
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
図書館空間のデザイン : デジタル化社会の
知の蓄積

益子一彦著 丸善出版 012||Ma 212002775

2
少年少女昭和ミステリ美術館 : 表紙でみる
ジュニア・ミステリの世界

森英俊, 野村宏
平編著

平凡社 022.57||Mo 212002796

3 新訳ラーマーヤナ 1 (東洋文庫:820, 822)
ヴァールミーキ
[著]/中村了昭訳

平凡社 080||To||820 212003169

4 新訳ラーマーヤナ 2 (東洋文庫:820, 822)
ヴァールミーキ
[著]/中村了昭訳

平凡社 080||To||822 212003170

5 時間と空間をめぐる12の謎

ロビン・レ・ペド
ヴィン [著]/植村
恒一郎, 島田協
子訳

岩波書店 112||Le 212003198

6
世界冷戦のなかの選択 : 内戦から社会主義
建設へ (新編原典中国近代思想史:第7巻)

砂山幸雄責任編
集/中村元哉編
集協力

岩波書店 122.08||Sh||7 212003117

7
プラトニズム講義・4講 (シリーズ・ギリシア哲
学講義:2)

日下部吉信著 晃洋書房 131||Ku||2 212002762

8
真理の勇気 : コレージュ・ド・フランス講義
1983-1984年度 (ミシェル・フーコー講義集
成:13. 自己と他者の統治:2)

ミシェル・フー
コー著/慎改康之
訳

筑摩書房 135.57||Fo 212003215

9
心理検査の実施の初歩 (心理学基礎演
習:vol.5)

願興寺礼子, 吉
住隆弘編

ナカニシヤ出版 140.7||Sh 212003161

10 犯罪心理学 (朝倉心理学講座:18) 越智啓太編 朝倉書店 140.8||As||18 212003111

11
図で理解する発達 : 新しい発達心理学への
招待

川島一夫, 渡辺
弥生編著/加藤
正晴 [ほか著]

福村出版 143||Zu 212002959

12
図で理解する発達 : 新しい発達心理学への
招待

川島一夫, 渡辺
弥生編著/加藤
正晴 [ほか著]

福村出版 143||Zu 212002960

13
脳はすすんでだまされたがる : マジックが解
き明かす錯覚の不思議

スティーヴン・L・
マクニック, スサ
ナ・マルティネス=
コンデ, サンドラ・

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

145.5||Ma 212002909

14
わかりやすいMMPI活用ハンドブック : 施行
から臨床応用まで

野呂浩史, 荒川
和歌子, 井手正
吾編集

金剛出版 146.3||Wa 212003139

15 仏教心理学キーワード事典
井上ウィマラ, 葛
西賢太, 加藤博
己編

春秋社 180.36||Bu 212002792

16
戦後史の正体 : 1945-2012 (「戦後再発見」
双書:1)

孫崎享著 創元社 210.76||Se||1 212002769

学生用人文系図書配架リスト(9月)
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17 メディアと知識人 : 清水幾太郎の覇権と忘却 竹内洋著 中央公論新社 311.21||Ta 212002760

18
藻谷浩介さん、経済成長がなければ僕たち
は幸せになれないのでしょうか?

藻谷浩介, 山崎
亮著

学芸出版社 332.107||Mo 212002563

19 キャリアデザインとコミュニケーション
岩波薫, 峯滝和
典著

創成社 366.29||Iw 212002761

20 「辺境」からはじまる : 東京/東北論
赤坂憲雄, 小熊
英二編著/山下
祐介 [ほか執筆]

明石書店 369.31||He 212002763

21
大学時代を後悔しないための52のリスト : 1、
2年はあっという間!就職活動で困らないため
に!

