
学生用人文図書配架リスト（１１月）

出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

1
慶應義塾大学出
版会

グーテンベルクからグーグルへ : 文学テキス
トのデジタル化と編集文献学

ピーター・シリング
スバーグ著/明星
聖子, 大久保譲,
神崎正英訳

020.4||Sh 209004176

2 河出書房新社
検閲と文学 : 1920年代の攻防 (河出ブック
ス:004)

紅野謙介著 023.8||Ko 209004175

3 平凡社 怠惰への讃歌 (平凡社ライブラリー:676)
バートランド・ラッ
セル著/堀秀彦,
柿村峻訳

080||He||676 209003976

4 平凡社 廣松渉哲学論集 (平凡社ライブラリー:678)
廣松渉著/熊野純
彦編

080||He||678 209003871

5 晃洋書房 哲学の眺望
加國尚志, 平尾
昌宏編著

104||Te 209002175

6 理想社
実存と教育 (実存思想論集:24(第2期第16
号))

実存思想協会編 114.5||Ji||24 209003546

7 ミネルヴァ書房
ホモ・サピエンスの牢獄 : 人類の進化を哲学
する

甲田純生著 114||Ko 209002990

8 青土社
パラドックス大全 : 世にも不思議な逆説パズ
ル

ウィリアム・パウ
ンドストーン著/
松浦俊輔訳

116||Po 209003116

9 岩波書店 技術の哲学 (岩波テキストブックス) 村田純一著 118||Mu 209002251

10 かんき出版 手にとるように東洋思想がわかる本
世界思想史研究
会編著

120||Te 209003547

11 講談社
「弱さ」と「抵抗」の近代国学 : 戦時下の柳田
國男、保田與重郎、折口信夫 (講談社選書メ
チエ:449)

石川公彌子著 121.6||Is 209003365

12 文理閣
「昭和思想」新論 : 二十世紀日本思想史の
試み

津田雅夫編 121.6||Sh 209003548

13 総合法令出版
論語 (通勤大学文庫. 通勤大学図解速読:礼
ノ巻)

ハイブロー武蔵
著

123.83||Ha 209003549

14 晃洋書房
絵画で綴る哲学と倫理学 : 西洋思想のイコノ
ロジー

門屋秀一著 130.2||Ka 209003550

15 岩波書店
天使とボナヴェントゥラ : ヨーロッパ13世紀の
思想劇

坂口ふみ著 132.2||Sa 209002272

16 研究社 イギリスのモラリストたち 柘植尚則著 133.1||Ts 209003551
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17 ナカニシヤ出版
カント哲学のアクチュアリティー : 哲学の原
点を求めて

坂部恵, 佐藤康
邦編

134.2||Ka 209002348

18 みすず書房 救済の星

フランツ・ローゼ
ンツヴァイク
[著]/村岡晋一,
細見和之, 小須

134.9||Ro 209003109

19 勁草書房
ウィリアム・ジェームズと心理学 : 現代心理
学の源流

藤波尚美著 140.253||Fu 209003524

20 新興医学出版社
「甘え」とスピリチュアリティ : 土居健郎、フロ
イト、空海、そして「私」

熊倉伸宏著 140.4||Ku 209003525

21 金剛出版
ロールシャッハ・テスト : 包括システムの基礎
と解釈の原理

ジョン・E・エクス
ナー著

140.7||Ex 209002958

22 有斐閣
心理統計学ワークブック : 理解の確認と深化
のために

南風原朝和, 平井
洋子, 杉澤武俊著

140.7||Ha 209003361

23 東京図書
実践形式で学ぶSPSSとAmosによる心理・調
査データ解析

小塩真司著 140.7||Os 209003049

24 培風館
臨床心理学 : 心の専門家の教育と心の支援
(心理学の世界:基礎編 ; 8)

鑪幹八郎, 川畑
直人共著

140.8||Sh||8 209003532

25 久美
心理学理論と心理的支援 (現代の社会福祉
士養成シリーズ)

中城進編著 140||Sh 209003121

26 みすず書房
心は遺伝子の論理で決まるのか : 二重過程
モデルでみるヒトの合理性

キース・E・スタノ
ヴィッチ [著]/椋
田直子訳/鈴木
宏昭解説

140||St 209002507

27 みすず書房
心は遺伝子の論理で決まるのか : 二重過程
モデルでみるヒトの合理性

キース・E・スタノ
ヴィッチ [著]/椋
田直子訳/鈴木
宏昭解説

140||St 209003105

28 川島書店
テキスト現代心理学入門 : 進化と文化のクロ
スロード

西本武彦 [ほか]
編著

140||Te 209003523

29 ミネルヴァ書房
よくわかる心理学 (やわらかアカデミズム・
「わかる」シリーズ)

無藤隆 [ほか] 編 140||Yo 209002986

30 培風館
生理心理学 : 人間の行動を生理指標で測る
(心理学の世界:基礎編12)

堀忠雄著 141.2||Ho 209002273

31 大学教育出版 直感分析論 : 「言葉」と「心」の領域 渡邊佳明著 141.2||Wa 209002949

32 青娥書房
ビレン色彩心理学と色彩療法 : 人類の福祉
と生命体の諸反応を支える光と色のさまざま
な様相

フェイバー・ビレ
ン著/佐藤邦夫訳

141.21||Bi 209003540

33 ブレーン出版 脳と知覚学習 : 環境心理学の再出発 三谷惠一著 141.33||Mi 209003099
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34 勁草書房
合理性を圧倒する感情 (ジャン・ニコ講義セ
レクション:4)

