
学生用人文図書配架リスト（１２月）

出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

1 東信堂 空間の履歴 : 桑子敏雄哲学エッセイ集 桑子敏雄著 112||Ku 209003802

2 汲古書院 秦漢儒教の研究 齋木哲郎著 125.1||Sa 209004004

3 慶應義塾大学出版エピステモロジーの現在 金森修編著 135.04||Pi 209003416

4 河出書房新社
心理学論文の書き方 : 卒業論文や修士論
文を書くために

松井豊著 140.7||Ma 209003440

5 NTT出版 「意識」を語る
スーザン・ブラッ
クモア著/山形浩
生, 守岡桜訳

141.2||Bl 209004060

6 黎明書房 色彩生理心理学 (精神医学選書:第4巻) 浜畑紀著 141.21||Ha 209004019

7 ナカニシヤ出版 エピソード記憶と行為の認知神経心理学 増本康平著 141.31||Ma 209004236

8 講談社
なぜ年をとると時間の経つのが速くなるのか
: 記憶と時間の心理学

ダウエ・ドラーイ
スマ著/鈴木晶訳

141.34||Dr 209004057

9 新曜社 ワーキングメモリ : 脳のメモ帳 苧阪満里子 [著] 141.34||Os 209003897

10 新思索社 楽しみの社会学 改題新装版
M・チクセントミハ
イ [著]/今村浩明
訳

141.72||Cs 209003171

11 金子書房 MBTIタイプ入門 コミュニケーション編
ドナ・ダニング著/
園田由紀訳

141.939||Du 209004062

12 金子書房 MBTIタイプ入門 チーム編
サンドラ K・ハー
シュ著/園田由紀
訳

141.939||Hi 209004065

13 金子書房
職場編 (MBTIタイプ入門 : Myers-Briggs
Type Indicator(MBTI)受検結果理解のため
のガイド)

サンドラ K・ハー
シュ, ジーン M・ク
メロウ著/園田由
紀訳

141.939||Hi 209004066

14 金子書房
MBTIタイプ入門 : Myers-Briggs Type
Indicator(MBTI)受検結果理解のためのガイ
ド

イザベル・ブリッ
グス・マイヤーズ
著/リンダ・K.カー
ビィ, キャサリン・

141.939||My 209004061

15 金子書房
タイプダイナミクスとタイプ発達編 (MBTIタイ
プ入門 : Myers-Briggs Type Indicator(MBTI)
受検結果理解のためのガイド)

キャサリン D・マ
イヤーズ, リンダ
K・カービィ著/園
田由紀訳

141.939||My 209004063
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

16 金子書房 MBTIタイプ入門 第2版 タイプとストレス編
ナオミ・L.クエンク
著/園田由紀訳

141.939||Qu 209004064

17 風間書房 明るさ錯視における興奮と複合的抑制 濱田治良著 145.5||Ha 209003888

18 創元社 パーソナリティ障害の診断と治療

ナンシー・マック
ウィリアムズ著/
神谷栄治, 北村
婦美訳

146.1||Mc 209004018

19 金剛出版 精神科臨床における心理アセスメント入門 津川律子著 146.3||Ts 209004017

20 創元社
カウンセリング・テキスト : 熟練カウンセラー
をめざす

ジェラード・イー
ガン著/鳴澤實,
飯田栄訳

146.8||Eg 209004015

21 金剛出版
機能分析心理療法 : 徹底的行動主義の果
て, 精神分析と行動療法の架け橋

R・J・コーレン
バーグ, M・サイ
著

146.8||Ko 209004016

22 日本評論社 認知行動療法の技法と臨床
内山喜久雄, 坂
野雄二編

146.8||Ni 209003435

23 大阪大学出版会
江戸時代の親孝行 (阪大リーブル:011. 懐徳
堂)

湯浅邦弘編著 152.6||Ed 209003430

24 宣伝会議
プレイフル・シンキング : 仕事を楽しくする思
考法

上田信行著 159.4||Ue 209003170

25 山川出版社
初期キリスト教〜宗教改革 (宗教の世界
史:8. キリスト教の歴史:1)

松本宣郎編 162||Sh||8 209003427

26 山川出版社
宗教改革以降 (宗教の世界史:9. キリスト教
の歴史:2)

