
分類 書　　名 著者名 出版社 出版年

002 文学部という冒険 田島 正樹／著 NTT出版 2022.2

007 サイバー社会の「悪」を考える 坂井 修一／著 東京大学出版会 2022.1

104 哲学の条件 アラン・バディウ／[著] 藤原書店 2021.12

104 テトラローグ ティモシー・ウィリアムソン／著 勁草書房 2022.1

116 信仰と科学 アレクサンドル・ボグダーノフ／著 未来社 2003.12

116 論理と言葉の練習ノート 川添 愛／著 東京図書 2021.9

121 修養の思想 西平 直／著 春秋社 2020.4

140 すばらしきアカデミックワールド 越智 啓太／著 北大路書房 2021.12

141 なるほど「色」の心理学 都外川 八恵／著 総合法令出版 2021.11

141 「学び」の認知科学事典 佐伯　胖／監修 大修館書店 2010.2

146 おとぎ話の心理学 M‐L.フォン・フランツ／著 創元社 2022.1

146 Q&Aで学ぶカウンセラー・研修講師のための法律 鳥飼 康二／著 誠信書房 2021.11

146 公認心理師への関係行政論ガイド 下山 晴彦／編 北大路書房 2021.11

146 精神の情報工学 横谷 謙次／著 遠見書房 2021.11

198 潜伏キリシタンを知る事典 安高 啓明／著 柊風舎 2022.1

209 歴史を動かした重要文書 ピーター・スノウ／著 原書房 2022.1

210 近世公武の奥向構造 石田 俊／著 吉川弘文館 2021.12

210 年中行事百科 八條 忠基／著 淡交社 2022.2

222 梁の武帝 森 三樹三郎／著 法藏館 2021.9

230 中世の身体 ジャック・ハートネル／著 青土社 2022.1

234 政治的暴力の共和国 原田 昌博／著 名古屋大学出版会 2021.9

235 女性たちのフランス革命 クリスティーヌ・ル・ボゼック／著 慶應義塾大学出版会 2022.1
288 上皇と法皇の歴史 槇 道雄／著 八木書店出版部 2021.12
288 聖徳太子信仰とは何か 榊原 史子／著 勉誠出版 2021.12

290 世界史を歩く 南里 章二／著 ナカニシヤ出版 2021.11

309 サン=シモンとは何者か 中嶋 洋平／著 吉田書店 2018.12

319 平和創造のための新たな平和教育 高部 優子／編 法律文化社 2022.1

321 社会と自分のあいだの難関 那須耕介／著 編集グループSURE 2021

326 再犯防止から社会参加へ 金澤 真理／編 日本評論社 2021.1

332 コロナ下の世界における経済・社会を描く 長谷川 信次／編著 同文舘出版 2021.9

333 あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」習慣 原 貫太／著 KADOKAWA 2021.12

