
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
情報サービス論 (ベーシック司書講座・図書
館の基礎と展望:4)

竹之内禎編著 学文社 010.8||Be||4 213004428

2 高校図書館 : 生徒がつくる、司書がはぐくむ 成田康子 [著] みすず書房 017.4||Na 213004349

3
日本語に生まれて : 世界の本屋さんで考え
たこと

中村和恵著 岩波書店 024.04||Na 213004557

4
本との出会いを創り、育てるために (本の学
校・出版産業シンポジウム記録集:2012)

本の学校編
出版メディアパ
ル

024.1||Ho 213004465

5
世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え : 世
界の第一人者100人が100の質問に答える

ジェンマ・エル
ウィン・ハリス編/
西田美緒子訳/タ
イマタカシ絵

河出書房新社 033||Ha 213004555

6 マヌ法典 (東洋文庫:842) 渡瀬信之訳注 平凡社 080||To||842 213004498

7
子どもの難問 : 哲学者の先生、教えてくださ
い!

野矢茂樹編著 中央公論新社 104||Ko 213004421

8
ほんとうの構造主義 : 言語・権力・主体 (NHK
ブックス:1210)

出口顯著 NHK出版 116.9||De 213004412

9
神秘哲学 : 1949年-1951年 (井筒俊彦全集:
第2巻)

井筒俊彦著
慶應義塾大学出
版会

120.8||Iz||2 213004350

10 戦後思想史の探究 : 思想家論集 鈴木正著 平凡社 121.6||Su 213004351

11
20世紀ユダヤ思想家 : 来るべきものの証人
たち 1

ピエール・ブー
レッツ [著]/合田
正人 [ほか] 共訳

みすず書房 133||Bo||1 213004381

12
20世紀ユダヤ思想家 : 来るべきものの証人
たち 2

ピエール・ブー
レッツ [著]/合田
正人 [ほか] 共訳

みすず書房 133||Bo||2 213004382

13
20世紀ユダヤ思想家 : 来るべきものの証人
たち 3

ピエール・ブー
レッツ [著]/合田
正人 [ほか] 共訳

みすず書房 133||Bo||3 213004559

14 技術への問い (平凡社ライブラリー:800)
マルティン・ハイ
デッガー著/関口
浩訳

平凡社 134.96||He 213004411

15
動きすぎてはいけない : ジル・ドゥルーズと生
成変化の哲学

千葉雅也著 河出書房新社 135.5||Ch 213004637

学生用人文系図書配架リスト(1月)
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16
ミシェル・セール : 普遍学からアクター・ネット
ワークまで

清水高志著/中
村健太郎編集

白水社 135.5||Sh 213004558

17
実験心理学への招待 : 実験によりこころを科
学する 改訂版 (新心理学ライブラリ:8)

大山正, 中島義
明共編

サイエンス社 140.4||Sh||8 213004474

18
「記憶違い」と心のメカニズム (プリミエ・コレク
ション:17)

杉森絵里子著
京都大学学術出
版会

141.34||Su 213004475

19
ハーバード、オックスフォード…世界のトップ
スクールが実践する考える力の磨き方

福原正大著 大和書房 141.5||Fu 213004464

20 認知心理学基礎実験入門 改訂版
兵藤宗吉, 須藤
智編著/野内類
[ほか執筆]

八千代出版 141.51||Ni 213004582

21 精神分析を語る
藤山直樹, 松木
邦裕, 細澤仁
[著]

みすず書房 146.1||Fu 213004494

22
露出せよ、と現代文明は言う : 「心の闇」の喪
失と精神分析

立木康介著 河出書房新社 146.1||Ts 213004554

23
パターン・ランゲージ : 創造的な未来をつくる
ための言語 (リアリティ・プラス. Reality +)

井庭崇編著/中
埜博 [ほか] 著

慶應義塾大学出
版会

301||Ib 213004413

24 彗星的思考 : アンダーグラウンド群衆史 平井玄著 平凡社 304||Hi 213004496

25 民主主義のつくり方 (筑摩選書:0076) 宇野重規著 筑摩書房 311.7||Un 213004423

26 デイリー六法 2014 平成26年版
佐藤幸治 [ほか]
編

三省堂 320.91||De||'14 213004422

27
人の移動事典 : 日本からアジアへ・アジアか
ら日本へ

吉原和男編者代
表/蘭信三 [ほ
か] 編

丸善出版 334.4||Hi 213004556

28
日本人はなぜ存在するか (知のトレッキング
叢書)

