
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 デザインの腕が上がる凄いフリーフォント
1500

ラトルズ 007.642||De 215001286

2 乱読のセレンディピティ : 思いがけないことを
発見するための読書術

外山滋比古著 扶桑社 019.12||To 215001254

3 ABC案のレイアウト : 1テーマ×3案のデザイ
ンバリエーション

甲谷一著 誠文堂新光社 021.4||Ka 215001247

4 「進撃の巨人」と解剖学 : その筋肉はいかに
描かれたか(ブルーバックス:B-1892)

布施英利著 講談社 080||Bu||1892 215001224

5 タカラジェンヌの太平洋戦争(新潮新書:075) 玉岡かおる著 新潮社 080||Sh||075 215001232

6 はじめての哲学・宗教 : センター倫理でびっく
りするくらいよくわかる

相澤理著 大和書房 100||Ai 215001248

7 あたらしい哲学入門 : なぜ人間は八本足
か?(文春文庫:[つ-11-20])

土屋賢二著 文藝春秋 100||Ts 215001236

8 覚えておきたい人と思想100人 : 世界の思想
家ガイドブック

本間康司絵と
文/越田年彦執
筆・監修

清水書院 102.8||Ho 215001244

9 賢者の惑星 : 世界の哲学者百科
JUL絵/シャル
ル・ペパン文/
平野暁人訳

明石書店 102.8||Ju 215001261

10 The consolations of philosophy(Penguin
books)

Alain de Botton Penguin 104||Bo 215000909

11 アリストテレス的現代形而上学(現代哲学へ
の招待. Anthology)

トゥオマス・E.タ
フコ編著/加地
大介 [ほか] 訳

春秋社 111.04||Ar 215000911

12 時間にとって十全なこの世界 : 現在主義の
哲学とその可能性

佐金武著 勁草書房 112||Sa 215000755

13 活動的生
ハンナ・アーレ
ント[著]/森一
郎訳

みすず書房 114||Ar 215000730

14 知は東から : 西洋近代哲学とアジア(知の
ユーラシア:1)

石川文康, 井川
義次編

明治書院 120.2||Ch||1 215001255

15 知の継承と展開 : イスラームの東と西(知の
ユーラシア:2)

堀川徹編 明治書院 120.2||Ch||2 215001256

16 激突と調和 : 儒教の眺望(知のユーラシア:3)
渡邉義浩, 菅本
大二編

明治書院 120.2||Ch||3 215001257

学生用人文系図書新着リスト(９月)



17 宇宙を駆ける知 : 天文・易・道教(知のユーラ
シア:4)

辛賢編 明治書院 120.2||Ch||4 215001258

18 交響する東方の知 : 漢文文化圏の輪郭(知
のユーラシア:5)

増尾伸一郎, 松
崎哲之編

明治書院 120.2||Ch||5 215001259

19 近代日本哲学史 三枝博音著 書肆心水 121.6||Sa 215000992

20 あらすじとイラストでわかる哲学(文庫ぎんが
堂:ち1-14)

知的発見!探検
隊編著

イースト・プレス 130.2||Ar 215001265

21 解体と遡行 : ハイデガーと形而上学の歴史 村井則夫著 知泉書館 134.96||Mu 215000762

22 心理学のための統計学入門 : ココロのデータ
分析(心理学のための統計学:1)

川端一光, 荘島
宏二郎著

誠信書房 140.7||Ka 215001246

23 心理学データ分析と測定 : データの見方と心
の測り方

岡本安晴著 勁草書房 140.7||Ok 215001242

24
フリーソフト「R」ではじめる豊富な実験と調査
例ですらすらわかる心理学統計入門(知識ゼ
ロでもわかる統計学)

実吉綾子著 技術評論社 140.7||Sa 215001049

25 あなたの知らない心理学 : 大学で学ぶ心理
学入門

中西大輔, 今田
純雄編

ナカニシヤ出版 140||An 215001047

26 あなたの知らない心理学 : 大学で学ぶ心理
学入門

中西大輔, 今田
純雄編

ナカニシヤ出版 140||An 215001087

27 あなたの知らない心理学 : 大学で学ぶ心理
学入門

中西大輔, 今田
純雄編

ナカニシヤ出版 140||An 215000701

28 10代からの心理学図鑑
マーカス・ウィー
クス著/渡辺滋
人訳

三省堂 140||We 215001051

29 心を読みすぎる : 心の理論を支えるワーキン
グメモリの心理学(プリミエ・コレクション:44)

