
学生用人文系図書配架リスト（７月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
つながる図書館・博物館・文書館 : デジタル
化時代の知の基盤づくりへ

石川徹也, 根本
彰, 吉見俊哉編

東京大学出版会 015.7||Ts 211001390

2
21世紀の哲学史 : 明日をひらく知のメッセー
ジ

伊藤周史, 齋藤
直樹, 菅原潤編

昭和堂 102||Ni 211001387

3
中国が読んだ現代思想 : サルトルからデリ
ダ、シュミット、ロールズまで (講談社選書メ
チエ:501)

王前著 講談社 125.9||Oz 211001270

4 ピタゴラス的生き方 (西洋古典叢書)
イアンブリコス
[著]/水地宗明
訳

京都大学学術出
版会

131.1||Ia 211001389

5 生態学的知覚システム : 感性をとらえなおす

J.J.ギブソン著/
佐々木正人, 古
山宣洋, 三嶋博
之監訳

東京大学出版会 141.27||Gi 211001386

6 言語力 : 認知と意味の心理学 藤澤伸介著 新曜社 141.51||Fu 211001053

7 20代にやっておいてよかったこと 中谷彰宏著 PHP研究所 159.7||Na 211001175

8 部屋を見れば未来がわかる! 舛田光洋著 サンマーク出版 159||Ma 211001181

9
「折れない心」をつくるたった1つの習慣 (プレ
イブックス:P-919)

植西聰著 青春出版社 159||Ue 211001187

10
ギリシア・ローマ神話人物記 : 絵画と家系図
で描く100人の物語 : 図説

マルコム・デイ著
/山崎正浩訳

創元社 164.31||Da 211001188

11 にほんよいくに 葉室頼昭著
冨山房インター
ナショナル

174||Ha 211001182

12
内臓の発見 : 西洋美術における身体とイ
メージ (筑摩選書:0018)

小池寿子著 筑摩書房 702.3||Ko 211001054

13
官民協働の文化政策 : 人材・資金・場 (文化
とまちづくり叢書)

松本茂章著 水曜社 709.1||Ma 211001180

14
フェルメールの光とラ・トゥールの焔 : 「闇」の
西洋絵画史 (小学館101ビジュアル新
書:V014)

宮下規久朗著 小学館 723.05||Mi 211001051

15
骨と筋肉がわかる人体ポーズ集 : 動く美術
解剖図

佐藤良孝著
廣済堂あかつき
株式会社出版事
業部

726.107||Sa 211001384
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16 識字の社会言語学
かどやひでのり,
あべやすし編

生活書院 810.1||Sh 211001394

17 モーセと日本 花田洋著 文芸社 810.29||Ha 211001393

18
ウェブによる情報収集 (講座ITと日本語研
究:7)

荻野綱男, 田野
村忠温編

明治書院 810.7||Ko||7 211001385

19
ゼロからわかる大学生のためのレポート・論
文の書き方

石井一成著 ナツメ社 816.5||Is 211001268

20 縦横無尽の文章レッスン 村田喜代子著 朝日新聞出版 816||Mu 211001052

21
150字からはじめる「うまい」と言われる文章
の書き方

高橋フミアキ著 日本実業出版社 816||Ta 211001183

22 下流の宴 林真理子著 毎日新聞社 913.6||Ha 211001055

23 真夏の方程式 東野圭吾著 文藝春秋 913.6||Hi 211001271

24 なずな 堀江敏幸著 集英社 913.6||Ho 211001269

25 永遠の0 百田尚樹著 太田出版 913.6||Hy 211001177

26 こちらあみ子 今村夏子著 筑摩書房 913.6||Im 211001228

27 ふがいない僕は空を見た 窪美澄 [著] 新潮社 913.6||Ku 211001056

28 デカルコマニア 長野まゆみ著 新潮社 913.6||Na 211001057

29 僕は、そして僕たちはどう生きるか 梨木香歩著 理論社 913.6||Na 211001186

30 黄色い目の魚 佐藤多佳子著 新潮社 913.6||Sa 211001178

31 アンダスタンド・メイビー 上 島本理生著 中央公論新社 913.6||Sh||1 211001184
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32 アンダスタンド・メイビー 下 島本理生著 中央公論新社 913.6||Sh||2 211001189

33 さらば友よ (三谷幸喜のありふれた生活:9) 三谷幸喜著 朝日新聞出版 914.6||Mi 211001213

34
アカルイミライ : 何も起こらない平穏な日々
は幸せすぎて平和すぎて気づかないことが
多いけれど、やっぱり素晴らしい。

紫舟書画 芸術生活社 914.6||Sh 211001352

35
最終講義 : 生き延びるための六講 (Art of
living生きる技術!叢書)

内田樹著 技術評論社 914.6||Uc 211001388

36
心を整える。 : 勝利をたぐり寄せるための56
の習慣

長谷部誠著 幻冬舎 916||Ha 211001392

37
オスカー・ワオの短く凄まじい人生 (新潮クレ
スト・ブックス)

ジュノ・ディアス
著/都甲幸治, 久
保尚美訳

新潮社 933.7||Di 211001179

38 アンダー・ザ・ドーム 上
スティーヴン・キ
ング著/白石朗
訳

文藝春秋 933.7||Ki||1 211001176

39 アンダー・ザ・ドーム 下
スティーヴン・キ
ング著/白石朗
訳

文藝春秋 933.7||Ki||2 211001250

40 忘れられた花園 下
ケイト・モートン
著/青木純子訳

東京創元社 933.7||Mo||2 211001391

41 オリーヴ・キタリッジの生活
エリザベス・スト
ラウト著/小川高
義訳

早川書房 933.7||St 211001395

42 ブロデックの報告書
フィリップ・クロー
デル [著]/高橋
啓訳

みすず書房 953.7||Cl 211001185

43 煙滅 (フィクションの楽しみ)
ジョルジュ・ペ
レック著/塩塚秀
一郎訳

水声社 953.7||Pe 211001396
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