ヤン・エルスター
著/染谷昌義訳

141.6||El 209003220

35 有斐閣
パーソナリティ心理学 : 人間科学,自然科学,
社会科学のクロスロード (有斐閣アル
マ:Specialized)

榎本博明, 安藤
寿康, 堀毛一也
著

141.93||En 209003526

36 金子書房
MBTIへの招待 : C.G.ユングの「タイプ論」の
応用と展開

R.R.ペアマン,
S.C.アルブリット
ン著/園田由紀訳

141.93||Pe 209002950

37 かんき出版 手にとるように発達心理学がわかる本 小野寺敦子著 143||On 209003527

38 誠信書房 カウンセリング実践史 (日本の心理臨床:1) 氏原寛著 146.08||Ni||1 209003529

39 誠信書房
医療と心理臨床 : HIV感染症へのアプローチ
(日本の心理臨床:2)

矢永由里子著 146.08||Ni||2 209003530

40 誠信書房
からだとこころ : 身体性の臨床心理 (日本の
心理臨床:3)

成瀬悟策著 146.08||Ni||3 209003531

41 岩崎学術出版社
ウィニコットとの精神分析の記録 : 精神病水
準の不安と庇護 改訂

マーガレットI.リト
ル著/神田橋條
治訳

146.1||Li 209003533

42 日本文芸社
面白いほどよくわかる深層心理 : フロイトの
研究から脳科学との関連までを解説 (学校
で教えない教科書)

渋谷昌三監修 146.1||Om 209003534

43 金剛出版 精神科臨床における心理アセスメント入門 津川律子著 146.3||Ts 209002953

44 晃洋書房 現代人の自分探し 古林勝也著 146.8||Fu 209002178

45
アチーブメント出
版/星雲社 (発
売)

グラッサー博士の選択理論 : 幸せな人間関
係を築くために

ウイリアム・グラッ
サー著/柿谷正
期訳

146.8||Gl 209002724

46 新曜社
カウンセラーのための法律相談 : 心理援助
をささえる実践的Q&A

「心理臨床と法」
研究会編

146.8||Ka 209002959

47 創元社 河合隼雄と箱庭療法

日本箱庭療法学
会編集委員会編
/松岡和子 [ほ
か] 著

146.8||Ka 209003535

48 創元社 河合隼雄のカウンセリング教室 河合隼雄著 146.8||Ka 209003536

49 白水社 犯罪被害者の心の傷 増補新版 小西聖子著 146.8||Ko 209002357

50 ぎょうせい
交流分析の新たな展開 : E・バーン以後の発
展 (現代のエスプリ:No. 506)

江花昭一編集 146.8||Ko 209003539
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51 金剛出版
まずい面接 : マスター・セラピストたちが語る
最悪のケース

ジェフリー・A・コト
ラー, ジョン・カー
ルソン編/モーガ
ン亮子訳

146.8||Ma 209002952

52 春秋社
気づきのセラピー : はじめてのゲシュタルト
療法

百武正嗣著 146.8||Mo 209003538

53 金子書房 新版TEGII活用事例集
東京大学医学部
心療内科TEG研
究会編

146.8||Sh 209002951

54 日本評論社 トランスパーソナル心理療法入門 諸富祥彦編著 146.8||To 209003012

55 金剛出版
子どもの精神分析的心理療法の経験 : タビ
ストック・クリニックの訓練

平井正三著 146.82||Hi 209002960

56 明石書店
自閉症の精神病への展開 : 精神分析アプ
ローチの再見

ディディエ・アウ
ゼル, マリア・ロー
ド編/長沼佐代
子, 五十畑昌子

146.82||Ji 209002954

57 医学書院 Beck&Beckの認知行動療法ライブセッション

[presented by]
Judith Beck,
Aaron Beck/古川
壽亮日本語版監

146||DVD||997-998 209002222

58 星和書店
私らしさよ、こんにちは : 5日間の新しい集団
認知行動療法ワークブック : 自尊心をとりも
どすためのプログラム DVD版

中島美鈴著 146||DVD||999 209002470

59 培風館
中年期・老年期の臨床心理学 (ライフサイク
ルの臨床心理学シリーズ:3)

田中信市, 下川
昭夫共編

146||Ra||3 209003528

60 日本評論社
エビデンス臨床心理学 : 認知行動理論の最
前線

丹野義彦著 146||Ta 209003021

61
日本放送出版協
会

2012地球大異変 : 科学が予言する文明の終
焉

ローレンス・E.ジョ
セフ著/東郷えり
か訳

147.4||Jo 209003056

62 勁草書房 倫理と行為 新装版
P. ウィンチ著/奥
雅博, 松本洋之
訳

150.4||Wi 209003223

63 ナカニシヤ出版 エチカとは何か : 現代倫理学入門 有福孝岳編 150||Ec 209003218

64
日本放送出版協
会

哲学ディベート : 「倫理」を「論理」する (NHK
ブックス:1097)

高橋昌一郎著 150||Ta 209002432

65 ナカニシヤ出版 自己決定の倫理と「私--たち」の自由 小柳正弘著 151.2||Ko 209002346

66 PHP研究所
〈抄訳〉葉隠 : 組織人としての心得を学ぶた
めの百言百話

山本常朝述/渡
辺誠編訳

156||Ya 209003552

67 三笠書房 すごい「実行力」 (知的生きかた文庫) 石田淳著 159.4||Is 209002193
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68
アルマット/国際
語学社(発売)

こころに残る聖賢のことば : 儒教・仏教・道教
の教え

徐曼編著 159.89||Ko 209003553

69 ビジネス社 人間力 : 自分でツキを呼び、直感を磨く方法
船井幸雄,羽生善
治著

159||Fu 209002191

70 北樹出版
国家・教育・環境と仏教 : 叡智と指針 (芹川
博通著作集:第8巻)

