
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 日本語訳英琉辞書

B.J. ベッテルハイ
ム著/伊波和正,
高橋俊三, 兼本敏
編訳

武蔵野書院 818.99||Ni 217000520

2 ロボットからの倫理学入門
久木田水生, 神
崎宣次, 佐々木
拓著

名古屋大学出
版会

150||Ku 217000523

3
なるほど!心理学研究法 (心理学ベーシック:
第1巻)

三浦麻子監修・
著

北大路書房 140.7||Mi 217000524

4
いまさら聞けない疑問に答える心理学研究法
のキホンQ&A100

ニール・J・サル
キンド著/畑中
美穂訳

新曜社 140.7||Sa 217000525

5
心理学統計入門 : わかって使える検定法 (ス
テップアップ心理学シリーズ)

板口典弘, 森数
馬著

講談社 140.7||It 217000526

6 誤解の心理学 : コミュニケーションのメタ認知 三宮真智子著 ナカニシヤ出版 141.51||Sa 217000529

7
今夜ヴァンパイアになる前に : 分析的実存哲
学入門

L・A・ポール著/
奥田太郎, 薄井
尚樹訳

名古屋大学出
版会

114.5||Pa 217000530

8
治天のまなざし、王朝美の再構築 : 鎌倉・南
北朝時代 (天皇の美術史:2)

伊藤大輔, 加須
屋誠著

吉川弘文館 702.1||Te||2 217000532

9
江戸化物の研究 : 草双紙に描かれた創作化
物の誕生と展開

アダム・カバット
著

岩波書店 913.57||Ka 217000533

10 日中映画交流史 劉文兵著
東京大学出版
会

778.21||Ry 217000534

11
平家公達草紙 : 『平家物語』読者が創った美
しき貴公子たちの物語

櫻井陽子, 鈴木
裕子, 渡邉裕美
子著

笠間書院 913.41||Sa 217000535

12 中本研究 : 滑稽本と人情本を捉える 鈴木圭一著 笠間書院 913.54||Su 217000536

13 デザインってなんだろ? 松田行正著 紀伊国屋書店 757.02||Ma 217000537

14
アスリートのこころの悩みと支援 : スポーツカ
ウンセリングの実際

中込四郎, 鈴木
壯著

誠信書房 780.14||Na 217000538

学生用人文系図書新着リスト(８月)



15 近代日本を創った身体 寒川恒夫編著 大修館書店 780.21||Ki 217000539

16
マンガ・アニメで論文・レポートを書く : 「好き」
を学問にする方法

山田奨治編著 ミネルヴァ書房 726.101||Ma 217000540

17
アスレティックトレーニング (はじめて学ぶ健
康・スポーツ科学シリーズ:9)

