
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 読書の歴史を問う : 書物と読者の近代
和田敦彦著/Wada
Atsuhiko

笠間書院 019.021||Wa 214002170

2 書物の環境論(現代社会学ライブラリー:4) 柴野京子著 弘文堂 023||Sh 214002171

3 アップデートする仏教(幻冬舎新書:320)
藤田一照, 山下
良道著

幻冬舎 080||Ge||320 214001643

4 宋学の西遷 : 近代啓蒙への道 井川義次著 人文書院 125.4||Ig 214002392

5 ヴィゴーツキー理論の神髄 : なぜ文化-歴史
的理論なのか

中村和夫著 福村出版 140.238||Na 214001646

6 オオカミ少女はいなかった : 心理学の神話を
めぐる冒険

鈴木光太郎著 新曜社 140.4||Su 214002411

7 心理検査法入門 : 正確な診断と評価のため
に

渡部洋編著 福村出版 140.7||Sh 214001651

8 描画テスト 高橋依子著 北大路書房 140.7||Ta 214002405

9 樹木画テスト
高橋雅春, 高橋依
子著

北大路書房 140.7||Ta 214002407

10 図解でわかるスタンフォードの自分を変える
教室

ケリー・マクゴニガ
ル監修

大和書房 141.8||Zu 214001642

11 アイデンティティ研究ハンドブック
宮下一博, 谷冬彦,
大倉得史編

ナカニシヤ出版 141.93||Ai 214001645

12 老いのこころ : 加齢と成熟の発達心理学(有
斐閣アルマ. Specialized)

佐藤眞一, 高山緑,
増本康平著

有斐閣 143.7||Sa 214001648

13 心理療法家の言葉の技術 : 治療的コミュニ
ケーションをひらく 第2版

ポール・L・ワクテ
ル著/杉原保史訳

金剛出版 146.8||Wa 214002409

14 文明と文化の思想 松宮秀治著 白水社 201.1||Ma 214002395

15 基礎から学ぶ犯罪心理学研究法 桐生正幸編著 福村出版 326.34||Ki 214002416

16 非行・犯罪心理臨床におけるグループの活
用 : 治療教育の実践

藤岡淳子著 誠信書房 326.53||Fu 214001650
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17 子どもと福祉 : 子ども・家族支援論 第2版 林浩康著 福村出版 369.4||Ha 214002415

18 エピソード教育臨床 : 生きづらさを描く質的研
究

大塚類, 遠藤野ゆ
り編著/大石英史,
川崎徳子, 磯崎祐
介著

創元社 371.43||Ep 214001647

19 期待とあきらめの心理 : 親と子の関係をめぐ
る教育臨床

内田利広著 創元社 371.43||Uc 214002414

20 すぐ使える体ほぐしの運動136選
名古屋市体育研
究会編

明治図書出版 375.49||Su 214002412

21 挑戦的行動の先行子操作 : 問題行動への新
しい援助アプローチ

ジェームズ・K.ルイ
セリー, マイケル・
J.キャメロン編/園
山繁樹 [ほか] 訳

二瓶社 378||Ch 214002408

22
実践!ロコモティブシンドローム : 自分の足で
歩くためのロコトレ : リハ・ケアスタッフ必携
第2版

中村耕三著 三輪書店 493.6||Na 214001644

23 臨床家のためのDSM-5虎の巻
森則夫, 杉山登志
郎, 岩田泰秀編著

日本評論社 493.72||Ri 214002406

24 イスラームの写本絵画 桝屋友子著
名古屋大学出
版会

702.096||Ma 214002390

25 シャガール : 愛と追放
ジャッキー・ヴォル
シュレガー著/安
達まみ訳

白水社 723.35||Wu 214002354

26 映画術 : ヒッチコック 改訂版
トリュフォー [著]/
山田宏一, 蓮實重
彦訳

晶文社 778.253||Hi 214002228

27 生涯スポーツの心理学 : 生涯発達の視点か
らみたスポーツの世界

杉原隆編著/高橋
正則 [ほか] 執筆

福村出版 780.14||Sh 214001652

28 高齢者の運動ハンドブック

米国国立老化研
究所, 東京都老人
総合研究所運動
機能部門著/青柳
幸利監修

大修館書店 780.19||Ko 214002413

29 空手と禅 : 身体心理学で武道を解明! : マイ
ンドフルネスが導く“全方位的意識"へ

湯川進太郎著 BABジャパン 789.23||Yu 214002410

30 現代ヘブライ語(ニューエクスプレス) 山田恵子著 白水社 829.73||Ya 214002356

31 王朝文学を彩る軌跡 小山利彦編著 武蔵野書院 910.23||Oc 214002388

32 教室の正義 : 闇からの声(角川文庫:14544) 赤川次郎 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシ
ング (発売)

