
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 「知の技法」入門
小林康夫, 大澤真
幸著

河出書房新社 002||Ko 214003837

2 人文学概論 : 新しい人文学の地平を求めて 安酸敏眞著 知泉書館 002||Ya 214003840

3 ロボットは東大に入れるか(よりみちパン!
セ:P063)

新井紀子著 イースト・プレス 007.13||Ar 214003885

4 「読み」の整理学(ちくま文庫:[と-1-3]) 外山滋比古著 筑摩書房 019.12||So 215000010

5 ビジュアルではじめてわかる哲学 : あなたは
哲学を「目撃」する!

スティーブン・ロー著
/脇崇晴 [ほか] 訳 東京書籍 100||La 214003889

6 ニコマコス倫理学(アリストテレス全集:15)
[アリストテレス
著]/神崎繁訳

岩波書店 131.4||Ar||15 215000051

7 アテナイ人の国制/著作断片集(アリストテレ
ス全集:19)

[アリストテレス
著]/橋場弦, 國
方栄二訳

岩波書店 131.4||Ar||19 215000057

8 分析論前書/分析論後書(アリストテレス全
集:2)

[アリストテレス
著]/今井知正, 河
谷淳, 高橋久一郎
訳

岩波書店 131.4||Ar||2 215000052

9 トポス論/ソフィスト的論駁について(アリスト
テレス全集:3)

[アリストテレス
著]/山口義久, 納
富信留訳

岩波書店 131.4||Ar||3 215000053

10 プラグマティズム古典集成 : パース、ジェイム
ズ、デューイ

チャールズ・サンダース・パー
ス, ウィリアム・ジェイムズ, ジョ
ン・デューイ著/植木豊編訳

作品社 133.9||Pe 214003894

11 表徴の帝国(ちくま学芸文庫:[ハ-9-1])
ロラン・バルト
著/宗左近訳

筑摩書房 135.5||Ba 215000012

12 日本人とアイデンティティ : 心理療法家の着
想(講談社+α文庫)

河合隼雄著 講談社 140.4||Ka 215000085

13 個人と集団のマルチレベル分析 清水裕士著 ナカニシヤ出版 140.7||Sh 214003890

14 武士道 第91刷改版(岩波文庫:33-118-1, 青
118-1)

新渡戸稲造著/
矢内原忠雄訳

岩波書店 156||Ni 215000034

15 よくわかるクリスマス
嶺重淑, 波部雄
一郎編

教文館 196.3||Yo 214003886

16 岩波講座日本歴史 第12巻 : 近世3
大津透 [ほか]
編集

岩波書店 210.1||Iw||12 214003846
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17 岩波講座日本歴史 第20巻 : 地域論<テーマ
巻1>

大津透 [ほか]
編集

岩波書店 210.1||Iw||20 214003842

18 岩波講座日本歴史 第3巻 : 古代3
大津透 [ほか]
編集

岩波書店 210.1||Iw||3 214003841

19 岩波講座日本歴史 第8巻 : 中世3
大津透 [ほか]
編集

岩波書店 210.1||Iw||8 214003839

20 金持ちが確実に世界を支配する方法 : 1%による1%
のための勝利戦略

スーザン・
ジョージ [著]/
荒井雅子訳

岩波書店 304||Ge 214003883

21 そろそろ「社会運動」の話をしよう : 他人ゴト
から自分ゴトへ。社会を変えるための実践論

田中優子, 法政大学
社会学部「社会を変
えるための実践論」
講座編

明石書店 309.04||So 214003844

22 貧困の哲学 上(平凡社ライブラリー:820-821)
ピエール=ジョゼ
フ・プルードン著/
斉藤悦則訳

平凡社 309.7||Pr||1 215000080

23 貧困の哲学 下(平凡社ライブラリー:820-821)
ピエール=ジョゼ
フ・プルードン著/
斉藤悦則訳

平凡社 309.7||Pr||2 214003899

24 私たちは政治の暴走を許すのか(岩波ブック
レット:No. 910)

立憲デモクラ
シーの会編

岩波書店 312.1||Wa 214003898

25 帝国の構造 : 中心・周辺・亜周辺 柄谷行人著 青土社 313.2||Ka 214003847

26 いのちが危ない残業代ゼロ制度(岩波ブック
レット:No. 913)