與那覇潤著
集英社インター
ナショナル/集英
社 (発売)

361.42||Yo 213004463

29
原子力と理科教育 : 次世代の科学的リテラ
シーのために (岩波ブックレット:886)

笠潤平著 岩波書店 375.42||Ry 213004410

30
大学生の品格 : プリンストン流の教養24の指
針

岡部光明著 日本評論社 377.9||Ok 213004553

31 入門科学哲学 : 論文とディスカッション
西脇与作編著/
源河亨 [ほか] 著

慶應義塾大学出
版会

401||Ny 213004497

32 顔を科学する : 適応と障害の脳科学
山口真美, 柿木
隆介編

東京大学出版会 491.371||Ka 213004476

33 ハリウッド検視ファイル : トーマス野口の遺言 山田敏弘著 新潮社 498.94||Ya 213004467
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34 ウラからのぞけばオモテが見える
佐藤オオキ, 川上
典李子共著/日
経デザイン編

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

501.83||Sa 213004472

35
茶の精神 (こころ) をたずねて : 時を追い、地
を駆けて

小川後楽著 平凡社 596.7||Og 213004495

36
写真と文学 : 何がイメージの価値を決めるの
か

塚本昌則編 平凡社 740.4||Sh 213004499

37 言葉と主体 : 一般言語学の諸問題

エミール・バン
ヴェニスト [著]/
前島和也, 川島
浩一郎訳

岩波書店 801||Be 213004348

38 漢文資料を読む (日本語ライブラリー)
沖森卓也編著/
齋藤文俊, 山本
真吾著

朝倉書店 820||Ok 213004347

39 タイ語のかたち 新版 山田均著 白水社 829.36||Ya 213004344

40 ヒンディー語のかたち 新版 小磯千尋著 白水社 829.83||Ko 213004345

41
Pride and prejudice : Book +CD (Reading and
training. web)

Jane Austen/text
adaptation
activities by
Jennifer
Gascoigne/illustr
ated by Giorgio
Baroni

Black Cat 837.7||Re||5 213004302

42 ギリシア語のかたち 新版 村田奈々子著 白水社 891||Mu 213004346

43 知命と成熟 : 13のレクイエム 長谷川郁夫著 白水社 910.264||Ha 213004500

44 いのる (人生をひもとく日本の古典:第5巻)
久保田淳 [ほか]
編著

岩波書店 910.8||Ji||5 213004353

45 死ぬ (人生をひもとく日本の古典:第6巻)
久保田淳 [ほか]
編著

岩波書店 910.8||Ji||6 213004561

46 黒書院の六兵衛 上 浅田次郎著
日本経済新聞出
版社

913.6||As||1 213004414

47 黒書院の六兵衛 下 浅田次郎著
日本経済新聞出
版社

913.6||As||2 213004415

48 たぶんねこ 畠中恵著 新潮社 913.6||Ha 213004466

49 祈りの幕が下りる時 東野圭吾著 講談社 913.6||Hi 213004416
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50 想像ラジオ いとうせいこう著 河出書房新社 913.6||It 213004473

51 ボーナス・トラック 越谷オサム著 新潮社 913.6||Ko 213004644

52 悲痛伝 (講談社ノベルス:[ニJ-30]) 西尾維新著 講談社 913.6||Ni 213004640

53 遺産 笹本稜平著 小学館 913.6||Sa 213004468

54 杜甫詩注 第2冊
[杜甫原著]/吉川
幸次郎著/興膳
宏編

岩波書店 921.43||To||2 213004562

55 シェイクスピアの自由
S・グリーンブラッ
ト [著]/高田茂樹
訳

みすず書房 932.5||Gr 213004352

56
バタイユ : 呪われた思想家 (河出ブック
ス:065)

江澤健一郎著 河出書房新社 950.278||Ez 213004560


