
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 学ぶとはどういうことか 佐々木毅著 講談社 002||Sa 212001425

2 一般意志2.0 : ルソー、フロイト、グーグル 東浩紀著 講談社 007.3||Az 212001424

3
クラウドHACKS! : 同期と共有でラクチン・ノ
マドワークスタイル

小山龍介著 東洋経済新報社 007.5||Ko 212001472

4
本棚の中のニッポン : 海外の日本図書館と
日本研究

江上敏哲著 笠間書院 018.21||Eg 212001708

5 街場の読書論 内田樹著 太田出版 019.9||Uc 212002182

6
本の歴史文化図鑑 : ビジュアル版 : 5000年
の書物の力

マーティン・ライア
ンズ著/三芳康
義訳

柊風舎 020.2||Ly 212002195

7 博物館展示の研究 : 新装版 青木豊著 雄山閣 069.5||Ao 212001494

8
百姓たちの江戸時代 (ちくまプリマー新
書:110)

渡辺尚志著 筑摩書房 080||Ch||110 212002068

9
カルチュラル・スタディーズ入門 (ちくま新
書:261)

上野俊哉, 毛利
嘉孝著

筑摩書房 080||Ch||261 212002069

10 柳宗元詩選 (岩波文庫:赤(32)-043-1)
[柳宗元著]/下定
雅弘編訳

岩波書店 080||Iw||赤043-1 212001417

11
大江戸曲者列伝 太平の巻 (新潮新書:152,
156)

野口武彦著 新潮社 080||Sh||152 212002060

12
大江戸曲者列伝 幕末の巻 (新潮新書:152,
156)

野口武彦著 新潮社 080||Sh||156 212002061

13 幕末バトル・ロワイヤル (新潮新書:206) 野口武彦著 新潮社 080||Sh||206 212002063

14
井伊直弼の首 (新潮新書:252. 幕末バトル・
ロワイヤル)

野口武彦著 新潮社 080||Sh||252 212002058

15
天誅と新選組 (新潮新書:297. 幕末バトル・
ロワイヤル)

野口武彦著 新潮社 080||Sh||297 212002062

16
慶喜の捨て身 (新潮新書:408. 幕末バトル・
ロワイヤル)

野口武彦著 新潮社 080||Sh||408 212002059

学生用人文系図書配架リスト(8月)



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

17
勝海舟の腹芸 : 明治めちゃくちゃ物語 (新潮
新書:455)

野口武彦著 新潮社 080||Sh||455 212001450

18
本当は間違いばかりの「戦国史の常識」 (ソフ
トバンク新書:190)

八幡和郎著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||So||190 212002022

19 これが応用哲学だ!
戸田山和久, 美
濃正, 出口康夫
編

大隅書店 104||Ko 212001461

20 暇と退屈の倫理学 國分功一郎著 朝日出版社 104||Ko 212001467

21 心と世界
ジョン・マクダウェ
ル著/神崎繁 [ほ
か] 訳

勁草書房 104||Mc 212001364

22 世界の感覚と生の気分 栗原隆編 ナカニシヤ出版 104||Se 212002024

23
特集・社会の批評 (NHKブックス:別巻. 思想
地図:vol. 5)

東浩紀, 北田暁
大編

日本放送出版協
会

104||To 212002313

24
存在しないものに向かって : 志向性の論理と
形而上学

グレアム・プリー
スト著/久木田水
生, 藤川直也訳

勁草書房 111||Pr 212001495

25 論理トレーニング 新版 (哲学教科書シリーズ) 野矢茂樹著 産業図書 116||No 212002056

26
「ポスト・モダン」のまえに (講談社選書メチ
エ:513. 西洋哲学史:3)

神崎繁, 熊野純
彦, 鈴木泉編

講談社 130.2||Se||3 212001700

27
「哲学の現代」への回り道 (講談社選書メチ
エ:514. 西洋哲学史:4)

神崎繁, 熊野純
彦, 鈴木泉編

講談社 130.2||Te 212002052

28
深夜の赤信号は渡ってもいいか? : いま使え
る哲学スキル

富増章成著 さくら舎 130.4||To 212001328

29
存在の一義性を求めて : ドゥンス・スコトゥス
と13世紀の「知」の革命

山内志朗著 岩波書店 132.2||Ya 212001342

30 天使はなぜ堕落するのか : 中世哲学の興亡 八木雄二著 春秋社 132||Ya 212001352

31 純粋理性批判
イマヌエル・カント
[著]/熊野純彦訳

作品社 134.2||Ka 212001432

32 宇宙における人間の地位 (白水iクラシックス)
マックス・シェー
ラー著/亀井裕,
山本達訳

白水社 134.9||Sc 212001361

33
心理学論文の書き方 : 卒業論文や修士論文
を書くために 改訂新版

松井豊著 河出書房新社 140.7||Ma 212002038
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34 認知・学習心理学 (心理学研究の新世紀:1)
宮谷真人, 中條
和光編著

ミネルヴァ書房 140.8||Sh||1 212001331

35 社会心理学 (心理学研究の新世紀:2) 深田博己編著 ミネルヴァ書房 140.8||Sh||2 212001330

36 教育・発達心理学 (心理学研究の新世紀:3)
湯澤正通, 杉村
伸一郎, 前田健
一編著

ミネルヴァ書房 140.8||Sh||3 212001329

37 臨床心理学 (心理学研究の新世紀:4)
岡本祐子, 兒玉
憲一編著

ミネルヴァ書房 140.8||Sh||4 212001332

38
ジェンダーの心理学 : 心と行動への新しい視
座 (心理学の世界:専門編5)

