
学生用文芸一般図書配架リスト（１０月）

出版者 書名 責任表示 請求記号 資料ID

1
日本放送出版協
会

4つのノーベル賞 : 発想の源泉・努力の軌跡 NHK取材班著 407||Yo 209001774

2 山川出版社 イタリア : 建築の精神史 (世界歴史の旅)
池上俊一著/大
村次郷写真

523.37||Ik 209001775

3
農山漁村文化協
会

山で暮らす愉しみと基本の技術
大内正伸[絵と
文]

590||Ou 209001779

4 飛鳥新社 綺想迷画大全 中野美代子著 704||Na 209002058

5 白水社 壊れても仏像 : 文化財修復のはなし 飯泉太子宗著 718||Iz 209001969

6 東京大学出版会 色彩学入門 : 色と感性の心理
大山正, 齋藤美
穂編

757.3||Sh 209001892

7 青弓社 究極!クラシックのツボ 許光俊編著 760.4||Ky 209002018

8 春秋社
コンサートが退屈な私って変? : 素朴な疑問
に応えるクラシック・ガイド

クリスティアーネ・
テヴィンケル著/
小山田豊訳

760.4||Te 209001931

9 青土社 キューバ音楽 増補新版
八木啓代, 吉田
憲司著

762.591||Ya 209001771

10 学習研究社
オーケストラの読みかた : スコア・リーディン
グ入門

池辺晋一郎著 764.3||Ik 209001851

11
NHKエンタープラ
イズ

朝比奈隆+大阪フィルハーモニー交響楽団
「最後のベートーベン交響曲全集」 特典ディ
スク エグモント序曲 (NHK DVD:NHK
classical)

ベートーベン[作
曲]/朝比奈隆[指
揮]/大阪フィル
ハーモニー交響

764||DVD||987 209001458

12
NHKエンタープラ
イズ

朝比奈隆+大阪フィルハーモニー交響楽団
「最後のベートーベン交響曲全集」 交響曲第
9番ニ短調作品125「合唱付き」 (NHK
DVD:NHK classical)

ベートーベン[作
曲]/朝比奈隆指
揮/大阪フィル
ハーモニー交響

764||DVD||988 209001673

13
NHKエンタープラ
イズ

朝比奈隆+大阪フィルハーモニー交響楽団
「最後のベートーベン交響曲全集」 交響曲第
8番ヘ長調作品93・交響曲第7番イ長調作品
92 (NHK DVD:NHK classical)

ベートーベン[作
曲]/朝比奈隆[指
揮]/大阪フィル
ハーモニー交響

764||DVD||989 209001674

14
NHKエンタープラ
イズ

朝比奈隆+大阪フィルハーモニー交響楽団
「最後のベートーベン交響曲全集」 交響曲第
1番ハ長調作品21・交響曲第3番変ホ長調作
品55「英雄」 (NHK DVD:NHK classical)

ベートーベン[作
曲]/朝比奈隆[指
揮]/大阪フィル
ハーモニー交響

764||DVD||990 209001675

15
NHKエンタープラ
イズ

朝比奈隆+大阪フィルハーモニー交響楽団
「最後のベートーベン交響曲全集」 交響曲第
2番ニ長調作品36・交響曲第6番へ長調作品
68「田園」 (NHK DVD:NHK classical)

ベートーベン[作
曲]/朝比奈隆[指
揮]/大阪フィル
ハーモニー交響

764||DVD||991 209001676
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16
NHKエンタープラ
イズ

朝比奈隆+大阪フィルハーモニー交響楽団
「最後のベートーベン交響曲全集」 交響曲第
4番変ロ長調作品60・交響曲第5番ハ短調作
品67 (NHK DVD:NHK classical)

