
資料番号 請求記号 書名 著者名 出版社

G3027271 002/775/Cu ゆるくても続く知の整理術 pha 大和書房

G3027209 014/1881/Cu
戦争と図書館 : 英国近代日本語コレク

ションの歴史
小山 騰 勉誠出版

G3027246 019/1257/Cu
日本の名著見るだけノート : これからの

ビジネスマンに必要な教養が身につく!
福田 和也 宝島社

G3027164 134/2087/Cu
飲茶の「最強!」のニーチェ : 幸福になる

哲学
飲茶 水王舎

G3027289 140.7/789/Cu
こころを科学する : 心理学と統計学のコ

ラボレーション
大淵 憲一 共立出版

G3027250 141.6/483/Cu 感情科学 藤田 和生
京都大学学術

出版会

G3027189 142/8835/Cu
人のために頑張りすぎて疲れた時に読む

本
根本 裕幸 大和書房

G3027179 142/8837/Cu

幸福になりたいなら幸福になろうとして

はいけない : マインドフルネスから生ま

れた心理療法ACT (アクト) 入門

Harris Russ 筑摩書房

G3027163 142/8839/Cu
完璧を求める心理 : 自分や相手がラクに

なる対処法
櫻井 茂男 金子書房

G3027290 142/8841/Cu
知りたい!やってみたい!アニマルセラ

ピー
川添 敏弘 駿河台出版社

G3027316 154/1209/Cu
すぐやる人にすぐ変われる心理習慣 : 先

のばしの"まさかの原因"を退治する!
渋谷 昌三 河出書房新社

G3027315 154/1211/Cu
考えたら負け : 今すぐ行動できる堀江貴

文150の金言
堀江 貴文 宝島社

G3027206 168/697/Cu 縄文の神 : よみがえる精霊信仰 戸矢 学 河出書房新社

G3027272 169.5/671/Cu 一神教と戦争 橋爪 大三郎 集英社

G3027185 169.9/507/Cu 弥勒菩薩と天と王の里 鈴木 徳次

幻冬舎メディ

アコンサル

ティング

G3027263 172/113/Cu 宇宙一やさしい!日本の神様図鑑 島田 裕巳 洋泉社

G3027239 175/509/Cu 鳥居大図鑑 藤本 頼生
グラフィック

社

G3027281 210.1/3147/Cu
百舌鳥古墳群をあるく : 巨大古墳・全案

内
久世 仁士 創元社

G3027275 210.1/3149/Cu 日本古代都城制と城柵の研究 阿部 義平 吉川弘文館

情報ライブラリー本館　学生選書新着リスト



資料番号 請求記号 書名 著者名 出版社

G3027288 210.25/29/Cu
知られざる縄文ライフ : え?貝塚ってごみ

捨て場じゃなかったんですか!?
譽田 亜紀子 誠文堂新光社

G3027260 210.6/2117/Cu 論集大奥人物研究 竹内 誠 東京堂出版

G3027274 210.75/1411/Cu
近衛文麿と日米開戦 : 内閣書記官長が残

した『敗戦日本の内側』
川田 稔 祥伝社

G3027312 210.75/1413/Cu 昭和史の急所 : 戦争・天皇・日本人 保阪 正康 朝日新聞出版

G3027310 210.75/1415/Cu
指揮官の決断 : 満州とアッツの将軍樋口

季一郎
早坂 隆 文藝春秋

G3027221 210.76/491/Cu 証言昭和史のミステリー 別冊宝島編集部 宝島社

G3027198 214.7/979/Cu 葛城の神話と考古学 ?井 忠義 青垣出版

G3027154 216.9/291/Cu

知れば知るほどおもしろい琉球王朝のす

べて : 沖縄の歴史と、王家・庶民の生

活・文化まで

喜納 大作 河出書房新社

G3027193 222/1729/Cu 中国の見方がわかる中国史入門 福村 国春 ベレ出版

G3027258 230/407/Cu82 スイス独立史研究 瀬原 義生
ミネルヴァ書

房

G3027207 232/187/Cu
古代末期のローマ帝国 : 多文化の織りな

す世界
Clark Gillian 白水社

G3027240 233/833/Cu
