
学生用人文系図書リスト（1月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 「絵のある」岩波文庫への招待 : 名著再会 坂崎重盛著 芸術新聞社 019||Sa 211005375

2 Get back, SUB! : あるリトル・マガジンの魂 北沢夏音著 本の雑誌社 021.43||Ki 211005456

3 分析哲学入門 (講談社選書メチエ:517) 八木沢敬著 講談社 116.3||Ya 211005326

4 ピュタゴラスの音楽
キティ・ファーガソ
ン著/柴田裕之
訳

白水社 131.1||Fe 211005450

5 心理学 第4版
鹿取廣人, 杉本
敏夫, 鳥居修晃
編

東京大学出版会 140||Sh 211005449

6 スピリチュアリティのゆくえ (若者の気分) 堀江宗正著 岩波書店 147||Ho 211005454

7
今日が「最後の1日」だとしたら、今の仕事で
良かったですか?

中村将人著 経済界 159.4||Na 211005415

8
「私(わたし)らしい」幸せが必ず見つかる笑
顔の魔法 (プレイブックス:P-933)

のさかれいこ著 青春出版社 159||No 211005417

9 怒るのをやめると奇跡が起こる 佳川奈未著 講談社 159||Yo 211005416

10 職業は武装解除 瀬谷ルミ子著 朝日新聞出版 319.8||Se 211005360

11 ローエングリン (オペラ対訳ライブラリー)
ワーグナー [作
曲]/高辻知義訳

音楽之友社 766.1||Wa 211005407

12 かんさい絵ことば辞典
ニシワキタダシ
著/早川卓馬コラ
ム

ピエ・ブックス 818.6||Ka 211005455

13 いまファンタジーにできること
アーシュラ・K・ル
=グウィン著/谷
垣暁美訳

河出書房新社 901.3||Le 211005338

14
昔男の青春 : 「伊勢物語」初段～16段の読
み方 (新典社新書:45)

妹尾好信著 新典社 913.32||Se 211005406

15 道化師の蝶 円城塔 講談社 913.6||En 211005475
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16 蜩ノ記 葉室麟著 祥伝社 913.6||Ha 211005496

17 もう誘拐なんてしない (文春文庫:[ひ-23-1]) 東川篤哉著 文藝春秋 913.6||Hi 211005327

18 半島へ 稲葉真弓著 講談社 913.6||In 211005405

19
死化粧(エンゼルメイク) : 最期の看取り (宝
島社文庫:[Cこ-2-1])

小林光恵著 宝島社 913.6||Ko 211005431

20
クロスファイア 上 (光文社文庫. 光文社文庫
プレミアム)

宮部みゆき著 光文社 913.6||Mi||1 211005434

21
クロスファイア 下 (光文社文庫. 光文社文庫
プレミアム)

宮部みゆき著 光文社 913.6||Mi||2 211005435

22 放蕩記 村山由佳著 集英社 913.6||Mu 211005374

23 あ・うん : 新装版 (文春文庫:[む-1-20]) 向田邦子著 文芸春秋 913.6||Mu 211005432

24
学園の一番長い日 (カドカワ銀のさじシリー
ズ. RDG : レッドデータガール:5)

荻原規子 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

913.6||Og 211005408

25 桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活 奥泉光著 文藝春秋 913.6||Ok 211005409

26 ジェントルマン 山田詠美著 講談社 913.6||Ya 211005296

27 獅子頭 (シーズトォ) 楊逸著 朝日新聞出版 913.6||Ya 211005452

28 一升桝の度量 池波正太郎著 幻戯書房 914.6||Ik 211005373

29 猫怪々 加門七海著 集英社 914.6||Ka 211005414

30
私たちは幸せになるために生まれてきた :
「願生」という生き方

朴慶南著 毎日新聞社 914.6||Pa 211005411

31 ポーカー・フェース 沢木耕太郎著 新潮社 914.6||Sa 211005412
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32 変わらざるもの (PHP文芸文庫)
フィリップ・カー著
/柳沢伸洋訳

PHP研究所 933.7||Ke 211005451

33 よくできた女 (ひと) (Lettres)
バーバラ・ピム
[著]/芦津かおり
訳

みすず書房 933.7||Py 211005410

34 帰還の謎
ダニー・ラフェリ
エール [著]/小
倉和子訳

藤原書店 953.7||La 211005453

35 出世をしない秘訣 : でくのぼう考 改訂新版

ジャン=ポール・
ラクロワ著/アン
リ・モニエ挿絵/
椎名其二訳

こぶし書房 957||La 211005413

36 パステルナーク全抒情詩集
ボリース・パステ
ルナーク著/工藤
正廣訳

未知谷 981||Pa 211005339
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