
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 歴史学の思考法 : 東大連続講義
東京大学教養学部歴史
学部会編

岩波書店 201||Re 220001298

2
裏切られた自由 : フーバー大統領が語る第二次世界大戦の
隠された歴史とその後遺症 上

ハーバート・フーバー
著/ジョージ・H.ナッ
シュ編/渡辺惣樹訳

草思社 209.74||Ho||1 220001730

3
裏切られた自由 : フーバー大統領が語る第二次世界大戦の
隠された歴史とその後遺症 下

ハーバート・フーバー
著/ジョージ・H.ナッ
シュ編/渡辺惣樹訳

草思社 209.74||Ho||2 220001731

4
誰が第二次世界大戦を起こしたのか : フーバー大統領『裏
切られた自由』を読み解く

渡辺惣樹著 草思社 209.74||Wa 220001732

5 日中関係史 : 1500年の交流から読むアジアの未来
エズラ・F・ヴォーゲ
ル著/益尾知佐子訳

日本経済新聞出
版社

210.1822||Vo 220001674

6 大内氏の興亡と西日本社会 (列島の戦国史:3) 長谷川博史著 吉川弘文館 210.47||Ha 220001523

7 享徳の乱と戦国時代 (列島の戦国史:1) 久保健一郎著 吉川弘文館 210.47||Ku 220001522

8 関ヶ原合戦を読む : 慶長軍記翻刻・解説
[植木悦著]/井上泰至,

湯浅佳子編
勉誠出版 210.48||Se 220001710

9
樺太地上戦 : 終戦後7日間の悲劇 (NHKスペシャル. 戦争の
真実シリーズ:2)

NHKスペシャル取材班
著

KADOKAWA 210.75||Ka 220001300

10
検証「戦後民主主義」 : わたしたちはなぜ戦争責任問題を
解決できないのか

田中利幸著 三一書房 210.75||Ta 220001461

11 ヒロシマ : グローバルな記憶文化の形成
ラン・ツヴァイゲン
バーグ著/若尾祐司 [ほ
か] 訳

名古屋大学出版
会

217.6||Zw 220001769

12 永青文庫の古文書 : 光秀・葡萄酒・熊本城
永青文庫, 熊本大学永
青文庫研究センター編

吉川弘文館 219.4||Ei 220001274

13
国旗・国歌・国慶 : ナショナリズムとシンボルの中国近代
史

小野寺史郎著 東京大学出版会 222.07||On 220001326

14
「帝国」で読み解く中世ヨーロッパ : 英独仏関係史から考
える (Minerva西洋史ライブラリー:111)

朝治啓三, 渡辺節夫, 加
藤玄編著

ミネルヴァ書房 230.4||Te 220001483

15 論点・西洋史学 藤井崇 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 230||Ro 220001489

16 一冊でわかるドイツ史 (世界と日本がわかる国ぐにの歴史) 関眞興著 河出書房新社 234||Se 220001414

17 中世フランスの文化

ミシェル・ソ, ジャン=

パトリス・ブデ, ア
ニータ・ゲロ=ジャラ
ベール著/桐村泰次訳

論創社 235.04||So 220001796

18 パリ、歴史を語る都市 大嶋厚著 えにし書房 235.3||Os 220001852

19
フランスの歴史を知るための50章 (エリア・スタディー
ズ:179. ヒストリー)

