
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 トラウマの心理学 : 心の傷と向きあう方法 新
版

小西聖子著 NHK出版 146.8||Ko 214001639

2 叢書『アナール1929-2010』 : 歴史の対象と方
法 1: 1929-1945

A・ビュルギエール
編/井上櫻子, 北垣
潔, 平澤勝行訳

藤原書店 201.2||So||1 214002396

3 叢書『アナール1929-2010』 : 歴史の対象と方
法 2: 1946-1957

A・ビュルギエール
編/井上櫻子, 北垣
潔, 平澤勝行訳

藤原書店 201.2||So||2 214002397

4 叢書『アナール1929-2010』 : 歴史の対象と方
法 3: 1958-1968

A・ビュルギエール
編/井上櫻子, 北垣
潔, 平澤勝行訳

藤原書店 201.2||So||3 214002398

5 土地と人間 : 現代土地問題への歴史的接近
(21世紀歴史学の創造:3)

小谷汪之, 山本真
鳥, 藤田進著 有志舎 201||Ni||3 214002018

6 帝国と帝国主義(21世紀歴史学の創造:4)
木畑洋一, 南塚
信吾, 加納格著

有志舎 201||Ni||4 214002019

7 人びとの社会主義(21世紀歴史学の創造:5)
南塚信吾 [ほ
か] 著

有志舎 201||Ni||5 214002020

8 オルタナティヴの歴史学(21世紀歴史学の創
造:6)

増谷英樹, 富永
智津子, 清水透
著

有志舎 201||Ni||6 214002021

9 われわれの歴史と歴史学(21世紀歴史学の創
造:別巻1)

研究会「戦後派第一世
代の歴史研究者は21
世紀に何をなすべき
か」編

有志舎 201||Ni||別1 214002022

10 「3・11」と歴史学(21世紀歴史学の創造:別巻2)

研究会「戦後派第一世
代の歴史研究者は21
世紀に何をなすべき
か」編

有志舎 201||Ni||別2 214002023

11 画像史料論 : 世界史の読み方
吉田ゆり子, 八
尾師誠, 千葉敏
之編

東京外国語大
学出版会

207||Ga 214001758

12 イエズス会と中国知識人(世界史リブレッ
ト:109)

岡本さえ著 山川出版社 209||Se||109 214001762

13
大日本帝国のアキレス腱 : 太平洋・シーレー
ン作戦 : [通常版](NHK DVD. NHKスペシャル/
ドキュメント太平洋戦争:第1集)

NHKエンタープ
ライズ

210||DVD||1935 214002183

14
敵を知らず己を知らず : ガダルカナル : [通常
版](NHK DVD. NHKスペシャル/ドキュメント太
平洋戦争:第2集)

NHKエンタープ
ライズ

210||DVD||1936 214002184

15
エレクトロニクスが戦を制す : マリアナ・サイパ
ン : [通常版](NHK DVD. NHKスペシャル/ド
キュメント太平洋戦争:第3集)

NHKエンタープ
ライズ

210||DVD||1937 214002185
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16
責任なき戦場 : ビルマ・インパール : [通常
版](NHK DVD. NHKスペシャル/ドキュメント太
平洋戦争:第4集)

NHKエンタープ
ライズ

210||DVD||1938 214002186

17
踏みにじられた南の島 : レイテ・フィリピン :
[通常版](NHK DVD. NHKスペシャル/ドキュメ
ント太平洋戦争:第5集)

NHKエンタープ
ライズ

210||DVD||1939 214002187

18
一億玉砕への道 : 日ソ終戦工作 : [通常
版](NHK DVD. NHKスペシャル/ドキュメント太
平洋戦争:第6集(最終回))

NHKエンタープ
ライズ

210||DVD||1940 214002188

19
沖縄戦住民を巻き込んだ悲劇の戦場 : 山形
県・歩兵第32連隊(NHK DVD. シリーズ証言記
録兵士たちの戦争)