芹川博通著 160.8||Se||8 209002955

71 教文館
宗教と心理学の対話 : 人間精神および健康
の神学的意味

P.ティリッヒ著/相
澤一訳

161.4||Ti 209003522

72 北樹出版
現代人と宗教世界 : 脳死移植・環境問題・多
元主義等を考える 増補版

芹川博通著 161||Se 209002956

73 北樹出版 癒しと鎮めと日本の宗教 保坂俊司著 162.1||Ho 209002957

74

角川学芸出版/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

神と仏の出逢う国 (角川選書:449) 鎌田東二著 162.1||Ka 209004174

75 河出書房新社
教養としての日本宗教事件史 (河出ブック
ス:002)

島田裕巳著 162.1||Sh 209004182

76 春秋社
ブッダのサイコセラピー : 心理療法と"空"の
出会い

マーク・エプスタ
イン著/井上ウィ
マラ訳

180.4||Ep 209002508

77 教文館
神と遺伝子 : 遺伝子工学時代におけるキリ
スト教

金承哲著 190.4||Ki 209003521

78 新教出版社 キリストと神話 復刊 (新教新書)
ブルトマン著/山
岡喜久男,小黒薫
訳

191.04||Bu 209002431

79 講談社
聖遺物崇敬の心性史 : 西洋中世の聖性と造
形 (講談社選書メチエ:441)

秋山聰著 192||Ak 209002793

80 青土社
絵解きでわかる聖書の世界 : 旧約外典偽典
を読む

秦剛平著 193.9||Ha 209002723

81 吉川弘文館
銃後の社会史 : 戦死者と遺族 (歴史文化ラ
イブラリー:203)

一ノ瀬俊也著 208||Re||203 209002435

82

日経ナショナル
ジオグラフィック
社/日経BP出版
センター (発売)

世界を変えた100日 : 写真がとらえた歴史の
瞬間 (ナショナルジオグラフィック)

ニック・ヤップ著/
ナショナルジオグ
ラフィック, ゲッ
ティイメージズ写

209.6||Ya 209003126

83 ミネルヴァ書房
大量虐殺の社会史 : 戦慄の20世紀
(Minerva西洋史ライブラリー:76)

松村高夫, 矢野
久編著

209.7||Ta 209003204

84 ミネルヴァ書房
大量虐殺の社会史 : 戦慄の20世紀
(Minerva西洋史ライブラリー:76)

松村高夫, 矢野
久編著

209.7||Ta 209002981
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85 山川出版社 もういちど読む山川世界史
「世界の歴史」編
集委員会編

209||Mo 209003971

86 山川出版社 アフリカ史 新版 (世界各国史:10) 川田順造編 209||Se||10 209003864

87 山川出版社 世界史における時間 (世界史リブレット:128) 佐藤正幸著 209||Se||128 209003867

88 吉川弘文館
信仰のなかの動物たち (人と動物の日本
史:4)

中村生雄, 三浦
佑之編

210.04||Hi||4 209003520

89 ミシマ社 海岸線の歴史 松本健一著 210.04||Ma 209002792

90 山川出版社 日宋貿易と「硫黄の道」 (日本史リブレット:75) 山内晋次著 210.08||Ni||75 209003356

91 山川出版社 江戸の浄瑠璃文化 (日本史リブレット:91) 神田由築著 210.08||Ni||91 209003366

92 山川出版社
日本民俗学の開拓者たち (日本史リブレッ
ト:94)

福田アジオ著 210.08||Ni||94 209003358

93 山川出版社 労働力動員と強制連行 (日本史リブレット:99) 西成田豊著 210.08||Ni||99 209003364

94 山川出版社 もういちど読む山川日本史
五味文彦, 鳥海靖
編

210.1||Mo 209003973

95 同成社 弥生文化誕生 (弥生時代の考古学:2)
設楽博己, 藤尾
慎一郎, 松木武
彦編

210.27||Ya||2 209002347

96 同成社
弥生社会のハードウェア (弥生時代の考古
学:6)

設楽博己, 藤尾
慎一郎, 松木武
彦編

210.27||Ya||6 209002345

97 同成社
集落からよむ弥生社会 (弥生時代の考古
学:8)

設楽博己, 藤尾
慎一郎, 松木武
彦編

210.27||Ya||8 209002349

98 吉川弘文館 室町の平和 (日本中世の歴史:5) 山田邦明著 210.4||Ni||5 209003865

99 講談社
戦場に舞ったビラ : 伝単で読み直す太平洋
戦争 (講談社選書メチエ:384)

一ノ瀬俊也著 210.75||Ic 209002438

100 紀伊國屋書店 戦後日本スタディーズ 1
岩崎稔 [ほか] 編
著

210.76||Se||1 209003866

101 紀伊國屋書店 戦後日本スタディーズ 2
岩崎稔 [ほか] 編
著

210.76||Se||2 209003861
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102 紀伊國屋書店 戦後日本スタディーズ 3
岩崎稔 [ほか] 編
著

210.76||Se||3 209003977

103
日本放送出版協
会

現代日本の転機 : 「自由」と「安定」のジレンマ
(NHKブックス:1140)