高柳俊一, 松本
宣郎編

162||Sh||9 209003424

27 第三書館
イスラーム原理主義の「道しるべ」 : 発禁・"
アルカイダの教本"全訳+解説

サイイド・クトゥブ
著/岡島稔, 座喜
純訳・解説

167.1||Qu 209003873

28 大法輪閣 パーリ仏典入門 : ブッダのことば 片山一良著 183||Ka 209004235

29 法藏館 教行信証の思想 石田慶和著 188.71||Is 209003412

30 春秋社 親鸞の思想構造 : 新装 上田義文著 188.71||Ue 209003299

31 新教出版社 悪の意味 : キリスト教の視点から 宮谷宣史編 190.4||Ak 209003296
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32 教文館
なぜ人間に倫理が必要か : 倫理学の根拠
をめぐる哲学的・神学的考察

W.パネンベルク
著/佐々木勝彦,
濱崎雅孝訳

191.7||Pa 209003418

33 新教出版社
パウロから見たイエス (シリーズ現代のイエ
ス理解)

ヴィクター・P・
ファニッシュ著/
徳田亮訳

192.8||Fu 209003292

34 講談社
聖遺物崇敬の心性史 : 西洋中世の聖性と
造形 (講談社選書メチエ:441)

秋山聰著 192||Ak 209003431

35 山川出版社
ヘゲモニー国家と世界システム : 20世紀を
ふりかえって

松田武, 秋田茂
編

209.5||He 209003411

36 未來社
アウシュヴィッツと表象の限界 (ポイエーシ
ス叢書:23)

ソール・フリードラ
ンダー編/上村忠
男, 小沢弘明, 岩
崎稔訳

209.74||Au 209003471

37 吉川弘文館 動物の考古学 (人と動物の日本史:1) 西本豊弘編 210.04||Hi||1 209003983

38 吉川弘文館
歴史のなかの動物たち (人と動物の日本
史:2)

中澤克昭編 210.04||Hi||2 209003984

39 吉川弘文館 動物と現代社会 (人と動物の日本史:3) 菅豊編 210.04||Hi||3 209003985

40 吉川弘文館
信仰のなかの動物たち (人と動物の日本
史:4)

中村生雄, 三浦
佑之編

210.04||Hi||4 209003986

41 中国書店
から船往来 : 日本を育てたひと・ふね・まち・
こころ

東アジア地域間
交流研究会編

210.1822||Ka 209003886

42 吉川弘文館 東アジアの動乱と倭国 (戦争の日本史:1) 森公章著 210.19||Se||1 209003987

43 吉川弘文館 壬申の乱 (戦争の日本史:2) 倉本一宏著 210.19||Se||2 209003988

44 吉川弘文館 蝦夷と東北戦争 (戦争の日本史:3) 鈴木拓也著 210.19||Se||3 209003989

45 吉川弘文館 平将門の乱 (戦争の日本史:4) 川尻秋生著 210.19||Se||4 209003990

46 吉川弘文館
東北の争乱と奥州合戦 : 「日本国」の成立
(戦争の日本史:5)

関幸彦著 210.19||Se||5 209003991

47 吉川弘文館 源平の争乱 (戦争の日本史:6) 上杉和彦著 210.19||Se||6 209003992
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48 紀伊國屋書店 戦後日本スタディーズ 1
岩崎稔 [ほか] 編
著

210.76||Se||1 209003293

49 紀伊國屋書店 戦後日本スタディーズ 2
岩崎稔 [ほか] 編
著

210.76||Se||2 209003294

50 紀伊國屋書店 戦後日本スタディーズ 3
岩崎稔 [ほか] 編
著

210.76||Se||3 209003295

51 北海道出版企画セ
幕末維新えぞ地にかけた男たちの夢 : 新生
"北海道"誕生のドラマ

北国諒星著 211||Ho 209003428

52 山川出版社
パリと江戸 : 伝統都市の比較史へ (別冊都
市史研究)