913.6||Ak 214002174

33 愛情物語(赤川次郎ミステリーコレクション:13)
赤川次郎作/米
澤よう子絵

岩崎書店 913.6||Ak 214002175



34 夜は終わらない 星野智幸著 講談社 913.6||Ho 214002391

35 タラチネ・ドリーム・マイン 雪舟えま著
パルコエンタテ
インメント事業
部

913.6||Yu 214002173

36 セ・シ・ボン(ちくま文庫:[た-60-1]) 平安寿子著 筑摩書房 915.6||Ta 214002364

37 The Arabian nights 1st ed : pbk(Norton
critical editions)

the Husain
Haddawy
translation/based
on the text edited
by Muhsin

W.W. Norton &
Co.

929.763||Ha 214002109

38 Jane Eyre : an authoritative text, contexts,
criticism 3rd ed : pbk(Norton critical editions)

Charlotte Bront
ë/edited by
Richard J. Dunn

Norton 933.6||Br 214001969

39
Wuthering Heights : the 1847 text,
backgrounds and contexts, criticism 4th ed :
pbk(Norton critical editions)

Emily Brontë
/edited by
Richard J. Dunn

W.W. Norton 933.6||Br 214002110

40
The adventures of Tom Sawyer :
authoritative text, backgrounds and contexts,
criticism 1st ed : pbk(Norton critical editions)

Mark
Twain/edited by
Beverly Lyon
Clark

W.W. Norton 933.6||Tw 214002108

41
Adventures of Huckleberry Finn : an
authoritative text contexts and sources
criticism 3rd ed : pbk(Norton critical editions)

Mark
Twain/edited by
Thomas Cooley

W.W. Norton 933.6||Tw 214002112

42 「フレディ」から学んだこと : 音楽劇と哲学随
想

日野原重明著 童話屋 933.7||Hi 214001641

43 絶倫の人 : 小説H・G・ウェルズ
デイヴィッド・
ロッジ著/高儀
進訳

白水社 933.7||Lo 214002355

44
Frankenstein : the 1818 text, contexts,
criticism 2nd ed : pbk(Norton critical
editions)

Mary
Shelley/edited by
J. Paul Hunter

W.W. Norton 933||Sh 214002111

45 『ボヴァリー夫人』論 蓮實重彦著 筑摩書房 953.6||Ha 214002389

46 キュレーション : 知と感性を揺さぶる力(集英
社新書:0680F)

長谷川祐子著 集英社 080||Sh||0680 214001759

47 明代の学校・科挙・任官制度(東洋文庫:839.
明史選挙志:1)

井上進, 酒井恵子
訳注

平凡社 080||To||839 214001756

48 論語集注 1(東洋文庫:841, 850, 854)
朱熹 [集注]/土田
健次郎訳注

平凡社 080||To||841 214001757

49 朝鮮開化派選集 : 金玉均・朴泳孝・兪吉濬・
徐載弼(東洋文庫:848)

金玉均 [ほか
著]/月脚達彦
訳注

平凡社 080||To||848 214001767

50 論語集注 2(東洋文庫:841, 850, 854)
朱熹 [集注]/土田
健次郎訳注

平凡社 080||To||850 214001840



51 日本思想史ハンドブック 苅部直, 片岡龍編 新書館 121.02||Ni 214001781

52 近代日本の中国認識 : 徳川期儒学から東亜
協同体論まで

松本三之介著 以文社 121.6||Ma 214001761

53 宋学の形成と展開(中国学芸叢書:8) 小島毅著 創文社 125.4||Ko 214001846

54 陽明学が問いかけるもの(研文選書:78) 吉田公平著 研文出版 125.5||Yo 214002026

55 「誤読」の哲学 : ドゥルーズ、フーコーから中
世哲学へ

山内志朗著 青土社 130.2||Ya 214001764

56 純粋理性批判 上
イマヌエル・カント
著/石川文康訳

筑摩書房 134.2||Ka||1 214001766

57 心理学論文道場 : 基礎から始める英語論文
執筆

坂本真士, 大平英
樹編

世界思想社 140.7||Sh 214001800

58 質問紙調査と心理測定尺度 : 計画から実施・
解析まで

宮本聡介, 宇井美
代子編

サイエンス社 140.7||Sh 214001854

59 心理検査の実施の初歩(心理学基礎演
習:vol.5)