336 コロナ禍の社内規程と様式 荻原 勝／著 産労総合研究所出版部経営書院 2021.7

336 日本の組織におけるフォロワーシップ 西之坊 穂／著 晃洋書房 2021.11

338 CBDC中央銀行デジタル通貨の衝撃 野口 悠紀雄／著 新潮社 2021.11

361 集まる場所が必要だ エリック・クリネンバーグ／著 英治出版 2021.12

361 インターセクショナリティ パトリシア・ヒル・コリンズ／著 人文書院 2021.11

361 インタビュー調査法の基礎 グラント・マクラッケン／著 千倉書房 2022.1

361 技術と文化のメディア論 梅田 拓也／編著 ナカニシヤ出版 2021.11

361 現代日本のエリートの平等観 竹中 佳彦／編 明石書店 2021.12

361 差別の哲学入門 池田 喬／著 アルパカ 2021.12

361 人間・AI・動物 ポストヒューマンの社会学 片桐 雅隆／著 丸善出版 2022.1

361 ファシリテーションとは何か 井上 義和／編著 ナカニシヤ出版 2021.12

366 賃労働の系譜学 今野 晴貴／著 青土社 2021.11

366 はたらく子どもの世界：産業革命期イギリスを生きる パメラ・ホーン／著 晃洋書房 2021.11

367 見過ごされた貧困世帯の「ひきこもり」 原 未来／著 大月書店 2022.1

369 高齢者夫婦間介護のリスク分析 張 梦瑤／著 明石書店 2021.12

370 複雑化の教育論 内田 樹／著 東洋館出版社 2022.1

373 公立学校の外国籍教員 中島 智子／著 明石書店 2021.11

375 教育分野におけるeポートフォリオ 日本教育工学会／監修 ミネルヴァ書房 2017.2

375 高校生の数学力NOW　16 東京理科大学数学教育研究所／編 科学新興新社 2021.1

375 質問・発問をハックする コニー・ハミルトン／[著] 新評論 2021.12

376 保育・教育実習：アクティベート保育学12 矢藤 誠慈郎／編著 ミネルヴァ書房 2022.1

377 大学教育を再考する 松本 かおり／編著 ミネルヴァ書房 2021.3

377 日本の大学改革の方向 江原 武一／著 東信堂 2021.1

493 発達障害の精神病理　3 清水 光恵／編 星和書店 2021.7

498 養生の思想 西平 直／著 春秋社 2021.3
518 都市の歴史 スピロ・コストフ／著 東洋書林 2021.10
520 聖と俗の界面 野村 俊一／編 岩田書院 2021.11

537 EV<電気自動車>推進の罠 加藤 康子／[著] ワニブックス 2021.11

589 闘う衣服 小野原 教子／著 水声社 2011.5

589 レゴ：競争にも模倣にも負けない世界一ブランドの育て方 蛯谷 敏／著 ダイヤモンド社 2021.11

707 デューイと「生活としての芸術」 西郷 南海子／著 京都大学学術出版会 2022.1

723 バンクシー：アート・テロリスト 毛利 嘉孝／著 光文社 2019.12

　　「希望図書推薦」で御意見をいただいた資料について（お知らせ）

　令和４年３月26日現在，次の資料について収集することを決定しました。



726 ちびまる子ちゃんの社会学 友原 嘉彦／編 古今書院 2021.11

751 江戸絵皿絵解き事典 河村 通夫／著 講談社 2020.11

756 箱中天 高橋 善丸／著 光村推古書院 2018.3

761 音楽心理学ことはじめ エリザベス・ヘルムス・マーギュリス／著 福村出版 2022.1

766 慈悲のポリティクス 奥村 隆／著 岩波書店 2022.1

767 ジャパニーズ・シティ・ポップスクラップブック 木村 ユタカ／監修 シンコーミュージック・エンタテイメント 2021.12

789 剣道の未来 長谷川　智／著　ほか 左文右武堂 2021.2

810 留学生のための近代文語文入門 庵 功雄／著 スリーエーネットワーク 2021.12

816 論文の教室　最新版 戸田山 和久／著 NHK出版 2022.1

904 古典とケーキ 梶村 啓二／著 平凡社 2021.12

911 和歌のタイムライン 和歌文学会出版企画委員会／編 三弥井書店 2021.11

991 船の旅本の旅 細井 敦子／著 書肆アルス 2022.1

　次の資料は，今回の「希望図書推薦」で推薦される前に収集決定していた資料です。

分類 書　　名 著者名 出版社 出版年

007 深層学習の原理に迫る 今泉 允聡／著 岩波書店 2021.4

015 事例で学ぶ図書館サービス概論 吉井 潤／著 青弓社 2022.1

301 連帯のための実験社会科学 亀田 達也／著 岩波書店 2022.1

319 原爆：捨てられない記憶と記録 佐々木 猛也／著 日本評論社 2021.11

337 物価とは何か 渡辺 努／著 講談社 2022.1

367 ポスト青年期を生きる高学歴独身女性たち 郭 麗娟／著 晃洋書房 2021.11

491 医薬品副作用・安全性ガイドブック 日本医薬品安全性学会／監修 南山堂 2021.12

519 知る・わかる・伝えるSDGs　2：エネルギー・しごと・産業と技術・平等・まちづくり 日本環境教育学会／監修 学文社 2021.12

810 認知日本語学講座 第3巻：認知統語論 山梨 正明／編 くろしお出版 2022.1

　次の資料は，所蔵していますので，御利用ください。

分類 書　　名 著者名 出版社 出版年

675 かわいい!パケ買いデザイン PIE International／編著 パイインターナショナル 2019.6


