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1
心のケア : 阪神・淡路大震災から東北へ 
(講談社現代新書:2121)

加藤寛, 最相葉
月著

講談社 080||Ko||2121 212003419

2
ドキュメントひきこもり : 「長期化」と「高年齢
化」の実態 (宝島社新書:[316])

池上正樹著 宝島社 080||Ta||316 212003441

3
鳥の言葉 : ペルシア神秘主義比喩物語詩 
(東洋文庫:821)

アッタール [著]/
黒柳恒男訳

平凡社 080||To||821 212003388

4 文学 (講座日本のキリスト教芸術:3)
富岡幸一郎責任
編集

日本キリスト教
団出版局

702.16||Bu 212003909

5 薄明 (永遠の故郷) 吉田秀和著 集英社 760.4||Yo 212003875
6 真昼 (永遠の故郷) 吉田秀和著 集英社 760.4||Yo 212003876
7 夕映 (永遠の故郷) 吉田秀和著 集英社 760.4||Yo 212003877
8 夜 (永遠の故郷) 吉田秀和著 集英社 760.4||Yo 212003878
9 ヒバクシャ : ドキュメンタリー映画の現場から 鎌仲ひとみ著 影書房 778.7||Ka 212003358

10
六ケ所村ラプソディー : ドキュメンタリー現在
進行形

鎌仲ひとみ著/
ノーマ・フィールド

影書房 778.7||Ka 212003359

11 ざくろの色 デジタル・リマスター版
セルゲイ・パラ
ジャーノフ監督・
原案

日本コロムビア 
(発売・販売)

778||DVD||1626 212003672

12 Pan's labyrinth

[written, 
produced and 
directed by 
Guillermo Del 

CKエンタテイン
メント 
[distributor]

778||DVD||1627 212003633

13
ディズニー・レアリティーズ短編傑作選 
(Disney DVD. Treasures)

 
ウォルト・ディズ
ニー・スタジオ・
ジャパン (発売)

778||DVD||1628-1629212003634

14 落下の王国
ターセル監督・脚
本

ワーナー・ホー
ム・ビデオ (発

778||DVD||1630-1631212003635

15
バッタ君町に行く (ジブリ美術館ライブラリー 
: 三鷹の森)

デイブ・フライ
シャー原案・脚
本・監督/マック
ス・フライシャー
製作/ダン・ゴー
ドン, テッド・ピ
アース, イシドア・
スパーバー [ほ

ウォルト ディズ
ニー スタジオ 
ホーム エンター
テイメント (発売)

778||DVD||1638 212003743

16
l'illusionniste (ジブリ美術館ライブラリー : 三
鷹の森)

original 
screenplay, 
Jacques 
Tati/adapted and 
directed by 
Sylvain Chomet

ウォルト・ディズ
ニー・スタジオ・
ジャパン 
[distributor]

778||DVD||1639 212003744

17 恋愛睡眠のすすめ
ミシェル・ゴンド
リー監督・脚本/
ジョルジュ・ベル

アスミック (発売) 778||DVD||1640 212003745

18 エッセンシャル・キリング
イエジー・スコリモ
フスキー監督・脚
本・製作

紀伊國屋書店/
マーメイドフィル
ム (発売・販売)

778||DVD||1641 212003746

19
シリー・シンフォニー (Disney DVD. 
Treasures)

 
ウォルト・ディズ
ニー・スタジオ・
ジャパン (発売)

778||DVD||1644-1645212003749

20
シリー・シンフォニー Vol.2 Vol.2 (Disney DVD. 
Treasures)

 
ウォルト・ディズ
ニー・スタジオ・
ジャパン (発売)

778||DVD||1646-1647212003750

21
インサイド/アウトサイド (Uplink DVD 
collection)

アンドレアス・ジョ
ンセン, ニス・ボ
イ・モラー・ラス
ムッセン監督

アップリンク (発
売・販売)

