
学生用人文系図書配架リスト（１２月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
人生は1冊のノートにまとめなさい : 体験を
自分化する「100円ノート」ライフログ

奥野宣之著 ダイヤモンド社 002.7||Ok 211005232

2
たった一度の人生を記録しなさい : 自分を
整理・再発見するライフログ入門

五藤隆介著 ダイヤモンド社 007.3||Go 211005231

3
科学者の本棚 : 「鉄腕アトム」から「ユーク
リッド原論」まで

「科学」編集部編 岩波書店 019.9||Ka 211005073

4
「ある」の衝撃からはじまる (講談社選書メチ
エ:511. 西洋哲学史:1)

神崎繁, 熊野純
彦, 鈴木泉編

講談社 130.2||Se||1 211004956

5 悪への自由 : カント倫理学の深層文法 中島義道著 勁草書房 134.2||Na 211005059

6
自分のアタマで考えよう : 知識にだまされな
い思考の技術

ちきりん著 ダイヤモンド社 141.5||Ch 211004983

7 3分でわかるラテラル・シンキングの基本 山下貴史著 日本実業出版社 141.5||Ya 211005072

8 夢解釈 : 1900年 2 (フロイト全集:4-5)
[フロイト著]/新
宮一成訳

岩波書店 146.13||Fr||5 211005060

9 未来を拓く言の葉 江原啓之著 マガジンハウス 147||Eh 211005061

10
藤田晋の成長論 : ブレずに、逃げずに、成
長し続けるための50のメッセージ

藤田晋著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

159.4||Fu 211005237

11 バルタザール・グラシアンの賢人の知恵
バルタザール・グ
ラシアン著/斎藤
慎子訳

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

159||Gr 211005057

12 わたしが救われたたった一言  
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

159||Wa 211004984

13
旧幕臣の明治維新 : 沼津兵学校とその群
像 (歴史文化ライブラリー:201)

樋口雄彦著 吉川弘文館 208||Re||201 211005239

14
我れ百倍働けど悔いなし : 昭和を駆け抜け
た伝説の商社マン海部八郎

仲俊二郎著 栄光出版社 289.1||Ka 211005071

15
東北を歩く : 小さな村の希望を旅する 増補
新版

結城登美雄著 新宿書房 291.2||Yu 211005238
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16
ずるい考え方 : ゼロから始めるラテラルシン
キング入門

木村尚義著 あさ出版 336.2||Ki 211004978

17
大学生のためのリサーチリテラシー入門 :
研究のための8つの力

山田剛史, 林創
著

ミネルヴァ書房 377.15||Ya 211004954

18 芸術の陰謀 : 消費社会と現代アート
ジャン・ボードリ
ヤール著/塚原
史訳・解説

NTT出版 702.07||Ba 211004957

19 正倉院あぜくら通信 : 宝物と向き合う日々 杉本一樹著 淡交社 702.135||Su 211005229

20
セーヌで生まれた印象派の名画 (小学館
101ビジュアル新書:V017. Art:3)

島田紀夫著 小学館 723.05||Sh 211005070

21
オットー・クレンペラー : あるユダヤ系ドイツ
人の音楽家人生

エーファ・ヴァイ
スヴァイラー
[著]/明石政紀訳

みすず書房 762.34||We 211005058

22 100,000年後の安全
マイケル・マドセ
ン著/西尾漠, 澤
井正子解説

かんき出版 778.7||Ma 211005230

23 幸せな未来は「ゲーム」が創る
ジェイン・マクゴ
ニガル著/藤本
徹, 藤井清美訳

早川書房 798.5||Mc 211005224

24
政治家はなぜ「粛々」を好むのか : 漢字の
擬態語あれこれ (新潮選書)

円満字二郎著 新潮社 814||En 211004971

25 伝える!作文の練習問題 (NHKブックス:1182) 野内良三著 NHK出版 816||No 211004955

26 向田邦子の陽射し 太田光著 文藝春秋 910.268||Ot 211004965

27 タワーリング 福田和代著 新潮社 913.6||Fu 211004959

28 マスカレード・ホテル
東野圭吾著
/Higashino Keigo

集英社 913.6||Hi 211004953

29 正義のミカタ : I'm a loser 本多孝好著 双葉社 913.6||Ho 211005203

30 あめりかむら 石田千著 新潮社 913.6||Is 211004980

31 人生教習所 垣根涼介著 中央公論新社 913.6||Ka 211004958
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32 マザーズ 金原ひとみ著 新潮社 913.6||Ka 211004968

