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1
考古学ガイドブック : ビジュアル版 (シリーズ「遺跡を学
ぶ」:別冊05)

小野昭著 新泉社 202.5||On 221000396

2 金融が解る世界の歴史 藤田勉, 幸田博人著
金融財政事情研
究会/きんざい
(発売)

204||Fu 221000397

3 とてつもない嘘の世界史
トム・フィリップス著/

禰冝田亜希訳
河出書房新社 204||Ph 221000372

4 されど歴史 : 特集 (Rekihaku:001)
国立歴史民俗博物館
[ほか] 編

人間文化研究機
構国立歴史民俗
博物館/文学通信
(発売)

205||Re||1 221000398

5 いまこそ、東アジア交流史 : 特集 (Rekihaku:002)
国立歴史民俗博物館,

高田貫太, 橋本雄太編

国立歴史民俗博
物館/文学通信
(発売)

205||Re||2 221000399

6
記憶と慣行の西洋古代史 : エジプトからローマまで (同志
社大学人文科学研究所研究叢書:59)

中井義明, 堀井優編著 ミネルヴァ書房 209.3||Ki 221000408

7 「宗教」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 221000563

8 シルクロード世界史 (講談社選書メチエ:733) 森安孝夫著 講談社 220||Mo 221000400

9 一冊でわかる中国史 (世界と日本がわかる国ぐにの歴史) 岡本隆司監修 河出書房新社 222.01||Is 221000387

10 教養としての「中国史」の読み方 岡本隆司著

PHPエディター
ズ・グループ
/PHP研究所 (発
売)

222||Ok 221000401

11 教養の東南アジア現代史 川中豪, 川村晃一編著 ミネルヴァ書房 223||Ky 221000402

12 一冊でわかるインド史 (世界と日本がわかる国ぐにの歴史) 水島司監修 河出書房新社 225||Is 221000403

13 美術でめぐる西洋史年表 池上英洋, 青野尚子著 新星出版社 230||Ik 221000407

14
一冊でわかるスペイン史 (世界と日本がわかる国ぐにの歴
史)

永田智成, 久木正雄編
著

河出書房新社 236||Na 221000385

15 一冊でわかるロシア史 (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 238||Se 221000386

16
おもしろ雑学世界地図のすごい読み方 (知的生きかた文庫:

ら2-15)
ライフサイエンス著 三笠書房 290.4||Om 221000404

17 教養としての日本地理 浅井建爾著 エクスナレッジ 291.04||As 221000562

18 2020-2030アメリカ大分断 : 危機の地政学
ジョージ・フリードマ
ン著/濱野大道訳

早川書房 302.53||Fr 221000311

19
世界の今を読み解く「政治思想マトリックス」 : ニュース
の「疑問」が、ひと目でわかる座標軸

茂木誠著 PHP研究所 311||Mo 221000413

20
武器としての政治思想 : リベラル・左派ポピュリズム・公
正なグローバリズム

大井赤亥著 青土社 312.1||Oi 221000412

21 地政学世界地図 : 超約国際問題33の論点
バティスト・コルナバ
ス著/倉嶋雅人, 清水珠
代, 田辺希久子訳

東京書籍 312.9||Co 221000312

22 日本の地政学 : 日本が戦勝国になる方法 北野幸伯著
扶桑社 : 育鵬社/

扶桑社 (発売)
312.9||Ki 221000418

23 マンガでわかる地政学 改訂版
武楽清, サイドランチ
マンガ

池田書店 312.9||Ma 221000310

24
これって個人情報なの?意外と知らない実務の疑問 : 2020

年改正対応! 第2版
稲葉一人, 阿部晋也共
著

税務研究会出版
局

316.1||In 221000411

25
データプライバシーの国際政治 : 越境データをめぐる対立
と協調

須田祐子著 勁草書房 316.1||Su 221000410

26 法とジャーナリズム 第4版 山田健太著 勁草書房 316.1||Ya 221000598

27
ブラック・ライヴズ・マター回想録 : テロリストと呼ばれ
て

パトリース・カーン=

カラーズ, アーシャ・
バンデリ著/ワゴナー理
恵子訳

青土社 316.853||Kh 221000409

28
日本人が知るべき東アジアの地政学 : 2025年韓国はなく
なっている

茂木誠著 悟空出版 319.2||Mo 221000415
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29 アフターコロナ時代の米中関係と世界秩序 (U.P.plus) 川島真, 森聡編 東京大学出版会 319.53022||Af 221000417

