
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 図書館年鑑 2021
日本図書館協会図書館年鑑
編集委員会編集

日本図書館協会 010.59||To||'21 221001253

2 災害アーカイブ : 資料の救出から地域への還元まで 白井哲哉著 東京堂出版 014.61||Sh 221001743

3 古事類苑新仮名索引 倉本一宏編 吉川弘文館 031.2||Ko 221001816

4
Die baracke : zeitung für das kriegsgefangenenlager

bando, japan 2.transkribierte Auflage Bd. 2
Naruto City 092.921||Ba||2 221001622

5
Die baracke : zeitung für das kriegsgefangenenlager

bando, japan 2.transkribierte Auflage Bd. 3
Naruto City 092.921||Ba||3 221001623

6
Die baracke : zeitung für das kriegsgefangenenlager

bando, japan 2.transkribierte Auflage Bd. 4
Naruto City 092.921||Ba||4 221001624

7
日本回帰と文化人 : 昭和戦前期の理想と悲劇 (筑摩選
書:0210)

長山靖生著 筑摩書房 121.6||Na 221001223

8 中国思想基本用語集 湯浅邦弘編著 ミネルヴァ書房 122.033||Ch 221001208

9 教養としての中国古典 湯浅邦弘編著 ミネルヴァ書房 122||Ky 221001773

10 春秋左氏伝 上 (岩波文庫:青(33)-216-1,2,3) 小倉芳彦訳 岩波書店 123.65||Sh||1 221001496

11 春秋左氏伝 中 (岩波文庫:青(33)-216-1,2,3) 小倉芳彦訳 岩波書店 123.65||Sh||2 221001497

12 春秋左氏伝 下 (岩波文庫:青(33)-216-1,2,3) 小倉芳彦訳 岩波書店 123.65||Sh||3 221001498

13 孝経 : 唐玄宗御注の本文訳 附孔安国伝 野間文史著 明徳出版社 123.7||No 221001555

14 孟子 : 全訳注 (講談社学術文庫:[2534]) 宇野精一 [著] 講談社 123.84||Mo 221001512

15 老子 (岩波文庫:青(33)-205-1) 蜂屋邦夫訳註 岩波書店 124.22||Ro 221001495

16 章炳麟集 : 清末の民族革命思想 (岩波文庫:青(33)-233-1) 西順蔵, 近藤邦康編訳 岩波書店 125.9||Sh 221001499

17 心理学総合事典 : 新装版 佐藤達哉 [ほか] 編集 朝倉書店 140.36||Sh 221001889

18 心理学 (図解教養事典)
ニッキー・ヘイズ, サラ・ト
ムリー著/田中真由美訳

ニュートンプレス 140||ha 221001365

19
知覚・認知心理学 : 「心」の仕組みの基礎を理解する
(公認心理師の基本を学ぶテキスト:7)

萱村俊哉, 郷式徹編著 ミネルヴァ書房 141.2||Ch 221001379

20
ベイズ統計で実践モデリング : 認知モデルのトレーニン
グ

M.D. リー, E.-J. ワーゲンメ
イカーズ著/井関龍太訳

北大路書房 141.5||Le 221001930

21
セルフ・コンパッション : 有効性が実証された自分に優
しくする力 新訳版

クリスティン・ネフ著/浅田
仁子訳

金剛出版 141.93||Ne 221001317

22
解決のための面接技法 : ソリューション・フォーカスト
アプローチの手引き 第4版

ピーター・ディヤング, イン
スー・キム・バーグ著/桐田
弘江, 住谷祐子, 玉真慎子訳

金剛出版 146.3||De 221001316

23 不眠症に対する認知行動療法マニュアル 日本睡眠学会教育委員会編 金剛出版 146.8||Fu 221001314

24 自殺予防カウンセリング (21世紀カウンセリング叢書) 藤原俊通, 高橋祥友著 駿河台出版社 146.8||Fu 221001579

25
サイコシンセシスとは何か : 自己実現とつながりの心理
学

平松園枝著 トランスビュー 146.8||Hi 221002000

26
保健医療分野の心理職のための対象別事例集 : チーム医
療とケース・フォーミュレーション

津川律子, 花村温子編 福村出版 146.8||Ho 221001925

27
時間のかかる営みを、時間をかけて学ぶための心理療
法入門

小松貴弘, 渡辺亘, 中村博文
編著

創元社 146.8||Ji 221001882

28

10代のための感情を味方につけるプログラム : ワーク
ブック (つらい感情とうまくつきあう認知行動療法の統
一プロトコル)