中野隆生, 加藤玄編著 明石書店 235||Fu 220001529

20 はじめて学ぶフランスの歴史と文化 上垣豊編著 ミネルヴァ書房 235||Ha 220001488

21 ジェノサイド再考 : 歴史のなかのルワンダ 鶴田綾著
名古屋大学出版
会

245.55||Ts 220001767

22 世紀末の美神たち : 新装版 高階秀爾著 青土社 280.4||Ta 220001728

23 『信長記』と信長・秀吉の時代 金子拓編 勉誠出版 289.1||Od 220001709

24 図説豊臣秀吉 柴裕之編著 戎光祥出版 289.1||To 220001806

25 ゾルゲを助けた医者 : 安田徳太郎と「悪人」たち 安田一郎著/安田宏編 青土社 289.1||Ya 220001222

26 梁啓超 : 東アジア文明史の転換 (岩波現代全書:087) 狹間直樹著 岩波書店 289.2||Ry 220001297

27 ツイッターの空間分析 桐村喬編 古今書院 290.1||Ki 220001588

28
あれもこれも地理学 : 文化・社会・経済を地理学で読み解
く

富田啓介著 ベレ出版 290.1||To 220001800

29 都市の人文地理学 稲垣稜著 古今書院 290.173||In 220001587

30
身銭を切れ : 「リスクを生きる」人だけが知っている人生
の本質

ナシーム・ニコラス・
タレブ著/千葉敏生訳

ダイヤモンド社 301||Ta 220001648

31 地図で見るドイツハンドブック
ミシェル・デシェ著/蔵
持不三也訳/メラニー・
マリ地図製作

原書房 302.34||De 220001698

32
現代ドイツを知るための67章 第3版 (エリア・スタディー
ズ:18)

浜本隆志, 高橋憲編著 明石書店 302.34||Ge 220001528
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33 社会運動の現在 : 市民社会の声 長谷川公一編 有斐閣 309||Sh 220001507

34 ロールズ政治哲学史講義 1 (岩波現代文庫:学術:420-421)

ジョン・ロールズ [著]/

サミュエル・フリーマ
ン編/齋藤純一 [ほか]

訳

岩波書店 311.1||Ra||1 220001228

35 ロールズ政治哲学史講義 2 (岩波現代文庫:学術:420-421)

ジョン・ロールズ [著]/

サミュエル・フリーマ
ン編/齋藤純一 [ほか]

訳

岩波書店 311.1||Ra||2 220001229

36 世界一わかりやすい日本憲政史 : 明治自由民権激闘編 倉山満著 徳間書店 312.1||Ku 220001343

37
女性の参画が政治を変える : 候補者均等法の活かし方
(Shinzansha booklet)

辻村みよ子, 三浦まり,

糠塚康江編著
信山社 314.8||Jo 220001733

38 行政学 新版 真渕勝著 有斐閣 317.1||Ma 220001506

39 シン・ゴジラが語る我が国の危機管理 大庭誠司著 近代消防社 317.1||Ob 220001637

40 シン・ゴジラが語る我が国の危機管理 大庭誠司著 近代消防社 317.1||Ob 220001638

41 地方自治法の現代的課題 板垣勝彦著 第一法規 318.1||It 220001645

42
地方自治体の監査と内部統制 : 2020年改正制度の意義と米
英との比較

清水涼子著 同文舘出版 318.5||Sh 220001661

43 地域政策の経済学 林宜嗣 [ほか] 著 日本評論社 318.6||Ch 220001676

44 まちづくり再考 : 現場から学ぶ地域自立への道しるべ 岡﨑昌之著 ぎょうせい 318.6||Ok 220001441

45 地方自治入門 (学問へのファーストステップ:2) 入江容子, 京俊介編著 ミネルヴァ書房 318||Ch 220001491

46 目に見えぬ侵略 : 中国のオーストラリア支配計画
クライブ・ハミルトン
著/山岡鉄秀監訳/奥山
真司訳

飛鳥新社 319.22071||Ha 220001807

47
核兵器を禁止する : 条約が世界を変える 新版 (岩波ブック
レット:No. 978)

川崎哲著 岩波書店 319.8||Ka 220001226

48 公正としての正義再説 (岩波現代文庫:学術:418)

ジョン・ロールズ [著]/

エリン・ケリー編/田中
成明, 亀本洋, 平井亮輔
訳

岩波書店 321.1||Ra 220001227

49 憲法 第7版 (新法学ライブラリ:2) 長谷部恭男著
新世社/サイエン
ス社 (発売)