30 「米中激突」の地政学 茂木誠著 ワック 319.53022||Mo 221000414

31 超地政学で読み解く!激動の世界情勢タブーの地図帳 黒井文太郎著 宝島社 319||Ku 221000416

32 知って楽しい世界の憲法 西修著 海竜社 323.01||Ni 221000599

33
16歳からのはじめてのゲーム理論 : "世の中の意思決定"を
解き明かす6.5個の物語

鎌田雄一郎著 ダイヤモンド社 331.19||Ka 221000391

34
開発協力のつくられ方 : 自立と依存の生態史 (シリーズ
「日本の開発協力史を問いなおす」:7)

佐藤仁著 東京大学出版会 333.8||Sa 221000594

35 最短突破情報セキュリティ初級認定試験公式テキスト 五十嵐聡著 技術評論社 336.17||Ig 221000338

36
心理的安全性のつくりかた : 「心理的柔軟性」が困難を乗
り越えるチームに変える

石井遼介著
日本能率協会マ
ネジメントセン
ター

336.3||Is 221000394

37 他者と働く : 「わかりあえなさ」から始める組織論 宇田川元一著
ニューズピック
ス

336.3||Ud 221000393

38
AI人材の育て方 : 先端IT人材の確保がビジネス成長のカギ
を握る

孝忠大輔著 翔泳社 336.57||Ko 221000348

39
UiPath実用入門 : ロボットにまかせて業務を自動化!仕事が
はかどるRPA使いこなし術

奥井康弘著 技術評論社 336.57||Ok 221000336

40
[フランス発]美の研究 : 人は見た目で得をする (フェニック
スシリーズ:120)

ジャン=フランソワ・
マルミオン編著/金丸啓
子訳

パンローリング 361.4||Fu 221000378

41 超トーク力 : 心を操る話し方の科学 メンタリストDaiGo著
CCCメディアハ
ウス

361.454||Da 221000587

42 よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑 大野萌子著 サンマーク出版 361.454||On 221000585

43 社会学的思考力 : 大学の授業で学んでほしいこと 井上孝夫著 新曜社 361||In 221000586

44 途上国の産業人材育成 : SDGs時代の知識と技能 山田肖子, 大野泉編著 日本評論社 366.29||Ya 221000510

45 わたしたちが沈黙させられるいくつかの問い
レベッカ・ソルニット
著/ハーン小路恭子訳

左右社 367.1||So 221000382

46 僕とぼく : 妹の命が奪われた「あの日」から 川名壮志著 新潮社 368.7||Ka 221000406

47 謝るなら、いつでもおいで 川名壮志著 集英社 368.71||Ka 221000405

48 災害から家族と自分を守る「災害心理」の基礎知識 野上達也著
セルバ出版/三省
堂書店 : 創英社
(発売)

369.3||No 221000567

49 学びの本質を解きほぐす 池田賢市著 新泉社 370.4||Ik 221000591

50
よくわかる英語教育学 (やわらかアカデミズム・「わか
る」シリーズ)

鳥飼玖美子 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 375.893||Yo 221000380

51 AI時代の大学と社会 : アメリカでの学長経験から 古井貞煕著
丸善プラネット/

丸善出版 (発売)
377.04||Fu 221000589

52 量子物理学 (放送大学教材:1569384-1-2111)
松井哲男, 岸根順一郎
編著

放送大学教育振
興会

377.08||Ho||1569384221000432

53
東京大学のアクティブラーニング : 教室・オンラインでの
授業実施と支援

東京大学教養教育高度
化機構アクティブラー
ニング部門編

東京大学出版会 377.15||To 221000593

54
考える力を高めるキャリアデザイン入門 : なぜ大学で学ぶ
のか

藤村博之編 有斐閣 377.9||Ka 221000592

55 地元を再発見する!手書き地図のつくり方
手書き地図推進委員会
編著

学芸出版社 379||Ji 221000450

56 知らないと損をする男の礼儀作法 (SB新書:547) 諏内えみ著
SBクリエイティ
ブ

385.9||Su 221000327

57
365日、暮らしのこよみ : 日本の四季と花鳥風月を愛でる :

二十四節気・七十二候・年中行事
井上象英著 学研プラス 386.1||In 221000446

58
絵解き江戸の暮らしと二十四節気 (出版芸術ライブラ
リー:011)

土屋ゆふ著 出版芸術社 386.1361||Ts 221000564

59 チベットの昔話
アルバート・L.シェル
トン著/西村正身訳

青土社 388.229||Sh 221000371


