
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 近代都市とアソシエイション (世界史リブレット:119) 小関隆著 山川出版社 209||Se||119 220002174

2 東と西の縄文社会 : 縄文後期社会構造の研究 福永将大著 雄山閣 210.25||Fu 220002021

3 戦争まで : 歴史を決めた交渉と日本の失敗 加藤陽子著 朝日出版社 210.7||Ka 220001917

4
731 : 石井四郎と細菌戦部隊の闇を暴く (新潮文庫:8382, あ
-58-1)

青木冨貴子著 新潮社 210.75||Ao 220001911

5 本土空襲全記録 (NHKスペシャル. 戦争の真実シリーズ:1)
NHKスペシャル取材班
著

KADOKAWA 210.75||Ho 220002107

6 知っていますか?日本の戦争 久保田貢著 新日本出版社 210.75||Ku 220001928

7 戦国京都の大路小路 (シリーズ・実像に迫る:012) 河内将芳著 戎光祥出版 216.2||Ka 220002142

8 詳説台湾の歴史 : 台湾高校歴史教科書 薛化元主編/永山英樹訳 雄山閣 222.4||Sh 220002020

9
神聖ローマ帝国 : ドイツ王が支配した帝国 (世界史の鏡:国
家7)

池谷文夫著 刀水書房 234.04||Ik 220002002

10
ナチス軍需相の証言 : シュペーア回想録 改版 上 (中公文
庫:[シ12-1], [シ12-2])

アルベルト・シュペー
ア著/品田豊治訳

中央公論新社 234.074||Sp||1 220002123

11
ナチス軍需相の証言 : シュペーア回想録 改版 下 (中公文
庫:[シ12-1], [シ12-2])

アルベルト・シュペー
ア著/品田豊治訳

中央公論新社 234.074||Sp||2 220002124

12 フランス革命の政治文化 (ちくま学芸文庫:[ハ54-1])
リン・ハント著/松浦義
弘訳

筑摩書房 235.06||Hu 220001932

13 征夷大将軍・護良親王 (シリーズ・実像に迫る:007) 亀田俊和著 戎光祥出版 288.44||Ka 220002190

14 楠木正成・正行 (シリーズ・実像に迫る:006) 生駒孝臣著 戎光祥出版 289.1||Ku 220002238

15 松永久秀 (シリーズ・実像に迫る:009) 金松誠著 戎光祥出版 289.1||Ma 220002191

16
理想はいつだって煌めいて、敗北はどこか懐かしい : 100

歳の台湾人革命家・史明自伝
史明著/田中淳構成 講談社 289.2||Sh 220002113

17 地図でみる城下町
野間晴雄, 山近博義, 矢
野司郎編

海青社 291.0173||Ch 220002085

18 旅順戦蹟志 (近代中国都市案内集成:第40巻) [弦木悌次郎著] ゆまに書房 292.2||Ki||40 220001977

19 「偉大なる後進国」アメリカ 菅谷洋司著 現代書館 302.53||Su 220002176

20
民主主義の非西洋起源について : 「あいだ」の空間の民主
主義

デヴィッド・グレー
バー著/片岡大右訳

以文社 311.7||Gr 220002082

21 地方議会改革の進め方 木下健, 加藤洋平著 八千代出版 318.4||Ki 220001976

22 神山進化論 : 人口減少を可能性に変えるまちづくり 神田誠司著 学芸出版社 318.6||Ka 220002314

23 地方自治 新版 (ホーンブック)
礒崎初仁, 金井利之, 伊
藤正次共著

北樹出版 318||Is 220002024

24 歴史のなかのドイツ外交
板橋拓己, 妹尾哲志編
著/飯田洋介 [ほか] 著

吉田書店 319.34||Re 220002008

25 核軍縮は可能か (Shinzansha booklet) 黒澤満著 信山社 319.8||Ku 220002237

26 日本憲法史 (講談社学術文庫:[2599]) 大石眞 [著] 講談社 323.12||Oi 220002116

27 憲法講話 (岩波文庫:白(34)-032-1) 美濃部達吉著 岩波書店 323.13||Mi 220002018

28
グローバル・バリューチェーン : 新・南北問題へのまなざ
し

猪俣哲史著
日本経済新聞出
版社

333.6||In 220002081

29
人口移動の経済学 : 人口流出の深層 (静岡大学人文社会科
学部叢書:No.68)

山下隆之編著 晃洋書房 334.3154||Ji 220002022

30
ここで差がつくビジネスマニュアル(日本語版) : 覚えよ
う、日本で働くための基礎知識 (ビッグバードのベスト
ブックス) (ベストセレクトBB)

NMR経営実務研究会著 ベストブック 336.47||Ko 220002184

31 留学生・日本で働く人のためのビジネスマナーとルール
武田聡子, 長崎清美著/

日本語教育研究所編

日本能率協会マ
ネジメントセン
ター

336.47||Ta 220002183

32
仮想通貨vs.中央銀行 : 「デジタル通貨」の次なる覇者 (ア
フター・ビットコイン:2)

中島真志著 新潮社 338||Na 220001912

33 60分でわかる!キャッシュレス決済最前線
キャッシュレス研究会
著

技術評論社 338||Ro 220002127

34 コミュニティ事典 伊藤守 [ほか] 編 春風社 361.7||Ko 220002210

35
ヒルビリー・エレジー : アメリカの繁栄から取り残された
白人たち

J.D.ヴァンス著/関根光
宏, 山田文訳

光文社 361.85||Va 220001927

36
質的研究のための「インター・ビュー」 (SAGE質的研究
キット:2)

スタイナー・クヴァー
ル著/能智正博, 徳田治
子訳

新曜社 361.9||Sa||2 220001966

37 ふれる社会学
ケイン樹里安, 上原健
太郎編著

北樹出版 361||Fu 220002023

38
障害者はどう生きてきたか : 戦前・戦後障害者運動史 増補
改訂版

杉本章著 現代書館 369.27||Su 220001946
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39 自然災害へのそなえ : マイマップづくりのススメ
防災・減災サポートセ
ンター編著

文芸社 369.3||Sh 220002322

40 ハザードマップで防災まちづくり : 命を守る防災への挑戦 片田敏孝著 東京法令出版 369.3||Ta 220001969

41 少しだけ「政治」を考えよう! : 若者が変える社会
島村輝, 小ケ谷千穂, 渡
辺信二編著

松柏社 371.6||Su 220002177

42
スマホとPCで見るはじめてのGIS : 「地理総合」でGISを
どう使うか

時枝稜, 木村圭司著 古今書院 375.334||To 220001947

43
子どもの未来を創造する体育の「主体的・対話的で深い学
び」

鈴木直樹 [ほか]編 創文企画 375.49||Ko 220001984

44 大学ランキング 2021年版 週刊朝日編 朝日新聞社 377.03||Da||'21 220002263

45 アフリカで学ぶ文化人類学 : 民族誌がひらく世界 松本尚之 [ほか] 編 昭和堂 382.4||Af 220002269

46 媽祖と中国の民間信仰 朱天順著 平河出版社 387||Sh 220002033

47 東アジアで学ぶ文化人類学 上水流久彦 [ほか] 編 昭和堂 389.2||Hi 220002268


