
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 自閉症の僕が跳びはねる理由 [1] (角川文
庫:19802, 19816)

東田直樹 [著] KADOKAWA 378||Hi 216003148

2 伊能大図 北海道・東北 (伊能図大全:第1巻-
第4巻)

[伊能忠敬著]/横溝
高一, 戸村茂昭, 竹
村基編集協力

河出書房新社 291.038||In||1 216003159

3 伊能大図 関東・甲信越 (伊能図大全:第1巻-
第4巻)

[伊能忠敬著]/横溝
高一, 戸村茂昭, 竹
村基編集協力

河出書房新社 291.038||In||2 216003160

4 伊能大図 近畿・中国・四国 (伊能図大全:第1
巻-第4巻)

[伊能忠敬著]/横溝
高一, 戸村茂昭, 竹
村基編集協力

河出書房新社 291.038||In||3 216003161

5 伊能大図 九州・九州沿海図 (伊能図大全:第
1巻-第4巻)

[伊能忠敬著]/横溝
高一, 戸村茂昭, 竹
村基編集協力

河出書房新社 291.038||In||4 216003162

6 伊能中図・伊能小図 (伊能図大全:第5巻)
[伊能忠敬著]/横溝
高一, 戸村茂昭, 竹
村基編集協力

河出書房新社 291.038||In||5 216003163

7 伊能図の概説と各図解説 (伊能図大全:第6
巻)

[伊能忠敬原著]/星
埜由尚, 鈴木純子,
渡辺一郎著

河出書房新社 291.038||In||6 216003164

8 伊能図大全 第7巻.地名索引 渡辺一郎監修 河出書房新社 291.038||In||7 216003165

9 旧鈔本の世界 : 漢籍受容のタイムカプセル
(アジア遊学:140)

神鷹徳治, 静永
健編

勉誠出版 302.2||Aj||140 216003186

10 シャーマニズムの諸相 (アジア遊学:141) 嶋田義仁編 勉誠出版 302.2||Aj||141 216003187

11 古代中世日本の内なる「禅」 (アジア遊
学:142)

西山美香編 勉誠出版 302.2||Aj||142 216003188

12 環境という視座 : 日本文学とエコクリティシズ
ム (アジア遊学:143)

渡辺憲司 [ほ
か] 編

勉誠出版 302.2||Aj||143 216003189

13 南方熊楠とアジア (アジア遊学:144)
田村義也, 松居
竜五編

勉誠出版 302.2||Aj||144 216003190
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14 民国期美術へのまなざし : 辛亥革命百年の
眺望 (アジア遊学:146)

瀧本弘之編 勉誠出版 302.2||Aj||146 216003191

15 王朝から「国民国家」へ : 清朝崩壊100年 (ア
ジア遊学:148)

楊海英編 勉誠出版 302.2||Aj||148 216003192

16 東アジアのサブカルチャーと若者のこころ (ア
ジア遊学:149)

千野拓政編 勉誠出版 302.2||Aj||149 216003193

17 アジアの「教養」を考える : 学問のためのブッ
クガイド (アジア遊学:150)

アジア遊学編
集部編

勉誠出版 302.2||Aj||150 216003194

18 東アジアの王権と宗教 (アジア遊学:151) 小島毅編 勉誠出版 302.2||Aj||151 216003195

19 東アジアの短詩形文学 : 俳句・時調・漢詩
(アジア遊学:152)

静永健, 川平敏
文編

勉誠出版 302.2||Aj||152 216003196

20 重要文化的景観への道 : エコ・サイトミュージ
アム田染荘 (アジア遊学:153)

海老澤衷, 服部
英雄, 飯沼賢司
編

勉誠出版 302.2||Aj||153 216003197

21 文化創造の図像学 : 日本の宗教空間と身体
(アジア遊学:154)

阿部泰郎編 勉誠出版 302.2||Aj||154 216003198

22 もう一つの古典知 : 前近代日本の知の可能
性 (アジア遊学:155)

前田雅之編 勉誠出版 302.2||Aj||155 216003199

23 大谷光瑞 : 「国家の前途」を考える (アジア遊
学:156)

