
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 借りの哲学 (atプラス叢書:06)
ナタリー・サル
トゥー=ラジュ著
/小林重裕訳

太田出版 104||Sa 216000925

2 途上と目的地 : スペイン・サンティアゴ徒歩巡
礼路 旅の民族誌

土井清美著 春風社 196.8||Do 216000931

3 臨床心理学入門 : 多様なアプローチを越境
する (有斐閣アルマ:Basic)

岩壁茂, 福島哲
夫, 伊藤絵美著

有斐閣 146||Iw 216000939

4 聖地巡礼ツーリズム
星野英紀, 山中
弘, 岡本亮輔編

弘文堂 161.3||Se 216000945

5 旧館 (東京會舘とわたし. 上) 辻村深月著 毎日新聞出版 913.6||Ts 216000956

6 新館 (東京會舘とわたし. 下) 辻村深月著 毎日新聞出版 913.6||Ts 216000957

7 アンマーとぼくら 有川浩著 講談社 913.6||Ar 216000958

8 女子的生活 坂木司著 新潮社 913.6||Sa 216000959

9 アンと青春 坂木司著 光文社 913.6||Sa 216000960

10 怒りに負ける人怒りを生かす人 安藤俊介著 朝日新聞出版 141.6||An 216000961

11 宗教とツーリズム : 聖なるものの変容と持続 山中弘編 世界思想社 161.3||Sh 216000965

12 論理学 : 考える技術の初歩 (講談社学術文
庫:[2369])

エティエンヌ・ボノ・
ド・コンディヤック
[著]/山口裕之訳

講談社 135.3||Co 216000985

13 医療スタッフのための心の生物学入門 廣中直行著
協同医書出版
社

141.2||Hi 216000986

14 哲学な日々 : 考えさせない時代に抗して 野矢茂樹著 講談社 104||No 216000987
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15 挫折を経て、猫は丸くなった。 : 書き出し小説
名作集

天久聖一編 新潮社 049||Za 216000988

16 牙が閃く時 (冒険の森へ : 傑作小説大全:7)
広津和郎 [ほ
か] 著

集英社 913.68||Bo||7 216000999

17 危険な旅路 (冒険の森へ : 傑作小説大全:10)
川端康成 [ほ
か] 著

集英社 913.68||Bo||10 216001000

18 漂泊と流浪 (冒険の森へ : 傑作小説大全:1)
夢野久作 [ほ
か] 著

集英社 913.68||Bo||1 216001001

19 キェルケゴールの日記 : 哲学と信仰のあいだ
セーレン・キェ
ルケゴール著/
鈴木祐丞編訳

講談社 139.3||Ki 216001003

20 入門心理学 : 実験室からフィールドまで 水原幸夫編 ナカニシヤ出版 140||Ny 216001004

21 歴史に学ぶ自己再生の理論 加来耕三著 論創社 157.9||Ka 216001005

22 内村鑑三 : 私は一基督者である 小林孝吉著 御茶の水書房 198.992||Uc 216001006

23 ケガをさせないエクササイズの科学 : トレー
ニングから運動療法まで

西薗秀嗣, 加賀
谷善教編著

大修館書店 780.19||Ke 216001007

24 言語の主観性 : 認知とポライトネスの接点
小野正樹, 李奇
楠編

くろしお出版 801||Ge 216001008

25 ニュー・システムによる日本語 : 中国語・英語
版

海老原峰子著/
許君訳

現代人文社/大
学図書 (発売)

810.7||Eb 216001009

26 滅びゆく日本の方言 佐藤亮一著 新日本出版社 818||Sa 216001010

27 脳科学的に正しい英語学習法 加藤俊徳著 KADOKAWA 830.7||Ka 216001011

28 レモン畑の吸血鬼
カレン・ラッセル
著/松田青子訳

河出書房新社 933.7||Ru 216001013

29
論文・プレゼンの科学 : 読ませる論文・卒論、
聴かせるプレゼン、優れたアイディア、伝わる
英語の公式 増補改訂版

河田聡著
アドスリー/丸
善出版 (発売)

816.5||Ka 216001014



30 読書と言語能力 : 言葉の「用法」がもたらす
学習効果 (プリミエ・コレクション:64)

