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1 言語の七番目の機能 / ローラン・ビネ著 ; 高橋啓訳. -- 東京創元社, 2020.9. -- (海外文学セレクション). 中央学3F 12081225 953.7||B

2
黒暗森林 / 劉慈欣著 ; 大森望, 立原透耶, 上原かおり, 泊功訳 ; 上, 下. -- 早川書房, 2020.6. -- (三体 / 劉慈欣著 ; 大森望, 光
吉さくら, ワン・チャイ訳 ; 2).

中央学3F 12081226 923.7||R||2

3
黒暗森林 / 劉慈欣著 ; 大森望, 立原透耶, 上原かおり, 泊功訳 ; 上, 下. -- 早川書房, 2020.6. -- (三体 / 劉慈欣著 ; 大森望, 光
吉さくら, ワン・チャイ訳 ; 2).

中央学3F 12081227 923.7||R||1

4 毛皮を着たヴィーナス / L・ザッヘル=マゾッホ著 ; 種村季弘訳 ; : 新装版. -- 河出書房新社, 2004.6. -- (河出文庫). 中央学S 12081818 943.6||Sa||||文庫

5 人間とは何か : 偏愛的フランス文学作家論 / 中条省平著. -- 講談社, 2020.9. 中央学3F 12081228 950.26||Ty

6
戦前反戦発言大全 : 落書き・ビラ・投書・怪文書で見る反軍・反帝・反資本主義的言説 / 高井ホアン著. -- パブリブ, 2019.6. --
(戦前ホンネ発言大全 ; 第2巻).

中央学3F 12081599 210.7||Ta

7
戦前不敬発言大全 : 落書き・ビラ・投書・怪文書で見る反天皇制・反皇室・反ヒロヒト的言説 / 高井ホアン著. -- パブリブ, 2019.6.
-- (戦前ホンネ発言大全 ; 第1巻).

中央学3F 12081600 210.7||Ta

8 奇書の世界史 : 歴史を動かす"ヤバい書物"の物語 / 三崎律日著. -- KADOKAWA, 2019.8. 中央学3F 12081819 020.4||Mi

9 ゴシック文学神髄 / 東雅夫編. -- 筑摩書房, 2020.10. -- (ちくま文庫 ; [ひ21-11]). 中央学S 12081229 933.68||H||||文庫

10 いやな感じ / 高見順著. -- 共和国, 2019.6. 中央学3F 12081601 913.6||Ta

11
「舞姫」の主人公をバンカラとアフリカ人がボコボコにする最高の小説の世界が明治に存在したので20万字くらいかけて紹介する
本 / 山下泰平著. -- 柏書房, 2019.5.

中央学3F 12081230 910.261||Y

12 アナキスト本をよむ / 栗原康著. -- 新評論, 2020.12. 中央学3F 12081231 019.9||Ku

13 Conflict, education and people's war in Nepal / Sanjeev Rai ; : pbk. -- Routledge, 2020. -- (Nepal and Himalayan studies). 中央学3F 41677140 302.2587||R

14
The Damiens affair and the unraveling of the ancien r◆U00E9◆gime, 1750-1770 / Dale K. Van Kley ; alk. paper. -- Princeton
University Press, c1984.

中央学3F 41677207 235.05||V

15
わが人生の記 : 十八世紀ガラス職人の自伝 / ジャック=ルイ・メネトラ著 ; ダニエル・ロシュ校訂・解説 ; 喜安朗訳. -- 白水社,
2006.4.

中央学3F 12081602 289.3||Me

16 図解古代ローマ軍武器・防具・戦術大全 / レッカ社編著. -- カンゼン, 2013.8. -- (The quest for history). 中央学3F 12081071 232||R

17
Recovery of gray wolves in the Great Lakes Region of the United States : an endangered species success story / Adrian P.
Wydeven, Timothy R. Van Deelen, Edward J. Heske, editors ; : [pbk]. -- Springer, c2009.

