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請求記号 書名 著者名 出版者名

002フ 学問のすすめ　現代語訳 福澤　諭吉 筑摩書房

121ア 折りたく柴の記 新井　白石 中央公論新社

B121ニ 善の研究 西田　幾多郎 講談社

B123カ 孟子 貝塚　茂樹 講談社

B123ミ 現代語訳論語 宮崎　市定 岩波書店

B124ロ 老子 老子 筑摩書房

131キ プラトン　ソクラテスの弁明 岸見　一郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

B134カ 永遠平和のために／啓蒙とは何か　他３編 カント 光文社

B134ニ ツァラトゥストラ　上 ニーチェ 光文社

B135テ 方法序説・情念論 デカルト 中央公論社

B135ハ パンセ パスカル 中央公論新社

135フ 知の考古学　新装新版 ミシェル・フーコー 河出書房新社

B135ヘ 時間と自由 ベルクソン 岩波書店

139キ 死にいたる病 キルケゴール 白水社

B146フ 精神分析入門　上　新版 フロイト 角川学芸出版

156ニ 武士道　現代語訳 新渡戸　稲造 筑摩書房

157ニ 二宮翁夜話 二宮　尊徳 中央公論新社
B159カ 人を動かす Ｄ．カーネギー 創元社

159ク 菜根譚 久須本　文雄 講談社

181ス 日本的霊性 鈴木　大拙 中央公論新社

B183オ 法華経　全品現代語訳 大角　修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

B183ハ 般若心経 金岡　秀友 講談社

B188サ 日蓮「立正安国論」　全訳注 佐藤　弘夫 講談社

B188シ 歎異抄 親鸞 光文社

B198ウ 余はいかにしてキリスト信徒となりしか 内村　鑑三 岩波書店
211ラ 日本外史　幕末のベストセラーを「超」現代語訳で読む 頼　山陽 ＰＨＰ研究所
222シ 史記列伝　１ 司馬　遷 中央公論新社
230カ ガリア戦記 カエサル 平凡社
231ト 戦史 トゥキュディデス 中央公論新社
253チ アメリカ史の真実　なぜ「情容赦のない国」が生まれたのか Ｃ．チェスタトン 祥伝社

B281ウ 代表的日本人 内村　鑑三 岩波書店
B289カ 氷川清話 勝　海舟 講談社
B289シ 白洲正子自伝 白洲　正子 新潮社
B289フ ご冗談でしょう、ファインマンさん　上 Ｒ．Ｐ．ファインマン 岩波書店

289.1オ 自叙伝 大杉　栄 土曜社
289.1ス 武士の娘　新訳 杉本　鉞子 ＰＨＰエディターズ・グループ

289.1フ 福翁自伝 福澤　諭吉 ＰＨＰエディターズ・グループ

289.1ミ 宮崎滔天　三十三年の夢 宮崎　滔天 日本図書センター
289.3ケ ヘレン・ケラー自伝　私の青春時代 ヘレン・ケラー ぶどう社
289.3シ わが生活と思想より アルベルト・シュヴァイツァー 白水社
289.3フ フランクリン自伝　古典翻訳 ベンジャミン・フランクリン 土曜社
B292カ チベット旅行記　上 河口　慧海 講談社
304ト 断絶の時代 Ｐ．Ｆ．ドラッカー ダイヤモンド社
309マ マルクス・フォー・ビギナー　１　共産党宣言 大月書店

B309モ ユートピア　改版 トマス・モア 中央公論新社
B311ホ リヴァイアサン　１ ホッブズ 光文社
B311マ 君主論 マキャヴェッリ 光文社

B311ロ 市民政府論 ロック 光文社
321モ 法の精神 モンテスキュー 中央公論新社
331ス 国富論　国の豊かさの本質と原因についての研究　上 アダム・スミス 日本経済新聞出版社

B331ヘ プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神　改訳 マックス・ヴェーバー 岩波書店
361.4マ エッセンシャル・マクルーハン　メディア論の古典を読む マクルーハン ＮＴＴ出版