猪原敬介著
京都大学学術
出版会

801.04||In 216001015

31 キクタンTOEIC test score 800 改訂版 一杉武史編著 アルク 830.79||Hi 216001016

32 人文学の可能性 : 言語・歴史・形象 村井則夫著 知泉書館 002||Mu 216001017

33 「国際英語論」で変わる日本の英語教育
塩澤正 [ほか]
著

くろしお出版 830.7||Ko 216001018

34 恋する人文学 : 知をひらく22の扉
二松學舍大学
文学部国文学
科編

翰林書房 910.4||Ko 216001019

35 花森安治のデザイン : 『暮しの手帖』創刊か
ら30年間の手仕事

暮しの手帖社
編

暮しの手帖社 022.57||Ha 216001020

36 14日でできる!英検1級二次試験・面接完全予
想問題

[旺文社編] 旺文社 830.79||Ju 216001022

37 吉野朔実は本が大好き (吉野朔実劇場) 吉野朔実著 本の雑誌社 019.9||Yo 216001023

38 最新英語学・言語学用語辞典
赤野一郎 [ほ
か] 編集

開拓社 830.33||Sa 216001058

39 用例でわかるカタカナ新語辞典 : a dictionary
of katakana words 改訂第4版

学研辞典編集
部編

学研プラス 813.7||Yo 216001059

40
ベトナム語母語話者のための日本語教育 :
ベトナム人の日本語学習における困難点改
善のための提案

松田真希子著 春風社 810.7||Ma 216001068

41 日本語を学ぶ人のための「上級読解」入門 仙波千枝著 国書刊行会 810.7||Se 216001069

42 ポータブル日ベトナム英・ベトナム日英辞典
三修社編集部
編

三修社 829.37||Po 216001070

43 日本語教育能力検定試験聴解・音声特訓プ
ログラム : 解けば解くほどポイントがわかる

遠藤由美子, 池田悠
子, 奥澤美佐著/アー
クアカデミー編

三修社 810.7||En 216001076

44 日本語教育能力検定試験合格するための問
題集 増補版

アルク日本語編集
チーム, 青山美佳
企画・編集

アルク 810.7||Ni 216001077



45 私たちの日本語
定延利之編著/森
篤嗣, 茂木俊伸,
金田純平著

朝倉書店 810||Wa 216001078

46 黄昏の調べ : 現代音楽の行方 大久保賢著 春秋社 762.07||Ok 216001079

47 黄昏の調べ : 現代音楽の行方 大久保賢著 春秋社 762.07||Ok 216001080

48 黄昏の調べ : 現代音楽の行方 大久保賢著 春秋社 762.07||Ok 216001081

49 黄昏の調べ : 現代音楽の行方 大久保賢著 春秋社 762.07||Ok 216001082

50 黄昏の調べ : 現代音楽の行方 大久保賢著 春秋社 762.07||Ok 216001083

51 嫌悪とその関連障害 : 理論・アセスメント・臨
床的示唆

B・O・オラタン
ジ, D・マッケイ
編著

北大路書房 141.6||Ol 216001085

52 心理学をまじめに考える方法 : 真実を見抜く
批判的思考

キース・E.スタノ
ヴィッチ著/金
坂弥起監訳

誠信書房 140||St 216001086

53 心理学をまじめに考える方法 : 真実を見抜く
批判的思考

キース・E.スタノ
ヴィッチ著/金
坂弥起監訳

誠信書房 140||St 216001087

54 自分の価値を最大にするハーバードの心理
学講義

ブライアン・R.リ
トル著/児島修
訳

大和書房 141.93||Li 216001089

55 自分の価値を最大にするハーバードの心理
学講義

ブライアン・R.リ
トル著/児島修
訳

大和書房 141.93||Li 216001090

56 クリティカル・リーディング入門 : 人文系のた
めの読書レッスン (アカデミック・スキルズ)

大出敦著
慶應義塾大学
出版会

817.5||Od 216001113

57 クリティカル・リーディング入門 : 人文系のた
めの読書レッスン (アカデミック・スキルズ)

