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タイトル 著者 出版社 所在 請求記号

1 図書館と江戸時代の人びと 新藤透 柏書房 図書館一般図書 010/Sh62
2 リーディング・ワークショップ ルーシー・カルキンズ 新評論 図書館一般図書 019/C13
3 見る読書 榊原英資 ベストセラ－ズ 図書館一般図書 019/Sa31
4 現代ジャーナリズムを学ぶ人のために 第２版 大井眞二, 田村紀雄 世界思想社 図書館一般図書 070/O31
5 やまと言葉で哲学する 竹内整一 春秋社 図書館一般図書 121/Ta67
6 教養としての中国古典 湯浅邦弘 ミネルヴァ書房 図書館一般図書 122/Y96
7 図説・標準哲学史 貫成人 新書館 図書館一般図書 130/N99
8 西洋哲学要史 菅原喜重郎 東洋出版 図書館一般図書 130/Su28

9
あなたはなぜ「カリカリベーコンのにおい」に魅か
れるのか

レイチェル・ハーツ, 川添節子 原書房 図書館一般図書 141.2/H53

10
小説・漫画・映画・音楽から学ぶ児童・青年期の
こころの理解

藤森旭人 ミネルヴァ書房 図書館一般図書 146/F62

11 不道徳お母さん講座 堀越英美 河出書房新社 図書館一般図書 150/H89
12 年表でわかる現代の社会と宗教 渡邊直樹 平凡社 図書館一般図書 160.2/W46
13 神話のなかのヒメたち 産経新聞取材班 産經新聞出版 図書館一般図書 162/Sa65
14 神道祭祀の伝統と祭式 沼部春友, 茂木貞純 戎光祥出版 図書館一般図書 176/Sh69
15 仏教史研究ハンドブック 仏教史学会 法蔵館 図書館一般図書 180.2/B87
16 地獄の経典 山本健治 サンガ 図書館一般図書 181/Y31
17 法華経の社会哲学 松岡幹夫 論創社 図書館一般図書 183/Ma86

18 中世の逆修信仰 春田明
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

図書館一般図書 185/H34

19 弘法大師伝承と史実 武内孝善 朱鷺書房 図書館一般図書 188/Ta67
20 日本史学のフロンティア1 荒武賢一朗, 太田光俊 法政大学出版局 図書館一般図書 210.1/N71/1
21 日本史学のフロンティア2 荒武賢一朗, 太田光俊 法政大学出版局 図書館一般図書 210.1/N71/2
22 貧困と自己責任の近世日本史 木下光生 人文書院 図書館一般図書 210.5/Ki46
23 日本文化史講義 大隅和雄 吉川弘文館 図書館一般図書 211/O79
24 戦国の情報ネットワ－ク 蒲生猛 コモンズ 図書館一般図書 214.7/G18
25 戦国大名の土木事業 鹿毛敏夫 戎光祥出版 図書館一般図書 214.7/Ka18
26 中世日記の世界 松薗斉, 近藤好和 ミネルヴァ書房 図書館一般図書 214/C67
27 木材の中世 小野正敏, 五味文彦 高志書院 図書館一般図書 214/Ko44/12
28 日本中世史入門 秋山哲雄, 田中大喜 勉誠出版 図書館一般図書 214/N71
29 スペイン文化入門 佐々木孝, 碇順治 彩流社 図書館一般図書 236/Sa75
30 細川三代 春名徹 藤原書店 図書館一般図書 288/H34
31 皇位継承 増補改訂版 高橋紘, 所功 文藝春秋 図書館一般図書 288/Ta33
32 地形由来でみる東京の地名 山内和幸 まつお出版 図書館一般図書 291/Y46
33 三島由紀夫が生きた時代 村田春樹 青林堂 図書館一般図書 311/Mu59
34 法学入門 第４版新装版 五十嵐清 日本評論社 図書館一般図書 321/I23
35 概説日本法制史 出口雄一, 神野潔 弘文堂 図書館一般図書 322.1/G15
36 グラフィック憲法入門 補訂版 毛利透 新世社 図書館一般図書 323.1/Mo45
37 面白いほどよくわかる！犯罪心理学 内山絢子 西東社 図書館一般図書 326/U25
38 刑務所しか居場所がない人たち 山本譲司 大月書店 図書館一般図書 326/Y31
39 未来の年表 河合雅司 講談社 図書館一般図書 334.3/Ka93/1
40 未来の年表 2 河合雅司 講談社 図書館一般図書 334.3/Ka93/2
41 ＲＰＡの威力－ロボットと共に生きる働き方改革 安部慶喜, 金弘潤一郎 日経ＢＰ社 図書館一般図書 336.5/A12
42 ヒトは「いじめ」をやめられない 中野信子 小学館 図書館一般図書 361.4/N39
43 メディア・コミュニケ－ション学 橋元良明 大修館書店 図書館一般図書 361.5/H38
44 ツイッタ－の心理学 北村智, 佐々木裕一 誠信書房 図書館一般図書 361.5/Ki68
45 サブカルの想像力は資本主義を超えるか 大澤真幸 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 図書館一般図書 361.6/O74