高澤紀恵, アラ
ン・ティレ, 吉田伸
之編

213.61||Pa 209003369

53 青土社 ガザ通信
サイード・アブデ
ルワーヘド著/岡
真理, TUP訳

227.9||Ab 209003302

54 ミネルヴァ書房 軍隊 (近代ヨーロッパの探究:12)
阪口修平, 丸畠
宏太編著/阪口
修平 [ほか] 著

230.6||Ki||12 209004005

55 ミネルヴァ書房 スポーツ (近代ヨーロッパの探究:8)
有賀郁敏 [ほか]
著

230.6||Ki||8 209004000

56 音羽書房鶴見書店ヴィクトリア朝の生権力と都市 要田圭治著 233.06||Ka 209003879

57 有志舎
イギリス帝国と帝国主義 : 比較と関係の視
座

木畑洋一著 233.06||Ki 209004234

58 青土社 帝国というアナーキー : アメリカ文化の起源
エイミー・カプラン
著/増田久美子,
鈴木俊弘訳

253.065||Ka 209003297

59 明徳出版社
『華陽国志』列女伝記 : 中国古代女性の生
き方

下見隆雄著 282.2||Ka 209003429

60 中央大学出版部 政策統計 : 「公共政策」の分析ツール 細野助博著 301||Ho 209003288

61 法政大学出版局
暴力と和解のあいだ : 北アイルランド紛争を
生きる人びと

尹慧瑛著 302.338||Yu 209003420

62 青土社
グローバル権力から世界をとりもどすための
13人の提言

ネルミーン・シャ
イク著/篠儀直子
訳

304||Sh 209003303

63 ダイヤモンド社
ブラック・スワン : 不確実性とリスクの本質
上

ナシーム・ニコラ
ス・タレブ著/望
月衛訳

304||Ta||1 209003993
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64 ダイヤモンド社
ブラック・スワン : 不確実性とリスクの本質
上

ナシーム・ニコラ
ス・タレブ著/望
月衛訳

304||Ta||1 209003789

65 ダイヤモンド社
ブラック・スワン : 不確実性とリスクの本質
下

ナシーム・ニコラ
ス・タレブ著/望
月衛訳

304||Ta||2 209003994

66 東信堂
紛争現場からの平和構築 : 国際刑事司法
の役割と課題 (未来を拓く人文・社会科学:0)

城山英明, 石田
勇治, 遠藤乾編

308||Mi||0 209003799

67 東信堂
日本文化の空間学 (未来を拓く人文・社会
科学:12)

桑子敏雄編 308||Mi||12 209003800

68 ミネルヴァ書房
競争の倫理 : フランク・ナイト論文選 (シリー
ズ・現代思想と自由主義論:6)

フランク・ナイト著
/高哲男, 黒木亮
訳

309.1||Sh||6 209003383

69 おうふう 現代政治理論 (おうふう政治ライブラリー)
飯島昇藏, 佐藤
正志, 太田義器
編著

311||Ge 209003375

70 おうふう 現代政治理論 (おうふう政治ライブラリー)
飯島昇藏, 佐藤
正志, 太田義器
編著

311||Ge 209003376

71 かもがわ出版
中国は民主主義に向かう : 共産党幹部学者
の提言

兪可平著 312.22||Yu 209003470

72 岩波書店 ブッシュからオバマへ : アメリカ変革のゆくえ 古矢旬著 312.53||Fu 209003414

73 講談社
「代表」と「統治」のアメリカ政治 (講談社選
書メチエ:443)

待鳥聡史著 312.53||Ma 209003421

74 青土社
ユダヤとイスラエルのあいだ : 民族/国民の
アポリア

早尾貴紀著 316.88||Ha 209003304

75 公人社 「平成大合併」の政治学 今井照著 318.12||Im 209003391

76 青土社
イスラームはなぜ敵とされたのか : 憎悪の
系譜学

臼杵陽著 319.27||Us 209004012

77 有斐閣 民法読解 : 総則編 大村敦志著 324.1||Om 209003283

78 勁草書房 担保物権法 上 (民法案内:5-6)
我妻榮著/川井
健補訂

324||Wa||5 209003275

79 勁草書房 担保物権法 下 (民法案内:5-6)
我妻榮著/川井
健補訂

324||Wa||6 209003276
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80 勁草書房 債権総論 上 (民法案内:7-9)
我妻榮著/水本
浩, 川井健補訂

324||Wa||7 209003277

81 八千代出版 ドイツ経済思想史
田村信一, 原田
哲史編著/川又
祐 [ほか執筆]

331.234||Do 209003872

82 日本経済新聞出版
国富論 : 国の豊かさの本質と原因について
の研究 上

アダム・スミス著/
山岡洋一訳

331.42||Sm||1 209003377

83 日本経済新聞出版
国富論 : 国の豊かさの本質と原因について
の研究 下

アダム・スミス著/
山岡洋一訳

331.42||Sm||2 209003378

84 東洋経済新報社 日本経済地理読本 第8版 (読本シリーズ) 竹内淳彦編著 332.107||Ni 209003389

85 ミネルヴァ書房
経済衰退の歴史学 : イギリス衰退論争の諸
相

R・イングリッシュ,
M・ケニー編著/
川北稔訳

332.33||Ke 209004013

86 新泉社
ジャパニーズ・ディアスポラ : 埋もれた過去
闘争の現在 不確かな未来

足立伸子編著/
吉田正紀, 伊藤
雅俊訳

334.51||Ja 209003875

87 有斐閣 現代の経営理論
伊藤秀史 [ほか]
編

335.1||Ge 209003282

88 碩学舎/中央経済1からの経営学
加護野忠男, 吉
村典久編著

335.1||Ic 209003381

89 有斐閣
ケースに学ぶ経営学 新版 (有斐閣ブック
ス:[397])

