
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
グローバルヒストリーから考える新しい大学歴史教育 : 日
本史と世界史のあいだで (阪大リーブル:072)

秋田茂, 桃木至朗編著 大阪大学出版会 204||Gu 221000694

2 オリエント古代の探求 : 日本人研究者が行く最前線
前田耕作 [ほか] 著/清
岡央聞き手・編

中央公論新社 209.33||Or 221000670

3 第二次欧洲大戦前史と緒戦 : 外交・思潮・人物像 清沢洌著 書肆心水 209.74||Ki 221000882

4 世界を変えた100のスピーチ 上
コリン・ソルター著/大
間知知子訳

原書房 209||Sa||1 221000695

5 世界を変えた100のスピーチ 下
コリン・ソルター著/大
間知知子訳

原書房 209||Sa||2 221000696

6
日本史「今日は何の日」事典 : 367日+360日・西暦換算併
記

吉川弘文館編集部編 吉川弘文館 210.04||Ni 221000697

7 日本史の賢問愚問 中里裕司編 山川出版社 210.1||Ni 221000780

8 聖徳太子は長屋王である : 冤罪「王の変」と再建法隆寺 木村勲著 国書刊行会 210.35||Ki 221000772

9 大学で学ぶ東北の歴史
東北学院大学文学部歴
史学科編

吉川弘文館 212||Da 221000698

10 武蔵の武士団 : その成立と故地を探る (読みなおす日本史) 安田元久著 吉川弘文館 213.4||Ya 221000699

11
交通・情報となりわい : 甲斐がつないだ道と馬 (新しい古
代史へ:3)

平川南著 吉川弘文館 215.1||Hi||3 221000700

12 検証奈良の古代仏教遺跡 : 飛鳥・白鳳寺院の造営と氏族 小笠原好彦著 吉川弘文館 216.5||Og 221000701

13
祖谷山舊記・忌部神・予章記考 : 四国の近世社会からみた
中世・古代

丸山幸彦著 溪水社 218||Ma 221000702

14 沖縄戦の子どもたち (歴史文化ライブラリー:526) 川満彰著 吉川弘文館 219.9||Ka 221000703

15 池上彰のまんがでわかる現代史 欧米
池上彰著/鍋田吉郎シナ
リオ/松原裕美まんが

小学館 230.7||Ik 221000797

16
ドイツ市民社会の史的展開 (現代ドイツへの視座 : 歴史学
的アプローチ:3. Neue Forschungen zur deutschen

Zeitgeschichte)

石田勇治 [ほか] 編 勉誠出版 234.05||Do 221000880

17 1日1ページ、365日で世界一周 : オールカラー 井田仁康監修 成美堂出版 290.4||Ic 221000884

18 k.m.p.の、旅したくてぐるぐる。
k.m.p.著・ブックデザ
イン

東京書籍 290.9||Km 221000886

19 ナラの世界へ : 子猫とふたり旅自転車で世界一周
ディーン・ニコルソン
著/山名弓子訳

K&Bパブリッ
シャーズ

290.9||Ni 221000885

20
市町村名のつくり方 : 明治・昭和・平成の大合併で激変し
た日本地図

今尾恵介著 日本加除出版 291.0189||Im 221000763

21 古地図で楽しむ富士山 (爽books) 大高康正編著 風媒社 291.51||Ot 221000761

22 酔いの文化史 : 儀礼から病まで (アジア遊学:250) 伊藤信博編 勉誠出版 302.2||Yo 221000771

23 これからのインド : 変貌する現代世界とモディ政権
堀本武功, 村山真弓, 三
輪博樹編

東京大学出版会 302.25||Ko 221000630

24
よくわかる政治思想 (やわらかアカデミズム・「わかる」
シリーズ)

