
 
  6月の新着図書



タイトル 編著者名 出版者 請求記号

文庫・新書

1 悪党・ヤクザ・ナショナリスト : 近代日本の暴力政治 (朝日選書:997)
エイコ・マルコ・シナワ著/藤
田美菜子訳

朝日新聞出版 080/A82/997

2 サロメ (文春文庫:[は-40-4]) 原田マハ著 文藝春秋 080/B89/は40-4

3 この文化部がすごい : 部活魂! (ちくまプリマー新書:352) 読売中高生新聞編集室著 筑摩書房 080/C44/352

4
はずれ者が進化をつくる : 生きものをめぐる個性の秘密 (ちくまプリ
マー新書:353)

稲垣栄洋著 筑摩書房 080/C44/353

5 「居場所」のない男、「時間」がない女 (ちくま文庫:[み35-1]) 水無田気流著 筑摩書房 080/C44/み-35-1

6
白人ナショナリズム : アメリカを揺るがす「文化的反動」 (中公新
書:2591)

渡辺靖著 中央公論新社 080/C64/2591

7 戦国武将の叡智 : 人事・教養・リーダーシップ (中公新書:2593) 小和田哲男著 中央公論新社 080/C64/2593

8 マックス・ウェーバー : 近代と格闘した思想家 (中公新書:2594) 野口雅弘著 中央公論新社 080/C64/2594

9
神になった日本人 : 私たちの心の奥に潜むもの (中公新書ラク
レ:687)

小松和彦著 中央公論新社 080/C64/687

10
陸海の交錯 : 明朝の興亡 (岩波新書:新赤版 1807. シリーズ中国の
歴史:4)

檀上寛著 岩波書店 080/I95/1807

11 マックス・ヴェーバー : 主体的人間の悲喜劇 (岩波新書:新赤版 1834) 今野元著 岩波書店 080/I95/1834

12 紫外線の社会史 : 見えざる光が照らす日本 (岩波新書:新赤版 1835) 金凡性著 岩波書店 080/I95/1835

13
議会制民主主義の活かし方 : 未来を選ぶために (岩波ジュニア新
書:918)

糠塚康江著 岩波書店 080/I95/918

14 繊細すぎてしんどいあなたへ : HSP相談室 (岩波ジュニア新書:919) 串崎真志著 岩波書店 080/I95/919



15 法廷通訳人 (角川文庫:ち9-1) 丁海玉[著] KADOKAWA 080/Ka14/ち9-1

16 炎上CMでよみとくジェンダー論 (光文社新書:1068) 瀬地山角著 光文社 080/Ko14/1068

17 還暦からの底力 : 歴史・人・旅に学ぶ生き方 (講談社現代新書:2568) 出口治明著 講談社 080/Ko19/2568

18
あぶない法哲学 : 常識に盾突く思考のレッスン (講談社現代新
書:2571)

住吉雅美著 講談社 080/Ko19/2571

19 近現代史からの警告 (講談社現代新書) 保阪正康著 講談社 080/Ko19/2572

20 英語で学ぶカーネギー「人の動かし方」 (講談社現代新書) 木村和美著 講談社 080/Ko19/2573

21 「自閉症」の時代 (講談社現代新書:2574) 竹中均著 講談社 080/Ko19/2574

22 戦国大名の経済学 (講談社現代新書) 川戸貴史著 講談社 080/Ko19/2575

23 憲法問題 (講談社学術文庫:[2612]) 恒藤恭 [著] 講談社 080/Ko19/2612

24 日本の庶民仏教 (講談社学術文庫:[2613]) 五来重 [著] 講談社 080/Ko19/2613

25 武士の町大坂 : 「天下の台所」の侍たち (講談社学術文庫:[2614]) 藪田貫 [著] 講談社 080/Ko19/2614

26 ミシェル・フーコー 増補改訂 (講談社学術文庫:[2615]) 内田隆三 [著] 講談社 080/Ko19/2615

27
戦後「社会科学」の思想 : 丸山眞男から新保守主義まで (NHKブック
ス:1261)

森政稔著 NHK出版 080/N77/1261

28 哲学とは何か (NHKブックス:1262) 竹田青嗣著 NHK出版 080/N77/1262

29 コミュニケーション・ストレス : 男女のミゾを科学する (PHP新書:1222) 黒川伊保子著 PHP研究所 080/P56/1222



30 激甚気象はなぜ起こる (新潮選書) 坪木和久著 新潮社 080/Sh61/542

31 政治改革再考 : 変貌を遂げた国家の軌跡 (新潮選書) 待鳥聡史著 新潮社 080/Sh61/543

32 心を病んだらいけないの? : うつ病社会の処方箋 (新潮選書) 斎藤環, 與那覇潤著 新潮社 080/Sh61/544

33 英文契約書の読み方 第2版 (日経文庫:1423) 山本孝夫著
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)