鹿倉二郎, 鶴池柾
叡編/泉秀幸 [ほ
か] 著

化学同人 780.1||As 217000541

18
大学生のための動画制作入門 : 言いたいこ
とを映像で表現する技術

黒岩亜純, 宮徹
著

慶應義塾大学
出版会

778.4||Ku 217000542

19
古事記学者 (コジオタ) ノート : 神話に魅せら
れ、列島を旅して

三浦佑之著 青土社 913.2||Mi 217000543

20 マンガ視覚文化論 : 見る、聞く、語る
鈴木雅雄, 中田健
太郎編/夏目房之
介 [ほか] 執筆

水声社 726.101||Ma 217000544

21 イスラム帝国夜話 下
タヌーヒー
[著]/森本公誠
訳

岩波書店 929.763||Ta||2 217000547

22
公共日本語教育学 : 社会をつくる日本語教
育

川上郁雄編 くろしお出版 810.7||Ko 217000565

23 中国語学習シソーラス辞典 相原茂編 朝日出版社 823||Ch 217000586

24
分類脳で地アタマが良くなる : 頭の中にタン
スの引き出しを作りましょう

石黒謙吾著 Kadokawa 116.5||Is 217000638

25
アイデア大全 : 創造力とブレイクスルーを生
み出す42のツール

読書猿著 フォレスト出版 141.5||Do 217000639

26
アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教
科書

スティーブン E.
ルーカス著

SBクリエイティ
ブ

809.4||Lu 217000640

27 性格は変えられる (アドラー心理学を語る:1) 野田俊作著 創元社 140.8||No||1 217000641

28 グループと瞑想 (アドラー心理学を語る:2) 野田俊作著 創元社 140.8||No||2 217000642

29 劣等感と人間関係 (アドラー心理学を語る:3) 野田俊作著 創元社 140.8||No||3 217000643



30
はじめてのTOEICテストこれだけで600点突
破英単語完全生講義[新形式問題対応]

山根和明著 ナツメ社 830.79||Ya 217000644

31
誤解されやすい方言小辞典 : 東京のきつね
が大阪でたぬきにばける

篠崎晃一著 三省堂 818||Sh 217000645

32 星に願いを、そして手を。 青羽悠著 集英社 913.6||Ao 217000646

33 みみずくは黄昏に飛びたつ
川上未映子訊く
/村上春樹語る

新潮社 910.268||Mu 217000647

34 明るい夜に出かけて 佐藤多佳子著 新潮社 913.6||Sa 217000648

35 村上春樹翻訳「ほとんど」全仕事 村上春樹著 中央公論新社 910.268||Mu 217000649

36 夜の谷を行く 桐野夏生著 文藝春秋 913.6||Ki 217000650

37 出会いなおし 森絵都著 文藝春秋 913.6||Mo 217000651

38 素敵な日本人 : 東野圭吾短編集 東野圭吾著 光文社 913.6||Hi 217000652

39 絵で読む伊勢物語 (古典を楽しむ) 山本登朗著 和泉書院 913.32||Ya 217000653

40 この嘘がばれないうちに 川口俊和著 サンマーク出版 913.6||Ka 217000654

41 がん消滅の罠 : 完全寛解の謎 岩木一麻著 宝島社 913.6||Iw 217000655

42
伝統色で楽しむ日本のくらし : 京都老舗絵具
店・上羽絵惣の色名帖

石田結実監修 マイナビ出版 757.3||De 217000672

43
公式TOEIC Listening & Readingトレーニング
リーディング編

Educational
Testing Service
著

国際ビジネスコ
ミュニケーション
協会

830.79||Ko 217000788

44
ラグジュアリー&アンティーク : 高級感や上品
さを演出する至高の素材集

高野雅弘著
ソフトバンククリ
エイティブ

727||Ta 217000789



45
統計嫌いのための心理統計の本 : 統計のキ
ホンと統計手法の選び方

白井祐浩著 創元社 140.7||Sh 217000791

46 30分でできる不安のセルフコントロール
マシュー・マッケイ, トロ
イ・デュフレーヌ著/堀
越勝, 樫村正美訳

金剛出版 141.6||Mc 217000792

47 30分でできる怒りのセルフコントロール

ロナルド T.ポッターエ
フロン, パトリシア S.
ポッターエフロン著/堀
越勝, 樫村正美訳

金剛出版 141.6||Po 217000793

48
社会心理学のための統計学 : 心理尺度の構
成と分析 (心理学のための統計学:3)

清水裕士, 荘島
宏二郎著

誠信書房 140.7||Sh||3 217000794

49
実験心理学のための統計学 : t検定と分散分
析 (心理学のための統計学:2)

橋本貴充, 荘島
宏二郎著

誠信書房 140.7||Sh||2 217000795

50
慈悲深き神の食卓 : イスラムを「食」からみる
(Pieria Books)