H367.1ウ 家父長制と資本制　マルクス主義フェミニズムの地平 上野　千鶴子 岩波書店
379サ 子どもへのまなざし　完 佐々木　正美 福音館書店
391ク クラウゼヴィッツ語録　『戦争論』のエッセンス クラウゼヴィッツ 一藝社
399ソ 孫子 孫子 中央公論新社
402ク 世界でもっとも美しい１０の科学実験 ロバート・Ｐ．クリース 日経ＢＰ社
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420ト 物理学とは何だろうか　上 朝永　振一郎 岩波書店
421ア 物理学はいかに創られたか　上巻　改版 アインシュタイン 岩波書店
B430フ ロウソクの科学 ファラデー 岩波書店
443ム 宇宙はなぜこんなにうまくできているのか 村山　斉 集英社インターナショナル

451コ 不都合な真実　２ アル・ゴア 実業之日本社
460ヒ セミたちと温暖化 日高　敏隆 新潮社

B467タ 種の起源　上 ダーウィン 光文社
B470マ 植物記 牧野　富太郎 筑摩書房
B486フ ファーブル昆虫記　１　ふしぎなスカラベ ファーブル 集英社
519カ 沈黙の春 レイチェル・カーソン 新潮社
596コ 小林カツ代料理の辞典　おいしい家庭料理のつくり方２４４８レシピ 小林　カツ代 朝日出版社
597コ 人生がときめく片づけの魔法 近藤　麻理恵 サンマーク出版
597ヤ 断捨離で日々是ごきげんに生きる知恵 やました　ひでこ アスコム
599マ 私は赤ちゃん 松田　道雄 岩波書店
B701ク 九鬼周造「いきの構造」 九鬼　周造 角川学芸出版
773セ 現代語訳風姿花伝 世阿弥 ＰＨＰエディターズ・グループ

B791オ 新訳茶の本 岡倉　天心 角川書店
B911コ 口訳万葉集　上 折口　信夫 岩波書店
B913ム 源氏物語　巻１ 紫式部 講談社
B914ヨ 現代語訳徒然草 吉田　兼好 河出書房新社
B915マ おくのほそ道 芭蕉 岩波書店
918ニ 日本の古典をよむ　１３　平家物語 小学館
B921ト 唐詩選　上 李　攀竜 岩波書店
B923ラ 三国志演義　１ 羅　貫中 講談社
B929セ 千夜一夜物語　バートン版　１ 大場　正史 筑摩書房
B933フ 嵐が丘 エミリー・ブロンテ 新潮社
B933ヘ 老人と海　改版 ヘミングウェイ 新潮社
B933メ 白鯨　上　改版 メルヴィル 新潮社
B942ケ ファウスト　第１部　改版 ゲーテ 新潮社
949フ アンネの日記　増補新訂版 アンネ・フランク 文芸春秋
953サ 星の王子さま　新訳 アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ 宝島社
B953ス 赤と黒　上　改版 スタンダール 新潮社
B953ユ レ・ミゼラブル　１　改版 ユゴー 新潮社
B963セ ドン・キホーテ　前編１ セルバンテス 岩波書店
B983ト カラマーゾフの兄弟　上巻　改版 ドストエフスキー 新潮社
B984ト 人生論　改版 トルストイ 新潮社
B991イ イソップ寓話集 イソップ 岩波書店
B991カ ギリシア悲劇　神々と人間、愛と死 川島　重成 講談社
BFカ 伊豆の踊子・温泉宿　他四篇　改版 川端　康成 岩波書店
BFコ 五重塔　改版 幸田　露伴 岩波書店
BFナ こころ　改版 夏目　漱石 新潮社
BFミ 宮沢賢治　１８９６－１９３３ 宮沢　賢治 筑摩書房
BFモ 阿部一族・舞姫　改版 森　鴎外 新潮社
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