
学生用一般図書配架リスト（１０月）

出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

1
ナナ・コーポレー
ト・コミュニケー
ション

情報は1冊のノートにまとめなさい : 100円で
つくる万能「情報整理ノート」 (Nanaブック
ス:0069)

奥野宣之著 002.7||Ok 209002092

2 作品社 「学問」の取扱説明書 仲正昌樹著 002||Na 209002163

3 研究社
心の研究の多様性を探る (認知科学への招
待:2)

大津由紀雄, 波
多野誼余夫, 三
宅なほみ編著

007.1||Ko 209001667

4
新世社/サイエン
ス社 (発売)

インターネット社会と法 第2版 堀部政男編著 007.3||In 209001461

5
毛利和弘/日本
図書館協会 (発
売)

文献調査法 : 調査・レポート・論文作成必携
: 情報リテラシー読本 第3版

毛利和弘著 015.2||Mo 209002048

6 東洋経済新報社
レバレッジ・リーディング : 100倍の利益を稼
ぎ出すビジネス書「多読」のすすめ

本田直之著 019.12||Ho 209001960

7 おうふう
宮内庁書陵部書庫渉獵 (ふみくらしょうりょ
う) : 書写と装訂

櫛笥節男著 022.21||Ku 209001452

8 トランスビュー わたしの戦後出版史
松本昌次著/上
野明雄, 鷲尾賢
也聞き手

023.1||Ma 209001445

9 光文社 頭の体操BEST 多湖輝著 031.7||Ta 209001723

10 講談社
エゴグラム243パターン全解説 (ブルーバック
ス:B-1063. 自分がわかる心理テスト:part 2)

 080||Bu||1063 209001861

11 講談社
すごい虫のゆかいな戦略 : サバイバルをか
けた虫の生きざま (ブルーバックス:B-1219)

安富和男著 080||Bu||1219 209001635

12 講談社
脳と心をあやつる物質 : 微量物質のはたら
きをさぐる (ブルーバックス:B-1269)

生田哲著 080||Bu||1269 209001669

13 講談社
「コレステロール常識」ウソ・ホント : 知って
ビックリ!正しい知識と診断基準 (ブルーバッ
クス:B-1465)

田中秀一著 080||Bu||1465 209001626

14 講談社
生物が子孫を残す技術 : 生物界の大胆な愛
と性 (ブルーバックス:B-1559)

吉野孝一著 080||Bu||1559 209001660

15 講談社
見えない巨大水脈地下水の科学 : 使えばす
ぐには戻らない「意外な希少資源」 (ブルー
バックス:B-1639)

日本地下水学会,
井田徹治著

080||Bu||1639 209001489
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

16 講談社
知らない自分が見えてくる (ブルーバック
ス:B-921. 自分がわかる心理テスト:[1])

芦原睦著/桂戴
作監修

080||Bu||921 209001852

17 筑摩書房
生命科学の冒険 : 生殖・クローン・遺伝子・
脳 (ちくまプリマー新書:073)

青野由利著 080||Ch||073 209001661

18 筑摩書房
地学のツボ : 地球と宇宙の不思議をさぐる
(ちくまプリマー新書:101)

鎌田浩毅著 080||Ch||101 209001490

19 中央公論新社
悪と往生 : 親鸞を裏切る『歎異抄』 (中公新
書:1512)

山折哲雄著 080||Ch||1512 209001428

20 中央公論新社
結核という文化 : 病の比較文化史 (中公新
書:1615)

福田眞人著 080||Ch||1615 209001647

21 中央公論新社
親指はなぜ太いのか : 直立二足歩行の起原
に迫る (中公新書:1709)

島泰三著 080||Ch||1709 209001657

22 中央公論新社
遺伝子・脳・言語 : サイエンス・カフェの愉し
み (中公新書:1887)

堀田凱樹, 酒井
邦嘉著

080||Ch||1887 209001642

23 中央公論新社
健康・老化・寿命 : 人といのちの文化誌 (中
公新書:1898)

黒木登志夫著 080||Ch||1898 209001648

24 中央公論新社
和の思想 : 異質のものを共存させる力 (中
公新書:2010)

長谷川櫂著 080||Ch||2010 209001872

25 中央公論新社 物語大学医学部 (中公新書ラクレ:223) 保阪正康著 080||Ch||223 209001670

26 中央公論新社
がんのウソと真実 : 医者が言いたくて、言え
なかったこと (中公新書ラクレ:242)