高原基彰著 210.76||Ta 209003868

104 芸術新聞社 中国文化大革命の大宣伝 上 草森紳一著 222.077||Ku||1 209002830

105 芸術新聞社 中国文化大革命の大宣伝 下 草森紳一著 222.077||Ku||2 209002831

106 岩波書店 中世世界とは何か (ヨーロッパの中世:1) 佐藤彰一著 230.4||Yo||1 209002267

107 岩波書店 都市の創造力 (ヨーロッパの中世:2) 河原温著 230.4||Yo||2 209002268

108 岩波書店 旅する人びと (ヨーロッパの中世:4) 関哲行著 230.4||Yo||4 209003217

109 岩波書店 儀礼と象徴の中世 (ヨーロッパの中世:8) 池上俊一著 230.4||Yo||8 209003210

110 みすず書房 環境の歴史 : ヨーロッパ、原初から現代まで

ロベール・ドロー
ル, フランソワ・ワ
ルテール [著]/桃
木暁子, 門脇仁

230||De 209002254

111 日本経済評論社
虚飾の帝国 : オリエンタリズムからオーナメ
ンタリズムヘ

D. キャナダイン
著/平田雅博, 細
川道久訳

233.06||Ca 209002719

112
日本放送出版協
会

冷泉家・蔵番ものがたり : 「和歌の家」千年を
ひもとく (NHKブックス:1141)

冷泉為人著 288.3||Re 209003870

113 ミネルヴァ書房
大正天皇 : 一躍五大洲を雄飛す (ミネルヴァ
日本評伝選)

F・R・ディキンソン
著

288.41||Di 209003860

114 トランスビュー 河合隼雄心理療法家の誕生 大塚信一著 289.1||Ka 209003554

115
日本放送出版協
会

ダーウィンが信じた道 : 進化論に隠された
メッセージ

エイドリアン・デズ
モンド, ジェイム
ズ・ムーア著/矢
野真千子, 野下

289.3||Da 209002509

116 朝日新聞出版
チャールズ・ダーウィンの生涯 : 進化論を生
んだジェントルマンの社会 (朝日選書:857)

松永俊男著 289.3||Da 209003555

117 朝日新聞出版
チャールズ・ダーウィンの生涯 : 進化論を生ん
だジェントルマンの社会 (朝日選書:857)

松永俊男著 289.3||Da 209003362

118 岩波書店 マキァヴェッリの生涯
ロベルト・リドル
フィ著/須藤祐孝
訳・註解

289.3||Ma 209002291
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

119 恒和出版
モースの発掘 : 日本に魅せられたナチュラリ
スト (恒和選書:11)

椎名仙卓著 289.3||Mo 209002185

120 古今書院
ジオグラフィー入門 : 考える力を養う地理学
は面白い 改訂新版

高橋伸夫 [ほか]
編

290.1||Ji 209002239

121 古今書院 仕事が見える地理学
日本大学地理学
科80周年記念会
編

290.1||Sh 209002235

122 古今書院 自然・社会・ひと : 地理学を学ぶ
金沢大学文学部
地理学教室編

290.1||Sh 209002263

123 古今書院 都市の景観地理 中国編 阿部和俊編 290.173||To 209002240

124 古今書院 都市の景観地理 大陸ヨーロッパ編 阿部和俊編 290.173||To 209002241

125 ピエ・ブックス 新世界の路地裏
ピーピーエス通
信社写真/若菜
晃子 [文]

290.87||Wa 209002194

126 朝倉書店 日本総論 1 (日本の地誌:1-2)
中村和郎 [ほか]
編

291.08||Ni||1 209002402

127 朝倉書店 日本総論 2 (日本の地誌:1-2)
中村和郎 [ほか]
編

291.08||Ni||2 209002403

128 朝倉書店
東北 : 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山
形県・福島県 (日本の地誌:4)

田村俊和, 石井
英也, 日野正輝
編

291.08||Ni||4 209002404

129 朝倉書店 首都圏 1 (日本の地誌:5-6)
斎藤功, 石井英
也, 岩田修二編

291.08||Ni||5 209002405

130 朝倉書店 首都圏 2 (日本の地誌:5-6)
斎藤功, 石井英
也, 岩田修二編

291.08||Ni||6 209002406

131 朝倉書店
中部圏 : 愛知県・静岡県・岐阜県・三重県・
富山県・石川県・福井県 (日本の地誌:7)

藤田佳久, 田林
明編

291.08||Ni||7 209002407

132 朝倉書店
近畿圏 : 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・
奈良県・和歌山県 (日本の地誌:8)

金田章裕, 石川
義孝編

291.08||Ni||8 209002408

133 朝倉書店
中国・四国 : 鳥取県・島根県・岡山県・広島
県・山口県・香川県・愛媛県・徳島県・高知県
(日本の地誌:9)

森川洋, 篠原重
則, 奥野隆史編

291.08||Ni||9 209002409

134 ありな書房 ローマ百景 : 建築と美術と文学と 1

マリオ・プラーツ
著/伊藤博明, 浦
一章, 白崎容子
訳

293.7||Pr||1 209003110

135 ありな書房
ローマ百景 : 建築と美術と文学と [増補・改
訂版] 2

マリオ・プラーツ
著/伊藤博明, 上
村清雄, 白崎容
子訳

293.7||Pr||2 209003111
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

136 勉誠出版
東アジアの死者の行方と葬儀 (アジア遊
学:124)

諏訪春雄 [ほか]
執筆

302.2||Aj||124 209002671

137 小学館
池上彰の「世界が変わる!」 : 金融危機と国際
ニュースの「なぜ」を読み解く決定版

池上彰著 304||Ik 209002820

138 東信堂
芸術の生まれる場 (未来を拓く人文・社会科
学:16)

木下直之編 308||Mi||16 209003130

139 東信堂
文学・芸術は何のためにあるのか? (未来を
拓く人文・社会科学:17)

