
四コマ漫画 : 北斎から「萌え」まで 清水勲著 岩波新書 726.1/Sh49

アンティゴネー ソポクレース著 中務哲郎訳 岩波文庫 991.2/So53

夕凪の街 桜の国 こうの史代 著 双葉社 726.1/Ko95

アンティゴネ ブレヒト著 谷川道子訳 光文社古典新訳文庫 942.7/B72

構図がわかれば絵画がわかる 布施英利著 光文社新書 720.79/F96

僕は、そして僕たちはどう生きるか 梨木香歩著 理論社 913.6/N55

境界を生きる : 性と生のはざまで 毎日新聞著 毎日新聞社 367.9/Ma31

こうのとり追って : 晩産化時代の妊娠・出産 毎日新聞著 毎日新聞社 495.48/Ma31

イメージを読む : 美術史入門 若桑みどり著 ちくま学芸文庫 702.3/W19

ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治著 新潮新書 368.71/Mi73

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 著 新潮社 376.33/B71

AI vs. 教科書が読めない子どもたち 新井紀子 著 東洋経済新報社 007.13/A62

私は黒人奴隷だった　フレデリック・ダグラスの物語 本田創造　著 岩波ジュニア新書 289.3/D89

キング牧師　人種の平等と人間愛を求めて 辻内鏡人・中條 献　著 岩波ジュニア新書 289.3/Ki43

勇気ってなんだろう 江川紹子　著 岩波ジュニア新書 158/E29

ぼくはアメリカを学んだ 鎌田 遵　著 岩波ジュニア新書 295.3/Ka31

詩のこころを読む 茨木のり子　著 岩波ジュニア新書 911.5/I11

国際感覚ってなんだろう 渡部 淳　著 岩波ジュニア新書 361.5/W46

ショパン : 花束の中に隠された大砲 崔　善愛　著 岩波ジュニア新書 762.349/C53

大学生活の迷い方―女子寮ドタバタ日記 蒔田直子　編著 岩波ジュニア新書 377.9/Ma37

生物と無生物のあいだ 福岡伸一　著 講談社現代新書 460.4/F82

大学生のための知的勉強術 松野 弘　著 講談社現代新書 377.9/Ma84

社会を変えるには 小熊英二　著 講談社現代新書 309.021/O26

食の文化史 大塚 滋　著 中公新書 383.8/O88

消費するアジア － 新興国市場の可能性と不安 大泉啓一郎　著 中公新書 332.2/O35

中国という世界 ― 人・風土・近代 竹内 実　著 岩波新書 302.22/Ta67

地球環境報告［Ⅰ］・Ⅱ 石 弘之　著 岩波新書 468/I72/1・2

反貧困 ー「すべり台社会」からの脱出 湯浅 誠　著 岩波新書 368.2/Y96

権威と権力：いうことをきかせる原理・きく原理 なだいなだ　著 岩波新書 361.5/N12

憲法への招待 渋谷秀樹　著 岩波新書 323.14/Sh23

トラウマ 宮地尚子　著 岩波新書 493.74/Mi75

アジア力の世紀　―　どう生き抜くのか 進藤榮一　著 岩波新書 302.2/Sh62

ヨーロッパとイスラーム － 共生は可能か 内藤正典　著 岩波新書 316.82/N29

日本語とハングル 野間秀樹　著 文春新書 810.4/N94

ハーメルンの笛吹き男 ― 伝説とその世界 阿部謹也　著 平凡社 388.3/A12

遠い朝の本たち（須賀敦子全集4　河出書房新社） 須賀敦子　著 ちくま文庫 918.68/Su21/4

14歳からの哲学 ー 考えるための教科書 池田晶子　著 トランスビュー 104/I32

ビッグ・ファット・キャットの世界一簡単な英語の本 向山淳子・向山貴彦　著 幻冬舎 830/Mu27

痛快！コンピュータ学 坂村 健　著 集英社文庫 007/Sa33

イワン・デニーソヴィチの一日
アレクサンドル・ソルジェニーツィ

ン　著
岩波文庫 983/So35

貧乏物語 河上 肇　著 岩波文庫 309/Ka94

君たちはどう生きるか（マガジンハウス） 吉野源三郎　著 岩波文庫 159.5/Y92

雑食動物のジレンマ ー ある4つの食事の自然史　上・下 マイケル・ポーラン　著 東洋経済新報社 498.5/P77/1・2

民法改正 － 契約のルールが百年ぶりに変わる 内田 貴　著 ちくま新書 324/U14

夜と霧
ヴィクトール・E.フランクル　著、

池田香代子　訳
みすず書房 946/F44

苦海浄土 ― わが水俣病 石牟礼道子　著 講談社文庫 519.21/I78

沈黙の春 レーチェル・カーソン　著 新潮社 519.79/C22

これからを生き抜くために大学時代にすべきこと 許光俊　著 ポプラ社 159.7/Ky1

