
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
人生で大切なことは、すべて「書店」で買え
る。 : 20代で身につけたい本の読み方80

千田琢哉著 日本実業出版社 019.12||Se 211003886

2 世界を変えた10冊の本 池上彰著 文藝春秋 019.9||Ik 211003522

3 世界の夢の本屋さん  エクスナレッジ 024||Se 211003987

4
ドキュメント臨床哲学 (シリーズ臨床哲学:第1
巻)

本間直樹, 中岡
成文編

大阪大学出版会 104||Do 211003672

5
ペルソナ概念の歴史的形成 : 古代よりカント
以前まで

小倉貞秀著 以文社 114||Og 211003478

6 政治論集 (近代社会思想コレクション:04)
デイヴィッド・
ヒューム著/田中
秀夫訳

京都大学学術出
版会

133.3||Hu 211003677

7 ニーチェ以後 : 思想史の呪縛を越えて 三島憲一著 岩波書店 133||Mi 211003463

8
ライプニッツにおける弁神論的思惟の根本
動機

長綱啓典著 晃洋書房 134.1||Na 211003920

9
カント哲学のアクチュアリティー : 哲学の原
点を求めて

坂部恵, 佐藤康
邦編

ナカニシヤ出版 134.2||Ka 211003510

10 自然の形而上学 (カント全集:12)
カント [著]/犬竹
正幸訳

岩波書店 134.2||Ka||12 211004038

11 歴史哲学論集 (カント全集:14)
[カント著]/福田
喜一郎 [ほか] 訳

岩波書店 134.2||Ka||14 211003943

12 講義録 1 (カント全集:19-20)
[カント著]/八幡
英幸, 氷見潔訳

岩波書店 134.2||Ka||19 211003432

13 講義録 2 (カント全集:19-20)
[カント著]/八幡
英幸, 氷見潔訳

岩波書店 134.2||Ka||20 211003433

14 カント全集 21  岩波書店 134.2||Ka||21 211003434

15 カント全集 22  岩波書店 134.2||Ka||22 211003435
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16
カントと討議倫理学の問題 : 討議倫理学の
限界と究極的基礎づけの価値/代償につい
て

ゲアハルト・
シェーンリッヒ著/
加藤泰史監訳

晃洋書房 134.2||Sc 211003676

17 フィヒテ : 「全知識学の基礎」と政治的なもの 木村博編 創風社 134.3||Fi 211003465

18
G.W.F.ヘーゲル論理学講義 : ベルリン大学
1831年

G.W.F.ヘーゲル
[述]/カール・
ヘーゲル筆記/ウ
ド・ラーマイル編/
牧野広義, 上田
浩, 伊藤信也訳

文理閣 134.4||He 211003477

19
初期ヘーゲル哲学の軌跡 : 断片・講義・書
評

[ヘーゲル著]/寄
川条路編訳

ナカニシヤ出版 134.4||He 211003511

20
ヘーゲル変奏 : 『精神の現象学』をめぐる11
章

フレドリック・ジェ
イムソン著/長原
豊訳

青土社 134.4||Ja 211003673

21 ヘーゲル哲学入門 寄川条路著 ナカニシヤ出版 134.4||Yo 211003919

22 ニーチェ入門 : 生を肯定する哲学
ヘンリー・ハヴ
ロック・エリス著/
山本規雄訳

閏月社 134.94||El 211003466

23
フッサール現象学の倫理学的解釈 : 習性概
念を中心に

後藤弘志著 ナカニシヤ出版 134.95||Go 211003918

24 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 211003431

25 破壊と構築 : ハイデガー哲学の二つの位相 門脇俊介著 東京大学出版会 134.96||Ka 211003558

26
ウィトゲンシュタインの「はしご」 : 『論考』にお
ける「像の理論」と「生の問題」

吉田寛著 ナカニシヤ出版 134.97||Yo 211003922

27 エスの系譜 : 沈黙の西洋思想史 互盛央著 講談社 134||Ta 211003429

28 スピノザ「共通概念」試論 福居純著 知泉書館 135.2||Fu 211003464

29
キェルケゴール『死に至る病』 (哲学書概説
シリーズ:6)

山下秀智著 晃洋書房 139.3||Ya 211003923

30 「知覚不全」の基礎心理学 松田隆夫著 ナカニシヤ出版 141.21||Ma 211003690
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31
運動現象のタキソノミー (分類学) : 心理学は
“動き"をどう捉えてきたか