1914運命の年 : 第一次世界大戦開戦時の

イギリス社会
Bostridge Mark えにし書房

G3027194 234/1363/Cu
ナチズムは再来するのか? : 民主主義をめ

ぐるヴァイマル共和国の教訓
Wirsching Andreas

慶應義塾大学

出版会

G3027197 235/1029/Cu 教養としての「フランス史」の読み方 福井 憲彦

PHPエディ

ターズ・グ

ループ

G3027220 235/1037/Cu ジャンヌ・ダルク
Michelet Jules

1798-1874
中央公論新社

G3027196 253/1039/Cu リンカン : 南北分裂の危機に生きて 井出 義光 清水書院

G3027205 272/51/Cu オーストラリア建国物語
Evans Richard W.

1968-
明石書店

G3027243 290.98/251/Cu
両親に贈りたい旅 : 26選 : guide book for

traveling with parents
A-Works A-Works

G3027213 290.98/60/Cu
The world : a traveller's guide to the

planet

Lonely

Planet

G3027259 292.3/1391/Cu タイのかたち 赤木 攻 めこん

G3027241 293.4/599/Cu ヨーロッパ最大の自由都市ベルリンへ 松永 明子 イカロス出版

G3027302 293.4/601/Cu ウィーンこだわり旅ブック 塚本 太朗
産業編集セン

ター

G3027308 310.1/1507/Cu 善意という暴力 堀内 進之介 幻冬舎



資料番号 請求記号 書名 著者名 出版社

G3027192 310.21/673/Cu 狼の義 : 新犬養木堂伝 林 新 KADOKAWA

G3027273 310.24/99/Cu 堕ちた英雄 : 「独裁者」ムガベの37年 石原 孝 集英社

G3027264 320/119/Cu こども六法 山崎 聡一郎 弘文堂

G3027226 335.1/2081/Cu
思考法図鑑 : ひらめきを生む問題解決・

アイデア発想のアプローチ60
アンド 翔泳社

G3027257 360.1/1949/Cu
社会学用語図鑑 : 人物と用語でたどる社

会学の全体像
田中 正人

プレジデント

社

G3027247 360.1/1951/Cu ふれる社会学 ケイン 樹里安 北樹出版

G3027301 360.14/3299/Cu
見ること・聞くことのデザイン : メディ

ア理解の相互行為分析
是永 論 新曜社

G3027306 366/501/Cu
「AV女優」の社会学 : なぜ彼女たちは饒

舌に自らを語るのか
鈴木 涼美 青土社

G3027156 366.4/289/Cu
本業はオタクです。 : シュミも楽しむあ

の人の仕事術
劇団雌猫 中央公論新社

G3027180 366.8/103/Cu

発達障害の人が働くときに知っておきた

い10の基本 : 男性も女性も、新入社員も

ベテラン社員も仕事が辛いと思ったら自

分を点検してみる

宮尾 益知 河出書房新社

G3027299 366.8/105/Cu
発達障害の僕が「食える人」に変わった

すごい仕事術
借金玉 KADOKAWA

G3027224 366.8/107/Cu
ちょっとしたことでうまくいく発達障害

の人が上手に働くための本
對馬 陽一郎 翔泳社

G3027201 366.9/165/Cu
この社会で働くのはなぜ苦しいのか : 現

代の労働をめぐる社会学/精神分析
樫村 愛子 作品社

G3027237 368/5235/Cu 社会福祉 直島 正樹 萌文書林

G3027190 368/5237/Cu つながりからみた自殺予防 太刀川 弘和 人文書院

G3027152 368.7/6757/Cu
壊されゆく子どもたち : 夜回り先生の青

少年問題論
水谷 修 日本評論社

G3027286 368.7/6759/Cu
世界中の子どもの権利をまもる30の方法

: だれひとり置き去りにしない!