八木久美子著
東京外国語大
学出版会

167||Ya 217000796

51
紹文周の中国語発音完全マスター : 10時間
で発音のすべてがわかる! 改訂新版

紹文周著
アスク語学事業
部

821.1||Sh 217000799

52
ハイジが生まれた日 : テレビアニメの金字塔
を築いた人々

ちばかおり著 岩波書店 778.77||Ch 217000800

53 小説のしくみ : 近代文学の「語り」と物語分析 菅原克也著
東京大学出版
会

910.26||Su 217000801

54 世界文学大図鑑
ジェイムズ・キャ
ントンほか著/
越前敏弥訳

三省堂 902||Se 217000802

55 いきと風流 : 日本人の生き方と生活の美学 尼ヶ崎彬著 大修館書店 702.1||Am 217000803

56 忍者の誕生
吉丸雄哉, 山田
雄司編

勉誠出版 789.8||Ni 217000804

57 かがみの孤城 辻村深月著 ポプラ社 913.6||Ts 217000805

58
よくわかるスポーツ倫理学 (やわらかアカデミ
ズム・「わかる」シリーズ)

友添秀則編著 ミネルヴァ書房 780.1||Yo 217000806

59
よくわかるスポーツマネジメント (やわらかア
カデミズム・「わかる」シリーズ)

柳沢和雄, 清水
紀宏, 中西純司
編著

ミネルヴァ書房 780||Yo 217000807



60
よくわかるスポーツ人類学 (やわらかアカデミ
ズム・「わかる」シリーズ)

寒川恒夫編著 ミネルヴァ書房 780.13||Yo 217000808

61
乱世の王権と美術戦略 : 室町・戦国時代 (天
皇の美術史:3)

高岸輝, 黒田智
著

吉川弘文館 702.1||Te||3 217000809

62
朝廷権威の復興と京都画壇 : 江戸時代後期
(天皇の美術史:5)

五十嵐公一, 武
田庸二郎, 江口
恒明著

吉川弘文館 702.1||Te||5 217000810

63
近代皇室イメージの創出 : 明治・大正時代
(天皇の美術史:6)

塩谷純, 増野恵
子, 恵美千鶴子
著

吉川弘文館 702.1||Te||6 217000811

64
『源氏物語』放談 : どのようにして書かれて
いったのか (島津忠夫著作集:別巻3)

島津忠夫著 和泉書院 910.8||Sh||別3 217000813

65
スポーツバイオメカニクス (はじめて学ぶ健
康・スポーツ科学シリーズ:4)

宮西智久編/岡
田英孝, 藤井範
久著

化学同人 780.1||Ha||4 217000814

66
スポーツ・運動・パフォーマンスの心理学 (は
じめて学ぶ健康・スポーツ科学シリーズ:12)

高見和至編/葦
原摩耶子 [ほ
か] 著

化学同人 780.1||Ha||12 217000815

67 芸術の言語
ネルソン・グッドマ
ン著/戸澤義夫,
松永伸司訳

慶應義塾大学
出版会

701.1||Go 217000816

68
遥かなる他者のためのデザイン : 久保田晃
弘の思索と実装

久保田晃弘著
ビー・エヌ・エヌ
新社

757.04||Ku 217000817

69 子どもの本のよあけ : 瀬田貞二伝 荒木田隆子著 福音館書店 909||Ar 217000818

70
個人的なハーモニー : ノルシュテインと現代
アニメーション論

土居伸彰著
フィルムアート
社

778.77||Do 217000819

71 ニューロメカニクス : 身体運動の科学的基盤
ロジャー・M. エ
ノーカ著

西村書店 780.11||En 217000820

72 場面設定類語辞典

アンジェラ・アッ
カーマン, ベッカ・
パグリッシ著/滝
本杏奈訳

フィルムアート
社

901.307||Ac 217000856

73 罵詈雑言辞典 : 新装版 奥山益朗編 東京堂出版 813.4||Ba 217000857

74 ことばのおもしろ事典 中島平三編集 朝倉書店 801||Ko 217000860



75
The adventures of Tom Sawyer (洋販ラダー
シリーズ:Level 1(1000‐word))

by Mark
Twain/adapted by
David Thayne

アイビーシーパ
ブリッシング/日
本洋書販売

837.7||Yo||1 217000872

76
The nose (洋販ラダーシリーズ:Level 1(1000‐
word))

by Ryunosuke
Akutagawa/translat
ed by Michael Brase

アイビーシーパ
ブリッシング/日
本洋書販売

837.7||Yo||1 217000873

77
In the woods (洋販ラダーシリーズ:Level 1
(1000-word))

by Ryunosuke
Akutagawa/translat
ed and retold by
Michael Brase

アイビーシーパ
ブリッシング/日
本洋書販売 (発
売)