吉村浩一著 ナカニシヤ出版 141.21||Yo 211003515

32
3つの逆さめがね : 変換された見えの世界へ
の冒険 改訂版

吉村浩一著 ナカニシヤ出版 141.21||Yo 211003516

33 音の世界の心理学 重野純著 ナカニシヤ出版 141.22||Sh 211003513

34 鏡の中の左利き : 鏡像反転の謎 吉村浩一著 ナカニシヤ出版 141.27||Yo 211003693

35
逆さめがねが街をゆく : 上下逆さの不思議
生活

吉村浩一, 川辺
千恵美著

ナカニシヤ出版 141.27||Yo 211003696

36
知覚は問題解決過程 : アーヴィン・ロックの
認知心理学

吉村浩一著 ナカニシヤ出版 141.27||Yo 211003774

37 エピソード記憶と行為の認知神経心理学 増本康平著 ナカニシヤ出版 141.31||Ma 211003479

38 想像 : 心と身体の接点
月本洋, 上原泉
著

ナカニシヤ出版 141.5||Ts 211003514

39 感情研究の新展開
北村英哉, 木村
晴編

ナカニシヤ出版 141.6||Ka 211003512

40 アナログ研究の方法 (臨床心理学研究法:4) 杉浦義典著 新曜社 146.07||Su 211003472

41
コーレイ教授の統合的カウンセリングの技術
: 理論と実践 第2版

ジェラルド・コーレ
イ著/山添正監訳

金子書房 146.8||Co 211003471

42 死と愛 : 実存分析入門 : 新装版
ヴィクトール・E.フ
ランクル [著]/霜
山徳爾訳

みすず書房 146.8||Fr 211003678

43
ヒーリングレクリエーションのすすめ : 傷つい
た自分を癒し、生命の躍動を引き出す! (レク
リエーション:特別増刊28号 ; No. 468)

伊勢達郎著
日本レクリエー
ション協会

146.8||Is 211003925

44
統合的心理療法の考え方 : 心理療法の基
礎となるもの

村瀬嘉代子著 金剛出版 146.8||Mu 211003438

45 プレイセラピー : 関係性の営み

ゲリー・L・ランド
レス著/角野善
宏, 勅使川原学,
國松典子訳者代

日本評論社 146.82||La 211003469
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46 プレイセラピー : 関係性の営み

ゲリー・L・ランド
レス著/角野善
宏, 勅使川原学,
國松典子訳者代
表

日本評論社 146.82||La 211003470

47
正義と境を接するもの : 責任という原理とケ
アの倫理

品川哲彦著 ナカニシヤ出版 150.4||Sh 211004039

48 現代を生きてゆくための倫理学 栗原隆著 ナカニシヤ出版 150||Ku 211003916

49 倫理学原理
G.E. ムア著/泉谷
周三郎, 寺中平
治, 星野勉訳

三和書籍 150||Mo 211003430

50
武士道 : 日本精神の「華」は、いかに鍛えら
れたか (《座右の名著》シリーズ)

新渡戸稲造著/
齋藤孝訳・責任
編集

イースト・プレス 156||Ni 211003684

51 理系男子のための恋愛の科学 西内啓著 秀和システム 159.7||Ni 211003885

52 「しつこい怒り」が消えてなくなる本 石原加受子著 すばる舎 159||Is 211003981

53
「私」だけの神 : 平和と暴力のはざまにある
宗教

ウルリッヒ・ベック
著/鈴木直訳

岩波書店 161.3||Be 211003966

54 雲笈七籤の基礎的研究 中嶋隆藏著
研文出版(山本
書店出版部)

166.3||Na 211003913

55 コンニャク屋漂流記 星野博美著 文藝春秋 288.3||Ho 211003973

56
スクールカウンセリング : 経験知・実践知と
ローカリティ (臨床心理学増刊:第3号)

村山正治, 森岡
正芳編集

金剛出版 371.43||Su 211003986

57
エスト‐エティカ : 「デザイン・ワールド」と「存
在の美学」

山田忠彰著 ナカニシヤ出版 701.1||Ya 211003557

58 FBI美術捜査官 : 奪われた名画を追え

ロバート・K.ウィッ
トマン, ジョン・シ
フマン著/土屋晃,
匝瑳玲子訳

柏書房 706.7||Wi 211003968

59 名景世界遺産 自然遺産編  ピエ・ブックス 709||Me 211003526

60 名景世界遺産 文化遺産編  ピエ・ブックス 709||Me 211003527
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61
世界遺産データ・ブック 2012年版 (世界遺産
シリーズ)

