
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1

ビッグヒストリー : われわれはどこから来て、
どこへ行くのか : 宇宙開闢から138億年の「人
間」史

デヴィッド・クリスチャン, シンシ
ア・ストークス・ブラウン, クレイ
グ・ベンジャミン著/石井克弥,
竹田純子, 中川泉訳

明石書店 209||Ch 218000512

2
東大生が身につけている教養としての世界
史

祝田秀全著 河出書房新社 209||Iw 218000582

3 世界文明史 : 人類の誕生から産業革命まで 下田淳著 昭和堂 209||Sh 218000862

4 海賊の文化史 (朝日選書:971) 海野弘著 朝日新聞出版 209||Un 218000336

5
「民族」で読み解く世界史 : 教養として知って
おきたい

宇山卓栄著
日本実業出版
社

209||Uy 218000839

6
古代 (大学の日本史 : 教養から考える歴史
へ:1)

佐藤信編 山川出版社 210.1||Da||1 218000842

7
中世 (大学の日本史 : 教養から考える歴史
へ:2)

五味文彦編 山川出版社 210.1||Da||2 218000843

8
近世 (大学の日本史 : 教養から考える歴史
へ:3)

杉森哲也編 山川出版社 210.1||Da||3 218000844

9
近代 (大学の日本史 : 教養から考える歴史
へ:4)

小風秀雅編 山川出版社 210.1||Da||4 218000845

10
埋葬からみた古墳時代 : 女性・親族・王権
(歴史文化ライブラリー:465)

清家章著 吉川弘文館 210.32||Se 218000722

11
江戸日本の転換点 : 水田の激増は何をもた
らしたか (NHKブックス:1230)

武井弘一著 NHK出版 210.5||Ta 218000418

12 近世中後期の藩と幕府 荒木裕行著
東京大学出版
会

210.55||Ar 218000650

13
昭和天皇の戦争 : 「昭和天皇実録」に残され
たこと・消されたこと

山田朗著 岩波書店 210.75||Ya 218000326
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14
日本の長い戦後 : 敗戦の記憶・トラウマはど
う語り継がれているか

橋本明子 [著]/
山岡由美訳

みすず書房 210.76||Ha 218000715

15
徳島の土製仮面と巨大銅鐸のムラ : 矢野遺
跡 (シリーズ「遺跡を学ぶ」:125)

氏家敏之著 新泉社 218.1||Uj 218001029

16 96人の人物で知る中国の歴史

ヴィクター・H・メア,
サンピン・チェン, フ
ランシス・ウッド著/
大間知知子訳

原書房 222.01||Ma 218000482

17
十八史略で読む『史記』 : 始皇帝・項羽と劉
邦 (漢文ライブラリー)

渡邉義浩著 朝倉書店 222.01||Wa 218000673

18 十八史略で読む『三国志』 (漢文ライブラリー) 渡邉義浩著 朝倉書店 222.043||Wa 218000672

19 新しく学ぶ西洋の歴史 : アジアから考える
南塚信吾, 秋田
茂, 高澤紀恵責
任編集

ミネルヴァ書房 230||At 218000502

20 教養としての「ローマ史」の読み方 本村凌二著
PHPエディターズ・
グループ/PHP研
究所 (発売)

232||Mo 218000491

21 ホロコーストと戦後ドイツ : 表象・物語・主体 高橋秀寿著 岩波書店 234.075||Ta 218000322

22 11の国のアメリカ史 : 分断と相克の400年 上
コリン・ウッダー
ド [著]/肥後本
芳男 [ほか] 訳

岩波書店 250||Wo||1 218000320

23 11の国のアメリカ史 : 分断と相克の400年 下
コリン・ウッダー
ド [著]/肥後本
芳男 [ほか] 訳

岩波書店 250||Wo||2 218000321

24
カナダの歴史を知るための50章 (エリア・スタ
ディーズ:156. ヒストリー)

細川道久編著 明石書店 251||Ka 218000617

25
近代アメリカの公共圏と市民 : デモクラシー
の政治文化史 (アメリカ太平洋研究叢書)

