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書名 著者名 出版年月 出版者 請求記号

メディア哲学  石田英敬 2015.7 東京大学出版会 007.1:I72:1

メディア表象 = Media representation  石田英敬 2015.9 東京大学出版会 007.1:I72:2

メディア都市  石田英敬 2015.1 東京大学出版会 007.1:I72:3

時間の言語学 : メタファーから読みとく  瀬戸賢一著 2017.3 筑摩書房 081:C44:1246

現代中国入門  光田剛編 2017.5 筑摩書房 081:C44:1258

フランスはどう少子化を克服したか  高崎順子著 2016.1 新潮社 081:Sh61:689

表現する「私」はどのように生まれるのか : 精神分析

と現代美術の語らいから
 岡田彩希子著 2017.3 ミネルヴァ書房 146.1:O38

Art-based research  Shaun McNiff c1998 Jessica Kingsley 146.8:Ma23

歴史学が挑んだ課題 : 継承と展開の50年  歴史科学協議会編 2017.6 大月書店 201:R25

歴史を社会に活かす : 楽しむ・学ぶ・伝える・観る  歴史学研究会編 2017.5 東京大学出版会 204:R25

孔子 : 我、戦えば則ち克つ  高木智見著 2013.4 山川出版社 209:Se22:10

ベトナム戦争に抗した人々  油井大三郎著 2017.8 山川出版社 209:Se22:125

王安石 : 北宋の孤高の改革者  小林義廣著 2013.8 山川出版社 209:Se22:33

マルコ・ポーロ : 『東方見聞録』を読み解く  海老澤哲雄著 2015.12 山川出版社 209:Se22:35

永楽帝 : 明朝第二の創業者  荷見守義著 2016.7 山川出版社 209:Se22:38

李自成 : 駅卒から紫禁城の主へ  佐藤文俊著 2015.6 山川出版社 209:Se22:41

ワットとスティーヴンソン : 産業革命の技術者  大野誠著 2017.1 山川出版社 209:Se22:59

ビスマルク : ドイツ帝国の建国者  大内宏一著 2013.4 山川出版社 209:Se22:65

魏源と林則徐 : 清末開明官僚の行政と思想  大谷敏夫著 2015.4 山川出版社 209:Se22:70

レーニン : 二十世紀共産主義運動の父  和田春樹著 2017.5 山川出版社 209:Se22:73

ウィルソン : 国際連盟の提唱者  長沼秀世著 2013.1 山川出版社 209:Se22:74

西太后 : 清末動乱期の政治家群像  深澤秀男著 2014.6 山川出版社 209:Se22:76

袁世凱 : 統合と改革への見果てぬ夢を追い求めて  田中比呂志著 2015.8 山川出版社 209:Se22:78

陳独秀 : 反骨の志士、近代中国の先導者  長堀祐造著 2015.1 山川出版社 209:Se22:90

チャーチル : イギリス帝国と歩んだ男  木畑洋一著 2016.2 山川出版社 209:Se22:97

歴史の「常識」をよむ  歴史科学協議会編 2015.3 東京大学出版会 210.04:R25

知っておきたい歴史の新常識  歴史科学協議会編 2017.5 勉誠出版 210.04:R25

アジアのなかの戦国大名 : 西国の群雄と経営戦略  鹿毛敏夫著 2015.9 吉川弘文館 210.47:Ka18

帝都防衛 : 戦争・災害・テロ  土田宏成著 2017.9 吉川弘文館 213.61:Ts26

モダン京都 : 「遊楽」の空間文化誌  加藤政洋編 2017.4 ナカニシヤ出版 216.2:Ka86

琉球王国と戦国大名 : 島津侵入までの半世紀  黒嶋敏著 2016.3 吉川弘文館 219.9:Ku77

ロシアの歴史を知るための50章  下斗米伸夫編著 2016.11 明石書店 238:Sh54

都市の景観地理  阿部和俊編 2007.3- 古今書院 290.173:A12

近現代の空間を読み解く

 ジョン・モリッシー

[ほか] 著 ; 阿部美香

[ほか] 訳

2017.4 古今書院 290.18:Mo78

アフリカ  島田周平 2017.9 朝倉書店 290.8:Se22A:8

ロシア  加賀美雅弘編 2017.9 朝倉書店 290.8:Se22A:9

図説日本の都市問題  藤塚吉浩 2016.12 古今書院 291.0173:F67

サンゴ礁の人文地理学 : 奄美・沖縄、生きられる海と

描かれた自然
 渡久地健著 2017.3 古今書院 291.97:To23

自由主義は戦争を止められるのか : 芦田均・清沢洌・

石橋湛山
 上田美和著 2016.6 吉川弘文館 309.1:U32

途上国における軍・政治権力・市民社会 : 21世紀の

「新しい」政軍関係
 酒井啓子編著 2016.4 晃洋書房 312:Sa29

政治の司法化と民主化  玉田芳史編著 2017.3 晃洋書房 312:Ta76

冷戦変容と歴史認識  菅英輝編著 2017.2 晃洋書房 319.02:Ka43

国際関係論の生成と展開 : 日本の先達との対話  初瀬龍平 [ほか] 編 2017.3 ナカニシヤ出版 319.04:H42
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大久保利通と東アジア : 国家構想と外交戦略  勝田政治著 2016.2 吉川弘文館 319.102:Ka88

