
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 わたしは不思議の環
ダグラス・ホフスタッター
著/片桐恭弘, 寺西のぶ子訳

白揚社 114.2||Ho 219000919

2
臨床心理学への招待 : 無意識の理解から心の健康へ
(新心理学ライブラリ:12)

森谷寛之著 サイエンス社 140.4||Sh||12 219000903

3 なるほど!心理学面接法 (心理学ベーシック:第5巻) 米山直樹, 佐藤寛編著 北大路書房 140.7||Sh||15 219000897

4
やさしく学べる心理統計法入門 : こころのデータ理
解への扉

鈴木公啓著 ナカニシヤ出版 140.7||Su 219001192

5
本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてある
ちょっと進んだ心に関わる統計的研究法の本 2

吉田寿夫著 北大路書房 140.7||Yo||2 219000895

6
本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてある
ちょっと進んだ心に関わる統計的研究法の本 3

吉田寿夫著 北大路書房 140.7||Yo||3 219000896

7 実験心理学 : 心理学の基礎知識 改訂増補第2版 筒井雄二編著/桑名俊徳著 八千代出版 140.75||Ts 219000922

8 心理学概論 : こころの理解を社会へつなげる 永野光朗, 坂本敏郎編 ナカニシヤ出版 140||Hi 219001194

9 驚きの皮膚 傳田光洋著 講談社 141.24||De 219000789

10
天才のひらめき : 世界で最も創造的な人びとによる
13の思考ツール

ロバート・ルートバーンス
タイン, ミシェル・ルート
バーンスタイン著

早稲田大学出版部 141.5||Ro 219000886

11 VRは脳をどう変えるか? : 仮想現実の心理学
ジェレミー・ベイレンソン
著/倉田幸信訳

文藝春秋 141.51||Ba 219000804

12
発達心理学 : 周りの世界とかかわりながら人はいか
に育つか 第2版 (いちばんはじめに読む心理学の本:3)

藤村宣之編著 ミネルヴァ書房 143||Ha 219000876

13
心と身体のあいだ : ユング派の類心的イマジネー
ションが開く視界 (阪大リーブル:067)

老松克博著 大阪大学出版会 146.8||Oi 219001200

14
心理療法のポイント : ケース検討会グループから学
ぶ

大森智恵編著/藤巻純, 吉村聡
ほか著

創元社 146.8||Sh 219000833

15
心理的アセスメント (公認心理師の基礎と実践:第14

巻)
津川律子, 遠藤裕乃編 遠見書房 146.89||Ko||14 219001178

16 教育・学校心理学 (公認心理師の基礎と実践:第18巻) 石隈利紀編 遠見書房 146.89||Ko||18 219001179

17 心理学統計法 (公認心理師の基礎と実践:第5巻) 繁桝算男, 山田剛史編 遠見書房 146.89||Ko||5 219001177

18
学校図書館員と英語科教諭のための英語多読実践ガ
イド : 導入のためのブックガイド付

江竜珠緒, 村松教子著 少年写真新聞社 375.893||Er 219000937

19
21世紀のカレッジ・ジャパニーズ : 大学生のための
日本語で読み解き、伝えるスキル

深澤のぞみ [ほか] 著 国書刊行会 377.15||Ni 219001068

20
ダダイズム : 世界をつなぐ芸術運動 (岩波現代全
書:112)

塚原史著 岩波書店 702.07||Ts 219000780

21
そのとき、西洋では : 時代で比べる日本美術と西洋
美術

宮下規久朗著 小学館 702.1||Mi 219000795

22
中世彫刻の世界 (岩波セミナーブックス:S8. ヨー
ロッパ美術史講義||ヨーロッパ ビジュツシ コウギ)

越宏一著 岩波書店 712.3||Ko 219000778

23 日本仏像事典 真鍋俊照編 吉川弘文館 718||Ma 219000881

24 ミズノ先生の仏像のみかた 水野敬三郎著 講談社 718||Mi 219001168

25 色から読み解く日本画 三戸信惠著 エクスナレッジ 721||Mi 219001113
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26
名画の読解力 : 教養のある人は西洋美術のどこを楽
しんでいるのか!?

