
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
情報リテラシー : メディアを手中におさめる
基礎能力 第3版

山川修 [ほか] 著 森北出版 007||Jo 213004816

2
中庸の神学 : 中世イスラームの神学・哲学・
神秘主義 (東洋文庫:844)

ガザーリー [著]/中村廣治
郎訳註

平凡社 080||To||844 213004818

3
儀礼と創造 : 美と芸術の原初 (岩波講座日
本の思想:第7巻)

苅部直 [ほか] 編集委員 岩波書店 121.08||Iw||7 213004817

4 明治哲学の研究 : 西周と大西祝 小坂国継著 岩波書店 121.6||Ko 213004819

5 池田晶子 : 不滅の哲学 若松英輔著 トランスビュー 121.6||Wa 213004942

6 哲学は何を問うてきたか
レシェク・コワコフスキ著 : 
藤田祐訳

みすず書房 130.4||Ko 213004761

7
天界について/生成と消滅について (アリスト
テレス全集:5)

[アリストテレス著]/山田道
夫訳/[アリストテレス著]/
金山弥平訳

岩波書店 131.4||Ar||5 213004873

8 応用行動分析学

ジョン・O・クーパー, ティモ
シー・E・ヘロン, ウィリアム・
L・ヒューワード著/中野良
顯訳

明石書店 140.18||Co 213004906

9 最新心理学事典
内田伸子, 繁桝算男, 杉山
憲司責任編集委員

平凡社 140.33||Sa 213004912

10
フィールド心理学の実践 : インターフィールド
の冒険

上淵寿, フィールド解釈研
究会編

新曜社 140.4||Fi 213004908

11
エンサイクロペディア心理学研究方法論 改
訂

W.J. レイ著/岡田圭二編訳
/中尾敬 [ほか] 訳/下野正
俊 [ほか] 日本語解説

北大路書房 140.7||Ra 213004902

12 質的心理学の展望 サトウタツヤ著 新曜社 140.7||Sa 213004909

13
スタートアップ「心理学」 : 高校生と専門的に
学ぶ前のあなたへ

小川一美 [ほか] 著 ナカニシヤ出版 140||Su 213004905

14 心の近代 : 三筋の結界とメスメル : 支度の段 實川幹朗著 北大路書房 141.2||Ji 213004911

15 記憶
ジョナサン・K・フォスター著
/郭哲次訳

星和書店 141.34||Fo 213004904
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16 思考術 (河出ブックス:067) 大澤真幸著 河出書房新社 141.5||Os 213004875

17
微笑みのたくらみ : 笑顔の裏に隠された「信
頼」「嘘」「政治」「ビジネス」「性」を読む

マリアン・ラフランス著/中
村真訳

化学同人 141.6||La 213004903

18
わたしを律するわたし : 子どもの抑制機能の
発達 (プリミエ・コレクション:18)

森口佑介著
京都大学学術出
版会

141.74||Mo 213004858

19
臨床ストレス心理学 (叢書実証にもとづく臨
床心理学:7)

津田彰, 大矢幸弘, 丹野義
彦編

東京大学出版会 146.04||Ri 213004907

20
嫌われる勇気 : 自己啓発の源流「アドラー」
の教え

岸見一郎, 古賀史健著 ダイヤモンド社 146.1||Ki 213004812

21
見ることと見られること : 「こころの退避」から
「恥」の精神分析へ

ジョン・シュタイナー著/浅
田義孝訳

岩崎学術出版社 146.1||St 213004910

22
仏典はどう漢訳されたのか : スートラが経典
になるとき

船山徹著 岩波書店 183||Fu 213004760

23 岩波講座日本歴史 第6巻 : 中世1 大津透 [ほか] 編集 岩波書店 210.1||Iw||6 213004872

24 ソヴィエト文明の基礎
アンドレイ・シニャフスキー 
[著]/沼野充義 [ほか] 共
訳

みすず書房 238.07||Si 213004821

25
農業資本主義と「ヨーロッパ世界経済」の成
立 (近代世界システム:1)

I.ウォーラーステイン著/川
北稔訳

名古屋大学出版
会

332.3||Wa||1 213004876

26
重商主義と「ヨーロッパ世界経済」の凝集 : 
1600-1750 (近代世界システム:2)

I.ウォーラーステイン著/川
北稔訳

名古屋大学出版
会

332.3||Wa||2 213004877

27
「資本主義的世界経済」の再拡大 : 1730s-
1840s (近代世界システム:3)

I.ウォーラーステイン著/川
北稔訳

名古屋大学出版
会

332.3||Wa||3 213004878

28
中道自由主義の勝利 : 1789-1914 (近代世
界システム:4)

I.ウォーラーステイン著/川
北稔訳

名古屋大学出版
会

332.3||Wa||4 213004879

29
コミュニケーションの起源を探る (ジャン・ニコ
講義セレクション:7)

マイケル・トマセロ著/松井
智子, 岩田彩志訳

勁草書房 361.45||To 213004874

30
児童養護施設児の日常とこころ : 施設内心
理療法家の観点から

森田喜治著 創元社 369.43||Mo 213004813



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

31 教育の経済学 古松紀子著 日本評論社 373.4||Fu 213004811

32 承認をめぐる病 斎藤環著 日本評論社 493.7||Sa 213004814

33
生命と風景の哲学 : 「空間の履歴」から読み
解く

桑子敏雄著 岩波書店 519||Ku 213004853

34
ブルーノ・タウトの工芸 : ニッポンに遺したデ
ザイン (Lixil booklet)

庄子晃子監修 LIXIL出版 523.34||Bu 213004883

35
教会の怪物たち : ロマネスクの図像学 (講談
社選書メチエ:565)

尾形希和子著 講談社 702.37||Og 213004901

36 岩波新漢語辞典 第3版 山口明穂, 竹田晃編 岩波書店 813.2||Iw 213004758

37
「私」を考える (極東証券寄附講座. 文学部は
考える:4)

慶應義塾大学文学部編集

慶應義塾大学文
学部/慶應義塾
大学出版会 (発
売)

904||Bu||4 213004815

38 少女たちの19世紀 : 人魚姫からアリスまで 脇明子著 岩波書店 909.3||Wa 213004823

39 恋歌 朝井まかて著 講談社 913.6||As 213004880

40 昭和の犬 : Perspective kid 姫野カオルコ著 幻冬舎 913.6||Hi 213004881

41 ペテロの葬列 宮部みゆき著 集英社 913.6||Mi 213004882

42 吾輩はユーモアである : 漱石の誘笑パレード 中村明著 岩波書店 913.6||Na 213004822

43
ヴェニスの商人の異人論 : 人肉一ポンドと他
者認識の民族学

西尾哲夫 [著] みすず書房 932.5||Ni 213004820

44
こころは体につられて : 日記とノート1964-
1980 上

スーザン・ソンタグ著/デイ
ヴィッド・リーフ編/木幡和
枝訳

河出書房新社 935.7||So||1 213004759