野口雅弘, 山本圭, 高山
裕二編著

ミネルヴァ書房 311||Yo 221000629

25
「地政学」は殺傷力のある武器である。 (NEW CLASSIC

LIBRARY)
兵頭二十八著 徳間書店 312.9||Hy 221000791

26 むずかしい天皇制 大澤真幸, 木村草太著 晶文社 313.61||Os 221000618

27 インターネットとヘイトスピーチ : 法と言語の視点から
中川慎二, 河村克俊, 金
尚均編著

明石書店 316.81||In 221000631

28 ヘイト・スピーチと地方自治体 : 共犯にならないために 前田朗著 三一書房 316.81||Ma 221000632

29
ブラック・ライブズ・スタディーズ : BLM運動を知る15の
クリティカル・エッセイ

山本伸, 西垣内磨留美,

馬場聡編著/N・Y・ナ
シリ [ほか] 著

三月社 316.853||Br 221000633

30 命の価値 : 規制国家に人間味を
キャス・サンスティー
ン著/山形浩生訳

勁草書房 317.953||Su 221000807

31
地方創生×SDGs×ESG投資 : 市場規模から見た実践戦略で
甦る地方自治体と日本

赤川彰彦著 学陽書房 318.6||Ak 221000889

32 過疎に打ち克つ : 先進的な少数社会をめざして 宮口侗廸著 原書房 318.6||Mi 221000628

学生用社会系図書新着リスト(8月)
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33 泉佐野市とふるさと納税の真実 中道達也著
幻冬舎メディア
コンサルティン
グ/幻冬舎(発売)

318.6||Na 221000804

34
SDGsを実現するまちづくり : 持続可能な地域創生 : 暮ら
しやすい地域であるためには

山口幹幸, 高見沢実, 牧
瀬稔編著

プログレス 318.6||Sd 221000624

35
SDGs×自治体実践ガイドブック : 現場で活かせる知識と手
法

高木超著 学芸出版社 318.6||Ta 221000625

36
自治のどこに問題があるのか : 実学の地方自治論 (シリー
ズ政治の現在)

野田遊著 日本経済評論社 318||No 221000888

37 赤い日本 (産経セレクト:S-023) 櫻井よしこ著
産経新聞出版/日
本工業新聞社 (発
売)

319.1022||Sa 221000881

38 中国が抱える9つの国際問題 宮家邦彦著
ビジネス教育出
版社

319.22||Mi 221000627

39 〈教養〉としての国際問題入門 島村直幸著 一藝社 319||Sh 221000626

40 裁判官のつぶやき 門口正人著 法曹会 327.14||Mo 221000835

41
グロティウス『戦争と平和の法』の思想史的研究 : 自然権
と理性を行使する者たちの社会 (Minerva人文・社会科学叢
書:249)

山内進著 ミネルヴァ書房 329||Ya 221000688

42 財政赤字の神話 : MMTと国民のための経済の誕生
ステファニー・ケルト
ン著/土方奈美訳

早川書房 331||Ke 221000808

43
国際協力アクティブ・ラーニング : ワークでつかむグロー
バルキャリア

佐原隆幸, 徳永達己著 弘文堂 333.8||Sa 221000822

44
国際協力アクティブ・ラーニング : ワークでつかむグロー
バルキャリア

佐原隆幸, 徳永達己著 弘文堂 333.8||Sa 221000823

45
日本型開発協力の形成 (シリーズ「日本の開発協力史を問
いなおす」:1. 政策史:1:1980年代まで)

東京大学出版会 333.8||Sh||1 221000828

46
インフラ協力の歩み : 自助努力支援というメッセージ (シ
リーズ「日本の開発協力史を問いなおす」:5)