NHKエンタープ
ライズ

210||DVD||1941 214002189

20
ガダルカナル繰り返された白兵突撃 : 北海
道・旭川歩兵第28連隊(NHK DVD. シリーズ証
言記録兵士たちの戦争)

NHKエンタープ
ライズ

210||DVD||1942 214002190

21
フィリピン・レイテ島誤報が生んだ決戦 : 陸軍
第一師団(NHK DVD. シリーズ証言記録兵士
たちの戦争)

NHKエンタープ
ライズ

210||DVD||1943 214002191

22
満蒙国境知らされなかった終戦 : 青森県・陸
軍第107師団(NHK DVD. シリーズ証言記録兵
士たちの戦争)

NHKエンタープ
ライズ

210||DVD||1944 214002192

23
北部ビルマ密林に倒れた最強部隊 : 福岡県・
陸軍第十八師団(NHK DVD. シリーズ証言記
録兵士たちの戦争)

NHKエンタープ
ライズ

210||DVD||1945 214002193

24 海から見た歴史(東アジア海域に漕ぎだす:1) 羽田正編
東京大学出版
会

220.08||Hi||1 214001631

25 文化都市寧波(東アジア海域に漕ぎだす:2) 早坂俊廣編
東京大学出版
会

220.08||Hi||2 214001633

26 くらしがつなぐ寧波と日本(東アジア海域に漕
ぎだす:3)

高津孝編
東京大学出版
会

220.08||Hi||3 214001634

27 東アジアのなかの五山文化(東アジア海域に
漕ぎだす:4)

島尾新編
東京大学出版
会

220.08||Hi||4 214001630

28 訓読から見なおす東アジア(東アジア海域に漕
ぎだす:5)

中村春作編
東京大学出版
会

220.08||Hi||5 214002393

29 海がはぐくむ日本文化(東アジア海域に漕ぎだ
す:6)

静永健編
東京大学出版
会

220.08||Hi||6 214001632

30 五四運動の残響 : 20世紀中国と近代世界
ラナ・ミッター
[著]/吉澤誠一郎
訳

岩波書店 222.072||Mi 214002394

31 ヨーロッパとは何か : 第二次大戦直後の連続
講義から

リュシアン・
フェーヴル著/
長谷川輝夫訳

刀水書房 230||Fe 214002399

32 図説ブルボン王朝(ふくろうの本) 長谷川輝夫著 河出書房新社 235.05||Ha 214001784



33 英雄はいかに作られてきたか : フランスの歴
史から見る

アラン・コルバン
[著]/梅澤礼, 小
池美穂訳

藤原書店 283.5||Co 214001790

34 人間の達人本田宗一郎 伊丹敬之著 PHP研究所 289.1||Ho 214001741

35 家永三郎生誕100年 : 憲法・歴史学・教科書裁
判

家永三郎生誕
100年記念実行
委員会編

日本評論社 289.1||Ie 214001751

36 好奇心の赴くままに : 私が科学者になるまで
(ドーキンス自伝:1)

リチャード・ドー
キンス著/垂水
雄二訳

早川書房 289.3||Da||1 214001791

37 よくわかる都市地理学(やわらかアカデミズム・
「わかる」シリーズ)

藤井正, 神谷浩
夫編著

ミネルヴァ書房 290.173||Yo 214001993

38 マルコ・ポーロ東方見聞録
マルコ・ポーロ
[著]/月村辰雄,
久保田勝一訳

岩波書店 292.09||Po 214002360

39 上海案内 1913/1917(近代中国都市案内集成:
第1巻-第5巻)

ゆまに書房 292.2||Ki||1 214002434

40 上海事情(近代中国都市案内集成:第10巻) [菊村菊一著] ゆまに書房 292.2||Ki||10 214002443

41 上海案内 1919(近代中国都市案内集成:第1巻
-第5巻)

ゆまに書房 292.2||Ki||2 214002435

42 上海案内 1921(近代中国都市案内集成:第1巻
-第5巻)

