
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを基に
世界を正しく見る習慣

ハンス・ロスリング, オー
ラ・ロスリング, アンナ・ロ
スリング・ロンランド著/上
杉周作, 関美和訳

日経BP社/日経BP

マーケティング (発
売)

002.7||Ro 219002067

2 哲学 (ビッグクエスチョンズ. The big questions)
サイモン・ブラックバーン
編著/山邉昭則, 下野葉月訳

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

100||Bl 219001804

3 それゆけ!論理さん : 大人のための学習マンガ 仲島ひとみ著 筑摩書房 116||Na 219001574

4 ロンリのちから
NHK「ロンリのちから」制
作班著

三笠書房 116||Ro 219001376

5 「ロンリ」の授業
NHK『ロンリのちから』制
作班著

三笠書房 116||Ro 219001840

6 語源から哲学がわかる事典 山口裕之著 日本実業出版社 130||Ya 219001359

7 質問紙調査と心理測定尺度 : 計画から実施・解析まで 宮本聡介, 宇井美代子編 サイエンス社 140.7||Sh 219001760

8
パーソナリティ心理学のための統計学 : 構造方程式モデ
リング (心理学のための統計学:6)

尾崎幸謙, 荘島宏二郎著 誠信書房 140.7||Sh||6 219001557

9
発達心理学のための統計学 : 縦断データの分析 (心理学
のための統計学:7)

宇佐美慧, 荘島宏二郎著 誠信書房 140.7||Sh||7 219001558

10
犯罪心理学のための統計学 : 犯人のココロをさぐる (心
理学のための統計学:9)

松田いづみ, 荘島宏二郎著 誠信書房 140.7||Sh||9 219001559

11 ポジティブ心理学の挑戦 : "幸福"から"持続的幸福"へ マーティン・セリグマン [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

140||Se 219001381

12
Visual intelligence : how we create what we see 1st ed :

pbk
Donald D. Hoffman W.W. Norton 141.21||Ho 219001977

13 体と手がつくる知覚世界 東山篤規著 勁草書房 141.24||Hi 219001522

14 最新知覚・認知心理学 : その現在と将来展望 岡林春雄著 金子書房 141.51||Ok 219001714

15
Darwin and facial expression : a century of research in

review Malor paperback ed. pbk.
edited by Paul Ekman Malor Books 141.6||Da 219001978

16 顔は口ほどに嘘をつく
ポール・エクマン著/菅靖彦
訳

河出書房新社 141.6||Ek 219001345

17
感情とはそもそも何なのか : 現代科学で読み解く感情の
しくみと障害

乾敏郎著 ミネルヴァ書房 141.6||In 219001673

18
実践セルフ・コンパッション : 自分を追いつめず自信を
築き上げる方法

メアリー・ウェルフォード
著/石村郁夫, 野村俊明訳

誠信書房 141.93||We 219001560

19 月の錯視 : なぜ大きく見えるのか
ヘレン・ロス, コーネリス・
プラグ著/東山篤規訳

勁草書房 145.5||Ro 219001523

20
セルフ・コンパッションのやさしい実践ワークブック :

2週間で,つらい気持ちを穏やかで喜びに満ちたものに変
ティム・デズモンド著/中島
美鈴訳

星和書店 146.8||De 219001369

21
サイコセラピー臨床言語論 : 言語研究の方法論と臨床家
の言語トレーニングのために

加藤澄著 明石書店 146.8||Ka 219001697

22
解決の物語から学ぶブリーフセラピーのエッセンス :

ケース・フォーミュレーションとしての物語
狐塚貴博, 若島孔文編著 遠見書房 146.8||Ka 219002023

23
実践!マインドフルネス : 今この瞬間に気づき青空を感
じるレッスン

熊野宏昭著 サンガ 146.8||Ku 219001875

24 はじめてまなぶ行動療法 三田村仰著 金剛出版 146.8||Mi 219001748
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25 これだけは知っておきたいPTSDとトラウマの基礎知識
バベット・ロスチャイルド
著/久保隆司訳