大出敦著
慶應義塾大学
出版会

817.5||Od 216001114

58 異文化コミュニケーションを問いなおす : ディ
スコース分析・社会言語学的視点からの考察

イングリッド・ピ
ラー著/高橋君
江, 渡辺幸倫ほ
か訳

創元社 801.03||Pi 216001115

59 グローバル化社会と言語教育 : クリティカル
な視点から (久保田竜子著作選:1)

久保田竜子著 くろしお出版 830.7||Ku||1 216001116



60 英語教育と文化・人種・ジェンダー (久保田竜
子著作選:2)

久保田竜子著 くろしお出版 830.7||Ku||2 216001117

61 中国語筋トレ100読練習法 : MP3CD付 木本一彰著 東方書店 820.7||Ki 216001118

62 標準中国語作文 : 模範解答・音声付き 新訂
長谷川寛, 張世国原著
/田芳, 劉嘉惠, 劉偉静
解答執筆/田芳校訂

東方書店 826||Ha 216001119

63 中国語で案内する日本
塚本慶一, 芳沢
ひろ子共著

研究社 827.8||Ts 216001120

64 中国語作文語順完全マスター 基礎編 陸偉榮著 コスモピア 826||Ri 216001121

65 日中辞典 第3版
北京・対外経済貿易大
学, 北京・商務印書館,
小学館共同編集

小学館 823||Ni 216001122

66 賢治童話ビジュアル事典 中地文監修 岩崎書店 910.268||Mi 216001124

67 共感の社会神経科学

ジャン・デセ
ティ, ウィリア
ム・アイクス編
著/岡田顕宏訳

勁草書房 141.6||Ky 216001135

68 風を繡う あさのあつこ著 実業之日本社 913.6||As 216001168

69 人はなぜ依存症になるのか : 自己治療として
のアディクション

エドワード・J・カン
ツィアン, マーク・J・
アルバニーズ著/松
本俊彦訳

星和書店 493.74||Kh 216001172

70 倫理学の話 品川哲彦著 ナカニシヤ出版 150||Sh 216001174

71 実在論を立て直す (叢書・ウニベルシタ
ス:1045)

ヒューバート・ドレイファス,
チャールズ・テイラー [著]/染
谷昌義, 植村玄輝, 宮原克典訳

法政大学出版
局

115.4||Dr 216001175

72 ラスト・ライティングス
ルートウィヒ・ウィト
ゲンシュタイン著/
古田徹也訳

講談社 134.97||Wi 216001176

73 心理学に興味を持ったあなたへ : 大学で学
ぶ心理学 改訂版

明星大学心理
学科編

学研プラス 140||Sh 216001177

74 ポテンシャル臨床心理学 (テキストライブラリ
心理学のポテンシャル:8)

横田正夫編著/
津川律子 [ほ
か] 著

サイエンス社 146||Po 216001178



75 闇の美術史 : カラヴァッジョの水脈 宮下規久朗著 岩波書店 702||Mi 216001179

76 絵画の冒険 : 表象文化論講義 (Liberal arts) 小林康夫著
東京大学出版
会

723||Ko 216001180

77 読んだら忘れない大人の国語力辞典
話題の達人倶
楽部編

青春出版社 810.4||Yo 216001181

78 日本語表現力 : アカデミック・ライティングの
ための基礎トレーニング

石塚正英, 黒木
朋興編著/工藤
豊 [ほか] 著

朝倉書店 816.5||Ni 216001182

79 プラハの墓地 (海外文学セレクション)
ウンベルト・
エーコ著/橋本
勝雄訳

東京創元社 973||Ec 216001183

80
日本におけるメディア・オリンピックの誕生 :
ロサンゼルス・ベルリン・東京 (MINERVA社会
学叢書:51)

浜田幸絵著 ミネルヴァ書房 780.69||Ha 216001184

81 日本語シソーラス : 類語検索辞典 第2版 山口翼編 大修館書店 813.5||Ni 216001185

82 はじめて学ぶ方言学 : ことばの多様性をとら
える28章

井上史雄, 木部
暢子編著

ミネルヴァ書房 818||Ha 216001186

83 キクタンTOEIC Test Score 990 改訂版 一杉武史編著 アルク 830.79||Hi 216001187

84 よくわかる高齢者心理学 (やわらかアカデミ
ズム・「わかる」シリーズ)

