
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 ジョナサン・アイブ : 偉大な製品を生み出す
アップルの天才デザイナー

リーアンダー・ケイ
ニー著/関美和訳

日経BP社/日経
BPマーケティング
(発売)

007.35||Ka 214003535

2 読んでおきたい「世界の名著」案内
日外アソシエーツ
編集

日外アソシエー
ツ/紀伊國屋書
店 (発売)

028||Yo 214003538

3 読んでおきたい「日本の名著」案内
日外アソシエーツ
編集

日外アソシエー
ツ/紀伊國屋書
店 (発売)

028||Yo 214003539

4 知覚の哲学入門

ウィリアム・フィッ
シュ著/源河亨, 國
領佳樹, 新川拓哉
訳

勁草書房 115||Fi 214003518

5 動物を追う、ゆえに私は(動物で)ある
ジャック・デリダ著/
マリ=ルイーズ・マレ
編/鵜飼哲訳

筑摩書房 135.5||De 214003522

6 「ドラえもん」に学ぶダメな人の伸ばし方 : 5つ
のタイプ別に見る「人を育てる」テクニック

小林奨著 彩図社 140.4||Ko 214003862

7 統合的理解を広げ深める(有斐閣アル
マ:Advanced. 心理統計学の基礎:続)

南風原朝和著 有斐閣 140.7||Ha 214003523

8 意識をめぐる冒険
クリストフ・コッホ
[著]/土谷尚嗣, 小
畑史哉訳

岩波書店 141.51||Ko 214003852

9 アフォーダンス 新版(岩波科学ライブラ
リー:234)

佐々木正人著 岩波書店 141.51||Sa 214003647

10
臨床心理職のための「研究論文の教室」 : 研
究論文の読み方・書き方ガイド(臨床心理学
増刊:第6号)

森岡正芳, 大山
泰宏編

金剛出版 146.07||Ri 214003872

11 カウンセリング論入門 石川正一郎著 創風社出版 146.8||Is 214003549

12 人生は20代で決まる : TEDの名スピーカーが
贈る「仕事・結婚・将来設計」講義

メグ・ジェイ著/
小西敦子訳

早川書房 159||Ja 214003879

13 いと高き貧しさ : 修道院規則と生の形式
ジョルジョ・アガン
ベン[著]/上村忠
男, 太田綾子訳

みすず書房 198.25||Ag 214003515

14 「棲み分け」の世界史 : 欧米はなぜ覇権を
握ったのか(NHKブックス:1222)

下田淳著 NHK出版 209||Sh 214003854

15 岩波講座日本歴史 第17巻 : 近現代3
大津透 [ほか]
編集

岩波書店 210.1||Iw||17 214003860

16 岩波講座日本歴史 第4巻 : 古代4
大津透 [ほか]
編集

岩波書店 210.1||Iw||4 214003662
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17 「階級」の日本近代史 : 政治的平等と社会的
不平等(講談社選書メチエ:586)

坂野潤治著 講談社 210.6||Ba 214003863

18 日本 -- 喪失と再起の物語 : 黒船、敗戦、そ
して3・11 上

デイヴィッド・ピ
リング著/仲達
志訳

早川書房 210.76||Pi||1 214003519

19 東アジア近現代通史 : 19世紀から現在まで
上(岩波現代全書:043-044)

和田春樹 [ほ
か] 著

岩波書店 220.6||Hi||1 214003871

20 東アジア近現代通史 : 19世紀から現在まで 下(岩波
現代全書:043-044)

和田春樹 [ほ
か] 著

岩波書店 220.6||Hi||2 214003874

21 ハルビン駅へ : 日露中・交錯するロシア満洲
の近代史

ディビッド・ウル
フ著/半谷史郎
訳

講談社 222.53||Wo 214003509

22 覚悟の磨き方 : 超訳吉田松陰 池田貴将編訳
サンクチュアリ
出版

289.1||Yo 214003536

23 世界精神マルクス : 1818-1883
ジャック・アタリ
[著]/的場昭弘
訳

藤原書店 289.3||Ma 214003552

24 僕らはまだ、世界を1ミリも知らない 太田英基著 いろは出版 290.9||Ot 214003506

25 街場の共同体論 内田樹著 潮出版社 304||Uc 214003504

26 反逆の神話 : カウンターカルチャーはいかに
して消費文化になったか

ジョセフ・ヒース, ア
ンドルー・ポター著/
栗原百代訳

NTT出版 309.02||He 214003527

27 蘇るマルクス(若者よマルクスを読もう:2)
内田樹, 石川康
宏著

かもがわ出版 309.3||Uc 214003520

28 ナショナリズムとグローバリズム : 越境と愛国
のパラドックス(ワードマップ)