創元社 146.8||Ro 219001561

26
ナラティヴ・エクスポージャー・セラピー : 人生史を語
るトラウマ治療

マギー・シャウアー, フラン
ク・ノイナー, トマス・エル
バート著/明石加代, 牧田潔,

森年恵訳

金剛出版 146.8||Sc 219001747

27
自分を変えれば人生が変わる : あなたを困らせる10の"

性格の癖"

ジェフリー・E・ヤング,

ジャネット・S・クロスコ著
/鈴木孝信訳

金剛出版 146.8||Yo 219001749

28 公認心理師必携キーワード 公認心理師試験対策室編
学研メディカル秀潤
社/学研プラス (発売)

146.89||Ko 219002055

29
産業心理臨床実践 : 個(人)と職場・組織を支援する (心
の専門家養成講座:8)

金井篤子編 ナカニシヤ出版 146||Ko||8 219002003

30 臨床心理学 (New liberal arts selection) 丹野義彦 [ほか] 著 有斐閣 146||Ri 219001692

31 倫理 (ビッグクエスチョンズ. The big questions)

ジュリアン・バジーニ著/サ
イモン・ブラックバーン編/

山邉昭則, 水野みゆき訳

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

150||Ba 219001805

32

オプティミストはなぜ成功するか : ポジティブ心理学の
父が教える楽観主義の身につけ方 : 新装版 (フェニック
スシリーズ:7)

マーティン・セリグマン著/

山村宜子訳
パンローリング 159||Se 219001750

33 宗教事象事典
レジーヌ・アズリア, ダニエ
ル・エルヴュー=レジェ編/

増田一夫 [ほか] 編訳
みすず書房 160.36||Az 219001658

34
不干斎 (ふかんさい) ハビアン : 神も仏も棄てた宗教者
(新潮選書)

釈徹宗著 新潮社 197||Sh 219001949

35 潜伏キリシタンは何を信じていたのか 宮崎賢太郎著 KADOKAWA 198.221||Mi 219001335

36 3D世紀 : 驚異!立体映画の100年と映像新世紀
大口孝之, 谷島正之, 灰原光
晴著

ボーンデジタル 778.2||Og 219002021

37
映画表現の教科書 : 名シーンに学ぶ決定的テクニック
100

ジェニファー・ヴァン・シ
ル著/吉田俊太郎訳

フィルムアート社 778.4||Va 219001848

38 アニメを究める9つのツボ 増補改訂版 (アニメ研究入門) 小山昌宏, 須川亜紀子編著 現代書館 778.77||An 219001739

39 友だちのうちはどこ? (Abbas Kiarostami Blu-ray box I)
アッバス・キアロスタミ監
督・脚本・編集

TCエンタテインメン
ト (発売・販売),

[2019]

778||BD||37 219001924

40 そして人生はつづく (Abbas Kiarostami Blu-ray box I)
アッバス・キアロスタミ監
督・脚本・編集

TCエンタテインメン
ト (発売・販売),

[2019]

778||BD||38 219001925

41 オリーブの林をぬけて (Abbas Kiarostami Blu-ray box I)
アッバス・キアロスタミ監
督・製作・脚本・編集

TCエンタテインメン
ト (発売・販売),

[2019]

778||BD||39 219001928

42 トラベラー (Abbas Kiarostami Blu-ray box Ⅱ)
アッバス・キアロスタミ監
督脚本

TCエンタテインメン
ト (発売・販売),

[2019]

778||BD||40 219001929

43 ホームワーク (Abbas Kiarostami Blu-ray box Ⅱ)
アッバス・キアロスタミ監
督・編集

TCエンタテインメン
ト (発売・販売),

[2019]

