
思索的な時間
タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

時間学の構築　3　　ヒトの概日時計と時間 山口大学時間学研究所／監修 恒星社厚生閣 2019 1110961891
誰にもわかるハイデガー 筒井康隆／著 河出書房新社 2018 1110893953
時間・自己・物語 信原幸弘／編著 春秋社 2017 1110735865
時間の思想史 藤本忠／著 晃洋書房 2017 1110843438
時間の非実在性 ジョン・エリス・マクタガート／[著] 講談社 2017 1110845904
アリストテレスの時間論 篠澤和久／著 東北大学出版会 2017 1110879770
時間学の構築　2　　物語と時間 山口大学時間学研究所／監修 恒星社厚生閣 2017 1110857321
時間の言語学　ちくま新書 瀬戸賢一／著 筑摩書房 2017 1110711635
「時間の使い方」を科学する 一川誠／著 PHP研究所 2016 1110807094
時間論 九鬼周造／著 岩波書店 2016 1110535224
内山節著作集　9  　時間についての十二章 内山 節／著 農山漁村文化協会 2015 1110453857
時間学の構築　1  　防災と時間 山口大学時間学研究所／監修 恒星社厚生閣 2015 1110430178
時間にとって十全なこの世界 佐金 武／著 勁草書房 2015 1110502554
脳の中の時間旅行 クラウディア・ハモンド／著 インターシフト 2014 1110168141
時間と出来事 渡辺 由文／著 中央公論新社 2010 1108650175
瞬間と永遠 檜垣 立哉／著 岩波書店 2010 1108924810
時計の時間、心の時間 一川 誠／著 教育評論社 2009 1108603042
なぜ年をとると時間の経つのが速くなるのか ダウエ・ドラーイスマ／著 講談社 2009 1108835255
時間の正体 郡司 ペギオ‐幸夫／著 講談社 2008 1108563394
大人の時間はなぜ短いのか 一川 誠／著 集英社 2008 1108564194
音楽的時間の変容 椎名 亮輔／著 現代思潮新社 2005 1108288364
時間と時 広中 平祐／編 ほか 日本学会事務センター学会共同編集室 2002 1106949934
カントの時間論 中島 義道／著 岩波書店 2001 1105955965
時間について ノルベルト・エリアス／[著] 法政大学出版局 1996 1101912432

社会的な時間 列2 列3 列4 列5
雇用身分社会の出現と労働時間 森岡孝二／著 桜井書店 2019 1111021893
これ1冊でぜんぶわかる!労働時間制度と36協定 神内伸浩／著 労務行政 2019 1111050280
残業学 中原淳／著 光文社 2019 1111015846
あなたは何時間働きますか? 宮前忠夫／著 本の泉社 2018 1111002133
時間を取り戻す 渡部あさみ／著 旬報社 2016 1110567656
ドイツ人はなぜ、1年に150日休んでも仕事が回るのか 熊谷 徹／著 青春出版社 2015 1110549670
労働時間の決定 石田 光男／編著 ミネルヴァ書房 2012 1110083803
家事と家族の日常生活　主婦はなぜ暇にならなかったのか 品田 知美／著 学文社 2007 1110560214
あなたはどれだけ待てますか ロバート・レヴィーン／著 草思社 2002 1106978818
遅刻の誕生 橋本 毅彦／編著 三元社 2001 1105922353
時間支配の時代 井原 哲夫／著 同文書院 1995 1100117819

科学的な時間 列2 列3 列4 列5
<現在>という謎 森田邦久／編著 勁草書房 2019 1110974902
時空の大域的構造 スティーヴン・W.ホーキング／著 プレアデス出版 2019 1110973953
時間は存在しない カルロ・ロヴェッリ／著 NHK出版 2019 1110973391
タイムトラベル ジェイムズ・グリック／著 柏書房 2018 1110798012
脳と時間 ディーン・ブオノマーノ／著 森北出版 2018 1110939244
時間とはなんだろう　 松浦壮／著 講談社 2017 1110747225
時空のからくり　 山田克哉／著 講談社 2017 1110735105
アインシュタインの時計ポアンカレの地図 ピーター・ギャリソン／[著] 名古屋大学出版会 2015 1110452800
タイム・イン・パワーズ・オブ・テン ヘーラルト・トホーフト／著 講談社 2015 1110454160
生存時間解析入門 デビッド・ホスマー／著 東京大学出版会 2014 1110373352
時間とは何か、空間とは何か A.コンヌ／[著] 岩波書店 2013 1110138664
時間の図鑑 アダム・ハート=デイヴィス／著 悠書館 2012 1110059928
時間と宇宙のすべて アダム・フランク／著 早川書房 2012 1110010046
宇宙を織りなすもの　上 ブライアン・グリーン／著 草思社 2009 1108822113
宇宙を織りなすもの　下 ブライアン・グリーン／著 草思社 2009 1108820901
ゼノンのパラドックス ジョセフ・メイザー／著 白揚社 2009 1108818376
あなたの人生の残り時間は? 織田 一朗／著 草思社 2004 1108062389
タイムマシン　図解雑学-絵と文章でわかりやすい！- 福江 純／監修 ナツメ社 2003 1108044171
時間とは何か チャールズ・H.ホランド／著 青土社 2002 1108181684
タイムマシンの話 都筑 卓司／著 講談社 2002 1107032524
時計にはなぜ誤差が出てくるのか 織田 一朗／著 中央書院 1998 1101924890
時間の矢、生命の矢　 ピーター・コヴニー／著 草思社 1995 1100121357
時計の針はなぜ右回りなのか 織田 一朗／著 草思社 1994 1100016664
ゾウの時間ネズミの時間 本川 達雄／著 中央公論社 1992 1102642756
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