
カテゴリ No. 書名 著者名 請求記号

1 中国の近現代史をどう見るか (岩波新書:新赤版 1254. シリーズ中国近現代史:6) 西村成雄著 222.077/N84

2 香港 : 中国と向き合う自由都市 (岩波新書:新赤版 1578) 倉田徹, 張彧暋著 222.3/Ku56

3 タイ中進国の模索 (岩波新書:新赤版 1201) 末廣昭著 223.7/Su16

4 イスラムと近代化 : 共和国トルコの苦闘 (講談社選書メチエ:541) 新井政美編著 226/A62

5 アフガニスタン : 戦乱の現代史 (岩波新書:新赤版 828) 渡辺光一著 226.2/W46

6 現代イラン : 神の国の変貌 (岩波新書:新赤版 742) 桜井啓子著 226.3/Sa47

7 ヴェトナム歴史の旅 (朝日選書:699) 小倉貞男著 292.33/O26

8 未来国家ブータン 高野秀行著 292.58/Ta47

9 《アジア》、例外としての新自由主義 : 経済成長は、いかに統治と人々に突然変異をもたらすのか?
アイファ・オング著/加藤敦典, 新ケ

江章友, 高原幸子訳
302.2/O65

10 北朝鮮は、いま (岩波新書:新赤版 1107) 北朝鮮研究学会編/石坂浩一監訳 302.21/Ki61

11 現代アラブを知るための56章 (エリア・スタディーズ:120) 松本弘編著 302.27/Ma81

12 混迷するシリア : 歴史と政治構造から読み解く 青山弘之著 302.275/A58

13 苦悩するパキスタン 水谷章著 312.25/Mi97

14
日韓・市民の時代をどうつくるか : 韓流と「慰安婦」・歴史問題、未来への対話 (アジア女性基金公開フォーラムの記録. 日韓

学生のフォーラム:2005)
316.81/N73

15 インドネシアが選ばれるのには理由(わけ)がある : 親日指数世界一の国! (B&Tブックス) 茂木正朗著 338.9/Mo16

16 台湾原住民の社会的教化事業 松田吉郎著 372.22/Ma74

17 韓国食文化読本 朝倉敏夫, 林史樹, 守屋亜記子著 383/A85

18 開発途上国の都市環境 : バングラデシュ・ダカ持続可能な社会の希求 三宅博之著 519.2/Mi76

19 移民大国ヨルダン : 人の移動から中東社会を考える (ブックレット《アジアを学ぼう》:別巻14) 臼杵悠著 334.426/U95

20 清華大生が見た最先端社会、中国のリアル 夏目英男 [著] 302.22/N58

21 なぜ?シンガポールは成功し続けることができるのか : 土地も食料も技術も資源もない国がアジアで一番豊かな国になった理由 峯山政宏著 302.2399/Mi44

22 新インド入門 : 生活と統計からのアプローチ 田中洋二郎著 302.25/Ta84

23 イラクとアメリカ (岩波新書:新赤版 796) 酒井啓子著 228.1/Sa29

24 地球の歩き方 改訂 B16 カナダ '08-'09 「地球の歩き方」編集室著作編集 290.9/C44/B16

25 アメリカン・コミュニティ : 国家と個人が交差する場所 渡辺靖著 302.53/W46
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26 ハワイ研究への招待 : フィールドワークから見える新しいハワイ像 後藤明, 松原好次, 塩谷亨編著 302.76/G72