佐藤眞一, 権藤
恭之編著

ミネルヴァ書房 143.7||Yo 216001188

85 21世紀の哲学をひらく : 現代思想の最前線
への招待

齋藤元紀, 増田
靖彦編著

ミネルヴァ書房 133||Ni 216001189

86 英語で意見を言ってみる : 50トピックでトレー
ニング (Beret books)

森秀夫著 ベレ出版 837.8||Mo 216001190

87 14日でできる!英検準1級二次試験・面接完全
予想問題

[旺文社編] 旺文社 830.79||Ju 216001192

88 世界の不思議な図書館
アレックス・ジョ
ンソン著/北川
玲訳

創元社 010.2||Jo 216001193

89 拝啓市長さま、こんな図書館をつくりましょう
アントネッラ・ア
ンニョリ [著]/萱
野有美訳

みすず書房 010.1||Ag 216001194



90 「考える」は技術 : 世界最高の思考ツールで
あらゆる問題を解決する

グル・マドハ
ヴァン著/須川
綾子訳

ダイヤモンド社 141.5||Ma 216001303

91 ウェブ小説の衝撃 : ネット発ヒットコンテンツ
のしくみ

飯田一史著 筑摩書房 910.264||Id 216001325

92 NHK日本語発音アクセント新辞典
NHK放送文化
研究所編

NHK出版 811.14||Nh 216001329

93 漢字の使い分けときあかし辞典 円満字二郎著 研究社 811.2||Ka 216001332

94 敬語だけじゃない敬語表現 : 心づかいと思い
やりを伝える「丁寧さ」

蒲谷宏著 大修館書店 815.8||Ka 216001343

95 生涯スポーツと運動の科学 新版 (体育・ス
ポーツ・健康科学テキストブックシリーズ)

侘美靖, 花井篤
子編

市村出版 780.1||Sy 216001369

96 実習で学ぶ健康・運動・スポーツの科学 改訂
版

九州大学健康・
スポーツ科学
研究会編

大修館書店 780.19||Ji 216001370

97 日本美術の現在・未来 (日本美術全
集:20:1996〜現在)

山下裕二責任
編集/[山下裕
二ほか執筆]

小学館 702.16||Ni 216001371

98 地域アート : 美学/制度/日本 藤田直哉編著 堀之内出版 709.1||Ch 216001372

99 キクタンTOEIC TEST SCORE 600 改訂版 一杉武史編著 アルク 830.79||Hi 216001373

100 日本語文法研究のフロンティア
庵功雄, 佐藤琢
三, 中俣尚己編

くろしお出版 815.04||Ni 216001406

101 徹底比較日本語文法と英文法
畠山雄二編/平
田一郎 [ほか
著]

くろしお出版 835||Ni 216001407

102 漢字ときあかし辞典 円満字二郎著 研究社 811.2||Ka 216001416

103 やさしいみんなのアディクション (臨床心理学
増刊:第8号)