46 地図とデータで見る女性の世界ハンドブック
イザベル・アタネ, キャロル・ブ
リュジェイユ

原書房 図書館一般図書 367.2/C49

47 「女性活躍」に翻弄される人びと 奥田祥子 光文社 図書館一般図書 367.2/O54
48 黙って野たれ死ぬな 新版 船本洲治 共和国 図書館一般図書 368/F89

49
現場から福祉の課題を考える子どもの豊かな育
ちを支えるソーシャル・キャピタル

伊藤良高, 牧田満知子 ミネルヴァ書房 図書館一般図書 369/Ko21

50 コミュニティ・スクールの全貌 佐藤晴雄 風間書房 図書館一般図書 371.3/Sa85
51 新しい教育通義 高橋陽一 武蔵野美術大学出版 図書館一般図書 371/Ta33
52 協同的探究学習で育む「わかる学力」 藤村宣之, 橘春菜 ミネルヴァ書房 図書館一般図書 375.1/Ky2
53 主体的・対話的で深い学びの環境とＩＣＴ 久保田賢一, 今野貴之 東信堂 図書館一般図書 375.1/Sh99
54 道徳教科書フル活用！楽しい道徳の授業プラン 堀田和秀 学芸みらい社 図書館一般図書 375.3/H89
55 考え、議論する道徳に変える指導の鉄則５０ 加藤宣行 明治図書出版 図書館一般図書 375.3/Ka86

56
加藤宣行の道徳授業考え、議論する道徳に変え
る発問＆板書の鉄則４５

加藤宣行 明治図書出版 図書館一般図書 375.3/Ka86

57 文学が教育にできること 田中実, 須貝千里 教育出版 図書館一般図書 375.8/B89
58 ライティング・ワークショップ ラルフ･フレッチャー 新評論 図書館一般図書 375.8/F32
59 作家の時間 増補版 プロジェクト・ワークショップ 新評論 図書館一般図書 375.8/Sa42
60 実践講義パネルシアタ－楽しもう 月下和恵, 大田理恵 アイ企画 図書館一般図書 376.1/Ts64
61 アニマシオンと日本の子育て・教育・文化 増山均, 早稲田大学増山研究 本の泉社 図書館一般図書 379.3/Ma64
62 日本葬制史 勝田至 吉川弘文館 図書館一般図書 385/Ka87
63 怪異と身体の民俗学 安井眞奈美 せりか書房 図書館一般図書 385/Y64
64 狐の日本史 改訂新版 中村禎里 戎光祥出版 図書館一般図書 387/N37
65 いきものをとむらう歴史 依田賢太郎 社会評論社 図書館一般図書 387/Y73
66 妖怪・憑依・擬人化の文化史 伊藤慎吾 笠間書院 図書館一般図書 388/I89
67 日本憲兵史 荻野富士夫 小樽商科大学出版会 図書館一般図書 393/O25
68 科学英語実用ハンドブック アンソニ・Ｔ．ツ 化学同人 図書館一般図書 407/Tu1
69 数学の歴史物語 ジョニー・ボール, 水谷淳 ＳＢクリエイティブ 図書館一般図書 410.2/B16
70 宇宙用語図鑑 二間瀬敏史, 中村俊宏 マガジンハウス 図書館一般図書 440/F97
71 植物のたくらみ　香りと色の植物学 有村源一郎, 西原昌宏 ベレ出版 図書館一般図書 471.3/A74

72 世界史を大きく動かした植物 稲垣栄洋
ＰＨＰエディタ－ズ・グ
ル－プ

図書館一般図書 471.9/I52

73 骨格百科－スケルトン－ アンドリュー・カーク, 布施英利 グラフィック社 図書館一般図書 481.1/Ki54
74 ソロモンの指環 コンラ－ト・ロ－レンツ, 日高敏 早川書房 図書館一般図書 481.7/L88hay
75 美しい貝図鑑＆採集ガイド 池田等 実業之日本社 図書館一般図書 484/I32

