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学生用人文系図書配架リスト（３月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 恩地孝四郎装本の業 新装普及版 恩地邦郎編 三省堂 022.57||On 210006129

2
装丁道場 : 28人がデザインする『吾輩は猫
である』

グラフィック社編
集部編

グラフィック社 022.57||So 210006159

3 身近なモノ事始め事典 三浦基弘著 東京堂出版 031.4||Mi 210006166

4 SF文学 (文庫クセジュ:955)
ジャック・ボドゥ著
/新島進訳

白水社 080||Ku||955 210006109

5
真理・言語・歴史 (現代哲学への招待.
Great Works)

ドナルド・デイヴィ
ドソン著/柏端達
也 [ほか] 訳

春秋社 133.9||Da 210006201

6
現代思想のコミュニケーション的転回 (筑摩
選書:0011)

高田明典著 筑摩書房 133||Ta 210006069

7
カント『実践理性批判』 (講談社選書メチ
エ:487. 完全解読)

竹田青嗣著 講談社 134.2||Ta 210006079

8 現象学の根本問題

マルティン・ハイ
デガー [著]/平
田裕之, 迫田健
一訳

作品社 134.96||He 210006080

9
ヒトはなぜ拍手をするのか : 動物行動学か
ら見た人間 (新潮選書)

小林朋道著 新潮社 141.7||Ko 210006054

10
きょうだいの不思議 : 心理・性格の違いがわ
かる本 : 兄弟、姉妹、ひとりっ子 (KAWADE
夢文庫)

心の謎を探る会
編

河出書房新社 141.93||Ky 210006145

11
ある錯覚の未来/文化の中の居心地悪さ :
1929-32年 (フロイト全集:20)

[フロイト著]/高
田珠樹, 嶺秀樹
訳

岩波書店 146.13||Fr||20 210006071

12 20代で人生の年収は9割決まる 土井英司著 大和書房 159.4||Do 210006063

13
しあわせ読書のすすめ : 本のソムリエが教
える悩んだときに読んでほしい53冊

清水克衛著 挿図/辰巳出版 159.6||Sh 210006144

14 ハーバードの人生を変える授業
タル・ベン・シャ
ハー著/成瀬ま
ゆみ訳

大和書房 159||Be 210006087

15 本屋さんがくれた奇跡
読書普及協会編
著

イースト・プレス 159||Ho 210006173
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16 A3 森達也著
集英社インター
ナショナル/集英
社 (発売)

169.1||Mo 210006140

17
書き替えられた聖書 : 新しいモーセ像を求
めて (学術選書:050)

秦剛平著
京都大学学術出
版会

193.2||Ha 210006089

18 芸術闘争論 村上隆著 幻冬舎 704||Mu 210006126

19 静かなる旅人
ファビエンヌ・ヴェ
ルディエ著/野口
園子訳

静山社 723.35||Ve 210006164

20 オーロラ : 瑠璃色のシンフォニー 内野志織著 毎日新聞社 748||Uc 210006104

21 四季麗奏 : 上杉満生写真集 上杉満生写真
上杉満生写真事
務所/光村推古
書院 (発売)

748||Ue 210006124

22 痛快!クラシックの新常識 許光俊著
リットーミュー
ジック

760||Ky 210006098

23
戦後の音楽 : 芸術音楽のポリティクスとポエ
ティクス

長木誠司著 作品社 762.1||Ch 210006135

24 交響曲入門 (講談社選書メチエ:490) 田村和紀夫著 講談社 764.31||Ta 210006196

25 坂東三津五郎踊りの愉しみ
坂東三津五郎著
/長谷部浩編

岩波書店 774.9||Ba 210006282

26 竜馬デザイン。 柘植伊佐夫著 幻冬舎 778.8||Ts 210006174

27 この落語家を聴け! (集英社文庫:[ひ34-1]) 広瀬和生著 集英社 779.13||Hi 210006136

28
日本語ほど面白いものはない : 邑智小学校
六年一組特別授業

柳瀬尚紀著 新潮社 810.4||Ya 210005575

29 日本語語感の辞典 中村明著 岩波書店 813.1||Ni 210006114

30 朝日新聞の用語の手引
朝日新聞社用語
幹事編

朝日新聞出版 816.07||As 210006142

31
単語知らずのための英文読解法 : 英文速
読への未知単語推測法

国生浩久著/天
満美智子監修

学研教育出版/
学研マーケティ
ング (発売)

834||Ko 210006120
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32 はじめの穴終わりの口 井坂洋子著 幻戯書房 902.1||Is 210006156

33
戦時児童文学論 : 小川未明、浜田広介、坪
田譲治に沿って

山中恒著 大月書店 909||Ya 210006165

34
1950年代 : 「記録」の時代 (河出ブック
ス:023)

鳥羽耕史著 河出書房新社 910.264||To 210006287

35
三島由紀夫と司馬遼太郎 : 「美しい日本」を
めぐる激突 (新潮選書)

