
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
質的研究の考え方 : 研究方法論からSCATによる分析ま
で

大谷尚著 名古屋大学出版会 002.7||Ot 220001768

2 驕る権力、煽るメディア 斎藤貴男著 新日本出版社 070.21||Sa 220001627

3
Excelで今すぐはじめる心理統計 : 簡単ツールHADで基
本を身につける

小宮あすか, 布井雅人著 講談社 140.7||Ko 220001305

4 これならわかる!心理統計
宮埜壽夫, 谷田部かなか, 櫻
井広幸著

ナツメ社 140.7||Mi 220001770

5 バイオハッキング : テクノロジーで知覚を拡張する
カーラ・プラトーニ著/田沢
恭子訳

白揚社 141.2||Pl 220001785

6 音響聴覚心理学 大串健吾著 誠信書房 141.22||Og 220001632

7 錯視のしくみ : イラストレイテッド 北岡明佳著 朝倉書店 145.5||Ki 220001344

8
新錯視図鑑 : 脳がだまされる奇妙な世界を楽しむ・解き
明かす・つくりだす

杉原厚吉著 誠文堂新光社 145.5||Su 220001634

9
心理アセスメントの理論と実践 : テスト・観察・面接の
基礎から治療的活用まで

高瀬由嗣, 関山徹, 武藤翔太
編著

岩崎学術出版社 146.3||Sh 220001531

10
解決志向ブリーフセラピーハンドブック : エビデンスに
基づく研究と実践

シンシア・フランクリン [ほ
か] 編/長谷川啓三, 生田倫子,

日本ブリーフセラピー協会
編訳

金剛出版 146.8||Ka 220001594

11
機能分析心理療法 : 徹底的行動主義の果て, 精神分析と
行動療法の架け橋

R・J・コーレンバーグ, M・
サイ著

金剛出版 146.8||Ko 220001593

12
クライエントの言葉をひきだす認知療法の「問う力」 :

ソクラテス的手法を使いこなす
石垣琢麿, 山本貢司編/東京駒
場CBT研究会著

金剛出版 146.8||Ku 220001598

13 臨床教育相談学 内山喜久雄編著 金子書房 146.8||Ri 220001285

14 言語と行動の心理学 : 行動分析学をまなぶ 谷晋二編著 金剛出版 146.8||Ta 220001600

15 公認心理師試験問題解説 第1回 福島哲夫監修
学研メディカル秀潤
社/学研プラス (発売)

146.89||Ko||1 220001607

16 公認心理師試験事例問題の解き方本 Part 2
山口勝己監著/東京メディカ
ルアンビシャス企画・編集

辰已法律研究所 146.89||Ko||2 220001809

17 功利主義をのりこえて : 経済学と哲学の倫理
アマルティア・セン, バー
ナード・ウィリアムズ編著

ミネルヴァ書房 151.7||Ko 220001486

18 功利主義とは何か
カタジナ・デ・ラザリ=ラデ
ク, ピーター・シンガー [著]/

森村進, 森村たまき訳
岩波書店 151.7||La 220001296

19 Change : 未来を変える、これからの働き方 谷尻誠著 エクスナレッジ 159.4||Ta 220001576

20
中近世ヨーロッパの宗教と政治 : キリスト教世界の統一
性と多元性 (Minerva西洋史ライブラリー:100)

甚野尚志, 踊共二編著 ミネルヴァ書房 192.3||Ch 220001481

21 教養の日本美術史 古田亮編著 ミネルヴァ書房 702.1||Ky 220001484

22
スペイン美術史入門 : 積層する美と歴史の物語 (NHK

ブックス:1251)

大高保二郎監修・著/久米順
子 [ほか] 著

NHK出版 702.36||Su 220001340

23 薔薇のイコノロジー : 新・新装版 若桑みどり著 青土社 702||Wa 220001729

24 遺産の概念 (叢書・ウニベルシタス:1096)

ジャン=ピエール・バブロ
ン, アンドレ・シャステル
[著]/中津海裕子, 湯浅茉衣訳

法政大学出版局 709.35||Ba 220001712

25
文化遺産と「復元学」 : 遺跡・建築・庭園復元の理論と
実践

海野聡編 吉川弘文館 709||Bu 220001513

26 ピカソと人類の美術 大高保二郎, 永井隆則編 三元社 723.36||Ot 220001833

27 国立西洋美術館名画の見かた 渡辺晋輔, 陳岡めぐみ著 集英社 723||Wa 220001320

28 いたずらのすきなけんちくか
安藤忠雄原作/はたこうしろ
う絵

小学館 726.6||An 220001322

29 えんとつ町のプペル にしのあきひろ著 幻冬舎 726.6||Ni 220001221

30
音楽知覚認知ハンドブック : 音楽の不思議の解明に挑む
科学

小川容子 [ほか] 編 北大路書房 761.14||On 220001569

31
Kの昇天 : 或はKの溺死 (極上文学. GOKUJO

BUNGAKU)