ベートーベン[作
曲]/朝比奈隆[指
揮]/大阪フィル
ハーモニー交響

764||DVD||992 209001677

17 扶桑社 赤めだか 立川談春著 779.13||Ta 209001978

18 実業之日本社 スポーツから気づく大切なこと。 中山和義著 780.14||Na 209001938

19 大修館書店
オリンピックのすべて : 古代の理想から現代
の諸問題まで

ジム・パリー, ヴァ
シル・ギルギノフ
著/舛本直文訳・
著

780.69||Pa 209001494

20 杏林書院 競技志向と健康志向のスポーツ科学 宮下充正著 780||Mi 209001491

21 白水社
思想としての翻訳 : ゲーテからベンヤミン、
ブロッホまで

三ツ木道夫編訳 801.7||Sh 209001968

22 三元社
アフリカのことばと社会 : 多言語状況を生き
るということ

梶茂樹, 砂野幸
稔編著

802.4||Af 209002068

23 大修館書店 事典世界のことば141
梶茂樹, 中島由
美, 林徹編

803.6||Ji 209001947

24 三元社 日本の言語景観
庄司博史, P・バッ
クハウス, F・クル
マス編著

810.1||Ni 209002067

25 三省堂
世界言語のなかの日本語 : 日本語系統論
の新たな地平

松本克己著 810.29||Ma 209001925

26 文芸社
日本人と日本語のルーツを掘り起こす : 考
古学からDNAまで

宮崎嘉夫著 810.29||Mi 209001905

27 和泉書院
日本人と中国人とのコミュニケーション :
「ちょっと」はちょっと… : ポンフェイ博士の日
本語の不思議

彭飛著 810.4||Ho 209001834

28 筑摩書房 日本語が亡びるとき : 英語の世紀の中で 水村美苗著 810.4||Mi 209001954

29 Jリサーチ出版
カタカナ語スピードマスター : 聞いて書いて
覚える

棚橋明美 [ほか]
共著

810.7||Ka 209002091

30
スリーエーネット
ワーク

新日本語の中級 会話DVD
海外技術者研修
協会編著

810||DVD||993 209001523

31 三省堂
大学生のための日本語表現トレーニング ス
キルアップ編

橋本修, 安部朋
世, 福嶋健伸編
著

810||Ha 209001924
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32
スリーエーネット
ワーク

みんなの日本語 初級2: 会話ビデオ
スリーエーネット
ワーク編著

810||VC||1785 209001522

33
日外アソシエー
ツ

レポート・論文作成のための引用・参考文献
の書き方

藤田節子著 816.5||Fu 209002162

34 青春出版社 論文&レポートの書き方 泉忠司著 816.5||Iz 209001940

35 毎日新聞社 出身地 (イナカ) がわかる!気づかない方言
篠崎晃一, 毎日
新聞社著

818||In 209001979

36 岩波書店
唐代の人は漢詩をどう詠んだか : 中国音韻
学への誘い

大島正二著 821.1||Os 209001697

37 白水社 1年生のコミュニケーション中国語 新版 劉頴著 827.8||Ry 209001832

38 南雲堂 今日の社会と健康
園城寺康子 [ほ
か] 著

830.7||Ko 209001963

39 ベレ出版
具体的・効率的英語学習最強プログラム
(Beret books)

土屋雅稔著 830.7||Ts 209002054

40 南雲堂
U.S.ニューズ&ワールド・リポートで学ぶアメリ
カの今

Naohisa
Murakami

830.7||Us 209001964

41 松柏社 語学留学に行こう!
行時潔, Daniel
Droukis著

830.7||Yu 209001846

42
講談社インター
ナショナル

TOEIC TESTリスニングの鉄則 中村澄子著 830.79||Na 209002011

43 金星堂 TOEICテストパワーアップ総合講座
西田晴美 [ほか]
著

830.79||To 209002009

44 南雲堂
新TOEICテストズバリ頻出盲点英単・熟語 :
モウ単

梅本孝著 830.79||Um 209001965

45 大阪大学出版会
Academic topics for listening practice (大阪
大学新世紀レクチャー)

渡部眞一郎, 木
村茂雄, ジェリー
ヨコタ編

831.1||Ac 209002061

46
IBCパブリッシン
グ

銀河鉄道の夜 (IBCオーディオブックス : やさ
しい英語を聴いて読む)

宮沢賢治著/とよ
ざきようこ, ステュ
ウット ヴァーナム
‐アットキン翻訳

831.1||Mi 209002090

47 東京堂出版 クイズで覚える英語イディオム520 牧野高吉著 834||Ma 209001959
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48 ベレ出版 英語で手帳をつけてみる 石原真弓著 836.6||Is 209002055

49 成美堂出版
英語「快読」トレーニング : ネイティブみたい
に読む!