吉岡洋, 岡田暁
生編

308||Mi||17 209003131

140 東信堂
グローバル・ガバナンスの最前線 : 現在と過
去のあいだ (未来を拓く人文・社会科学:7)

遠藤乾編 308||Mi||7 209003128

141 東信堂
資源を見る眼 : 現場からの分配論 (未来を
拓く人文・社会科学:8)

佐藤仁編 308||Mi||8 209003129

142
日本放送出版協
会

集中講義!アメリカ現代思想 : リベラリズムの
冒険 (NHKブックス:1120)

仲正昌樹著 309.0253||Na 209002271

143
日本放送出版協
会

未来派左翼 : グローバル民主主義の可能性
をさぐる 上 (NHKブックス:1106, 1110)

アントニオ・ネグリ
著/廣瀬純訳/ラ
フ・バルボラ・シェ
ルジ編

309||Ne||1 209002439

144
日本放送出版協
会

未来派左翼 : グローバル民主主義の可能性
をさぐる 下 (NHKブックス:1106, 1110)

アントニオ・ネグリ
著/廣瀬純訳/ラ
フ・バルボラ・シェ
ルジ編

309||Ne||2 209002440

145 講談社
近代政治の脱構築 : 共同体・免疫・生政治
(講談社選書メチエ:451)

ロベルト・エスポ
ジト著/岡田温司
訳

311.1||Es 209004171

146 春風社
近代政治思想の基礎 : ルネッサンス、宗教
改革の時代

クエンティン・スキ
ナー著/門間都
喜郎訳

311.23||Sk 209002791

147
名古屋大学出版
会

野蛮から秩序へ : インディアス問題とサラマ
ンカ学派

松森奈津子著 311.236||Ma 209002827

148 有斐閣
ナショナリズム論・入門 (有斐閣アルマ.
Advanced)

大澤真幸, 姜尚中
編

311.3||Na 209003354

149 岩波書店 ナショナリズム1890-1940 (ヨーロッパ史入門)
オリヴァー・ジ
マー [著]/福井憲
彦訳

311.3||Zi 209003972

150 岩波書店
荒れ野の40年 : ヴァイツゼッカー大統領ドイツ
終戦40周年記念演説 新版 (岩波ブックレッ
ト:no.767)

リヒャルト・フォン・
ヴァイツゼッカー
[述]/永井清彦訳

312.34||We 209004170

151 岩波書店 インターネットの憲法学 松井茂記著 316.1||Ma 209003215

152 ミネルヴァ書房
よくわかる行政学 (やわらかアカデミズム・
「わかる」シリーズ)

村上弘, 佐藤満
編著

317.1||Yo 209002988
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

153 東京大学出版会 内務省の社会史 副田義也著 317.21||So 209002233

154 ナカニシヤ出版
ようこそ!青年心理学 : 若者たちは何処から
来て何処へ行くのか

松島公望, 橋本
広信編

317.47||Yo 209002177

155 青木書店 「植民地責任」論 : 脱植民地化の比較史 永原陽子編 317.8||Sh 209002800

156 文藝春秋 CIA秘録 : その誕生から今日まで 下

ティム・ワイナー
著/藤田博司, 山
田侑平, 佐藤信
行訳

317.953||We||2 209002176

157 ミネルヴァ書房
よくわかる地方自治法 (やわらかアカデミズ
ム・「わかる」シリーズ)

橋本基弘 [ほか]
著

318.1||Yo 209002982

158
農山漁村文化協
会

景観形成と地域コミュニティ : 地域資本を増
やす景観政策

鳥越皓之, 家中
茂, 藤村美穂著

318.7||To 209002858

159 東京大学出版会
1945年の歴史認識 : 「終戦」をめぐる日中対
話の試み

劉傑, 川島真編 319.1022||Se 209002798

160 岩波書店 「共犯」の同盟史 : 日米密約と自民党政権 豊田祐基子著 319.1053||To 209002828

161 岩波書店 核のアメリカ : トルーマンからオバマまで 吉田文彦著 319.8||Yo 209002270

162 勁草書房 世界政治 : 進歩と限界
ジェームズ・メイ
ヨール著/田所昌
幸訳

319||Ma 209003104

163
日本経済新聞出
版社

ポスト・クライシスの世界 : 新多極時代を動
かすパワー原理

田中明彦著 319||Ta 209002799

164 有斐閣 有斐閣法律用語辞典 第3版
法令用語研究会
編

320.33||Yu 209002706

165 有斐閣
都市と地域の経済学 新版 (有斐閣ブック
ス:[391])

黒田達朗, 田渕
隆俊, 中村良平
著

322.9||Ku 209002332

166 北樹出版 初学者のための憲法学
麻生多聞 [ほか]
著

323.14||Sh 209002190

167 弘文堂 条解行政事件訴訟法 第3版補正版
南博方, 高橋滋
編集

323.96||Jo 209002229

168 日本評論社 家族法の歩き方 本山敦著 324.6||Mo 209002228

169 みすず書房
「民法0・1・2・3条」 : 「私」が生きるルール (理
想の教室)

大村敦志著 324||Om 209002230
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170 勁草書房 契約総論 (民法案内:10)
我妻榮, 川井健
著/水本浩補訂