梶井基次郎原作/キムラ真演
出/神楽澤小虎脚本

CLIE (発売) 770||DVD||2500-2501220001241

32 世阿弥の稽古哲学 増補新装版 西平直著 東京大学出版会 773.28||Ni 220001325

33 「わざ」を生きる身体 : 人形遣いと稽古の臨床教育学 奥井遼著 ミネルヴァ書房 777.19||Ok 220001482

34
よくわかるスポーツ文化論 改訂版 (やわらかアカデミズ
ム・「わかる」シリーズ)

井上俊, 菊幸一編著 ミネルヴァ書房 780.13||Yo 220001490

35
スポーツクラブの社会学 : 『「コートの外」より愛をこ
め』の射程

水上博司 [ほか] 著 青弓社 780.6||Su 220001717

36
クリエイティブ・コーチング : 選手の潜在能力を引き出
す

ジェリー・リンチ著/水谷豊,

笈田欣治, 野老稔訳
大修館書店 780.7||Ly 220001644

37
子どもの発達から考える運動指導法 : 体力と運動能力を
伸ばすプログラム

新田收, 松田雅弘, 楠本泰士
著

ナップ 780.7||Ni 220001849
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38
スタートアップ・個人で作れるスマホ向けUnityソー
シャルゲーム開発ガイド (Game developer books)

平野裕作著 秀和システム 798.5||Hi 220001745

39 作って学べるUnity本格入門 賀好昭仁著 技術評論社 798.5||Ka 220001402

40
クラウドゲームをつくる技術 : マルチプレイゲーム開発
の新戦力 (Web+DB Pressプラスシリーズ)

中嶋謙互著 技術評論社 798.5||Na 220001601

41 言語はどのように変化するのか
Joan Bybee著/小川芳樹 [ほ
か] 訳

開拓社 801||By 220001856

42 今そこにある多言語なニッポン
柿原武史, 上村圭介, 長谷川
由起子編

くろしお出版 802.1||Ka 220001828

43
第二言語習得について日本語教師が知っておくべきこ
と

小柳かおる著 くろしお出版 807||Ko 220001827

44
言語接触 : 英語化する日本語から考える「言語とはなに
か」

嶋田珠巳, 斎藤兆史, 大津由
紀雄編

東京大学出版会 810.1||Ge 220001272

45
日本語語用論入門 : コミュニケーション理論から見た日
本語 新版

山岡政紀, 牧原功, 小野正樹
著

明治書院 810.1||Ya 220001854

46 バリエーションの中の日本語史 岡﨑友子 [ほか] 編 くろしお出版 810.2||Ba 220001824

47 カジュアル日本語 あっきー著 アルク 810.7||Ak 220001533

48 知る・考える・伝える日本語 : 中級から上級へ 原やす江編著 城西大学出版会 810.7||Ha 220001851

49 日本語学の教え方 : 教育の意義と実践
福島健伸, 小西いずみ編著/前
田直子 [ほか] 著

くろしお出版 810.7||Ni 220001823

50 「やさしい日本語」表現事典
庵功雄編著/志賀玲子 [ほか]

著
丸善出版 810.7||Ya 220001480

51 やさしい日本語のしくみ : 日本語学の基本 改訂版 庵功雄 [ほか] 著 くろしお出版 810||Ya 220001826

52 研究社日本語口語表現辞典 第2版 佐藤友子, 奥村圭子編集委員 研究社 813.4||Ke 220001574

53 日本語のオノマトペ : 音象徴と構造 浜野祥子著 くろしお出版 814||Ha 220001822

54 文法変化の研究 小柳智一著 くろしお出版 815.02||Ko 220001825

55 入門・やさしい日本語 : 外国人と日本語で話そう 吉開章著 アスク出版 817.8||Yo 220001857

56 感性の方言学
小林隆編/浜野祥子 [ほか執
筆]

ひつじ書房 818||Ka 220001839

57 コミュニケーションの方言学
小林隆編/熊谷智子 [ほか執
筆]

