世界のビジネスエリートが身につける教養 / 木村泰司著. -- ダイヤモンド社, 2018.10. 中央学3F 12030535 723.3||Ki

27
魔法にかかった男 / ディーノ・ブッツァーティ著 ; 長野徹訳. -- 東宣出版, 2017.12. -- (ブッツァーティ短篇集 / ディーノ・ブッツァーティ
著 ; 長野徹訳 ; 1).

中央学S 12030536 973||B||||新書

28
地形図を読む技術 : すべての国土を正確に描いた基本図を活用する極意 / 山岡光治著 ; : 新装版. -- SBクリエイティブ, 2018.8. --
(サイエンス・アイ新書 ; SIS-415).

: 新装版 中央学S 12030537 454.9||Y||||新書

29 国家と教養 / 藤原正彦著. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮新書 ; 793). 中央学S 12030538 002||H||||新書

30 日本史のツボ / 本郷和人著. -- 文藝春秋, 2018.1. -- (文春新書 ; 1153). 中央学S 12030539 210.1||H||||新書

31 古武術に学ぶ身体操法 / 甲野善紀著. -- 岩波書店, 2014.3. -- (岩波現代文庫 ; 社会 ; 266). 中央学S 12030540 789||Ko||||文庫

32 世界のことばアイウエオ / 黒田龍之助著. -- 筑摩書房, 2018.5. -- (ちくま文庫 ; [く-26-3]). 中央学S 12030541 800||Ku||||文庫

33 「レ・ミゼラブル」百六景 / 鹿島茂著 ; : 新装版. -- 文藝春秋, 2012.11. -- (文春文庫 ; [か-15-7]). : 新装版 中央学S 12030542 953.6||Ka||||文庫

34 眠れないほどおもしろい百人一首 / 板野博行著. -- 三笠書房, [2013.11]. -- (王様文庫 ; [D59-2]). 中央学S 12030543 911.147||I||||文庫

35 松本清張の「遺言」 : 『昭和史発掘』『神々の乱心』を読み解く / 原武史著. -- 文藝春秋, 2018.2. -- (文春文庫 ; [は53-1]). 中央学S 12030544 913.6||H||||文庫

36 お供え / 吉田知子 [著]. -- 講談社, 2015.4. -- (講談社文芸文庫 ; [よM1]). 中央学S 12030545 913.6||Y||||文庫

37
とうもろこしの乙女、あるいは七つの悪夢 / ジョイス・キャロル・オーツ著 ; 栩木玲子訳. -- 河出書房新社, 2018.1. -- (河出文庫 ; [オ
5-1]).

中央学S 12030546 933.7||O||||文庫