鈴木淳子, 柏木
惠子共著

培風館 140.8||Sh||5 212002086

39 心理学概論 小川芳男著 北樹出版 140||Og 212002089

40 視覚心理入門 : 基礎から応用視覚まで
映像情報メディア
学会編

オーム社 141.21||Sh 212001327

41
The book of learning and forgetting : paper :
alk. paper

Frank Smith
Teachers
College Press

141.3||Sm 212002099

42 思い違いの法則
レイ・ハーバート
著/渡会圭子訳

インターシフト/
合同出版 (発売)

141.5||He 212001431

43
怒りのセルフコントロール : 感情への気づき
から効果的コミュニケーションスキルまで

マシュー・マッケ
イ, ピーター・D・ロ
ジャーズ, ジュディ
ス・マッケイ著/坂

明石書店 141.6||Mc 212002091

44 人を伸ばす力 : 内発と自律のすすめ
エドワード・L・デ
シ, リチャード・フ
ラスト著

新曜社 141.72||De 212002064

45 アイデンティティとライフサイクル
エリク・H・エリクソ
ン著/西平直, 中
島由恵訳

誠信書房 141.93||Er 212002322

46 アイデンティティとライフサイクル
エリク・H・エリクソ
ン著/西平直, 中
島由恵訳

誠信書房 141.93||Er 212002323

47
DaiGoメンタリズムvsDr.苫米地“脱洗脳" : す
べての「超能力」は再現できる!?

DaiGo, 苫米地英
人著

ヒカルランド 145.4||Da 212001407

48
精神分析入門講義 : 1915-17年 (フロイト全
集:15)

[フロイト著]/新宮
一成 [ほか] 訳

岩波書店 146.13||Fr||15 212001699

49 トラウマをヨーガで克服する

デイヴィッド・エ
マーソン, エリザ
ベス・ホッパー
[著]/伊藤久子訳

紀伊國屋書店 146.8||Em 212002417

50
マイクロカウンセリング技法 : 事例場面から
学ぶ

福原眞知子監修 風間書房 146.8||Ma 212001362
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51
マイクロカウンセリングの展開 : 日本マイクロ
カウンセリング学会/研究会の活動を通して

福原眞知子監
修・編集/日本マ
イクロカウンセリ
ング学会編

川島書店 146.8||Ma 212001459

52
マイクロカウンセリングの歩みと展望 : 日本マ
イクロカウンセリング研究会/学会の活動を通
して

福原眞知子監
修・編集/日本マ
イクロカウンセリ
ング学会編

川島書店 146.8||Ma 212001761

53 イラストとケースでわかるやさしくできる傾聴 中村有著 秀和システム 146.8||Na 212002251

54
それでも、家族は続く : カウンセリングの現場
で考える

信田さよ子著 NTT出版 146.8||No 212002418

55
超常現象の科学 : なぜ人は幽霊が見えるの
か

リチャード・ワイズ
マン著/木村博江
訳

文藝春秋 147||Wi 212002336

56 ジープ応用倫理学

ジープ [著]/広島
大学応用倫理学
プロジェクト研究
センター訳

丸善 150||Si 212002178

57 美しい朝で人生を変える 藤原美智子著 幻冬舎 159.6||Fu 212001702

58 100歳の金言 日野原重明著 ダイヤモンド社 159||Hi 212001403

59 疑え、常識。 川口淳一郎著
KKベストセラー
ズ

159||Ka 212002028

60 器
斎藤一人, 柴村
恵美子著

サンマーク出版 159||Sa 212002107

61 恐れない技術 (ソフトバンク文庫:サ-4-2) 桜井章一著
ソフトバンククリ
エイティブ

159||Sa 212002131

62
たかがピンチじゃないか : 人生の達人桐山靖
雄に学ぶ、強く生きる知恵

立川談四楼著 平河出版社 159||Ta 212001490

63 親から子へ語り継ぎたい日本の神話 伊東利和著
幻冬舎ルネッサ
ンス

164.1||It 212001421

64
問答と論争の仏教 : 宗教的コミュニケーショ
ンの射程 (竜谷大学仏教文化研究叢書:27)

マルティン・レップ,
井上善幸編

法藏館 180.4||Re 212002308

65
The teeth and claws of the Buddha :
monastic warriors and sōhei in Japanese
history : pbk

Mikael S.
Adolphson

University of
Hawaiʿi Press

182.1||Ad 212002352

66
Zen flesh, zen bones : a collection of Zen and
pre-Zen writings

compiled by Paul
Reps and Nyogen
Senzaki

Tuttle Publishing 188.8||Ze 212002221

67
禅が教えてくれる美しい人をつくる「所作」の
基本

枡野俊明著 幻冬舎 188.84||Ma 212001420
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68 超訳聖書古代ユダヤ賢人の言葉 石井希尚編訳
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

193||Ch 212001396

69 聖書 : 原文校訂による口語訳
フランシスコ会聖
書研究所訳注

サンパウロ 193||Se 212002510

70
文明の誕生 (筑摩選書:0040. 100のモノが語
る世界の歴史:1)

ニール・マクレ
ガー著/東郷えり
か訳

筑摩書房 209||Ma||1 212001464

71
帝国の興亡 (筑摩選書:0041. 100のモノが語
る世界の歴史:2)

ニール・マクレ
ガー著/東郷えり
か訳

筑摩書房 209||Ma||2 212001354

72 図録古文書入門事典 : 新装版 若尾俊平編著 柏書房 210.029||Zu 212001360

73 歴史が面白くなる東大のディープな日本史 相澤理著 中経出版 210.04||Ai 212001466

74
天武・持統天皇と律令国家 (同成社古代史選
書:7)