【 図書館2階に配架されるもの 】通常の貸出手続きでご利用いただけます（「図書館参考図書」にあるものを除く）



76 まんが医学の歴史 茨木保 医学書院 図書館一般図書 490.2/I11
77 カルテの読み方と基礎知識 第４版 吉岡優子, 塚田弥生 じほう 図書館一般図書 490.3/Ka69

78 サイコパス
ジェ－ムズ・ブレア, デレク・ミッ
チェル

星和書店 図書館一般図書 493.7/Sa21

79 ソシオパスの告白 Ｍ．Ｅ．ト－マス, 高橋祥友 金剛出版 図書館一般図書 493.7/Th5
80 美容整形というコミュニケーション 谷本奈穂 花伝社 図書館一般図書 494/Ta88
81 選べなかった命 河合香織 文藝春秋 図書館一般図書 495/Ka93
82 食行動の科学 今田純雄, 和田有史 朝倉書店 図書館一般図書 498.5/Sh96
83 図解食品衛生学 第５版 一戸正勝, 西島基弘 講談社 図書館一般図書 498.5/Z6ko
84 日本の醜さについて 井上章一 幻冬舎 図書館一般図書 519/I57
85 明治神宮の建築 藤岡洋保 鹿島出版会 図書館一般図書 521/F65

86 名作モダン建築の解剖図鑑
アントニー・ラッドフォード, セレ
ン・モーコック

エクスナレッジ 図書館一般図書 523/R11

87 世界の建築家解剖図鑑 大井隆弘, 市川紘司 エクスナレッジ 図書館一般図書 523/Se22
88 「おいしさ」の錯覚 チャールズ・スペンス, 長谷川 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 図書館一般図書 596/Sp4
89 猫はこうして地球を征服した アビゲイル・タッカー, 西田美緒 インタ－シフト 図書館一般図書 645/Tu2
90 フェアトレードビジネスモデルの新たな展開 長坂寿久 明石書店 図書館一般図書 678/N21
91 フェアトレードタウン 渡辺龍也 新評論 図書館一般図書 678/W46
92 日本美術のことばと絵 玉虫敏子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 図書館一般図書 702.1/Ta78
93 天皇の美術史 1:古代国家と仏教美術 増記隆介, 皿井舞, 佐々木守 吉川弘文館 図書館一般図書 702.1/Te37/1
94 天皇の美術史 2:治天のまなざし、王朝美の再構 伊藤大輔, 加須屋誠 吉川弘文館 図書館一般図書 702.1/Te37/2

95
天皇の美術史 3:乱世の王権と美術戦略:室町・戦
国時代

高岸輝, 黒田智 吉川弘文館 図書館一般図書 702.1/Te37/3

96 天皇の美術史 4: 雅の近世、花開く宮廷絵画
野口剛, 五十嵐公一, 門脇む
つみ

吉川弘文館 図書館一般図書 702.1/Te37/4

97 天皇の美術史 5: 朝廷権威の復興と京都画壇
五十嵐公一, 武田庸二郎, 江
口恒明

吉川弘文館 図書館一般図書 702.1/Te37/5

98 天皇の美術史 6:近代皇室イメージの創出 塩谷純, 増野恵子, 恵美千鶴 吉川弘文館 図書館一般図書 702.1/Te37/6
99 ナチス・ドイツと〈帝国〉日本美術 安松みゆき 吉川弘文館 図書館一般図書 702.1/Y65

100 現代アートとは何か 小崎哲哉 河出書房新社 図書館一般図書 702/O96
101 「朦朧」の時代 佐藤志乃 人文書院 図書館一般図書 721.9/Sa85
102 明治絵画と理想主義 植田彩芳子 吉川弘文館 図書館一般図書 721.9/U32
103 藤田嗣治作品をひらく 林洋子 名古屋大学出版会 図書館一般図書 723.1/H48
104 まなざしのレッスン 1:西洋伝統絵画 三浦篤 東京大学出版会 図書館一般図書 723/Mi67/1
105 まなざしのレッスン 2:西洋近現代絵画 三浦篤 東京大学出版会 図書館一般図書 723/Mi67/2

