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1
真理と方法 : 哲学的解釈学の要綱 3 (叢書・
ウニベルシタス:175-177)

ハンス=ゲオル
ク・ガダマー
[著]/轡田収 [ほ
か] 訳

法政大学出版局 116.8||Ga||3 212005829

2 人生論ノート 105刷改版 (新潮文庫:み-5-1) 三木清著 新潮社 121.6||Mi 212005922

3
ゴルギアス 第44刷改版 (岩波文庫:33-601-
2, 青601-2)

プラトン著/加来
彰俊訳

岩波書店 131.3||Pl 212005969

4 生成と消滅について (西洋古典叢書)
アリストテレス
[著]/池田康男訳

京都大学学術出
版会

131.4||Ar 212005740

5 哲学の起源 柄谷行人著 岩波書店 131||Ka 212005738

6
歴史と事実 : ポストモダンの歴史学批判をこ
えて (学術選書:057)

大戸千之著
京都大学学術出
版会

201.2||Ot 212005828

7 僕の死に方 : エンディングダイアリー500日 金子哲雄著 小学館 289.1||Ka 212005754

8 産業革命 (世界史リブレット:116) 長谷川貴彦著 山川出版社 332.06||Ha 212005825

9
過労死のない社会を (岩波ブックレット:No.
857)

森岡孝二編 岩波書店 366.99||Ka 212005831

10
私は私。母は母。 : あなたを苦しめる母親か
ら自由になる本

加藤伊都子著 すばる舎 367.3||Ka 212005779

11 不幸にする親 : 人生を奪われる子ども
ダン・ニューハー
ス著/玉置悟訳

講談社 367.6||Ne 212005746

12
学歴・競争・人生 : 10代のいま知っておくべき
こと (どう考える?ニッポンの教育問題)

吉川徹, 中村高
康著

日本図書セン
ター

371.3||Yo 212005830

13
ほんとうにいいの?デジタル教科書 (岩波ブッ
クレット:No. 859)

新井紀子著 岩波書店 375.199||Ar 212005826

14
なぜ学生の9割は就活に疲れるのか : みんな
の就活ヒサン日記

石渡嶺司著 主婦の友社 377.9||Is 212005827

15 科学と証拠 : 統計の哲学入門
エリオット・ソー
バー著/松王政浩
訳

名古屋大学出版
会

401||So 212005741

学生用人文系図書配架リスト(２月)
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16
ことばの意味とはなんだろう : 意味論と語用
論の役割

今井邦彦, 西山
佑司著

岩波書店 801.04||Im 212005742

17
話す技術・聞く技術 : ハーバード・ネゴシエー
ション・プロジェクト : 交渉で最高の成果を引
き出す「3つの会話」

ダグラス・ストー
ン, ブルース・パッ
トン, シーラ・ヒー
ン著/松本剛史訳

日本経済新聞出
版社

809.2||St 212005753

18 新編バベルの図書館 1: アメリカ編

ホルヘ・ルイス・ボ
ルヘス編纂序文/
酒本雅之 [ほか]
訳

国書刊行会 908.3||Sh||1 212005774

19 新編バベルの図書館 4: フランス編

ホルヘ・ルイス・ボ
ルヘス編纂序文/
酒本雅之 [ほか]
訳

国書刊行会 908.3||Sh||4 212005794

20 等伯 上 安部龍太郎著
日本経済新聞出
版社

913.6||Ab||1 212005710

21 等伯 下 安部龍太郎著
日本経済新聞出
版社

913.6||Ab||2 212005711

22 旅猫リポート 有川浩著 文藝春秋 913.6||Ar 212005836

23 赤猫異聞 浅田次郎著 新潮社 913.6||As 212005751

24 何者 朝井リョウ著 新潮社 913.6||As 212005775

25 幕が上がる 平田オリザ著 講談社 913.6||Hi 212005749

26 謎解きはディナーのあとで 3 東川篤哉著 小学館 913.6||Hi||3 212005833

27 北斗 : ある殺人者の回心 石田衣良著 集英社 913.6||Is 212005750

28 残り全部バケーション 伊坂幸太郎著 集英社 913.6||Is 212005824

29 極北ラプソディ 海堂尊著 朝日新聞出版 913.6||Ka 212005743

30 abさんご 黒田夏子著 文藝春秋 913.6||Ku 212005776
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31 邂逅の森 熊谷達也著 文藝春秋 913.6||Ku 212005921

32 最果てアーケード 小川洋子著 講談社 913.6||Og 212005744

33 ミーナの行進 小川洋子著 中央公論新社 913.6||Og 212005747

34
星降る夜に願うこと (カドカワ銀のさじシリー
ズ. RDG : レッドデータガール:6)

荻原規子 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

913.6||Og 212005748

35 伏 : 贋作・里見八犬伝 桜庭一樹著 文藝春秋 913.6||Sa 212005923

36 戸村飯店青春100連発 瀬尾まいこ作 理論社 913.6||Se 212005745

37 八重の桜 1
山本むつみ作/五
十嵐佳子ノベライ
ズ

NHK出版 913.6||Ya||1 212005832

38
いま考えなければならないこと : 原発と震災
後をみすえて (岩波ブックレット:No. 855)

加藤周一, 凡人
会著

岩波書店 914.6||Ka 212005739

39 新バイブル・ストーリーズ
ロジャー・パル
バース著/柴田元
幸訳

集英社 933.7||Pu 212005752

40 カジュアル・ベイカンシー : 突然の空席 1
J.K.ローリング著/
亀井よし子訳

講談社 933.7||Ro||1 212005834

41 カジュアル・ベイカンシー : 突然の空席 2
J.K.ローリング著/
亀井よし子訳

講談社 933.7||Ro||2 212005835