森田悌著 同成社 210.3||Mo 212001759

75
源氏物語の時代 : 一条天皇と后たちのもの
がたり (朝日選書:820)

山本淳子著 朝日新聞社 210.37||Ya 212002130

76 平清盛と後白河院 (角川選書:504) 元木泰雄著

角川学芸出版/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

210.38||Mo 212002343

77 泰平のしくみ : 江戸の行政と社会 藤田覚著 岩波書店 210.5||Fu 212001343

78 百姓たちの幕末維新 渡辺尚志著 草思社 210.58||Wa 212002018

79 赤紙と徴兵 : 105歳最後の兵事係の証言から 吉田敏浩著 彩流社 210.75||Yo 212002054

80
知れば知るほどおもしろい琉球王朝のすべて
: 沖縄の歴史と、王家・庶民の生活・文化まで

喜納大作著 : 上
里隆史著

河出書房新社 219.9||Ki 212002100

81 昭和天皇伝 伊藤之雄著 文藝春秋 288.41||It 212002185

82
三条天皇 : 心にもあらでうき世に長らへば (ミ
ネルヴァ日本評伝選)

倉本一宏著 ミネルヴァ書房 288.41||Ku 212001707

83 怨霊になった天皇 (小学館文庫:[た15-2]) 竹田恒泰著 小学館 288.41||Ta 212002179

84
徳川慶喜と渋沢栄一 : 最後の将軍に仕えた
最後の幕臣

安藤優一郎著
日本経済新聞出
版社

289.1||Sh 212001480
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85 英国王のスピーチ : 王室を救った男の記録

マーク・ローグ,
ピーター・コンラ
ディ著/安達まみ
訳

岩波書店 289.3||Ge 212001701

86
日本最高峰に登ります! (別冊山と溪谷:通巻
586号. 富士山ブック:2012)

 山と渓谷社 291.51||Fu||'12 212001351

87 雪男は向こうからやって来た 角幡唯介著 集英社 292.58||Ka 212001439

88 現代中国社会の基層構造 佐々木衞著 東方書店 302.22||Sa 212001471

89 社会は絶えず夢を見ている 大澤真幸著 朝日出版社 304||Os 212002080

90 徳川幕府県治要略 新装版 (青蛙選書:6) 安藤博編 青蛙房 322.15||To 212001458

91
グローバル経済に殺される韓国打ち勝つ日
本

三橋貴明著 徳間書店 332.21||Mi 212002508

92 開発人類学 : 基本と実践
リオール・ノラン
著/関根久雄 [ほ
か] 訳

古今書院 333.8||No 212002049

93
地頭力 (じあたまりょく) を鍛える : 問題解決
に活かす「フェルミ推定」

細谷功著 東洋経済新報社 336.2||Ho 212002084

94
課題設定の思考力 : 東大エグゼクティブ・マ
ネジメント

東大EMP, 横山禎
徳編

東京大学出版会 336.2||Ka 212001469

95
A short history of financial euphoria (Penguin
books)

John Kenneth
Galbraith

Whittle in
association with
Penguin

338.16||Ga 212002098

96
コミュニティ心理学への招待 : 基礎・展開・実
践

安藤延男著 新曜社 361.4||An 212002181

97
「イエス!」を引き出す50の秘訣 (影響力の武
器:実践編)

N.J. ゴールドスタ
イン, S.J. マーティ
ン, R.B. チャル
ディーニ著/高橋

誠信書房 361.4||Go 212001457

98 社会心理学 (カラー版徹底図解) 山岸俊男監修 新星出版社 361.4||Sh 212001397

99 現代コミュニティ心理学 : 理論と展開 植村勝彦著 東京大学出版会 361.4||Ue 212001358

100 知らないと恥ずかしいジェンダー入門 加藤秀一著 朝日新聞社 367.1||Ka 212002082

101
臨床家族心理学 : 現代社会とコミュニケー
ション

秋山邦久著 福村出版 367.3||Ak 212001363
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102
家族心理学 : 家族システムの発達と臨床的
援助 (有斐閣ブックス:[689])

中釜洋子 [ほか]
著

有斐閣 367.3||Ka 212001493

103
日本の男性の心理学 : もう1つのジェンダー
問題

柏木惠子, 高橋
惠子編

有斐閣 367.5||Ni 212002092

104 性同一性障害 : ジェンダー・医療・特例法
石田仁編著/田
端章明 [ほか] 著

御茶の水書房 367.9||Se 212001348

105
障害学にもとづくソーシャルワーク : 障害の
社会モデル

マイケル・オリ
バー, ボブ・サー
ペイ著/河口尚子
訳

金剛出版 369.27||Ol 212002043

106
開かれた学びへの出発 : 21世紀の学校の役
割 オンデマンド版 (子どもの発達と教育:6)