原爆ドーム : 物産陳列館から広島平和記念碑へ  頴原澄子著 2016.8 吉川弘文館 319.8:E12

歴史のなかの国際秩序観 : 「アメリカの社会科学」を

超えて

 葛谷彩，西村邦行編

著
2017.6 晃洋書房 319:Ku99

戦争と戦争のはざまで : E・H・カーと世界大戦
 山中仁美著 ; 吉留公

太 [ほか] 訳
2017.11 ナカニシヤ出版 319:Y34

日本の法
 緒方桂子，長谷河亜

希子編
2017.4 日本評論社 321:O23

ふたつの憲法と日本人 : 戦前・戦後の憲法観  川口暁弘著 2017.8 吉川弘文館 323.12:Ka92

日米安保と戦争法に代わる選択肢 : 憲法を実現する平

和の構想
 渡辺治 2016.1 大月書店 323.142:W46

知識と文化の経済地理学  松原宏編著 2017.1 古今書院 332.9:Ma73

開発援助アジェンダの政治化 : 先進国・途上国関係の

転換か?
 増島建著 2017.3 晃洋書房 333.8:Ma67

世界と日本の移民エスニック集団とホスト社会 : 日本

社会の多文化化に向けたエスニック・コンフリクト研

究

 山下清海編著 2016.3 明石書店 334.4:Y44

新・中華街 : 世界各地で「華人社会」は変貌する  山下清海著 2016.9 講談社 334.522:Y44

地図でみる世界の地域格差 : 都市集中と地域発展の国

際比較

 OECD編著 ; 由井義通

[ほか] 訳
2008- 明石書店 350.9:O18

異文化コミュニケーションのA to Z : 理論と実践の両

面からわかる
 小坂貴志著 2017.1 研究社 361.45:Ko82

人口減少時代の都市システムと地域政策  森川洋著 2017.4 古今書院 361.78:Mo51

フィールド写真術  秋山裕之 2016.12 古今書院 361.9:H99:14

マスメディアとフィールドワーカー  椎野若菜 2017.8 古今書院 361.9:H99:6

社会問題と出会う  白石壮一郎 2017.6 古今書院 361.9:H99:7

Research design : quantitative mixed methods

arts-based and community-based participatory

research approaches

Patricia Leavy c2017 Guilford Press 361.9:L48

労働法の基礎理論  日本労働法学会編 2017.6 日本評論社 366.14:N77:1

労働契約の理論  日本労働法学会編 2017.6 日本評論社 366.14:N77:2

労働条件論の課題  日本労働法学会編 2017.6 日本評論社 366.14:N77:3

人格・平等・家族責任  日本労働法学会編 2017.7 日本評論社 366.14:N77:4

労使関係法の理論課題  日本労働法学会編 2017.7 日本評論社 366.14:N77:5

労働法のフロンティア  日本労働法学会編 2017.6 日本評論社 366.14:N77:6

国家がなぜ家族に干渉するのか : 法案・政策の背後に

あるもの
 本田由紀 2017.9 青弓社 367.3:H84

英国高齢者福祉政策研究 : 福祉の市場化を乗り越えて  山本惠子著 2016.3 法律文化社 369.26:Y31

海外戦没者の戦後史 : 遺骨帰還と慰霊  浜井和史著 2014.5 吉川弘文館 369.37:H23

保育・子育て支援の地理学 : 福祉サービス需給の「地

域差」に着目して
 久木元美琴著 2016.1 明石書店 369.4:Ku28

ウィトゲンシュタインの教育学 : 後期哲学と「言語の

限界」
 渡邊福太郎著 2017.7

慶應義塾大学出版

会
371.1:W46

教師教育研究ハンドブック = Handbook of research

on teacher education
 日本教師教育学会編 2017.9 学文社 373.7:N77

構成主義的な学びのデザイン
 G.W.ギャニオン，福

田志保編集
2015.8 青山ライフ出版 375.1:G13
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学習評価基本ハンドブック : 指導と評価の一体化を目