324||Wa||10 209002712

171 勁草書房 担保物権法 上 (民法案内:5-6)
我妻榮著/川井
健補訂

324||Wa||5 209003225

172 勁草書房 担保物権法 下 (民法案内:5-6)
我妻榮著/川井
健補訂

324||Wa||6 209003226

173 勁草書房 債権総論 上 (民法案内:7-9)
我妻榮著/水本
浩, 川井健補訂

324||Wa||7 209003227

174 勁草書房 債権総論 中 (民法案内:7-9)
我妻榮著/水本
浩, 川井健補訂

324||Wa||8 209002705

175 勁草書房 債権総論 下 (民法案内:7-9)
我妻榮著/水本
浩, 川井健補訂

324||Wa||9 209003228

176 勁草書房 債権総論 下 (民法案内:7-9)
我妻榮著/水本
浩, 川井健補訂

324||Wa||9 209002711

177 ミネルヴァ書房
よくわかる会社法 第2版 (やわらかアカデミ
ズム・「わかる」シリーズ)

永井和之編著 325.2||Yo 209002989

178 金剛出版 責任能力の現在 : 法と精神医学の交錯 中谷陽二編 326.14||Se 209002464

179 誠信書房 犯罪被害者のメンタルヘルス 小西聖子編著 326.3||Ha 209002257

180 岩波書店 弁護士、闘う : 宇都宮健児の事件帖 宇都宮健児著 327.14||Ut 209003975

181 ミネルヴァ書房
よくわかる刑事訴訟法 (やわらかアカデミズ
ム・「わかる」シリーズ)

椎橋隆幸編著 327.6||Yo 209002985

182
日本経済新聞出
版社

渋井真帆の日経新聞読みこなし隊 新版 渋井真帆著 330.4||Sh 209002826

183
シーエーピー出
版

動学的最適化の基礎

A.C.チャン著/小
田正雄, 仙波憲
一, 高森寛, 平澤
典男訳

331.19||Ch 209002591

184
日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

実践行動経済学 : 健康、富、幸福への聡明
な選択

リチャード・セイ
ラー, キャス・サン
スティーン著/遠
藤真美訳

331||Th 209003124

185 東洋経済新報社 暴走する資本主義
ロバート・B・ライ
シュ著/雨宮寛,
今井章子訳

332.06||Re 209003231

186 講談社
近代ヨーロッパの誕生 : オランダからイギリス
へ (講談社選書メチエ:448)

玉木俊明著 332.3||Ta 209003357
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187
日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

10万年の世界経済史 上
グレゴリー・ク
ラーク著/久保恵
美子訳

332||Cl||1 209003229

188
日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

10万年の世界経済史 上
グレゴリー・ク
ラーク著/久保恵
美子訳

332||Cl||1 209002822

189
日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

10万年の世界経済史 上
グレゴリー・ク
ラーク著/久保恵
美子訳

332||Cl||1 209003122

190
日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

10万年の世界経済史 下
グレゴリー・ク
ラーク著/久保恵
美子訳

332||Cl||2 209003230

191
日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

10万年の世界経済史 下
グレゴリー・ク
ラーク著/久保恵
美子訳

332||Cl||2 209002823

192
日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

10万年の世界経済史 下
グレゴリー・ク
ラーク著/久保恵
美子訳

332||Cl||2 209003123

193 古今書院
土地利用変化のメカニズム : 土地所有とGIS
からの分析 (愛媛大学地域創成研究叢書:1)

堤純著 334.6||Ts 209002264

194 ミネルヴァ書房
テキスト経営学 : 基礎から最新の理論まで
第3版 (Minerva text library:5)

井原久光著 335.1||Ih 209002983

195 有斐閣 経営学説史 (有斐閣アルマ:Specialized)
岸田民樹, 田中
政光著

335.12||Ki 209002709

196 丸善
技術とコンプライアンス : 規制法令と倫理の
ガイドライン

日本技術士会プ
ロジェクトチーム
技術者倫理研究
会, 科学技術倫

335.15||Su 209003668

197
TAC株式会社出
版事業部

ブルー・オーシャン戦略を使いこなす : 戦略
の組立てから実践まで

古田靖著 336.1||Fu 209002824

198 秀和システム
「ブルー・オーシャン戦略」実践ワークブック
(Shuwasystem business guide)

中野明著 336.1||Na 209002821

199 ダイヤモンド社
経営行動 : 経営組織における意思決定過程
の研究 新版

ハーバート・A・サ
イモン著/二村敏
子 [ほか] 訳

336.1||Si 209002328

200
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

無理なく続けられる年収10倍アップ時間投資
法

勝間和代 [著] 336.2||Ka 209002701

201 日科技連出版社 なぜなぜ分析10則 : 真の論理力を鍛える 小倉仁志著 336.2||Og 209003669

202 文藝春秋 東大で教えた就職学
草間俊介著/畑村
洋太郎解説

336.47||Ku 209003863

203 アスキー
シスタン : システム担当者を雑用係と呼ばな
いで

きたみりゅうじ著 336.57||Ki 209003723
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204
日本経済新聞出
版社