前原由喜夫著
京都大学学術
出版会

141.51||Ma 215000763

30 錯覚の科学(放送大学教材:1528939-1-1411) 菊池聡編著
放送大学教育
振興会

145.5||Ki 215001048

31 認知行動療法におけるレジリエンスと症例の
概念化

ウィレム・クイケン, クリスティー
ン・A・パデスキー, ロバート・
ダッドリー著/荒井まゆみ, 佐藤
美奈子訳

星和書店 146.8||Ku 215000958

32 臨床心理学(New liberal arts selection)
丹野義彦 [ほ
か] 著

有斐閣 146||Ri 215000758

33 葉隠入門 46刷改版(新潮文庫:み-3-33) 三島由紀夫著 新潮社 156||Mi 215001388



34 「磯野家」の幸福
おかのきんや
著

晋遊舎 159||Ok 215001281

35 文化と宗教基礎用語事典 : 授業、講義、キャ
リアのための101の基本概念

ベアーテ=イレーネ・
ヘーメル, トーマス・
シュライエック編著/硲
智樹, 岡野薫訳

海鳴社 160||Ha 215001283

36 いま、「靖国」を問う意味(岩波ブックレット:no.
929)

田中伸尚著 岩波書店 175.1||Ta 215000729

37 聖書男 (バイブルマン) : 現代NYで「聖書の教
え」を忠実に守ってみた1年間日記

A.J.ジェイコブ
ズ著/阪田由美
子訳

阪急コミュニ
ケーションズ

193.09||Ja 215001389

38 物語の哲学(岩波現代文庫:学術:139) 野家啓一著 岩波書店 201.1||No 215001649

39 終戦後史1945-1955(講談社選書メチエ:603) 井上寿一著 講談社 210.76||In 215000977

40 歴史問題ハンドブック(岩波現代全書:065)
東郷和彦, 波多
野澄雄編

岩波書店 210.76||Re 215000986

41 溺れるものと救われるもの(朝日選書:922)
プリーモ・レー
ヴィ著/竹山博
英訳

朝日新聞出版 234.074||Le 215001221

42 ナポレオン フーシェ タレーラン : 情念戦争
1789-1815(講談社学術文庫:[1959])

鹿島茂 [著] 講談社 235.06||Ka 215001651

43 アメリカの小学生が学ぶ歴史教科書 : EJ対
訳

ジェームス・M・
バーダマン, 村
田薫編

ジャパンブック 253.01||Va 215000976

44 なぜ世界は不幸になったのか 適菜収 [著]
角川春樹事務
所

280.4||Te 215001263

45 人名よみかた辞典 新訂第3版 姓の部
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)

281.033||Ji 215000872

46 姓名よみかた辞典 名の部
日外アソシエー
ツ株式会社編
集

日外アソシエー
ツ/紀伊國屋書
店 (発売)

281.033||Se 215000873

47 マルクス : ある十九世紀人の生涯 上
ジョナサン・ス
パーバー著/小
原淳訳

白水社 289.3||Ma||1 215000732

48 マルクス : ある十九世紀人の生涯 下
ジョナサン・ス
パーバー著/小
原淳訳

白水社 289.3||Ma||2 215000733

49 うなドン : 南の楽園にょろり旅(講談社文
庫:[あ-108-2])

青山潤 [著] 講談社 292.409||Ao 215001225

50 いま、君たちに一番伝えたいこと 池上彰著
日本経済新聞
出版社

304||Ik 215000735



51 自由の道徳的イメージ
ドゥルシラ・コー
ネル著/伊藤泰
[ほか] 訳

御茶の水書房 311.1||Co 215000754

52 アメリカ黒人とキリスト教 : 葛藤の歴史とスピ
リチュアリティの諸相

黒崎真著
神田外語大学
出版局/ぺりか
ん社 (発売)