小野寺時夫著 080||Ch||242 209001629

27 中央公論新社 それでも脳はたくらむ (中公新書ラクレ:264) 茂木健一郎著 080||Ch||264 209001636

28 中央公論新社
新治る医療、殺される医療 : 医者からの警
告 (中公新書ラクレ:4)

小野寺時夫著 080||Ch||4 209001655

29 筑摩書房
バイオフィリア : 人間と生物の絆 (ちくま学芸
文庫:[ウ8-2])

E.O.ウィルソン著
/狩野秀之訳

080||Ch||ウ8-2 209001608

30 平凡社 漢方の診察室 (平凡社新書:194) 下田哲也著 080||He||194 209001645

31 平凡社 免疫と腸内細菌 (平凡社新書:195) 上野川修一著 080||He||195 209001672
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32 平凡社 人格障害の時代 (平凡社新書:229) 岡田尊司著 080||He||229 209001658

33 平凡社 怠ける権利 (平凡社ライブラリー:647)
ポール・ラファル
グ著/田淵晉也
訳

080||He||647 209001977

34 岩波書店
生きものは昼夜をよむ : 光周性のふしぎ (岩
波ジュニア新書:352)

沼田英治著 080||Iw||352 209001659

35 岩波書店 新植物をつくりだす (岩波ジュニア新書:368) 岡田吉美著 080||Iw||368 209001656

36 岩波書店 明治東京下層生活誌 (岩波文庫:青195-1) 中川清編 080||Iw||青195-1 209001819

37 実業之日本社
知らなかった!驚いた!日本全国「県境」の謎
(じっぴコンパクト)

浅井建爾著 080||Ji||006 209001936

38 実業之日本社
えっ?本当?!地図に隠れた日本の謎 (じっぴコ
ンパクト)

浅井建爾著 080||Ji||018 209001937

39 実業之日本社
教科書ではわからない遺伝子のおもしろい
話 (じっぴコンパクト:034)

林崎良英著 080||Ji||034 209001582

40 角川書店 ツイてる! (角川oneテーマ21:A-34) 斎藤一人 [著] 080||Ka||A-34 209001820

41 角川書店
こころの格差社会 : ぬけがけと嫉妬の現代
日本人 (角川oneテーマ21:A-51)

海原純子 [著] 080||Ka||A-51 209001821

42
角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発売)

四畳半神話大系 (角川文庫:15069) 森見登美彦 [著] 080||Ka||も19-1 209001849

43 講談社
進化論という考えかた (講談社現代新
書:1598)

佐倉統著 080||Ko||1598 209001625

44 講談社 言語と脳 (講談社学術文庫:[1672]) 杉下守弘 [著] 080||Ko||1672 209002155

45 講談社 花の民俗学 (講談社学術文庫:[1857]) 桜井満 [著] 080||Ko||1857 209001643

46 講談社
愚者の知恵 : トルストイ「イワンの馬鹿」とい
う生き方 (講談社+α新書:186-2C)

町田宗鳳 [著] 080||Ko||186-2C 209001646

47 講談社
パラダイムとは何か : クーンの科学史革命
(講談社学術文庫:[1879])

野家啓一 [著] 080||Ko||1879 209001524
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48 講談社 ケガレ (講談社学術文庫:[1957]) 波平恵美子著 080||Ko||1957 209001456

49 光文社
若者はなぜ3年で辞めるのか? : 年功序列が
奪う日本の未来 (光文社新書:270)

城繁幸著 080||Ko||270 209001908

50 講談社
がん予防に実は「日光浴」が有効なわけ : ビ
タミンDの驚きの効力 (講談社+α新書:384-
1B)

平柳要〔著〕 080||Ko||384-1B 209001630

51 講談社
モーツァルトが求め続けた「脳内物質」 (講談
社+α新書:389-1B)

須藤伝悦 [著] 080||Ko||389-1B 209001641

52 講談社
日本の「食」は安すぎる : 「無添加」で「日持
ちする弁当」はあり得ない (講談社+α新
書:[390-1C])

山本謙治 [著] 080||Ko||390-1C 209001666

53
日本経済新聞出
版社

金融商品取引法入門 第3版 (日経文
庫:1189)

黒沼悦郎著 080||Ni||1189 209001967

54 PHP研究所 心の病は食事で治す (PHP新書:336) 生田哲著 080||Ph||336 209001654

55 PHP研究所
退化する若者たち : 歯が予言する日本人の
崩壊 (PHP新書:398)

丸橋賢著 080||Ph||398 209001662

56 集英社 親鸞 : 悪の思想 (集英社新書:0102C) 伊藤益著 080||Sh||0102 209001426

57 晋遊舎
ワーキングプア死亡宣告 (晋遊舎ブラック新
書:013)

