
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 ヨーロッパとゲルマン部族国家 (文庫クセジュ:1028)

マガリ・クメール, ブ
リューノ・デュメジル
著/大月康弘, 小澤雄太

白水社 080||Ku||1028 219001203

2
「親日派」朝鮮人消された歴史 : 終戦までの誇り高き日韓
友情の真実 (PHP新書:1177)

拳骨拓史著 PHP研究所 080||Ph||1177 219001103

3
新しいカウンセリングの技法 : カウンセリングのプロセス
と具体的な進め方

諸富祥彦著 誠信書房 146.8||Mo 219001237

4 平安貴族と陰陽師 (おんみょうじ) : 安倍晴明の歴史民俗学 繁田信一著 吉川弘文館 148.4||Sh 219000882

5
世界史の哲学講義 : ベルリン1822/23年 上 (講談社学術文
庫:[2502]-[2503])

G・W・F・ヘーゲル
[著]/伊坂青司訳

講談社 201.1||He||1 219001020

6
世界史の哲学講義 : ベルリン1822/23年 下 (講談社学術文
庫:[2502]-[2503])

G・W・F・ヘーゲル
[著]/伊坂青司訳

講談社 201.1||He||2 219001021

7
繁栄 : 明日を切り拓くための人類10万年史 (ハヤカワ文
庫:NF388)

マット・リドレー著/大
田直子 [ほか] 訳

早川書房 201.1||Ri 219001053

8 国家興亡の方程式 : 歴史に対する数学的アプローチ
ピーター・ターチン著/

水原文訳
ディスカ
ヴァー・トゥエ

201.16||Tu 219000908

9 歴史学入門 新版 (岩波テキストブックス:α) 福井憲彦著 岩波書店 201||Fu 219000779

10 18歳からの歴史学入門
福岡大学人文学部歴史
学科編

彩流社 204||Ju 219000902

11 歴史情報学の教科書 : 歴史のデータが世界をひらく 後藤真, 橋本雄太編 文学通信 207||Re 219001184

12
よみがえる古代山城 : 国際戦争と防衛ライン (歴史文化ラ
イブラリー:440)

向井一雄著 吉川弘文館 208||Re||440 219001111

13
徳川家康と武田氏 : 信玄・勝頼との十四年戦争 (歴史文化
ライブラリー:482)

本多隆成著 吉川弘文館 208||Re||482 219000878

14 北からの世界史 : 柔らかい黄金と北極海航路 宮崎正勝著 原書房 209||Mi 219000865

15
元号と日本人 : 元号の付いた事件・出来事でたどる日本の
歴史

プレジデント書籍編集
部著

プレジデント社 210.023||Mi 219001134

16 日本国史 : 世界最古の国の新しい物語 (ヒストリー) 田中英道著
育鵬社 : 扶桑社/

扶桑社 (発売)
210.1||Ta 219001109

17
境界の日本史 : 地域性の違いはどう生まれたか (朝日選
書:983)

森先一貴, 近江俊秀著 朝日新聞出版 210.2||Mo 219001213

18 日本書紀の謎と聖徳太子 大山誠一編 平凡社 210.3||Oo 219000868

19
漢倭奴国王から日本国天皇へ : 国号「日本」と称号「天
皇」の誕生 (京大人文研東方学叢書:4)

冨谷至著 臨川書店 210.3||To 219001220

20
奪われた「三種の神器」 : 皇位継承の中世史 (草思社文庫:

わ3-1)
渡邊大門著 草思社 210.4||Wa 219001118

21
江戸三百藩大名列伝 : 歴代藩主ランキングからCGで再現
する大名の暮らしまで (サライ・ムック. サライの江戸)

小学館 210.5||Ed 219001032

22 江戸の働き方と文化イノベーション 加納正二著 三恵社 210.5||Ka 219001199

23 軍事・民衆 (戊辰戦争の新視点:下)
奈倉哲三, 保谷徹, 箱石
大編

吉川弘文館 210.61||Bo||2 219000885

24 蛍の木 : ニューギニア戦線の鎮魂 馬場明子著 未知谷 210.75||Ba 219001202

25 ニューギニア (太平洋戦跡紀行) 西村誠著 光人社 210.75||Ni 219001170

26 運動の時代 (戦後日本を読みかえる:2) 坪井秀人編 臨川書店 210.76||Un 219001221

27
敗戦から日本国憲法制定まで (新潮選書. 戦後史の解放:2/自
主独立とは何か:前編)