323.14||Ha 220001834

50 憲法講義 第3版 1 大石眞著 有斐閣 323.14||Oi||1 220001505

51 憲法講義 第2版第3刷(補訂) 2 大石眞著 有斐閣 323.14||Oi||2 220001504

52 立憲主義と日本国憲法 第5版 高橋和之著 有斐閣 323.14||Ta 220001512

53 行政組織法/公務員法/公物法 第5版 (行政法概説:3) 宇賀克也著 有斐閣 323.9||Ug 220001503

54 行政救済法 第6版 (行政法概説:2) 宇賀克也著 有斐閣 323.9||Ug 220001509

55 行政法 第2版 宇賀克也著 有斐閣 323.9||Ug 220001510

56 行政法総論 第7版 (行政法概説:1) 宇賀克也著 有斐閣 323.9||Ug 220001511

57 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 220001708

58 経済学のための数学入門 331.19||Ka 220001324

59
経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブ
ラリー)

沖本竜義著 朝倉書店 331.19||Ok 220001350

60 武器としての「資本論」 白井聡著 東洋経済新報社 331.6||Sh 220001658

61
いまこそ、ケインズとシュンペーターに学べ : 有効需要と
イノベーションの経済学

吉川洋著 ダイヤモンド社 331.74||Yo 220001646

62 ラディカル・マーケット : 脱・私有財産の世紀
エリック・A・ポズ
ナー, E・グレン・ワイ
ル著/遠藤真美訳

東洋経済新報社 331.845||Po 220001660

63 行動経済学の逆襲
リチャード・セイラー
著/遠藤真美訳

早川書房 331||Th 220001341

64
アフターコロナ : 見えてきた7つのメガトレンド (日経BP

ムック)
日経クロステック編

日経BP/日経BP

マーケティング
(発売)

332.107||Af 220001391

65
地域経済循環分析の手法と実践 : 生産・分配・支出の三面
から導く、新しい地域経済政策 (DBJ books. 日本政策投資
銀行business research)

日本政策投資銀行, 株
式会社価値総合研究所
著

ダイヤモンド・
ビジネス企画/ダ
イヤモンド社 (発
売)

332.9||Ch 220001647

66 経済地理学への招待
伊藤達也, 小田宏信, 加
藤幸治編著

ミネルヴァ書房 332.9||Ke 220001487

67 基本ケースで学ぶ地域経済学 (有斐閣ブックス:[451]) 中村剛治郎編 有斐閣 332.9||Ki 220001508

68 現代人口経済学 松浦司著 日本評論社 334.1||Ma 220001677
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69 ガー・レイノルズ シンプルプレゼン
ガー・レイノルズ著/日
経ビジネスアソシエ編

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

336.4||Re 220001781

70 会計法規集 新版, 第11版 中央経済社編

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング (発
売)

336.9||Ka 220001667

71
合格するための過去問題集日商簿記3級 '20年11月検定対策
(よくわかる簿記シリーズ)

TAC簿記検定講座編著
TAC株式会社出
版事業部

336.91||Go 220001761

72
合格するための過去問題集日商簿記2級 '20年11月検定対策
(よくわかる簿記シリーズ)

