
番号 書名 著者名 出版社
1 チェコ・アニメーションの世界 S.ウルヴェル編/赤塚若樹編訳 人文書院

2 Manga*anime*games from Japan
The Media Art Internationalization
Promotion Executive Committee, ed

Kokushokankokai

3 ムーミンママのお料理の本
サミ・マリラ作/トーベ・ヤンソン絵と引用
文/渡部翠訳

講談社

4 フィルムスタディーズ入門 : 映画を学ぶ楽しみ
ウォーレン・バックランド著/前田茂, 要真
理子訳

晃洋書房

5 ファストファッション : クローゼットの中の憂鬱 エリザベス・L・クライン著/鈴木素子訳 春秋社

6 世界服飾大図鑑
キャリン・フランクリン監修/深井晃子日
本語版監修

河出書房新社

7 恋愛の時代 : 大正期(1920年代前半)朝鮮における文化と流行 クォン・ボドゥレ著/鄭大成訳 勉誠出版

8 日本人の「男らしさ」 : サムライからオタクまで「男性性」の変遷を追う
サビーネ・フリューシュトゥック, アン・ウォ
ルソール編著/内田雅克, 長野麻紀子,
粟倉大輔訳

明石書店

9 女は男に従うもの? : 近世イギリス女性の日常生活 (刀水歴史全書:66)
スーザン・W・ハル著/佐藤清隆, 滝口晴
生, 菅原秀二訳

刀水書房

10 恋愛論 上 (岩波文庫:赤(32)-526-1, 2) スタンダール著/杉本圭子訳 岩波書店
11 大学生からのプレゼンテーション入門 中野美香著 ナカニシヤ出版

12 世界アニメーション歴史事典
スティーヴン・キャヴァリア著/仲田由美
子, 山川純子訳

ゆまに書房

13 イギリス英語は落とし穴だらけ スティーブ・モリヤマ著 研究社

14 パンと知識と解放と : 19世紀イギリス労働者階級の自叙伝を読む
デイヴィド・ヴィンセント著/川北稔, 松浦
京子訳

岩波書店

15 ストロベリー・デイズ : 日系アメリカ人強制収容の記憶
デヴィッド・A・ナイワート [著]/ラッセル秀
子訳

みすず書房

16 アニメ・マシーン : グローバル・メディアとしての日本アニメーション トーマス・ラマール著/大崎晴美訳 名古屋大学出版会
17 ミッキーマウスのストライキ! : アメリカアニメ労働運動100年史 トム・シート著/久美薫訳 合同出版
18 中世ラテンとヨーロッパ恋愛抒情詩の起源 ピーター・ドロンケ著/和治元義博訳 論創社

19 パリのメトロ歴史物語
ピエール=ガブリエル=ロジェ・ミケル著/
蔵持不三也訳

原書房

20 日本人の英語力 (小学館101新書:048) マーシャ・クラッカワー著 小学館
21 インタビュー実践! : レポート・プレゼン・就業力 : 初年次セミナー学習ワークブック 亜細亜大学経営学部編 翰林書房
22 アニメに学ぶ心理学 : 『千と千尋の神隠し』を読む (言視books) 愛甲修子著 言視舎
23 ディズニーランドの経済学 増補版 (朝日文庫) 粟田房穂, 高成田享著 朝日新聞出版
24 くまのプーさん英国文学の想像力 (光文社新書:074) 安達まみ著 光文社
25 妖怪・憑依・擬人化の文化史 伊藤慎吾編 笠間書院
26 思考を鍛えるレポート・論文作成法 第2版 井下千以子著 慶應義塾大学出版会
27 恋愛ニート : 忘れた恋のはじめ方 (朝日文庫) 永田優子著/[浅野美和子ノベライズ] 朝日新聞出版
28 20世紀からのファッション史 : リバイバルとリスタイル 横田尚美著 原書房
29 アニメーションの事典 横田正夫, 小出正志, 池田宏編集 朝倉書店
30 聖地巡礼 : 世界遺産からアニメの舞台まで (中公新書:2306) 岡本亮輔著 中央公論新社