困ってるひと 大野更紗　著 ポプラ社 916/O67

子どもと悪 河合隼雄　著 岩波書店 371.45/Ka93

闇の奥
ジョゼフ コンラッド　著、黒原敏行

訳
岩波文庫 933/C86

銃・病原菌・鉄　（上・下）　1万3000年にわたる人類史の謎
ジャレド・ダイアモンド　著、倉骨

彰　訳
草思社 204/D71/1・2

レポートの組み立て方 木下是雄　著 ちくま学芸文庫 816.5/Ki46

「研究室」に行ってみた。 川端裕人　著 ちくまプリマー新書 002/Ka91

国際地域学部



もどれない故郷ながどろ　飯舘村帰還困難区域の記憶 長泥記録誌編集委員会　著 芙蓉書房出版 369.36/N13

旅する音楽―サックス奏者と音の経験 仲野麻紀　著 せりか書房 760.4/N39

希望のつくり方 玄田有史著 岩波新書 304/G34 

日本経済を学ぶ 岩田 規久男　著 ちくま新書 332.1/I87

FACTFULNESS(ファクトフルネス)：10の思い込みを乗り越え、

データを基に世界を正しく見る習慣

ハンス・ロスリング他著、上杉周作

他訳
日経BP 002.7/R72

国際経済学部



保育者の地平 津守真 著 ミネルヴァ書房 376.1/Ts73

絵本のよろこび 松居直 著 日本放送出版協会 019.53/Ma77

ちいさい言語学者の冒険　－子どもに学ぶことばの秘密－ 広瀬友紀 著
岩波科学ライブラリー

259
801.4/H72

「学力」の経済学 中室牧子 著
ディスカヴァー・トゥ

エンティワン
371.3/N37

これだけは知っておきたい　0-5歳児の食育 岡崎光子 監修 チャイルド本社 376.14/O48

和食と食育 熊倉功夫 監修
アイケイコーポレー

ション
383.81/E34

自閉症の僕が跳びはねる理由 東田直樹 著 エスコアール 378.6/H55

子どもの人権をまもるために 木村草太,内田良 他著 晶文社 369.4/Ki39

むこう岸 安田夏菜 講談社 913.6/Y62

あふれでたのは やさしさだった 奈良少年刑務所 絵本と詩の教室 寮美千子著 西日本出版社 327.85/R96

子どもたちの階級闘争 ブレイディみかこ 著 みすず書房 369.42/B71

憲法という希望 木村草太 著 講談社現代新書 323.14/Ki39

ヒトはなぜ絵を描くのかー芸術認知科学への招待 齋藤亜矢 著 岩波ライブラリー221 701.4/Sa25

AI vs. 教科書が読めない子どもたち 新井紀子 著 東洋経済新報社 007.13/A62

こんな夜更けにバナナかよ　筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち 渡辺一史　著 文春文庫 369.27/W46

生きること学ぶこと 広中平祐 著 集英社 289.1/H71

一〇三歳になってわかったこと 篠田桃紅 著 幻冬舎 728.21/Sh66

権威と権力：いうことをきかせる原理・きく原理 なだいなだ 著 岩波新書 361.5/N12

たったひとつの「真実」なんてない：メディアは何を伝えているの

か？
森達也 著 ちくまプリマー新書 361.5/Mo45

福祉は誰のために 鶴浩一郎 他著 へるす出版 369.16/Ts84 

子どもが育つ魔法の言葉 ドローシー・ロー・ノルト他著 PHP研究所 379.9/N93

食品の裏側 みんな大好きな食品添加物 安部司 著 東洋経済新報社 498.51/A12

からだの科学（増刊）これからの管理栄養士 吉池信男 他 日本評論社 498.14/Y88

脳からストレスを消す食事 武田英二 著 ちくま新書 498.58/Ta59

栄養と遺伝子のはなし 佐久間慶子、福島亜紀子 著 技報堂出版 498.55/Sa45

夜と霧
ヴィクトール・E.フランクル　著、

池田香代子　訳
みすず書房 946/F44

苦海浄土 ― わが水俣病 石牟礼道子　著 講談社文庫 519.21/I78

沈黙の春 レーチェル・カーソン　著 新潮社 519.79/C22

困ってるひと 大野更紗　著 ポプラ社 916/O67

子どもと悪 河合隼雄　著 岩波書店 371.45/Ka93

これからを生き抜くために大学時代にすべきこと 許光俊　著 ポプラ社 159.7/Ky1

大学生のための知的勉強術 松野 弘　著 講談社現代新書 377.9/Ma84

社会を変えるには 小熊英二　著 講談社現代新書 309.021/O26

大学生活の迷い方―女子寮ドタバタ日記 蒔田直子　編著 岩波ジュニア新書 377.9/Ma37

「研究室」に行ってみた。 川端裕人　著 ちくまプリマー新書 002/Ka91

人間生活学部　≪子ども学科≫

人間生活学部　　≪健康栄養学科≫

新潟県立大学図書館