837.7||Yo||1 217000874

78
Jane Eyre (洋販ラダーシリーズ:Level 2(1300
‐word))

by Charlotte Brontë
/adapted by Diane
Gruenstein

アイビーシーパ
ブリッシング/日
本洋書販売

837.7||Yo||2 217000875

79
The secret garden (洋販ラダーシリー
ズ:Level 2(1300‐word))

by Frances Hodgson
Burnett/adapted by
Ron Davidson

アイビーシーパ
ブリッシング/日
本洋書販売

837.7||Yo||2 217000876

80 廃用身 (幻冬舎文庫:[く-7-1]) 久坂部羊 [著] 幻冬舎 913.6||Ku 217000954

81 宝くじで1億円当たった人の末路 鈴木信行著
日経BP社/日
経マーケティン
グ (発売)

159||Su 217000955

82 くり返し読みたい禅語
武山廣道監修/
臼井治画

リベラル社/星
雲社 (発売)

188.84||Ku 217000956

83
血と水の一滴 : 沖縄に散った青年軍医 (マダ
ム・ヒロBook:Vol.2)

芹澤健介著
丸善プラネット/
丸善出版 (発
売)

913.6||Se 217000958

84
失った記憶ひかりはじめた僕の世界 : 高次脳
機能障害と生きるディジュリドゥ奏者の軌跡

GOMA著 中央法規出版 916||Go 217000959

85 仁義なきキリスト教史 架神恭介著 筑摩書房 913.6||Ka 217000960

86 認められたい 熊代亨著
ヴィレッジブック
ス

141.93||Ku 217000961

87 勇気づけの方法 (アドラー心理学を語る:4) 野田俊作著 創元社 140.8||No||4 217000962

88 淡路ことば辞典 : じょろりでいこか! 岩本孝之著
神戸新聞総合
出版センター

818.64||Aw 217000964

89
誤訳をしないための翻訳英和辞典+22のテク
ニック 改訂増補版

河野一郎著 DHC 837.5||Go 217000965



90
大人の語彙力が面白いほど身につく本 : 使
いたい時にすぐ出てくる! (青春新書PLAY
BOOKS:P-1080)

話題の達人倶
楽部編

青春出版社 810.4||Ot 217000966

91
戦後日本のジャズ文化 : 映画・文学・アング
ラ (岩波現代文庫:社会:305)

マイク・モラス
キー著

岩波書店 764.7||Mo 217000967

92
枕草子のたくらみ : 「春はあけぼの」に秘めら
れた思い (朝日選書:957)

山本淳子著 朝日新聞出版 914.3||Ya 217000968

93 葛飾北斎の本懐 (角川選書:584) 永田生慈著 KADOKAWA 721.8||Na 217000969

94 不時着する流星たち 小川洋子著 KADOKAWA 913.6||Og 217000970

95 忍者の歴史 (角川選書:570) 山田雄司著 KADOKAWA 789.8||Ya 217000971

96 猿の見る夢 桐野夏生著 講談社 913.6||Ki 217000972

97
天皇と和歌 : 国見と儀礼の一五〇〇年 (講
談社選書メチエ:641)

鈴木健一著 講談社 911.102||Su 217000973

98 ヤマネコ・ドーム (講談社文芸文庫:[つA9]) 津島佑子 [著] 講談社 913.6||Ts 217000975

99
禅語の茶掛を読む辞典 (講談社学術文
庫:[2411])

沖本克己, 角田
恵理子 [著]

講談社 791.6||Ok 217000976

100
シャーロック・ホームズ対伊藤博文 (講談社
文庫:[ま73-16])

松岡圭祐 [著] 講談社 913.6||Ma 217000977

101 本を守ろうとする猫の話 夏川草介著 小学館 913.6||Na 217000978

102 劇場 又吉直樹著 新潮社 913.6||Ma 217000979

103 アキラとあきら (徳間文庫:[い49-2]) 池井戸潤著 徳間書店 913.6||Ik 217000980

104
花のベッドでひるねして (幻冬舎文庫:よ-2-
26)

