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タイトル 著者 出版社 所在 請求記号

1
日本の最も美しい図書館 = BEAUTIFUL
LIBRARY OF JAPAN

立野井一恵 文 エクスナレッジ
図書館一般図書 012/N71

2 本棚の歴史
 ヘンリー・ペトロスキー 著

池田栄一 訳
白水社

図書館一般図書 012/P46

3 哲学の道具箱
ジュリアン・バッジーニ,

 ピーター・フォスル 著
長滝祥司, 廣瀬覚 訳

共立出版
図書館一般図書 116/B14

4 心理学
鹿取廣人, 杉本敏夫, 鳥居修
晃 編

東京大学出版会
図書館一般図書 140/Sh69t

5 大学4年間の宗教学が10時間でざっと学べる 島薗進 著 KADOKAWA 図書館一般図書 161/Sh45

6
となりのイスラム : 世界の3人に1人がイスラム
教徒になる時代

内藤正典 著 ミシマ社
図書館一般図書 167/N29

7
なぜ秀吉はバテレンを追放したのか : 世界遺産
「潜伏キリシタン」の真実

三浦小太郎 著 ハート出版
図書館一般図書 190.2/Mi67

8 歴史を変えた100冊の本
スコット・クリスチャンソ

 ン, コリン・ソルター 著
藤村奈緒美 訳

エクスナレッジ
図書館一般図書 201/C58

9
一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 :
公立高校教師YouTuberが書いた

山﨑圭一 著 SBクリエイ
ティブ

図書館一般図書 209/Y43

10 中世の都市 : 史料の魅力、日本とヨーロッパ 高橋慎一朗, 千葉敏之 編 東京大学出版会 図書館一般図書 209.4/C67

11 日本城郭史 齋藤慎一, 向井一雄 著 吉川弘文館 図書館一般図書 211/Sa25

12 国書がむすぶ外交 松方冬子 編 東京大学出版会 図書館一般図書 211.8/Ko53

13 日本中世の異文化接触 村井章介 著 東京大学出版会 図書館一般図書 214/Mu41

14 中近世山村の生業と社会 白水智 著 吉川弘文館 図書館一般図書 214/Sh89

15 戦国期細川権力の研究 馬部隆弘 著 吉川弘文館 図書館一般図書 214.6/B12

16 楽市楽座令の研究 長澤伸樹 著 思文閣出版 図書館一般図書 214.7/N22

17 戦国合戦〈大敗〉の歴史学 黒嶋敏 編 山川出版社 図書館一般図書 214.7/Se64

18 平成史 小熊英二 編著 河出書房新社 図書館一般図書 217.7/H51

19 由緒・偽文書と地域社会 : 北河内を中心に 馬部隆弘 著 勉誠出版 図書館一般図書 219.63/B12

20 近世駆込寺と紛争解決 佐藤孝之 著 吉川弘文館 図書館一般図書 255/Sa85

21
海のリテラシー : 北大西洋海域の「海民」の世
界史

田中きく代, 阿河雄二郎, 金
澤周作 編著

創元社
図書館一般図書 299/U74

22
日本まるごとQ&A = Everything You Should
Know about Japan

 安部直文 著
マイケル・ブレーズ 訳

IBCパブリッシ
ング

図書館一般図書 302.1/A12

23 リーガル・リサーチ = LEGAL RESEARCH
いしかわまりこ, 藤井康子,

 村井のり子 著
指宿信, 齊藤正彰 監修

日本評論社
図書館一般図書 320.7/I76nih

24 現代法学を学ぶ人のために 中川淳 編 世界思想社 図書館一般図書 321/G34

25 憲法を学問する
樋口陽一, 石川健治, 蟻川恒
正, 宍戸常寿, 木村草太 著

有斐閣
図書館一般図書 323/Ke51

26 あなたも明日は裁判員!? 飯考行, 裁判員ラウンジ 編 日本評論社 図書館一般図書 327/I26

27
プレゼン資料のデザイン図鑑 = Making perfect
presentation materials