世界遺産総合研
究センター編

シンクタンクせと
うち総合研究機
構

709||Se||'12 211003983

62 フェルメール光の王国 (翼の王国books) 福岡伸一著 木楽舎 723.359||Fu 211003975

63 ファンタジア
ブルーノ・ムナー
リ [著]/萱野有美
訳

みすず書房 757||Mu 211003974

64
音色の感性学 : 音色・音質の評価と創造
(音響サイエンスシリーズ:1)

岩宮眞一郎編著
/小坂直敏 [ほ
か] 共著

コロナ社 761.12||Ne 211004094

65 パントマイムの心と身体 : 白塗りの道化師 あらい汎著 晩成書房 775.8||Ar 211003976

66 ジブリの哲学 : 変わるものと変わらないもの 鈴木敏夫著 岩波書店 778.77||Su 211003977

67 The films of Alejandro Jodorowsky  
ハピネット
[distributor]

778||DVD||1405-140211003450

68 チェコアニメ傑作選 1  

レンコーポレー
ション/チェス
キー・ケー (発
売)/日本コロン
ビア (販売)

778||DVD||1409 211003451

69 チェコアニメ傑作選 2  

レンコーポレー
ション/チェス
キー・ケー (発
売)/日本コロン
ビア (販売)

778||DVD||1410 211003452

70 Akira
大伴克洋原作・
監督

ジェネオンユニ
バーサル・エンタ
テインメント (発
売)

778||DVD||1411 211003453

71
スタンリー・キューブリック : リミテッド・エディ
ション・コレクション

スタンリー・
キューブリック監
督

ワーナー・ホー
ム・ビデオ (発
売)

778||DVD||1417-142211003517

72 マギヤ・ルスカ : ロシア・アニメの世界
ジョナサン・ズー
ル, マーシャ・
ズール監督

マクザム 778||DVD||1425 211003518

73 バイオメカニクスと動作分析の原理
Iwan W. Griffiths
著/川本竜史訳

ナップ 780.11||Gr 211003533

74 身体運動のバイオメカニクス研究法

ゴードン・ロバー
トソン [ほか] 著/
宮西智久訳者代
表

大修館書店 780.11||Sh 211003437

75
決定版いちばんたのしいレクリエーション
ゲーム (主婦の友ベストbooks)

小山混著 主婦の友社 781.9||Ko 211003697
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76
みんなで楽しい!レクリエーションゲーム集 :
カラー版

日本レクリエー
ション協会監修

西東社 781.9||Mi 211003692

77
レクリエーション・パーティーゲーム70選 : み
んなでわいわい!

金園社企画編集
部編

金園社 781.9||Re 211003695

78 言語研究のための統計入門
石川慎一郎, 前
田忠彦, 山崎誠
編

くろしお出版 801.019||Ge 211003456

79
言語科学の世界へ : ことばの不思議を体験
する45題

東京大学言語情
報科学専攻編

東京大学出版会 801||Ge 211003623

80
ヒトはいかにしてことばを獲得したか (認知
科学のフロンティア)

正高信男, 辻幸
夫共著

大修館書店 801||Hi 211003965

81
言語と情報科学 (シリーズ朝倉「言語の可能
性」:6)

松本裕治編集 朝倉書店 808||Ge 211003622

82
中国語の歴史 : ことばの変遷・探究の歩み
(あじあブックス:072)

大島正二著 大修館書店 820.2||Os 211003964

83 中国語概論 新訂
藤堂明保, 相原
茂著

大修館書店 820||To 211003485

84 ラテン語名句小辞典 野津寛編著 研究社 892.3||Ra 211003647

85 知の巨匠加藤周一
菅野昭正編/[大
江健三郎ほか著]

岩波書店 910.268||Ch 211003671

86 柿本人麻呂 (コレクション日本歌人選:001) 高松寿夫著 笠間書院 911.102||Ko||001 211003656

87 小野小町 (コレクション日本歌人選:003) 大塚英子著 笠間書院 911.102||Ko||003 211003651

88 在原業平 (コレクション日本歌人選:004) 中野方子著 笠間書院 911.102||Ko||004 211003655

89 紀貫之 (コレクション日本歌人選:005) 田中登著 笠間書院 911.102||Ko||005 211003653

90 清少納言 (コレクション日本歌人選:007) 圷美奈子著 笠間書院 911.102||Ko||007 211003660

91 式子内親王 (コレクション日本歌人選:010) 平井啓子著 笠間書院 911.102||Ko||010 211003659
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92 藤原定家 (コレクション日本歌人選:011) 村尾誠一著 笠間書院 911.102||Ko||011 211003652

