
書　　　名 編著者名

1 沈黙の春 レイチェル・ルイス・カ－ソン; 青樹簗一

2 センス・オブ・ワンダ－ レイチェル・ルイス・カ－ソン; 上遠恵子

3 奪われし未来 増補改訂版 シーア・コルボーン;ダイアン・ダマノスキ;ジョン・ピーターソン・マイヤーズ;長尾　力;堀　千
恵子

4 悲しき熱帯 上下 レヴィ＝ストロース;川田　順造

5 地球環境問題とは何か 米本昌平

6 地球の掟 アル・ゴア; 小杉隆

7 地球温暖化を考える 宇沢弘文

8 環境と文明の世界史 石弘之

9 水の世紀　貧困と紛争の平和的解決にむけて 村上雅博

10 古代文明と気候大変動　人類の運命を変えた二万年史 ブライアン・フェイガン; 東郷えりか

11 ガイアの時代 ジェ－ムズ・ラヴロック;スワミ・プレム・プラブッダ

12 二重らせん ジェ－ムズ・デュ－イ・ワトソン;江上不二夫

13 神は老獪にして…  アインシュタインの人と学問 Ｐａｉｓ，Ａｂｒａｈａｍ．;金子務

14 生物学のすすめ ジョン・メイナ－ド・スミス;木村武二

15 解明される意識 ダニエル・Ｃ・デネット;山口　泰司

16 自然界における左と右 マルティン・ガードナー; 坪井忠二, 小島弘

17 赤ちゃんと脳科学 小西行郎

18 脳とクオリア 茂木健一郎

19 心の起源/生物学からの挑戦 木下清一郎

20 理科系の作文技術 木下是雄

21 理系の女の生き方ガイド 　女性研究者に学ぶ自己実現法 宇野賀津子;坂東昌子

22 キュリー夫人伝 エーヴ・キュリー

23 発想法 創造性開発のために 川喜田二郎

24 科学の社会史　(上下）戦争と科学 廣重徹

25 民主主義と教育 上下 J・デュ－イ;松野安男

26 夜と霧 新版 V・Ｅ・フランクル;池田香代子

27 自由からの逃走 新版 E・フロム;日高六郎

28 人間の条件 H・ア－レント;志水速雄

29 科学と幸福 佐藤　文隆

30 科学革命の構造 トーマス・クーン; 中山茂

31 暗黙知の次元 マイケル・ポラニー; 佐藤敬三

32 偶然とカオス ルエール D; 青木薫

33 「甘え」の構造 土居　健郎

34 ホモ・ル－デンス J・ホイジンガ;高橋英夫

35 アミエルの日記 1-4 アミエル; 河野興一

36 荒れ野の４０年　ヴァイツゼッカー大統領演説 ヴァイツゼッカー; 永井清彦

37 学問と世間 阿部謹也

38 ギリシア神話 呉茂一

39 仏教 上下 H・ベック;渡辺照宏

40 イスラ－ムとは何か その宗教・社会・文化 小杉泰

41 歴史とは何か E・H・カ－;清水幾太郎

42 青い地図　キャプテンクックを追いかけて　上下 トニー・ホルヴィッツ: 山本光伸

43 アラビア・ノート 片倉もとこ

44 神谷美恵子著作集 1 生きがいについて 神谷美恵子

45 こころの旅 神谷美恵子

46 極限のひと 神谷美恵子

47 辞世のことば 中西進

48 茶の本 岡倉天心

49 Zen and Japanese Culture. (TUT Books) '88. Suzuki, D.T.

50 風姿花伝 世阿弥; 野上豊一郎
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51 風土 人間学的考察 改版 和辻哲郎

52 不平等の再検討 潜在能力と自由 A・セン;池本幸生;野上裕生;佐藤仁

53 母性という神話 バダンテール E; 鈴木昌

54 文明崩壊　上下 ジャレド・ダイアモンド; 楡井浩一

55 文明の衝突 ハンチントン S/鈴木

56 文化人類学　カレッジﾞ版 波平恵美子

57 文化の型 ベネディクト R//米山俊直

58 文明系と生態系 根井康之

59 文明の人口史 湯浅赳男

60 文明の生態史観 梅棹忠夫

61 文明と環境 伊東俊太郎 安田喜憲

62 地球への求愛 ルネ・デュボス; 長野敬

63 開発と健康 : ジェンダーの視点から 青山温子, 原ひろ子, 喜多悦子

64 脱「開発」の時代 ザックス W; 三浦清隆, et al
65 動物と人間の歴史 江口保暢

66 動物と人間の世界認識　イリュージョンなしに世界は見えない日高敏隆

67 安全と安心の科学 村上陽一郎

68 崩壊の予兆　上下　迫りくる大規模感染の恐怖 ローリー・ギャレット

69 疫病の時代 酒井シズ

70 秘めごとの文化史　 デュル H P//藤代･津山

71 貧困の克服 アマルティア・セン; 大石りら

72 貧困と飢餓 アマルティア・セン;黒崎 山崎

73 人はなぜ殺すか M.カートミル; 内田亮子

74 人はなぜ治るのか ワイル A; 上野圭一

75 人はなぜ戦うのか 松本武彦

76 「医」の倫理とは アンドレ・グアゼ; 森岡恭彦

77 医療倫理の夜明け ロスマン D: 酒井忠明

78 医者よ、信念はいらない　まず命を救え！ 中村哲

79 じゃがいもが世界を救った ラリー・ザッカーマン; 関口篤

80 ジェンダーと科学 ケラー EF
81 ジェノサイドの丘（上下）/ﾙﾜﾝﾀﾞ虐殺の隠された真実 フィリップ・ゴーレイヴィッチ; 柳下毅一朗

82 人道援助、そのジレンマ ブローマン R; 高橋武智

83 自由と経済開発 アマルティア・セン; 石塚雅彦

84 銃･病原菌･鉄  上下 ダイアモンド J; 倉骨彰

85 家族という神話 ステファニー・クーンツ; 岡ひとみ

86 経済に人間らしさを 宇沢弘文

87 危機の二十年 カー.EH; 井上茂

88 近代の意味 桜井哲夫

89 近代の誕生　I･II･Ⅲ ジョンソン P; 別宮貞徳

90 国家の退場 S.ストレンジ; 中沢孝之

91 国民の文明史 中西輝政

92 黒死病 ノーマン・F・カンター; 久保儀明他

93 コロンブスが持ち帰った病気 デソウィッツ RS; 藤田 古草

94 構造人類学 レヴィ=ストロース C; 荒川 生松

95 構造的暴力と平和 ガルトゥング J; 高柳 塩屋 酒井

96 国を愛するということ ヌスバウム; 辰巳伸知

97 魔女・産婆・看護婦 : 女性医療家の歴史 エーレンライク B; 長瀬久子

98 黙して、励め　Say Little, Do Much シオバン・ネルソン; 原田裕子

99 ナイチンゲール : 神話と真実 ヒュー・スモール; 田中京子

100 武器を持たない戦士たち　国際赤十字 H.M.エンツェンスベルガー

番外 橋をかける　子供時代の読書の思い出 美智子皇后陛下