市川伸一著 金子書房 370.4||Ic 212002230

107
「分かったつもり」のしくみを探る : バフチンお
よびヴィゴツキー理論の観点から

田島充士著 ナカニシヤ出版 371.41||Ta 212002194

108
教育・心理系研究のためのデータ分析入門 :
理論と実践から学ぶSPSS活用法

平井明代編著 東京図書 371.8||Ky 212001357

109
「生きる力」を育む授業 : いま、教育改革に問
われるもの

武田忠著 新曜社 375.1||Ta 212001451

110
漢字指導の手引き : 学習指導要領準拠 第7
版

久米公編著 教育出版 375.87||Ku 212002041

111 英語教育熱 : 過熱心理を常識で冷ます 金谷憲著 研究社 375.893||Ka 212001346

112 英語教育を知る58の鍵 松村昌紀著 大修館書店 375.893||Ma 212002067

113 フリーダム・ライターズ

エリン・グルー
ウェルとフリーダ
ム・ライターズ作/
田中奈津子訳

講談社 376.453||Gr 212001423

114
How to study : suggestions for high school
and college students 3rd ed. / revised by
Diane M. Enerson : hbk

Arthur W.
Kornhauser

London/Universi
ty of Chicago
Press

377.15||Ko 212002234

115 ヤノマミ 国分拓著
日本放送出版協
会

382.62||Ko 212002085

116
Because we care : English for healthcare
professionals

Maki Inoue,
Tadashi Ihara 著

センゲージラー
ニング

490.7||In 212002021

117 世にも奇妙な人体実験の歴史
トレヴァー・ノート
ン著/赤根洋子訳

文藝春秋 490.75||No 212001489

118
知りたいことがすべてわかる筋肉のしくみと
はたらき : カラー完全図解

水嶋昭彦著 日本文芸社 491.169||Mi 212001481
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119
ケアリングとしての看護 : 新しい実践のため
のモデル

Anne Boykin,
Savina O.
Schoenhofer共著
/多田敏子, 谷岡

西日本法規出版 492.901||Bo 212002027

120
ファミリーナーシングプラクティス : 家族看護
の理論と実践

森山美知子, 鞠
子英雄著/森山
美知子編集

医学書院 492.99||Fa 212002033

121
なぜデザインが必要なのか : 世界を変えるイ
ノベーションの最前線

エレン・ラプトン
[ほか] 著/北村
陽子訳

英治出版 501.8||Na 212001412

122
バブルの物語 : 人々はなぜ「熱狂」を繰り返
すのか 新版

ジョン・K. ガルブ
レイス著/鈴木哲
太郎訳

ダイヤモンド社 676.7||Ga 212002023

123
日本のアーティストガイド&マップ : 現代アート
ファンのための新・定番!

美術手帖編 美術出版社 702.16||Ni 212001486

124 大地の芸術祭 北川フラム著

角川学芸出版/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

709.141||Ki 212001334

125
日本にこそ真の抽象絵画を育む風土がある
(和の抽象)

佐藤久三郎著 美術年鑑社 720.1||Sa 212001487

126 巨匠に学ぶ構図の基本 内田広由紀著
視覚デザイン研
究所

720.79||Uc 212001436

127
不朽の名画を読み解く : 見ておきたい西洋絵
画70選

宮下規久朗編著 ナツメ社 723.3||Fu 212001405

128
抽象水墨画入門 : 10大作家による描法と作
例100選 (秀作水墨画描法シリーズ:35)

全国水墨画美術
協会編著

秀作社出版 724.1||Ch 212001437

129
抽象画入門 : 視点が変わる気付きのテクニッ
ク

金子善明著 彩流社 724||Ka 212001350

130
まんがはいかにして映画になろうとしたか :
映画的手法の研究

大塚英志編著/
橋本英治 [ほか]
著

NTT出版 726.1||Ma 212002338

131 街場のマンガ論 内田樹著
小学館クリエイ
ティブ/小学館
(発売)

726.1||Uc 212002312

132
ピュリツァー賞受賞写真全記録 (ナショナルジ
オグラフィック)

ハル・ビュエル著
/河野純治訳

日経ナショナル
ジオグラフィック
社/日経BPマー
ケティング (発売)

748||Bu 212001479

133
大人のための音感トレーニング本 : 音楽理論
で「才能」の壁を越える! : 「音感コンプレックス
を克服したい大人たちのために」

友寄隆哉著
リットーミュージッ
ク

760.7||To 212001410

134
クラシックソムリエ検定公式テキスト : 世界で
一番わかりやすいクラシック音楽入門の本
(クラシックソムリエブック:vol.1)

 ぴあ 760||Ku 212001406

135
「クラシック音楽」はいつ終わったのか? : 音楽
史における第一次世界大戦の前後 (レク
チャー : 第一次世界大戦を考える)

岡田暁生著 人文書院 762.07||Ok 212001453



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

136 西洋音楽史 (河出文庫)
パウル・ベッカー
著/河上徹太郎
訳

河出書房新社 762.3||Be 212002037

137
よくわかる!西洋音楽史 : ジャンル別にみるク
ラシック音楽

長沼由美, 二藤
宏美著

ヤマハミュージッ
クメディア

762.3||Na 212001409

138 バロック以前の音楽 (西洋音楽史:1)
ルシアン・ジェン
キンズ著/松山響
子翻訳

学研パブリッシン
グ/学研マーケ
ティング (発売)

762.3||Se||1 212001414

139 バロックの音楽 (西洋音楽史:2)
クライヴ・アン
ガー=ハミルトン
著/市川純翻訳

学研パブリッシン
グ/学研マーケ
ティング (発売)

762.3||Se||2 212001413

140
バッハの音符たち : 池辺晋一郎の「新バッハ
考」

池辺晋一郎著 音楽之友社 762.34||Ik 212002034

141
教養としてのスポーツ科学 : アクティヴ・ライ
フの創出をめざして 改訂版

早稲田大学ス
ポーツ科学学術
院編

大修館書店 780.1||Ky 212002433

142
スポーツ選手と指導者のための体力・運動能
力測定法 : トレーニング科学の活用テクニッ
ク

鹿屋体育大学ス
ポーツトレーニン
グ教育研究セン
ター編/西薗秀嗣
著者代表

大修館書店 780.18||Su 212002325

143
健康づくりと競技力向上のためのスポーツ栄
養マネジメント

鈴木志保子著 日本医療企画 780.19||Su 212002435

144 スポーツ・エネルギー学序説 金子公宥著 杏林書院 780.193||Ka 212002342

145
からだを動かすしくみ : 運動生理学の基礎か
らトレーニングまで 第2版

中本哲, 井澤鉄
也, 若山章信著

杏林書院 780.193||Na 212002434

146
グアルディオラのサッカー哲学 : FCバルセロ
ナを世界一に導いた監督術

フアン・カルロス・
クベイロ, レオノー
ル・ガジャルド著/
今井健策訳

実業之日本社 783.47||Cu 212001704

147 上昇思考 : 幸せを感じるために大切なこと 長友佑都著
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

