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学生用人文系図書配架リスト（１月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 座右の古典 : 賢者の言葉に人生が変わる 鎌田浩毅著 東洋経済新報社 019.9||Ka 210005173

2 作家の値段 : 『新宝島』の夢 出久根達郎著 講談社 024.8||De 210005180

3
症例「狼男」/メタサイコロジー諸篇 : 1914-15
年 (フロイト全集:14)

[フロイト著]/新宮
一成 [ほか] 訳

岩波書店 146.13||Fr||14 210004849

4
残念な人の仕事の習慣 : 人間関係、段取
り、時間の使い方 (アスコムBOOKS:009)

山崎将志著 アスコム 159.4||Ya 210005013

5 新しい誤差論 : 実験データ解析法 吉澤康和著 共立出版 417.8||Yo 210004854

6
完全な人間を目指さなくてもよい理由 : 遺伝
子操作とエンハンスメントの倫理

マイケル・J・サン
デル著/林芳紀,
伊吹友秀訳

ナカニシヤ出版 490.15||Sa 210004838

7
その後の不自由 : 「嵐」のあとを生きる人たち
(シリーズケアをひらく)

上岡陽江, 大嶋
栄子著

医学書院 493.74||Ka 210004860

8
肥満と飢餓 : 世界フード・ビジネスの不幸の
システム

ラジ・パテル著/
佐久間智子訳

作品社 611.3||Pa 210004855

9
誰も知らない「名画の見方」 (小学館101ビ
ジュアル新書:V011. Art:1)

高階秀爾著 小学館 720.79||Ta 210004837

10 新運動の生理科学
小野三嗣, 成澤
三雄, 小野寺昇
著

朝倉書店 780.193||On 210005068

11
日本語おもしろい : 脳にウケるたのしい雑学
(Wide shinsho:118)

坪内忠太著 新講社 810||Ts 210004935

12 記者ハンドブック : 新聞用字用語集 第12版 共同通信社編著 共同通信社 816.07||Ki 210005129

13 そして、僕はOEDを読んだ
アモン・シェイ著/
田村幸誠訳

三省堂 833.1||Sh 210005179

14
Google英文ライティング : 英語がどんどん書
けるようになる本

遠田和子著
講談社インター
ナショナル

836||En 210005274

15
わたしは英国王に給仕した (世界文学全
集:3-01)

ボフミル・フラバ
ル著/阿部賢一
訳

河出書房新社 908||Se||3-01 210005176
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16
夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです :
村上春樹インタビュー集1997-2009

村上春樹著 文藝春秋 910.268||Mu 210004998

17 機械の仮病 秋田禎信著 文芸春秋 913.6||Ak 210005270

18 塩の街 有川浩著

メディアワークス
/角川グループ
パブリッシング
(発売)

913.6||Ar 210004927

19 チア男子!! 朝井リョウ著 集英社 913.6||As 210004921

20 半透明のラブレター Letter 1 春田モカ著 主婦の友社 913.6||Ha||1 210004928

21 半透明のラブレター Letter 2 春田モカ著 主婦の友社 913.6||Ha||2 210004929

22
もし高校野球の女子マネージャーがドラッ
カーの『マネジメント』を読んだら

岩崎夏海著 ダイヤモンド社 913.6||Iw 210004939

23 漂砂のうたう 木内昇著 集英社 913.6||Ki 210005264

24 月と蟹 道尾秀介著 文藝春秋 913.6||Mi 210005137

25 喜嶋先生の静かな世界 森博嗣著 講談社 913.6||Mo 210005269

26 暗黒童話 乙一著 集英社 913.6||Ot 210004930

27 KAGEROU 齋藤智裕著 ポプラ社 913.6||Sa 210004931

28 シズコさん 佐野洋子 [著] 新潮社 913.6||Sa 210005181

29 前夜の航跡 紫野貴李著 新潮社 913.6||Sh 210005273

30 琉璃玉の耳輪
津原泰水著/尾
崎翠原案

河出書房新社 913.6||Ts 210004924

31 カソウスキの行方 津村記久子著 講談社 913.6||Ts 210005142



3/3

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

32 恋愛中毒 (角川文庫:12503) 山本文緒[著] 角川書店 913.6||Ya 210004925

33 生き方の演習 : 若者たちへ 塩野七生著 朝日出版社 914.6||Sh 210005266

34
僕たちは世界を変えることができない。 :
But, we wanna build a school in Cambodia

葉田甲太著 小学館 916||Ha 210005275

35 37歳中卒東大生 ひろじぃ著 高陵社書店 916||Hi 210004920

36 新しい人生
オルハン・パムク
[著]/安達智英子
訳

藤原書店 929.573||Pa 210004859

37 最後だとわかっていたなら
ノーマ コーネット
マレック作/佐川
睦訳

サンクチュアリ・
パブリッシング

931.7||Ma 210004997

38
奇跡の生還へ導く人 : 極限状況の「サードマ
ン現象」

ジョン・ガイガー
[著]/伊豆原弓訳

新潮社 936||Ge 210004857

39 アシュリー : all about Ashley
アシュリー・ヘギ
著

フジテレビ出版/
扶桑社 (発売)

936||He 210004996

40
風をつかまえた少年 : 14歳だったぼくはたっ
たひとりで風力発電をつくった

ウィリアム・カム
クワンバ, ブライ
アン・ミーラー著/
田口俊樹訳

文藝春秋 936||Ka 210005182

41
もどってきたアミ : 小さな宇宙人 新装改訂
版

エンリケ・バリオ
ス著/石原彰二
訳/さくらももこ絵

徳間書店 963||Ba 210004926

42 薔薇の名前 上
ウンベルト・エー
コ著/河島英昭
訳

東京創元社 973||Ec||1 210004999

43 薔薇の名前 下
ウンベルト・エー
コ著/河島英昭
訳

東京創元社 973||Ec||2 210004923

44 バウドリーノ 上
ウンベルト・エー
コ [著]/堤康徳
訳

岩波書店 973||Ec||1 210005125

45 バウドリーノ 下
ウンベルト・エー
コ [著]/堤康徳
訳

岩波書店 973||Ec||2 210005126
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