東北大学経営学
グループ著

335.1||Ke 209003274

90 新評論
立地ウォーズ : 企業・地域の成長戦略と「場
所のチカラ」

川端基夫著 335.29||Ka 209003390

91 中央経済社 グラント現代戦略分析
ロバート・M・グラ
ント著

336.1||Gr 209003281

92 中央経済社 人的資源管理論 : 理論と制度 八代充史著 336.4||Ya 209003280

93 東洋経済新報社 業績格差と無形資産 : 日米欧の実証研究 中野誠著 336.83||Na 209003279

94 日本経済新聞出版ゼミナール現代会計入門 第7版 伊藤邦雄著 336.9||It 209003379

95 日本経済新聞出版
経営の未来 : マネジメントをイノベーションせ
よ

ゲイリー・ハメル,
ビル・ブリーン著
/藤井清美訳

336||Ha 209003373
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96 ダイヤモンド社
クルマは家電量販店で買え! (価格と生活の
経済学)

吉本佳生著 337.8||Yo 209003382

97 公人社 「平成大合併」の財政学 町田俊彦編著 349.21||He 209003392

98 北大路書房
インターネットにおける行動と心理 : バー
チャルと現実のはざまで

A.N. ジョインソン
著/三浦麻子, 畦
地真太郎, 田中
敦訳

361.4||Jo 209003795

99 北大路書房
環境行動の社会心理学 : 環境に向き合う人
間のこころと行動 (シリーズ21世紀の社会心
理学:11)

広瀬幸雄編集 361.4||Sh||11 209003796

100 有斐閣 社会調査ゼミナール
新睦人, 盛山和
夫編

361.9||Sh 209003286

101 有斐閣 高齢化社会と法 岩村正彦編 364.1||Ko 209003284

102 ミネルヴァ書房
よくわかる社会政策 (やわらかアカデミズ
ム・「わかる」シリーズ)

石畑良太郎, 牧
野富夫編著

364.1||Yo 209003792

103 ナカニシヤ出版 日本的雇用システム
仁田道夫, 久本
憲夫編

366.21||Ni 209003374

104 NTT出版 震災のためにデザインは何が可能か
hakuhodo+design,
studio‐L著

369.31||Sh 209004044

105 東信堂
日本の教育経験 : 途上国の教育開発を考
える

国際協力機構編
著

372.106||Ni 209003786

106 明石書店
カナダの継承語教育 : 多文化・多言語主義
をめざして

ジム・カミンズ, マ
ルセル・ダネシ著
/中島和子, 高垣
俊之訳

372.51||Cu 209003883

107 明石書店
カナダの継承語教育 : 多文化・多言語主義
をめざして

ジム・カミンズ, マ
ルセル・ダネシ著
/中島和子, 高垣
俊之訳

372.51||Cu 209003884

108 明和出版
体育授業を観察評価する : 授業改善のため
のオーセンティック・アセスメント

高橋健夫編著 375.49||Ta 209003895

109 大修館書店
体育科教育学の探究 : 体育授業づくりの基
礎理論

竹田清彦, 高橋
健夫, 岡出美則
編著

375.49||Ta 209003896

110 新日本出版社
子ども・家族の実態と子育て支援 : 保育
ニーズをどう捉えるか (保育の理論と実践講
座:第3巻)

浅井春夫, 丸山
美和子編著

376.1||Ho||3 209003891

111 大学教育出版 検証「共通1次・センター試験」
中井仁, 伊藤卓
編著

376.8||Ke 209004245
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112 全国障害者問題研教育と保育のための発達診断
白石正久, 白石
恵理子編

378||Ky 209004250

113 学習研究社
発達障害と家族支援 : 家族にとっての障害
とはなにか (学研のヒューマンケアブックス)