778||DVD||1658 212003957

22 Exit through the gift shop : A Banksy film バンクシー監督
アップリンク (発
売)/角川書店 
(販売)

778||DVD||1659 212003958

23 実践的スポーツ栄養学 改訂新版 鈴木正成著 文光堂 780.19||Su 212003383
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24
スポーツ現場に生かす運動生理・生化学 (体
育・スポーツ・健康科学テキストブックシリー

樋口満編 市村出版 780.193||Su 212003598

25
知的コーチングのすすめ : 頂点をめざす競技
者育成の鍵

勝田隆著 大修館書店 780.7||Ch 212003374

26 コーチの心得
L.レゲット著/宇佐
美隆憲,時本識資
共訳

不昧堂出版 780.7||Le 212003887

27 爆発的パワー養成プライオメトリクス
J.C.ラドクリフ, 
R.C.ファレンチノ
ス [著]/長谷川裕

大修館書店 780.7||Ra 212003881

28 柔軟性の科学
マイケル J.オル
ター著/伊藤マモ
ル [ほか] 訳

大修館書店 780||Al 212003880

29
水泳指導教本 : 公認水泳指導員・水泳上級
指導員用 改訂第2版

日本水泳連盟編 大修館書店 785.2||Su 212003375

30 ベーシックコーパス言語学 石川慎一郎著 ひつじ書房 801.019||Is 212003382

31
The mental corpus : how language is 
represented in the mind : hbk

John R. Taylor
Oxford 
University Press

801.04||Ta 212004104

32
Motivation in grammar and the lexicon : 
hardcover (Human cognitive processing:v. 27)

edited by Klaus-
Uwe Panther, Gü
nter Radden

John Benjamins 801.5||Mo 212004100

33
New directions in cognitive linguistics : hb 
(Human cognitive processing:v. 24)

edited by Vyvyan 
Evans, Stéphanie 
Pourcel

John Benjamins 
Pub. Co.

801.5||Ne 212004101

34
Cognition and pragmatics : pbk (Handbook of 
pragmatics highlights:v. 3)

edited by 
Dominiek Sandra, 
Jan-Ola Östman, 
Jef Verschueren

John Benjamins 801||Co 212004102

35
コンピュータ利用の基礎知識 (講座ITと日本
語研究:1)

荻野綱男, 田野
村忠温編

明治書院 810.7||Ko||1 212003449

36
アプリケーションソフトの応用 (講座ITと日本
語研究:3)

荻野綱男, 田野
村忠温編

明治書院 810.7||Ko||3 212003446

37
Rubyによるテキストデータ処理 (講座ITと日
本語研究:4)

荻野綱男, 田野
村忠温編

明治書院 810.7||Ko||4 212003448

38
コーパスとしてのウェブ (講座ITと日本語研
究:6)

荻野綱男, 田野
村忠温編

明治書院 810.7||Ko||6 212003447

39
質問調査法と統計処理 (講座ITと日本語研
究:8)

荻野綱男, 田野
村忠温編

明治書院 810.7||Ko||8 212003445

40
ゼロからわかる大学生のためのレポート・論
文の書き方

石井一成著 ナツメ社 816.5||Is 212003381

41 レポート・論文の書き方入門 第3版 河野哲也著
慶應義塾大学出
版会

816.5||Ko 212003414

42 レポート・論文の書き方上級 改訂版 櫻井雅夫著
慶應義塾大学出
版会

816.5||Sa 212003415

43 レポート・論文の書き方上級 改訂版 櫻井雅夫著
慶應義塾大学出
版会

816.5||Sa 212003416

44 新汉语水平考试真题集 2012版 HSK1级
国家汉办, 孔子
学院总部编制

商務印書館 820.7||Sh||1 212004323

45 新汉语水平考试真题集 2012版 HSK2级
国家汉办, 孔子
学院总部编制

商務印書館 820.7||Sh||2 212004324

46 新汉语水平考试真题集 2012版 HSK3级
国家汉办, 孔子
学院总部编制

商務印書館 820.7||Sh||3 212004325

47 新汉语水平考试真题集 2012版 HSK4级
国家汉办, 孔子
学院总部编制

商務印書館 820.7||Sh||4 212004326

48 新汉语水平考试真题集 2012版 HSK5级
国家汉办, 孔子
学院总部编制

商務印書館 820.7||Sh||5 212004327

49 新汉语水平考试真题集 2012版 HSK6级
国家汉办, 孔子
学院总部编制

商務印書館 820.7||Sh||6 212004328

50
Cognitive English grammar : pbk. : US 
(Cognitive linguistics in practice:v. 2)

Günter Radden, 
René Dirven

John Benjamins 835||Ra 212004103

51 フィクションの修辞学 (叢書記号学的実践:13)