330/N73/1423

34 PDCAマネジメント (日経文庫:1424:B136) 稲田将人著
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)

330/N73/1424

一般書

1 異なる声に耳を澄ませる (知のフィールドガイド) 東京大学教養学部編 白水社 002/Ko94

2 QRコードの奇跡 : モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ 小川進著 東洋経済新報社 007.6/O24

3 見えない絶景 : 深海底巨大地形 (ブルーバックス:B-2116) 藤岡換太郎著 講談社 080/B94/2116

4 殺人区画 : 大量虐殺の精神性 (叢書・ウニベルシタス:1107)
アブラム・デ・スワーン [著]/
大平章訳

法政大学出版局 080/So84/1107

5
カオス・領土・芸術 : ドゥルーズと大地のフレーミング (叢書・ウニベル
シタス:1113)

エリザベス・グロス [著]/小倉
拓也, 佐古仁志, 瀧本裕美子
訳

法政大学出版局 080/So84/1113

6 平等をめざす、バブーフの陰謀 (叢書・ウニベルシタス:1117)
フィリップ・ブォナローティ
[著]/田中正人訳

法政大学出版局 080/So84/1117

7
帝国の島々 : 漂着者、食人種、征服幻想 (叢書・ウニベルシタ
ス:1118)

レベッカ・ウィーバー=ハイタ
ワー [著]/本橋哲也訳

法政大学出版局 080/So84/1118

8 これからの幸福について : 文化的幸福観のすすめ 内田由紀子著 新曜社 151.6/U14



9 教養としての世界宗教史 島田裕巳著 宝島社 162/Sh36

10
ことりっぷMagazine : 夏、したいこと。 Vol.25(2020/Summer) (ことりっ
ぷmook)

昭文社 209.9/Ko94/25

11 歴史とは靴である (17歳の特別教室) 磯田道史著 講談社 210.04/I85

12 沖縄米軍基地全史 (歴史文化ライブラリー:501) 野添文彬著 吉川弘文館 210.08/R25/501

13 旅がなければ死んでいた 坂田ミギー著 ベストセラーズ 290.9/Sa37

14 特集青春18きっぷの旅2020 第44巻7号 (旅の手帖) 交通新聞社 291/Ta12/2020

15 香港デモ戦記 (集英社新書:1021B) 小川善照著 集英社 312.223/O24

16 おとめ六法
上谷さくら著/岸本学著
/Cahoイラスト

KADOKAWA 320/Ka38

17
一般社団(財団)法人法逐条解説 上 (法政大学現代法研究所叢
書:46)

川村洋子, 柴田和史編著
法政大学ボアソナード記
念現代法研究所/法政大
学出版局 (発売)

324.12/I62

18 刑事訴訟法 第6版 (有斐閣アルマ:Specialized)
田中開, 寺崎嘉博, 長沼範良
著

有斐閣 327.6/Ke23

19 NEO ECONOMY : 世界の知性が挑む経済の謎 日本経済新聞社編
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)

330.4/N65

20 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/Ke29

21 現代開発経済入門
陸亦群著/前野高章著/安田
知絵著/羽田翔著

文眞堂 333.8/G34

22 なぜ、地域のお役に立つと会社は成長するのか 藤田源右衛門著 あさ出版 335.15/F67

23
職場のざんねんな人図鑑 : やっかいなあの人の行動には、理由が
あった!

石川幹人著 技術評論社 336.4/I76



24 これからのテレワーク : 新しい時代の働き方の教科書 片桐あい著 自由国民社 336.4/Ka81

25 財務諸表分析 第8版 桜井久勝著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング(発
売)

336.83/Sa47

26
ケースで学ぶ管理会計 : ビジネスの成功と失敗の裏には管理会計
の優劣がある

金子智朗著 同文舘出版 336.84/Ka53

27 ケース管理会計 櫻井通晴, 伊藤和憲編著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング (発
売)

336.84/Ke61

28 管理会計 基礎編 櫻井通晴著 同文舘出版 336.84/Sa47

29 管理会計 第7版 櫻井通晴著 同文舘出版 336.84/Sa47

30 新・現代会計入門 第4版 伊藤邦雄著 日本経済新聞出版社 336.9/I89

31 財務会計講義 第21版 桜井久勝著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング (発
売)