田口久人著 さくら舎 377.9||Ta 212002564

22
学習者と教育者のための自己主導型学習ガ
イド : ともに創る学習のすすめ オンデマンド
版

マルカム・S. ノー
ルズ著/京都大学
SDL研究会訳

明石書店 379.4||Kn 212002811

23 脱原子力国家への道 (叢書震災と社会) 吉岡斉 [著] 岩波書店 543.5||Yo 212002791

24
10年後浮かぶ業界沈む業界 (会社四季報業
界地図シリーズ)

東洋経済新報社
編

東洋経済新報社 602.1||Ju 212002558

25 Nacht (Die ewige Heimat:CD1)  Shueisha 760||CD||2978 212003053

26 Zwielicht (Die ewige Heimat:CD2)  Shueisha 760||CD||2979 212003054

27 Mittag (Die ewige Heimat:CD3)  Shueisha 760||CD||2980 212003055

28 Abendglanz (Die ewige Heimat:CD4-CD5)  Shueisha 760||CD||2981-2982 212003056

29
子どもの歌の文化史 : 二○世紀前半期の日
本 再版増補

岩井正浩著 第一書房 767.7||Iw 212003152

30
戦後前衛映画と文学 : 安部公房 × 勅使河
原宏

友田義行著 人文書院 778.21||To 212003209

31 Anpo : 著作権処理済 (Uplink DVD collection)
a film by Linda
Hoaglund

アップリンク (発
売・販売)

778||DVD||1621 212003057

32 エターナル・サンシャイン

ミシェル・ゴンド
リー監督/チャー
リー・カウフマン
脚本

アーティストフィ
ルム/スタイル
ジャム (発売)/ス
タイルジャム (販

778||DVD||1622 212003058

33 健康づくりトレーニングハンドブック
進藤宗洋, 田中
宏暁, 田中守編
集

朝倉書店 780.19||Ke 212003112
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34 スポーツ・運動生理学概説
山地啓司, 大築
立志, 田中宏暁
編著

明和出版 780.193||Su 212003182

35 経済言語学論考 : 言語・方言・敬語の値打ち 井上史雄著 明治書院 801.03||In 212003175

36 街場の文体論 内田樹著 ミシマ社 801.6||Uc 212002766

37
ケータイ化する日本語 : モバイル時代の“感
じる" “伝える" “考える"

佐藤健二著 大修館書店 810.1||Sa 212002559

38 日本語研究の12章 再版 上野善道監修 明治書院 810.4||Ni 212003177

39 古典基礎語辞典 大野晋編

角川学芸出版/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

813.6||Ko 212002795

40 擬音語・擬態語辞典 天沼寧編 東京堂出版 814.033||Gi 212002776

41 東京ことば辞典 金端伸江編 明治書院 818.36||To 212002794

42 社会方言学論考 : 新方言の基盤 井上史雄著 明治書院 818||In 212003176

43
1700对近义词语用法对比 (外国人学汉语工
具书. Chinese reference series for
foreigners)

杨寄洲, 贾永芬
编著

北京语言大学出
版社

823||Yo 212002743

44 Essential grammar for the TOEIC test 第2版
島本たい子, 宮野
智靖, Jodi
Flowers著

マクミランラン
ゲージハウス

830.79||Sh 212002548

45 文学と文学理論
ジョナサン・カラー
[著]/折島正司訳

岩波書店 901||Cu 212003196

46
女が国家を裏切るとき : 女学生、一葉、吉屋
信子

菅聡子著 岩波書店 910.26||Ka 212003118

47 女性表象の近代 : 文学・記憶・視覚像 関礼子著 翰林書房 910.26||Se 212003125

48 性が語る : 二〇世紀日本文学の性と身体 坪井秀人著
名古屋大学出版
会

910.26||Ts 212003222

49 精神分析以前 : 無意識の日本近代文学 生方智子著 翰林書房 910.26||Ub 212003187

50 メディアの時代 : 明治文学をめぐる状況 菅聡子著 双文社出版 910.261||Ka 212003150
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51 風俗壊乱 : 明治国家と文芸の検閲
ジェイ・ルービン
著/今井泰子 [ほ
か] 訳