田中久美子監修
エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
ス (発売)

723||Ta 219001135

27
文字のデザイン : ターゲットから発想する (視覚伝達
ラボ・シリーズ)

デザインノート編集部編 誠文堂新光社 727.8||Mo 219000830

28
もっと知りたい棟方志功 : 生涯と作品 (アート・ビギ
ナーズ・コレクション)

石井頼子著 東京美術 732.1||Is 219000914

29
ハンコの文化史 : 古代ギリシャから現代日本まで (読
みなおす日本史)

新関欽哉著 吉川弘文館 739.02||Ni 219000879

30

インスタグラムと現代視覚文化論 : レフ・マノ
ヴィッチのカルチュラル・アナリティクスをめぐっ
て

レフ・マノヴィッチ [ほか
著]/久保田晃弘, きりとりめ
でる共訳・編著

ビー・エヌ・エヌ新
社

740.1||In 219000910

31
四季の風景写真術 : 色と構図で風景をアートに変え
る

柄木孝志[ほか]著 インプレス 743.5||Sh 219001063

32 写真を紡ぐキーワード123 : 写真史から学ぶ撮影表現 大和田良著 インプレス 743||Oh 219000808

33 紙と印刷の文化録 : 記憶と書物を担うもの 尾鍋史彦著 印刷学会出版部 749||On 219000991

34
配色の教科書 : 歴史上の学者・アーティストに学ぶ
「美しい配色」のしくみ

色彩文化研究会著
パイインターナショ
ナル

757.3||Ha 219000889

35 デザインとコミュニティ
上原幸子編/上原幸子 [ほか]

著
武蔵野美術大学出版
局

757||De 219001197

36
いのちを守るデザイン (コミュニケーションデザイ
ン:1)

FOMS編著 遊子館 757||Ko||1 219000988

37 共生のデザイン (コミュニケーションデザイン:2) FOMS編著 遊子館 757||Ko||2 219000989

38 多様性のデザイン (コミュニケーションデザイン:3) FOMS編著 遊子館 757||Ko||3 219000990

39 音楽史を変えた五つの発明
ハワード・グッドール著/松
村哲哉訳

白水社 762||Go 219000862

40
「かたり」の日本思想 : さとりとわらいの力学 (角川
選書:603)

出岡宏著 KADOKAWA 772.1||Iz 219001014

41
支配と抵抗の映像文化 : 西洋中心主義と他者を考え
る (サピエンティア:57)

エラ・ショハット, ロバー
ト・スタム著/内田(蓼沼)理
絵子, 片岡恵美訳

法政大学出版局 778.04||Sh 219000870

42 顔に魅せられた人生 : 特殊メイクから現代アートへ 辻一弘著/福原顕志構成 宝島社 778.4||Ts 219001130

43 宮崎駿が描いた少女たち (新典社選書:88) 野村幸一郎編 新典社 778.77||Mi 219001117

44 Q&Aでわかるアンチ・ドーピングの基本
第一東京弁護士会総合法律
研究所スポーツ法研究部会
編

同文舘出版 780.19||An 219001093

45 運動と疲労の科学 : 疲労を理解する新たな視点 下光輝一, 八田秀雄編 大修館書店 780.19||Sh 219000842

46
身体と動きで学ぶスポーツ科学 : 運動生理学とバイ
オメカニクスがパフォーマンスを変える

深代千之, 内海良子著 東京大学出版会 780.193||Fu 219000799

47
オリンピック・パラリンピックを哲学する : オリン
ピアン育成の実際から社会的課題まで

谷釜尋徳編著 晃洋書房 780.69||Ol 219001222

48 The gift of the gab : how eloquence works : hardback David Crystal
Yale University

Press
809.4||Cr 219001211

49 日本語は哲学する言語である 小浜逸郎著 徳間書店 810.1||Ko 219000805

50
ことばでたどる日本の歴史 [本篇] (河出ブック
ス:110-111)

今野真二著 河出書房新社 810.2||Ko 219001064

51
中検4級筆記問題徹底対策1000問 : 発音・文法・日文
中訳

西井和弥著 光生館 820.7||Ni 219000816

52
中検3級筆記問題徹底対策1000問 : 発音・文法・日文
中訳

西井和弥著 光生館 820.7||Ni 219000817

53
「シャツ」を英語で説明できますか? : 英語力を着実
に伸ばす英英辞典活用法

近藤真治著 IBCパブリッシング 830.7||Ko 219001120

54
TOEIC L&Rテスト最短攻略600点 : すぐわかる解説
動画付き!

早川幸治著 コスモピア 830.79||Ha 219000932

55
1日1分!TOEIC L&Rテスト炎の千本ノック! : これな
ら続けられる英語の筋トレ

中村澄子著 祥伝社 830.79||Na 219001072

56 TOEICテストリーディング完全攻略ルールブック
トフルゼミナール, リント著/

トフルゼミナール英語教育
研究所企画・編集

テイエス企画 830.79||To 219000943

57
The handbook of English pronunciation (Blackwell

handbooks in linguistics)