松本俊彦編 金剛出版 146.8||Ya 216001424

104 ビブリオバトルハンドブック
ビブリオバトル
普及委員会編
著

子どもの未来
社

019.9||Bi 216001446



105 American pie : slice of life essays on America
and Japan

[Kay Hetherly] NHK Publishing 934.7||He 216001447

106 When you reach me : pbk Rebecca Stead Andersen 933.7||St 216001448

107 小川環樹中國語學講義 (映日叢書:第1種)
[小川環樹述]/尾
崎雄二郎筆録/高
田時雄編

臨川書店 820||Og 216001469

108 教えよう日本語 : 考え続ける日本語教師にな
るためのタスク

河野俊之, 橋本
ゆかり著

凡人社 810.7||Ka 216001490

109 グループワークで日本語表現力アップ
野田春美 [ほ
か] 著

ひつじ書房 816||Gu 216001498

110 部首ときあかし辞典 円満字二郎著 研究社 821.2||Bu 216001499

111 アカデミックライティング入門 : 英語論文作成
法 第2版

吉田友子著
慶應義塾大学
出版会

836.5||Yo 216001500

112 アートを見る力・考える力 : 新しい方法論 寺田侑著 冬青社 702||Te 216001509

113 日本語で社会とつながろう! : 社会参加をめざ
す日本語教育の活動集

西俣(深井)美由
紀 [ほか] 著

ココ出版 810.7||Ni 216001513

114 基礎から学ぶ音声学講義
加藤重広, 安藤
智子著

研究社 801.1||Ka 216001516

115 記憶の生涯発達心理学
太田信夫, 多鹿
秀継編著

北大路書房 141.34||Ki 216001520

116 キーワードによる異文化理解 : 英語・ロシア
語・ポーランド語・日本語の場合

アンナ・ヴィエル
ジュビツカ著/谷
口伊兵衛訳

而立書房 801.2||Wi 216001535

117 合格奪取!新HSK4級トレーニングブック : 読
解・作文問題編

李貞愛著 アスク 820.7||Ri 216001536

118 読んで覚える中国語単語 : 中検3級・2級をめ
ざす

丸尾誠, 盧建著 白水社 820.7||Ma 216001537

119 中検4級試験問題 : 解答と解説 2016年版 第
86・87・88回

日本中国語検
定協会編

白帝社 820.7||Ch||'16 216001538



120 中検3級試験問題 : 解答と解説 2016年版 第
86・87・88回

日本中国語検
定協会編

白帝社 820.7||Ch||'16 216001539

121 中国語文法補語完全マスター 李軼倫著 コスモピア 825||Ri 216001540

122 合格奪取!中国語検定トレーニングブック 改
訂版 3級筆記問題編

戴暁旬著 アスク 820.7||Ta 216001541

123 Theodore Boone : the fugitive : pbk. John Grisham Puffin 933.7||Gr 216001542

124 Light is all around us revised ed. : pbk.
(Let's-read-and-find-out science:stage 1)

Wendy
Pfeffer/illustrated
by Paul Meisel

Harper, 2015 837.7||Pf 216001543

125 心理学概論 : 基礎から臨床心理学まで 第3
版

宇津木成介, 橋
本由里編著

ふくろう出版 140||Sh 216001546

126 いつもご機嫌な女(ひと)でいるためのちょっと
したコツ

里岡美津奈著 主婦と生活社 159.6||Sa 216001547

127 「天使」の名画 平松洋著 青幻舎 723||Hi 216001548

128 大学1年生のための伝わるレポートの書き方 都筑学著 有斐閣 816.5||Ts 216001549

129
日常まるごと英語表現ハンドブック : 英語習
慣をつくる! : act in English meaningful
authentic and personal

田中茂範, 阿部
一共著

コスモピア 830||Ta 216001550

130 ハリネズミの願い
トーン・テレヘン
著/長山さき訳

新潮社 949.33||Te 216001551

131 英文校正会社が教える英語論文のミス100
エディテージ著
/熊沢美穂子訳

ジャパンタイム
ズ

836.5||Ei 216001552

132 大学で学ぶ英語の教科書 奥田暁代著
慶應義塾大学
出版会

830||Ok 216001553

133 5日間で「自分の考え」をつくる本 : 「君はどう
思う?」に、一瞬で答える力

齋籐孝著 PHP研究所 141.5||Sa 216001554

134 1冊20分、読まずに「わかる!」すごい読書術 渡邊康弘著 サンマーク出版 019.12||Wa 216001555



135 英検1級面接大特訓 : 二次試験対策合格へ
の徹底トレーニングBook

植田一三編著/上田
敏子, Michy里中, 山
下澄子著

Jリサーチ出版 830.79||Ei 216001556

136 10日でできる!英検2級二次試験・面接完全予
想問題

[旺文社編] 旺文社 830.79||To 216001557

137 天使は本棚に住んでいる (吉野朔実劇場) 吉野朔実著 本の雑誌社 019.9||Yo 216001558

138 悪魔が本とやってくる (吉野朔実劇場) 吉野朔実著 本の雑誌社 019.9||Yo 216001559

139 老いも病も受け入れよう 瀬戸内寂聴著 新潮社 914.6||Se 216001608

140 聖地と祈りの宗教社会学 : 巡礼ツーリズムが
生み出す共同性

岡本亮輔著 春風社 161.3||Ok 216001636
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