柴田幹夫編 勉誠出版 302.2||Aj||156 216003200

24 古事記 : 環太平洋の日本神話 (アジア遊
学:158)

丸山顕徳編 勉誠出版 302.2||Aj||158 216003201

25 「予言文学」の世界 : 過去と未来を繋ぐ言説
(アジア遊学:159)

小峯和明編 勉誠出版 302.2||Aj||159 216003202

26 「偽」なるものの「射程」 : 漢字文化圏の神仏
とその周辺 (アジア遊学:161)

千本英史編 勉誠出版 302.2||Aj||161 216003203

27 日本における「文」と「ブンガク (bungaku) 」
(アジア遊学:162)

河野貴美子,
Wiebke
Denecke編

勉誠出版 302.2||Aj||162 216003204



28 日本近世文学と朝鮮 (アジア遊学:163)
染谷智幸, 崔官
編

勉誠出版 302.2||Aj||163 216003205

29 周作人と日中文化史 (アジア遊学:164) 伊藤徳也編 勉誠出版 302.2||Aj||164 216003206

30
ヨーロピアン・グローバリゼーションの歴史的
位相 : 「自己」と「他者」の関係史 (アジア遊
学:165)

渡辺昭一編 勉誠出版 302.2||Aj||165 216003207

31 歴史のなかの金・銀・銅 : 鉱山文化の所産
(アジア遊学:166)

竹田和夫編 勉誠出版 302.2||Aj||166 216003208

32 戦間期東アジアの日本語文学 (アジア遊
学:167)

石田仁志 [ほ
か] 編

勉誠出版 302.2||Aj||167 216003209

33 近代中国美術の胎動 (アジア遊学:168)
瀧本弘之, 戦暁
梅編

勉誠出版 302.2||Aj||168 216003210

34 『三国遺事』の新たな地平 : 韓国古代文学の
現在 (アジア遊学:169)

袴田光康, 許敬
震編

勉誠出版 302.2||Aj||169 216003211

35 東アジアの音楽文化 : 物語と交流と (アジア
遊学:170)

原豊二, 劉暁峰
編

勉誠出版 302.2||Aj||170 216003212

36 中国古典文学と挿画文化 (アジア遊学:171)
瀧本弘之, 大塚
秀高編

勉誠出版 302.2||Aj||171 216003213

37 『酒飯論絵巻』の世界 : 日仏共同研究 (アジ
ア遊学:172)

阿部泰郎, 伊藤
信博編

勉誠出版 302.2||Aj||172 216003214

38 日中韓の武将伝 (アジア遊学:173)
井上泰至, 長尾
直茂, 鄭炳説編

勉誠出版 302.2||Aj||173 216003215

39 中世寺社の空間・テクスト・技芸 : 「寺社圏」
のパースペクティヴ (アジア遊学:174)

大橋直義, 藤巻
和宏, 高橋悠介
編

勉誠出版 302.2||Aj||174 216003216

40 ソグド人と東ユーラシアの文化交渉 (アジア
遊学:175)

森部豊編 勉誠出版 302.2||Aj||175 216003217

41 東アジア世界の「知」と学問 : 伝統の継承と
未来への展望 (アジア遊学:176)

小島康敬編 勉誠出版 302.2||Aj||176 216003218



42 中世の対馬 : ヒト・モノ・文化の描き出す日朝
交流史 (アジア遊学:177)

佐伯弘次編 勉誠出版 302.2||Aj||177 216003219

43 中世の荘園空間と現代 : 備中国新見荘の水
利・地名・たたら (アジア遊学:178)

海老澤衷, 酒井
紀美, 清水克行
編

勉誠出版 302.2||Aj||178 216003220

44 朝鮮朝後期の社会と思想 (アジア遊学:179) 川原秀城編 勉誠出版 302.2||Aj||179 216003221

45 南宋江湖の詩人たち : 中国近世文学の夜明
け (アジア遊学:180)

内山精也編 勉誠出版 302.2||Aj||180 216003222

46 南宋の隠れたベストセラー『夷堅志』の世界
(アジア遊学:181)