ゆまに書房 292.2||Ki||3 214002436

43 上海案内 1924(近代中国都市案内集成:第1巻
-第5巻)

ゆまに書房 292.2||Ki||4 214002437

44 上海案内 1927(近代中国都市案内集成:第1巻
-第5巻)

ゆまに書房 292.2||Ki||5 214002438

45 上海(近代中国都市案内集成:第6巻) [遠山景直著] ゆまに書房 292.2||Ki||6 214002439

46 上海一覧(近代中国都市案内集成:第7巻) [山崎九市編纂] ゆまに書房 292.2||Ki||7 214002440

47 上海概覧/上海要覧(近代中国都市案内集成:
第8巻)

[杉村廣藏編輯] ゆまに書房 292.2||Ki||8 214002441

48 上海内外商工案内(近代中国都市案内集成:
第9巻)

ゆまに書房 299.2||Ki||9 214002442

49 リスクの人類学 : 不確実な世界を生きる
東賢太朗 [ほ
か] 編

世界思想社 301||Ri 214002179



50 『良友』画報とその時代(アジア遊学:No. 103) 勉誠出版 302.2||Aj||103 214001769

51 現代日本をめぐる国際移動 : 特集(アジア遊
学:No. 104)

勉誠出版 302.2||Aj||104 214001770

52 日本庶民文芸と中国 : 特集(アジア遊
学:No.105)

勉誠出版 302.2||Aj||105 214001771

53 カレンダー文化 : 特集(アジア遊学:No.106) 勉誠出版 302.2||Aj||106 214001772

54 北東アジアの中世考古学 : 特集(アジア遊
学:No.107)

勉誠出版 302.2||Aj||107 214001773

55 古典キャラクターの可能性 : 特集(アジア遊
学:No.108)

勉誠出版 302.2||Aj||108 214001774

56 絵を読む文字を見る : 日本文学とその媒体 :
特集(アジア遊学:No.109)

勉誠出版 302.2||Aj||109 214001775

57 特集アジアの心と身体(アジア遊学:No. 110) 勉誠出版 302.2||Aj||110 214001776

58 特集戦争とメディア、そして生活(アジア遊
学:no. 111)

勉誠出版 302.2||Aj||111 214001777

59 特集アジアの孝子物語(アジア遊学:no. 112) 勉誠出版 302.2||Aj||112 214001778

60 特集縁起の東西 : 聖人・奇跡・巡礼(アジア遊
学:no. 115)

勉誠出版 302.2||Aj||115 214001779

61 漢籍と日本人 2(アジア遊学:No.93, 116) 勉誠出版 302.2||Aj||116 214001780

62 特集天空の神話学(アジア遊学:No.121) 勉誠出版 302.2||Aj||121 214001786

63 東アジアを結ぶモノ・場(アジア遊学:132) 西山美香編 勉誠出版 302.2||Aj||132 214001787

64 ほんとうの中国の話をしよう
余華著/飯塚容
訳

河出書房新社 302.22||Yo 214001760

65 不均衡という病 : フランスの変容1980-2010
エマニュエル・トッド,
エルヴェ・ル・ブラー
ズ [著]/石崎晴己訳

藤原書店 302.35||To 214001789

66 データでわかる2030年の日本 三浦展著 洋泉社 304||Mi 214001998



67 イラク戦争は民主主義をもたらしたのか
トビー・ドッジ
[著]/山岡由美
訳

みすず書房 312.273||Do 214001792

68 ヘイトスピーチ : 表現の自由はどこまで認めら
れるか

エリック・ブライ
シュ著/明戸隆
浩 [ほか] 訳

明石書店 316.8||Bl 214001638

69 中東民族問題の起源 : オスマン帝国とアルメ
ニア人

佐原徹哉著 白水社 316.8274||Sa 214002357

70 経済原論編(公務員集中合格講座 : 国家総合
職・一般職・専門職/地方上級:vol. 3)

