
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
グローバル化と世界史 (シリーズ・グローバルヒスト
リー:1)

羽田正著 東京大学出版会 201||Ha 219000542

2 教養としての世界史の学び方 山下範久編著 東洋経済新報社 201||Ky 219000603

3
戦国の城の一生 : つくる・壊す・蘇る (歴史文化ライブラ
リー:475)

竹井英文著 吉川弘文館 208||Re||475 219000507

4
皇位継承の中世史 : 血統をめぐる政治と内乱 (歴史文化ラ
イブラリー:483)

佐伯智広著 吉川弘文館 208||Re||483 219000508

5 負債論 : 貨幣と暴力の5000年
デヴィッド・グレー
バー著/高祖岩三郎,

以文社 209||Gr 219000649

6 日本史モノ事典 新版 続 平凡社編 平凡社 210.036||Ni||2 219000625

7 再考!縄文と弥生 : 日本先史文化の再構築
国立歴史民俗博物館,

藤尾慎一郎編
吉川弘文館 210.25||Sa 219000647

8 飛鳥・藤原の宮都を語る : 「日本国」誕生の軌跡 相原嘉之著 吉川弘文館 210.33||Ai 219000646

9 幕末維新のリアル : 変革の時代を読み解く7章
上田純子, 僧月性顕彰
会編

吉川弘文館 210.58||Ba 219000645

10 イノベーターたちの日本史 : 近代日本の創造的対応 米倉誠一郎著 東洋経済新報社 210.6||Yo 219000605

11 世界・政治 (戊辰戦争の新視点:上)
奈倉哲三, 保谷徹, 箱石
大編

吉川弘文館 210.61||Bo||1 219000644

12
沖縄からの本土爆撃 : 米軍出撃基地の誕生 (歴史文化ライ
ブラリー:468)

林博史著 吉川弘文館 210.75||Ha 219000643

13 沖縄に連なる : 思想と運動が出会うところ 新城郁夫著 岩波書店 219.9||Sh 219000527

14
東欧からのドイツ人の「追放」 : 二〇世紀の住民移動の歴
史のなかで

川喜田敦子著 白水社 234.075||Ka 219000623

15
今がわかる時代がわかる世界地図 2019年版 (Seibido

mook)
成美堂出版編集部編集 成美堂出版 290.38||Im||'19 219000501

16
ミクロネシアを知るための60章 第2版 (エリア・スタ
ディーズ:51)

印東道子編著 明石書店 302.74||Mi 219000648

17 政治と経済のしくみがわかるおとな事典 新版 池上彰監修 講談社 310||Se 219000538

18
政治のことよくわからないまま社会人になった人へ : ひと
めでわかる図解入り 第4版

池上彰著 海竜社 312.1||Ik 219000509

19
監視文化の誕生 : 社会に監視される時代から、ひとびとが
進んで監視する時代へ

デイヴィッド・ライア
ン著/田畑暁生訳

青土社 316.1||Ly 219000683

20 ゼロからスタート!海野禎子の司法書士1冊目の教科書
海野禎子著/LEC東京
リーガルマインド監修

KADOKAWA 327.17||Un 219000531

21 ゼロからスタート!横溝慎一郎の行政書士1冊目の教科書 横溝慎一郎著 KADOKAWA 327.17||Yo 219000530

22
経済のことよくわからないまま社会人になった人へ : ひと
めでわかる図解入り 第4版

池上彰著 海竜社 330||Ik 219000651

23 親子で学ぶお金と経済の図鑑 (まなびのずかん)
子どものための「お金
と経済」プロジェクト

技術評論社 330||Oy 219000566

24
父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかり
やすい経済の話。

ヤニス・バルファキス
著/関美和訳

ダイヤモンド社 330||Va 219000601

25 入門経済学 第4版 伊藤元重著 日本評論社 331||It 219000613

26
経済学なんて教科書だけでわかるか!ボケ!! : …でも本当は
知りたいかも。

さくら剛著 ダイヤモンド社 331||Sa 219000602

27 景気の回復が感じられないのはなぜか : 長期停滞論争
ローレンス・サマーズ
[ほか] 著/山形浩生編

世界思想社 332.53||Ke 219000513

28 経済は世界史から学べ! 茂木誠著 ダイヤモンド社 332||Mo 219000600

29
「追われる国」の経済学 : ポスト・グローバリズムの処方
箋

リチャード・クー著/川
島睦保訳

東洋経済新報社 333.6||Ko 219000606

30
暴力が支配する一触即発の世界経済 : 元経済ヤクザが明か
す「仁義なきマネー戦争」の実態

猫組長著 ビジネス社 333.6||Ne 219000517

31 未来を変える目標SDGsアイデアブック
Think the Earth編著/ロ
ビン西マンガ

Think the Earth/

紀伊國屋書店 (発
333.8||Mi 219000727

32 SDGsを学ぶ : 国際開発・国際協力入門 高柳彰夫, 大橋正明編 法律文化社 333.8||Sd 219000629

学生用社会系図書新着リスト(７月)