願興寺礼子, 吉住
隆弘編

ナカニシヤ出版 140.7||Sh 214002031

60 TEMでわかる人生の径路 : 質的研究の新展
開

安田裕子, サト
ウタツヤ編著

誠信書房 140.7||Te 214001850

61 新しい心理学ゼミナール : 基礎から応用まで
藤田主一, 板垣
文彦編/高島翠
[ほか] 著

福村出版 140||At 214001808

62 ファスト&スロー : あなたの意思はどのように
決まるか? 上(ハヤカワ文庫:NF 410-411)

ダニエル・カー
ネマン著/村井
章子訳

早川書房 141.5||Ka||1 214001736

63 ファスト&スロー : あなたの意思はどのように
決まるか? 下(ハヤカワ文庫:NF 410-411)

ダニエル・カー
ネマン著/村井
章子訳

早川書房 141.5||Ka||2 214001737

64 フロー体験入門 : 楽しみと創造の心理学
M.チクセントミハイ
著

世界思想社 141.6||Cs 214001849

65 図でわかる発達心理学 新井邦二郎編著 福村出版 143||Zu 214001809

66 関係するこころ : 外傷、癒し、成長の交わると
ころ

フィリップ・M.ブロ
ンバーグ著/吾妻
壮, 岸本寛史, 山
愛美訳

誠信書房 146.1||Br 214001853

67
関係フレーム理論(RFT)をまなぶ : 言語行動
理論・ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラ
ピー)入門

ニコラス・トールネケ著 星和書店 146.8||To 214001801



68
子どものADHD : 友だちとじょうずにつき合お
う(子どもの「こころ」を親子で考えるワーク
ブック:1)

ローレンス・E.シャ
ピロ著/上田勢子
訳

福村出版 146.82||Ko||1 214001855

69 いじめは、やめて!(子どもの「こころ」を親子で
考えるワークブック:2)

スーザン・アイコ
ブ・グリーン著/上
田勢子訳

福村出版 146.82||Ko||2 214001856

70
気持ちのコントロールと思いやりを身につけ
よう(子どもの「こころ」を親子で考えるワーク
ブック:3)

ローレンス・E・
シャピロ著/上田
勢子訳

福村出版 146.82||Ko||3 214001857

71 どうして死んじゃったの?(子どもの「こころ」を
親子で考えるワークブック:4)

エリカ・リーウェン
バーグ, エレン・
ゴールドリング著/
上田勢子訳

福村出版 146.82||Ko||4 214001858

72 20代でグンと抜き出るワクワク仕事術66(経
済界新書:029)

中谷彰宏著 経済界 159.4||Na 214001842

73 20代でグンと抜き出るワクワク仕事術66(経
済界新書:029)

中谷彰宏著 経済界 159.4||Na 214001843

74
無神論の歴史 : 始原から今日にいたるヨー
ロッパ世界の信仰を持たざる人々 上(叢書・
ウニベルシタス:1013)

ジョルジュ・ミノワ
[著]/石川光一訳

法政大学出版
局

161.2||Mi||1 214002028

75
無神論の歴史 : 始原から今日にいたるヨー
ロッパ世界の信仰を持たざる人々 下(叢書・
ウニベルシタス:1013)

ジョルジュ・ミノワ
[著]/石川光一訳

法政大学出版
局

161.2||Mi||2 214002029

76
ぼくらはヴィジュアルで思考する : シームレ
ス・メディアの時代とvideo art : 見ることの技
術/芸術(visual philosophy note:vol.1)

REF lab.編 現代企画室 702.07||Bo 214001794

77 庭園のコスモロジー : 描かれたイメージと記
憶

小林頼子著 青土社 702.3||Ko 214001765

78 平面論 : 1880年代西欧(岩波人文書セレク
ション)