松本健一著 新潮社 910.268||Ma 210006152

36 金閣寺の燃やし方 酒井順子著 講談社 910.268||Sa 210006100

37 私の松本清張論 : タブーに挑んだ国民作家 辻井喬著 新日本出版社 910.268||Ts 210006197

38 三島由紀夫の来た夏 横山郁代著 扶桑社 910.268||Yo 210006106

39 よむ、詠む、読む : 古典と仲よく 高橋睦郎著 新潮社 910.4||Ta 210006154

40 夏の子供 (Shy novels:234) 榎田尤利著 大洋図書 913.6||Ed 210006118

41 夏の塩 (Shy novels:233) 榎田尤利著 大洋図書 913.6||Ed 210006163

42 若様組まいる 畠中恵著 講談社 913.6||Ha 210005902

43 アイスクリン強し 畠中恵著 講談社 913.6||Ha 210005903

44 「ワタクシハ」 羽田圭介著 講談社 913.6||Ha 210006107

45 私と悪魔の100の問答 上遠野浩平著 講談社 913.6||Ka 210006091

46 ラストラン (カドカワ銀のさじシリーズ) 角野栄子[著]
角川書店/角川
グループパブ
リッシング(発売)

913.6||Ka 210006110

47 悪の教典 上 貴志祐介著 文藝春秋 913.6||Ki||1 210005904



4/5

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

48 悪の教典 下 貴志祐介著 文藝春秋 913.6||Ki||2 210006093

49 木暮荘物語 三浦しをん著 祥伝社 913.6||Mi 210006105

50 三千枚の金貨 上 宮本輝著 光文社 913.6||Mi||1 210006146

51 三千枚の金貨 下 宮本輝著 光文社 913.6||Mi||2 210006147

52 四畳半王国見聞録 森見登美彦著 新潮社 913.6||Mo 210006195

53 お順 : 勝海舟の妹と五人の男 下 諸田玲子著 毎日新聞社 913.6||Mo||2 210006102

54 さよならドビュッシー 中山七里著 宝島社 913.6||Na 210006155

55 ブラザー・サン シスター・ムーン 恩田陸著 河出書房新社 913.6||On 210006149

56 訪問者 恩田陸著 祥伝社 913.6||On 210006169

57 ピエタ 大島真寿美著 ポプラ社 913.6||Os 210006202

58 太陽おばば 雀野日名子著 双葉社 913.6||Su 210005905

59 白雪堂 瀧羽麻子著
角川書店/角川
グループパブ
リッシング(発売)

913.6||Ta 210006127

60 陽だまり幻想曲 楊逸著 講談社 913.6||Ya 210006158

61 折れた竜骨 (ミステリ・フロンティア) 米澤穂信著 東京創元社 913.6||Yo 210006160

62 村上春樹雑文集 村上春樹著 新潮社 914.6||Mu 210006172

63 マビヨン通りの店 山田稔著 編集工房ノア 914.6||Ya 210006157
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64 あなたたちの天国
李清俊 [著]/姜
信子訳

みすず書房 929.13||Ic 210006095

65 オリクスとクレイク
マーガレット・アト
ウッド著/畔柳和
代訳

早川書房 933.7||At 210006096

66 健太、斧を取れ!
クリストファー・ベ
ルトン著 : 渡辺
順子訳

幻冬舎 933.7||Be 210006103

67
ラスト・チャイルド (Hayakawa pocket
mystery books:1836)

ジョン・ハート著/
東野さやか訳

早川書房 933.7||Ha 210006132

68 抄訳フィネガンズ・ウェイク
ジェイムズ・ジョイ
ス著/宮田恭子
編訳

集英社 933.7||Jo 210006180

69
逆光 上 (Thomas Pynchon complete
collection:2006)

トマス・ピンチョン
著/木原善彦訳

新潮社 933.7||Py||1 210006125

70
逆光 下 (Thomas Pynchon complete
collection:2006)

トマス・ピンチョン
著/木原善彦訳

新潮社 933.7||Py||2 210006133

71 ピュタゴラスの復讐 : 数学ミステリー
アルトゥーロ・サ
ンガッリ著/富永
星訳

日本評論社 933.7||Sa 210006056

72
私は生まれなおしている : 日記とノート
1947-1963

スーザン・ソンタ
グ著/デイヴィッ
ド・リーフ編/木幡
和枝訳

河出書房新社 935.7||So 210006175

73 パリ 上 (ExLibris classics)
エミール・ゾラ著/
竹中のぞみ訳

白水社 953.6||Zo||1 210006193

74 パリ 下 (ExLibris classics)
エミール・ゾラ著/
竹中のぞみ訳

白水社 953.6||Zo||2 210006194

75
寝台特急黄色い矢 (群像社ライブラリー:26.
作品集「青い火影」:2)

ヴィクトル・ペ
レーヴィン著/中
村唯史, 岩本和
久訳

群像社 983||Pe 210006148

76 昼の家、夜の家 (ExLibris)
オルガ・トカル
チュク著/小椋彩
訳

白水社 989.83||To 210006176
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