316.853||Ku 215001085

53 神なき宗教 : 「自由」と「平等」をいかに守る
か

ロナルド・ドゥ
オーキン著/森
村進訳

筑摩書房 321.1||Dw 215001249

54 社会調査の考え方 下 佐藤郁哉著
東京大学出版
会

361.9||Sa||2 215000974

55 社会喪失の時代 : プレカリテの社会学
ロベール・カス
テル著/北垣徹
訳

明石書店 366.04||Ca 215000979

56
相手の心を動かす英文手紙とe-mailの効果
的な書き方 : 理系研究者のための好感をも
たれる表現の解説と例文集

Ann M. Körner
著/瀬野悍二
訳・編

羊土社 407||Ko 215000896

57 今日から使える!組合せ最適化 : 離散問題ガ
イドブック

穴井宏和, 斉藤
努著

講談社 417||An 215001092

58 保全生態学の挑戦 : 空間と時間のとらえ方
宮下直, 西廣淳
編

東京大学出版
会

468||Ho 215001091

59 電子情報通信と産業(電子情報通信レク
チャーシリーズ:A-1)

電子情報通信
学会編/西村吉
雄著

コロナ社 549.09||Ni 215000988

60 犬たちの明治維新 : ポチの誕生 仁科邦男著 草思社 645.6||Ni 215001392

61
目を引く!アイデアが光る!素材を使わないデ
ザイン : 写真やイラストを使わないデザイン
アイデア

パイインターナ
ショナル

674.3||Me 215000917

62
腕のいいデザイン事務所で修業しないとふつ
うは身につかない知識と技と心得 [1](エム
ディエヌ・ムック)(Impress mook)

MdN編集部編

エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
スコミュニケーション
ズ (発売)

674.3||Ud||1 215001273

63
腕のいいデザイン事務所で修業しないとふつうは身
につかない知識と技と心得 2: レイアウト/書体/印刷
編(エムディエヌ・ムック)(Impress mook)

MdN編集部編

エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
スコミュニケーション
ズ (発売)

674.3||Ud||2 215001274

64 1枚で伝えるデザイン : 情報満載の街中チラ
シ特集

パイインターナ
ショナル

674.7||Ic 215000916

65 ヒトはなぜ絵を描くのか : 芸術認知科学への
招待(岩波科学ライブラリー:221)

齋藤亜矢著 岩波書店 701.4||Sa 215001220

66 風景の美学
ラッファエレ・ミ
ラーニ著/加藤磨
珠枝 [ほか] 訳

ブリュッケ/星雲
社 (発売)

701.6||Mi 215000912

67 かたちの理由 : 自然のもの、人工のもの。何
がかたちを決め、変えるのか

クリストファー・ウィ
リアムズ著/小竹
由加里訳

ビー・エヌ・エヌ
新社

701||Wi 215001278



68 天才たちの日課 : クリエイティブな人々の必
ずしもクリエイティブでない日々

メイソン・カリー
著/金原瑞人,
石田文子訳

フィルムアート
社

702.8||Cu 215000706

69 人類と芸術の300万年 : デズモンド・モリス
アートするサル

デズモンド・モリス
著/片柳佐智子,
中尾ゆかり, 家本
清美訳

柊風舎 702||Mo 215001443

70 イメージ人類学
ハンス・ベル
ティンク著/仲
間裕子訳

平凡社 704||Be 215000757

71 江戸の十二支+αどうぶつえん : 面白江戸
アートギャラリー

安村敏信著 東京美術 721.025||Ya 215001270

72 マンガ・アニメ文献目録
日外アソシエー
ツ株式会社編
集

日外アソシエー
ツ/紀伊國屋書
店 (発売)

726.101||Ma 215001639

73 どんどん変に… : エドワード・ゴーリーインタ
ビュー集成

カレン・ウィルキン
編/小山太一, 宮
本朋子訳

河出書房新社 726.501||Do 215001241

74
デジタルアーティストが知っておくべきアート
の原則 : 色、光、構図、解剖学、遠近法、奥
行き

3DTotal.com制
作/倉下貴弘,
河野敦子訳

ボーンデジタル 726.507||De 215000991

75 You are here : a new approach to signage
and wayfinding Japanese ed

edited &
published by
Viction:ary

パイインターナ
ショナル

727.087||Yo 215001082

76 Poster graphics : ポスターグラフィックの現在 庄野祐輔編集
ビー・エヌ・エヌ
新社

727.6||Po 215000990

77 実例付きフォント字典
パイインターナ
ショナル

727.8||Ji 215000919

78 スタイル別ロゴデザイン
Pie Books編
集・制作

パイインターナ
ショナル

727.8||Su 215000918

79 すてきな字&デコ文字が書ける本 : ぷちイラ
ストをもっとかわいく!