31
時代を映す「女性像」 1 (時代が求めた「女性像」:第27-29巻. 「女性像」の変容と
変遷)

岩見照代監修 ゆまに書房

32 英国ルネサンス恋愛ソネット集 (岩波文庫:赤N(37)-203-1) 岩崎宗治編訳 岩波書店
33 妖怪学の祖井上圓了 (角川選書:518) 菊地章太著 角川学芸出版
34 日本古代恋愛文学史 吉田幹生著 笠間書院
35 おとなの英語力 : 話せる人は知っている英語の意外な原理 宮永國子著 青土社
36 なぜ、私たちは恋をして生きるのか : 「出会い」と「恋愛」の近代日本精神史 宮野真生子著 ナカニシヤ出版
37 ガリガリ君の秘密 : 赤城乳業・躍進を支える「言える化」 遠藤功著 日本経済新聞出版社
38 世界文学としての村上春樹 柴田勝二, 加藤雄二編 東京外国語大学出版会

39
旅にとり憑かれたイギリス人 : トラヴェルライティングを読む (MINERVA歴史・文化
ライブラリー:30)

窪田憲子, 木下卓, 久守和子編著 ミネルヴァ書房

40 源氏物語「読み」の交響 2 (新典社研究叢書:193, 263) 源氏物語を読む会編 新典社
41 論文の教室 : レポートから卒論まで 新版 (NHKブックス:1194) 戸田山和久著 NHK出版
42 源氏物語の結婚 : 平安朝の婚姻制度と恋愛譚 (中公新書:2156) 工藤重矩著 中央公論新社
43 アニメーション、折りにふれて 高畑勲著 岩波書店
44 わかる!レポートのまとめかた : 練習問題で確認 高梨美穂 [ほか] 著 おうふう
45 文学者の「核・フクシマ論」 : 吉本隆明・大江健三郎・村上春樹 黒古一夫著 彩流社
46 怪異の風景学 (シリーズ妖怪文化の民俗地理:2) 佐々木高弘著 古今書院
47 村上春樹はくせになる 増補版 (朝日文庫:[し47-1]) 清水良典著 朝日新聞出版

48
「宮崎アニメ」秘められたメッセージ : 『風の谷のナウシカ』から『ハウルの動く城』
まで (ベスト新書:82)

佐々木隆著 KKベストセラーズ

49
レポート・論文をさらによくする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための自己
点検法29

佐渡島紗織, 坂本麻裕子, 大野真澄編
著

大修館書店

50 ローマ : 外国人芸術家たちの都 (西洋近代の都市と芸術:1) 佐藤直樹編 竹林舎
51 ミッキーはなぜ口笛を吹くのか : アニメーションの表現史 (新潮選書) 細馬宏通著 新潮社
52 もう一人のメンデルスゾーン : ファニー・メンデルスゾーン=ヘンゼルの生涯 山下剛著 未知谷
53 妄想国語辞典 野澤幸司著 扶桑社

54
文学者のフランス体験 [復刻版] 1 (ライブラリー・日本人のフランス体験:第18-19
巻)

山崎眞紀子編 柏書房

55 旗本・御家人の就職事情 (歴史文化ライブラリー:410) 山本英貴著 吉川弘文館
56 資料検索入門 : レポート・論文を書くために (アカデミック・スキルズ) 市古みどり編著/上岡真紀子, 保坂睦著 慶應義塾大学出版会
57 コーヒーと恋愛 (ちくま文庫:[し39-1]) 獅子文六著 筑摩書房
58 英語で大学が亡びるとき : 「英語力=グローバル人材」というイデオロギー 寺島隆吉著 明石書店
59 お姫様とジェンダー : アニメで学ぶ男と女のジェンダー学入門 (ちくま新書:415) 若桑みどり著 筑摩書房

