
学生用文芸一般図書配架リスト（１１月）

出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

1 ポプラ社
人生を好転させる「新・陽転思考」 : 事実はひ
とつ考え方はふたつ

和田裕美著 159||Wa 209003837

2 原書房 イスラーム世界の基礎知識 : 今知りたい94章
ジョン・L・エスポジ
ト著/井上廣美訳

167||Es 209003838

3 講談社 「フラフラ」のすすめ (15歳の寺子屋) 益川敏英著 289.1||Ma 209003833

4 講談社
アレン・ダレス : 原爆・天皇制・終戦をめぐる暗
闘

有馬哲夫著 289.3||Du 209003966

5 かもがわ出版 居酒屋の加藤周一 : I・II合本
[加藤周一述]/白
沙会編

304||Ka 209003978

6 扶桑社 マスゴミ崩壊 : さらばレガシーメディア 三橋貴明著 361.453||Mi 209003835

7 太田出版 拉致対論
蓮池透, 太田昌国
著

391.61||Ha 209003967

8 ポプラ社
ビヨンド・エジソン : 12人の博士が見つめる未
来

最相葉月著 402.106||Sa 209004148

9
メディアファクト
リー

生命の謎は「タンパク質」で読み解ける! (ナ
レッジエンタ読本:25)

白木賢太郎著 464.2||Sh 209004147

10
ランダムハウス
講談社

現代アートの舞台裏 : 5カ国6都市をめぐる7
日間

サラ・ソーントン
著/鈴木泰雄訳

702.07||Th 209002808

11 岩波書店 残傷の音 : 「アジア・政治・アート」の未来へ 李静和編 702.2||Za 209003068

12 羽鳥書店 かたち三昧 高山宏著 704||Ta 209002672

13 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 209002812

14 東京美術
もっと知りたい雪村 : 生涯と作品 (アート・ビ
ギナーズ・コレクション)

小川知二著 721.3||Og 209002805

15 東京美術
もっと知りたい葛飾北斎 : 生涯と作品 (アー
ト・ビギナーズ・コレクション)

永田生慈監修 721.8||Mo 209002804

16 小学館
北斎の冨嶽三十六景 : 千変万化に描く
(アートセレクション)

大久保純一著 721.8||Ok 209002803
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

17 東京美術
もっと知りたい上村松園 : 生涯と作品 (アー
ト・ビギナーズ・コレクション)

加藤類子著 721.9||Ka 209002806

18 二玄社 加山又造美いのり (Art & words)
加山又造画・文/
加山編

721.9||Ka 209002807

19 青土社
屏風のなかの壺中天 : 中国重屏図 (ダブル・
スクリーン) のたくらみ

ウー・ホン著/中
野美代子, 中島
健訳

722.2||Wu 209003237

20 白水社 印象派はこうして世界を征服した
フィリップ・フック
著/中山ゆかり訳

723.05||Ho 209002722

21 岩波書店
一七世紀の光 : オランダ建築画の巨匠サー
ンレダム

持田季未子著 723.359||Mo 209002269

22 白水社 ピエロ・デッラ・フランチェスカ : 新装版
アンリ・フォシヨン
著/原章二訳

723.37||Fo 209002353

23 PHP研究所
「世界の名画」隠されたミステリー : 巨匠たち
がキャンバスに残した暗号を解き明かす!

世界博学倶楽部
著

723||Se 209002814

24 青土社
トーヴェ・ヤンソンとガルムの世界 : ムーミン
トロールの誕生

冨原眞弓著 726.101||To 209003118

25 大阪大学出版会
墨の道 印の宇宙 : 懐徳堂の美と学問 (阪大
リーブル:009. 懐徳堂)

湯浅邦弘著 728.3||Yu 209002437

26 新潮社 魯山人の世界 (とんぼの本)
梶川芳友 [ほか]
著

751.1||Ro 209002815

27 彰国社 折り紙建築 : 世界の名建築をつくる
茶谷正洋, 木原
隆明著

754.9||Ch 209002866

28
視覚デザイン研
究所

7日間でマスターする配色基礎講座
視覚デザイン研
究所・編集室編

757.3||Na 209002810

29 世界文化社 カラヤン : 音楽が脳を育てる 茂木健一郎著 762.346||Mo 209002816

30 新潮社 音楽は自由にする 坂本龍一著 764.7||Sa 209002817

31 創出版
映画靖国上映中止をめぐる大議論 (Tsukuru
books)

森達也, 鈴木邦
男, 宮台真司他
著

778.09||Ei 209002434

32 臨川書店
日韓アニメーションの心理分析 : 出会い・交
わり・閉じこもり (ビジュアル文化シリーズ)