中央学3F 41676910 489.56||W

18 ピアニストのためのジャズ・ピアノ理論の基礎 / 遠藤尚美編著. -- 自由現代社 (発売), 2020.9. 中央学3F 12081065 763.2||E

19 中国・SF・革命 / ケン・リュウ [ほか] 著 ; 古沢嘉通 [ほか] 訳. -- 河出書房新社, 2020.7. 中央学3F 12081499 908.3||L

20 種は守れるか / 農政ジャーナリストの会 [編]. -- 農政ジャーナリストの会. -- (日本農業の動き ; no. 207). 中央学3F 12082362 615.23||N

21 炉辺の風おと / 梨木香歩著. -- 毎日新聞出版, 2020.9. 中央学3F 12081500 914.6||N
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22 銀閣の人 / 門井慶喜著. -- KADOKAWA, 2020.9. 中央学3F 12081501 913.6||Ka

23 暗がりで本を読む / 徳永圭子著. -- 本の雑誌社, 2020.10. 中央学3F 12081066 019.9||To

24 問いかけるアイヌ・アート / 池田忍編. -- 岩波書店, 2020.9. 中央学3F 12081067 750.211||I

25 鳥獣戯画の国 / 金子信久著. -- 講談社, 2020.7. -- (たのしい日本美術). 中央学3F 12081068 721.02||Ka

26 考えるナメクジ : 人間をしのぐ驚異の脳機能 / 松尾亮太著. -- さくら舎, 2020.5. 中央学3F 12081502 484.6||Ma

27 李登輝秘録 / 河崎眞澄著. -- 産経新聞出版. 中央学3F 12081069 289.2||Ka

28 25の短編小説 / 小説トリッパー編集部編. -- 朝日新聞出版, 2020.9. -- (朝日文庫 ; [し48-2]). 中央学S 12081070 913.68||Sy||||文庫

29 イノベーターはあなたの中にいる : 創造的起業家に変わる体験のデザイン / 齊藤義明著. -- 東洋経済新報社, 2020.12. 中央学3F 12081455 601.1||Sa

30 ヒトの言葉機械の言葉 : 「人工知能と話す」以前の言語学 / 川添愛[著]. -- KADOKAWA, 2020.11. -- (角川新書 ; [K-339]). 中央学S 12081063 007.636||Ka||||新書

31
時政学への挑戦 : 政治研究の時間論的転回 / 高橋良輔, 山崎望編著. -- ミネルヴァ書房, 2021.1. -- (Minerva人文・社会科学叢
書 ; 246).

中央学3F 12083444 311||Ta

32 自由民主主義の再検討 / 日本政治学会編. -- 筑摩書房, 2020.12. -- (年報政治学 ; 2020-2). 中央学3F 12082361 311.04||N

33 これからの話し合いを考えよう / 村田和代編 ; 村田和代 [ほか著]. -- ひつじ書房, 2020.12. -- (シリーズ話し合い学をつくる ; 3). 中央学3F 12082061 809.6||Mu

34 Weの市民革命 / 佐久間裕美子著. -- 朝日出版社, 2020.12. 中央学3F 12081064 302.53||Sa

35 脱人間論 / 執行草舟著. -- 講談社, 2020.10. 中央学3F 12081454 114||Si

36 民法 / アガルートアカデミー編著. -- アガルート・パブリッシング, 2019.12. -- (アガルートの司法試験・予備試験 . 実況論文講義). 中央就職 20139554 資格||Mi||2020||就職

37 民法 / 伊藤真監修 ; 伊藤塾著. -- 弘文堂, 2020.1. -- (新伊藤塾試験対策問題集 : 論文 ; 1). 中央学3F 12081456 327.079||I

38 問題演習基本七法 : 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法/刑法/刑事訴訟法 / 法学教室編集室編 ; 2020. -- 有斐閣, 2020.12. 中央学3F 12081428 320||H

39 商法 / 伊藤塾著. -- 弘文堂, 2020.6. -- (新伊藤塾試験対策問題集 : 論文 ; 2). 中央学3F 12081429 327.079||I

40 商法 / アガルートアカデミー編著. -- アガルート・パブリッシング, 2020.2. -- (アガルートの司法試験・予備試験 . 実況論文講義). 中央就職 20139555 資格||Sy||2020||就職

41 商法(総則・商行為)・手形法小切手法 / 伊藤真著. -- 第3版. -- 弘文堂, 2019.2. -- (伊藤真試験対策講座 ; 8). 中央学3F 12081430 325||I

42 ホワイトヘッドと文明論 / プロセス研究シンポジウム [編]. -- 行路社, 1995.11. 中央学3F 12081820 133.5||N
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43 連続と断絶 : ホワイトヘッドの哲学 / 飯盛元章著. -- 人文書院, 2020.1. 中央学3F 12081072 133.5||I

44 動いている庭 : 谷の庭から惑星という庭へ / ジル・クレマン [著] ; 山内朋樹訳. -- みすず書房, 2015.2. 中央学3F 12081598 629.1||C


