
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 図書館に通う : 当世「公立無料貸本屋」事情 宮田昇 [著] みすず書房 010.4||Mi 213000990

2
ビブリオバトル入門 : 本を通して人を知る・
人を通して本を知る

ビブリオバトル普
及委員会編著

情報科学技術協
会

019.9||Bi 213000814

3
書籍文化の未来 : 電子本か印刷本か (岩波
ブックレット:No. 873)

赤木昭夫著 岩波書店 023||Ak 213000822

4
シャマニズム : アルタイ系諸民族の世界像
1 (東洋文庫:830, 835)

ウノ・ハルヴァ
[著]/田中克彦訳

平凡社 080||To||830 213000999

5
場と器 : 思想の記録と伝達 (岩波講座日本
の思想:第2巻)

苅部直 [ほか] 編
集委員

岩波書店 121.08||Iw||2 213000963

6 古代ギリシアの精神 (講談社選書メチエ:551) 田島正樹著 講談社 131||Ta 213000821

7
意思決定と経済の心理学 (朝倉実践心理学
講座:1)

坂上貴之編 朝倉書店 140.8||As||1 213000804

8
感動と商品開発の心理学 (朝倉実践心理学
講座:10)

神宮英夫編 朝倉書店 140.8||As||10 213000811

9
マーケティングと広告の心理学 (朝倉実践心
理学講座:2)

杉本徹雄編 朝倉書店 140.8||As||2 213001021

10
発想と企画の心理学 (朝倉実践心理学講
座:4)

高橋誠編 朝倉書店 140.8||As||4 213000805

11
わかりやすさとコミュニケーションの心理学
(朝倉実践心理学講座:5)

海保博之編 朝倉書店 140.8||As||5 213000806

12
コンピテンシーとチーム・マネジメントの心理
学 (朝倉実践心理学講座:6)

山口裕幸編 朝倉書店 140.8||As||6 213000807

13
感情マネジメントと癒しの心理学 (朝倉実践
心理学講座:7)

久保真人編 朝倉書店 140.8||As||7 213000808

14
対人関係と恋愛・友情の心理学 (朝倉実践心
理学講座:8)

松井豊編 朝倉書店 140.8||As||8 213000809

15
運動と健康の心理学 (朝倉実践心理学講
座:9)

竹中晃二編 朝倉書店 140.8||As||9 213000810

16 アイディアのレッスン (ちくま文庫:[と-1-5]) 外山滋比古著 筑摩書房 141.5||To 213000908

17 カイエ・ソバージュ 中沢新一著 講談社 160.4||Na 213000847
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18
西洋人の神道観 : 日本人のアイデンティ
ティーを求めて

平川祐弘著 河出書房新社 170||Hi 213000962

19
ヨーロッパ文明の正体 : 何が資本主義を駆動
させたか (筑摩選書:0067)

下田淳著 筑摩書房 230||Sh 213000823

20
隣人が殺人者に変わる時 : ルワンダ・ジェノ
サイド生存者たちの証言

ジャン・ハッツフェ
ルド著/ルワンダ
の学校を支援す
る会訳

かもがわ出版 316.84555||Ha 213000849

21
非正規公務員という問題 : 問われる公共
サービスのあり方 (岩波ブックレット:No. 869)

上林陽治著 岩波書店 318.3||Ka 213000820

22
ハンドブック集団的自衛権 (岩波ブックレッ
ト:No. 870)

浦田一郎, 前田
哲男, 半田滋著

岩波書店 323.142||Ur 213000836

23
Firm commitment : why the corporation is
failing us and how to restore trust in it 1st
ed

Colin Mayer
Oxford
University Press

336.8||Ma 213000995

24 協力がつくる社会 : ペンギンとリヴァイアサン
ヨハイ・ベンクラー
著/山形浩生訳

NTT出版 361.3||Be 213000904

25
人口減少社会という希望 : コミュニティ経済の
生成と地球倫理 (朝日選書:899)

広井良典著 朝日新聞出版 364||Hi 213000948

26
社会福祉用語辞典 : 福祉新時代の新しいス
タンダード 第9版

山縣文治, 柏女
霊峰編集委員代
表

ミネルヴァ書房 369.033||Sh 213000848

27
研究する大学 : 何のための知識か (シリーズ
大学:4)

小林傳司 [ほか]
著

岩波書店 377.04||Sh||4 213001001

28
ゆとり京大生の大学論 : 教員のホンネ、学生
のギモン

安達千李 [ほか]
編

ナカニシヤ出版 377.04||Yu 213001060

29 発達障害と感覚・知覚の世界

佐藤幹夫, 人間と
発達を考える会
編著/西研, 滝川
一廣, 小林隆児

日本評論社 378||Ha 213000961

30
黒船来航日本語が動く (そうだったんだ!日本
語)

清水康行著 岩波書店 810.25||Sh 213000960

31
MLA handbook for writers of research papers
7th ed : pbk

 

Modern
Language
Association of
America

836.5||Ml 213000996

32 新・スペイン語落ち穂ひろい : 777の表現集 清水憲男著 白水社 866||Sh 213000964

33 大庭みな子記憶の文学
水田宗子著
/Noriko Mizuta

平凡社 910.268||Mi 213000965

34 爪と目 藤野可織著 新潮社 913.6||Fu 213001052

35 使命と魂のリミット 東野圭吾著 新潮社 913.6||Hi 213000907
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36 英雄の書 上 宮部みゆき著 毎日新聞社 913.6||Mi||1 213000905

37 英雄の書 下 宮部みゆき著 毎日新聞社 913.6||Mi||2 213000906

38
シュレディンガーの哲学する猫 (中公文庫:[た
-77-1])

竹内薫, 竹内さな
み著

中央公論新社 913.6||Ta 213000903

39 青空のむこう
アレックス・シア
ラー著/金原瑞人
訳

求龍堂 933.7||Sh 213000992

40
竹林はるか遠く : 日本人少女ヨーコの戦争体
験記

ヨーコ・カワシマ・
ワトキンズ著/都
竹恵子訳

ハート出版 936||Wa 213000983