横田正夫著 778.77||Yo 209003541

33 道和書院 大学生の健康・スポーツ科学 改訂版
大学生の健康・
スポーツ科学研
究会編

780.1||Da 209003207
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34 道和書院 必携スポーツ関係六法 2008
スポーツ関係六
法編集委員会編

780||Hi||'08 209003209

35 杏林書院 登山の医学ハンドブック 改訂第2版
日本登山医学会
編集

786.1||To 209003542

36 新潮社 小堀遠州綺麗さびの極み (とんぼの本)
小堀宗実, 熊倉
功夫, 磯崎新, 龍
居竹之介ほか著

791.2||Ko 209002811

37
オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

実例で学ぶゲームAIプログラミング
Mat Buckland著/
松田晃一訳

798.5||Bu 209002643

38 ひつじ書房
異文化とコミュニケーション (講座社会言語
科学:第1巻)

井出祥子, 平賀
正子編

801.03||Ko||1 209002128

39 ひつじ書房 メディア (講座社会言語科学:第2巻) 橋元良明編 801.03||Ko||2 209002129

40 ひつじ書房
関係とコミュニケーション (講座社会言語科
学:第3巻)

大坊郁夫, 永瀬
治郎編

801.03||Ko||3 209002130

41 ひつじ書房 教育・学習 (講座社会言語科学:第4巻)
西原鈴子, 西郡
仁朗編

801.03||Ko||4 209002131

42 ひつじ書房
社会・行動システム (講座社会言語科学:第5
巻)

片桐恭弘, 片岡
邦好編

801.03||Ko||5 209002132

43 ひつじ書房 方法 (講座社会言語科学:第6巻)
伝康晴, 田中ゆ
かり編

801.03||Ko||6 209002133

44 ナカニシヤ出版 ことばの社会心理学 第3版 岡本真一郎著 801.04||Ok 209002124

45 学苑社
言語発達ってみんな同じ? : 言語獲得の多様
性を考える

C.M.ショアー著/
岩田光児, 岩田ま
な訳/佃一郎監
訳

801.04||Sh 209003543

46 みすず書房 音と意味についての六章 : 新装版
ロマーン・ヤーコ
ブソン [著]/花輪
光訳

801.1||Ja 209003106

47 大修館書店 認知文法のエッセンス
ジョン・R.テイ
ラー, 瀬戸賢一著

801.5||Ta 209002645

48 みすず書房 翻訳学入門
ジェレミー・マンデ
イ [著]

801.7||Mu 209003107

49 研究社 認知言語学キーワード事典 辻幸夫編 801||Ni 209002126

50 研究社 はじめてみよう言語学 佐久間淳一著 801||Sa 209002776
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51 東京書籍
日本語検定公式2級過去問題集 平成21年
度版

日本語検定委員
会著

810.79||Ni||21 209002780

52 東京書籍
日本語検定公式1級過去問題集 平成21年
度版

日本語検定委員
会著/川本信幹
監修

810.79||Ni||21 209002781

53 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 209002779

54
スリーエーネット
ワーク

みんなの日本語 初級1: 会話ビデオ
スリーエーネット
ワーク編著

810||VC||1786 209002694

55 白水社 日本語のしくみ 山田敏弘著 810||Ya 209002351

56
日本漢字能力検
定協会

漢検過去問題集2級 平成21年度版
日本漢字教育振
興会編

811.2||Ka||21 209002777

57
日本漢字能力検
定協会

漢検過去問題集1/準1級 平成21年度版
日本漢字教育振
興会編

811.2||Ka||21 209002778

58 くろしお出版
言語行動における「配慮」の諸相 (国立国語
研究所報告:123)

国立国語研究所
著作

815.8||Ge 209002125

59 勁草書房 引用する極意引用される極意
林紘一郎, 名和
小太郎著

816.5||Ha 209003103

60 和泉書院
大阪のことば地図 (上方文庫別巻シリー
ズ:2)

岸江信介, 中井
精一, 鳥谷善史
編著

818.63||Ka||2 209002195

61 Jリサーチ出版
ゼロからスタート中国語 : だれにでもわかる
文法と発音の基本ルール 文法編

郭海燕, 王丹著 820||Ka 209002787

62
日本放送出版協
会

中国語発音の基礎 (CD BOOK) 上野恵司著 821.1||Ue 209002788

63 明日香出版社
小学2年生でも話せた中国語会話基本パ
ターン50 (CD BOOK)

安平著 827.8||An 209002786

64 ジャパンタイムズ
The Japan Timesニュースダイジェスト 18 :
2009.5

ジャパンタイムズ
編

830.5||Ja 209002785

65 祥伝社
1日1分レッスン!新TOEIC test千本ノック! [1]
(祥伝社黄金文庫)