33
移民と国内植民の社会学 : 矢内原忠雄の植民論とアイヌ民
族

佐久間孝正著 勁草書房 334.5||Sa 219000576

34
ゼロからスタート! : 武山茂樹のビジネス実務法務検定試験
: 1冊目の教科書

武山茂樹著 KADOKAWA 336.07||Ta 219000532

35
SDGsビジネス戦略 : 企業と社会が共発展を遂げるための
指南書

ピーター D.ピーダーセ
ン, 竹林征雄編著

日刊工業新聞社 336.1||Sd 219000612

36 消費税の「軽減税率とインボイス制度」完全解説 改訂版 太田達也著
税務研究会出版
局

336.987||Oo 219000684

37 いま知っておきたい「みらいのお金」の話 松田学著 アスコム 338||Ma 219000672

38 "財政が厳しい"ってどういうこと? : 自治体の"台所"事情 今村寛著 ぎょうせい 349.21||Im 219000572

39 社会学はどこから来てどこへ行くのか 岸政彦 [ほか] 著 有斐閣 361.04||Sh 219000641

40
メディアコミュニケーション学講義 : 記号/メディア/コ
ミュニケーションから考える人間と文化

松本健太郎, 塙幸枝著 ナカニシヤ出版 361.45||Ma 219000675

41 文化社会学界隈 井上俊著 世界思想社 361.5||In 219000680

42 ビット・バイ・ビット : デジタル社会調査入門
マシュー・J. サルガ
ニック著/瀧川裕貴 [ほ

有斐閣 361.9||Sa 219000642

43
データから読むアジアの幸福度 : 生活の質の国際比較 (岩
波現代全書:040)

猪口孝著 岩波書店 361.92||In 219000525

44 生きることの社会学 : 人生をたどる12章 川田耕著 世界思想社 361||Ka 219000681

45 大学生が知っておきたい消費生活と法律 細川幸一著
慶應義塾大学出
版会

365||Ho 219000660

46
図解働き方改革法らくらく対応マニュアル : パッとつかめ
る実務のステップ

松原煕隆著 第一法規 366.14||Ma 219000599

47 日本婚活思想史序説 : 戦後日本の「幸せになりたい」 佐藤信著 東洋経済新報社 367.4||Sa 219000604

48 自衛隊防災Book : 自衛隊Official life hack channel マガジンハウス編集 マガジンハウス 369.3||Ji 219000519

49
施策に向けた総合的アプローチ (子どもの貧困/不利/困難を
考える:3)

埋橋孝文 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 369.4||Ko||3 219000635

50 ボランティアとファシズム : 自発性と社会貢献の近現代史 池田浩士著 人文書院 369.7||Ik 219000594

51
エンカウンターでいじめ対応が変わる : 教育相談と生徒指
導のさらなる充実をめざして

住本克彦編著 図書文化社 371.42||Ko 219000698

52 SDGsと開発教育 : 持続可能な開発目標のための学び
田中治彦, 三宅隆史, 湯
本浩之編著

学文社 371.5||Sd 219000654

53 SDGs時代の教育 : すべての人に質の高い学びの機会を
北村友人, 佐藤真久, 佐
藤学編著

学文社 371.5||Sd 219000655

54
学校の「当たり前」をやめた。 : 生徒も教師も変わる! 公
立名門中学校長の改革

工藤勇一著
時事通信出版局/

時事通信社 (発
374.13||Ku 219000679

55 教師の話し方 (AL時代でも必要な教育技術シリーズ) 多賀一郎, 佐藤隆史著 学事出版 374.35||Ta 219000510

56 国語教師のための語彙指導入門 鈴木一史著 明治図書出版 375.8||Su 219000548

57
東大医学部在学中に司法試験も一発合格した僕のやってい
るシンプルな勉強法

河野玄斗著 KADOKAWA 379.7||Ko 219000492

58
情報と戦争 : 古代からナポレオン戦争、南北戦争、二度の
世界大戦、現代まで

ジョン・キーガン著/並
木均訳

中央公論新社 391.6||Ke 219000541