フィグインク著/や
ましたなしえ, くろ
かわきよこイラスト

メイツ出版 727.8||Su 215001667

80 現代図案文字大集成 新装復刻版 辻克己著 青幻舎 727.8||Ts 215001279

81 アンティーク&ロマンティーク素材集 Kd factory著 ソシム 727||An 215001393

82 筆の味わい素材集 : 和のこころでおもてなし
伊藤哲也, 齊藤
薫著

インプレスジャパン/
インプレスコミュニ
ケーションズ (発売)

727||It 215001271

83 いちばん面白いデザインの教科書 : How to
Design

カイシトモヤ著

エムディエヌコーポ
レーション/インプレス
コミュニケーションズ
(発売)

727||Ka 215001275

84 かわいい北欧のデザイン素材集 :
Scandinavian design book

ingectar-e著 ソシム 727||Ka 215001285



85 魅せる日本語のレイアウト : 漢字・ひらがな・
カタカナをデザインする

甲谷一, フレア,
グラフィック社
編集部編

グラフィック社 727||Mi 215001391

86 とっておきの花イラスト素材集
四方彩子, deux
arbres共著

エムディエヌコー
ポレーション/イン
プレス (発売)

727||Sh 215001276

87 大正・昭和のレトロ図案素材集
パイインターナ
ショナル

727||Su 215001262

88 伝わるインフォグラフィックス
リンクアップ, グ
ラフィック社編
集部編

グラフィック社 727||Ts 215001390

89 暮らしの中の色彩学入門 : 色と人間の感性 宮田久美子著 新曜社 757.3||Mi 215001267

90 色の教科書 : 暮らしがもっと楽しくなる! 桜井輝子監修
学研パブリッシン
グ/学研マーケ
ティング (発売)

757.3||Sa 215001223

91 デザインの授業 : 目で見て学ぶデザインの構
成術

佐藤好彦著

エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
スコミュニケーション
ズ (発売)

757||Sa 215001272

92 アフリカ音楽学の挑戦 : 伝統と変容の音楽民
族誌

塚田健一著 世界思想社 762.4||Ts 215001441

93 音の考古学 : 楽器の源流を探る 荒山千恵著
北海道大学出
版会

768.1||Ar 215001442

94 ぼく、ドラえもんでした。 : 涙と笑いの26年うち
あけ話

大山のぶ代著 小学館 772.1||Oy 215001227

95 世界とわたりあうために 平田オリザ著 徳間書店 775.1||Hi 215001238

96 現代映画用語事典
山下慧, 井上健
一, 松崎健夫著

キネマ旬報社 778.033||Ge 215000753

97 非道に生きる(ideaink:04) 園子温著 朝日出版社 778.21||So 215001239

98 スポーツ心理学大事典
ロバート・N・シンガー, ヘザー・
A・ハウゼンブラス, クリスト
ファー・M・ジャネル編/高澤則
美 [ほか] 訳

西村書店 780.14||Su 215001011

99
アクティブ・ライフスタイルの構築 : 身体活動・
運動の行動変容研究(早稲田大学学術叢
書:37)

竹中晃二著
早稲田大学出
版部

780.14||Ta 215000915

100 スポーツ大図鑑

レイ・スタッブズ編
/岩井木綿子, 大
野千鶴, 内田真弓
訳

ゆまに書房 780.36||Su 215000954

101 プルーストとイカ : 読書は脳をどのように変え
るのか?

メアリアン・ウル
フ著/小松淳子
訳

インターシフト/
合同出版 (発
売)

801.04||Wo 215001664



102 世界の文字事典 庄司博史編 丸善出版 801.1||Se 215000879

103 マイナスの待遇表現行動 : 対象を低く悪く扱
う表現への規制と配慮

西尾純二著 くろしお出版 810.1||Ni 215000884

104 暮らしの日本語辞典(esprit)
学研辞典編集
部編

学研教育出版/
学研マーケティ
ング (発売)

810.36||Ku 215000744

105 話し言葉と書き言葉の接点(ひつじ研究叢書:
言語編:第122巻)