ゼミナール企業価値評価 伊藤邦雄著 336.83||It 209002708

205 総合法令出版
世界一わかりやすいプロジェクト・マネジメン
ト

サニー・ベーカー,
キム・ベーカー,
G・マイケル・キャ
ンベル著/中嶋秀

336||Ba 209003725

206 ナカニシヤ出版 マネジメント論 : 管理,そして組織を考える
田中照純, 小久
保みどり編

336||Ma 209002825

207 鹿島出版会 プロジェクトマネジメント・ツールボックス
ドラガン・ミロセ
ビッチ著/PMI東
京支部監訳

336||Mi 209003724

208
日本経済新聞出
版社

金融革新と市場危機 藤井眞理子著 338.01||Fu 209002829

209 東洋経済新報社 秘密の国オフショア市場

ウィリアム・ブリ
テェィン‐キャトリ
ン [著]/船見侑
生, 長坂陽子, 熊

338.9||Br 209003232

210
京都大学学術出
版会

緑の帝国 : 世界銀行とグリーン・ネオリベラ
リズム

マイケル・ゴール
ドマン著

338.98||Go 209003127

211 岩波書店 税制改革の渦中にあって 石弘光著 345.1||Is 209003013

212 青土社 税を直す
立岩真也, 村上慎
司, 橋口昌治著

345.1||Ta 209003367

213 大成出版社
地方公共団体契約実務必携 : 公共工事・物
品等の適正調達 改訂版

高橋秀夫著 349.3||Ta 209002864

214 東京大学出版会 「生」の社会学 藤村正之著 361.04||Fu 209002243

215 白揚社
人は原子、世界は物理法則で動く : 社会物
理学で読み解く人間行動

マーク・ブキャナ
ン著/阪本芳久訳

361.16||Bu 209003612

216 新泉社 社会理論入門 (ニクラス・ルーマン講義録:2)
ニクラス・ルーマ
ン著/ディルク・
ベッカー編

361.234||Lu 209004179

217 勁草書房
分散する身体 : エスノメソドロジー的相互行
為分析の展開

西阪仰著 361.3||Ni 209002334

218 弘文堂
現代人の社会とこころ : 家族・メディア教育・
文化

佐藤典子編 361.4||Ge 209002976

219 誠信書房
インターネット心理学のフロンティア : 個人・
集団・社会

三浦麻子, 森尾
博昭, 川浦康至
編著

361.4||In 209002978

220 丸善 社会心理学事典
日本社会心理学
会編

361.4||Sh 209003018
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

221 ミネルヴァ書房
よくわかるメディア・スタディーズ (やわらかア
カデミズム・「わかる」シリーズ)

伊藤守編著 361.453||Yo 209002984

222 ナカニシヤ出版
ことばのコミュニケーション : 対人関係のレト
リック

岡本真一郎編 361.454||Ko 209002123

223 北大路書房
非言語行動の心理学 : 対人関係とコミュニ
ケーション理解のために

V.P.リッチモンド,
J.C.マクロスキー
著/山下耕二編
訳

361.454||Ri 209002127

224 ミネルヴァ書房
よくわかる環境社会学 (やわらかアカデミズ
ム・「わかる」シリーズ)

鳥越皓之, 帯谷
博明編著

361.7||Yo 209002987

225 河出書房新社
「格差」の戦後史 : 階級社会日本の履歴書
(河出ブックス:003)

橋本健二著 361.8||Ha 209004172

226 日本評論社
初めてでもできる社会調査・アンケート調査
とデータ解析

安藤明之著 361.9||An 209002238

227 日本評論社 ガイドブック社会調査 第2版 森岡清志編著 361.9||Ga 209002237

228 弘文堂 社会保障法 1 岩村正彦著 364||Iw 209002231

229 勁草書房
ベーシック・インカムの哲学 : すべての人に
リアルな自由を

P.ヴァン・パリー
ス著/後藤玲子,
齊藤拓訳

364||Pa 209003222

230 ミネルヴァ書房
よくわかる社会保障 第3版 (やわらかアカデ
ミズム・「わかる」シリーズ)

坂口正之, 岡田
忠克編

364||Yo 209002992

231 御茶の水書房
高齢者の住まいとケア : 自立した生活、その
支援と住環境 (法政大学大原社会問題研究
所叢書)

嶺学編著 365.3||Ko 209002137

232 中央法規出版
消費社会の暮らしとルール : 変貌する社会
と消費者

国民生活セン
ター編集

365||Sh 209003224

233 文藝春秋 大搾取!
スティーブン・グ
リーンハウス著/
曽田和子訳

366.0253||Gr 209002790

234 NTT出版 ワーク・モティベーション

ゲイリー・レイサ
ム著/金井壽宏
監訳/依田卓巳
訳

366.94||La 209002704

235 培風館
産業心理学 : 変容する労働環境への適応と
課題 (心理学の世界:専門編 ; 6)

宮城まり子著 366.94||Mi 209003557

236 白水社 ドメスティック・バイオレンス 小西聖子著 367.1||Ko 209002358

237 講談社
「女装と男装」の文化史 (講談社選書メチ
エ:450)

佐伯順子著 367.1||Sa 209004173
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出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

238 ナカニシヤ出版
きょうだい : メンタルヘルスの観点から分析
する

藤本修編 367.3||Ky 209003558

239 勁草書房
「男らしさ」の快楽 : ポピュラー文化からみた
その実態

宮台真司, 辻泉,
岡井崇之編

367.5||Ot 209004181

240 明石書店 マルトリートメント子ども虐待対応ガイド

ジョン・E・B・マイ
ヤーズ [ほか] 編
/和泉広恵 [ほ
か] 監訳

367.6||Ma 209003156

241 七つ森書館 対論生き抜くこと
雨宮処凛, 香山リ
カ著

367.68||Am 209002436

242 誠信書房
親ガイド : 性問題行動のある子どもをもつ親
のために (性問題行動・性犯罪の治療教育 :
回復への道のり:1)

ティモシー・J・
カーン著

367.9||Se||1 209003559

243

角川学芸出版/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

強いられる死 : 自殺者三万人超の実相 斎藤貴男著 368.3||Sa 209002795

244 サンマーク出版
話を、聞いてください : 少年犯罪被害当事者
手記集

少年犯罪被害当
事者の会著

368.7||Ha 209002443

245 岩波書店 福祉社会学宣言 副田義也著 369.04||So 209002265

246 中央法規出版 福祉・心理・看護のテキストマイニング入門
藤井美和, 小杉
考司, 李政元編
著

369.07||Fu 209002331

247
日本放送出版協
会

介護をこえて : 高齢者の暮らしを支えるため
に (NHKブックス:988)