松本卓也講師 あさ出版 317.4||Ko||3 214001611

71 広域計画と地域の持続可能性(東大まちづくり
大学院シリーズ)

大西隆編著/城
所哲夫 [ほか]
著

学芸出版社 318.6||Ko 214001823

72 日常生活の法律全集 : 会社に家庭に安心の
実用法律事典 [改訂版]追補版

自由国民社 320.36||Ni 214001753

73 法の生成/創設(岩波講座現代法の動態:1)
長谷部恭男 [ほ
か執筆]

岩波書店 321.08||Iw||1 214001754

74 法と科学の交錯(岩波講座現代法の動態:6)
亀本洋 [ほか執
筆]

岩波書店 321.08||Iw||6 214001755

75 実証分析入門 : データから「因果関係」を読み
解く作法

森田果著 日本評論社 321.3||Mo 214001863

76 ディベート憲法
新井誠編著/大
林啓吾 [ほか]
著

信山社 323.14||De 214002054

77 判例から学ぶ憲法行政法 第4版
川崎政司, 小山
剛編

法学書院 323.14||Ha 214001752

78 グラフィック憲法入門(グラフィック「法学」:2) 毛利透著
新世社/サイエ
ンス社 (発売)

323.14||Mo 214001748

79 賠償科学 : 医学と法学の融合 改訂版
日本賠償科学
会編

民事法研究会 324.55||Ba 214002017

80 判例から学ぶ不法行為法
小賀野晶一編
著

成文堂 324.55||Og 214001750

81 文学から見た家族法 : 近代日本における女・
夫婦・家族像の変遷

大村敦志著 ミネルヴァ書房 324.6||Om 214001747

82 サリン事件 : 科学者の目でテロの真相に迫る
Anthony T. Tu
著

東京化学同人 326.23||Tu 214001723

83 夜の経済学
荻上チキ, 飯田
泰之著

扶桑社 330.4||Og 214001732



84 EViewsによる計量経済分析入門 縄田和満著 朝倉書店 331.19||Na 214002016

85 EViewsで計量経済学入門 第2版
滝川好夫, 前田
洋樹著

日本評論社 331.19||Ta 214001729

86 いま生きる「資本論」 佐藤優著 新潮社 331.6||Sa 214001738

87 現代マクロ経済学講義 : 動学的一般均衡モデ
ル入門

加藤涼著
東洋経済新報
社

331||Ka 214001730

88 公務員試験最初でつまずかない経済学 マク
ロ編

村尾英俊著 実務教育出版 331||Mu 214001733

89 アベノミクス批判 : 四本の矢を折る 伊東光晴著 岩波書店 332.107||It 214002358

90 開発経済学入門 第3版 渡辺利夫著
東洋経済新報
社

332.2||Wa 214001731

91 経済地理学 : キーコンセプト

青山裕子,
ジェームズ・T・
マーフィー, スー
ザン・ハンソン

古今書院 332.9||Ao 214001995

92 クリエイティブ都市論 : 創造性は居心地のよい
場所を求める

リチャード・フロ
リダ著/井口典
夫訳

ダイヤモンド社 332.9||Fl 214001990

93 まちづくり構造改革 : 地域経済構造をデザイ
ンする

中村良平著 日本加除出版 332.9||Na 214001820

94 日本の経済地理学50年
藤田佳久, 阿部
和俊編

古今書院 332.9||Ni 214001999

95 変容する参加型開発 : 「専制」を超えて(明石
ライブラリー:119)

サミュエル・ヒッキィ,
ジャイルズ・モハン編
著/真崎克彦監訳/谷
口英里共訳

明石書店 333.8||He 214001980

96 貧困の終焉 : 2025年までに世界を変える(ハ
ヤカワ文庫. ハヤカワ文庫NF:NF404)