中村澄子著 830.7||Na 209002188

66 旺文社 英検準1級全問題集 2009年度版[テキスト]
日本英語教育協
会監修

830.79||Ei||'09 209002782

67 旺文社 英検1級全問題集 2009年度版[テキスト]  830.79||Ei||'09 209002783
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68

国際ビジネスコ
ミュニケーション
協会TOEIC運営
委員会/国際コ

TOEICテスト新公式問題集 [Vol. 1]

Educational
Testing Service
著/国際ビジネス
コミュニケーショ

830.79||To 209002174

69

国際ビジネスコ
ミュニケーション
協会TOEIC運営
委員会/国際コ

TOEICテスト新公式問題集 Vol. 3

Educational
Testing Service
著/国際ビジネス
コミュニケーショ

830.79||To||3 209002784

70 中経出版 新TOEICテスト超速英単語 安河内哲也著 830.79||Ya 209002041

71 研究社
相手にどんどん質問する英会話 : 会話上手
になるための720文例 (CD book)

浦島久, クライド・
ダブンポート共著

837.8||Ur 209002606

72
日本放送出版協
会

NHK新ドイツ語入門 (CD BOOK) 相澤啓一著 840||Ai 209002802

73 白水社 ドイツ語のしくみ 清野智昭著 840||Se 209002352

74 三修社 ゼロから始めるドイツ語 : 文法中心 在間進著 845||Za 209002801

75 ナツメ社 30日で話せるドイツ語会話 岡本和子著 847.8||Ok 209002789

76 現代書館 ドイツ方言学 : ことばの日常に迫る 河崎靖著 848||Ka 209002699

77 みすず書房 詩が生まれるとき 新川和江 [著] 911.52||Sh 209003108

78 吉川弘文館 仮名手本忠臣蔵を読む (歴史と古典) 服部幸雄編 912.5||Ka 209002721

79 吉川弘文館 古事記を読む (歴史と古典) 三浦佑之編 913.2||Ko 209002718

80 吉川弘文館 太平記を読む (歴史と古典) 市沢哲編 913.435||Ta 209002720

81 新潮社 レインツリーの国 有川浩著 913.6||Ar 209002569

82 幻冬舎 阪急電車 有川浩著 913.6||Ar 209002570

83
角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発売)

ラブコメ今昔 有川浩著 913.6||Ar 209002571

84 文藝春秋 三匹のおっさん 有川浩著 913.6||Ar 209002759
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85
角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発売)

植物図鑑 有川浩著 913.6||Ar 209002760

86 文藝春秋 キネマの神様 原田マハ著 913.6||Ha 209002557

87
角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発売)

碧空の果てに (カドカワ銀のさじシリーズ) 濱野京子〔著〕 913.6||Ha 209002775

88 講談社 新参者 東野圭吾著 913.6||Hi 209003836

89 文藝春秋 武士道エイティーン 誉田哲也著 913.6||Ho 209003839

90 文藝春秋 武士道シックスティーン 誉田哲也著 913.6||Ho 209003840

91 文藝春秋 武士道セブンティーン 誉田哲也著 913.6||Ho 209003841

92 原書房 イニシエーション・ラブ (ミステリー・リーグ) 乾くるみ著 913.6||In 209002550

93 文藝春秋 池袋ウエストゲートパーク [1] 石田衣良著 913.6||Is 209002541

94 文藝春秋 少年計数機 (池袋ウエストゲートパーク:2) 石田衣良著 913.6||Is 209002542

95 文藝春秋 骨音 (池袋ウエストゲートパーク:3) 石田衣良著 913.6||Is 209002543

96 文藝春秋 反自殺クラブ (池袋ウエストゲートパーク:5) 石田衣良著 913.6||Is 209002544

97 文藝春秋
灰色のピーターパン (池袋ウエストゲート
パーク:6)

石田衣良著 913.6||Is 209002545

98 文藝春秋
非正規レジスタンス (池袋ウエストゲート
パーク:8)

石田衣良著 913.6||Is 209002546

99 文藝春秋
ドラゴン・ティアーズ : 龍涙 (池袋ウエスト
ゲートパーク:9)

石田衣良著 913.6||Is 209002547

100 文藝春秋 電子の星 (池袋ウエストゲートパーク:4) 石田衣良著 913.6||Is 209002758

101 宝島社 ブレイクスルー・トライアル 伊園旬著 913.6||Iz 209002769
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102 角川書店 螺鈿迷宮 海堂尊著 913.6||Ka 209002560

103 宝島社 ジェネラル・ルージュの凱旋 海堂尊著 913.6||Ka 209002561

104 講談社 ブラックペアン1988 海堂尊著 913.6||Ka 209002562

105 新潮社 ジーン・ワルツ 海堂尊著 913.6||Ka 209002563

106 理論社 医学のたまご (Mystery Ya!) 海堂尊作 913.6||Ka 209002564

107 宝島社 イノセント・ゲリラの祝祭 海堂尊著 913.6||Ka 209002565

108 光文社 おさがしの本は 門井慶喜著 913.6||Ka 209002763

109 東京創元社
密室から黒猫を取り出す方法 (名探偵音野順
の事件簿)