よしもとばなな
[著]

幻冬舎 913.6||Yo 217000981



105
生死を分ける、山の遭難回避術 : 実例に学
ぶリスク対策の基礎知識

羽根田治著 誠文堂新光社 786.18||Ha 217000982

106 僕と先生 (双葉文庫:さ-34-02) 坂木司著 双葉社 913.6||Sa 217000983

107 ストロベリーライフ 荻原浩著 毎日新聞出版 913.6||Og 217000984

108 ジャポニスムと近代の日本 東田雅博著 山川出版社 702.06||To 217000985

109
天皇の音楽史 : 古代・中世の帝王学 (歴史文
化ライブラリー:442)

豊永聡美著 吉川弘文館 768.2||To 217000986

110 なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國香織 [著]
角川春樹事務
所

913.6||Ek 217000987

111
もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書
いたら

神田桂一, 菊池
良著

宝島社 913.7||Ka 217000988

112 子どもたちが身を乗り出して聞く道徳の話 平光雄著 致知出版社 150||Ta 217000994

113 感情類語辞典

アンジェラ・アッ
カーマン, ベッカ・
パグリッシ著/滝
本杏奈訳

フィルムアート
社

816.07||Ka 217001010

114 性格類語辞典 ポジティブ編

アンジェラ・アッ
カーマン, ベッカ・
パグリッシ著/滝
本杏奈訳

フィルムアート
社

901.307||Se 217001011

115 性格類語辞典 ネガティブ編

アンジェラ・アッ
カーマン, ベッカ・
パグリッシ著/滝
本杏奈訳

フィルムアート
社

901.307||Se 217001012

116 ジャングルの極限レースを走った犬アーサー
ミカエル・リンド
ノード著/坪野
圭介訳

早川書房 786||Li 217001046

117
公式TOEIC Listening & Readingトレーニング
リスニング編

Educational
Testing Service
著

国際ビジネスコ
ミュニケーション
協会

830.79||Ko 217001081

118
教育心理学のための統計学 : テストでココロ
をはかる (心理学のための統計学:4)