赤井田拓弥著 837.7||Ak 209001942

50 ジャパンタイムズ 英語で読む古典落語

ジャパンタイムズ
「週刊ST」編
/Benjamin
Woodward英文

837.7||Ei 209002024

51 ジャパンタイムズ 英語で読む平家物語 上
ベンジャミン・ウッ
ドワード編

837.7||Ei||1 209002025

52 ジャパンタイムズ 英語で読む平家物語 下
ベンジャミン・ウッ
ドワード編

837.7||Ei||2 209002026

53 ジャパンタイムズ 英語で読む世界昔ばなし Book 1
ベンジャミン・ウッ
ドワード編

837||Ei||1 209001839

54 ジャパンタイムズ 英語で読む世界昔ばなし Book 2
ベンジャミン・ウッ
ドワード編

837||Ei||2 209001840

55 ジャパンタイムズ 英語で読む世界昔ばなし Book 3
ベンジャミン・ウッ
ドワード編

837||Ei||3 209001841

56 ジャパンタイムズ 英語で読む世界昔ばなし Book 4
ベンジャミン・ウッ
ドワード編

837||Ei||4 209001837

57 ジャパンタイムズ 英語で読む日本昔ばなし Book 4
ジャパンタイムズ
「週刊ST」編

837||Ei||4 209001842

58 ジャパンタイムズ 英語で読む日本昔ばなし Book 5
ジャパンタイムズ
「週刊ST」編

837||Ei||5 209001838

59 ジャパンタイムズ 英語で読む世界昔ばなし Book 5
ベンジャミン・ウッ
ドワード編

837||Ei||5 209001843

60 朝日出版社 クロイツング [テキスト]
小野寿美子, 中
川明博, 西巻丈
児著

840.7||On 209001899

61 三修社
新独検4級合格講座 : 入門ドイツ語ステップ・
イン

獨協大学独検対
策講座編
/Kirsten Beiß
wenger [ほか] 著

840.7||Sh 209001509

62 三修社
新独検3級合格講座 : 初級ドイツ語グレー
ド・アップ

獨協大学独検対
策講座編
/Kirsten Beiß
wenger [ほか] 著

840.7||Sh 209001510

63 三修社
新独検2級合格講座 : 中級ドイツ語への総
合アクセス

獨協大学独検対
策講座編/矢
羽々崇[ほか]著

840.7||Sh 209001511
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64 朝日出版社 ドイツ語の時間 : 話すための文法 改訂版 清野智昭著 845.7||Se 209001898

65 第三書房 ドイツ文法の森 : CD付き 改訂
ローデリヒ・ガート
ゲ [ほか] 著

845||Do 209002043

66 東京大学出版会
Horizonte : 東京大学ドイツ語教材 : [CDセッ
ト]

東京大学教養学
部ドイツ語部会編

847.7||Ho 209001512

67 第三書房 パショネマン Nouvelle éd 1
阿南婦美代, セシ
ル・モラン著

850.7||An||1 209002044

68 第三書房 パショネマン 2
阿南婦美代, セシ
ル・モラン著

850.7||An||2 209002045

69 白水社 仏検対策5級問題集
小倉博史, モーリ
ス・ジャケ, 舟杉
真一編著

850.7||Ja 209001515

70 白水社 仏検対策4級問題集
小倉博史, モーリ
ス・ジャケ, 舟杉
真一編著

850.7||Ja 209001516

71 白水社 仏検対策3級問題集
小倉博史, モーリ
ス・ジャケ, 舟杉
真一編著

850.7||Ja 209001517

72 第三書房
英語でわかるフランス語 : 初級から中級へ :
新装版

滑川明彦, 前川
泰子共著

850||Na 209001520

73 大修館書店 スタンダード時事仏和大辞典
稲生永, 彌永康
夫編

853||Su 209001521

74 明治書院 先生×小説 (掘りだしものカタログ:1) 佐野正俊編著 903||Ho||1 209001446

75 明治書院 青春×小説 (掘りだしものカタログ:2) 掛野剛史編著 903||Ho||2 209001447

76 明治書院
子どもの部屋×小説 (掘りだしものカタロ
グ:3)

藤本恵編著 903||Ho||3 209001448

77 明治書院 輸出×小説 (掘りだしものカタログ:4) 山本亮介編著 903||Ho||4 209001449

78 明治書院 1万字×小説 (掘りだしものカタログ:5) 小峰慎也編著 903||Ho||5 209001450

79 明治書院 信じる心×小説 (掘りだしものカタログ:6) 位田将司編著 903||Ho||6 209001451
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80 新曜社 モダニティの想像力 : 文学と視覚性 中川成美著 910.26||Na 209002021

81 大修館書店 太宰治の手紙 東郷克美著 910.268||Da 209001948

82 青土社 司馬遼太郎を読む 中村稔著 910.268||Sh 209002030

83 岩波書店 ことばの見本帖 (ことばのために)
荒川洋治 [ほか]
著

910.4||Ko 209002114

84 思文閣出版 古今和歌集への道 : 国文学研究七十七年 久曾神昇著 910.4||Ky 209001454

85 思文閣出版
中古中世和歌文学論叢 (竜谷大学仏教文化
研究叢書:9)

