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学生用人文系図書配架リスト（１０月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
この一冊で「読む力」と「書く力」が面白いほど
身につく! : 図解1分ドリル (青春新書PLAY
BOOKS:P-907)

知的生活追跡班
編

青春出版社 002.7||Ko 210003492

2
訳者解説 : 新教養主義宣言リターンズ (木星
叢書)

山形浩生著 バジリコ 002||Ya 210003497

3
『老子』 : 「道」への回帰 (書物誕生 : あたらし
い古典入門)

神塚淑子著 岩波書店 124.22||Ka 210003213

4
『荘子』 : 鶏となって時を告げよ (書物誕生 :
あたらしい古典入門)

中島隆博著 岩波書店 124.25||Na 210003210

5
朱子 : 「はたらき」と「つとめ」の哲学 (書物誕
生 : あたらしい古典入門)

木下鉄矢著 岩波書店 125.4||Ki 210003207

6
マルクス・アウレリウス『自省録』 : 精神の城
塞 (書物誕生 : あたらしい古典入門)

荻野弘之著 岩波書店 131.5||Og 210003211

7
アウグスティヌス『告白』 : 「わたし」を語ること
… (書物誕生 : あたらしい古典入門)

松崎一平著 岩波書店 132.1||Ma 210003206

8 クリティカルシンキング 研究論文篇
J・メルツォフ著/
中澤潤監訳

北大路書房 141.5||Me 210002738

9 最後の授業 : 心をみる人たちへ 北山修 [著] みすず書房 146.1||Ki 210002677

10
日常生活の精神病理学 : 1901年 (フロイト
全集:7)

[フロイト著]/高
田珠樹訳

岩波書店 146.13||Fr||7 210002688

11 その科学が成功を決める
リチャード・ワイ
ズマン著/木村博
江訳

文芸春秋 159||Wi 210002678

12
『クルアーン』 : 語りかけるイスラーム (書物
誕生 : あたらしい古典入門)

小杉泰著 岩波書店 167.3||Ko 210003214

13
『バガヴァッド・ギーター』 : 神に人の苦悩は
理解できるのか? (書物誕生 : あたらしい古典
入門)

赤松明彦著 岩波書店 168||Ak 210003205

14
『スッタニパータ』 : 仏教最古の世界 (書物誕
生 : あたらしい古典入門)

並川孝儀著 岩波書店 183||Na 210003204

15
『臨済録』 : 禅の語録のことばと思想 (書物誕
生 : あたらしい古典入門)

小川隆著 岩波書店 188.84||Og 210003203
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16 アッシジの聖フランチェスコ
ジャック・ルゴフ
[著]/池上俊一,
梶原洋一訳

岩波書店 198.2237||Le 210003490

17 爆撃 (岩波ブックレット:No.788)
ハワード・ジン著
/岸本和世, 荒井
雅子訳

岩波書店 209.74||Zi 210003245

18
「天皇家」誕生の謎 : 古代史から見た権力と
天皇

関裕二著 講談社 210.3||Se 210003496

19
近代日本の戦争と宗教 (講談社選書メチ
エ:474)

小川原正道著 講談社 210.6||Og 210003246

20
近代日本の戦争 : これだけは知っておきたい
: 台湾出兵から太平洋戦争まで

梅田正己著 高文研 210.6||Um 210003250

21
核と女を愛した将軍様 : 金正日の料理人「最
後の極秘メモ」 (小学館文庫:ふ14-1)

藤本健二著 小学館 289.2||Ki 210003499

22
追いつめられた金融エリートたち (リーマン・
ショック・コンフィデンシャル:上)

アンドリュー・ロ
ス・ソーキン著/
加賀山卓朗訳

早川書房 338.253||So||1 210002680

23
倒れゆくウォール街の巨人 (リーマン・ショッ
ク・コンフィデンシャル:下)

アンドリュー・ロ
ス・ソーキン著/
加賀山卓朗訳

早川書房 338.253||So||2 210002679

24 福祉 (講座社会学:11)
直井道子, 平岡
公一編

東京大学出版会 361.08||Ko||11 210003489

25
日本的想像力の未来 : クール・ジャパノロ
ジーの可能性 (NHKブックス:1163)

東浩紀編
日本放送出版協
会

361.5||Az 210003249

26
「韓流」と「日流」 : 文化から読み解く日韓新
時代 (NHKブックス:1160)

クォン・ヨンソク著
日本放送出版協
会

361.5||Ko 210003493

27
こんなに違う!世界の国語教科書 (メディア
ファクトリー新書:002)