巨椋修, 犬山秋
彦, 山口敏太郎
著

080||Sh||013 209002069

58 集英社
見習いドクター、患者に学ぶ (集英社新
書:0431)

林大地著 080||Sh||0431 209001649

59 洋泉社 ドキュメント精神鑑定 (新書y:150) 林幸司著 080||Sh||150 209001637

60 洋泉社
誰が日本の医療を殺すのか : 「医療崩壊」の
知られざる真実 (新書y:180)

本田宏著 080||Sh||180 209001663

61 新潮社 アラブの大富豪 (新潮新書:251) 前田高行著 080||Sh||251 209001870

62 新潮社 イカの神経ヒトの脳みそ (新潮新書:313) 後藤秀機著 080||Sh||313 209001871

63 東京創元社 青空の卵 (創元推理文庫) 坂木司著 080||So||Mさ-3-1 209001830
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64 平凡社 中華飲酒詩選 (東洋文庫:773) 青木正児著 080||To||773 209001434

65 平凡社
上代支那正楽考 (じょうだいしなせいがくこ
う) : 孔子の音楽論 (東洋文庫:774)

江文也著 080||To||774 209001435

66 平凡社 古書通例 : 中国文献学入門 (東洋文庫:775)
余嘉錫著/古勝
隆一, 嘉瀬達男,
内山直樹訳注

080||To||775 209001436

67 平凡社
明治日本旅行案内東京近郊編 (東洋文
庫:776)

アーネスト・サト
ウ編著/庄田元
男訳

080||To||776 209001437

68 春秋社 隷属への道 新版 (ハイエク全集:第1期別巻)
F.A. Hayek [著]/
西山千明訳

083||Ha||別 209001468

69 徳島新聞社 阿波の民話 : 子どもから大人まで 第1集

徳島新聞社メディ
ア局資料調査部
編/湯浅良幸再
話

093.8||Aw||1 209002170

70 紀伊國屋書店
自己評価メソッド : 自分とうまくつきあうため
の心理学

クリストフ・アンド
レ著/高野優訳

146.8||An 209002212

71
講談社インター
ナショナル

英語でガイドする東京 (Bilingual books:72)
トム・ディラン著/
星野真理訳

291.361||Di 209002210

72 アルク 英語で日本(Nippon)紹介ハンドブック 松本美江著 302.1||Ma 209002209

73 青土社
サブプライムから世界恐慌へ : 新自由主義
の終焉とこれからの世界

伊藤誠著 338.19||It 209002211

74 白揚社 1,2,3…無限大 新版
ジョージ・ガモフ
著/崎川範行訳

404||Ga 209002204

75
シュプリンガー・
フェアラーク東京

物理化学キーノート (キーノート化学シリー
ズ)

A.G. ウィッテイ
カー, A.R. マウン
ト, M.R. ヒール著
/中村亘男訳

431||Wh 209002735

76 日本評論社
高エネルギー天文学 (シリーズ現代の天文
学:17. 宇宙の観測:3)

井上一 [ほか] 編 440||Sh||17 209002197

77

国立大学法人保
健管理施設協議
会エイズ・感染
症特別委員会

インフルエンザとキャンパス感染症 : ガイド
ブック2009

国立大学法人保
健管理施設協議
会エイズ・感染症
特別委員会[編]

493.87||In||'09 209002169

78 ぺりかん社 東照宮の近代 : 都市としての陽明門 内田祥士著 521.817||Uc 209002168

79 オーム社 半導体工学 (新インターユニバーシティ) 平松和政編著 549.8||Ha 209002208
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80 オーム社 リチウム二次電池 小久見善八編著 572.12||Ri 209002207

81 EMI Music Japan Past masters : [set] The Beatles
767||CD||2706-
2707

209002206

82 小学館
もう“モノの言い方を知らない"なんて言わせ
ない

篠崎晃一監修/
小学館辞典編集
部編

814.4||Mo 209002205

83 現代書館
語学の西北 : スペイン語の窓から眺めた南
米・日本文化模様

後藤雄介著 860.4||Go 209002203

84 集英社 WILL 本多孝好著 913.6||Ho 209002199

85 文芸社 大学院生物語 伊良林正哉著 913.6||Ir 209002201

86 新潮社 6TEEN 石田衣良著 913.6||Is 209002198

87 講談社 ゼロの王国 鹿島田真希著 913.6||Ka 209002202

88
角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発売)

ダブル・ジョーカー 柳広司著 913.6||Ya 209002200
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