778||BD||41 219001930

44 桜桃の味 (Abbas Kiarostami Blu-ray box Ⅱ)
アッバス・キアロスタミ監
督・製作・脚本・編集

TCエンタテインメン
ト (発売・販売),

[2019]

778||BD||42 219001931

45 風が吹くまま (Abbas Kiarostami Blu-ray box Ⅱ)
アッバス・キアロスタミ監
督・製作・脚本・編集

TCエンタテインメン
ト (発売・販売),

[2019]

778||BD||43 219001932

46 太陽の王子ホルスの大冒険 : 図書館用 高畑勲演出
東映/東映ビデオ(発
売)

778||DVD||2469 219001922

47 白蛇伝 : 図書館用 (Toei video) 藪下泰司脚本・演出
東映/東映ビデオ (発
売)

778||DVD||2470 219001923

48
スクリーン・スタディーズ : デジタル時代の映像/メ
ディア経験

光岡寿郎, 大久保遼編 東京大学出版会 778||Su 219001434

49 スポーツと地方創生
早稲田大学スポーツナレッ
ジ研究会, 笹川スポーツ財団
編

創文企画 780.13||Su 219001966

50 運動支援の心理学 : 知覚・認知を活かす 樋口貴広著 三輪書店 780.14||Hi 219002069

51
Sport, recovery and performance : interdisciplinary

insights : pbk

edited by Michael Kellmann

and Jürgen Beckmann
Routledge 780.14||Ke 219002044

52 IDストレッチング 第2版 鈴木重行編集 三輪書店 780.19||Id 219001897

53 スポーツとボランティア : 特集 (現代スポーツ評論:37) 清水諭編 創文企画 780.5||Ge||37 219001962

54 スポーツ教育の時代 : 特集 (現代スポーツ評論:38)
友添秀則責任編集/清水諭編
集

創文企画 780.5||Ge||38 219001963

55
スポーツマネジメント能力とは何か : 特集 (現代スポー
ツ評論:39)

清水諭責任編集/友添秀則編
集

創文企画 780.5||Ge||39 219001964

56
スポーツ団体のガバナンスをめぐって : 特集 (現代ス
ポーツ評論:40)

友添秀則責任編集/清水諭編
集

創文企画 780.5||Ge||40 219001965

57 マーケティング視点のスポーツ戦略 海老塚修著 創文企画 780||Eb 219001961



58
スポーツマーケティング 改訂版 (スポーツビジネス叢
書)

原田宗彦, 藤本淳也, 松岡宏
高編著

大修館書店 780||Su 219001569

59 Jリーグマーケティングの基礎知識
原田宗彦, 押見大地, 福原崇
之著

創文企画 783.47||Ha 219001960

60
サッカービジネスの基礎知識 : 「Jリーグ」の経営戦略
とマネジメント 増補改訂版

広瀬一郎著 東邦出版 783.47||Hi 219001816

61
Politeness : some universals in language usage : pbk

(Studies in interactional sociolinguistics:4)

Penelope Brown and

Stephen C. Levinson

Cambridge

University Press
801.03||Br 219001315

62 こどもの音声 (音響サイエンスシリーズ:21)
麦谷綾子編著/保前文高 [ほ
か] 共著

コロナ社 801.04||Ko 219001535

63
選択の言語学 : ことばのオートフォーカス (開拓社言
語・文化選書:79)

篠原俊吾著 開拓社 801||Sh 219001705

64 日本語教育能力検定試験合格するための問題集 新版
アルク日本語編集部企画・
編集

アルク 810.7||Ar 219001703

65 超基礎・日本語教育
森篤嗣編著/太田陽子 [ほか]

著
くろしお出版 810.7||Ch 219001379

66
日本語教育へのいざない : 「日本語を教える」というこ
と

広島大学大学院教育学研究
科日本語教育学講座編/永田
良太編著

凡人社 810.7||Ni 219001896

67
方言の語彙 : 日本語を彩る地域語の世界 (シリーズ「日
本語の語彙」:8)