ジェフリー・サック
ス著/鈴木主税,
野中邦子訳

早川書房 333.8||Sa 214001735

97 華僑文化の創出とアイデンティティ : 中華学
校・獅子舞・関帝廟・歴史博物館

張玉玲著 ユニテ 334.522||Ch 214002057

98 The theory of the growth of the firm 4th ed
Edith Penrose/with a
new introduction by
Christos N. Pitelis

Oxford
University
Press

335.4||Pe 214002010

99 グローバル経営入門(Management text) 浅川和宏著
日本経済新聞
社

335.5||As 214001743

100 国際経営 第3版(有斐閣アルマ:Specialized) 吉原英樹著 有斐閣 335.5||Yo 214001744



101 ストーリーとしての競争戦略 : 優れた戦略の
条件(Hitotsubashi Business Review books)

楠木建著
東洋経済新報
社

336.1||Ku 214001740

102 経営戦略の思考法 : 時間展開・相互作用・ダ
イナミクス

沼上幹著
日本経済新聞
出版社

336.1||Nu 214001739

103 ビッグデータを活かす技術戦略としてのテキス
トマイニング

菰田文男, 那須
川哲哉編著

中央経済社 336.17||Bi 214001861

104 ビジネス活用事例で学ぶデータサイエンス入
門

酒巻隆治, 里洋
平著

SBクリエイティ
ブ

336.17||Sa 214001814

105 入門人的資源管理 第2版
奥林康司, 上林
憲雄, 平野光俊
編著

中央経済社 336.4||Ny 214001745

106 新・現代会計入門 伊藤邦雄著
日本経済新聞
出版社

336.9||It 214001746

107 経営パワーの危機 : 会社再建の企業変革ドラ
マ(日経ビジネス人文庫)

三枝匡著
日本経済新聞
社

336||Sa 214001742

108 プレゼンテーション・パターン : 創造を誘発す
る表現のヒント(パターン・ランゲージ・ブックス)

井庭崇, 井庭研
究室著

慶應義塾大学
出版会

361.4||Pu 214001819

109 新・くらしの社会心理学 小川一夫編著 福村出版 361.4||Sh 214001655

110 視覚文化「超」講義 石岡良治著
フィルムアート
社

361.5||Is 214001796

111 Representation 2nd ed : pbk
edited by Stuart
Hall, Jessica Evans
and Sean Nixon

SAGE/Open
University

361.5||Re 214002011

112 Exit, voice, and loyalty : responses to decline
in firms, organizations, and states : pbk

Albert O.
Hirschman

Harvard
University
Press

361.6||Hi 214002009

113 よくわかる都市社会学(やわらかアカデミズム・
「わかる」シリーズ)

中筋直哉, 五十
嵐泰正編著

ミネルヴァ書房 361.78||Yo 214001821

114 レジャーの誕生 新版 上
アラン・コルバン
[著]/渡辺響子訳

藤原書店 365.7||Co||1 214001635

115 レジャーの誕生 新版 下
アラン・コルバン
[著]/渡辺響子
訳

藤原書店 365.7||Co||2 214001636

116 現代社会の産業心理学
向井希宏, 蓮花
一己編著

福村出版 366.94||Ge 214001654

117 仕事とライフ・スタイルの心理学
NIP研究会[編]/
西川一廉 [ほ
か] 著

福村出版 366.94||Sh 214001653



118 犯罪にねらわれる子どもたち : 今すぐに実践できる
子どもを犯罪から守る方法(北芝健犯罪学シリーズ)

北芝健著 メディアパル 368.6||Ki 214002404

119
犯罪に強いまちづくりの理論と実践 : 地域安
全マップの正しいつくり方(COPABOOKS : 自
治体議会政策学会叢書)

小宮信夫著 イマジン出版 368.6||Ko 214001640

120 「支援」の社会学 : 現場に向き合う思考
崎山治男 [ほ
か] 編著

青弓社 369.04||Sh 214001826

121 地域の「実践」を変える社会福祉調査入門
笠原千絵, 永田祐編
著/斉藤雅茂, 室田
信一, 山口麻衣著

春秋社 369.075||Ch 214002420

122 認知症家族介護を生きる : 新しい認知症ケア
時代の臨床社会学

井口高志著 東信堂 369.261||Ig 214001979

123 軽度障害の社会学 : 「異化&統合」をめざして
(質的社会研究シリーズ:6)