石黒圭, 橋本行
洋編

ひつじ書房 810.4||Ha 215001445

106 日本語研究とその可能性 益岡隆志編 開拓社 810.4||Ni 215001031

107 日本語教育学入門
姫野伴子, 小森
和子, 柳沢絵美
著

研究社 810.7||Hi 215001032

108
日本語教育能力検定試験合格問題集 第2版
(日本語教育教科書)(Exam press. 日本語教
育能力検定試験学習書)

ヒューマンアカ
デミー著

翔泳社 810.7||Ni 215001435

109 私たちの日本語研究 : 問題のありかと研究
のあり方

定延利之編集 朝倉書店 810||Wa 215001030

110 歴史的仮名遣い : その成立と特徴(読みなお
す日本史)

築島裕著 吉川弘文館 811.56||Ts 215001260

111 タテ書きはことばの景色をつくる : タテヨコふ
たつの日本語がなぜ必要か?

熊谷高幸著 新曜社 811||Ku 215001266

112 三省堂五十音引き漢和辞典 第2版
沖森卓也, 三省
堂編修所編

三省堂 813.2||Sa 215000877

113 擬音語・擬態語辞典(講談社学術文
庫:[2295])

山口仲美編 講談社 813||Gi 215000746

114 辞書には載らなかった不採用語辞典 飯間浩明著
PHPエディターズ・
グループ/PHP研
究所 (発売)

814||Ji 215000750

115 迷った時にすぐ引ける勘違い敬語の辞典 西谷裕子著 東京堂出版 815.8||Ma 215000749

116 朝日新聞の用語の手引 新版
朝日新聞社用
語幹事編

朝日新聞出版 816.07||As 215001431

117 大学生のための論文・レポートの論理的な書
き方

渡邊淳子著 研究社 816.5||Wa 215000734

118 日本の作家名表現辞典 中村明著 岩波書店 816||Ni 215000874



119 インタビュー・テレビ番組のリスニングにチャ
レンジ!(街なかの中国語:Pt.2)

孟国主編/井田
綾, 平野紀子訳

東方書店 821.1||In 215001251

120 耳をすませてリスニングチャレンジ(街なかの
中国語:[Pt.1])

孟国主編/井田
綾訳

東方書店 821.1||Ma 215000913

121 話し手の意図・主張の聞き取りにチャレンジ
(街なかの中国語:Pt.3)

孟国主編/井田
綾, 平野紀子訳

東方書店 821.1||Ma 215000914

122 中国語成語ハンドブック
沈国威, 紅粉芳惠,
関西大学中国語
教材研究会編

白水社 823||Ch 215000889

123 中国語類義語辞典 相原茂主編 朝日出版社 823||Ch 215001077

124 講談社実用中日・日中辞典 講談社編 講談社 823||Ko 215000687

125 亜鈴式で鍛える中国語コロケーション999 : フ
レーズ精選集

相原茂編著 朝日出版社 824||Ai 215001081

126 動詞・形容詞から引く中国語補語用例20000

侯精一, 徐枢, 蔡
文蘭著/田中信一,
西槇光正, 武永尚
子編訳

東方書店 825.5||Ko 215001078

127 補語と副詞を中心に(誤用から学ぶ中国語:続
編1)

