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総記

022.3/Ta29 中近世移行期の文化と古活字版 高木浩明(1967-)著 勉誠出版
081/C64/2627 戦後民主主義 現代日本を創った思想と文化 山本昭宏(1984-)著 中央公論新社

081/C64/2621 リベラルとは何か
17世紀の自由主義から現代日本
まで 田中拓道(1971-)著 中央公論新社

081/C64/2626 フランクリン・ローズヴェルト 大恐慌と大戦に挑んだ指導者 佐藤千登勢(1963-)著 中央公論新社

081/C64/2631 現代民主主義
指導者論から熟議､ポピュリズム
まで 山本圭(1981-)著 中央公論新社

081/C64/2628 英文法再入門 10のハードルの飛び越え方 澤井康佑(1972-)著 中央公論新社
081/C64/2629 ロヒンギャ危機 ｢民族浄化｣の真相 中西嘉宏(1977-)著 中央公論新社
081/C64/2630 現代音楽史 闘争しつづける芸術のゆくえ 沼野雄司(1955-)著 中央公論新社

081/C64/2632 男が介護する
家族のケアの実態と支援の取り
組み7 津止正敏(1953-)著 中央公論新社

081/C64/2633 日本の歴史的建造物
社寺･城郭･近代建築の保存と活
用 光井渉(1963-)著 中央公論新社

081/C64/2634 サラ金の歴史 消費者金融と日本社会 小島庸平(1982-)著 中央公論新社

081/C64/2625 新型コロナの科学 パンデミック､そして共生の未来へ 黒木登志夫(1936-)著 中央公論新社
081/C64/2623 古代マヤ文明 栄華と衰亡の3000年 鈴木真太郎(1979-)著 中央公論新社
081/C64/2195 入門 人間の安全保障 恐怖と欠乏からの自由を求めて 長有樹枝(1963-)著 中央公論新社

081/C64/2624 ｢徴用工｣問題とは何か
朝鮮人労務動員の実態と日韓対
立 波多野澄雄(1947-)著 中央公論新社

081/C64/2606 音楽の危機 <<第九>>が歌えなくなった日 岡田暁生(1960-)著 中央公論新社
081/C64/2607 アジアの国民感情 データが明かす人々の対外認識 園田茂人(1961-)著 中央公論新社
081/C64/2608 万葉集講義 最古の歌集の素顔 上野誠(1960-)著 中央公論新社
081/C64/2609 現代日本を読む ノンフィクションの名作･問題作 武田徹(1958-)著 中央公論新社

081/C64/2610 ヒトラーの脱走兵
裏切りか抵抗か､ドイツ最後のタ
ブー 對馬達雄(1945-)著 中央公論新社

081/C64/2622 明智光秀 織田政権の司令塔 福島克彦(1965-)著 中央公論新社

宗教･哲学

121.9/N81 ｢西田哲学｣演習
ハイデガー『存在と時間』を横に
見ながら 黒崎宏(1928-)著 春秋社

125.2/Y89/1 六朝随唐文史哲論集. 1 人･家･学術 吉川哲夫(1937-)著 法蔵館
125.2/Y89/2 六朝随唐文史哲論集. 2 宗教の諸相 吉川哲夫(1937-)著 法蔵館
160.2/N71/2 世界のなかの日本宗教 上島享(1964-), 吉田一彦(1955-)編 吉川弘文館
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宗教･哲学

160.2/Sh45/2 国家と信仰 明治後期 島薗進(1948-)[ほか]編 春秋社
163.1/F67 現代山岳信仰曼荼羅 藤田庄市(1947-)著 天夢人
163.1/Ki24 日本人と山の宗教 菊池大樹(1968-)著 講談社
175.8/N38 伊勢の御遷宮 中西正幸(1944-)著 神宮文庫
178.9/N18 宗教文化は誰のものか 大本弾圧事件と戦後日本 永岡崇(1981-)著 名古屋大学出版会
180.1/Sa31 仏教の誕生 佐々木閑(1956-)著 河出書房新社