336.9/Sa47

32 会計の世界史 : 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 336.9/Ta84

33 国際租税法 第4版 増井良啓, 宮崎裕子著 東京大学出版会 345.12/Ma67

34 大系租税法 第2版 水野忠恒著
中央経済社/中央経済グ
ループパブリッシング (発
売)

345.12/Mi96

35 入門国際租税法 改訂版 村井正編著 清文社 345.12/N99

36 租税法概説 第3版 中里実 [ほか] 編 有斐閣 345.12/So95

37 愛される街 (人間の居る場所:続) 三浦展著 而立書房 361.78/Mi67

38 女子学生はどう闘ってきたのか 小林哲夫著 サイゾー 367.21/Ko12



39 法制度における男性差別 : 合法化されるミサンドリー
ポール・ナサンソン著, キャサ
リン・K.ヤング著/久米泰介訳

作品社 367.5/N57

40
外国人のための会話で学ぼう!介護の日本語 : 指示がわかる、報告
ができる 第2版

国際交流&日本語支援Y編著
/国際厚生事業団協力/光洋
スクエア協力

中央法規出版 369.07/G14

41
ハーレム・チルドレンズ・ゾーンの挑戦 : 貧乏人は教育で抜け出せる
のか?

ポール・タフ[著]/高山真由美
訳

みすず書房 372.53/To75

42 「つながり」を創りだす術 (対話で創るこれからの「大学」:続)
大阪大学COデザインセン
ター監修

大阪大学出版会 377.04/Ts75

43 大学生のための知的技法入門 第3版 (アカデミック・スキルズ)
佐藤望編著/湯川武, 横山千
晶, 近藤明彦著

慶應義塾大学出版会 377.15/D16

44 大学教育を変える、未来を拓くインターンシップ 松高政編著 ジアース教育新社 377.15/D16

45
共生社会へ : 大学における障害学生支援を考える (高等教育ライブ
ラリ:16)

吉武清實, 岡田有司, 榊原佐
和子編

東北大学出版会 378/Ky5

46 リクルートスーツの社会史 田中里尚著 青土社 383.1/Ta84

47
デジタルで読む脳×紙の本で読む脳 : 「深い読み」ができるバイリテ
ラシー脳を育てる

メアリアン・ウルフ著/大田直
子訳

インターシフト/合同出版
(発売)

491.371/W84

71
いまこそ語ろう、それぞれのひきこもり (こころの科学増刊:2020. メン
タル系サバイバルシリーズ)

林恭子, 斎藤環編 日本評論社 493.7/I43

82 芸術文化と地域づくり : アートで人とまちをしあわせに 古賀弥生著 九州大学出版会 709.1/Ko24

83 仏像 : 日本仏像史講義 新版 (別冊太陽) 山本勉 [著] 平凡社 718.021/Y31

84 原田泰治 : 野の道を歩く画家 新版 (別冊太陽) 原田泰治 [著] 平凡社 723.1/H32

85 高畑勲をよむ : 文学とアニメーションの過去・現在・未来 中丸禎子 [ほか]編著 三弥井書店 778.77/Ta33

86 日本語初級から学ぶ日本文化
東北大学日本語教材開発グ
ループ著

東北大学出版会 810.7/To25



87 英文法をこわす : 感覚による再構築 (NHK出版新書:621) 大西泰斗著 NHK出版 835/O66

88 逃亡者 中村文則著 幻冬舎 913.6/N37

89 タカラモノ (双葉文庫:わ-10-01) 和田裕美著 双葉社 913.6/W12

90 告解 薬丸岳著 講談社 913.6/Y16

91 美しく着ることは、美しく暮すこと (花森安治選集:1) 花森安治著 暮しの手帖社 914.6/H27/1

92 山縣有朋の『椿山集』を読む (秦恒平・湖(うみ)の本:150) 秦恒平著 「湖(うみ)の本」版元 914.6/H41

93 「山奥ニート」やってます。 石井あらた著 光文社 914.6/I75

94 兄の終い 村井理子著 CCCメディアハウス 916/Mu41

95 秋 (新潮クレスト・ブックス) アリ・スミス著/木原善彦訳 新潮社 933.7/Sm5

96 シャルロッテ (エクス・リブリス)
ダヴィド・フェンキノス著/岩坂
悦子訳

白水社 953.7/F36

97 コロナの時代の僕ら
パオロ・ジョルダーノ著/飯田
亮介訳

早川書房 974/G47

98 アコーディオン弾きの息子 (新潮クレスト・ブックス)
ベルナルド・アチャガ著/金子
奈美訳

新潮社 993.5/A95