山田順一著 東京大学出版会 333.8||Sh||5 221000829

47 渋沢栄一『論語と算盤』 (NHKテキスト. 100分de名著)
守屋淳著/日本放送協
会, NHK出版編集

NHK出版 335.13||Mo 221000665

48
「個人データ」ビジネス利用の極意 : utilize personal data

on business
福本洋一著 商事法務 336.17||Fu 221000830

49 イノベーション実現の条件
内海京久, 橘川武郎編
著

文眞堂 336.17||In 221000832

50 誰のためのテレワーク? : 近未来社会の働き方と法 大内伸哉著 明石書店 336.4||Ou 221000826

51 「影響言語」で人を動かす 増補改訂版
シェリー・ローズ・
シャーベイ著/本山晶子
訳

実務教育出版 336.49||Ch 221000833

52 クソみたいな仕事から抜け出す49の秘訣
ジョフリー・ジェーム
ズ著/山本真麻訳

双葉社 336.49||Ja 221000834

53
ダマすプレゼンのしくみ : 数値・グラフ・話術・構成に隠
された欺く手法とその見破り方

kanata著 翔泳社 336.49||Ka 221000824

54 ブレーン秘書の理論と実務 徳永彩子著 学文社 336.5||To 221000825

55
ビジネス文書の基礎技術 : 実例でわかる「伝わる文章」の
しくみ

石黒圭, 熊野健志編 ひつじ書房 336.55||Bi 221000922

56
経営管理システムをデザインする : 中小企業における管理
会計実践の分析 (牧誠財団研究叢書:14)

飛田努著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング (発
売)

336.84||To 221000827

57 AI経営のリスクマネジメント 寺嶋正尚編著

日経BP日本経済
新聞出版本部/日
経BPマーケティ
ング (発売)

336||Te 221000831

58
猫組長と西原理恵子のネコノミクス宣言 : コロナ後の幸福
論

猫組長著/西原理恵子著 扶桑社 338.1||Ne 221000795

59 税金のホント : 知ったかぶり厳禁 近藤雅人著 日本法令 345||Ko 221000805

60
桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか? : 日本の昔話で
身につく税の基本

高橋創, 井上マサキ著 ダイヤモンド社 345||Ta 221000806

61 新型コロナ対策と自治体財政 : 緊急アンケートから考える 平岡和久, 森裕之著 自治体研究社 349.41||Hi 221000915

62
グラフのウソを見破る技術 : マイアミ大学ビジュアル・
ジャーナリズム講座

アルベルト・カイロ著/

薮井真澄訳
ダイヤモンド社 350.1||Ca 221000801

63 レジの行列が早く進むのは、どっち!? : はじめての統計学 サトウマイ著 総合法令出版 350.1||Sa 221000803
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64 絵で見る統計 : 世界の国ぐに
ミレイア・トリウス文/

ジョアナ・カザルス絵/

宇野和美訳/中山映訳
あすなろ書房 350.9||Tr 221000802

65
あなたにもある無意識の偏見 : アンコンシャスバイアス
(KAWADE夢新書:S426)

北村英哉著 河出書房新社 361.4||Ki 221000682

66 悪者図鑑 : なぜ、「悪者」はいなくならないのか トキワエイスケ著 自由国民社 361.4||To 221000799

67 メディア論の地層 : 1970大阪万博から2020東京五輪まで 飯田豊著 勁草書房 361.453||Id 221001017

68
メディア・リテラシー論 : ソーシャルメディア時代のメ
ディア教育 改訂版

中橋雄著 北樹出版 361.453||Na 221000919

69 ストレス0の雑談 : 「人と話すのが疲れる」がなくなる 井上智介著
SBクリエイティ
ブ

361.454||In 221000796

70
学生のためのワークルール入門 : アルバイト・インターン
シップ・就活でトラブルにならないために 第3版

道幸哲也, 淺野高宏, 職
場の権利教育ネット
ワーク編著/上田絵理
[ほか] 著

旬報社 366.14||Ga 221000794

71 これ一冊でぜんぶわかる!労働基準法 2021-2022年版
今井慎, 新井将司, 浅野
育美監修

ナツメ社 366.15||Ko 221000792

72 こんな仕事があったのか (Magazine House mook) [マガジンハウス] 366.29||Ko 221000793

73
命と絆は守れるか? : 震災・貧困・自殺からDVまで (連続
授業)

宇都宮健児, 浅見昇吾,

稲葉剛編
三省堂 368||In 221000798

74
アニメに学ぶ心理学 : 『千と千尋の神隠し』を読む 増補改
訂版 (言視books)