指して
 辰野千壽著 2010.7 図書文化社 375.17:Ta95

部活動の不思議を語り合おう  長沼豊著 2017.8 ひつじ書房 375.18:N16

そろそろ、部活のこれからを話しませんか : 未来のた

めの部活講義
 中澤篤史著 2017.2 大月書店 375.18:N46

ブラック部活動 : 子どもと先生の苦しみに向き合う  内田良著 2017.7 東洋館出版社 375.18:U14

地理歴史科教育  社会認識教育学会編 2010.9 学術図書出版社 375.3:Sh12

公民科教育  社会認識教育学会編 2010.9 学術図書出版社 375.31:Sh12

小学校社会科教育  社会認識教育学会編 2010.9 学術図書出版社 375.312:Sh12

中学校社会科教育  社会認識教育学会編 2010.9 学術図書出版社 375.313:Sh12

芸術表現教育の授業づくり : 音楽、図工・美術におけ

るコンピテンシー育成のための研究と実践
 時得紀子編 2017.3 三元社 375.7:To31

学習障がいのある児童・生徒のための外国語教育 : そ

の基本概念、指導方法、アセスメント、関連機関との

連携

 ジュディット・コー

モス
2017.1 明石書店 378:Ko79

化粧の日本史 : 美意識の移りかわり  山村博美著 2016.6 吉川弘文館 383.5:Y32

江戸の乳と子ども : いのちをつなぐ  沢山美果子著 2017.1 吉川弘文館 385.2:Sa98

墓と葬送のゆくえ  森謙二著 2014.12 吉川弘文館 385.6:Mo45

波動 : 力学・電磁気学・量子力学
 ダニエル・フライ

シュ
2016.4 岩波書店 413.63:F32

物理の基礎的13の法則  細谷暁夫著 2017.7 丸善出版 420:H95

趣味で相対論  広江克彦著 2008.6 理工図書 421.2:H71

趣味で量子力学  広江克彦著 2015.12 理工図書 421.3:H71

世の中ががらりと変わって見える物理の本
 カルロ・ロヴェッリ

著 ; 関口英子訳
2015.11 河出書房新社 421:R76

音のピッチ知覚  大串健吾著 2016.12 コロナ社 424:O26

マクスウェル方程式 : 電磁気学がわかる4つの法則
 ダニエル・フライ

シュ [著] ; 河辺哲次訳
2009.3 岩波書店 427:F32

卒論・修論のための自然地理学フィールド調査  泉岳樹 2017.1 古今書院 450.7:I99

地球と生命 : 地球環境と生物圏進化  掛川武 2011.9 共立出版 450:Ka24

自然地理学事典  小池一之 [ほか] 編集 2017.1 朝倉書店 450:Ko31

自然地理学  松山洋 [ほか] 著 2014.7 ミネルヴァ書房 450:Ma91

地球大気の科学  田中博著 2017.6 共立出版 451.3:Ta84

雨はどのような一生を送るのか : 降る前から降った後

までのメカニズム
 三隅良平著 2017.6 ベレ出版 451.64:Mi55

学んでみると気候学はおもしろい  日下博幸著 2013.8 ベレ出版 451.8:Ku82

地球環境システム : 温室効果気体と地球温暖化
 中澤高清，森本真司

著
2015.5 共立出版 451.85:N46

ひまわり8号と地上写真からひと目でわかる日本の天

気と気象図鑑

 村田健史，菊池真以