前田鎌利 著 ダイヤモンド社
図書館一般図書 336.4/Ma26



28
最新ビジネスマナーと今さら聞けない仕事の超
基本 : ビジュアル版

 宮本ゆみ子 著
石川和男 監修

朝日新聞出版
図書館一般図書 336.4/Mi77

29
会計の世界史 = World History of Accounting &
Finance : イタリア、イギリス、アメリカ-500
年の物語

田中靖浩 著 日本経済新聞出
版社 図書館一般図書 336.9/Ta84

30
文化の実践、文化の研究 : 増殖するカルチュラ
ル・スタディーズ

伊藤守 編 せりか書房
図書館一般図書 361.6/B89

31
日本人が誤解される100の言動 : 国際交流やビジ
ネスで日本を再生するヒント

山久瀬洋二 著 IBCパブリッシ
ング

図書館一般図書 361.6/Y29

32
アメリカの恩寵 : 宗教は社会をいかに分かち、
結びつけるのか

ロバート・D・パットナム,
デヴィッド・E・キャンベル

 著

柏書房
図書館一般図書 362/P98

33 頑張りすぎるあなたのための会社を休む練習
志村和久 著 イースト・プレ

ス
図書館一般図書 366/Sh56

34
女性雑誌とファッションの歴史社会学 : ビジュ
アル・ファッション誌の成立

坂本佳鶴恵 著 新曜社
図書館本学教員著作 367.2/Sa32

35
サバンナのジェンダー : 西アフリカ農村経済の
民族誌

友松夕香 著 明石書店
図書館一般図書 367.2/To62

36
科学の女性差別とたたかう : 脳科学から人類の
進化史まで

 アンジェラ・サイニー 著
東郷えりか 訳

作品社
図書館一般図書 367.6/Sa22

37 しあわせになるための「福島差別」論
池田香代子, 開沼博, 児玉一
八,ほか 著

かもがわ出版
図書館一般図書 369/Sh15

38 データから考える教師の働き方入門
 辻和洋, 町支大祐 編著

中原淳 監修
毎日新聞出版

図書館一般図書 374/D65

39
大学職員のグランドデザイン : 人口減少、AIの
時代を生き抜く大学職員

上杉道世 著  学校経理研究会
霞出版社

図書館一般図書 377.1/U47

40 アイヌ民族の歴史 榎森進 著 草風館 図書館一般図書 382/E54

41
マリー・アントワネットは何を食べていたのか :
ヴェルサイユの食卓と生活

ピエール=イヴ・ボルペー
 ル 著

ダコスタ吉村花子 訳

原書房
図書館一般図書 383/B31

42
世界の故事名言ことわざ : 総解説 : 知りたい言
葉の由来をよむ知識を育むことば事典

江川卓 他著 自由国民社
図書館参考図書 388R/Se22

43 文化人類学の思考法
松村圭一郎, 中川理, 石井美
保 編

世界思想社
図書館一般図書 389/B89

44 若い読者のための『種の起源』 : 入門生物学
 チャールズ・ダーウィン 著
 レベッカ・ステフォフ 編著

鳥見真生 訳

あすなろ書房
図書館一般図書 467/D42

45
鳥頭なんて誰が言った? : 動物の「知能」にかん
する大いなる誤解

 エマニュエル・プイドバ 著
松永りえ 訳

早川書房
図書館一般図書 481.7/P86

46
美しき免疫の力 : 人体の動的ネットワークを解
き明かす

ダニエル・M・デイヴィス
 著

NHK出版
図書館一般図書 491.8/D46

47 知的財産法 = Intellectual Property Law 角田政芳, 辰巳直彦 著 有斐閣 図書館一般図書 507/Su58

48
建築史への挑戦 : 住居から都市、そしてテリ
トーリオへ

陣内秀信, 高村雅彦 編著 鹿島出版会
図書館一般図書 519/Ke41

49
江戸・東京の都市史 : 近代移行期の都市・建
築・社会

松山恵 著 東京大学出版会
図書館一般図書 519/Ma91

50 水系都市京都 : 水インフラと都市拡張 小野芳朗 編著 思文閣出版 図書館一般図書 519/O67

