
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 音律と音階の科学 : ドレミ…はどのようにして
生まれたか(ブルーバックス:B-1567)

小方厚著 講談社 080||Bu||1567 214002517

2 日本文学史 : 近代から現代へ(中公新書:212) 奥野健男著 中央公論社 080||Ch||212 214002563

3 概説中国思想史 湯浅邦弘編著 ミネルヴァ書房 122.02||Ga 214002592

4 朱子学と陽明学(ちくま学芸文庫:[コ41-1]) 小島毅著 筑摩書房 125.4||Ko 214002579

5 カント『純粋理性批判』(哲学書概説シリーズ:4) 有福孝岳著 晃洋書房 134.2||Ar 214002270

6 生命 (ゼーレ) の哲学 : 知の巨人フェヒナー
の数奇なる生涯

岩渕輝著 春秋社 134.7||Iw 214002269

7 はじめての応用行動分析 日本語版第2版

P.A.アルバート,
A.C.トルートマン
著/佐久間徹, 谷
晋二, 大野裕史訳

二瓶社 140.18||Al 214002614

8 心理学の研究法 : 実験法・測定法・統計法
改訂版

加藤司著 北樹出版 140.7||Ka 214002813

9 知的創造のヒント(ちくま学芸文庫:[ト10-2]) 外山滋比古著 筑摩書房 141.5||To 214002577

10 「やればできる!」の研究 : 能力を開花させる
マインドセットの力

キャロル・S・ドゥ
エック著/今西康
子訳

草思社 159||Dw 214002510

11 明清と李朝の時代(中公文庫. 世界の歴
史:12)

岸本美緒, 宮嶋博
史著

中央公論新社 209||Se||12 214002564

12 Creating a world without poverty : social
business and the future of capitalism : pbk

Muhammad Yunus
with Karl Weber

PublicAffairs 335.13||Yu 214002301

13 ファシリテーション・リーダーシップ : チーム力
を最強にする技術

ジョージ・エッケス
著/ジェネックス
パートナーズ訳

ダイヤモンド社 336.3||Ec 214002535

14 12月25日の怪物 : 謎に満ちた「サンタクロー
ス」の実像を追いかけて

高橋大輔著 草思社 386||Ta 214002824

15 メール文章力の基本 : 大切だけど、だれも教
えてくれない77のルール

藤田英時著
日本実業出版
社

670.91||Fu 214002495

16 西欧絵画に見る天国と地獄
ロバート・ヒューズ
著/山下主一郎訳

大修館書店 723.3||Hu 214002267
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17 ヴィデオ・アートの歴史 : その形式と機能の
変遷

クリス・メイ=ア
ンドリュース著/
伊奈新祐訳

三元社 778.2||Me 214002445

18 世界名作映画絵コンテ図鑑(SPACE
SHOWER BOOKs)

フィオヌラ・ハリガ
ン著/富永晶子訳

スペースシャ
ワーネットワー
ク

778.4||Se 214002444

19 サン・ロレンツォの夜(Classic library)

パオロ&ヴィットリ
オ・タヴィアーニ監
督・脚本/ジュリ
アーニ・G・デ・ネ
グリ脚本

東北新社 (発
売)

778||DVD||1946 214002302

20 よくわかるスポーツ心理学(やわらかアカデミ
ズム・「わかる」シリーズ)

中込四郎, 伊藤豊
彦, 山本裕二編著

ミネルヴァ書房 780.14||Yo 214002594

21 社会言語学の展望 真田信治編 くろしお出版 801.03||Sh 214002553

22 Teach Japanese 第2版 河野俊之著 凡人社 810.7||Ka 214002703

23 海外の日本語教育の現状 : 海外日本語教育
機関調査 2012年度 概要

国際交流基金日
本語国際センター
編

国際交流基金
日本語国際セ
ンター

810.77||Ka 214002617

24 やさしい日本語のしくみ 庵功雄 [ほか] 著 くろしお出版 810||Ya 214002552

25 大学生のための敬語速修ノート : コミュニ
ケーション常識の理解と実践トレーニング

速水博司著 蒼丘書林 815.8||Ha 214002556

26 日中いぶこみ広場 簡明版
相原茂, 陳淑梅,
飯田敦子著

朝日出版社 820.7||Ai 214002714

27 チャレンジ!一年生の中国語 南勇著 朝日新聞社 820.7||Na 214002715

28 中国語1年め
緒方昭, 小林光考,
胡慶華著

白水社 820.7||Og 214002589

29 ともだち・朋友 トータル版 董燕, 遠藤光暁著 朝日出版社 820.7||To 214002587

30 極める中国語 初級編
内田慶市, 張軼欧
編著

同学社 820.7||Uc 214002612

31 DVD Joyful中国語 : 快乐的北京留学 第1版
山下輝彦, 張仕英,
田禾著

朝日出版社 820.7||Ya 214002713

32 BBC seeing the world through the news :
DVDで学ぶBBCニュースの英語 1

Dominic
Cheetham [ほか]
編著

金星堂 830.7||Bb 214002584

33 Hyperlistening : 10-minute English listening
training 第3版 : Intermediate [生徒用セット]

桐原書店編集
部編

桐原書店 830.7||Hy 214002823



34 Asking why? : the science of everyday life

Masanobu
Nakatsugawa,
Shawn
M.Clankie

金星堂 830.7||Na 214002621

35 感動する英語! : あなたの夢をかなえる英語
の本

近江誠著 文藝春秋 837.5||Ou 214002523

36 Communication focus
Mark D.
Stafford...[et al.]

金星堂 837.8||Co 214002540

37 ドイツ語を楽しく : 入門総合教材 改訂版 菊池悦朗編 同学社 840.7||Ki 214002613

38 ドイツ語の時間「ときめきミュンヘン」DVD-
ROM付コミュニカティブ版

清野智昭, 時田
伊津子, 牛山さ
おり著

朝日出版社 840.7||Se 214002712

39 おさらいドイツ語 : 納得!ドイツ語ってそうなの
か

在間進著 朝日出版社 840.7||Za 214002711

40 ベルリンに夢中 再版
ベアーテ・ヴォン
デ [ほか] 著

同学社 847||Be 214002716

41 パショネマン練習帳
阿南婦美代, セシ
ル・モラン著

第三書房 850.7||An 214002611

42 ヴァズィ! : 初級フランス語 : 会話・文法そして
文化

田辺保子, 西部由
里子著

駿河台出版社 850.7||Ta 214002588

43 都市空間のなかの文学(ちくま学芸文庫) 前田愛著 筑摩書房 910.26||Ma 214002576

44 平安朝物語の後宮空間 : 宇津保物語から源
氏物語へ

栗本賀世子著 武蔵野書院 913.34||Ku 214002274

45 平家物語の読み方(ちくま学芸文庫:[ヒ14-1]) 兵藤裕己著 筑摩書房 913.434||Hy 214002578

46 天堂狂想歌
莫言著/吉田富夫
訳

中央公論新社 923.7||Ba 214002262

47 読んで愉しむイギリス文学史入門(横浜市立
大学新叢書:02)

白井義昭著
横浜市立大学
学術研究会

930.2||Sh 214002615

48 動物農場 33版(角川文庫:2937)
ジョージ・オーウェ
ル [著]/高畠文夫
訳

角川書店 933.7||Or 214002516

49 動物農場 : 付「G・オーウェルをめぐって」開高
健(ちくま文庫:[お-67-1])

ジョージ・オー
ウェル著/開高
健訳

筑摩書房 933.7||Or 214002518
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