ひつじ書房 818||Ko 220001838

58 中検準4級試験問題 : 解答と解説 2020年版 第98・99回 日本中国語検定協会編 白帝社 820.7||Ch||'20 220001802

59 中検4級試験問題 : 解答と解説 2020年版 第98・99回 日本中国語検定協会編 白帝社 820.7||Ch||'20 220001803

60 中検3級試験問題 : 解答と解説 2020年版 第98・99回 日本中国語検定協会編 白帝社 820.7||Ch||'20 220001804

61
中検準1級・1級試験問題 : 解答と解説 2020年版 第98・
99回

日本中国語検定協会編 白帝社 820.7||Ch||'20 220001805

62 中国語イラスト辞典 呉月梅編 三修社 824||Ch 220001462

63 やさしくくわしい中国語文法の基礎 改訂新版 守屋宏則, 李軼倫著 東方書店 825||Mo 220001662

64

仏検公式ガイドブック : 傾向と対策+実施問題 : 文部科
学省後援実用フランス語技能検定試験 2020年度版1

級・準1級
フランス語教育振興協会編

フランス語教育振興
協会/駿河台出版社
(発売)

850.79||Fu||'20 220001629

65

仏検公式ガイドブック : 傾向と対策+実施問題 : 文部科
学省後援実用フランス語技能検定試験 2020年度版2

級・準2級
フランス語教育振興協会編

フランス語教育振興
協会/駿河台出版社
(発売)

850.79||Fu||'20 220001630

66

仏検公式ガイドブック : 傾向と対策+実施問題 : 文部科
学省後援実用フランス語技能検定試験 2020年度版3

級・4級・5級
フランス語教育振興協会編

フランス語教育振興
協会/駿河台出版社
(発売)

850.79||Fu||'20 220001631

67 冠詞の謎を解く (中級フランス語) 小田涼著 白水社 855.28||Od 220001696

68 時制の謎を解く (中級フランス語) 井元秀剛著 白水社 855.5||Im 220001693

69 フランス語動詞を使いこなす 石野好一著 白水社 855.5||Is 220001697

70 フランス文法総まとめ 東郷雄二著 白水社 855||To 220001695

71 叙法の謎を解く (中級フランス語) 渡邊淳也著 白水社 855||Wa 220001694

72 太宰治研究 10 山内祥史編 和泉書院 910.263||Da||10 220001536

73 太宰治研究 11 山内祥史編 和泉書院 910.263||Da||11 220001537

74 太宰治研究 12 山内祥史編 和泉書院 910.263||Da||12 220001858

75 太宰治研究 13 山内祥史編 和泉書院 910.263||Da||13 220001538

76 太宰治研究 14 山内祥史編 和泉書院 910.263||Da||14 220001539

77 太宰治研究 15 山内祥史編 和泉書院 910.263||Da||15 220001540

78 太宰治研究 23 山内祥史編 和泉書院 910.263||Da||23 220001541

79 太宰治研究 5 山内祥史編 和泉書院 910.263||Da||5 220001815

80 太宰治研究 8 山内祥史編 和泉書院 910.263||Da||8 220001534

81 太宰治研究 9 山内祥史編 和泉書院 910.263||Da||9 220001535

82 村上春樹 : 作品研究事典 増補版 村上春樹研究会編 鼎書房 910.268||Mu 220001218

83 medium : 霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼著 講談社 913.6||Ai 220001220

84 最後のトリック (河出文庫) 深水黎一郎著 河出書房新社 913.6||Fu 220001223

85 聖者のかけら 川添愛著 新潮社 913.6||Ka 220001323

86 台頭篇 (ナポレオン:1) 集英社 913.6||Sa||1 220001316

87 革命の終焉 (小説フランス革命:12) 佐藤賢一著 集英社 913.6||Sa||12 220001319

88 野望篇 (ナポレオン:2) 集英社 913.6||Sa||2 220001317

89 転落篇 (ナポレオン:3) 集英社 913.6||Sa||3 220001318

90 わしらは怪しい雑魚釣り隊 椎名誠著 マガジン・マガジン 915.6||Sh 220001244
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91
戦後はまだ-- : 刻まれた加害と被害の記憶 : 山本宗補写
真集

山本宗補著 彩流社 916||Ya 220001604

92 芥川龍之介全集総索引 : 付年譜 宮坂覺編 岩波書店 918.68||Ak||索 220001216