60
帚木 : 雨夜の宮中、男たちの恋愛談議 (週刊朝日百科:通巻2号. 週刊絵巻で楽し
む源氏物語五十四帖:02 (2帖))

秋山虔監修 朝日新聞出版

Library Tour 演習課題図書リスト
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Library Tour 演習課題図書リスト

61 妖怪学新考 : 妖怪からみる日本人の心 (講談社学術文庫:[2307]) 小松和彦 [著] 講談社
62 高校・大学の未就職者への支援 小杉礼子, 堀有喜衣編 勁草書房

63
もっとイギリス英語でしゃべりたい! : UKイントネーション・パーフェクトガイド (CD
book)

小川直樹, ナディア・マケックニー著 研究社

64 英米小説でレポート・卒論ライティング術 小野俊太郎著 松柏社
65 何を怖れる : フェミニズムを生きた女たち 松井久子編/田中美津 [ほか述] 岩波書店
66 世界一美しい星空の教科書 : 人気プラネタリウム・クリエーターが作った 大平貴之著 宝島社
67 新聞投稿に見る百年前の沖縄 : 恋愛、悩み、つぶやき、珍事件 上里隆史編著 原書房
68 妖怪の通り道 : 俗信の想像力 常光徹著 吉川弘文館
69 突然のキス : 恋愛で読み解く日本文学 (ちくま文庫:[う-35-1]) 植島啓司著 筑摩書房
70 英語スピーキング・クリニック : 通訳訓練法で鍛える知的英語力 新崎隆子, 石黒弓美子著 研究社
71 就職とは何か : 「まともな働き方」の条件 (岩波新書:新赤版 1338) 森岡孝二著 岩波書店
72 図書館さんぽ : 本のある空間で世界を広げる 図書館さんぽ研究会著 駒草出版
73 女性から描く世界史 : 17～20世紀への新しいアプローチ 水井万里子 [ほか] 編 勉誠出版

74
イギリス王室とメディア : エドワード大衆王とその時代 (文春学藝ライブラリー:歴
史:19)

水谷三公著 文藝春秋

75 シングルマザーの貧困 (光文社新書:724) 水無田気流著 光文社
76 下着の社会心理学 : 洋服の下のファッション感覚 (朝日新書:266) 菅原健介, cocoros研究会著 朝日新聞出版
77 ファンタジーのイデオロギー : 現代日本アニメ研究 (未発選書:第20巻) 西田谷洋著 ひつじ書房
78 マリー・アントワネット : ファッションで世界を変えた女 石井美樹子著 河出書房新社

79
しんどいオカマのちょっと一杯いかがかしら? : 人生の不安を解きほぐす、オトナの
ためのお悩み相談

BSディム著 KADOKAWA

80 表象のアリス : テキストと図像に見る日本とイギリス 千森幹子著 法政大学出版局
81 全国妖怪事典 (講談社学術文庫:[2270]) 千葉幹夫編 講談社
82 チェコ手紙&チェコ日記 : 人形アニメーションへの旅/魂を求めて 川本喜八郎著 作品社
83 エコノミストの昼ごはん : コーエン教授のグルメ経済学 タイラー・コーエン著/浜野志保訳 作品社
84 中国妖怪・鬼神図譜 : 清末の絵入雑誌『点石斎画報』で読む庶民の信仰と俗習 相田洋著 集広舎
85 大学就職部にできること 大島真夫著 勁草書房
86 ピアで学ぶ大学生の日本語表現 : プロセス重視のレポート作成 第2版 大島弥生 [ほか] 著 ひつじ書房
87 武州公秘話/恋愛及び色情/青春物語 (谷崎潤一郎全集:第16巻) 谷崎潤一郎著 中央公論新社
88 妖怪 (民衆史の遺産:第7巻) 谷川健一, 大和岩雄編 大和書房