森岡孝二, 今野晴
貴, 佐々木亮著 岩波書店 336.44||Mo 214003893

27 青空文庫で社会学 : 「孤独な心」をめぐる15
章

渡部真, 小池高
史著

書肆クラルテ/
朱鷺書房 (発
売)

361.04||Wa 214003848

28 ソーシャル・キャピタルと格差社会 : 幸福の
計量社会学

辻竜平, 佐藤嘉
倫編

東京大学出版
会

361.3||So 214003892

29 「日本人論」再考(講談社学術文庫:[1990]) 船曳建夫 [著] 講談社 361.42||Fu 215000013

30 メディアとコミュニケーションの文化史 伊藤明己著 世界思想社 361.45||It 215000056

31 共感(岩波講座コミュニケーションの認知科
学:2)

梅田聡編/梅田聡 [ほ
か著] 岩波書店 361.45||Iw||2 214003884

32 現代文化を学ぶ人のために 全訂新版 井上俊編 世界思想社 361.5||Ge 214003838

33 「縮み」志向の日本人(講談社学術文
庫:[1816])

李御寧 [著] 講談社 361.5||Ri 215000011



34 子どもが笑顔になるスクールソーシャルワー
ク : 教師のためのワークブック

鈴木庸裕, 佐々
木千里,高良麻
子編

かもがわ出版 371.43||Ko 214003849

35 道徳教育のフロンティア
伊藤良高 [ほ
か] 編

晃洋書房 371.6||Do 214003845

36 教育の本質とは何か : 先人に学ぶ「教えと学
び」

広岡義之著 ミネルヴァ書房 371||Hi 214003888

37 なぜ日本の公教育費は少ないのか : 教育の
公的役割を問いなおす

中澤渉著 勁草書房 373.4||Na 215000055

38 学校保健ハンドブック 第6次改訂
教員養成系大学
保健協議会編

ぎょうせい 374.9||Ga 214003843

39 アクティブラーニングと教授学習パラダイムの
転換

溝上慎一著 東信堂 377.15||Mi 215000054

40
就活「後ろ倒し」の衝撃 : 「リクナビ」登場以
来、最大の変化が始まった : 就活2016年問
題を徹底解明

曽和利光著
東洋経済新報
社

377.9||So 214003895

41 新東京風景論 : 箱化する都市、衰退する街
(NHKブックス:1221)

三浦展著 NHK出版 518.8||Mi 214003887

42 100年先まで伝える!原発事故の真実(プロメ
テウスの罠:7)

朝日新聞特別
報道部著

学研パブリッシ
ング/学研マー
ケティング (発
売)

543.5||Pu||7 214003891

43 Looking at movies : an introduction to film
3rd ed : pbk

Richard Barsam
& Dave
Monahan

W. W. Norton &
Company

778||Ba 214003785

44 日本の弓術(岩波文庫:青(33)-661-1)
オイゲン・ヘリ
ゲル述/柴田治
三郎訳

岩波書店 789.5||Sh 215000035

45 茶の本 第105刷改版(岩波文庫:33-115-1, 青
115-1)

岡倉覚三著/村
岡博訳

岩波書店 791||Ok 215000033

46 ピアで学ぶ大学生の日本語表現 : プロセス
重視のレポート作成 第2版

大島弥生 [ほ
か] 著

ひつじ書房 816.5||Pi 214003836

47 アメリカ合衆国の連邦休日を英語で学ぼう
(語学シリーズ:第2巻)

M.Scott Brooks,
伊藤孝治著/杉田
米行編

大学教育出版 835||Go||2 214003850

48 本屋さんのダイアナ 柚木麻子著 新潮社 913.6||Yu 215000058

49 美しき日本の残像(朝日文庫)
アレックス・カー
著

朝日新聞社 914.6||Ke 215000036

50 柿の種(岩波文庫:緑(31)-37-7) 寺田寅彦著 岩波書店 914.6||Te 215000029



51 怪談 : 不思議なことの物語と研究 改版(岩波
文庫:赤(32)-244-1)

ラフカディオ・
ハーン作/平井
呈一訳

岩波書店 933||He 215000032

52 心 : 日本の内面生活の暗示と影響 改版(岩
波文庫:赤(32)-244-2)

ラフカディオ・
ハーン著/平井
呈一訳

岩波書店 934||He 215000031
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