北山猛邦著 913.6||Ki 209003834

110 東京創元社 踊るジョーカー (名探偵音野順の事件簿) 北山猛邦著 913.6||Ki 209003968

111 講談社 同期 今野敏著 913.6||Ko 209002540

112 東京創元社 タルト・タタンの夢 (Crime club) 近藤史恵著 913.6||Ko 209002555

113 東京創元社 ヴァン・ショーをあなたに (Crime club) 近藤史恵著 913.6||Ko 209002556

114 講談社 同期 今野敏著 913.6||Ko 209003842

115 双葉社 夏を拾いに 森浩美著 913.6||Mo 209002559

116 ポプラ社 恋文の技術 森見登美彦著 913.6||Mo 209003979

117 幻冬舎 うつくしい人 西加奈子著 913.6||Ni 209002552

118 幻冬舎 復活の恋人 西田俊也著 913.6||Ni 209002558
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119 講談社 きみとぼくの壊れた世界 西尾維新著 913.6||Ni 209002568

120 講談社 化物語 上 (講談社Box) 西尾維新著 913.6||Ni||1 209002566

121 講談社 化物語 下 (講談社Box) 西尾維新著 913.6||Ni||2 209002567

122 ポプラ社 食堂かたつむり 小川糸著 913.6||Og 209002548

123
角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発売)

はじめてのお使い (カドカワ銀のさじシリー
ズ. RDG : レッドデータガール:[1])

荻原規子 [著] 913.6||Og 209002771

124
角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発売)

はじめてのお化粧 (カドカワ銀のさじシリー
ズ. RDG : レッドデータガール:2)

荻原規子 [著] 913.6||Og 209002772

125 講談社
ひぐらしのなく頃に 第1話: 鬼隠し編 上 (講
談社Box)

竜騎士07著 913.6||Ry||1-1 209002773

126 講談社
ひぐらしのなく頃に 第1話: 鬼隠し編 下 (講
談社Box)

竜騎士07著 913.6||Ry||1-2 209002774

127
角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発売)

ホテルジューシー 坂木司著 913.6||Sa 209002549

128 宝島社 禁断のパンダ 拓未司著 913.6||Sa 209002553

129 宝島社 蜜蜂のデザート 拓未司著 913.6||Sa 209002554

130 文芸社 その時までサヨナラ 山田悠介著 913.6||Ya 209002551

131 宝島社 臨床真理(りんしょうしんり) 柚月裕子著 913.6||Yu 209002770

132 東京書籍 人間の運命 五木寛之著 914.6||It 209003831

133 青土社 もうろくの詩 森毅著 914.6||Mo 209002624

134 岩波書店 エクソフォニー : 母語の外へ出る旅 多和田葉子著 914.6||Ta 209003211

135 幻冬舎 生きる。 : がんと向きあう7人のストーリー
井上怜奈〔ほか〕
著

916||Ik 209003544
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

136 日本経済評論社
原点の幻視者 (谷川雁セレクション : 「戦後
思想」を読み直す:2)

谷川雁著/岩崎
稔, 米谷匡史編

918.68||Ta||2 209002350

137 白水社 やんごとなき読者
アラン・ベネット
[著]/市川恵里訳

933.7||Be 209002355

138 角川書店 デセプション・ポイント 上
ダン・ブラウン著/
越前敏弥訳

933.7||Br||1 209002761

139 角川書店 デセプション・ポイント 下
ダン・ブラウン著/
越前敏弥訳

933.7||Br||2 209002762

140 白水社 チューリップ熱
デボラ・モガー著
/立石光子訳

933.7||Mo 209002354

141 みすず書房 故国喪失についての省察 2
エドワード・W・サ
イード [著]/大橋
洋一 [ほか] 共訳

934.7||Sa||2 209002250

142 三修社 狙われたキツネ 新装版
ヘルタ・ミュラー著
/山本浩司訳

943.7||Mu 209003969

143

角川学芸出版/
角川グループパ
ブリッシング(発
売)

アウシュヴィッツでおきたこと
マックス・マンハイ
マー著/大友展也
訳

946||Ma 209003832

144
日本放送出版協
会

ドストエフスキー父殺しの文学 上 (NHKブッ
クス:1007-1008)

亀山郁夫著 980.2||Ka||1 209002252

145
日本放送出版協
会

ドストエフスキー父殺しの文学 下 (NHKブッ
クス:1007-1008)

亀山郁夫著 980.2||Ka||2 209002253
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