ジル・エレンリッチ-メイ
[ほか] 著/伊藤正哉, 加藤典子
訳

福村出版 146.8||Ju 221001761

29

10代のための感情を味方につけるプログラム : セラピス
トガイド (つらい感情とうまくつきあう認知行動療法の
統一プロトコル)

ジル・エレンリッチ-メイ
[ほか] 著/伊藤正哉, 加藤典子
訳

福村出版 146.8||Ju 221001762

30
トラウマインフォームドケア : "問題行動"を捉えなおす
援助の視点

野坂祐子著 日本評論社 146.8||No 221001431

31 認知行動療法ケース・フォーミュレーション
ジャクリーン・B・パーソン
ズ著

金剛出版 146.8||Pe 221001318

32 よくわかる!短期療法ガイドブック 新版 若島孔文, 長谷川啓三[著] 金剛出版 146.8||Wa 221001319

33
短期療法実戦のためのヒント47 : 心理療法のプラグマ
ティズム

若島孔文著 遠見書房 146.8||Wa 221001783

34
子どものためのトラウマフォーカスト認知行動療法 : さ
まざまな臨床現場におけるTF-CBT実践ガイド

ジュディス・A・コーエン,

アンソニー・P・マナリノ,

エスター・デブリンジャー
編

岩崎学術出版社 146.82||Ko 221001273

35 健康・医療心理学 (公認心理師の基礎と実践:第16巻) 丹野義彦編 遠見書房 146.89||Ko||16 221002051

36 Selfishness : 自分の価値を実現する
アイン・ランド著/オブジェ
クティビズム研究会訳

Evolving合同会社 151.4||Ra 221002032

37 巡拝記にみる四国遍路 佐藤久光著 朱鷺書房 186.9||Sa 221002002

38 美学の事典 美学会編 丸善出版 701.1||Bi 221001268

39 原典イタリア・ルネサンス芸術論 上巻 池上俊一監修 名古屋大学出版会 702.37||Ge||1 221001439

40 原典イタリア・ルネサンス芸術論 下巻 池上俊一監修 名古屋大学出版会 702.37||Ge||2 221001440

学生用人文系図書新着リスト(10月)



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

41 NHK8Kルーブル美術館 : 美の殿堂の500年
小池寿子, 三浦篤, NHK

「ルーブル美術館」制作班
編著

NHK出版 706.9||Nh 221001647

42
イギリスの美、日本の美 : ラファエル前派と漱石、ビア
ズリーと北斎

河村錠一郎著 東信堂 723.33||Ka 221001745

43 Book of movies : The essential 1,000 filems to see

selected by Manohla Dargis

and A.O.Scott, edited by

Wallace Schroeder

Universe 778.253||Bo 221001125

44 ノスタルジア
アンドレイ・タルコフス
キー監督

WOWOWプラス 778||BD||2551 221001254

45 Dekalog

クシシュトフ・キェシロフ
スキ監督・脚本/クシシュト
フ・ピエシェヴィチ脚本

アイ・ヴィー・シー
(発売)

778||BD||44-50 221001463

46 なぜ君は総理大臣になれないのか 大島新監督 Maxam (発売・販売) 778||DVD||2552 221001255

47 健康・スポーツ科学のためのRによる統計解析入門
山次俊介, 高橋信二, 鈴木宏
哉編著

杏林書院 780.1||Ke 221001779

48 もっとなっとく使えるスポーツサイエンス
征矢英昭, 本山貢, 石井好二
郎編

講談社 780.19||Mo 221001713

49 スポーツコーチのためのトレーニング生理学 ヤン・バングスボ著 大修館書店 780.193||Be 221001885

50
パワーズ運動生理学 : 体力と競技力向上のための理論と
応用

Scott K. Powers, Edward T.