93 兼好法師 (コレクション日本歌人選:013) 丸山陽子著 笠間書院 911.102||Ko||013 211003658

94 戦国武将の歌 (コレクション日本歌人選:014) 綿抜豊昭著 笠間書院 911.102||Ko||014 211003654

95 香川景樹 (コレクション日本歌人選:016) 岡本聡著 笠間書院 911.102||Ko||016 211003661

96 北原白秋 (コレクション日本歌人選:017) 國生雅子著 笠間書院 911.102||Ko||017 211003662

97 斎藤茂吉 (コレクション日本歌人選:018) 小倉真理子著 笠間書院 911.102||Ko||018 211003650

98 塚本邦雄 (コレクション日本歌人選:019) 島内景二著 笠間書院 911.102||Ko||019 211003663

99 辞世の歌 (コレクション日本歌人選:020) 松村雄二著 笠間書院 911.102||Ko||020 211003657

100 百歳 柴田トヨ著 飛鳥新社 911.56||Sh 211003523

101 ヴィズ・ゼロ 福田和代著 青心社 913.6||Fu 211003971

102 やなりいなり 畠中恵著 新潮社 913.6||Ha 211003969

103 麒麟の翼 東野圭吾著 講談社 913.6||Hi 211003524

104 これからの誕生日 穂高明著 双葉社 913.6||Ho 211003985

105 そこへ行くな 井上荒野著 集英社 913.6||In 211003967

106 てふてふ荘へようこそ 乾ルカ著

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

913.6||In 211004058

107 よろずのことに気をつけよ 川瀬七緒著 講談社 913.6||Ka 211003972
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108 予定日はジミー・ペイジ 角田光代著 白水社 913.6||Ka 211003979

109 レヴォリューションNo.0 金城一紀著
角川書店/角川
グループパブ
リッシング(発売)

913.6||Ka 211003982

110 ユリゴコロ 沼田まほかる著 双葉社 913.6||Nu 211003978

111 本日は大安なり 辻村深月著

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

913.6||Ts 211003984

112 水の透視画法 辺見庸著 共同通信社 914.6||He 211003963

113 昭和二十年夏、子供たちが見た日本 梯久美子著

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

916||Ka 211004057

114 漢詩鑑賞事典 (講談社学術文庫:[1940]) 石川忠久編 講談社 921||Ka 211003648

115
ギャスケルで読むヴィクトリア朝前半の社会
と文化 : 生誕二百年記念

松岡光治編 溪水社 930.268||Ga 211003927

116
ミルトンと対話するジョージ・エリオット (The
sign of a good book)

アナ・K・ナード著 英宝社 930.268||Na 211003459

117 書きなおすナボコフ、読みなおすナボコフ
若島正, 沼野充
義編

研究社 930.278||Ka 211003542

118
カズオ・イシグロ : 「日本」と「イギリス」の間
から

荘中孝之著 春風社 930.278||Sh 211004044

119 ものすごくうるさくて、ありえないほど近い
ジョナサン・サフ
ラン・フォア著/近
藤隆文訳

NHK出版 933.7||Fo 211003970

120 ソーラー (新潮クレスト・ブックス)
イアン・マキュー
アン著/村松潔訳

新潮社 933.7||Mc 211003980

121
ピーター・パン 改版 (新潮文庫:赤-104, ハ-
5-1)

ジェームズ・バリ
[著]/本多顕彰訳

新潮社 933||Ba 211003541

122 記憶の山荘 : 私の戦後史
トニー・ジャット
[著]/森夏樹訳

みすず書房 934.7||Ju 211003670

123
白バラの祈り : ゾフィー・ショル、最期の日々
: オリジナル・シナリオ

フレート・ブライ
ナースドルファー
著/瀬川裕司, 渡
辺徳美訳

未來社 942.7||Br 211003665
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124 他人 (ひと) まかせの自伝 : あとづけの詩学
アントニオ・タブッ
キ [著]/和田忠
彦, 花本知子訳

岩波書店 970.2||Ta 211004064
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