783.47||Na 212001698

148
ことばから文化へ : 文化がことばの中で息を
潜めている (開拓社言語・文化選書:18)

安井泉著 開拓社 801.03||Ya 212002039

149
語・文と文法カテゴリーの意味 (ひつじ意味論
講座:第1巻)

澤田治美編 ひつじ書房 801.08||Hi||1 212002025

150 主観性と主体性 (ひつじ意味論講座:第5巻) 澤田治美編 ひつじ書房 801.08||Hi||5 212002026

151 地球文字探険家 浅葉克己著 二玄社 801.1||As 212002183

152 翻訳に遊ぶ 木村榮一著 岩波書店 801.7||Ki 212002111



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

153 言語基礎論集
ノーム・チョムス
キー [著]/福井直
樹編訳

岩波書店 801||Ch 212001416

154 生成文法の企て (岩波現代文庫:学術 ; 253)

ノーム・チョムス
キー [著]/福井直
樹, 辻子美保子
訳

岩波書店 801||Ch 212002040

155
構文ネットワークと文法 : 認知文法論のアプ
ローチ (講座認知言語学のフロンティア:2)

尾谷昌則, 二枝
美津子著

研究社 801||Ko||2 212002048

156 日本語教育のための心理学
海保博之, 柏崎
秀子編著

新曜社 810.7||Ni 212001452

157 日本語を教えるための第二言語習得論入門 大関浩美著 くろしお出版 810.7||Oz 212002019

158
日本語教育の理論と実際 : 学習支援システ
ムの開発

田中望, 斎藤里
美著

大修館書店 810.7||Ta 212001762

159 コミュニケーションのための日本語・音声表現 加瀬次男著 学文社 810||Ka 212002451

160 漢文訓読入門
古田島洋介, 湯
城吉信著

明治書院 811.25||Ko 212001492

161 全訳漢辞海 第3版 机上版
佐藤進, 濱口富
士雄編

三省堂 813.2||Ze 212001434

162 下等百科辞典
尾佐竹猛著/礫
川全次校訂解題

批評社 813.9||Ka 212001485

163 日本語オノマトペ辞典 : 擬音語・擬態語4500 小野正弘編 小学館 813||Ni 212002346

164
評価される博士・修士・卒業論文の書き方・
考え方 9版

新堀聰著 同文舘出版 816.5||Ni 212001359

165
よくわかる卒論の書き方 (やわらかアカデミズ
ム・「わかる」シリーズ)

白井利明, 高橋
一郎著

ミネルヴァ書房 816.5||Sh 212001408

166
悪文 : 裏返し文章読本 (ちくま学芸文庫:[ナ
1-5])

中村明著 筑摩書房 816||Na 212002070

167 中国語はじめの一歩 最新2訂版
尹景春, 竹島毅
著

白水社 820.7||In 212002087

168 セレクト8 : 時事中国語 2012
三潴正道, 陳祖
蓓著

朝日出版社 820.7||Mi||'12 212002081

169
ゼロから学ぶ中国語 : 検定試験合格への道
のり

周一川, 郭海燕,
賈曦編著

同学社 820.7||Sh 212001473



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

170
中国語の基礎づくり 第2刷 (現代漢語基礎ス
リム版:1)