180.3/B96 仏典解題事典 斎藤明(1950-)[ほか]編集 春秋社

180.4/Ky3 生の仏教死の仏教 京極逸造(1887-1953)著 筑摩書房
180.901/O62 科学化する仏教 瞑想と心身の近現代 碧海寿広(1981-)著 KADOKAWA

180.918/Mi63 日本書記に秘められた古社寺の謎
神話と歴史が紡ぐ古代日本の舞
台裏 三橋健(1939-)編 ウェッジ

181.236/H67 進化する南無阿弥陀仏
念仏はどこからきて､どこに向かう
のか? 平岡聡(1960-)著 大蔵出版

181.4/N48
パーリ仏教を中心とした業論の研
究 浪花宣明(1948-)著 春秋社

181.5/H67 菩薩とはなにか 平岡聡(1960-)著 春秋社
181.7/Ka24 お迎えの信仰 梯伸暁(1958-)著 法蔵館
182.6/H71/2 インド仏教思想史. 下 ひろさちや(1936-)著 佼成出版社
182.6/H71/1 インド仏教思想史. 上 ひろさちや(1936-)著 佼成出版社
182.622/Sh49 上座部仏教における聖典論の研究 清水俊史著 大蔵出版

182.813/Su94 鈴木大拙禅を超えて
山田奨治(1963-), ジョン･ブリーン(John
Breen)(1956-)編 思文閣出版

183.01/Su96 お経の意味がやさしくわかる本
各宗派の｢経｣は､どんな教えを説
いているか 鈴木永城(1943-)著 ; 夢の設計社企画･編集夢の設計社

183.08/D28 新編大蔵経 成立と変遷 京都仏教各宗学校連合会編 法蔵館
183.61/Sh51 涅槃経の研究 大蔵経典の研究方法試論 下田正弘(1957-)著 春秋社
186.5/N38 日本仏教アジア布教の諸相 中西直樹(1961-), 野世英水著 三人社

187.04/A27/8 東アジア. 4 南宋･大理･金
肥田路美(1955-)責任編集 ; 宮治昭
(1945-)[ほか]監修 中央公論美術出版社

187.2/N31 法華経曼荼羅の研究 制作者と伝承を担った人々 中哲裕(1947-)著 春秋社
188.422/U27 近世初期浄土宗の群像 宇高良哲(1942-)著 青史出版
188.529/G18 探訪真宗民俗 儀礼の伝承と現代社会 蒲池勢至(1951-)著 東本願寺出版
188.541/Mi73 教行信証はなぜ書かれたか 宮城顗(1931-)著 法蔵館
188.581/N38 近代本願寺論の展開 中西直樹(1961-)著 三人社
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宗教･哲学

188.6053/So77/201
9

曹洞宗総合研究センター報. 2019
年度版 [曹洞宗総合研究センター編]

曹洞宗総合研究セン
ター

188.621/N86 中世禅宗史叢説 附　禅籍の口語略解 西尾賢隆(1942-)著 吉川弘文館

188.641/Ko12 百六十七文字の考案 徳山宣鑑とふたりの学人 小林圓照(1934-)監修 ; 竹之下正俊著 ノンブル社

188.654/Ta65 正法眼蔵写真集 道元禅師―禅の心象風景
竹島善一(1935-)写真 ; 遠藤太禅(1913-
1990)文･解説 国書刊行会

188.654/Mi96 『正法眼蔵』を読む人のために 水野弥穂子(1921-)著 大法輪閣
188.665/Sa25 中国禅宗史書の研究 齋藤智寛(1974-)著 臨川書店
188.722/Y96 戦国仏教 中世社会と日蓮宗 湯浅治久(1960-)著 吉川弘文館

188.787/R25 未来へ 霊友会開教100年記念グラフ
立石昇士[ほか]スタッフ ; 太和田光一郎,
森照恭写真 霊友会

210.0/Sh57/13
謀略に！翻弄された近現代誇れる
国、日本. 13

[アパ日本再興財団編] ; トランスファクト
リー英訳協力 アパ日本再興財団

210.0/Sh89/K16-1 花月日記. 第1
松平定信(1758ｰ1829)[著] ; 岡嶌偉久子,
山根陸宏校訂 八木書店

210.0/Ta84 日本神話と同化ユダヤ人 田中英道(1942-)著 勉誠出版
210.0/D24/3-30 大日本史料. 第3編之30 東京大学史料編纂所編集 東京大学史料編纂所