郭春貴著 白帝社 825||Ka 215001080

128 論説体中国語読解練習帳 : 新聞・雑誌から
インターネットまで 2014 中・上級編 秋

三潴正道監修/
西暢子 [ほか]
著

東方書店 827||Ro||'14 215001079

129 韓国語動詞と形容詞の使い方辞典 : CD付き
三省堂編修所
編

三省堂 829.15||Ka 215000747

130 世にもおもしろい英語 : あなたの知識と感性
の領域を広げる英語表現

小泉牧夫著
IBCパブリッシ
ング

830.4||Ko 215001268

131 英語教師のための第二言語習得論入門 白井恭弘著 大修館書店 830.7||Sh 215001066

132 英文書類や英語論文で必須の基本表現 : こ
れだけは身に付けたい基礎ルール

篠田義明著 南雲堂 830||Sh 215001252

133 ジーニアス英和辞典 第5版 革装
南出康世編集主
幹/中邑光男 [ほ
か] 編集委員

大修館書店 833.3||Ji 215000951

134 スター・ウォーズ英和辞典 ジェダイ入門者編
学研辞典編集
室編集・制作

学研教育出版 833.3||Su 215000745

135 ウィズダム英和辞典 第3版, 机上版
井上永幸, 赤野
一郎編

三省堂 833.3||Wi 215001196



136 小学館オックスフォード英語コロケーション辞
典

八木克正監修 小学館 833.4||Sh 215000875

137 総合英語Forest : Comprehensive grammar
for learners of English 7th edition

墺タカユキ [ほ
か] 著

桐原書店 835||So 215000975

138 1日3分はじめての英語日記 : スキマ時間で
英語がどんどん上達する! カラー版

石原真弓著/中
経出版編集

KADOKAWA 836.6||Is 215001222

139 アメリカの小学校に学ぶ英語の書き方
リーパーすみ子
著

コスモピア 836||Le 215001282

140 英語ライティングルールブック : 正しく伝える
ための文法・語法・句読法 第2版

デイヴィッド・セ
イン著

DHC 836||Th 215001394

141 英語でSNSトーク : そのまま使えるネイティブ
表現800

Nicholas Woo著 ベレ出版 836||Wo 215001277

142 夢をかなえる英語はディズニー映画が教えて
くれた

飯田百合子著 サンマーク出版 837.8||Id 215001264

143 独検対策4級・3級問題集 3訂版 恒吉良隆編著 白水社 840.7||Do 215001070

144 独検過去問題集 2015年版: 5級・4級・3級
ドイツ語学文学
振興会編

郁文堂 840.7||Do||'15 215001068

145 独検過去問題集 2015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||'15 215001069

146 アクセス独和辞典 第3版
在間進編集責
任

三修社 843||Ak 215000731

147 クラウン独和辞典 第5版
新田春夫編修
主幹

三省堂 843||Ku 215000978

148
仏検公式ガイドブック : 傾向と対策+実施問
題 : 文部科学省後援実用フランス語技能検
定試験 2015年度5級

フランス語教育
振興協会編

フランス語教育振
興協会/駿河台出
版社 (発売)

850.79||Fu||'15 215001074

149
仏検公式ガイドブック : 傾向と対策+実施問
題 : 文部科学省後援実用フランス語技能検
定試験 2015年度4級

フランス語教育
振興協会編

フランス語教育振
興協会/駿河台出
版社 (発売)

850.79||Fu||'15 215001075

150
仏検公式ガイドブック : 傾向と対策+実施問
題 : 文部科学省後援実用フランス語技能検
定試験 2015年度3級

フランス語教育
振興協会編

フランス語教育振
興協会/駿河台出
版社 (発売)

850.79||Fu||'15 215001076

151 英語・フランス語どちらも話せる! 増強エクサ
サイズ篇(バイリンガル叢書)

久松健一著 駿河台出版社 850||Hi 215001073

152 クラウン仏和辞典 第7版
天羽均 [ほか]
編

三省堂 853.3||Ku 215000876



153 Eメールのフランス語 増補版

田中幸子, イザベ
ル・フォルテット,
川合ジョルジェット
著

白水社 856||Ta 215001072

154 プログレッシブロシア語辞典
中澤英彦編集主
幹/嵐田浩吉 [ほ
か] 編集

小学館 883||Pu 215000688

155 平安朝文学と儒教の文学観 : 源氏物語を読
む意義を求めて

工藤重矩著 笠間書院 910.23||Ku 215000910

156 異類の歌合 : 室町の機智と学芸 齋藤真麻理著 吉川弘文館 911.18||Sa 215000989

157 求めない 加島祥造著 小学館 911.56||Ka 215001228

158 源氏物語の展望 第10輯
森一郎, 岩佐美
代子, 坂本共展
編

三弥井書店 913.36||Ge||10 215001691

159 源氏物語の展望 第3輯
森一郎, 岩佐美
代子, 坂本共展
編

三弥井書店 913.36||Ge||3 215001694

160 源氏物語の展望 第4輯
森一郎, 岩佐美
代子, 坂本共展
編

三弥井書店 913.36||Ge||4 215001695

161 源氏物語の展望 第7輯
森一郎, 岩佐美
代子, 坂本共展
編

三弥井書店 913.36||Ge||7 215001692

162 源氏物語の展望 第8輯
森一郎, 岩佐美
代子, 坂本共展
編

三弥井書店 913.36||Ge||8 215001693

163
機巧館 (からくりやかた) のかぞえ唄(講談社
文庫:[は-78-6]. 名探偵夢水清志郎事件ノー
ト)

はやみねかお
る [著]