松浦寿輝著 岩波書店 704||Ma 214001785

79 世界遺産時代の民俗学 : グローバル・スタン
ダードの受容をめぐる日韓比較

岩本通弥編 風響社 709.1||Se 214001983

80 無形民俗文化財が被災するということ : 東日
本大震災と宮城県沿岸部地域社会の民俗誌

高倉浩樹, 滝澤克彦
編 新泉社 709.123||Mu 214001987

81 THE END
Keiichiro Shibuya
+ Hatsune Miku

Sony Music
Direct
(Japan)/ATAK

766||CD||3185-
3186

214002176

82 死ぬまでに観たい映画1001本 改訂新版

スティーヴン・ジェ
イ・シュナイダー総
編集/野間けい子
訳

ネコ・パブリッシ
ング

778.036||Sh 214002024

83 越境の映画史(關西大學東西學術研究所研
究叢刊:47)

堀潤之, 菅原慶乃
編著

関西大学出版
部

778.2||Ek 214002030

84 現代アメリカ映画研究入門

トマス・エルセ
サー, ウォーレン・
バックランド著/水
島和則訳

書肆心水 778.253||El 214002177



85 Rope : [著作権処理済]

directed by
Alfred
Hitchcock/scre
enplay by

Art Station
[distributor]

778||DVD||1931 214002034

86 サイコ(The Alfred Hitchcock collection)
アルフレッド・ヒッチコック監督/
ロバート・ブロック原作/ジョセ
フ・ステファーノ脚色

ジェネオン・ユ
ニバーサル・エ
ンターテイメント
(発売)

778||DVD||1932 214002035

87 Frenzy : [著作権処理済](The Hitchcock
collection)

directed by Alfred
Hitchcock/screenpl
ay by Anthony
Shaffer

ユニバーサル・ピク
チャーズ・ジャパン
[distributor]

778||DVD||1933 214002036

88 ブルーベルベット : 特別編 オリジナル無修正
版 : [著作権処理済](MGM DVD)

デイヴィッド・リ
ンチ監督・脚本

20世紀フォックス
ホームエンターテ
イメントジャパン
(発売)

778||DVD||1934 214002037

89 逸脱の映像 : 拡張・変容・実験精神
松本俊夫著/金子
遊編

月曜社 778||Ma 214001795

90 スポーツモチベーション : スポーツ行動の秘
密に迫る!

西田保編著 大修館書店 780.14||Su 214001802

91 スポーツ心理学事典
日本スポーツ
心理学会編

大修館書店 780.14||Su 214001847

92 スポーツ・コーチング学 : 指導理念からフィジ
カルトレーニングまで : カラー版

レイナー・マートン
著

西村書店 780.7||Ma 214001848

93 日本語学と通言語的研究との対話 : テンス・
アスペクト・ムード研究を通して

定延利之編著/小
柳智一 [ほか] 著

くろしお出版 810.4||Ni 214001859

94 日本語教育のためのタスク別書き言葉コー
パス

金澤裕之編 ひつじ書房 810.7||Ni 214002032

95 現代日本語ムード・テンス・アスペクト論(ひつ
じ研究叢書:言語編:第111巻)

工藤真由美著 ひつじ書房 818||Ku 214002033

96 英語論文すぐに使える表現集(Beret books)
小田麻里子, 味園
真紀著

ベレ出版 836.5||Od 214001782

97 英語論文表現入門 : 中高基本150語から学ぶ英語学術表
現の世界

安原和也著 大学教育出版 836.5||Ya 214001783

98 独検過去問題集 2014年版: 2級・準1級・1級
ドイツ語学文学振
興会編

郁文堂 840.7||Do||'14 214001797

99 独検合格4週間 5級
在間進, 亀ケ谷昌
秀共著

第三書房 840.79||Za 214001798

100 留学とホームステイのフランス語 阿南婦美代著 白水社 857||An 214001763

101 源氏物語の生成と再構築(新時代への源氏学:1)
助川幸逸郎 [ほ
か] 編

竹林舎 913.36||Sh||1 214001844



102 虚構と歴史のはざまで(新時代への源氏学:6)
助川幸逸郎 [ほ
か] 編

竹林舎 913.36||Sh||6 214001845

103 長生殿訳注
(清) 洪昇著/竹
村則行訳注

研文出版 (山本
書店出版部)

922.6||Ko 214002025

104 上海、かたつむりの家
六六著/青樹明
子訳

プレジデント社 923.7||Ry 214001768

105 なぜ「ジョルジュ・サンド」と名乗ったのか?
マルティーヌ・
リード [著]/持
田明子訳

藤原書店 950.268||Sa 214002027
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