ウェイン・C.ブー
ス著/米本弘一, 
服部典之, 渡辺
克昭訳

書肆風の薔薇/
白馬書房 (発売)

901.3||Bo 212003889
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52 キリスト教文学を学ぶ人のために
安森敏隆, 吉海
直人, 杉野徹編

世界思想社 902.09||Ki 212003421

53 探偵小説と日本近代 吉田司雄編著 青弓社 910.26||Ta 212003867
54 小説の恋愛感触 内藤千珠子 [著] みすず書房 910.264||Na 212003890
55 遠藤周作の世界  朝日出版社 910.268||En 212003432

56
安部公房の「戦後」 : 植民地経験と初期テク
ストをめぐって

呉美姃著 クレイン 910.268||Om 212003363

57 遠藤周作文学論集 宗教篇
遠藤周作著/加
藤宗哉, 富岡幸
一郎編

講談社 914.6||En 212003600

58 遠藤周作文学論集 文学篇
遠藤周作著/加
藤宗哉, 富岡幸
一郎編

講談社 914.6||En 212003612

59 3.11死に神に突き飛ばされる 加藤典洋著 岩波書店 914.6||Ka 212003353

60
不登校ひきこもり : こころの解説書 : 僕がひ
きこもりだったときに言えなかったこと

金馬宗昭著 学びリンク 916||Ki 212003405

61
空山 : 風と火のチベット (コレクション中国同
時代小説:第1巻)

阿来著/山口守
訳

勉誠出版 923.78||Ko||1 212003933

62
黄金時代 (コレクション中国同時代小説:第2
巻)

王小波著/桜庭
ゆみこ訳

勉誠出版 923.78||Ko||2 212003934

63
小陶 (シャオタオ) 一家の農村生活 (コレク
ション中国同時代小説:第3巻)

韓東著/飯塚容
訳

勉誠出版 923.78||Ko||3 212003935

64
離婚指南 (コレクション中国同時代小説:第4
巻)

蘇童著/竹内良
雄, 堀内利恵訳

勉誠出版 923.78||Ko||4 212003937

65
神木 : ある炭鉱のできごと (コレクション中国
同時代小説:第5巻)

劉慶邦著/渡辺
新一, 立松昇一

勉誠出版 923.78||Ko||5 212003936

66 オスカー : 天国への旅立ちを知らせる猫
デイヴィッド・ドー
サ著/栗木さつき
訳

早川書房 936||Do 212003424

67 オスカー : 天国への旅立ちを知らせる猫
デイヴィッド・ドー
サ著/栗木さつき
訳

早川書房 936||Do 212003425

68
ホメロス『オデュッセイア』 : 「戦争」を後にした
英雄の歌 (書物誕生 : あたらしい古典入門)

西村賀子著 岩波書店 991.1||Ni 212003356

69
ラテン文学を読む : ウェルギリウスとホラー
ティウス (岩波セミナーブックス:S14)

逸身喜一郎著 岩波書店 992.1||It 212003412

70 人間科学研究法ハンドブック 第2版
高橋順一, 渡辺
文夫, 大渕憲一

ナカニシヤ出版 002.7||Ni 212003956

71
図書館を演出する : 今、求められるアイデア
と実践

尼川ゆら, 多賀谷
津也子, 尼川洋
子著

人と情報を結ぶ
WEプロデュース/
合同会社メディ
アイランド (発売)