著
2017.7 誠文堂新光社 451.91:Mu59

海洋の物理学  花輪公雄著 2017.4 共立出版 452.12:H28

火山学
 吉田武義，中村美千

彦著
2017.5 共立出版 453.8:Y86

地形の辞典

 日本地形学連合編 ;

鈴木隆介，松倉公憲

責任編集

2017.2 朝倉書店 454.033:N77

クーパー生物物理化学 : 生命現象への新しいアプロー

チ

 Alan Cooper著 ; 有坂

文雄訳
2014.8 化学同人 464:C87
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動物-植物相互作用調査法  内海俊介 2017.6 共立出版 468.4:U96

大型陸上哺乳類の調査法  小池伸介，梶光一著 2017.7 共立出版 489:Ko31

衛生と近代 : ペスト流行にみる東アジアの統治・医

療・社会
 永島剛，飯島渉編 2017.4 法政大学出版局 498.6:N22

利根川近現代史  松浦茂樹著 2016.8 古今書院 517.213:Ma89

森なしには生きられない : ヨーロッパ・自然美とエコ

ロジーの文化史

 J・ヘルマント編著 ;

山縣光晶訳
1999.6 築地書館 519.834:H53

森の日本文明史  安田喜憲著 2017.3 古今書院 652.1:Y62

図説樹木の文化史 : 知識・神話・象徴
 フランシス・ケア

リー著 ; 小川昭子訳
2016.1 柊風舎 653.2:C17

樹と暮らす : 家具と森林生態  清和研二 2017.5 築地書館 653.21:Se19

北海道の森林  北方森林学会編著 2011.11 北海道新聞社 653.211:H86

落葉樹林の進化史 : 恐竜時代から続く生態系の物語
 R・A・アスキンズ著

; 黒沢令子訳
2016.11 築地書館 653.7:A92

水と土と森の科学  谷誠著 2016.3
京都大学学術出版

会
656.5:Ta87

訪日中国人から見た中国と日本 : インバウンドのあり

方
 張兵著 2016.9 日本僑報社 689.21:C52

Arts based research  Tom Barone c2012 SAGE 701:B23

Art-based research in new media art : on the

convergence of art practice and technologiacl

innovation

 Hannes Bogacs c2011
VDM Verlag Dr.

Müller
701:B62

Arts-based research in education : foundations for

practice

 edited by Melisa

Cahnmann-Taylor

and Richard

Siegesmund

2018 Routledge 701:C11

Collaborative arts-based research for social justice  Victoria Foster 2016 Routledge 701:F41

Arts-based research : a critique and a proposal  jan jagodzinski c2013 Sense Publishers 701:J14