楊凱栄, 張麗群
著

白帝社 820.7||Yo 212002088

171 漢語大詞典 普及本
罗竹风主编/汉
语大词典编纂处
编

上海辞书出版社 823||Ka 212002374

172
中国語基本単語1400 : コミュニケーションの
ための

相原茂編 東方書店 824||Ch 212002445

173
つながる中国語文法 : 1週間で基本をざっくり
マスター

林松涛 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

825||Ri 212001404

174
合格奪取!中国語検定準4級トレーニングブッ
ク

戴暁旬著 アスク出版 826||Ta 212002446

175 読解コース 7刷 (系統的に学ぼう中国語:1) 顧明耀 [ほか] 著 白帝社 827||Ke||1 212001483

176 中級読解コース (系統的に学ぼう中国語:2) 顧明耀 [ほか] 著 白帝社 827||Ke||2 212001484

177
上達더하기(トハギ) : 慣用句・ことわざ・慣用
表現集 : 「ハングル」検定公式ガイドブック

ハングル能力検
定協会編著

ハングル能力検
定協会

829.1||Jo 212002177

178 A history of the English language 5th ed
Albert C. Baugh,
Thomas Cable

Prentice Hall 830.2||Ba 212002353

179
Challenging BBC on DVD : BBCドキュメンタ
リーに挑戦

森田彰 [ほか] 著 成美堂 830.7||Ch 212001455

180 Science in focus : 世界を見渡す科学の眼
Kevin Cleary, 野
崎嘉信, 松本和
子編著

成美堂 830.7||Cl 212001456

181
From daily topics to world issues : health &
environment from VOA

安波誠祐,
Richard S. lavin編
著

松柏社 830.7||Fr 212002180

182 Understanding English across cultures
本名信行, 竹下
裕子, James
D'Angelo著

金星堂 830.7||Ho 212001418

183 健康と食品ニュースで読む現代社会
小笠原真司 [ほ
か] 著

南雲堂 830.7||Ke 212001477

184
Journey to success : departing for a higher
score on the TOEIC test

Makoto Kurata,
Todd Thorpe,
Hitohiko Mimura

桐原書店 830.7||Ku 212002042

185 ビデオで視る世界の文化
John.S.Lander編
著

朝日出版社 830.7||La 212002071

186
J-Talk : conversation across cultures
Student Book

Linda Lee,
Kensaku Yoshida,
Steve Ziolkowski

Oxford
University Press

830.7||Le 212002200



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

187 Reading explorer 1 : student book Nancy Douglas
Heinle Cengage
Learning

830.7||Re||1 212002202

188 Reading explorer 2 : student book Nancy Douglas
Heinle Cengage
Learning

830.7||Re||2 212002193

189
さあ行こう　London！: サバイバル・イングリッ
シュ

ポール・スノード
ン, エミリー・キョ
ウコ・スノードン著

朝日出版社 830.7||Sn 212002076

190 Step into the world of science 原口治 [ほか] 著 朝日出版社 830.7||St 212002079

191 Synergy Student book plus 2

Adrian Tennant,
Clyde Fowle,
Simon Brewster,
Paul Davies,

Macmillan
LanguageHouse

830.7||Sy||2 212002198

192
Welcome to BBC on DVD : BBCドキュメンタ
リーの世界へようこそ

森田彰 [ほか] 著 成美堂 830.7||We 212001454

193
Messages from the globe : natinal geographic
multi-media reading course

Miwako
Yamashina,
Mitsuru
Yokoyama,
Yasuko Okino

センゲージラー
ニング

830.7||Ya 212002020

194
The next stage to the TOEIC test : CD-ROM
で学習するTOEICテスト 基礎編

鈴木薫 [ほか] 著 金星堂 830.79||Ne 212002044

195 TOEIC test : on target book 2
Rie Ooga ... [et
al.]/大賀リヱ [ほ
か] 著

南雲堂 830.79||To||2 212001478

196 理工系学生のための総合英語
深山晶子 [ほか]
編著

三修社 830||Ri 212002055

197 英語音声の基礎と聴解トレーニング
杉森幹彦, 大塚
朝美, 杉森直樹,
Paul Evans著

金星堂 831.1||Ei 212002046

198
写真で見るイギリス・リスニングの旅 改訂新
版

Terry O'Brien[ほ
か]著

南雲堂 831.1||Sh 212001476

199 大学で教える英文法 畠山雄二編 くろしお出版 835||Da 212001402

200
Fundamental English for college students :
parts of speech

竹前文夫 [ほか]
著

南雲堂 835||Fu 212001475

201 Write Better with Patterns
Yuri Komuro,
Braven Smillie

金星堂 836||Ko 212002045

202 文法を活かす英文ライティング入門
奥田隆一,
Anthony Allan著

金星堂 836||Ok 212001419

203
哲学者の世界像 [テキスト] (Seibido's English
texts)

S.E.. Frost, Jr.
[著]/永井誠編註

成美堂 837.7||Fr 212001760



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

204 Nice talking with you Student's book 1
Tom Kenny, Linda
Woo

Cambridge
University Press

837.8||Ke||1 212001241

205
ロック&ポップで楽しむ初級リスニング 改訂新
版

熊井信弘,
Stephen Timson
著

マクミランラン
ゲージハウス

837.8||Ku 212002029

206
英会話きちんとフレーズ100 : ネイティブなら
日本のきちんとした表現をこう言う : 誰もが本
当はこれを知りたかった新しい裏技

スティーブ・ソレイ
シィ, ロビン・ソレ
イシィ共著

アルク 837.8||So 212001400

207
VOA放送でマスターするアメリカ英語リスニン
グ v. 1

木塚晴夫著
マクミラン ラン
ゲージハウス

837||Ki||1 212002030

208
VOA放送でマスターするアメリカ英語リスニン
グ v. 2

木塚晴夫著
マクミラン ラン
ゲージハウス

837||Ki||2 212002031

209 Dialog : ドイツ語へのキックオフ Ver. 5 近藤弘 [ほか] 著 郁文堂 840.7||Di 212001411

210 モーツァルトとドイツ語を
牧野アンゲリカ,
宇野道義著

第三書房 840.7||Ma 212001763

211
System 15 neu : Deutsche Grammatik 新改
訂版

Y. Nishimoto, A.
Nishimoto, H.
Takada著

同学社 840.7||Ni 212001764

212 Hallo, Benni!
荻野蔵平, Andrea
Raab, 石井寿子
著

朝日出版社 840.7||Og 212002078

213 クロイツング・ネオ
小野寿美子, 中
川明博, 西巻丈
児著

朝日出版社 840.7||On 212002075

214
Meine Deutschstunde mit DVD Auf geht's
nach Berlin!

Tomoaki Seino 朝日出版社 840.7||Se 212002077

215 ダンケ・シェーン,ドレスデン! 識名章喜著 白水社 840.7||Sh 212001482

216 ウニ-プラッツ(大学広場)

Mechthild
Duppel-
Takayama, 板倉
歌編

同学社 840.7||Un 212001398

217 ようこそファンタジーの世界へ

Mechthild
Duppel-
Takayama, 小林
和貴子, Thomas

同学社 840.7||Yo 212001474

218 ユネスコ世界遺産で学ぶドイツ語
荻野蔵平, Andrea
Raab著

朝日出版 845||Og 212001355

219
Wera und Werner : Der Alltag der deutschen
Jugend 新改訂版

Susumu Zaima,
Randolf Jessl著

朝日出版社 845||Za 212002072

220 サンプルマン 阿南婦美代著 第三書房 850.7||An 212001462



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

221 Le français au quotidien 改訂版 [1]
沼田五十六 [ほ
か] 著

朝日出版社 850.7||Fr||1 212002073

222 Le français au quotidien 改訂版 2
沼田五十六 [ほ
か] 著

朝日出版社 850.7||Fr||2 212002074

223
The language of drama : critical theory and
practice (The Language of literature)

David Birch
St. Martin's
Press

901.2||Bi 212002354

224 The language of fiction : pbk (Intertext) Keith Sanger Routledge 901.3||Sa 212002357

225
文学とテクノロジー : 疎外されたヴィジョン
(高山宏セレクション「異貌の人文学」)