大澤真幸 [ほ
か] 著

新曜社 311.3||Na 214003867

29 国家の社会学 佐藤成基著 青弓社 311||Sa 214003666

30 緑の党 : 運動・思想・政党の歴史(講談社選
書メチエ:583)

小野一著 講談社 315||On 214003525

31 公共圏に挑戦する宗教 : ポスト世俗化時代
における共棲のために

ユルゲン・ハーバーマ
ス [ほか著]/エドゥアル
ド・メンディエッタ, ジョ
ナサン・ヴァンアント
ワーペン編/箱田徹,

岩波書店 316.2||Ko 214003510

32 「肌色」の憂鬱 : 近代日本の人種体験(中公
叢書)

眞嶋亜有著 中央公論新社 316.8||Ma 214003517

33 福沢諭吉と朝鮮問題 : 「朝鮮改造論」の展開
と蹉跌

月脚達彦著
東京大学出版
会

319.1021||Ts 214003516



34 日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められない
のか

矢部宏治著
集英社インター
ナショナル/集
英社 (発売)

319.1053||Ya 214003858

35 憲法九条は私たちの安全保障です。(岩波
ブックレット:no. 918)

梅原猛 [ほか]
著

岩波書店 323.142||Ke 214003663

36 プレップ経済倫理学(プレップシリーズ) 柘植尚則著 弘文堂 331.1||Ts 214003855

37 合理性と自由 上

アマルティア・セン
著/若松良樹, 須
賀晃一, 後藤玲子
監訳

勁草書房 331.74||Se||1 214003635

38 合理性と自由 下

アマルティア・セン
著/若松良樹, 須
賀晃一, 後藤玲子
監訳

勁草書房 331.74||Se||2 214003636

39 ピケティ入門 : 『21世紀の資本』の読み方 竹信三恵子著 金曜日 331.82||Ta 214003634

40 「定常経済」は可能だ!(岩波ブックレット:No.
914)

ハーマン・デイ
リー著/枝廣淳
子聞き手

岩波書店 331||Da 214003861

41 アベノミクスと暮らしのゆくえ(岩波ブックレッ
ト:No. 911)

山家悠紀夫著 岩波書店 332.107||Ya 214003873

42 海洋帝国興隆史 : ヨーロッパ・海・近代世界
システム(講談社選書メチエ:587)

玉木俊明著 講談社 332.3||Ta 214003870

43 地域経済論入門 松原宏編著 古今書院 332.9||Ch 214003856

44 なぜ今、移民問題か(別冊環:20)
中川正春 [ほか
執筆]

藤原書店 334.41||Na 214003551

45 母性と社会性の起源(岩波講座コミュニケー
ションの認知科学:3)

開一夫 [編著]/
菊水健史 [ほか
著]

岩波書店 361.45||Iw||3 214003507

46 リスクの社会学
ニクラス・ルー
マン著/小松丈
晃訳

新泉社 361.45||Lu 214003688

47 「地元」の文化力 : 地域の未来のつくりかた
(河出ブックス:075)

苅谷剛彦編著/
吉川徹 [ほか]
著

河出書房新社 361.7||Ji 214003875

48 もっと変わる!介護保険(岩波ブックレット:No.
907)

小竹雅子著 岩波書店 364.4||Od 214003878

49 キャリアデザイン講座 : 理論と実践で自己決
定力を伸ばす 第2版

大宮登監修
日経BP社/日
経BPマーケティ
ング (発売)

366.29||Ky 214003866

50 少子化時代の「良妻賢母」 : 変容する現代日
本の女性と家族

スーザン・D・ハ
ロウェイ著/高橋
登, 清水民子,
瓜生淑子訳

新曜社 367.3||Ho 214003512



51 少年非行 : 社会はどう処遇しているか(放送
大学叢書:025)

鮎川潤著 左右社 368.71||Ay 214003851

52 保護のてびき 平成26年度版
社会福祉調査
会

369.2||Ho||26 214003550

53 ルポ虐待の連鎖は止められるか(岩波ブック
レット:No.915)

共同通信「虐
待」取材班著

岩波書店 369.4||Ru 214003508

54 安倍「教育改革」はなぜ問題か 藤田英典著 岩波書店 373.1||Fu 214003521

55 教育の組織と経営 : 教育制度改革と行政の
役割

加藤崇英, 臼井
智美, 鞍馬裕美
編著

学事出版 373.1||Ky 214003864

56 教育行政学 : 子ども・若者の未来を拓く
横井敏郎編著/
坪井由実 [ほか
執筆]

八千代出版 373.2||Ky 214003526

57 教育委員会は不要なのか : あるべき改革を
考える(岩波ブックレット:No. 908)

