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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

104 
論文集、評
論集、講演
集 

ことばを紡ぐための哲学 ―東大駒場・現代思想講義―
【スマホ・読上】  

中島 隆博 白水社 2019 

114.2 人間学 情動篇 （シリーズ新・心の哲学 3） 信原 幸弘 勁草書房 2014 

115 認識論 情動の哲学入門 ―価値・道徳・生きる意味― 信原 幸弘 勁草書房 2017 

121.04 日本思想 
日本思想におけるユートピア （日本語学習者のための
日本研究シリーズ = Japan studies for Japanese 
learners 1） 

高橋 武智 くろしお出版 2014 

121.08 日本思想 
内と外 ―対外観と自己像の形成―（岩波講座日本の思
想 第 3巻） 

苅部 直 岩波書店 2014 

121.08 日本思想 
聖なるものへ ―躍動するカミとホトケ―（岩波講座日
本の思想 第 8巻） 

苅部 直 岩波書店 2014 

121.5 日本思想 
江戸の読書会 ―会読の思想史―【スマホ・読上】（平
凡社ライブラリー 871）  

前田 勉 平凡社 2018 

121.52 日本思想 本居宣長 ―近世国学の成立―（読みなおす日本史） 芳賀 登 吉川弘文館 2017 

121.56 日本思想 
近世日本の「礼楽」と「修辞」 ―荻生徂徠以後の「接
人」の制度構想― 

高山 大毅 
東京大学出版
会 

2016 

123 経書 
四書五経入門 ―中国思想の形成と展開―（平凡社ライ
ブラリー 320） 

竹内 照夫 平凡社 2000 

132 中世哲学 
中世思想原典集成精選 1 ―ギリシア教父・ビザンテ
ィン思想―【スマホ・読上】（平凡社ライブラリー 
874）  

上智大学中世
思想研究所 

平凡社 2018 

132 中世哲学 
中世思想原典集成精選 2 ―ラテン教父の系譜―【ス
マホ・読上】（平凡社ライブラリー 877）  

上智大学中世
思想研究所 

平凡社 2019 

132 中世哲学 
中世思想原典集成精選 3 ―ラテン中世の興隆〔1〕―
【スマホ・読上】（平凡社ライブラリー 879） 

上智大学中世
思想研究所 

平凡社 2019 

132 中世哲学 
中世思想原典集成精選 4 ―ラテン中世の興隆〔2〕―
【スマホ・読上】（平凡社ライブラリー 881） 

上智大学中世
思想研究所 

平凡社 2019 

132 中世哲学 
中世思想原典集成精選 5 ―大学の世紀〔1〕―【スマ
ホ・読上】（平凡社ライブラリー 883）  

上智大学中世
思想研究所 

平凡社 2019 

132.2 中世哲学 トマス・アクィナス肯定の哲学 山本 芳久 
慶應義塾大学
出版会 

2014 

134.96 
ドイツ・オ
ーストリア
哲学 

ヨーロッパのニヒリズム （平凡社ライブラリー . ニ
ーチェ ; 2 184） 

マルティン・
ハイデッガー 

平凡社 1997 

135.5 
フランス・
オランダ哲
学 

テクスト世界の解釈学 ―ポール・リクールを読む― 久米 博 新曜社 2012 

139.3 哲学 
不安の概念 ―新訳―【スマホ・読上】（平凡社ライブ
ラリー 882）  

セーレン・キ
ルケゴール 

平凡社 2019 

140 心理学 心理学 新版（New liberal arts selection）  無藤 隆 有斐閣 2018 

140.7 心理学 
統合的理解のために （有斐閣アルマ . 心理統計学の
基礎 正 : Specialized）  

南風原 朝和 有斐閣 2002 

140.7 心理学 
よくわかる心理統計 （やわらかアカデミズム・〈わか
る〉シリーズ） 

山田 剛史 
ミネルヴァ書
房 

2004 

140.7 心理学 心理学研究法 （1）感覚・知覚 大山 正 誠信書房 2011 
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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