伊原弘, 静永健
編

勉誠出版 302.2||Aj||181 216003223

47 東アジアにおける旅の表象 : 異文化交流の
文学史 (アジア遊学:182)

王成, 小峯和明
編

勉誠出版 302.2||Aj||182 216003224

48 上海租界の劇場文化 : 混淆・雑居する多言
語空間 (アジア遊学:183)

大橋毅彦, 関根
真保, 藤田拓之
編

勉誠出版 302.2||Aj||183 216003225

49 日韓の書誌学と古典籍 (アジア遊学:184)
大高洋司, 陳捷
編

勉誠出版 302.2||Aj||184 216003226

50 「近世化」論と日本 : 「東アジア」の捉え方を
めぐって (アジア遊学:185)

清水光明編 勉誠出版 302.2||Aj||185 216003227

51 世界史のなかの女性たち (アジア遊学:186)
水井万里子 [ほ
か] 編

勉誠出版 302.2||Aj||186 216003228

52 怪異を媒介するもの (アジア遊学:187)
東アジア恠異
学会編

勉誠出版 302.2||Aj||187 216003229

53 日本古代の「漢」と「和」 : 嵯峨朝の文学から
考える (アジア遊学:188)

北山円正 [ほ
か] 編

勉誠出版 302.2||Aj||188 216003230

54 喧嘩から戦争へ : 戦いの人類誌 (アジア遊
学:189)

山田仁史, 丸山
顕誠編

勉誠出版 302.2||Aj||189 216003231

55 島津重豪と薩摩の学問・文化 : 近世後期博
物大名の視野と実践 (アジア遊学:190)

鈴木彰, 林匡編 勉誠出版 302.2||Aj||190 216003232



56 ジェンダーの中国史 (アジア遊学:191) 小浜正子編 勉誠出版 302.2||Aj||191 216003233

57 中国リベラリズムの政治空間 (アジア遊
学:193)

石井知章, 緒形
康編

勉誠出版 302.2||Aj||193 216003234

58 世界から読む漱石『こころ』 (アジア遊学:194)
アンジェラ・ユー
[ほか] 編

勉誠出版 302.2||Aj||194 216003235

59 もう一つの日本文学史 : 室町・性愛・時間 (ア
ジア遊学:195)

国文学研究資
料館編

勉誠出版 302.2||Aj||195 216003236

60 仏教をめぐる日本と東南アジア地域 (アジア
遊学:196)

大澤広嗣編 勉誠出版 302.2||Aj||196 216003237

61 日本文学のなかの「中国」 (アジア遊学:197)
李銘敬, 小峯和
明編

勉誠出版 302.2||Aj||197 216003238

62 海を渡る史書 : 東アジアの「通鑑」 (アジア遊
学:198)

金時徳, 濱野靖
一郎編

勉誠出版 302.2||Aj||198 216003239

63 衝突と融合の東アジア文化史 (アジア遊
学:199)

河野貴美子, 王
勇編

勉誠出版 302.2||Aj||199 216003240

64 谷崎潤一郎中国体験と物語の力 (アジア遊
学:200)

千葉俊二, 銭暁
波編

勉誠出版 302.2||Aj||200 216003241

65 中国の音楽文化 : 三千年の歴史と理論 (ア
ジア遊学:201)

川原秀城編 勉誠出版 302.2||Aj||201 216003242

66 映像文化の社会学 長谷正人編 有斐閣 361.5||Ha 216003247

67 兵器と大学 : なぜ軍事研究をしてはならない
か (岩波ブックレット:957)

池内了, 小寺隆
幸編

岩波書店 377.21||He 216003248

68 道徳教育を学ぶ人のために 4訂
小寺正一, 藤永
芳純編

世界思想社 375.35||Do 216003249

69 グローバル・ガバナンスにおける開発と政治 :
文化・国家政治・グローバリゼーション 新版

笹岡雄一著 明石書店 333.8||Sa 216003250



70 はじめての行政学 (有斐閣ストゥディア)
伊藤正次, 出雲
明子, 手塚洋輔
著

有斐閣 317.1||It 216003252

71 コア・テキスト経済史 増補版 (ライブラリ経済
学コア・テキスト&最先端:7)