愛甲修子著 言視舎 371.45||Ai 221000667

75
学校の枠をはずした : 東京大学「異才発掘プロジェクト」
の実験、凸凹な子どもたちへの50のミッション

東京大学先端科学技術
研究センター中邑研究
室編

どく社 371.5||Ga 221000917

76
自己評価のすすめ : 「自立」に向けた「自信」を育てる
(クレイス叢書:03)

安彦忠彦著 図書文化社 371.7||Ab 221000814

77
高精度教育ビッグデータで変わる記憶と教育の常識 : マイ
クロステップ・スケジューリングによる知識習得の効率化

寺澤孝文編著 風間書房 371.7||Te 221000813

78 小学校教師を辞めて、世界の学校を回ってみた 細貝駿著
セルバ出版/三省
堂書店(発売)/創
英社(発売)

372||Ho 221000812

79
「問う力」を育てる理論と実践 : 問い・質問・発問の活用
の仕方を探る

小山義徳, 道田泰司編 ひつじ書房 375.1||To 221000920

80 教育工学への招待 : 教育の問題解決の方法論 改訂新版 赤堀侃司著 ジャムハウス 375.11||Ak 221000810

81
あらためて、ライティングの高大接続 : 多様化する新入
生、応じる大学教師

春日美穂 [ほか] 著 ひつじ書房 375.86||Ar 221000668

82 英語でビブリオバトル実践集
木村修平, 近藤雪絵編
著

子どもの未来社 375.893||Ei 221000817

83
子どもとかかわる人のための心理学 : 保育の心理学,子ども
家庭支援の心理学,子どもの理解と援助への扉

沼山博, 三浦主博編著 萌文書林 376.1||Ko 221000762

84
オンライン授業で大学が変わる : コロナ禍で生まれた「教
育」インフレーション

堀和世著 大空出版 377.15||Ho 221000818

85 大学生のための教科書
大学生のための教科書
編集委員会編著

東京書籍 377.9||Da 221000815

86
内定力 : 自己PRエントリーシート面接対策etcこの一冊で
ライバルに圧倒的差がつく!

光城悠人著
すばる舎リン
ケージ/すばる舎
(発売)

377.9||Mi 221000809

87
社会人になるためのキャリア情報リテラシー  : 社会人の心
得・スキル、就職活動、ライフプラン

柴岡信一郎監著/岩田諭
[ほか] 著

技術評論社 377.9||Sh 221000811

88
TRICK : スティーブ・ジョブズを教えYouTube CEOを育て
たシリコンバレーのゴッドマザーによる世界一の教育法

エスター・ウォジス
キー著/関美和訳

文藝春秋 379.9||Wo 221000918

89 昆虫食文化事典 新訂普及版 三橋淳著 八坂書房 383.8||Mi 221000839

90 スーパーフード!昆虫食最強ナビ (タツミムック) ムシモアゼルギリコ著 辰巳出版 383.8||Mu 221000820

91 失われゆく仕事の図鑑
永井良和, 高野光平他
著

グラフィック社 384.3||Us 221000921

92 成人式とは何か (岩波ブックレット:No.1035) 田中治彦著 岩波書店 385.3||Ta 221000819

93 「死」の文化史 : 図説
マイケル・ケリガン著/

廣幡晴菜, 酒井章文訳
原書房 385.6||Ke 221000769

94 英語で伝える日本のマナー : 外国人とわかりあうために 小笠原敬承斎著 淡交社 385.9||Og 221000821
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95 日本疫病図説 : 絵に込められた病魔退散の祈り 畑中章宏著 笠間書院 387||Ha 221000779

96 日本災い伝承譚 大島廣志編
アーツアンドク
ラフツ

388.1||Ni 221000916

97
たぶん一生使わない?異国のことわざ111 (イースト新書
Q:Q073)

時田昌瑞著/伊藤ハムス
ターイラスト

イースト・プレ
ス

388.8||To 221000862