ワイリー・サイ
ファー著/野島秀
勝訳

白水社 902.06||Sy 212002252

226 会社員とは何者か? : 会社員小説をめぐって 伊井直行著 講談社 902.3||Ii 212002401

227 池澤夏樹の世界文学リミックス 完全版 池澤夏樹著 河出書房新社 904||Ik 212001333

228 いにしへの香り : 古典にみる「にほひ」の世界 樋口百合子著 淡交社 910.23||Hi 212001463

229 丁寧に読む古典 小松英雄著 笠間書院 910.23||Ko 212001415

230
古典籍研究ガイダンス : 王朝文学をよむため
に

人間文化研究機
構国文学研究資
料館編

笠間書院 910.23||Ko 212002220

231
私が源氏物語を書いたわけ : 紫式部ひとり語
り

山本淳子著

角川学芸出版/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

910.23||Ya 212002105

232
小説的思考のススメ : 「気になる部分」だらけ
の日本文学

阿部公彦著 東京大学出版会 910.26||Ab 212001470

233 近代小説の表現機構 安藤宏著 岩波書店 910.26||An 212001336

234 郊外の文学誌 (岩波現代文庫:文芸 ; 195) 川本三郎著 岩波書店 910.26||Ka 212002403

235 現代文学論争 (筑摩選書:0004) 小谷野敦著 筑摩書房 910.26||Ko 212002402

236 妊娠小説 (ちくま文庫) 斎藤美奈子著 筑摩書房 910.26||Sa 212002406

237 大正の作家たち (新・日本文壇史:第2巻) 川西政明著 岩波書店 910.26||Sh||2 212001344



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

238 昭和文壇の形成 (新・日本文壇史:第3巻) 川西政明著 岩波書店 910.26||Sh||3 212001340

239
プロレタリア文学の人々 (新・日本文壇史:第4
巻)

川西政明著 岩波書店 910.26||Sh||4 212001335

240 昭和モダンと転向 (新・日本文壇史:第5巻) 川西政明著 岩波書店 910.26||Sh||5 212001339

241
文士の戦争、日本とアジア (新・日本文壇史:
第6巻)

川西政明著 岩波書店 910.26||Sh||6 212001345

242 戦後文学の誕生 (新・日本文壇史:第7巻) 川西政明著 岩波書店 910.26||Sh||7 212001341

243 女性作家の世界 (新・日本文壇史:第8巻) 川西政明著 岩波書店 910.26||Sh||8 212001338

244 スポーツする文学 : 1920-30年代の文化詩学
疋田雅昭, 日高
佳紀, 日比嘉高
編著

青弓社 910.263||Su 212002263

245 村上春樹と小説の現在
日本近代文学会
関西支部編

和泉書院 910.268||Mu 212002398

246 澁澤龍彦との旅 澁澤龍子著 白水社 910.268||Sh 212002109

247 もういちど村上春樹にご用心 内田樹著
アルテスパブリッ
シング

910.268||Uc 212002400

248
楽しくわかる万葉集 (図解雑学 : 絵と文章で
わかりやすい!)

中西進監修 ナツメ社 911.12||Ta 212002104

249
窪田空穂と万葉集 : 亡き母挽歌と富士関係
歌 (新典社選書:45)

鈴木武晴著 新典社 911.162||Su 212002129

250 引き算の美学 : もの言わぬ国の文化力 黛まどか著 毎日新聞社 911.304||Ma 212001491

251 現代語古事記 竹田恒泰著
学研パブリッシン
グ/学研マーケ
ティング(発売)