浜田きよ子著 369.26||Ha 209003060

248 三省堂
新傾聴ボランティアのすすめ : 聴くことででき
る社会貢献

ホールファミリー
ケア協会編

369.26||Sh 209003561

249 中央法規出版
地域生活を支援する社会生活力プログラム・
マニュアル : 精神障害のある人のために

奥野英子, 野中
猛編著

369.28||Ch 209002947

250 日本評論社 事例で学ぶ統合失調症援助のコツ 野坂達志著 369.28||No 209003596

251 古今書院
地盤災害から身を守る : 安全のための知識
(シリーズ繰り返す自然災害を知る・防ぐ:第1
巻)

桑原啓三著 369.3||Sh||1 209003660

252 明石書店 子どもの貧困白書
子どもの貧困白
書編集委員会編

369.4||Ko 209003869

253 ミネルヴァ書房
よくわかる養護原理 第3版 (やわらかアカデ
ミズム・「わかる」シリーズ)

山縣文治, 林浩
康編

369.4||Yo 209002991

254 医学書院 保健医療福祉くせものキーワード事典
保健医療福祉
キーワード研究
会著

369.9||Ho 209002472
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255 ナカニシヤ出版 福祉心理学を愉しむ 第3版
宮原和子, 宮原
英種著

369||Mi 209003560

256 ナカニシヤ出版
学校での効果的な援助をめざして : 学校心
理学の最前線

水野治久編 371.4||Ga 209003562

257 新曜社
発達をうながす教育心理学 : 大人はどうか
かわったらいいのか

山岸明子著 371.4||Ya 209002948

258 河出書房新社 子どもはなぜ嘘をつくのか
ポール・エクマン
著/菅靖彦訳

371.45||Ek 209003563

259 亜紀書房 フィンランドは教師の育て方がすごい 福田誠治著 372.3892||Fu 209002796

260 岩波書店
性教育裁判 : 七生養護学校事件が残したも
の (岩波ブックレット:no.765)

児玉勇二著 373.2||Ko 209003360

261 教育開発研究所
教育基本法改正論争史 : 改正で教育はどう
なる

市川昭午著 373.22||Ic 209002794

262 学芸出版社
子どもが道草できるまちづくり : 通学路の交
通問題を考える

仙田満, 上岡直
見編

374.92||Ko 209003707

263 教育出版
日本の算数・数学教育に学べ : 米国が注目
するjugyou kenkyuu

ジェームズ・W.ス
ティグラー, ジェー
ムズ・ヒーバート
著/湊三郎訳

375.41||St 209002596

264 太郎次郎社
中学・高校数学入門 復刻オンデマンド版 (遠
山啓著作集. 数学論シリーズ:1. 数学の展望
台:1)

遠山啓著 375.41||To||1 209002597

265
科学新興新社
フォーラム・A

高校生の数学力now : 2005年基礎学力調査
報告 2

東京理科大学数
学教育研究所編

375.414||Ko||2 209002689

266 かもがわ出版 どの子ものびる運動神経 小学生編
白石豊, 広瀬仁
美著

375.49||Sh 209002725

267 大修館書店 最新「授業書」方式による保健の授業
保健教材研究会
編

375.494||Sa 209002726

268 未來社 哲学と大学 (UTCP叢書:3) 西山雄二編 377.04||Te 209003862

269 丸善
大学生のための成功する勉強法 : タイムマ
ネジメントから論文作成まで

Rob Barnes [著]/
畠山雄二, 秋田カ
オリ訳

377.15||Ba 209003039

270 玉川大学出版部
専門職養成の日本的構造 (高等教育シリー
ズ:147)

橋本鉱市編著 377.21||Se 209004180

271 岩波書店 東京大学 : エリート養成機関の盛衰 橘木俊詔著 377.28||Ta 209003355
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272
丸善プラネット/
丸善株式会社出
版事業部 (発売)

大学改革と大学生協 : グローバル化の激流
のなかで

庄司興吉著 377.9||Sh 209003359

273 中経出版 就活格差 常見陽平著 377.9||Ts 209003368

274 世界思想社
現代モンゴル遊牧民の民族誌 : ポスト社会
主義を生きる

風戸真理著 382.227||Ka 209002693

275 古今書院 怪異の風景学 : 妖怪文化の民俗地理 佐々木高弘著 388||Sa 209003203

276 弘文堂
ネイティヴの人類学と民俗学 : 知の世界シス
テムと日本

桑山敬己著 389||Ku 209002242

277 新日本出版社 学問、楽しくなくちゃ 益川敏英著 407||Ma 209004177

278 岩波書店
新型インフルエンザ・クライシス 新版 (岩波
ブックレット:no.766)

外岡立人著 493.87||To 209003363

279 河出書房新社
日本の植民地建築 : 帝国に築かれたネット
ワーク (河出ブックス:006)

西澤泰彦著 523.2||Ni 209004178

280 岩波書店
農山村再生 : 「限界集落」問題を超えて (岩波
ブックレット:no.768)

小田切徳美著 611.921||Od 209004169

281 河出書房新社
読者はどこにいるのか : 書物の中の私たち
(河出ブックス:001)

石原千秋著 904||Is 209004168

282 文藝春秋 日本人の戦争 : 作家の日記を読む
ドナルド・キーン
著/角地幸男訳

910.263||Ke 209003345

283 岩波書店 加藤周一自選集 1: 1937-1954
加藤周一著/鷲巣
力編

918.68||Ka||1 209003974
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