細谷雄一著 新潮社 210.762||Ho||1 219001039

28
冷戦開始から講和条約まで (新潮選書. 戦後史の解放:2/自主
独立とは何か:後編)

細谷雄一著 新潮社 210.762||Ho||2 219001040

29
大日本帝国植民地下の琉球沖縄と台湾 : これからの東アジ
アを平和的に生きる道

又吉盛清著 同時代社 222.406||Ma 219000942

30
海の人類史 : 東南アジア・オセアニア海域の考古学 (環太
平洋文明叢書:5)

小野林太郎著 雄山閣 223||On 219000983
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31 ソグド商人の歴史
エチエンヌ・ドゥ・
ラ・ヴェシエール [著]/

岩波書店 229.6||Va 219000976

32 ケルトの想像力 : 歴史・神話・芸術 鶴岡真弓著 青土社 230.3||Ts 219000904

33 フランス革命 : 「共和国」の誕生 (刀水歴史全書:96) 山﨑耕一著 刀水書房 235.06||Ya 219000992

34 南部アフリカ社会の百年 : 植民地支配・冷戦・市場経済 小倉充夫著 東京大学出版会 248.2||Og 219000800

35
これならわかるオーストラリア・ニュージーランドの歴史
Q&A

石出法太, 石出みどり
著

大月書店 271||Is 219000806

36 忘れてはならない日本の偉人たち 渡部昇一著 致知出版社 281||Wa 219001131

37 資本主義と闘った男 : 宇沢弘文と経済学の世界 佐々木実著 講談社 289.1||Uz 219001167

38
地域研究のための空間データ分析入門 : QGISとPostGISを
用いて

愛知大学三遠南信地域
連携研究センター編

古今書院 290.1||Ch 219000986

39 眠れなくなるほど地理がおもしろくなる本
ワールド・ジオグラ
フィック・リサーチ著

宝島社 290.4||Ne 219001127

40 眠れなくなるほど日本の地形がおもしろくなる本
ワールド・ジオグラ
フィック・リサーチ著

宝島社 291||Ne 219001128

41
北極・南極探検の歴史 : 極限の世界を体感する19のアク
ティビティ (ジュニアサイエンス)

Maxine Snowden [著]/

鈴木理訳
丸善出版 297.091||Sn 219000873

42 ふしぎな北極のせかい : 犬ぞり探検家が見た! 山崎哲秀著 repicbook 297.8||Ya 219001206

43
SDGsの実践 : 持続可能な地域社会の実現に向けて 自治
体・地域活性化編

白田範史編/村上周三
[ほか] 著

先端教育機構事
業構想大学院大
学出版部/宣伝会

318.6||Sd 219000940

44 司法試験用六法 平成31年版 第一法規 320.91||Sh 219000843

45
国家試験受験のためのよくわかる判例 : 判例をしっかりと
学びたい人のために : 司法書士/行政書士/公務員試験宅建/

不動産鑑定士/法学検定
西村和彦著 自由国民社 320.981||Ni 219000841

46
新・大学生が出会う法律問題 : アルバイトから犯罪・事故
まで : 役立つ基礎知識 改訂版

信州大学経法学部編 創成社 320||Sh 219001119

47
国家試験受験のためのよくわかる憲法 : 公務員試験/行政書
士/司法書士 : 憲法・基礎法学をやさしく学びたい人のため
に-- 第6版

自由国民社 323.14||Na 219001210

48 大学生のための憲法 君塚正臣編 法律文化社 323||Ki 219000872

49
図解でわかるNPO法人・一般社団法人いちばん最初に読む
本

石下貴大著 アニモ出版 324.12||Is 219000947

50
国家試験受験のためのよくわかる会社法 : 会社法・商法の
苦手意識を克服したい人のために : 行政書士/司法書士/公
認会計士 第6版

神余博史著 自由国民社 325.2||Ka 219000840

51 目からウロコが落ちる奇跡の経済教室 基礎知識編 中野剛志著 ベストセラーズ 330||Na 219001108

52 経済は地理から学べ! 宮路秀作著 ダイヤモンド社 332.9||Mi 219000844

53 家電兄弟 : 松下幸之助と井植歳男 阿部牧郎著 PHP研究所 335.13||Ab 219000866

54 小さな会社が大きく伸びる55の最強ビジネスモデル 藤村しゅん著
スタンダーズ(発
売)