講談社 913.6||Ha 215001650

164 十二人の手紙 改版(中公文庫:[い-35-20]) 井上ひさし著 中央公論新社 913.6||In 215001233

165 東京帝大叡古 (えーこ) 教授 門井慶喜著 小学館 913.6||Ka 215000697

166 教団X 中村文則著 集英社 913.6||Na 215001665

167 漁港の肉子ちゃん(幻冬舎文庫:に-13-2) 西加奈子 [著] 幻冬舎 913.6||Ni 215001666

168 ヒトリコ 額賀澪著 小学館 913.6||Nu 215000702

169 屋上のウインドノーツ 額賀澪著 文藝春秋 913.6||Nu 215000703



170 プリティが多すぎる(文春文庫:[お-58-2]) 大崎梢著 文藝春秋 913.6||Os 215001237

171 極卵 仙川環著 小学館 913.6||Se 215001226

172 森崎書店の日々 [正](小学館文庫:[や16-1,
2])

八木沢里志著 小学館 913.6||Ya 215001229

173 失恋延長戦 山本幸久著 祥伝社 913.6||Ya 215001245

174 ナイルパーチの女子会 柚木麻子著 文藝春秋 913.6||Yu 215000696

175 ない世界 江口宏志著 木楽舎 914.6||Eg 215001280

176 小説家の休暇 12刷改版(新潮文庫:み-3-30) 三島由紀夫著 新潮社 914.6||Mi 215001230

177 一〇三歳になってわかったこと : 人生は一人
でも面白い

篠田桃紅著 幻冬舎 914.6||Sh 215001243

178 杜甫のユーモアずっこけ孔子 興膳宏著 岩波書店 920.4||Ko 215001219

179 陶淵明とその時代 増補版 石川忠久著
研文出版(山本
書店出版部)

921.4||Is 215001444

180 野良猫姫(新しい韓国の文学:11)
ファン・インスク
著/生田美保訳

クオン 929.13||At||11 215001652

181 人類史から読む『ギルガメシュ物語』 : 標準バ
ビロニア版と梅原猛の戯曲を読む

岡三郎著 国文社 929.71||Ok 215000759

182 オーガスト・ウィルソン : アメリカの黒人シェイ
クスピア

桑原文子著 白水社 932.7||Ku 215000756

183 ジョー・ターナーが来て行ってしまった
オーガスト・ウィ
ルソン著/桑原
文子訳

而立書房 932.7||Wi 215001284

184 クリスマス・プレゼント(文春文庫:[テ-11-8])
ジェフリー・ディー
ヴァー著/池田真
紀子 [ほか] 訳

文藝春秋 933.7||De 215001235

185 サープラス・アンナの日記(2140)
ジェマ・マリー著
/橋本恵訳

ソフトバンククリ
エイティブ

933.7||Ma 215001269

186 ペナンブラ氏の24時間書店
ロビン・スロー
ン著/島村浩子
訳

東京創元社 933.7||Sl 215001250



187 プレイヤー・ピアノ : [新装版](ハヤカワ文
庫:SF1501)

カート・ヴォネ
ガット・ジュニア
著/浅倉久志訳

早川書房 933.7||Vo 215001234

188 怪談 : 完訳(講談社文庫)
ハーン [著]/斎
藤正二訳

講談社 933||He 215001682

189 カミュ : 歴史の裁きに抗して 千々岩靖子著
名古屋大学出
版会

950.278||Ch 215000761

190 生誕101年「カミュ」に学ぶ本当の正義 : 名作
映画でたどるノーベル賞作家46年の生涯

石光勝著 新潮社 950.278||Is 215001231

191 最後の晩餐の暗号
ハビエル・シエ
ラ著/宮崎真紀
訳

イースト・プレス 963||Si 215000704

192 もうひとつの街
ミハル・アイヴァ
ス著/阿部賢一
訳

河出書房新社 989.53||Aj 215001240

193 スキタイの騎士
フランティシェ
ク・クプカ著/山
口巖訳・解説

風濤社 989.53||Ku 215000920

194 チェコのお婆さん
ボジェナ・ニェム
ツォヴァー原作
/源哲麿訳

彩流社 989.53||Ne 215000760

195 ぼくはナチにさらわれた(平凡社ライブラ
リー:817)

アロイズィ・ト
ヴァルデツキ著
/足達和子訳

平凡社 989.86||Tw 215001253
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