33 神様2011 川上弘美著 講談社 913.6||Ka 211005066

34 逆事 河野多惠子著 新潮社 913.6||Ko 211004960

35 流される 小林信彦著 文藝春秋 913.6||Ko 211004966

36
獅子のごとく : 小説投資銀行日本人パート
ナー

黒木亮著 講談社 913.6||Ku 211005063

37 赤い三日月 : 小説ソブリン債務 上 黒木亮著 毎日新聞社 913.6||Ku||1 211004963

38 赤い三日月 : 小説ソブリン債務 下 黒木亮著 毎日新聞社 913.6||Ku||2 211004964

39 コラプティオ 真山仁著 文藝春秋 913.6||Ma 211004962

40 持ち重りする薔薇の花 丸谷才一著 新潮社 913.6||Ma 211004970

41 好き好き大好き超愛してる。 舞城王太郎著 講談社 913.6||Ma 211005202

42
開かせていただき光栄です (ハヤカワ・ミス
テリワールド)

皆川博子著 早川書房 913.6||Mi 211004961

43 舟を編む 三浦しをん著 光文社 913.6||Mi 211004979

44 黒猫の遊歩あるいは美学講義 森晶麿著 早川書房 913.6||Mo 211004976

45 奸婦にあらず 諸田玲子著 日本経済新聞社 913.6||Mo 211005225

46 吉祥寺の朝日奈くん 中田永一著 祥伝社 913.6||Na 211004886

47 虚空の冠 上 楡周平著 新潮社 913.6||Ni||1 211004973
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48 虚空の冠 下 楡周平著 新潮社 913.6||Ni||2 211004974

49 夢違 恩田陸著
角川書店/角川
グループパブ
リッシング(発売)

913.6||On 211005235

50 アントキノイノチ さだまさし著 幻冬舎 913.6||Sa 211004981

51 羊くんと踊れば 坂井希久子著 文芸春秋 913.6||Sa 211005236

52 夜去り川 志水辰夫著 文藝春秋 913.6||Sh 211004967

53 五十鈴川の鴨 竹西寛子著 幻戯書房 913.6||Ta 211005064

54 韃靼の馬 辻原登著
日本経済新聞出
版社

913.6||Ts 211005062

55 凍りのくじら (講談社ノベルス) 辻村深月著 講談社 913.6||Ts 211005201

56 ニコニコ時給800円 海猫沢めろん著 集英社 913.6||Um 211005067

57 春から夏、やがて冬 歌野晶午著 文藝春秋 913.6||Ut 211004977

58 かわいそうだね? 綿矢りさ著 文藝春秋 913.6||Wa 211005234

59 昭和の読書 荒川洋治著 幻戯書房 914.6||Ar 211005065

60 薄墨色の文法 : 物質言語の修辞学 今福龍太著 岩波書店 914.6||Im 211005228

61 死を語り生を思う 五木寛之著
角川書店/角川
グループパブ
リッシング(発売)

914.6||It 211004982

62 異郷の陽だまり 野見山暁治著 生活の友社 914.6||No 211005068

63 「孤独の力」を抱きしめて 落合恵子著 小学館 914.6||Oc 211005069
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64
地雷を踏む勇気 : 人生のとるにたらない警
句 (Art of living生きる技術!叢書)

小田嶋隆著 技術評論社 914.6||Od 211005233

65 女子学生、渡辺京二に会いに行く
渡辺京二, 津田
塾大学三砂ちづ
るゼミ著

亜紀書房 914.6||Wa 211005227

66 小さな天体 : 全サバティカル日記 加藤典洋著 新潮社 915.6||Ka 211004975

67 深夜特急 1 (新潮文庫:さ-7-5-10) 沢木耕太郎著 新潮社 915.6||Sa||1 211004887

68 深夜特急 2 (新潮文庫:さ-7-5-10) 沢木耕太郎著 新潮社 915.6||Sa||2 211004888

69 深夜特急 3 (新潮文庫:さ-7-5-10) 沢木耕太郎著 新潮社 915.6||Sa||3 211004889

70 深夜特急 4 (新潮文庫:さ-7-5-10) 沢木耕太郎著 新潮社 915.6||Sa||4 211004890

71 深夜特急 5 (新潮文庫:さ-7-5-10) 沢木耕太郎著 新潮社 915.6||Sa||5 211004891

72 深夜特急 6 (新潮文庫:さ-7-5-10) 沢木耕太郎著 新潮社 915.6||Sa||6 211004892

73
フランスを爆走する! : 三ツ星マラソン
2106km完走記

菅野麻美著 マガジンハウス 915||Ka 211004969

74 メモリー・ウォール (新潮クレスト・ブックス)
アンソニー・ドー
ア著/岩本正恵
訳

新潮社 933.7||Do 211004972

75 初夜 (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 211005226

76 仕事は楽しいかね? [1]
デイル・ドーテン
著/野津智子訳

きこ書房 933||Da 211005074

77
脂肪の塊・テリエ館 62刷改版 (新潮文庫:モ
-1-2)

モーパッサン
[著]/青柳瑞穂訳

新潮社 953.6||Ma 211005222

78 星の王子さま (新潮文庫:サ-1-3)
サン=テグジュペ
リ [著]/河野万里
子訳

新潮社 953.7||Sa 211005223
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