国際子ども権利セ

ンター
合同出版

G3027183 370.14/3465/Cu
スクールソーシャルワークの現場から :

子どもの貧困に立ち向かう
大田 なぎさ 本の泉社

G3027176 370.14/3665/Cu
いじめ・虐待・体罰をその一言で語らな

い : 教育のことばを問い直す
今津 孝次郎 新曜社

G3027153 370.14/3667/Cu フリースクールが「教育」を変える 奥地 圭子
東京シューレ

出版

G3027174 370.14/3669/Cu

不登校になって本当に大切にするべき親

子の習慣 : わが子を笑顔にするために、

今すぐできること

菜花 俊 青春出版社



資料番号 請求記号 書名 著者名 出版社

G3027284 370.14/3671/Cu
ひきこもりでいいみたい : 私と彼らのも

のがたり
芦沢 茂喜 生活書院

G3027223 370.22/823/Cu
イスラム世界を訪ねて : 目的地は、学校

です
井上 直也 かもがわ出版

G3027170 370.4/1405/Cu 教育の使命 小原 芳明
玉川大学出版

部

G3027256 372.1/965/Cu
子どもたちの100の言葉 : レッジョ・エ

ミリアの幼児教育実践記録
Reggio Children 日東書院本社

G3027173 372.4/163/Cu

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっと

ブルー : the real British secondary

school days

Brady Mikako

1965-
新潮社

G3027222 377.4/1727/Cu学齢期編
発達の気になる子の大人になるための

チャレンジ : 未来に飛び立て!
鹿野 佐代子 翔泳社

G3027287 377.7/553/Cu
パパ、ママ、あのね‥ : 子育てのヒント

は子どもが教えてくれる

Montessori Maria

1870-1952
風鳴舎

G3027238 378/1545/Cu
社会教育・生涯学習 : 学校と家庭、地域

をつなぐために
宮崎 冴子

文化書房博文

社

G3027230 383/1147/Cu 図録性の日本史 笹間 良彦 雄山閣

G3027208 385/1989/Cu
アルコールと酔っぱらいの地理学 : 秩序

ある/なき空間を読み解く
Jayne Mark 1970- 明石書店

G3027261 387/107/Cu 廓の媚学 菊地 ひと美 講談社

G3027292 388/2237/Cu副読本 日本現代怪異事典副読本 朝里 樹 笠間書院

G3027233 388/2275/Cu 驚異と怪異 : 想像界の生きものたち 山中 由里子 河出書房新社

G3027187 388/2277/Cu 語り伝える吉野の民話 丸山 顯徳 金壽堂出版

G3027166 388/2279/Cu
江戸幻獣博物誌 : 妖怪と未確認動物のは

ざまで
伊藤 龍平 青弓社

G3027167 388/2281/Cu
異世界と転生の江戸 : 平田篤胤と松浦静

山
今井 秀和 白澤社

G3027294 388/2283/Cu
アラマタヒロシの妖怪にされちゃったモ

ノ事典
荒俣 宏 秀和システム

G3027199 388/2285/Cu 蛸 : 想像の世界を支配する論理をさぐる
Caillois Roger

1913-1978
青土社

G3027309 390.2/29/Cu 昭和の名将と愚将 半藤 一利 文藝春秋

G3027159 397/37/Cu
日本海軍はなぜ過ったか : 海軍反省会四

〇〇時間の証言より
澤地 久枝 岩波書店

G3027305 404/705/Cu 知の果てへの旅 Du Sautoy M. P. F. 新潮社

G3027244 452/285/Cu 日本全国[〇池]さんぽ 市原 千尋 三才ブックス

G3027231 468/3021/Cu アイヌの伝承と民俗
Batchelor John

1854-1944
青土社



資料番号 請求記号 書名 著者名 出版社

G3027265 475/55/Cu
100年後まで残したい!日本の美しい花風

景
はなまっぷ 三才ブックス

G3027212 487/251/Cu
タコの心身問題 : 頭足類から考える意識

の起源

Godfrey-Smith

Peter
みすず書房

G3027291 493/529/Cu もやしもんと感染症屋の気になる菌辞典 岩田 健太郎 朝日新聞出版

G3027165 496/5653/Cu
トラウマと記憶 : 脳・身体に刻まれた過

去からの回復
Levine Peter A. 春秋社

G3027217 496/5683/Cu

公認心理師のための基礎から学ぶ神経心

理学 : 理論からアセスメント・介入の実

践例まで

松田 修
ミネルヴァ書

房

G3027227 496/5685/Cu 最新図解女性のADHDサポートブック 榊原 洋一 ナツメ社

G3027228 496/5687/Cu
大人の発達障害の特性を活かして自分ら

しく生きる! : 実践編
星野 仁彦 日東書院本社

G3027186 496/5689/Cu
からだの無意識の治癒力 : 身体は不調を

治す力を知っている
山口 創 さくら舎

G3027252 496/5691/Cu
「心の病気」がきちんとわかる本 : 症状

対処法受診
齋藤 英二 西東社

G3027280 496/5693/Cu
発達障害の私が夫と普通に暮らすために

書いているノート
ななしのうい G.B.

G3027298 496/5695/Cu
マンガでわかる私って、ADHD脳!? : 仕

事&生活の「困った!」がなくなる
司馬 理英子 大和出版

G3027283 496/5699/Cu PTSDのための対人関係療法
Markowitz John C.