大取一馬編 911.13||Ch 209001455

86 青土社 先端で、さすわさされるわそらええわ 川上未映子著 911.56||Ka 209002029

87 思潮社 マッチ売りの偽書 中島悦子著 911.56||Na 209002016

88 思潮社 自伝詩のためのエスキース 辻井喬著 911.56||Ts 209002015

89 思文閣出版 源氏物語の地理
角田文衛, 加納
重文編

913.36||Ge 209001453

90 集英社 鳳凰の黙示録 荒山徹著 913.6||Ar 209001772

91
角川書店/角川
グループパブ
リッシング(発売)

雪冤 大門剛明著 913.6||Da 209001850

92 講談社 プリズン・トリック 遠藤武文著 913.6||En 209001773

93
メディアファクト
リー

トーマの心臓
萩尾望都原作/
森博嗣著

913.6||Ha 209001776

94 講談社 ドーン 平野啓一郎著 913.6||Hi 209001696

95 太田出版 ボックス! 百田尚樹著 913.6||Hy 209002013
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96 集英社 映画篇 金城一紀著 913.6||Ka 209001864

97 講談社 新世界より 上 貴志祐介著 913.6||Ki||1 209001855

98 講談社 新世界より 下 貴志祐介著 913.6||Ki||2 209001856

99 徳間書店 コカンセツ! 南々井梢著 913.6||Na 209001770

100 青土社 ザナドゥーへの道 中野美代子著 913.6||Na 209001847

101 新潮社 天使の歩廊 : ある建築家をめぐる物語 中村弦著 913.6||Na 209001867

102 集英社 千年樹 荻原浩著 913.6||Og 209001863

103 祥伝社 夏が僕を抱く 豊島ミホ著 913.6||To 209001769

104 PHP研究所 孫子伝 塚本青史著 913.6||Ts 209001443

105 集英社 追想五断章 米沢穂信著 913.6||Yo 209001768

106 筑摩書房 日本語で読むということ 水村美苗著 914.6||Mi 209001955

107 筑摩書房 日本語で書くということ 水村美苗著 914.6||Mi 209001956

108 春秋社 33個めの石 : 傷ついた現代のための哲学 森岡正博著 914.6||Mo 209001927

109 講談社
謎の1セント硬貨 : 真実は細部に宿る in
USA

向井万起男著 914.6||Mu 209002159

110 人文書院 白夜に紡ぐ 志村ふくみ著 914.6||Sh 209001939

111 青草書房 ひっつき虫 杉本秀太郎著 914.6||Su 209001639
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112 青土社 カタコトのうわごと : 新装版 多和田葉子著 914.6||Ta 209001513

113 講談社 滝山コミューン一九七四 第2刷 原武史著 916||Ha 209001854

114 新潮社 密航屋 野村宏之著 916||No 209001767

115 汲古書院 歸有光文學の位相 野村鮎子著 920.25||No 209002172

116 汲古書院 明清詩文論考 松村昴著 921.5||Ma 209002171

117 金の星社
Love & peace : 英語曲 (歌を読む詩集:2.
SMAPとORANGE RANGEで学ぶ詩の世界)

根本浩, 手島謙
著

931.7||Ne 209001827

118 金の星社
Dream & hope : 英語曲 (歌を読む詩集:2.
SMAPとORANGE RANGEで学ぶ詩の世界)

根本浩, 手島謙
著

931.7||Ne 209001828

119 新潮社 幻影の書
ポール・オース
ター [著]/柴田元
幸訳

933.7||Au 209001868

120 早川書房 夏への扉 新訳版
ロバート・A.ハイ
ンライン著/小尾
芙佐訳

933.7||He 209001778

121 早川書房
夜想曲集 : 音楽と夕暮れをめぐる五つの物
語

カズオ・イシグロ
著/土屋政雄訳

933.7||Is 209001777

122 白水社 ジーザス・サン (ExLibris)
デニス・ジョンソン
[著]/柴田元幸訳

933.7||Jo 209001970

123 河出書房新社
雪男たちの国 : ジョージ・ベルデンの日誌よ
り

ノーマン・ロック著
/柴田元幸訳

933.7||Lo 209001907

124 白水社 文盲 : アゴタ・クリストフ自伝
アゴタ・クリストフ
著/堀茂樹訳

950.278||Kr 209001514

125 白水社 ムッシュ・マロセーヌ
ダニエル・ペナッ
ク [著]/平岡敦訳

953.7||Pe 209001518

126 国書刊行会 あなたまかせのお話 (短篇小説の快楽)
レーモン・クノー
著/塩塚秀一郎
訳

953.7||Qu 209001909

127 書肆山田 全集その他の物語

アウグスト・モン
テロッソ著/服部
綾乃, 石川隆介
訳

963||Mo 209002066
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