edited by Marnie Reed and

John M. Levis
Wiley Blackwell 831.4||Re 219001164

58 English intonation : an introduction : pbk J.C. Wells
Cambridge

University Press
831.4||We 219001163

59
aとtheの底力 : 冠詞で見えるネイティブスピーカー
の世界 4刷 (「底力」シリーズ:1)

津守光太著 プレイス 835.28||Ts 219000949

60
法助動詞の底力 (そこぢから) : ネイティヴの微妙な
気分を伝えるキープレイヤー (「底力」シリーズ:9)

安武内ひろし著 プレイス 835.58||Ab 219000950

61 Toy story (Read-along storybook and CD) Disney Press 837.7||Re 219000996

62
ヴァズィ! : 初級フランス語 : 会話・文法そして文化
改訂版

田辺保子, 西部由里子著 駿河台出版社 850||Ta 219001169

63
はじめてのイタリア語 新版 (Asuka business &

language books)
高橋美佐著 明日香出版社 870||Ta 219001112



64 物語の力 : 物語の内容分析と表現分析
高田明典, 竹野真帆, 津久井
めぐみ著

大学教育出版 901.3||Ta 219001198

65 「令和」の心がわかる万葉集のことば 上野誠著 幻冬舎 911.12||Ue 219001069

66 うた合わせ : 北村薫の百人一首 北村薫著 新潮社 911.16||Ki 219001038

67 ノーサイド・ゲーム 池井戸潤著 ダイヤモンド社 913.6||Ik 219001077

68 デルフィニア戦記 2 : 特装版 茅田砂胡著 中央公論新社 913.6||Ka||2 219001272

69 デルフィニア戦記 3 : 特装版 茅田砂胡著 中央公論新社 913.6||Ka||3 219001273

70 中野のお父さん 北村薫著 文藝春秋 913.6||Ki 219001055

71 中野のお父さんは謎を解くか 北村薫著 文藝春秋 913.6||Ki 219001056

72 雨上がり月霞む夜 西條奈加著 中央公論新社 913.6||Sa 219001045

73 亥子ころころ 西條奈加著 講談社 913.6||Sa 219001242

74 終わった人 内館牧子著 講談社 913.6||Uc 219001015

75 翼を持つ少女 (BISビブリオバトル部) 山本弘 [著] 東京創元社 913.6||Ya 219000850

76 世界が終わる前に (BISビブリオバトル部) 山本弘 [著] 東京創元社 913.6||Ya 219000851

77 君の知らない方程式 (BISビブリオバトル部) 山本弘 [著] 東京創元社 913.6||Ya 219000852

78 幽霊なんて怖くない (BISビブリオバトル部) 山本弘 [著] 東京創元社 913.6||Ya 219001092

79 ペンギン・ブックスが選んだ日本の名短篇29
ジェイ・ルービン編/村上春
樹序文

新潮社 913.68||Ru 219000977

80 愛さずにいられない : 北村薫のエッセイ 北村薫著 新潮社 914.6||Ki 219000797

81 読まずにはいられない : 北村薫のエッセイ 北村薫著 新潮社 914.6||Ki 219001036

82 書かずにはいられない : 北村薫のエッセイ 北村薫著 新潮社 914.6||Ki 219001037

83 さくらのとんねる : 二十歳のえみる 風見しんご著 青志社 916||Ka 219001142

84 妄想国語辞典 野澤幸司著 扶桑社 917||No 219001245

85 偶然仕掛け人
ヨアブ・ブルーム著/高里ひ
ろ訳

集英社 929.733||Bl 219000793

86 ぼくを忘れないで (海外文学セレクション)
ネイサン・ファイラー著/古
草秀子訳

東京創元社 933.7||Fi 219000849

87 図書館司書と不死の猫 リン・トラス著/玉木亨訳 東京創元社 933.7||Tr 219000848

88 迷うことについて
レベッカ・ソルニット著/東
辻賢治郎訳

左右社 934.7||So 219000934