1954-
創元社

G3027225 496/5703/Cu
ちょっとしたことでうまくいく発達障害

の人が上手に暮らすための本
村上 由美 翔泳社

G3027191 499/6645/Cu 心がラクになる魔法のカルテ 小林 英之

PHPエディ

ターズ・グ

ループ

G3027285 499/6647/Cu

疲れたら休むより動け! : 毎日の精神的な

疲労に効く : 周りに気を遣ってぐった

り、いやみを言われてイライラ…

小林 弘幸

クロスメディ

ア・パブリッ

シング

G3027188 599/197/Cu
毎日の大切なこと : 日々の暮らしが子ど

もを育む
岩崎 一女 イザラ書房

G3027251 702/2567/Cu
西洋・日本美術史の基本 : 美術検定1・

2・3級公式テキスト

美術検定実行委員

会
美術出版社

G3027210 721/893/Cu
酒天童子絵巻の謎 : 「大江山絵詞」と坂

東武士
鈴木 哲雄 岩波書店

G3027219 723/1237/Cu 美女たちの西洋美術史 : 肖像画は語る 木村 泰司 光文社



資料番号 請求記号 書名 著者名 出版社

G3027215 723/1239/Cu クリムトへの招待 朝日新聞出版 朝日新聞出版

G3027182 723/1241/Cu
大人の西洋美術常識 : 知識ゼロでも名画

のすごさがわかる!
トキオ・ナレッジ 宝島社

G3027267 723/1243/Cu
ギュスターヴ・モロー : 「自作を語る画

文集」夢を集める人

Moreau Gustave

1826-1898
八坂書房

G3027211 723/1245/Cu
はじめての西洋絵画 : 一生モノの基礎知

識
川瀬 佑介 朝日新聞出版

G3027181 723/1247/Cu 武器になる知的教養西洋美術鑑賞 秋元 雄史 大和書房

G3027277 723/1249/Cu
366日の西洋美術 : 1日1ページで世界の

名画がわかる
瀧澤 秀保 三才ブックス

G3027279 725/1031/Cu もしぼくが本だったら
Letria Jos? Jorge

1951-
KTC中央出版

G3027242 727/221/Cu
たのしいロゴづくり : 文字の形からの着

想と展開
甲谷 一

ビー・エヌ・

エヌ新社

G3027293 727/223/Cu
ほんとに、フォント。 : フォントを活か

したデザインレイアウトの本
ingectar-e ソシム

G3027266 757/299/Cu
配色スタイルハンドブック : 思い通りの

空気感を演出するカラーパレット900
Wager Lauren

ビー・エヌ・

エヌ新社

G3027254 762/743/Cu ライムスター宇多丸の「ラップ史」入門 宇多丸 NHK出版

G3027253 771/635/Cu J・A・シーザー黙示録 J.A.シーザー 東京キララ社

G3027214 778/2049/Cu
映画感想文に挑戦しよう : こどもと見た

い映画ガイド
キネマ旬報社

G3027229 778/2097/Cu

PIXAR (ピクサー) : 世界一のアニメー

ション企業の今まで語られなかったお金

の話

Levy Lawrence 文響社

G3027168 778/2099/Cu
人気海外ドラマの法則21 : どうして毎晩

見続けてしまうのか?
Landau Neil

フィルムアー

ト社

G3027255 778/2101/Cu
映画の言葉を聞く : 早稲田大学「マス

ターズ・オブ・シネマ」講義録
安藤 紘平

フィルムアー

ト社

G3027297 778/2103/Cu