岡崎哲二著
新世社/サイエ
ンス社 (発売)

331||Ra||7 216003253

72 判例で読む憲法 櫻井智章著 北樹出版 323.14||Sa 216003254

73 概説ジェンダーと法 : 人権論の視点から学ぶ
第2版

辻村みよ子著 信山社 367.1||Ts 216003255

74
ラーニング・ファシリテーションの基本 : 参加
者中心の学びを支援する理論と実践 (ATDグ
ローバルベーシックシリーズ)

ドナルド・マケイ
ン, デボラ・デイ
ビス・トビー共
著/香取一昭訳

ヒューマンバ
リュー

336.47||Mc 216003259

75 反転授業 : 基本を宿題で学んでから、授業で
応用力を身につける

ジョナサン・
バーグマン,
アーロン・サム
ズ著/上原裕美
子訳

オデッセイコミュ
ニケーションズ

375.1||Be 216003261

76 「孫玉福(スンユイフー)」39年目の真実 : あの
戦争から遠く離れて外伝

城戸幹著
情報センター出
版局

289.1||Su 216003421

77 有名企業からの脱出 : あなたの仕事人生が"
手遅れ"になる前に

冨山和彦著 幻冬舎 335||To 216003441

78 日本で老いて死ぬということ : 2025年、老人
「医療・介護」崩壊で何が起こるか

朝日新聞迫る
2025ショック取
材班著

朝日新聞出版 367.7||Ni 216003444

79 変える 奥田愛基著 河出書房新社 289.1||Ok 216003449

80 台湾鉄道名所案内 : 1908年 (近代台湾都市
案内集成:第1巻)

臺灣總督府鐵
道部編纂

ゆまに書房 292.24||Ki||1 216003461

81 台湾鉄道旅行案内 1916年 (近代台湾都市案
内集成:第2-6巻)

臺灣總督府交
通局鐵道部編
纂

ゆまに書房 292.24||Ki||2 216003462

82 台湾鉄道旅行案内 1924年 (近代台湾都市案
内集成:第2-6巻)

臺灣總督府交
通局鐵道部編
纂

ゆまに書房 292.24||Ki||3 216003463

83 台湾鉄道旅行案内 1930年 (近代台湾都市案
内集成:第2-6巻)

臺灣總督府交
通局鐵道部編
纂

ゆまに書房 292.24||Ki||4 216003464



84 台湾鉄道旅行案内 1940年 (近代台湾都市案
内集成:第2-6巻)

臺灣總督府交
通局鐵道部編
纂

ゆまに書房 292.24||Ki||5 216003465

85 台湾鉄道旅行案内 1942年 (近代台湾都市案
内集成:第2-6巻)

臺灣總督府交
通局鐵道部編
纂

ゆまに書房 292.24||Ki||6 216003466

86 台湾案内/台湾南支事情 (近代台湾都市案
内集成:第7巻)

ゆまに書房 292.24||Ki||7 216003467

87 相模原事件とヘイトクライム (岩波ブックレッ
ト:No. 959)

保坂展人著 岩波書店 369.27||Ho 216003577

88 「正しい政策」がないならどうすべきか : 政策
のための哲学

ジョナサン・ウ
ルフ著/大澤津,
原田健二朗訳

勁草書房 311.1||Wo 216003578

89 著作権法入門 第2版
島並良, 上野達
弘, 横山久芳著

有斐閣 021.2||Sh 216003580

90 デイリー六法 2017 平成29年版
佐藤幸治 [ほ
か] 編

三省堂 320.91||De||'17 216003581

91 労働法 第3版 荒木尚志著 有斐閣 366.14||Ar 216003582

92 有斐閣判例六法professional 平成29年版 01
青山善充 [ほ
か] 編集代表

有斐閣 320.91||Yu||29-01 216003583

93 有斐閣判例六法professional 平成29年版 02
青山善充 [ほ
か] 編集代表

有斐閣 320.91||Yu||29-02 216003584
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