小林隆編/志村文隆 [ほか] 著 朝倉書店 814||Ho 219001915

68 文章添削の教科書 渡辺知明著 芸術新聞社 816||Wa 219001880

69 明解方言学辞典 木部暢子編 三省堂 818.033||Me 219001550

70 ことばの地理学 : 方言はなぜそこにあるのか 大西拓一郎著 大修館書店 818||On 219001567

71
中検準4級試験問題 : 解答と解説 2019年版 第95・96・
97回

日本中国語検定協会編 白帝社 820.7||Ch||'19 219001867

72
中検4級試験問題 : 解答と解説 2019年版 第95・96・97

回
日本中国語検定協会編 白帝社 820.7||Ch||'19 219001868

73
中検3級試験問題 : 解答と解説 2019年版 第95・96・97

回
日本中国語検定協会編 白帝社 820.7||Ch||'19 219001869

74
中検2級試験問題 : 解答と解説 2019年版 第95・96・97

回
日本中国語検定協会編 白帝社 820.7||Ch||'19 219001870

75
中検準1級・1級試験問題 : 解答と解説 2019年版 第95・
96・97回

日本中国語検定協会編 白帝社 820.7||Ch||'19 219001871

76 汉语水平考试真题集 2018版 HSK1级 孔子学院总部, 国家汉办编制 人民教育出版社 820.79||Ko||1 219002093

77 汉语水平考试真题集 2018版 HSK2级 孔子学院总部, 国家汉办编制 人民教育出版社 820.79||Ko||2 219002091

78 汉语水平考试真题集 2018版 HSK3级 孔子学院总部, 国家汉办编制 人民教育出版社 820.79||Ko||3 219002090

79 汉语水平考试真题集 2018版 HSK4级 孔子学院总部, 国家汉办编制 人民教育出版社 820.79||Ko||4 219002089

80 汉语水平考试真题集 2018版 HSK5级 孔子学院总部, 国家汉办编制 人民教育出版社 820.79||Ko||5 219002094

81 汉语水平考试真题集 2018版 HSK6级 孔子学院总部, 国家汉办编制 人民教育出版社 820.79||Ko||6 219002092

82 英語の歴史から考える英文法の「なぜ」 朝尾幸次郎著 大修館書店 835||As 219001568

83 独検過去問題集 2019年版: 5級・4級・3級 ドイツ語学文学振興会編 郁文堂 840.7||Do||'19 219001461

84 冠詞の謎を解く (中級フランス語) 小田涼著 白水社 855.28||Od 219001614

85 よみとく文法 (中級フランス語) 西村牧夫著 白水社 855||Ni 219001612

86 つたえる文法 (中級フランス語) 曽我祐典著 白水社 855||So 219001611

87 あらわす文法 (中級フランス語) 東郷雄二著 白水社 855||To 219001610

88 ラテン語とギリシア語を同時に学ぶ 小倉博行著 白水社 892||Og 219001613

89 100年かけてやる仕事 : 中世ラテン語の辞書を編む 小倉孝保著 プレジデント社 892||Og 219001839

90 文学理論講義 : 新しいスタンダード ピーター・バリー著 ミネルヴァ書房 901||Ba 219001667

91 「奇」と「妙」の江戸文学事典 長島弘明編 文学通信 910.25||Na 219002033

92 文豪たちの悪口本 彩図社文芸部編 彩図社 910.26||Bu 219002080

93
奉教人の死/煙草と悪魔 : 他十一篇 (岩波文庫:緑(31)-

070-5)
芥川竜之介作 岩波書店 913.6||Ak 219001325

94 奉教人の死 改版 (新潮文庫:あ-1-4) 芥川龍之介著 新潮社 913.6||Ak 219001340

95 沈黙 改版 (新潮文庫:え-1-15) 遠藤周作著 新潮社 913.6||En 219001341