012||Am 212003946

72 三好の伝説 前編 湯浅安夫編 [湯浅安夫] 092.962||Mi||1 212004549
73 三好の伝説 後編 湯浅安夫編 [湯浅安夫] 092.962||Mi||2 212004550
74 徳島のむかし話 : 絵物語 飯原一夫文と絵 徳島新聞社 093.8||Ih 212004209

75
頭の中は最強の実験室 : 学問の常識を揺る
がした思考実験

榛葉豊著 化学同人 116||Sh 212003685

76
ドイツ観念論 : カント・フィヒテ・シェリング・
ヘーゲル (講談社選書メチエ:531)

村岡晋一著 講談社 134.3||Mu 212003684

77 文明 : 西洋が覇権をとれた6つの真因
ニーアル・ファー
ガソン著/仙名紀

勁草書房 204||Fe 212003682

78
検証!福島原発事故の真実 (プロメテウスの
罠:2)

 
学研パブリッシン
グ/学研マーケ
ティング (発売)

543.5||Pu||2 212003681

79
森林飽和 : 国土の変貌を考える (NHKブック
ス:1193)

太田猛彦著 NHK出版 652.1||Ot 212003683

80 恩地孝四郎 : 一つの伝記 池内紀著 幻戯書房 732.1||Ik 212003947
81 限界集落 : ふる里に抱かれて 荒井賢治著・題 徳島新聞社 748||Ge 212003915
82 隠語の民俗学 : 差別とアイデンティティ 礫川全次著 河出書房新社 814.9||Ko 212003951

83
世界のグロービッシュ : 1500語で通じる驚異
の英語術

ジャン=ポール・ネ
リエール, ディビッ
ド・ホン著/グロー
バル人材開発訳

東洋経済新報社 830.7||Ne 212003952

84 古英語辞典 小島謙一編著 大学書林 833.6||Ko 212004210
85 空飛ぶ広報室 有川浩著 幻冬舎 913.6||Ar 212003688



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

86 楽園のカンヴァス 原田マハ [著] 新潮社 913.6||Ha 212003632
87 虚像の道化師 : ガリレオ7 東野圭吾著 文藝春秋 913.6||Hi 212003686
88 147ヘルツの警鐘 : 法医昆虫学捜査官 川瀬七緒著 講談社 913.6||Ka 212004258
89 オン・ザ・ライン 朽木祥著 小学館 913.6||Ku 212004336
90 事件 (ソロモンの偽証:第1部) 宮部みゆき著 新潮社 913.6||Mi 212003687
91 ふくわらい 西加奈子著 朝日新聞出版 913.6||Ni 212003953
92 残穢 小野不由美著 新潮社 913.6||On 212003949

93 鬼談百景 (幽books) 小野不由美著
メディアファクト
リー

913.6||On 212003950

94 赤絵そうめん (とびきり屋見立て帖) 山本兼一著 文芸春秋 913.6||Ya 212003954
95 やりたいことは二度寝だけ 津村記久子著 講談社 914.6||Ts 212003948
96 兄かぞくのくに ヤンヨンヒ著 小学館 916||Ya 212004335

97 ダーウィンと出会った夏
ジャクリーン・ケ
リー作/斎藤倫子
訳

ほるぷ出版 933.7||Ke 212003341

98
ゴールデンボーイ 44刷改版 (新潮文庫:キ-
3-12. 恐怖の四季:春夏編)

スティーヴン・キ
ング [著]/浅倉久
志訳

新潮社 933.7||Ki 212004121

99
スタンド・バイ・ミー 48刷改版 (新潮文庫:キ-
3-5. 恐怖の四季:秋冬編)

スティーヴン・キ
ング [著]/山田順
子訳

新潮社 933.7||Ki 212004122

100
羊たちの沈黙 上 (新潮文庫:9361-9362, ハ-
8-21-22)

トマス・ハリス 
[著]/高見浩訳

新潮社 933||Ha||1 212004123

101
羊たちの沈黙 下 (新潮文庫:9361-9362, ハ-
8-21-22)

トマス・ハリス 
[著]/高見浩訳

新潮社 933||Ha||2 212004124

102 女帝わが名は則天武后
山颯著/吉田良
子訳

草思社 953.7||Sh 212003955