二宮皓[ほか]著
メディアファクト
リー

372||Ko 210003494

28
「免許更新制」では教師は育たない : 教師教
育改革への提言

喜多明人, 三浦
孝啓編

岩波書店 373.7||Me 210003491

29
感動教育 : ヤル気のない学生がみるみる「爆
発」する奇跡のスタント・メソッド

カワン・スタント著 講談社 377.9||So 210003495

30 金賢姫からの手紙
西岡力, 趙甲済
著

草思社 391.61||Ni 210003503
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31 めぐみへ : 横田早紀江、母の言葉 横田早紀江著 草思社 391.61||Yo 210003498

32
まちに病院を! : 住民が地域医療をつくる (岩
波ブックレット:No.789)

伊関友伸著 岩波書店 498.021||Is 210003248

33
「大学町」出現 : 近代都市計画の錬金術 (河
出ブックス:019)

木方十根著 河出書房新社 518.88||Ki 210003247

34 将軍様の鉄道 : 北朝鮮鉄道事情 国分隼人著 新潮社 686.221||Ko 210003500

35
『歴代名画記』 : 「気」の芸術論 (書物誕生 :
あたらしい古典入門)

宇佐美文理著 岩波書店 722.2||Us 210003215

36 深夜食堂 1 安倍夜郎著 小学館 726.1||Ab||1 210003165

37 深夜食堂 2 安倍夜郎著 小学館 726.1||Ab||2 210003166

38 深夜食堂 3 安倍夜郎著 小学館 726.1||Ab||3 210003167

39 深夜食堂 4 安倍夜郎著 小学館 726.1||Ab||4 210003168

40 深夜食堂 5 安倍夜郎著 小学館 726.1||Ab||5 210003169

41
プチッコホーム : 東京都新宿区歌舞伎町 1
(ビッグコミックス)

佐藤智一著 小学館 726.1||Sa||1 210003162

42
プチッコホーム : 東京都新宿区歌舞伎町 2
(ビッグコミックス)

佐藤智一著 小学館 726.1||Sa||2 210003163

43
プチッコホーム : 東京都新宿区歌舞伎町 3
(ビッグコミックス)

佐藤智一著 小学館 726.1||Sa||3 210003164

44
おいしい団欒 (ビッグコミックス. 玄米せんせ
いの弁当箱:1)

魚戸おさむ著/北
原雅紀脚本

小学館 726.1||Uo||1 210002824

45
弁当の日 (ビッグコミックス. 玄米せんせいの
弁当箱:2)

魚戸おさむ著/北
原雅紀脚本

小学館 726.1||Uo||2 210002825
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46
あしたの食卓 (ビッグコミックス. 玄米せんせ
いの弁当箱:3)

魚戸おさむ著/北
原雅紀脚本

小学館 726.1||Uo||3 210002826

47
おいしいおっぱい (ビッグコミックス. 玄米せ
んせいの弁当箱:4)

魚戸おさむ著/北
原雅紀脚本

小学館 726.1||Uo||4 210002827

48
台所に立つ子ども達 (ビッグコミックス. 玄米
せんせいの弁当箱:5)

魚戸おさむ著/北
原雅紀脚本

小学館 726.1||Uo||5 210002828

49
命の入り口 (ビッグコミックス. 玄米せんせい
の弁当箱)

 小学館 726.1||Uo||6 210002829

50 映画の政治学
長谷正人, 中村
秀之編著

青弓社 778.04||Ei 210003158

51
ことばをつくる : 言語習得の認知言語学的
アプローチ

マイケル・トマセ
ロ著/辻幸夫 [ほ
か] 訳

慶應義塾大学出
版会

801.04||Ko 210002801

52 中国歴代口語文 新訂第3版 太田辰夫著 朋友書店 820.7||Ot 210002772

53 漢語俗字研究 増訂本 張涌泉著 商務印書館 821.27||Ch 210002710

54
英語上達完全マップ : 初級からTOEIC900点
レベルまでの効果的勉強法 (Beret books)

森沢洋介著 ベレ出版 830.7||Mo 210002737

55
Great expectations : [book with 3audio
CDs] (Oxford bookworms library:Classics ;
stage 5)

Charles
Dickens/retold
by Clare West

Oxford
University Press

837.7||Ox||5 210002573

56
King's ransom : [book with 2audio CDs]
(Oxford bookworms library:Crime & Mystery
; stage 5)

Ed
McBain/retold
from the original
novel by Rosalie

Oxford
University Press

837.7||Ox||5 210002574

57
Sense and sensibility : [book with 3audio
CDs] (Oxford bookworms library:Classics ;
stage 5)

Jane
Austen/retold by
Clare West

Oxford
University Press

837.7||Ox||5 210002575

58
Treading on dreams : stories from Ireland :
[book with 3audio CDs] (Oxford bookworms
library. World stories:stage 5)

retold by Clare
West

Oxford
University Press

837.7||Ox||5 210002576

59
Wuthering heights : [book with 3audio CDs]
(Oxford bookworms library:Classics ; stage
5)

Emily Brontë
/retold by Clare
West

Oxford
University Press

837.7||Ox||5 210002577

60
American crime stories : [book with 3audio
CDs] (Oxford bookworms library:Crime &
mystery ; stage 6)

retold by John
Escott

Oxford
University Press

837.7||Ox||6 210002578
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61
The enemy : [book with 3audio CDs]
(Oxford bookworms library:Thriller &
adventure ; stage 6)