27 ルポトランプ王国 (岩波新書:新赤版 1644, 1793) 金成隆一著 312.53/Ka46

28 ラストベルト再訪 (岩波新書:新赤版 1793. ルポトランプ王国:2) 金成隆一著 312.53/Ka46

29 トランプのアメリカに住む (岩波新書:新赤版 1736) 吉見俊哉著 312.53/Y91

30 アメリカ黒人の歴史 新版 (岩波新書:新赤版 165) 本田創造著 316.8/H84

31 移民国家アメリカの歴史 (岩波新書:新赤版 1744) 貴堂嘉之著 334.4/Ki13

32 カナダの女性政策と大学 犬塚典子著 377.2/I59

33 アカデミック・キャピタリズムを超えて : アメリカの大学と科学研究の現在 上山隆大著 377.2/U51

34 ネイティブ・アメリカン : 先住民社会の現在 (岩波新書:新赤版 1172) 鎌田遵著 382.5/Ka31

35 自然のこえ命のかたち : カナダ先住民の生みだす美 国立民族学博物館編 382.51/Sh93

36 名演説で学ぶアメリカの文化と社会 上岡伸雄編著 837/Ka38

37 カナダの歴史を知るための50章 (エリア・スタディーズ:156. ヒストリー) 細川道久編著 251/Ka43

38 アラスカ探検記 : 最後のフロンティアを歩く マーク・アダムス著/森夏樹訳 295/A16

39 ラテンアメリカ歴史のトルソー (立教ラテンアメリカ叢書:v. 1) 清水透著 255/Sh49

40 ブラジル : 跳躍の軌跡 (岩波新書:新赤版 1380) 堀坂浩太郎著 302.62/H89

41 ラテンアメリカ開発の思想 今井圭子編著 309.02/I43

42 グローバルとローカルの共振 : ラテンアメリカのマルチチュード 石黒馨, 上谷博編 316.8/G95

43 アマゾン : 保全と開発 西澤利栄 [ほか] 著 519.86/A43

44 ラテンアメリカ世界のことばと文化 (世界のことばと文化シリーズ) 畑惠子, 山崎眞次編著 802/H41

45 キューバ現代史 : 革命から対米関係改善まで 後藤政子著 259/G72

46 ホセ・ムヒカの言葉 : 世界でもっとも貧しい大統領 (双葉社ジュニア文庫) 佐藤美由紀著 289.3/Mu22

47 現代メキシコを知るための70章 第2版 (エリア・スタディーズ:91) 国本伊代編著 302.56/G34

48 パラグアイの発展を支える日本人移住者 : 大豆輸出世界4位への功績と産業多角化への新たな取組み : オムニバスヒストリー 北中真人[ほか]著 334.463/P23

49 チリを知るための60章 (エリア・スタディーズ:174) 細野昭雄, 工藤章, 桑山幹夫編著 302.66/C47
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51 南アフリカ : 「虹の国」への歩み (岩波新書:新赤版 473) 峯陽一著 248/Mi41

52 アフリカ大陸探検史 (「知の再発見」双書:29) アンヌ・ユゴン著/高野優訳 294/H98

53 新・現代アフリカ入門 : 人々が変える大陸 (岩波新書:新赤版 1423) 勝俣誠著 302.4/Ka88

54 僕が見たアフリカの国 : セネガル見聞録 上野庸平著 302.4/U45

55 エチオピアを知るための50章 (エリア・スタディーズ:68) 岡倉登志編著 302.45/O41

56 謎の独立国家ソマリランド : そして海賊国家プントランドと戦国南部ソマリア 高野秀行著 302.453/Ta47

57 アフリカと政治 : 紛争と貧困とジェンダー : わたしたちがアフリカを学ぶ理由 戸田真紀子著 312.4/To17

58 北アフリカ・イスラーム主義運動の歴史 私市正年著 312.43/Ki55

59 アフリカ農村と貧困削減 : タンザニア開発と遭遇する地域 池野旬著 611.1/I34

60 アフリカのことばと社会 : 多言語状況を生きるということ 梶茂樹, 砂野幸稔編著 802/Ka22

61 物語ナイジェリアの歴史 : 「アフリカの巨人」の実像 (中公新書:2545) 島田周平著 244/Sh36

62 地図で見るアフリカハンドブック
ジェロー・マグラン, アラン・デュブレッ

ソン, オリヴィエ・ニノ著/鳥取絹子訳
302.4/Ma29

63 バチカン : ローマ法王庁は、いま (岩波新書:新赤版 1098) 郷富佐子著 198/G54

64 ギリシアとローマ 初版 (中公文庫. 世界の歴史:5) 桜井万里子, 本村凌二著 209/Se22/5

65 ジェンダー (近代ヨーロッパの探究:11) 姫岡とし子 [ほか] 著 230.6/Ki42/11

66 イギリス現代史 (岩波新書:新赤版 1677) 長谷川貴彦著 233.07/H36

67 オーストリア史
エーリヒ・ツェルナー著/リンツビヒ

ラ裕美訳
234.6/Z5

68 フランス現代史 (岩波新書:新赤版 1751) 小田中直樹著 235.07/O17

69 図説ロシアの歴史 増補新装版 (ふくろうの本) 栗生沢猛夫著 238/Ku67

70 物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国 (中公新書:1655) 黒川祐次著 238.6/Ku74