中田洋二郎著 378||Na 209003438

114 ふくろう出版
障害者学生支援の日米比較 : わが国にお
ける今後の方向性を探るために

鶴田一郎著 378||Ts 209003898

115 昭和堂 環境民俗学 : 新しいフィールド学へ
山泰幸, 川田牧
人, 古川彰編

380.4||Ka 209003397

116 世界思想社 日常人類学宣言! : 生活世界の深層へ/から 松田素二著 389.04||Ma 209003387

117 人文書院
民族誌的近代への介入 : 文化を語る権利
は誰にあるのか 増補版 (叢書文化研究:1)

太田好信著 389||So||1 209003285

118 ダイヤモンド社 ブラック・スワン : 不確実性とリスクの本質 下
ナシーム・ニコラ
ス・タレブ著/望月
衛訳

304||Ta||2 209004457

119 平凡社 ヨーロッパ市民とは誰か : 境界・国家・民衆
エティエンヌ・バリ
バール著/松葉祥
一, 亀井大輔訳

316.1||Ba 209004446

120 大蔵省印刷局 消防白書 平成21年版 国家消防本部編 317.79||Sh||21 209004350

121 藤原書店 NGOとは何か : 現場からの声 伊勢崎賢治著 329.36||Is 209004455

122 共立出版 経済物理学
青山秀明 [ほか]
著

331.19||Ke 209004453

123 大修館書店 体育科教育学入門
高橋健夫 [ほか]
編著

375.49||Ta 209004711

124 藤原書店 ブルターニュ死の伝承
アナトール・ル=ブ
ラース [著]/後平
澪子訳

388.35||Le 209004458

125 中央公論新社 職業としての大学教授 (中公叢書) 潮木守一著 377.13||Us 209004389

126 有斐閣
グローバリゼーション : 現代はいかなる時代
なのか (有斐閣Insight)

正村俊之著 361.5||Ma 209004390

127 東京大学出版会
リベラル・デモクラシーと神権政治 : スピノザ
からレオ・シュトラウスまで

柴田寿子著 311.2||Sh 209004391
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

128 ミネルヴァ書房
よくわかる臨床心理学 改訂新版 (やわらか
アカデミズム・「わかる」シリーズ)

下山晴彦編 146||Yo 209004392

129 朝日新聞出版
なぜ対馬は円く描かれたのか : 国境と聖域
(アジール) の日本史 (朝日選書:860)

黒田智著 219.3||Ku 209004393

130 ミネルヴァ書房
はじめて学ぶ言語学 : ことばの世界をさぐる
17章

大津由紀雄編著 801||Ha 209004394

131 吉川弘文館 源平の内乱と公武政権 (日本中世の歴史:3) 川合康著 210.4||Ni||3 209004395

132 NTT出版
ネット評判社会 (NTT出版ライブラリーレゾナ
ント:057)

山岸俊男, 吉開
範章著

361.4||Ya 209004396

133 三五館
日本語の正体 : 倭 (ヤマト) の大王は百済
(クダラ) 語で話す

金容雲著 810.23||Ki 209004397

134 日経BP社/日経B代議士の誕生 (Nikkei BP classics)
ジェラルド・カー
ティス著/山岡清
二, 大野一訳

314.85||Cu 209004398

135 講談社
図解「超」勉強法 : 最小の努力で最大の効果
を得る!

野口悠紀雄監修 379.7||Zu 209004399

136 ミネルヴァ書房 オックスフォードヨーロッパ近代史
T.C.W. ブランニン
グ編著

230.6||Ox 209004400

137 弘文堂 書棚と平台 : 出版流通というメディア 柴野京子著 024.1||Sh 209004401

138 チクサン出版社/緑
動物への配慮の科学 : アニマルウェルフェア
をめざして

Michael C.
Appleby, Barry O.
Hughes編著/加
隈良枝 [ほか] 翻

480.9||Do 209004402

139 岩波書店 二つのドイツ1945-1990 (ヨーロッパ史入門)
メアリー・フルブ
ルック [著]/芝健
介訳

234.075||Fu 209004515

140 岩波書店
近世ヨーロッパの言語と社会 : 印刷の発明か
らフランス革命まで

ピーター・バーク
[著]/原聖訳

802.3||Bu 209004516

141 岩波書店
『論語』 : 心の鏡 (書物誕生 : あたらしい古典
入門)

橋本秀美著 123.83||Ha 209004517

142 晃洋書房 哲学の眺望
加國尚志, 平尾
昌宏編著

104||Te 209004605

143 大月書店
ノンエリート青年の社会空間 : 働くこと、生き
ること、「大人になる」ということ

中西新太郎, 高
山智樹編

367.68||No 209004719
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