心が疲れたときに観る映画 : 「気分」に

寄り添う映画ガイド
佐野 亨 立東舎

G3027278 778/2105/Cu
イラストでわかる映画の歴史 : いちばん

やさしい映画教室

Boardman Adam

Allsuch

フィルムアー

ト社

G3027300 778/2107/Cu
死を乗り越える映画ガイド : あなたの死

生観が変わる究極の50本
一条 真也 現代書林

G3027296 778.25/25/Cu アメリカが面白くなる映画50本 村瀬 広 新日本出版社

G3027235 829.1/4573/Cu ネイティブっぽい韓国語の発音 稲川 右樹 HANA

G3027248 829.99/11/Cu 古典アルメニア語文法 千種 真一 大学書林



資料番号 請求記号 書名 著者名 出版社

G3027202 835/3049/Cu 英語の歴史から考える英文法の「なぜ」 朝尾 幸次郎 大修館書店

G3027276 901.83/59/Cu 日本神話と和風の創作事典 榎本 秋 秀和システム

G3027295 908.3/51/Cu 幻想と怪奇傑作選 紀田 順一郎 新紀元社

G3027304 910.2/3989/Cu
すごい言い訳! : 二股疑惑をかけられた龍

之介、税を誤魔化そうとした漱石
中川 越 新潮社

G3027245 910.7/49/Cu 「国書」の起源 : 近代日本の古典編成 品田 悦一 新曜社

G3027216 911.1/871/Cu 詩人の声をきいた木 谷川 俊太郎 求龍堂

G3027151 911.24/385/Cu 百人一首という感情 最果 タヒ リトルモア

G3027268 913.7/い/Cu 死なないで 井上 剛 徳間書店

G3027204 913.7/つ/Cu 傲慢と善良 辻村 深月 朝日新聞出版

G3027314 913.7/て/Cu 京都府警あやかし課の事件簿 天花寺 さやか PHP研究所

G3027195 913.7/と/Cu 線は、僕を描く 砥上 裕將 講談社

G3027184 913.7/な/Cu 夢見る帝国図書館 中島 京子 文藝春秋

G3027172 913.7/ま/Cu 人間 又吉 直樹 毎日新聞出版

G3027150 913.7/も/Cu キキ・ホリック 森 晶麿 KADOKAWA

G3027269 913.7/ゆ/Cu 死後の恋 : 夢野久作傑作選 夢野 久作 新潮社

G3027158 913.7/よ/Cu Iの悲劇 米澤 穂信 文藝春秋

G3027203 914.36/41/Cu 校注更級日記 菅原孝標女 新典社

G3027157 914.7/2937/Cu 宇宙は、今日も私を愛してくれる 山元 加津子 三五館

G3027303 918/1287/Cu 産まれてすぐピエロと呼ばれた息子 ピエロの母
KKベストセ

ラーズ

G3027311 923/ち/Cu ディオゲネス変奏曲 陳 浩基 早川書房

G3027282 932/835/Cu
シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち :

近世の観劇と読書
北村 紗衣 白水社

G3027313 933/そ/Cu 2分間ミステリ
Sobol Donald J.

1924-
早川書房

G3027218 933/ぽ/Cu ポー傑作集 : 江戸川乱歩名義訳
Poe Edgar Allan

1809-1849
中央公論新社

G3027200 934/333/Cu
とても良い人生のために : 失敗の思いが

けない恩恵と想像力の大切さ
Rowling J. K. 1965- 静山社