熊谷龍一, 荘島
宏二郎著

誠信書房 140.7||Sh||4 217001083

119
イスラームを読む : クルアーンと生きるムスリ
ムたち

小杉泰著 大修館書店 167||Ko 217001084



120
TOEIC L&Rテスト : これだけは解く!プラチナ
問題集

ジャパンタイム
ズ, ロゴポート
編

ジャパンタイム
ズ

830.79||To 217001091

121
NHK出版これならわかるロシア語文法 : 入門
から上級まで

匹田剛著 NHK出版 885||Hi 217001092

122
3パターンで決める日常ロシア語会話ネイティブ表現
: Формулы устной речи для
повседневного общения

大山麻稀子, 須
藤アレキサンド
ラ著

語研 887.8||Oy 217001093

123 愛の不等辺三角形 : 漱石小説論 吉村英夫著 大月書店 910.268||Yo 217001094

124
医学書のなかの「文学」 : 江戸の医学と文学
が作り上げた世界

福田安典著 笠間書院 910.25||Fu 217001095

125
地震と文学 : 災厄と共に生きていくための文
学史

前田潤著 笠間書院 910.26||Ma 217001096

126 能・狂言の誕生 諏訪春雄著 笠間書院 773.2||Su 217001097

127
教養としての体育原理 : 現代の体育・スポー
ツを考えるために 新版

友添秀則, 岡出
美則編著

大修館書店 780.1||Ky 217001098

128
メディチ家の至宝驚異の工芸コレクション : フ
ルカラー

松本典昭著 勉誠出版 750.237||Ma 217001099

129 唱歌・童歌・寮歌 : 近代日本の国語研究 若井勲夫著 勉誠出版 911.66||Wa 217001100

130 紫式部日記と王朝貴族社会 (研究叢書:476) 山本淳子著 和泉書院 915.35||Ya 217001101

131 欧州航路の文化誌 : 寄港地を読み解く
橋本順光, 鈴木
禎宏編著

青弓社 915.6||Os 217001102

132 厄介な遺産 : 日本近代文学と演劇的想像力 福嶋亮大著 青土社 910.26||Fu 217001103

133 音楽と美術のあいだ 大友良英著
フィルムアート
社

760.4||Ot 217001104

134
映画は文学をあきらめない : ひとつの物語か
らもうひとつの物語へ

宮脇俊文編 水曜社 778||Ei 217001105



135
浮世絵にみる江戸美人のよそおい (ポーラ文
化研究所コレクション)

村田孝子著/
ポーラ文化研
究所編

ポーラ・オルビス
ホールディングス
ポーラ文化研究所

721.8||Mu 217001106

136 イスラム帝国夜話 上
タヌーヒー
[著]/森本公誠
訳

岩波書店 929.763||Ta||1 217001112

137 夜の語り部
ラフィク・シャミ
著/松永美穂訳

西村書店 943||Sc 217001145

138
なぜ保守化し、感情的な選択をしてしまうの
か : 人間の心の芯に巣くう虫

シェルドン・ソロモン,
ジェフ・グリーンバーグ,
トム・ピジンスキー著/
大田直子訳

インターシフト/
合同出版 (発
売)

141.6||So 217001149

139
イスラームの構造 : タウヒード・シャリーア・ウ
ンマ 増補新版

黒田壽郎著 書肆心水 167||Ku 217001150

140
「里山」を宮崎駿で読み直す : 森と人は共生
できるのか

小野俊太郎著 春秋社 778.77||On 217001151

141 東洋美術史
朴亨國 [ほか]
著

武蔵野美術大
学出版局

702.2||To 217001152

142 近世神道神学の萌芽 椙山林継著 雄山閣 172||Su 217001153

143 絵解き江戸っ子語大辞典 笹間良彦著画 遊子館 818.36||Et 217001172

144
ボタン穴から見た戦争 : 白ロシアの子供たち
の証言 (岩波現代文庫:社会:296)

スヴェトラーナ・ア
レクシエーヴィチ
[著]/三浦みどり
訳

岩波書店 986||Al 217001173

145 まるまるの毬 (講談社文庫:[さ110-2]) 西條奈加 [著] 講談社 913.6||Sa 217001174

146 音楽理論入門 (ちくま学芸文庫:[ト-18-1]) 東川清一著 筑摩書房 761.2||To 217001175

147 モダン・アート論再考 : 制作の論理から 永井隆則著 思文閣出版 702.06||Na 217001176

148
Frog and toad are friends : pbk (An I can
read book:2)

by Arnold Lobel HarperCollins 837.7||Ic||2 217001182

149
Frog and toad all year : pbk (An I can read
book:2, reading with help)

by Arnold Lobel Harper Collins 837.7||Ic||2 217001183



150
Frog and toad together : pbk (An I can read
book:2, reading with help)

by Arnold Lobel Harper Collins 837.7||Ic||2 217001184

151
Days with Frog and Toad : pbk (An I can read
book:2, reading with help)

by Arnold Lobel Harper Collins 837.7||Ic||2 217001185

152
Frog and toad are friends :[book and cd] (An
I can read book:2) (An I can read book and
cd)

by Arnold Lobel HarperCollins 837.7||Ic||2 217001186

153 Mouse tales : pbk (An I can read book:2) by Arnold Lobel HarperCollins 837.7||Ic||2 217001187

154 Mouse soup : pbk (An I can read book:2) by Arnold Lobel Harper Collins 837.7||Ic||2 217001188

155
ディズニー・プリンセスのゆくえ : 白雪姫から
マレフィセントまで

本橋哲也著 ナカニシヤ出版 778.77||Mo 217001190

156
方言学の未来をひらく : オノマトペ・感動詞・
談話・言語行動

小林隆 [ほか]
著

ひつじ書房 818||Ho 217001344