Desmond
Bagley/retold by
Ralph Mowat

Oxford
University Press

837.7||Ox||6 210002579

62
Jane Eyre : [book with 3audio CDs] (Oxford
bookworms library:Classics ; stage 6)

Charlotte Brontë
/retold by Clare
West

Oxford
University Press

837.7||Ox||6 210002580

63
Oliver Twist : [book with 3audio CDs]
(Oxford bookworms library:Classics ; stage
6)

Charles
Dickens/retold
by Richard
Rogers/[illustrati

Oxford
University Press

837.7||Ox||6 210002581

64
Pride and prejudice : [3 audio CDs] (Oxford
bookworms library:Classics ; stage 6)

Jane
Austen/retold by
Clare West

Oxford
University Press

837.7||Ox||6 210002582

65
Tess of the d'Urbervilles : [book with 3audio
CDs] (Oxford bookworms library:Classics ;
stage 6)

Thomas
Hardy/retold by
Clare West

Oxford
University Press

837.7||Ox||6 210002583

66
Shakespeare's stories Twelfth night (洋販ラ
ダーシリーズ:Level 2(1300‐word))

by Stuart
Varnam-Atkin

IBCパブリッシン
グ/日本洋書販
売 (発売)

837.7||Yo||2 210002689

67
The Hideki Matsui story : reaching for your
dream (洋販ラダーシリーズ:level 3(1600‐
word))

by Isao
Hirooka/translat
ed by Dick
Belcher

アイビーシーパ
ブリッシング/日
本洋書販売(発
売)

837.7||Yo||3 210002690

68
The Carlos Ghosn story (洋販ラダーシリー
ズ:Level 4(2000‐word))

by Miguel Rivas-
Micoud & Kermit
J. Carvell

アイビーシーパ
ブリッシング/日
本洋書販売 (発
売)

837.7||Yo||4 210002687

69
どんどん話すための瞬間英作文トレーニン
グ : 反射的に言える (CD book) (Beret
books)

森沢洋介著 ベレ出版 837.8||Mo 210002734

70
スラスラ話すための瞬間英作文シャッフルト
レーニング : 反射的に言える (CD book)
(Beret books)

森沢洋介著 ベレ出版 837.8||Mo 210002735

71
おかわり!どんどん話すための瞬間英作文ト
レーニング : 反射的に言える

森沢洋介著 ベレ出版 837.8||Mo 210002736

72
「戦後」というイデオロギー : 歴史/記憶/文
化

高榮蘭著 藤原書店 910.26||Ko 210002727

73
だからプロレタリア文学 : 名文・名場面で「い
ま」を照らしだす17の傑作

楜沢健著 勉誠出版 910.26||Ku 210003155

74 横光利一の文学世界
石田仁志, 渋谷
香織, 中村三春
編

翰林書房 910.268||Yo 210002773

75 飛将軍李広 塚本青史 [著] 角川春樹事務所 913.6||Ts 210002728



6

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

76 お言葉ですが… 別巻1 高島俊男著 文藝春秋 914.6||Ta 210002681

77 お言葉ですが… 別巻2 高島俊男著 文藝春秋 914.6||Ta 210002682

78
漢字検定のアホらしさ (お言葉ですが…:別
巻3)

高島俊男著 連合出版 914.6||Ta 210002683

79
王朝滅亡の予言歌 : 古代中国の童謡 (あじ
あブックス:066)

串田久治著 大修館書店 921.3||Ku 210002803

80
杜甫 : 憂愁の詩人を超えて (書物誕生 : あた
らしい古典入門)

興膳宏著 岩波書店 921.43||Ko 210003212

81
ソフォクレース『オイディプース王』とエウリー
ピデース『バッカイ』 : ギリシャ悲劇とギリシャ
神話 (書物誕生 : あたらしい古典入門)

逸身喜一郎著 岩波書店 991.2||It 210003201

82
ウェルギリウス『アエネーイス』 : 神話が語る
ヨーロッパ世界の原点 (書物誕生 : あたらし
い古典入門)

小川正廣著 岩波書店 992||Og 210003208
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