
学生用人文系図書配架リスト（１１月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
プロフェッショナルの情報術 : なぜ、ネットだ
けではダメなのか?

喜多あおい著 祥伝社 002.7||Ki 211004312

2 日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか 山田奨治著 人文書院 021.2||Ya 211004320

3
千年生きる書物の世界 (平凡社ライブラ
リー:744. 和本入門)

橋口侯之介著 平凡社 080||He||744 211004242

4
故事成語の知恵 (日経プレミアシリー
ズ:129)

松本肇著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||129 211004306

5 無痛文明論 森岡正博著 トランスビュー 114||Mo 211004361

6
採用は2秒で決まる! : 直感はどこまでアテに
なるか? (マルコム・グラッドウェルThe New
Yorker傑作選:3)

マルコム・グラッ
ドウェル著/勝間
和代訳

講談社 141.5||Gl 211004309

7
思わず人に教えたくなる!「問題解決」のネタ
帳 (青春文庫:い-26)

岩波貴士著 青春出版社 159||Iw 211004315

8 神道と日本人 : 魂とこころの源を探して 山村明義著 新潮社 170.4||Ya 211004310

9
ドイツ語で読む『聖書』 : ルター、ボンヘッ
ファー等のドイツ語に学ぶ

河崎靖著 現代書館 193.09||Ka 211004303

10 スティーブ・ジョブズ 1

ウォルター・アイ
ザックソン著/井
口耕二訳/Walter
Isaacson ;
[translated by]
Koji Inokuchi

講談社 289.3||Jo||1 211004308

11
河北新報のいちばん長い日 : 震災下の地
元紙

河北新報社著 文藝春秋 369.31||Ka 211004321

12
儀礼から芸能へ : 狂騒・憑依・道化 (角川叢
書:54)

松尾恒一著

角川学芸出版/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

386.1||Ma 211004316

13 あきいろ 森田敏隆著 光村推古書院 748||Mo 211004332

14 Katachi : 日本のかたち 新装版
岩宮武二写真/
高岡一弥アート
ディレクション

パイインターナ
ショナル

750.21||Iw 211004362
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15
スポーツファシリティマネジメント (スポーツ
ビジネス叢書)

原田宗彦, 間野
義之編著
/Harada
Munehiko, Mano
Yoshiyuki

大修館書店 780.67||Su 211004360

16 1000ヘクトパスカルの主人公 安藤祐介著 講談社 913.6||An 211004319

17 これはペンです 円城塔著 新潮社 913.6||En 211004244

18 ヒポクラテスのため息 福田和代著 実業之日本社 913.6||Fu 211004307

19 蝿の帝国 : 軍医たちの黙示録 帚木蓬生著 新潮社 913.6||Ha 211004304

20 あなたが待つ夜 井形慶子著 河出書房新社 913.6||Ig 211004311

21 神君家康の密書 加藤廣著 新潮社 913.6||Ka 211004305

22 陽炎(かぎろい)の飛鳥 : 小説聖徳太子 上垣外憲一著 アートヴィレッジ 913.6||Ka 211004375

23 ハロワ! 久保寺健彦著 集英社 913.6||Ku 211004245

24 ここを出ろ、そして生きろ 松原耕二著 新潮社 913.6||Ma 211004333

25
それでも僕は生きてゆく : 正常な人ほど自
殺を考える

野田啓介著 アートヴィレッジ 913.6||No 211004265

26 マルドゥック・スクランブル 改訂新版 冲方丁著 早川書房 913.6||Ub 211004331

27 ぜんぶの後に残るもの 川上未映子著 新潮社 914.6||Ka 211004243

28 若き日の友情 : 辻邦生・北杜夫往復書簡
辻邦生, 北杜夫
著

新潮社 915.6||Ts 211004314

29 橋はかかる
村崎太郎, 栗原
美和子著

ポプラ社 916||Ha 211004318
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30
準備する力 : 夢を実現する逆算のマネジメ
ント

川島永嗣著
角川書店/角川
グループパブ
リッシング(発売)

916||Ka 211004313

31 蛙鳴
莫言著/吉田富
夫訳

中央公論新社 923.7||Ba 211004302

32 異形の精神 : アンドレ・スュアレス評伝 宇京頼三著 岩波書店 950.278||Uk 211004317

33 慈しみの女神たち 上
ジョナサン・リテ
ル著/菅野昭正
[ほか] 訳

集英社 953.7||Li||1 211004140

34 慈しみの女神たち 下
ジョナサン・リテ
ル著/菅野昭正
[ほか] 訳

集英社 953.7||Li||2 211004301

35 侍とキリスト : ザビエル日本航海記
ラモン・ビラロ著/
宇野和美訳

平凡社 963||Vi 211004363
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