世織書房 910.261||Ru 212003149

52 新聞小説の時代 : メディア・読者・メロドラマ 関肇著 新曜社 910.261||Se 212003146

53
文学的記憶・一九四〇年前後 : 昭和期文学
と戦争の記憶

大原祐治著 翰林書房 910.263||Oh 212003188

54 昭和イデオロギー : 思想としての文学 林淑美著 平凡社 910.263||Ri 212003220

55 安吾マガジン  イースト・プレス 910.268||An 212002945

56
村上春樹イエローページ 3 (幻冬舎文庫:か-
20-1-か-20-3)

加藤典洋 [編] 幻冬舎 910.268||Mu||3 212002725

57
安部公房文学の研究 (近代文学研究叢
刊:49)

田中裕之著 和泉書院 910.268||Ta 212003224

58 遠藤周作 : 挑発する作家 柘植光彦編集 至文堂 910.268||Ts 212003204

59 日本女性文学大事典
市古夏生, 菅聡
子編

日本図書セン
ター

910.33||Ni 212003163

60 テーマ別万葉集 鈴木武晴編 おうふう 911.12||Te 212002556

61 新古今時代の表現方法 渡邉裕美子著 笠間書院 911.14||Wa 212003123

62 声の祝祭 : 日本近代詩と戦争 [本編] 坪井秀人著
名古屋大学出版
会

911.5||Ts 212003223

63 あらすじで読み解く古事記神話 三浦佑之著 文藝春秋 913.2||Mi 212002910

64 もういちど生まれる 朝井リョウ著 幻冬舎 913.6||As 212002764

65 燃焼のための習作 堀江敏幸著 講談社 913.6||Ho 212002793

66 あなたが愛した記憶 誉田哲也著 集英社 913.6||Ho 212002449

67 海賊とよばれた男 上 百田尚樹著 講談社 913.6||Hy||1 212002767
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68 海賊とよばれた男 下 百田尚樹著 講談社 913.6||Hy||2 212002768

69 七十歳死亡法案、可決 垣谷美雨著 幻冬舎 913.6||Ka 212002771

70 冥土めぐり 鹿島田真希著 河出書房新社 913.6||Ka 212002450

71 鉄のあけぼの 上 黒木亮著 毎日新聞社 913.6||Ku||1 212002772

72 鉄のあけぼの 下 黒木亮著 毎日新聞社 913.6||Ku||2 212002773

73 壺の町 望月諒子著 光文社 913.6||Mo 212002774

74 神様のカルテ 3 夏川草介著 小学館 913.6||Na||3 212002765

75 千両花嫁 : とびきり屋見立帖 山本兼一著 文藝春秋 913.6||Ya 212002770

76
Tomo : friendship through fiction : an
anthology of Japan teen stories 1st ed

edited and with a
foreword by Holly
Thompson

Stone Bridge
Press

913.68||To 212002783

77 桂三枝論 やまだりよこ著
ヨシモトブックス/
ワニブックス (発
売)

913.7||Ya 212002812

78
中国文学理論の展開 (中国文学理論研究集
成:2)

興膳宏著 清文堂出版 920.8||Ch||2 212003130

79
唐代小説「板橋三娘子」考 : 西と東の変驢変
馬譚のなかで

岡田充博著 知泉書館 923.4||Ok 212003141

80 植物たちの私生活
李承雨著/金順
姫訳

藤原書店 929.13||Is 212003165

81 生の裏面
李承雨 [著]/金
順姫訳

藤原書店 929.13||Is 212003166

82 The beutiful one has come : stories Suzanne Kamata
Wyatt-
MacKenzie Pub.

933||Ka 212002785

83 Losing Kei : 子 : a novel
by Suzanne
Kamata

Leapfrog Press 933||Ka 212002892