秋風千惠著 ハーベスト社 369.27||Ak 214001827

124 障害学のアイデンティティ : 日本における障害
者運動の歴史から

堀智久著 生活書院 369.27||Ho 214001981

125 子育て支援の社会学 : 社会化のジレンマと家
族の変容

松木洋人著 新泉社 369.4||Ma 214001982

126 ピア・サポートの社会学 : ALS、認知症介護、
依存症、自死遺児、犯罪被害者の物語を聴く

伊藤智樹編著 晃洋書房 369.9||Pi 214002056

127 体育・スポーツを専攻する人のための教育心
理学

藤田主一, 齋藤雅
英, 楠本恭久編集/
室井みや [ほか] 著

樹村房 371.4||Ta 214001649

128 道徳性の発達と道徳教育 : コールバーグ理論
の展開と実践

ローレンス・コー
ルバーグ著/岩
佐信道訳

広池学園出版
部

371.6||Ko 214002055

129 子どもと学校の世紀 : 18世紀フランスの社会
文化史

天野知恵子著 岩波書店 372.35||Am 214001637

130 心性史家アリエスとの出会い : “二十世紀末"
パリ滞在記

中内敏夫著 藤原書店 372||Na 214001788

131 発問・説明・指示を超える対話術 山田洋一著 さくら社 375.1||Ya 214002201

132 道徳教育の可能性 : 徳は教えられるか(教育
的思考の作法:4)

小笠原道雄, 田
代尚弘, 堺正之
編

福村出版 375.35||Do 214001806

133 保育実践を支える言葉 成田朋子編著 福村出版 376.158||Ho 214001807

134 東大教授が教える独学勉強法 柳川範之著 草思社 379.7||Ya 214001793



135 中国の民族文化資源 : 南部地域の分析から
武内房司, 塚田
誠之編

風響社 382.2||Ch 214001996

136 子どもたちのフランス近現代史 天野知恵子著 山川出版社 384.5||Am 214002400

137 弔い論 川村邦光著 青弓社 385.7||Ka 214002421

138 日本人の一生 : 通過儀礼の民俗学
谷口貢, 板橋春
夫編著

八千代出版 385||Ni 214002419

139 「創られた伝統」と生きる : 地方社会のアイデ
ンティティー

金賢貞著 青弓社 386.131||Ki 214001978

140 民俗宗教を学ぶ人のために
山折哲雄, 川村
邦光編

世界思想社 387||Mi 214001829

141 社会はいかに記憶するか : 個人と社会の関係
ポール・コナトン
著/芦刈美紀子
訳

新曜社 389||Co 214002418

142 映像人類学 : シネ・アンスロポロジー : 人類学
の新たな実践へ

村尾静二, 箭内
匡, 久保正敏編

せりか書房 389||Ei 214001828

143 社会生物学論争史 : 誰もが真理を擁護してい
た 1

ウリカ・セーゲ
ルストローレ
[著]/垂水雄二
訳

みすず書房 481.71||Se||1 214002401

144 社会生物学論争史 : 誰もが真理を擁護してい
た 2

ウリカ・セーゲル
ストローレ [著]/垂
水雄二訳

みすず書房 481.71||Se||2 214002402

145 よくわかる医療社会学(やわらかアカデミズム・
「わかる」シリーズ)

中川輝彦, 黒田
浩一郎編著

ミネルヴァ書房 498||Yo 214002417

146 戦後日本公害史論 宮本憲一著 岩波書店 519.21||Mi 214002359

147 アフター・ザ・クライム : 犯罪被害者遺族が語
る「事件後」のリアル

藤井誠二著 講談社 916||Fu 214002403
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