遠藤泰生編
東京大学出版
会

253||Ki 218000649

26
ラテンアメリカ五〇〇年 : 歴史のトルソー (岩
波現代文庫:学術:372)

清水透著 岩波書店 255||Sh 218000333

27 図説ブラジルの歴史 (ふくろうの本) 金七紀男著 河出書房新社 262||Ki 218000935



28 ボリビアの歴史 (ケンブリッジ版世界各国史)
ハーバート・S.
クライン著/星
野靖子訳

創土社 267||Kl 218001040

29
インディオ社会史 : アンデス植民地時代を生
きた人々

網野徹哉 [著] みすず書房 268||Am 218000716

30
古代文明アンデスと西アジア : 神殿と権力の
生成 (朝日選書:935)

関雄二編 朝日新聞出版 268||Ko 218000362

31
アメリカとグアム : 植民地主義、レイシズム、
先住民

長島怜央著 有信堂高文社 274.2||Na 218000762

32
あのころのパラオをさがして : 日本統治下の
南洋を生きた人々

寺尾紗穂著 集英社 274.4||Te 218000385

33
ユートピアの崩壊ナウル共和国 : 世界一裕
福な島国が最貧国に転落するまで

リュック・フォリ
エ著/林昌宏訳

新泉社 274.6||Fo 218001026

34
15歳のコーヒー屋さん : 発達障害のぼくがで
きることからぼくにしかできないことへ

岩野響著 KADOKAWA 289.1||Iw 218000341

35 自然と人間の関係の地理学
安田喜憲, 高橋
学編

古今書院 290.1||Sh 218000852

36 近現代の空間を読み解く
ジョン・モリッシー
[ほか] 著/阿部美
香 [ほか] 訳

古今書院 290.18||Ki 218000913

37 インドを知る事典 新版
山下博司, 岡光
信子共著

東京堂出版 292.5||In 218000990

38
行商人に憧れて、ロバとモロッコを1000km歩
いた男の冒険 : リアルRPG譚

春間豪太郎著 ベストセラーズ 294.34||Ha 218000495

39
社会シミュレーション : 世界を「見える化」する
(横幹「知の統合」シリーズ)

横幹「知の統合」
シリーズ編集委員
会編/遠藤薫 [ほ
か] 著

東京電機大学
出版局

301.6||Sh 218000608

40 大人のための社会科 : 未来を語るために
井手英策 [ほ
か] 著

有斐閣 301||Ot 218000848

41 世界の見方が変わる50の概念 齋藤孝著 草思社 301||Sa 218000628



42
北朝鮮入門 : 金正恩体制の政治・経済・社
会・国際関係 新版

礒崎敦仁, 澤田
克己著

東洋経済新報
社

302.21||Is 218000470

43 目の眩んだ者たちの国家
キム・エラン [ほ
か] 著/矢島暁
子訳

新泉社 302.21||Me 218001027

44
2020年の中国 : 「新常態」がもたらす変化と
事業機会

此本臣吾, 松野
豊, 川嶋一郎編
著

東洋経済新報
社

302.22||Ni 218000993

45
文藝春秋オピニオン2018年の論点100 (文春
mook)

[文藝春秋編] 文藝春秋 304||Bu 218000421

46
アクションリサーチ・イン・アクション : 共同当
事者・時間・データ

矢守克也著 新曜社 307||Ya 218000622

47
人間行動と市場デザイン (フロンティア実験
社会科学:2)

西條辰義編著 勁草書房 308||Fu||2 218000937

48 マンガで読む嘘つき中国共産党 辣椒著 新潮社 312.22||Ra 218000389

49
アメリカ大統領は分極化した議会で何ができ
るか (Minerva人文・社会科学叢書:212)

松本俊太著 ミネルヴァ書房 312.53||Ma 218000504

50 炎と怒り : トランプ政権の内幕
マイケル・ウォルフ
著/関根光宏, 藤
田美菜子他訳

早川書房 312.53||Wo 218000420

51 地政学から読むイスラム・テロ

マテュー・ギデール著/
クレール・ルヴァスー
ル地図製作/土居佳代
子訳

原書房 316.4||Gu 218000486

52

「外国人の人権」の社会学 : 外国人へのまな
ざしと偽装査証、少年非行、LGBT、そしてヘ
イト

丹野清人著 吉田書店 316.81||Ta 218000776

53
地域創生を成功させた20の方法 : どん底自
治体が甦る!