336.1||Fu 219000935

55 経営戦略としての知財 久慈直登著
CCCメディアハ
ウス

336.17||Ku 219001091

56
あなたの経験を仕事に変える技術 : 成功する独立起業家と
失敗する独立起業家の違い

鴨頭嘉人著
かも出版/サンク
チュアリ出版 (発
売)

336.47||Ka 219001138

57 財政論 (経済学教室:8)
本間正明, 岩本康志著
者代表

培風館 341||Za 219000980

58 図説日本の財政 平成30年度版 山口公生編 東洋経済新報社 342.1||Zu||30 219000939

59 学歴と格差・不平等 : 成熟する日本型学歴社会 増補版 吉川徹著 東京大学出版会 361.8||Ki 219000798

60
系譜から学ぶ社会調査 : 20世紀の「社会へのまなざし」と
リサーチ・ヘリテージ

小林多寿子著 嵯峨野書院 361.9||Ko 219001205



61
行動科学の統計学 : 社会調査のデータ分析 (クロスセク
ショナル統計シリーズ:5)

永吉希久子著 共立出版 361.9||Na 219000815

62
精神障害のある人の就労定着支援 : 当事者の希望からうま
れた技法

天野聖子著/多摩棕櫚亭
協会編著

中央法規出版 366.28||Am 219000912

63 外国人労働者・移民・難民ってだれのこと? 内藤正典著 集英社 366.89||Na 219001031

64 過労死は防げる : 弁護士・労働組合が今、伝えたいこと
連合大阪法曹団有志,

連合大阪非正規労働セ
ンター編著

かもがわ出版 366.99||Ka 219001219

65 日本と世界のLGBTの現状と課題 : SOGIと人権を考える LGBT法連合会編 かもがわ出版 367.9||Ni 219001218

66
お母さん!学校では防犯もSEXも避妊も教えてくれません
よ!

のじまなみ著 辰巳出版 367.99||Og 219001116

67 当事者主動サービスで学ぶピアサポート
飯野雄治, ピアスタッ
フネットワーク訳・編

クリエイツかも
がわ

369.28||Ii 219001174

68
社会的支援をめぐる政策的アプローチ (子どもの貧困/不利/

困難を考える:2)

埋橋孝文, 大塩まゆみ,

居神浩編著
ミネルヴァ書房 369.4||Ko||2 219000875

69
「目的思考」で学びが変わる : 千代田区立麴町中学校長・
工藤勇一の挑戦

多田慎介著 ウェッジ 374.13||Ta 219000925

70
どんな大学に入ってもやる気がでる本 : ホンネで考える大
学の活用法A to Z

鷲田小彌太著 言視舎 377.9||Wa 219001176

71
あの天才たちは、こう育てられていた! : 才能の芽を大きく
開花させる最高の子育て

諸富祥彦著 KADOKAWA 379.9||Mo 219000785

72 民俗伝承学の視点と方法 : 新しい歴史学への招待 新谷尚紀編 吉川弘文館 380.4||Sh 219000884

73 住 (すまい) の民俗事典
森隆男編/山崎祐子, 松
田香代子編集委員

柊風舎 383.9||Mo 219001175

74 北極と南極 : 生まれたての地球に息づく生命たち 田邊優貴子著 文一総合出版 402.977||Ta 219000921

75
南極大陸大紀行 : 南極観測60年 : みずほ高原の探検から観
測・内陸基地建設・雪上車の開発

南極OB会編集委員会
編

成山堂書店 402.979||Na 219000838

76
オーロラの謎 : 南極・北極の比較観測 (極地研ライブラ
リー)

佐藤夏雄,  門倉昭共著 成山堂書店 451.75||Sa 219000836

77
「中国製造2025」の衝撃 : 習近平はいま何を目論んでいる
のか

遠藤誉著

PHPエディター
ズ・グループ
/PHP研究所 (発
売)

509.1||En 219001101