140.7 心理学 心理学研究法 （2）認知 大山 正 誠信書房 2012 

140.7 心理学 心理学研究法 （3）学習・動機・情動 大山 正 誠信書房 2011 

140.7 心理学 心理学研究法 （4）発達 大山 正 誠信書房 2011 

140.7 心理学 心理学研究法 （5）社会 大山 正 誠信書房 2012 

140.7 心理学 心理学研究法 （6）計量・数理 大山 正 誠信書房 2015 

140.7 心理学 
統合的理解を広げ深める （有斐閣アルマ . 心理統計
学の基礎 ; 続 Advanced） 

南風原 朝和 有斐閣 2014 

140.7 心理学 
発達心理学のための統計学 ―縦断データの分析―（心
理学のための統計学 7） 

宇佐美 慧 誠信書房 2015 

140.7 心理学 
心理学研究法 ―心を見つめる科学のまなざし―補訂版
（有斐閣アルマ）  

高野 陽太郎 有斐閣 2017 

141.24 
普通心理
学、心理各
論 

触楽入門 ―はじめて世界に触れるときのように― テクタイル 朝日出版社 2016 

141.51 
普通心理
学、心理各
論 

基礎から学ぶ認知心理学 ―人間の認識の不思議―（有
斐閣ストゥディア）  

服部 雅史 有斐閣 2015 

141.51 
普通心理
学、心理各
論 

注意 ―選択と統合 = Attention―（シリーズ統合的認
知 第 1巻） 

河原 純一郎 勁草書房 2015 

141.51 
普通心理
学、心理各
論 

オブジェクト認知 ―統合された表象と理解 = Object 
perception―（シリーズ統合的認知 第 2巻） 

新美 亮輔 勁草書房 2016 

141.51 
普通心理
学、心理各
論 

美感 ―感と知の統合―（シリーズ統合的認知 第 5
巻） 

三浦 佳世 勁草書房 2018 

141.6 
普通心理
学、心理各
論 

本当のかしこさとは何か ―感情知性(EI)を育む心理学
―（心理学叢書） 

箱田 裕司 誠信書房 2015 

143 発達心理学 
発達心理学の新しいかたち （心理学の新しいかたち 
6） 

遠藤 利彦 誠信書房 2005 

146 
臨床心理
学、精神分
析学 

実践の基本 （臨床心理学をまなぶ 2） 下山 晴彦 
東京大学出版
会 

2014 

146 
臨床心理
学、精神分
析学 

臨床心理学 （New liberal arts selection）  丹野 義彦 有斐閣 2015 

146.89 
臨床心理
学、精神分
析学 

心理職・援助職のための法と臨床 ―家族・学校・職場
を支える基礎知識―  

廣井 亮一 有斐閣 2019 

158 
その他の特
定主題 

環境倫理学のすすめ （丸善ライブラリー 032） 加藤 尚武 丸善出版 1991 

159 
人生訓、教
訓 

Life shift (ライフシフト) ―100年時代の人生戦略― 

リンダ・グラ
ットン 

東洋経済新報
社 

2016 

160.36 宗教 宗教事象事典 

レジーヌ・ア
ズリア 

みすず書房 2019 

164.1 
神話、神話
学 

神々の系譜 ―日本神話の謎―（読みなおす日本史） 松前 健 吉川弘文館 2016 

181.4 
仏教教理、
仏教哲学 

畜生・餓鬼・地獄の中世仏教史 ―因果応報と悪道―
（歴史文化ライブラリー 460） 

生駒 哲郎 吉川弘文館 2018 

182.1 仏教史 日本の奇僧・快僧 （読みなおす日本史） 今井 雅晴 吉川弘文館 2017 

185.91 寺院、僧職 
国分寺の誕生 ―古代日本の国家プロジェクト―（歴史
文化ライブラリー） 

須田 勉 吉川弘文館 2016 

185.9162 寺院、僧職 対訳京都の寺社 水野 克比古 
ＩＢＣパブリ
ッシング 

2014 

188.35 各宗 大佛勧進ものがたり （読みなおす日本史） 平岡 定海 吉川弘文館 2014 

188.45 各宗 比叡山と高野山 （読みなおす日本史） 景山 春樹 吉川弘文館 2015 

188.52 各宗 空海の文字とことば （歴史文化ライブラリー 412） 岸田 知子 吉川弘文館 2015 

188.92 各宗 日蓮 ―殉教の如来使―（読みなおす日本史） 田村 芳朗 吉川弘文館 2015 
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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

198.221 
各教派、教
会史 

キリシタン大名 （読みなおす日本史） 岡田 章雄 吉川弘文館 2015 

198.25 
各教派、教
会史 

カトリック新教会法典 ―羅和対訳 = Codex iuris 
canonici― 

日本カトリッ
ク司教協議会
教会行政法制
委員会 

有斐閣 1992 

このほかにも多数のタイトルを契約しています。 
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