96 むらさきのスカートの女 今村夏子著 朝日新聞出版 913.6||Im 219001281

97 デルフィニア戦記 1 : 特装版 茅田砂胡著 中央公論新社 913.6||Ka||1 219001284

98 渦 : 妹背山婦女庭訓魂結び 大島真寿美著 文藝春秋 913.6||Os 219001972

99 土佐日記 [復刻版] (日記文学研究叢書:第1巻) 津本信博編・解説 クレス出版 915.3||Ni||1 219001396

100 蜻蛉日記 [復刻版] (日記文学研究叢書:第2巻) 津本信博編・解説 クレス出版 915.3||Ni||2 219001397

101 和泉式部日記 [復刻版] (日記文学研究叢書:第3巻) 津本信博編・解説 クレス出版 915.3||Ni||3 219001398

102 紫式部日記 [復刻版] 1 (日記文学研究叢書:第4-8巻) 津本信博編・解説 クレス出版 915.3||Ni||4 219001399

103 紫式部日記 [復刻版] 2 (日記文学研究叢書:第4-8巻) 津本信博編・解説 クレス出版 915.3||Ni||5 219001400

104 紫式部日記 [復刻版] 3 (日記文学研究叢書:第4-8巻) 津本信博編・解説 クレス出版 915.3||Ni||6 219001401

105 紫式部日記 [復刻版] 4 (日記文学研究叢書:第4-8巻) 津本信博編・解説 クレス出版 915.3||Ni||7 219001402



106 紫式部日記 [復刻版] 5 (日記文学研究叢書:第4-8巻) 津本信博編・解説 クレス出版 915.3||Ni||8 219001403

107 巴金とアナキズム : 理想主義の光と影 山口守著 中国文庫株式会社 920.278||Ha 219002177

108
ガリヴァー旅行記 (シリーズもっと知りたい名作の世
界:5)

木下卓, 清水明編著 ミネルヴァ書房 930.28||Sh||5 219001362

109 ダロウェイ夫人 (シリーズもっと知りたい名作の世界:6) 窪田憲子編著 ミネルヴァ書房 930.28||Sh||6 219001363

110 若草物語 (シリーズもっと知りたい名作の世界:1) 高田賢一編著 ミネルヴァ書房 930.8||Sh||1 219001662

111 赤毛のアン (シリーズもっと知りたい名作の世界:10) 桂宥子, 白井澄子編著 ミネルヴァ書房 930.8||Sh||10 219001666

112 白鯨 (シリーズもっと知りたい名作の世界:11) 千石英世編 ミネルヴァ書房 930.8||Sh||11 219001668

113 ハムレット (シリーズもっと知りたい名作の世界:2) 青山誠子編著 ミネルヴァ書房 930.8||Sh||2 219001663

114 ウォールデン (シリーズもっと知りたい名作の世界:3) 上岡克己, 高橋勤編著 ミネルヴァ書房 930.8||Sh||3 219002086

115
ライ麦畑でつかまえて (シリーズもっと知りたい名作の
世界:4)

田中啓史編著 ミネルヴァ書房 930.8||Sh||4 219001664

116
フランケンシュタイン (シリーズもっと知りたい名作の
世界:7)

久守和子, 中川僚子編著 ミネルヴァ書房 930.8||Sh||7 219002087

117 指輪物語 (シリーズもっと知りたい名作の世界:9) 成瀬俊一編著 ミネルヴァ書房 930.8||Sh||9 219001665

118 作者を出せ!
デイヴィッド・ロッジ [著]/

高儀進訳
白水社 933.7||Lo 219001609

119 裸のヘッセ : ドイツ生活改革運動と芸術家たち 森貴史著 法政大学出版局 940.278||Mo 219001632

120
アインシュタインの旅行日記 : 日本・パレスチナ・スペ
イン

アルバート・アインシュタ
イン著/ゼエブ・ローゼンク
ランツ編/畔上司訳

草思社 955.7||Ei 219001795