106 木口木版のメディア史
人間文化研究機構国文学研
究資料館

勉誠出版 図書館一般図書 733/Ko26

107 音律と音階の科学 新装版 小方厚 講談社 図書館一般図書 761.1/O23
108 文体の科学 山本貴光 新潮社 図書館一般図書 801.6/Y31
109 日本語は哲学する言語である 小浜逸郎 徳間書店 図書館一般図書 810.1/Ko27
110 今どきの日本語 遠藤織枝 ひつじ書房 図書館一般図書 810.4/E59
111 いちばんやさしい日本語教育入門 今井新悟, 碇優子 アスク出版 図書館一般図書 810.7/I43
112 日本語教師になりたいあなたへ 佐々木瑞枝 小学館 図書館一般図書 810.7/Sa75
113 “幻”の日本語ローマ字化計画 茅島篤 くろしお出版 図書館一般図書 811/Ka98
114 「言海」を読む 今野真二 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 図書館一般図書 813/Ko75
115 くらべてわかるオノマトペ 小野正弘 東洋館出版社 図書館一般図書 814/O67
116 日本近代史を学ぶための文語文入門 古田島洋介 吉川弘文館 図書館一般図書 816/Ko91
117 国語ゼミ 佐藤優 ＮＨＫ出版 図書館一般図書 817/Sa85
118 新日本言語地図 大西拓一郎, 新井小枝子 朝倉書店 図書館一般図書 818/O66
119 ニューエクスプレスアイヌ語 中川裕 白水社 図書館一般図書 829/N32
120 軍服を脱いだ鴎外 美留町義雄 大修館書店 図書館一般図書 910.2/B46
121 坂口安吾論 柄谷行人 インスクリプト 図書館一般図書 910.2/Ka63
122 私の古典文学研究 片桐洋一 和泉書院 図書館一般図書 910.2/Ka81
123 なぜ古典を勉強するのか 前田雅之 文学通信 図書館一般図書 910.2/Ma26
124 漱石の地図帳 中島国彦 大修館書店 図書館一般図書 910.2/N34
125 仏教からよむ古典文学 末木文美士 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 図書館一般図書 910.2/Su16
126 夏目漱石とクラシック音楽 瀧井敬子 毎日新聞出版 図書館一般図書 910.2/Ta72
127 漱石の家計簿 山本芳明 教育評論社 図書館一般図書 910.2/Y31
128 萬葉集訓読の資料と方法 池原陽斉 笠間書院 図書館一般図書 911.12/I33
129 女子大で『源氏物語』を読む 木村朗子 青土社 図書館一般図書 913.36/Ki39
130 『源氏物語』引歌の生成 薮葉子 笠間書院 図書館一般図書 913.36/Y12
131 影と花 川端善明 笠間書院 図書館一般図書 913.37/Ka91
132 『痴人の愛』を歩く 樫原辰郎 白水社 図書館一般図書 913.6/Ka75
133 孤独の発明または言語の政治学 三浦雅士 講談社 図書館一般図書 914/Mi67
134 谷崎潤一郎対談集 文藝編 谷崎潤一郎, 小谷野敦 中央公論新社 図書館一般図書 914/Ta88/[2]
135 近現代アイヌ文学史論〈近代編〉 須田茂 寿郎社 図書館一般図書 929/Su13

136 誰も知らない世界のことわざ
エラ・フランシス・サンダ－ス,
前田まゆみ

創元社 図書館絵本 388/Sa62

137 江戸時代生活文化事典（２冊セット） 環境経済・政策学会 丸善出版 図書館参考図書 382R/N24/1
138 朝倉数学辞典 日本地形学連合, 鈴木隆介 朝倉書店 図書館参考図書 410.3R/A85
139 化学英語「精選」文例辞典 松永義夫 朝倉書店 図書館参考図書 430.3R/Ma83
140 地形の辞典 長友千代治 勉誠出版 図書館参考図書 454R/N71
141 日本の海産プランクトン図鑑 第２版 末友靖隆, 松山幸彦 共立出版 図書館参考図書 468R/N71
142 環境経済・政策学事典 川又雄二郎, 坪井俊 朝倉書店 図書館参考図書 519R/Ka56
143 食と微生物の事典 北本勝ひこ, 春田伸 朝倉書店 図書館参考図書 588.5R/Sh96
144 知られざる日本写真開拓史 東京都写真美術館 山川出版社 図書館展覧会カタログ 740TT6/Si9/2017
145 日本語の謎を解く 橋本陽介 新潮社 図書館本学教員著作 810.4/H38