51 グーグルが消える日
 ジョージ・ギルダー 著

武田玲子 訳
SBクリエイ
ティブ

図書館一般図書 549/G44

52 観光の地理学 = Geography of Tourism 立命館大学地理学教室 編 文理閣 図書館一般図書 688/R48



53 世界遺産学への招待 安江則子 編著 法律文化社 図書館一般図書 709/Y62

54 武器になる知的教養西洋美術鑑賞 秋元雄史 著 大和書房 図書館一般図書 720/A35

55 絵を見る技術 : 名画の構造を読み解く 秋田麻早子 著 朝日出版社 図書館一般図書 720/A37

56
変貌する時代のなかの歌舞伎 : 幕末・明治期歌
舞伎史

日置貴之 著 笠間書院
図書館一般図書 774/H62

57 らくご動物園 相羽秋夫 著 東方出版 図書館一般図書 779/A22

58
ディスコース分析の実践 : メディアが作る「現
実」を明らかにする

 石上文正, 高木佐知子 編著
稲永知世, 相田洋明, 冨成絢
子, 仲西恭子 著

くろしお出版
図書館一般図書 801/D53

59
ディスコースを分析する : 社会研究のためのテ
クスト分析

 ノーマン・フェアクラフ 著
日本メディア英語学会メ
ディア英語談話分析研究分

くろしお出版
図書館一般図書 801/F12

60 本にまつわる世界のことば

温又柔, 斎藤真理子, 中村菜
穂, 藤井光, 藤野可織, 松田青

 子, 宮下遼 著
長崎訓子 絵

創元社

図書館一般図書 804/H85

61 粋なことばの教科書 森永浩樹 著 自由国民社 図書館一般図書 814/Mo57

62 形容詞を使わない大人の文章表現力 石黒圭 著 日本実業出版社 図書館一般図書 816/I73

63 書くための勇気 : 「見方」が変わる文章術 川崎昌平 著 晶文社 図書館一般図書 816/Ka97

64
レストラン・お店で使う英中韓3か国語きほん接
客フレーズ

西蔭浩子, 田村雅昭, 平石淑
子, 孔令敬, 権在淑 著

研究社
図書館一般図書 827/R28

65 英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史 堀田隆一 著 研究社 図書館一般図書 830.2/H96

66
日本語が英語と出会うとき : 日本語と英和・和
英辞書の百五十年

今野真二 著 研究社
図書館一般図書 833/Ko75

67 日英ことわざ文化事典

 山田雅重 著
 亀田尚己 編集協力

ライアン・スミザース 英文
校閲

丸善出版

図書館参考図書 833.4R/Y19

68
仕事で使える英文法 = BASIC ENGLISH
GRAMMAR FOR BUSINESS PURPOSES

佐藤洋一, スティーブン・ス
モーリー 共著

コスモピア
図書館一般図書 835/Sa85

69
ビジネスeメール英語表現事典 = DICTIONARY
OF BUSINESS EMAIL EXPRESSIONS

KevinKyung 著 IBCパブリッシ
ング

図書館一般図書 836/Ky8

70 世界の文豪の家
阿部公彦, 阿部賢一, 楯岡求
美, 平山令二 監修

エクスナレッジ
図書館一般図書 902/Se22

71 大人に贈る子どもの文学 猪熊葉子 著 岩波書店 図書館一般図書 909/I56

72
「ふつうのおんなの子」のちから : 子どもの本
から学んだこと

中村桂子 著 集英社クリエイ
ティブ

図書館一般図書 909/N37

73 文豪の家 高橋敏夫, 田村景子 監修 エクスナレッジ 図書館一般図書 910.2/B89

74 もう一度読みたい教科書の泣ける名作 再び 学研教育出版 編 学研教育出版 図書館一般図書 910.2/Mo18/1

75 もう一度読みたい教科書の泣ける名作 再び 学研教育出版 編 学研教育出版 図書館一般図書 910.2/Mo18/2

76 はじめて楽しむ万葉集 上野誠 [著] 角川学芸出版 図書館一般図書 911.12/U45