牧瀬稔著 秀和システム 318.6||Ma 218001034

54 判例の読み方 : シッシー&ワッシーと学ぶ 青木人志著 有斐閣 320.981||Ao 218000847

55
ビジネスパーソンのための法律を変える教科
書

別所直哉 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

320||Be 218000527



56
法律を読む技術・学ぶ技術 : 元法制局キャリ
アが教える 改訂第3版

吉田利宏著 ダイヤモンド社 321||Yo 218000979

57
引き離されたぼくと子どもたち : どうしてだめ
なの?共同親権

宗像充編 社会評論社 324.64||Hi 218001024

58 民法(全) 潮見佳男著 有斐閣 324||Sh 218000717

59

スノーデンが語る「共謀罪」後の日本 : 大量
監視社会に抗するために (岩波ブックレッ
ト:No. 976)

スノーデン
[述]/軍司泰史
著

岩波書店 326.81||Gu 218000790

60 たのしい刑法 第2版 1 島伸一編 弘文堂 326||Ta||1 218000943

61 たのしい刑法 第2版 2 島伸一編 弘文堂 326||Ta||2 218000944

62 若手法律家のための法律相談入門 中村真著 学陽書房 327.14||Na 218000425

63 若手弁護士のための初動対応の実務 新版
長瀬佑志, 長瀬
威志, 母壁明日
香著

日本能率協会
マネジメントセ
ンター

327.14||Wa 218000864

64
裁判官!当職そこが知りたかったのです。 : 民
事訴訟がはかどる本

岡口基一, 中村
真著

学陽書房 327.2||Ok 218000584

65
ドーナツ経済学が世界を救う : 人類と地球の
ためのパラダイムシフト

ケイト・ラワース
著/黒輪篤嗣訳

河出書房新社 331.04||Ra 218000929

66
「原因と結果」の経済学 : データから真実を見
抜く思考法

中室牧子, 津川
友介著

ダイヤモンド社 331.19||Na 218000601

67
ゲーム理論・入門 : 人間社会の理解のため
に 新版 (有斐閣アルマ:Basic)

岡田章著 有斐閣 331.19||Ok 218000719

68 予測の達人が教える経済指標の読み方 新家義貴著
日本経済新聞
出版社

331.19||Sh 218000475

69
世界史のなかの産業革命 : 資源・人的資本・
グローバル経済

R.C.アレン著/
眞嶋史叙 [ほ
か] 訳

名古屋大学出
版会

332.06||Al 218000917



70
経済で読み解く豊臣秀吉 : 東アジアの貿易メ
カニズムを「貨幣制度」から検証する

上念司著 ベストセラーズ 332.104||Jo 218000496

71 データブック格差で読む日本経済
みずほ総合研
究所編

岩波書店 332.107||De 218000788

72
チャイナ・エコノミー : 複雑で不透明な超大国
その見取り図と地政学へのインパクト

アーサー・R・ク
ローバー著/東
方雅美訳

白桃書房 332.22||Kr 218000446

73

あなたの使命は何ですか? (国際協力キャリ
アガイド : 世界を目指す仕事と学びの進路ガ
イダンス:2017-18)

国際開発ジャーナ
ル社/丸善出版
(発売)

333.8||Ko 218000879

74
新移民時代 : 外国人労働者と共に生きる社
会へ

西日本新聞社
編

明石書店 334.41||Sh 218000618

75 SCMハンドブック 唐澤豊編著 共立出版 336.036||Sc 218000444

76
最強のデータ分析組織 : なぜ大阪ガスは成
功したのか

河本薫著
日経BP社/日
経BPマーケティ
ング (発売)

336.17||Ka 218000870

77

持続可能な資本主義 : 「いい会社」に投資し
日本一をとった鎌倉投信がみつけた信頼と
共感で成り立つ経済のしくみ

新井和宏著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

338.8||Ar 218000526

78
仮想通貨の教科書 : ビットコインなどの仮想
通貨が機能する仕組み

アーヴィンド・ナ
ラヤナン [ほか]
著/長尾高弘訳

日経BP社/日
経BPマーケテ
イング (発売)