913.2||Ta 212002448

252 私のいない高校 青木淳悟著 講談社 913.6||Ao 212002051

253 ひなこまち 畠中恵著 新潮社 913.6||Ha 212001703

254 推理小説 秦建日子著 河出書房新社 913.6||Ha 212001709



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

255 アンフェアな月 (刑事雪平夏見) 秦建日子著 河出書房新社 913.6||Ha 212001710

256 殺してもいい命 (刑事雪平夏見) 秦建日子著 河出書房新社 913.6||Ha 212002102

257 愛娘にさよならを (刑事雪平夏見) 秦建日子著 河出書房新社 913.6||Ha 212002103

258 赤の他人の瓜二つ 磯崎憲一郎著 講談社 913.6||Is 212001349

259 夜の国のクーパー 伊坂幸太郎著 東京創元社 913.6||Is 212001697

260 ツリーハウス 角田光代著 文藝春秋 913.6||Ka 212001488

261 トリップ (光文社文庫:[か42-1]) 角田光代著 光文社 913.6||Ka 212002050

262 曾根崎心中
角田光代著/近
松門左衛門原作

リトルモア 913.6||Ka 212002106

263 鴨か虎か 丸太たぼ吉著 プレジデント社 913.6||Ma 212002108

264 魔王の愛 宮内勝典著 新潮社 913.6||Mi 212001449

265 清須会議 三谷幸喜著 幻冬舎 913.6||Mi 212001705

266 ぬるい毒 本谷有希子著 新潮社 913.6||Mo 212001444

267 地の底のヤマ 西村健著 講談社 913.6||Ni 212001429

268 地のはてから 上 乃南アサ著 講談社 913.6||No||1 212001428

269 地のはてから 下 乃南アサ著 講談社 913.6||No||2 212001427

270 あとより恋の責めくれば : 御家人南畝先生 竹田真砂子著 集英社 913.6||Ta 212001438

271 雪の練習生 多和田葉子著 新潮社 913.6||Ta 212001447



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

272 遍路みち 津村節子著 講談社 913.6||Ts 212001430

273 鍵のない夢を見る 辻村深月著 文藝春秋 913.6||Ts 212001706

274 花物語 上 (河出文庫) 吉屋信子著 河出書房新社 913.6||Yo||1 212002036

275 花物語 下 (河出文庫) 吉屋信子著 河出書房新社 913.6||Yo||2 212002035

276 会えなかった人 由井鮎彦著 筑摩書房 913.6||Yu 212001465

277 文学で考える「仕事」の百年
飯田祐子, 日高
佳紀, 日比嘉高
編

双文社出版 913.68||Bu 212001460

278 猫の王国 (大人の本棚) 北條文緒 [著] みすず書房 914.6||Ho 212002032

279 言葉を生きる 片岡義男著 岩波書店 914.6||Ka 212001337

280
三日月とクロワッサン : 宇宙物理学者の天文
学的人生論

須藤靖著 毎日新聞社 914.6||Su 212002090

281 渡りの足跡 梨木香歩 [著] 新潮社 915.6||Na 212001448

282
日々、生まれ変わる : 人生に大輪の花を咲
かせるための“七つの力"

我喜屋優著 光文社 916||Ga 212002101

283 何でも見てやろう (小田実全集:評論 ; 第1巻) 小田実 [著]
講談社/復刊ドッ
トコム (発売)

918.68||Od 212001426

284 張愛玲 : 愛と生と文学 池上貞子著 東方書店 920.278||Ik 212002083

285
Judge Bao and the rule of law : eight ballad-
stories from the period 1250-1450

[translated by]
Wilt L. Idema

World Scientific 921.5||Ju 212002356

286 ブラッドベリ、自作を語る
レイ・ブラッドベリ,
サム・ウェラー著/
小川高義訳

晶文社 930.278||Br 212002110

287 グローバリズム出づる処の殺人者より
アラヴィンド・ア
ディガ著/鈴木恵
訳

文藝春秋 933.7||Ad 212002184

288 海に帰る日 (新潮クレスト・ブックス)
ジョン・バンヴィル
著/村松潔訳

新潮社 933.7||Ba 212001445



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

289 喪失の響き (ハヤカワepiブック・プラネット)
キラン・デサイ著/
谷崎由依訳

早川書房 933.7||De 212002066

290 あの川のほとりで 上
ジョン・アーヴィン
グ著/小竹由美子
訳

新潮社 933.7||Ir||1 212001441

291 あの川のほとりで 下
ジョン・アーヴィン
グ著/小竹由美子
訳

新潮社 933.7||Ir||2 212001440

292
ピンチョンの『逆光』を読む : 空間と時間、光と
闇

木原善彦著 世界思想社 933.7||Ki 212002065

293
老首長の国 : ドリス・レッシングアフリカ小説
集

ドリス・レッシング
著/青柳伸子訳

作品社 933.7||Le 212001433

294
ヴァインランド (Thomas Pynchon complete
collection:1990)

トマス・ピンチョン
著/佐藤良明訳

新潮社 933.7||Py 212001442

295
LAヴァイス (Thomas Pynchon complete
collection:2009)

トマス・ピンチョン
著/栩木玲子, 佐
藤良明訳

新潮社 933.7||Py 212001443

296 ブルックリン (ExLibris)
コルム・トビーン
著/栩木伸明訳

白水社 933.7||To 212002437

297 Introduction to satire

Leonard
Feinberg/with a
new introduction
by Don L. Nilsen

Pilgrims Process 937||Fe 212002355

298 旅するアメリカ文学名作126
青山南編/長崎
訓子画

エスクァイアマガ
ジンジャパン/ア
クセス・パブリッ
シング (発売)

938||Ta 212001399

299 死者の子供たち

エルフリーデ・イェ
リネク著/中込啓
子, 須永恆雄, 岡
本和子訳

鳥影社・ロゴス企
画

943.7||Je 212001356

300 したい気分
E.イェリネク著/中
込啓子, リタ・ブ
リール訳

鳥影社・ロゴス企
画部

943.7||Je 212001468

301 悲しみのゴンドラ 増補版
トーマス・トランス
トロンメル著/エイ
コ・デューク訳

思潮社 949.81||Tr 212001435

302 仔羊の頭
フランシスコ・アヤ
ラ著/松本健二,
丸田千花子訳

現代企画室 963||Ay 212001422

303 黄色い雨
フリオ・リャマサー
レス著/木村榮一
訳

ヴィレッジブック
ス

963||Ll 212001401

304 愛のパレード
セルヒオ・ピトル
著/大西亮訳

現代企画室 963||Pi 212001347

305 都会と犬ども
マリオ・バルガス=
リョサ著/杉山晃
訳

新潮社 963||Va 212001353
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306 世界終末戦争
マリオ・バルガス=
リョサ著/旦敬介
訳

新潮社 963||Va 212001446

307 チャパーエフと空虚
ヴィクトル・ペレー
ヴィン著/三浦岳
訳

群像社 983||Pe 212002047

308 あまりにも騒がしい孤独 (東欧の想像力:2)
ボフミル・フラバ
ル著/石川達夫
訳

松籟社 989.53||Hr 212002057

309 運命ではなく
ケルテース・イム
レ著/岩崎悦子訳

国書刊行会 993.73||Ke 212002053