Howley著

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

780.193||Po 221001385

51 トレーニングのための生理学的知識 Zsolt Radák著 市村出版 780.193||Ra 221001952

52 運動生理学 (栄養科学イラストレイテッド) 麻見直美, 川中健太郎編 羊土社 780.193||Un 221001387

53
変容するスポーツ政策と対抗点 : 新自由主義国家とス
ポーツ

棚山研, 市井吉興, 山下高行
編

創文企画 780.21||He 221001733

54

スマート・ベニューハンドブック : スタジアム・アリー
ナ構想を実現するプロセスとポイント (DBJ books. 日
本政策投資銀行business research)

日本政策投資銀行地域企画
部, 日本経済研究所, 早稲田
大学スポーツビジネス研究
所著

ダイヤモンド・ビジ
ネス企画/ダイヤモン
ド社 (発売)

780.67||Su 221001737

55
障がいのある人のスポーツ指導教本 : 2020年改訂カリ
キュラム対応 初級・中級

日本障がい者スポーツ協会
編

ぎょうせい 780.7||Sh 221001341

56 スポーツ産業論 第7版 原田宗彦編著 杏林書院 780||Su 221001780

57 陸上競技のコーチング学 日本陸上競技学会編 大修館書店 782||Ri 221001886

58 まるわかり!eスポーツ・ビジネス (日経MOOK) 日本経済新聞出版編

日経BP日本経済新聞
出版本部/日経BP

マーケティング(発
売)

798.5||Ma 221001548

59 ポライトネスの語用論
ジェフリー・リーチ著/熊野
真理 [ほか] 訳

研究社 801.03||Le 221001710

60 実験認知言語学の深化 篠原和子, 宇野良子編 ひつじ書房 801||Ji 221002040

61 認知言語学の大冒険 鍋島弘治朗著 開拓社 801||Na 221001790

62 発話解釈の語用論 大津隆広著 九州大学出版会 801||Ot 221002053

63 言語学と科学革命 : 認知言語学への展開 山梨正明著 ひつじ書房 801||Ya 221002043

64 現地嫌いなフィールド言語学者、かく語りき。 吉岡乾著 創元社 802||Yo 221001415

65 フィールド言語学者、巣ごもる。 吉岡乾著 創元社 804||Yo 221001416

66
言葉をおぼえるしくみ : 母語から外国語まで (ちくま学
芸文庫:[イ50-1])

今井むつみ, 針生悦子著 筑摩書房 807||Im 221001588

67
日本語の乱れか変化か : これまでの日本語、これからの
日本語

金澤裕之, 川端元子, 森篤嗣
編

ひつじ書房 810.4||Ni 221002037

68
場面とコミュニケーションでわかる日本語文法ハンド
ブック

中西久実子編/中西久実子 [ほ
か] 著

ひつじ書房 810.7||Ba 221002038

69 日本語教育に生かす第二言語習得研究 改訂版 迫田久美子著 アルク 810.7||Sa 221001654

70
文字とことば : 文字文化の始まり (シリーズ古代史をひ
らく)

吉村武彦, 吉川真司, 川尻秋
生編

岩波書店 811.02||Mo 221001657

71 社会の活性化と方言 (実践方言学講座:第1巻) 半沢康, 新井小枝子編 くろしお出版 818||Ji||1 221001701

72 方言の教育と継承 (実践方言学講座:第2巻) 大野眞男, 杉本妙子編 くろしお出版 818||Ji||2 221001702

73 人間を支える方言 (実践方言学講座:第3巻) 小林隆, 今村かほる編 くろしお出版 818||Ji||3 221001703

74
中検準4級試験問題 : 解答と解説 2021年版 第100・
101・102回

日本中国語検定協会編 白帝社 820.7||Ch||'21 221001606

75
中検4級試験問題 : 解答と解説 2021年版 第100・101・
102回

日本中国語検定協会編 白帝社 820.7||Ch||'21 221001607

76
中検3級試験問題 : 解答と解説 2021年版 第100・101・
102回

日本中国語検定協会編 白帝社 820.7||Ch||'21 221001608

77
中検2級試験問題 : 解答と解説 2021年版 第100・101・
102回

日本中国語検定協会編 白帝社 820.7||Ch||'21 221001609

78
新HSK2級必ず☆でる単スピードマスター基礎550語 :

HSK主催機関認可
李禄興原著 Jリサーチ出版 820.7||Ri||2 221001196

79
新HSK3級必ず☆でる単スピードマスター初級650語 :