213.6/To46/81
神谷町町屋跡遺跡発掘調査報告
書. 2 大成エンジニアリング株式会社編集 森ビル

220/F44/1 シルクロード全史. 上 文明と欲望の十字路
ピーター･フランコパン(1971-)(Peter
Frankopan)著 ; 須川綾子訳 河出書房新社

220/F44/2 シルクロード全史. 下 文明と欲望の十字路
ピーター･フランコパン(1971-)(Peter
Frankopan)著 ; 須川綾子訳 河出書房新社

289.0/J52/309 大伴旅人 鉄野昌弘(1959-)著 ; 日本歴史学会編集 吉川弘文館
289.0/J52/308 幣原喜重郎 種稲秀司(1974-)著 ; 日本歴史学会編集 吉川弘文館

289.1/To67 鳥居龍蔵の学問と世界
徳島県立鳥居龍蔵記念博物館, 鳥居龍
蔵を語る会編 思文閣出版

291.3/Ka72 江戸東京名所事典 古地図で辿る歴史と文化 笠間書院編集部編 笠間書院

社会科学

302.2/Ke18 随唐洛陽と東アジア 洛陽学の新地平 氣賀澤保規(1943-)編著 法蔵館
329.2/G15/2020 われらの北方領土. 2020年版 [外務省編] 外務省

335.2/F93
日本古代の手工業生産と建築生
産 古尾谷知浩(1967-)著 塙書房

歴史･伝記･地理地誌
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社会科学

382.2/Y48
中国古典文学に描かれた厠･井
戸･簪 民俗学的視点に基づく考察 山﨑藍(1977-)著 勉誠出版

385.6/Sa47 これからの仏教葬儀レス社会 人生百年の生老病死 櫻井義秀(1961-)著 興山舎

387/O64 稲荷信仰の世界 稲荷祭と神仏習合 大森惠子(1948-)著 慶友社

工学

521.6/Ma92 山に立つ神と仏 柱立てと懸造の心性史 松﨑照明著 講談社
548/O37 ラジオの技術･産業の百年史 大衆メディアの誕生と変遷 岡部匡伸(1964-)著 勉誠出版

芸術

700/Ko45
ないじぇる芸術共創ラボ展時の束
を披く 古典籍からうまれるアートと翻訳 国文学研究資料館企画 国文学研究資料館

721.4/To46/2 江戸城本丸等障壁画絵様. 図版篇 調査研究報告書 東京国立博物館編集 東京国立博物館

721.4/To46/1 江戸城本丸等障壁画絵様. 本文篇 調査研究報告書 東京国立博物館編集 東京国立博物館
780.2/Ta54 帝国日本と越境するアスリート 高嶋航(1970-), 金誠(1974-)編 塙書房

文学

910.2/O24 小川未明に親しむ 小埜裕二(1962-)著 蒼丘書林
910.2/E21 江戸川乱歩大事典 落合教幸(1973-)[ほか]編 勉誠出版
910.2/O72/28 おさらぎ選書. 第28集 大佛次郎記念館編集 大仏次郎記念館
911.6/Ku56 くどきぶしの世界 倉田喜弘(1931-)著 ゆまに書房
913.2/Ta84 ｢国譲り神話｣の真実 神話は歴史を記憶する 田中英道(1942-)著 勉誠出版
913.4/O87 挑発する軍記 大津雄一(1954-)著 勉誠出版

参考図書

R020.3/Sh96/2020 書誌年鑑. 2020 有木太一(1968-)編 日外アソシエーツ
R027.8/N89 悪疫退散 西尾市岩瀬文庫 西尾市岩瀬文庫編集 西尾市岩瀬文庫
R705.9/B42/2021 美術年鑑. 2021 美術年鑑編集部編集 美術年鑑社