Handbook of arts-based research
 edited by Patricia

Leavy
c2018 Guilford Press 701:L48

Living as form : socially engaged art from 1991-

2011

 edited by Nato

Thompson
2012 Creative Time 702.07:Th6

日本メディアアート史  馬定延著 2014.12
アルテスパブリッ

シング
702.16:Ma11

Creating social change through creativity : anti-

oppressive arts-based research methodologies

 edited by Moshoula

Capous-Desyllas
2017

Palgrave

Macmillan
704:Mo44

音楽の科学 : 音楽の物理学  安藤四一共訳 2014.11 音楽之友社 761.12:R61

童謡の近代 : メディアの変容と子ども文化  周東美材著 2015.1 岩波書店 767.7:Sh99

理論言語学史
 畠山雄二編 ; 本田謙

介 [ほか著]
2017.9 開拓社 801.02:H41

社会志向の言語学 : 豊富な実例と実証研究から学ぶ  南雅彦著 2017.11 くろしお出版 801.03:Mi37

ちいさい言語学者の冒険 : 子どもに学ぶことばの秘密  広瀬友紀著 2017.3 岩波書店 801.04:H72

社会言語学  井上逸兵編 2017.3 朝倉書店 801.09:A85:1

心理言語学  西原哲雄編 2017.3 朝倉書店 801.09:A85:2

文章を科学する
 李在鎬編 ; 石黒圭 [ほ

か執筆]
2017.1 ひつじ書房 801.6:R32

よくわかるメタファー : 表現技法のしくみ  瀬戸賢一著 2017.7 筑摩書房 801.6:Se93
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語はなぜ多義になるのか : コンテキストの作用を考え

る
 中野弘三編 2017.3 朝倉書店 801:G34:1

発話の解釈はなぜ多様なのか : コミュニケーション能

力の働きを考える
 中島信夫編 2017.3 朝倉書店 801:G34:3

最新理論言語学用語事典
 畠山雄二編 ; 黒田一

平 [ほか] 著
2017.8 朝倉書店 801:H41

ことばの科学 : 東京言語研究所開設50周年記念セミ

ナー
 西山佑司 2017.9 開拓社 801:N87

発話のはじめと終わり : 語用論的調節のなされる場所

 小野寺典子編 ;

Joseph V. Dias [ほか

執筆]

2017.3 ひつじ書房 801:O67

言語の主観性 : 認知とポライトネスの接点  小野正樹 2016.6 くろしお出版 801:O67

語用論の基礎を理解する
 Gunter Senft著 ; 石

崎雅人
2017.9 開拓社 801:Se61

解いて学ぶ認知言語学の基礎  瀬戸賢一[ほか]著 2017.1 大修館書店 801:Se93

解いて学ぶ認知意味論
 瀬戸賢一，小田希望

著
2017.7 大修館書店 801:Se93:2

解いて学ぶ認知構文論
 瀬戸賢一，小田希望

著
2017.7 大修館書店 801:Se93:3

対話表現はなぜ必要なのか : 最新の理論で考える  東森勲編 2017.3 朝倉書店 801:Sh88:2

自然論理と日常言語 : ことばと論理の統合的研究  山梨正明編 2016.12 ひつじ書房 801:Y35

ことばの認知プロセス : 教養としての認知言語学入門  安原和也著 2017.4 三修社 801:Y64

「不思議」に満ちたことばの世界
 高見健一，大野英樹

編
2017.3 開拓社 804:Ta43:1

「不思議」に満ちたことばの世界
 高見健一，大野英樹

編
2017.3 開拓社 804:Ta43:2

第二言語習得キーターム事典  Bill VanPatten 2017.6 開拓社 807:V34

コミュニケーションと配慮表現 : 日本語語用論入門
 山岡政紀，小野正樹

著
2010.2 明治書院 810.1:Y42

音の表現辞典  中村明著 2017.6 東京堂出版 814:N37

文法・談話研究と日本語教育の接点
 阿部二郎，佐藤琢三

編
2015.4 くろしお出版 815.04:A12

英語辞書マイスターへの道  関山健治著 2017.7 ひつじ書房 833:Se44

英文法と統語論の概観

 Rodney

Huddleston，深谷修

代，長野明子訳

2017.1 開拓社 835:E37:0

形容詞と副詞  Rodney Huddleston 2017.1 開拓社 835:E37:4

ジーニアス総合英語
 中邑光男，柏野健次

編集主幹
2017.1 大修館書店 835:N37

リファレンス・ドイツ語 : ドイツ語文法の「すべて」

がわかる : 独検対応
 在間進著 2017.4 第三書房 845:Z1

手紙・メールのドイツ語
 マルコ・ラインデル

著 ; 久保川尚子訳
2011.7 三修社 846.6:R12

NHK出版これならわかるフランス語文法 : 入門から

上級まで
 六鹿豊著 2016.11 NHK出版 855:R63

アベノミクスによろしく  明石順平著 2017.1
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ショナル
L332.107:A32

文系学部解体  室井尚 [著] 2015.12 KADOKAWA L377.21:Mu73

5