TAC簿記検定講座編著
TAC株式会社出
版事業部

336.91||Go||'20 220001762

73
長期投資の理論と実践 : パーソナル・ファイナンスと資産
運用

安達智彦, 池田昌幸著 東京大学出版会 338.15||Ad 220001327

74 ケースブック租税法 第5版 (弘文堂ケースブックシリーズ) 金子宏 [ほか] 編著 弘文堂 345.19||Ke 220001443

75 地域社会の将来人口 : 地域人口推計の基礎から応用まで 西岡八郎 [ほか] 編 東京大学出版会 358.01||Ch 220001328

76
多文化共生のコミュニケーション : 日本語教育の現場から
改訂版

徳井厚子著 アルク 361.45||To 220001532

77 豊田とトヨタ : 産業グローバル化先進地域の現在
丹辺宣彦, 岡村徹也, 山
口博史編著

東信堂 361.78||Ni 220001749

78
変貌する豊田 : グローバル化と社会の変化に直面するクル
マのまち

丹辺宣彦, 中村麻理, 山
口博史編著

東信堂 361.78||Ni 220001750

79 コモンズとしての都市祭礼 : 長浜曳山祭の都市社会学 武田俊輔著 新曜社 361.78||Ta 220001720

80 格差社会と都市空間 : 東京圏の社会地図1990-2010
橋本健二, 浅川達人編
著

鹿島出版会 361.8||Ka 220001273

81 ポバティー・サファリ : イギリス最下層の怒り
ダレン・マクガーヴェ
イ著/山田文訳

集英社 361.85||Mc 220001321

82
社会調査のための計量テキスト分析 : 内容分析の継承と発
展を目指して : KH Coder official book 第2版

樋口耕一著 ナカニシヤ出版 361.9||Hi 220001606

83
フィールドワークの安全対策 (100万人のフィールドワー
カーシリーズ:9)

澤柿教伸, 野中健一, 椎
野若菜編

古今書院 361.9||Sa 220001591

84 社会学 新版 (New liberal arts selection) 長谷川公一 [ほか] 著 有斐閣 361||Sh 220001502

85
よくわかる社会学 第3版 (やわらかアカデミズム・「わか
る」シリーズ)

宇都宮京子, 西澤晃彦
編著

ミネルヴァ書房 361||Yo 220001492

86
深刻化する「空き家」問題 : 全国実態調査からみた現状と
対策

日本弁護士連合会法律
サービス展開本部自治
体等連携センター, 日
本弁護士連合会公害対
策・環境保全委員会編

明石書店 365.3||Sh 220001526

87 家族内呼称の心理学 : 集団の構造と機能への呼称の関与 横谷謙次著 ナカニシヤ出版 367.3||Yo 220001605

88
地域におけるひきこもり支援ガイドブック : 長期高年齢化
による生活困窮を防ぐ

境泉洋編著 金剛出版 367.68||Sa 220001596

89
ひな型でつくる福祉防災計画 : 避難確保計画からBCP、福
祉避難所 : 現場で使える! : 防災マニュアルからBCP(事業
継続計画)への展開 増補改訂・改題第3版

鍵屋一監修・著/岡野谷
純, 岡橋生幸, 高橋洋著

東京都福祉保健
財団

369.13||Hi 220001842

90 宅地の防災学 : 都市と斜面の近現代 (学術選書:090) 釜井俊孝著
京都大学学術出
版会

369.3||Ka 220001764

91 宅地の防災学 : 都市と斜面の近現代 (学術選書:090) 釜井俊孝著
京都大学学術出
版会

369.3||Ka 220001765

92 いつ大災害が起きても家族で生き延びる 小川光一著 ワニブックス 369.3||Og 220001798

93 いつ大災害が起きても家族で生き延びる 小川光一著 ワニブックス 369.3||Og 220001799

94 災害から命を守る「逃げ地図」づくり
逃げ地図づくりプロ
ジェクトチーム編著

ぎょうせい 369.3||Sa 220001440

95 スマート防災 : 災害から命を守る準備と行動 山村武彦著 ぎょうせい 369.3||Ya 220001438

96 スマート防災 : 災害から命を守る準備と行動 山村武彦著 ぎょうせい 369.3||Ya 220001439

97 頻発する豪雨災害 : 防災・減災のための実践的アプローチ 高橋和雄著
櫂歌書房/星雲社
(発売)

369.33||Ta 220001642

98 ロヒンギャ問題とは何か : 難民になれない難民
日下部尚徳, 石川和雅
編著

明石書店 369.38||Ku 220001855

99
教育・学校心理学 : 子どもの学びを支え、学校の課題に向
き合う (公認心理師の基本を学ぶテキスト:18)