338||Ka 218000873

79 入門財政学 土居丈朗著 日本評論社 341||Do 218001002

80
日本で1日に起きていることを調べてみた :
数字が明かす現代日本

宇田川勝司著 ベレ出版 351||Ud 218000638

81 ソーシャルデザインの教科書 村田智明著 生産性出版 360||Mu 218000543

82
社会的ネットワークと幸福感 : 計量社会学で
みる人間関係

原田謙著 勁草書房 361.3||Ha 218000938

83
はじめてふれる人間関係の心理学 (ライブラ
リ心の世界を学ぶ:6)

榎本博明著 サイエンス社 361.4||En 218001022



84
ルールを守る心 : 逸脱と迷惑の社会心理学
(セレクション社会心理学:30)

北折充隆著 サイエンス社 361.41||Ki 218000621

85
互恵性の心理を通して抑止する社会的迷惑
行為

友野聡子著 ナカニシヤ出版 361.41||To 218000748

86
社会のなかの共存 (岩波講座コミュニケー
ションの認知科学:4)

山岸俊男, 亀田
達也 [編著]/巌
佐庸 [ほか著]

岩波書店 361.45||Iw||4 218000319

87
遅刻してくれて、ありがとう : 常識が通じない
時代の生き方 上

トーマス・フリー
ドマン著/伏見
威蕃訳

日本経済新聞
出版社

361.5||Fr||1 218000471

88
遅刻してくれて、ありがとう : 常識が通じない
時代の生き方 下

トーマス・フリー
ドマン著/伏見
威蕃訳

日本経済新聞
出版社

361.5||Fr||2 218000472

89
日本会議の全貌 : 知られざる巨大組織の実
態

俵義文著
花伝社/共栄書
房 (発売)

361.65||Ta 218001014

90 家計の経済学 橘木俊詔著 岩波書店 365.4||Ta 218000325

91
雇用社会の危機と労働・社会保障の展望 (龍
谷大学社会科学研究所叢書:第115巻)

矢野昌浩, 脇田
滋, 木下秀雄編

日本評論社 366.04||Ko 218000699

92
正規の世界・非正規の世界 : 現代日本労働
経済学の基本問題

神林龍著
慶應義塾大学
出版会

366.21||Ka 218000849

93
履歴書・職務経歴書採用される書き方 : 受か
る人はここが違う!

藤井佐和子著 新星出版社 366.29||Fu 218000834

94
同一労働同一賃金の衝撃 : 「働き方改革」の
カギを握る新ルール

山田久著
日本経済新聞
出版社

366.4||Ya 218000474

95

グローバル化のなかの労使関係 : 自動車産
業の国際的再編への戦略 (Minerva人文・社
会科学叢書:213)

首藤若菜著 ミネルヴァ書房 366.5||Sh 218000505

96

マンガほんとに怖いブラックバイト : 大学に通
うためにバイトしてるのに、バイトのせいで大
学に通えない件

あさいもとゆき, かみや
ナエこ, 斉藤ふみ, た
み, 長月まお, やまもと
しゅうじ, 山本幸男著

宝島社 366.8||As 218000858

97 働き方の哲学 : 360度の視点で仕事を考える
村山昇[著]/若
田紗希絵

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

366||Mu 218000528



98

よくわかるジェンダー・スタディーズ : 人文社
会科学から自然科学まで (やわらかアカデミ
ズム・「わかる」シリーズ)

木村涼子, 伊田
久美子, 熊安貴
美江編著

ミネルヴァ書房 367.1||Yo 218000501

99 戦争と性暴力の比較史へ向けて
上野千鶴子, 蘭信
三, 平井和子編/山
下英愛 [ほか執筆]

岩波書店 367.2||Se 218000327

100
高齢社会のアクションリサーチ : 新たなコミュ
ニティ創りをめざして

JST社会技術研究
開発センター, 秋
山弘子編著

東京大学出版
会

367.7||Ko 218000655

101 自殺の歴史社会学 : 「意志」のゆくえ
貞包英之, 元森
絵里子, 野上元
著

青弓社 368.3||Sa 218001025

102
日本のヤクザ120人と昭和裏面史 : 暴力とカ
ネで辿る最後の戦後史

別冊宝島編集
部編

宝島社 368.51||Ni 218000529

103
「子供を殺してください」という親たち (新潮文
庫:10200, お-89-1)