中嶋哲彦著 岩波書店 373.2||Na 214003868

58 「教えること」を教える先生が書いた : 教師の
ための「教える技術」(明治図書:1192)

向後千春著 明治図書出版 375.1||Ko 214003877

59 聴く・考える・つなぐ力を育てる!「学び合い」の
質を高める算数授業

石田淳一, 神田
恵子著

明治図書出版 375.412||Is 214003513

60 学校英語教育は何のため?(ひつじ英語教育
ブックレット:2)

江利川春雄 [ほ
か] 著

ひつじ書房 375.893||Ga 214003853

61 新初等教育原理
佐々木正治編
著/岡谷英明
[ほか] 著

福村出版 376.2||Sh 214003880

62 実録!東大大学院 : 総集編
かっぱ巻きRC
編著

カットシステム 377.9||Ji 214003857

63 ネットで学ぶ世界の大学MOOC入門 重田勝介著 実業之日本社 379.7||Sh 214003881

64 賢く生きるより辛抱強いバカになれ
稲盛和夫, 山中
伸弥著

朝日新聞出版 407||In 214003882

65
ルポチェルノブイリ28年目の子どもたち : ウク
ライナの取り組みに学ぶ(岩波ブックレット:No.
917)

白石草著 岩波書店 493.195||Sh 214003514

66 動かすな、原発。 : 大飯原発地裁判決からの
出発(岩波ブックレット:No. 912)

小出裕章 [ほ
か] 著

岩波書店 543.5||Ug 214003869

67 観光のまなざし 増補改訂版(叢書・ウニベル
シタス:1014)

ジョン・アーリ, ヨー
ナス・ラースン
[著]/加太宏邦訳

法政大学出版
局

689||Ur 214003524



68 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ
[ムヒカ] [述]/く
さばよしみ編/
中川学絵

汐文社 726.6||Mu 214003689

69 Piano concertos nos. 20 & 21 Mozart
Philips/PolyGra
m [distributor]

764||CD||3188 214003652

70 健康運動指導士試験対策問題集
呉泰雄, 仲立
貴, 中島節子共
著

ほおずき書籍/
星雲社 (発売)

780.19||Ot 214003669

71 言語はどのように学ばれるか : 外国語学習・
教育に生かす第二言語習得論

パッツィ・M.ライト
バウン, ニーナ・ス
パダ [著]/白井恭
弘, 岡田雅子訳

岩波書店 807||Li 214003876

72 日本語を学ぶ/複言語で育つ : 子どものこと
ばを考えるワークブック

川上郁雄, 尾関
史, 太田裕子著

くろしお出版 810.7||Ka 214003532

73 コレモ日本語アルカ? : 異人のことばが生ま
れるとき(そうだったんだ!日本語)

金水敏著 岩波書店 814.9||Ki 214003859

74 ドラマと方言の新しい関係 : 『カーネーション』
から『八重の桜』、そして『あまちゃん』へ

金水敏, 田中ゆ
かり, 岡室美奈
子編

笠間書院 818.04||Do 214003534

75 パスポート日本語アラビア語辞典
本田孝一, イ
ハーブ・アハマ
ド・イベード編

白水社 829.76||Pa 214003537

76 ずるいえいご
青木ゆか, ほし
のゆみ著

日本経済新聞
出版社

830.7||Ao 214003530

77 アメリカ人なら小学校で学ぶ英文ライティング
入門

リーパーすみ
子, 横川綾子著

アルク 836||Le 214003528

78 アナと雪の女王(ディズニーの英語:コレクショ
ン5)

石原真弓英文
解説

KADOKAWA 837.5||Is 214003531

79 村上春樹「かえるくん、東京を救う」英訳完全
読解

村上春樹原作
/NHK出版編

NHK出版 837.5||Mu 214003511

80 英語で楽しむ赤毛のアン
L.M.モンゴメリ英
文/松本侑子対
訳・解説・写真

ジャパンタイム
ズ

837.7||Mo 214003533

81 万葉語誌(筑摩選書:0096) 多田一臣編 筑摩書房 911.124||Ma 214003529

82 火花 又吉直樹著 文藝春秋 913.6||Ma 214003671

83 ナオミとカナコ 奥田英朗著 幻冬舎 913.6||Ok 214003680

84 殉愛 百田尚樹著 幻冬舎 916||Hy 214003865



85 東大助手物語 中島義道著 新潮社 916||Na 214003505

86 華氏451度 新訳版(ハヤカワ文庫. ハヤカワ
文庫SF:SF1955)

レイ・ブラッドベ
リ著/伊藤典夫
訳

早川書房 933.7||Br 214003683
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