71 ドイツがわかる : 歴史的・文化的背景から読み解く 岩村偉史著 302.34/I94

72 現代スペイン読本 : 知っておきたい文化・社会・民族 川成洋, 坂東省次編 302.36/G34

73 イタリア的 : 「南」の魅力 (講談社選書メチエ:337) ファビオ・ランベッリ著 302.37/R13

74 e-エストニア : デジタル・ガバナンスの最前線
e-Governance Academy編著/山田美明,

杉田真, 芝瑞紀訳
317.938/E27

75 デンマークのユーザー・デモクラシー : 福祉・環境・まちづくりからみる地方分権社会 朝野賢司 [ほか] 執筆 318.9/D56
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76 EU(欧州連合)を知るための63章 (エリア・スタディーズ:124) 羽場久美子編著 329.3/H11

77 ユーロ危機とギリシャ反乱 (岩波新書:新赤版 1586) 田中素香著 338.9/Ta84

78 教育立国フィンランド流教師の育て方 増田ユリヤ著 372.3892/Ma66

79 スウェーデンに学ぶ「持続可能な社会」 : 安心と安全の国づくりとは何か (朝日選書:792) 小澤徳太郎著 519.1/O97

80 アイルランドを知るための70章 第3版 (エリア・スタディーズ:44) 海老島均, 山下理恵子編著 302.33/A25

81 幸せってなんだっけ? : 世界一幸福な国での「ヒュッゲ」な1年 ヘレン・ラッセル著/鳴海深雪訳 302.3895/R89

82 猫に紅茶を : 生活に刻まれたオーストラリアの歴史 (阪大リーブル:5) 藤川隆男著 271/F58

83 グアムと日本人 : 戦争を埋立てた楽園 (岩波新書:新赤版 1083) 山口誠著 274/Y24

84 イースター島の謎 (「知の再発見」双書:52)
カテリーヌ・オルリアック, ミッシェ

ル・オルリアック著/藤崎京子訳
275/O71

85 地球の歩き方 改訂 C11 オーストラリア '17-'18 「地球の歩き方」編集室著作編集 290.9/C44/C11

86 オーストラリア : 多文化社会の選択 (岩波新書:新赤版 682) 杉本良夫著 302.71/Su38

87 ニュージーランドを知るための63章 (エリア・スタディーズ:70) 青柳まちこ編著 302.72/A57

88 シティズンシップと多文化国家 : オーストラリアから読み解く 飯笹佐代子著 316.1/I98

89 地域的近代を生きるソロモン諸島 : 紛争・開発・「自律的依存」 関根久雄著 302.73/Se36

90 マーシャル諸島終わりなき核被害を生きる 竹峰誠一郎著 369.3/Ta63

91 ニュージーランドToday ニュージーランド学会編 302.72/N99

92 経済・戦争・宗教から見る教養の世界史 : ビジュアル版 飯田育浩著 209/I26

93 危機と人類 上
ジャレド・ダイアモンド著/小川敏子,

川上純子訳
209.5/D71/1

94 危機と人類 下
ジャレド・ダイアモンド著/小川敏子,

川上純子訳
209.5/D71/2

95 2030年の世界地図帳 : あたらしい経済とSDGs、未来への展望 落合陽一著 304/O15

96 ニック・ランドと新反動主義 : 現代世界を覆う「ダーク」な思想 (星海社新書:153) 木澤佐登志著 309/Ki98

97 はじめて学ぶLGBT : 基礎からトレンドまで 石田仁著 367.9/I72

98 統計分布を知れば世界が分かる : 身長・体重から格差問題まで (中公新書:2564) 松下貢著 417.6/Ma88

99 FTAとTPP : 図解よくわかるFTA 第2版 (B&Tブックス) 嶋正和著 678/Sh35

100 コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ著/飯田亮介訳 974/G47
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