HSK主催機関認可
李禄興原著 Jリサーチ出版 820.7||Ri||3 221001197

80
新HSK4級必ず☆でる単スピードマスター初中級800語 :

HSK主催機関認可
李禄興原著 Jリサーチ出版 820.7||Ri||4 221001198

81
新HSK5級必ず☆でる単スピードマスター中級1350語 :

HSK主催機関認可
李禄興原著 Jリサーチ出版 820.7||Ri||5 221001199
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82
新HSK6級必ず☆でる単スピードマスター上級2600語 :

HSK主催機関認可
李禄興原著 Jリサーチ出版 820.7||Ri||6 221001324

83
中検準1級・1級試験問題 : 解答と解説 2021年版 第
100・101・102回

日本中国語検定協会編 白帝社 820.79||Ch 221001924

84
品詞別・例文で覚えるHSK基本語彙 音声ダウンロード
版 1級-4級

郭春貴, 郭久美子編著 白帝社 820.79||Ka 221001923

85 新しい語用論の世界 : 英語からのアプローチ
ジョナサン・カルペパー, マ
イケル・ホー著/加藤重広, 滝
浦真人, 東泉裕子訳

研究社 830.1||Cu 221001840

86
Haunted Britain [CD pack] (Scholastic ELT

readers:Level 1)
Jane Rollason

Mary Glasgow

Magazines

(Scholastic)

837.7||Sc||1 221001625

87
はじめに交流ありき : 東アジアの文学と異文化交流 (東
アジア文化講座:1)

染谷智幸編 文学通信 904||Ha 221001989

88
東アジアに共有される文学世界 : 東アジアの文学圏 (東
アジア文化講座:3)

小峯和明編 文学通信 904||Hi 221001990

89
漢字を使った文化はどう広がっていたのか : 東アジアの
漢字漢文文化圏 (東アジア文化講座:2)

金文京編 文学通信 904||Ka 221001437

90 森鷗外事典 平川祐弘編 新曜社 910.268||Mo 221002056

91 夏目漱石周辺人物事典
原武哲, 石田忠彦, 海老井英
次編

笠間書院 910.268||Na 221001695

92 漱石辞典 小森陽一 [ほか] 編集 翰林書房 910.268||So 221001802

93 日本幻想作家事典 東雅夫, 石堂藍編 国書刊行会 910.33||Ni 221001985

94 八重葎/別本八重葎 (中世王朝物語全集:13) 神野藤昭夫校訂・訳注 笠間書院 913.41||Ch||13 221002068

95 海人の刈藻 簡装版 (中世王朝物語全集:2) 妹尾好信校訂・訳注 笠間書院 913.41||Ch||2 221001793

96 我が身にたどる姫君 上 (中世王朝物語全集:20-21) 大槻修, 大槻福子校訂・訳注 笠間書院 913.41||Ch||20 221001797

97 我が身にたどる姫君 下 : 簡装版 (中世王朝物語全集:21) 片岡利博校訂・訳注 笠間書院 913.41||Ch||21 221001798

98 いはでしのぶ (中世王朝物語全集:4) 永井和子校訂・訳注 笠間書院 913.41||Ch||4 221001794

99
石清水物語 (いはしみづものがたり) (中世王朝物語全
集:5)

三角洋一校訂・訳注 笠間書院 913.41||Ch||5 221001795

100 苔の衣 簡装版 (中世王朝物語全集:7) 今井源衛校訂・訳注 笠間書院 913.41||Ch||7 221001694

101
恋路 (こひぢ) ゆかしき大将 (たいしやう)/山路 (やまぢ)

の露 (つゆ) : 簡装版 (中世王朝物語全集:8)

宮田光校訂・訳注/稲賀敬二
校訂・訳注

笠間書院 913.41||Ch||8 221001796

102 星落ちて、なお 澤田瞳子著 文藝春秋 913.6||Sa 221001183

103 テスカトリポカ 佐藤究著 KADOKAWA 913.6||Sa 221001482

104 井上靖全集 別巻 井上靖著 新潮社 918.68||In||別巻 221001961

105 One hundred twenty-one days First edition

Michèle Audin/translated

from the French by

Christiana Hills

Deep Vellum

Publishing
953.7||Au 221002021