水野治久, 串崎真志編
著

ミネルヴァ書房 371.4||Ky 220001485

100
私たちは子どもに何ができるのか : 非認知能力を育み、格
差に挑む

ポール・タフ著/高山真
由美訳

英治出版 371.4||To 220001801
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101 学校コミュニティへの緊急支援の手引き 第2版
福岡県臨床心理士会編/

窪田由紀編著
金剛出版 371.43||Ga 220001597

102 おもしろ「地図」授業スキル60 : 空間認識力を育てる! 寺本潔著 明治図書出版 375.3||Te 220001342

103 問いを生み出す学び舎歴史教科書
子どもと学ぶ歴史教科
書の会編

学び舎 375.323||To 220001853

104 ともに学ぶ人間の歴史 : 中学社会 : 歴史的分野 安井俊夫 [ほか] 著 学び舎 375.323||To 220001907

105 認知行動療法 改訂版 (放送大学教材:1529439-1-2011)
下山晴彦, 神村栄一編
著

放送大学教育振
興会

377.08||Ho||1529439220001465

106 社会調査の基礎 (放送大学教材:1730100-1-1911)
北川由紀彦, 山口恵子
著

放送大学教育振
興会

377.08||Ho||1730100220001716

107
地域産業の発展と主体形成 (放送大学大学院教材:8930783-

1-2011. 社会経営科学プログラム)
北川太一編著

放送大学教育振
興会

377.08||Ho||8930783220001715

108
投影査定心理学特論 (放送大学大学院教材:8950580-1-

1511. 臨床心理学プログラム)

小川俊樹, 伊藤宗親編
著

放送大学教育振
興会

377.08||Ho||8950580220001714

109 留学生の就活入門 : 日本で就職したい留学生のために 南雲智, 寺石雅英編著
留学生就職サ
ポート協会/論創
社 (発売)

377.95||Ry 220001797

110 東大闘争の語り : 社会運動の予示と戦略 小杉亮子著 新曜社 377.96||Ko 220001719

111 モノのはじまりを知る事典 : 生活用品と暮らしの歴史 木村茂光 [ほか] 著 吉川弘文館 382.1||Mo 220001524

112 食事と作法 (日本の食文化:1) 小川直之編 吉川弘文館 383.81||Ni||1 220001516

113 米と餅 (日本の食文化:2) 関沢まゆみ編 吉川弘文館 383.81||Ni||2 220001517

114 麦・雑穀と芋 (日本の食文化:3) 小川直之編 吉川弘文館 383.81||Ni||3 220001518

115 魚と肉 (日本の食文化:4) 藤井弘章編 吉川弘文館 383.81||Ni||4 220001519

116 酒と調味料、保存食 (日本の食文化:5) 石垣悟編 吉川弘文館 383.81||Ni||5 220001520

117 菓子と果物 (日本の食文化:6) 関沢まゆみ編 吉川弘文館 383.81||Ni||6 220001521

118 怪異の風景学 (シリーズ妖怪文化の民俗地理:2) 佐々木高弘著 古今書院 388||Sa||2 220001592

119
ジェンダー人類学を読む : 地域別・テーマ別基本文献レ
ヴュー

宇田川妙子, 中谷文美
編

世界思想社 389.04||Je 220001725

120 人類学とは何か
ティム・インゴルド著/

奥野克巳, 宮崎幸子訳
亜紀書房 389||In 220001530

121 怪異の風景学 (シリーズ妖怪文化の民俗地理:2) 佐々木高弘著 古今書院 388||Sa||2 220001592

122
ジェンダー人類学を読む : 地域別・テーマ別基本文献レ
ヴュー

宇田川妙子, 中谷文美
編

世界思想社 389.04||Je 220001725

123 人類学とは何か
ティム・インゴルド著/

奥野克巳, 宮崎幸子訳
亜紀書房 389||In 220001530