89
最新映画産業の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ
情報満載 (How-nual図解入門. 業界研究)

中村恵二, 有地智枝子著 秀和システム

90 近代日本の就職難物語 : 「高等遊民」になるけれど (歴史文化ライブラリー:428) 町田祐一著 吉川弘文館

91
990円のジーンズがつくられるのはなぜ? : ファストファッションの工場で起こってい
ること

長田華子著 合同出版

92 本物の英語力 (講談社現代新書:2353) 鳥飼玖美子著 講談社
93 「シングル」で生きる : 人類学者のフィールドから 椎野若菜編 御茶の水書房
94 境界を生きるシングルたち (シングルの人類学:1) 椎野若菜編 人文書院
95 良心の興亡 : 近代イギリス道徳哲学研究 増補版 柘植尚則著 山川出版社
96 本を読めなくなった人のための読書論 若松英輔著 亜紀書房
97 モノと図像から探る怪異・妖怪の世界 (天理大学考古学・民俗学シリーズ:1) 天理大学考古学・民俗学研究室編 勉誠出版
98 文豪の凄い語彙力 山口謠司著 さくら舎
99 大学1年生のための伝わるレポートの書き方 都筑学著 有斐閣
100 フランス恋愛文学をたのしむ : その誕生から現在まで 東浦弘樹著 世界思想社
101 涙と眼の文化史 : 中世ヨーロッパの標章と恋愛思想 徳井淑子著 東信堂
102 「東京」がわかる本4000冊 日外アソシエーツ株式会社編 日外アソシエーツ

103
リトミック教育研究 : 理論と実践の調和を目指して : 日本ダルクローズ音楽教育学
会創立40周年記念論集

日本ダルクローズ音楽教育学会編 開成出版

104 社会への出かた : 就職・学び・自分さがし 白井利明著 新日本出版社
105 恋愛 (コレクション・モダン都市文化:48) 飯田祐子編 ゆまに書房
106 ムーミンを生んだ芸術家トーヴェ・ヤンソン 冨原真弓著/芸術新潮編集部編 新潮社
107 着衣する身体と女性の周縁化 武田佐知子編 思文閣出版
108 人情本の世界 : 江戸の「あだ」が紡ぐ恋愛物語 武藤元昭著 笠間書院
109 歴史のなかの大卒労働市場 : 就職・採用の経済社会学 福井康貴著 勁草書房
110 学問のしくみ事典 : あらゆる「学」の歴史とつながりがわかる 日本実業出版社編 日本実業出版社
111 東京大地震は必ず起きる (文春新書:280) 片山恒雄著 文藝春秋
112 恋文 : パリの名花レスピナス嬢悲話 保苅瑞穂著 筑摩書房

113 ポップカルチャーとジェンダー (ムーブ叢書. ジェンダー白書:8)
北九州市立男女共同参画センター・
ムーブ編

明石書店

114 英語へのまなざし : 斎藤英学塾10周年記念論集 北和丈, 城座沙蘭, 高橋和子編 ひつじ書房
115 ディズニー・プリンセスのゆくえ : 白雪姫からマレフィセントまで 本橋哲也著 ナカニシヤ出版
116 文献調査法 : 調査・レポート・論文作成必携 : 情報リテラシー読本 第5版 毛利和弘著 毛利和弘
117 ディズニーの魔法 (新潮新書:044) 有馬哲夫著 新潮社
118 最貧困シングルマザー (朝日文庫:す22-1) 鈴木大介著 朝日新聞出版
119 グルメのなかのパリ [復刻版] (ライブラリー・日本人のフランス体験:第17巻) 和田博文編 柏書房

120 恋愛のアーキテクチャ
櫻井圭記, 濱野智史, 小川克彦編著/平
野啓一郎 [ほか著]

青弓社

2 / 2