タイトル 著者 出版社 所在 分類

146 [改訂新版〕音楽の文章術 リチャード・J. ウィンジェル 春秋社 LALA文庫 C14
147 なぜあなたの研究は進まないのか？ 佐藤 雅昭 メディカルレビュー社 LALA文庫 F16

148 学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢紫苑
サンクチュアリ・パブ
リッシング

LALA文庫 F7

149 一番伝わる説明の順番 田中耕比古 フォレスト出版 LALA文庫 G13

150
会社では教えてもらえない仕事がデキる人の資
料作成のキホン

永田豊志 すばる舎 LALA文庫 G14

151 アンケート分析入門 菅民郎 オ－ム社 LALA文庫 H18
152 大人の語彙力が使える順できちんと身につく本 吉田裕子 かんき出版 LALA文庫 H19

タイトル 著者 出版社 所在 分類

153
オックスフォード＆ケンブリッジ大学さらに世界一
「考えさせられる」入試問題

ジョン・ファーンドン, 小田島恒
志

河出書房新社 キャリアカフェ文庫 知る

154 さよなら、インターネット 武邑光裕, 若林恵 ダイヤモンド社 キャリアカフェ文庫 知る
155 ずるいえいご 青木ゆか, ほしのゆみ 日本経済新聞出版社 キャリアカフェ文庫 知る
156 マンガでわかる「西洋絵画」の見かた まつおかたかこ, 池上英洋 誠文堂新光社 キャリアカフェ文庫 知る
157 マンガでわかる「日本絵画」の見かた 矢島新 誠文堂新光社 キャリアカフェ文庫 知る
158 やってはいけないデザイン 平本久美子 翔泳社 キャリアカフェ文庫 知る
159 気のきいた短いメールが書ける本 中川路亜紀 ダイヤモンド社 キャリアカフェ文庫 知る

160 心理学的に正しいプレゼン
ス－ザン・ワインチェンク, 壁谷
さくら

イ－スト・プレス キャリアカフェ文庫 知る

161 図書の修理とらの巻 書物研究会板倉正子 澪標 キャリアカフェ文庫 知る
162 大学４年間の経営学が１０時間でざっと学べる 高橋伸夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ キャリアカフェ文庫 知る
163 大事なことほど小声でささやく 森沢明夫 幻冬舎 キャリアカフェ文庫 知る
164 日本の名城解剖図鑑 米澤貴紀, 中川武 エクスナレッジ キャリアカフェ文庫 知る
165 配色アイデア手帖 桜井輝子 ＳＢクリエイティブ キャリアカフェ文庫 知る
166 エンド・ゲ－ム 恩田陸 集英社 キャリアカフェ文庫 くつろぐ
167 ディリュージョン社の提供でお送りします はやみねかおる 講談社 キャリアカフェ文庫 くつろぐ
168 はなとゆめ 冲方丁 ＫＡＤＯＫＡＷＡ キャリアカフェ文庫 くつろぐ
169 メタブックはイメージです はやみねかおる 講談社 キャリアカフェ文庫 くつろぐ
170 蒲公英草紙 恩田陸 集英社 キャリアカフェ文庫 くつろぐ
171 寄生蟲図鑑 増補版 目黒寄生虫館, 大谷智通 講談社 キャリアカフェ文庫 くつろぐ
172 元素生活 完全版 寄藤文平 化学同人 キャリアカフェ文庫 くつろぐ
173 絶滅生物図誌 チョーヒカル, 森乃おと 雷鳥社 キャリアカフェ文庫 くつろぐ
174 大人の伊勢神宮 辰宮太一, Ｋａｎｋａｎ ワニブックス キャリアカフェ文庫 くつろぐ
175 日本全国この御朱印が凄い！ ダイヤモンド・ビッグ社 ダイヤモンド・ビッグ社 キャリアカフェ文庫 くつろぐ
176 怖い絵 中野京子 角川書店 キャリアカフェ文庫 くつろぐ
177 蜜蜂と遠雷 恩田陸 幻冬舎 キャリアカフェ文庫 くつろぐ

【 LALA文庫（図書館1階グローバルラーニングコモンズ） 】
　LALAの学習相談デスクの隣にある、大学の学習・研究に役立つ本を集めたコーナーです。館内でご利用ください

【 キャリアカフェ文庫（図書館1階ウェルカムラウンジ） 】
　図書館学生アシスタントのLiSAが選書・運営しているコーナーです。持ち出しの際は「貸出記入表」にご記入ください