押川剛著 新潮社 369.28||Os 218000577

104 まちの保育園を知っていますか 松本理寿輝著 小学館 369.42||Ma 218000386

105 拡張する学校 : 協働学習の活動理論 山住勝広著
東京大学出版
会

375.1||Ya 218000653

106 多文化共生社会における協働学習 杉原麻美著 学文社 375.13||Su 218000729

107
オックスフォード&ケンブリッジ大学さらに世界一「考
えさせられる」入試問題 : 「まだ、あなたは自分が利
口だと思いますか?」 (河出文庫:[フ15-2])

ジョン・ファーンド
ン著/小田島恒志,
小田島則子訳

河出書房新社 376.8||Fa 218000583

108
対立する国家と学問 : 危機に立ち向かう人文
社会科学

福井憲彦編 勉誠出版 377.04||Ta 218001005

109
「大学改革」という病 : 学問の自由・財政基
盤・競争主義から検証する

山口裕之著 明石書店 377.1||Ya 218000513

110

発達の気になる子の学習・運動が楽しくなる
ビジョントレーニング (発達障害を考える : 心
をつなぐ)

北出勝也監修 ナツメ社 378||Ha 218000539

111

特別支援教育をサポートする読み・書き・計
算指導事例集 (発達障害を考える : 心をつな
ぐ)

梅田真理編著 ナツメ社 378||To 218000540



112

楽しい「子ども英語」はなぜ身に付かないの?
: 英検 多読 読み聞かせ コツをつかんで、お
うちでチャレンジ

松井義明著 ポプラ社 379.9||Ma 218000499

113 東大家庭教師の子供の頭が良くなる教え方 吉永賢一著 青春出版社 379.9||Yo 218000959

114 食べることの哲学 (教養みらい選書:002) 檜垣立哉著 世界思想社 383.8||Hi 218000624

115 石毛直道食の文化を語る 石毛直道著 ドメス出版 383.8||Is 218000755

116 日本伝承遊び事典
東京おもちゃ美
術館編

黎明書房 384.55||Ni 218000723

117
墓石が語る江戸時代 : 大名・庶民の墓事情
(歴史文化ライブラリー:464)

関根達人著 吉川弘文館 385.6||Se 218000721

118 日本の祭り
小川秀一 [ほ
か] 写真

パイインターナ
ショナル

386.1||Ni 218001010

119
白老における「アイヌ民族」の変容 : イオマン
テにみる神官機能の系譜

西谷内博美著 東信堂 386.11||Ni 218001041

120
はじめて学ぶ文化人類学 : 人物・古典・名著
からの誘い

岸上伸啓編著 ミネルヴァ書房 389||Ha 218000511

121
詳論文化人類学 : 基本と最新のトピックを深
く学ぶ

桑山敬己, 綾部
真雄編著

ミネルヴァ書房 389||Hy 218000510

122
火の科学 : エネルギー・神・鉄から錬金術ま
で

西野順也著 築地書館 389||Ni 218000533

123 知らなきゃヤバい!防衛政策の真実 田村 重信著
育鵬社 : 扶桑
社/扶桑社 (発
売)

392.1||Ta 218001008

124
日本の安全保障 : 海洋安全保障と地域安全
保障

下平拓哉著 成文堂 392.1076||Sh 218001030

125
沖縄米軍基地と日米安保 : 基地固定化の起
源1945-1953

池宮城陽子著
東京大学出版
会

395.39||Ik 218000651



126 自壊の病理 : 日本陸軍の組織分析 戸部良一著
日本経済新聞
出版社

396.21||To 218001001

127
知的機動力の本質 : アメリカ海兵隊の組織
論的研究

野中郁次郎著 中央公論新社 397.6||No 218000401

128 真説孫子
デレク・ユアン
著/奥山真司訳

中央公論新社 399.23||Yu 218000815


