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133 52 現代哲学の最前線 / 仲正昌樹著 2020.7 NHK出版
134.9 18 アーレント読本 / 日本アーレント研究会編 2020.7 法政大学出

版局
135.5 12A 臨床医学の誕生 / ミシェル・フーコー [著] ; 神谷美

恵子訳
2020.4 みすず書房

135.5 23A 精神疾患と心理学 / ミシェル・フーコー [著] ; 神谷美
恵子訳

2020.4 みすず書房

222 18A 新図説中国近現代史 : 日中新時代の見取図 / 田中
仁, 菊池一隆, 加藤弘之, 日野みどり, 岡本隆司, 梶谷

2020.2 法律文化社

222 29 香港の歴史 : 東洋と西洋の間に立つ人々 / ジョン・
M・キャロル著 ; 倉田明子, 倉田徹訳

2020.7 明石書店

232 13 ローマ帝国の衰退 / ジョエル・シュミット著 ; 西村昌
洋訳

2020.7 白水社
234 41 アウシュヴィッツ潜入記 : 収容者番号4859 / ヴィトル

ト・ピレツキ [著] ; 杉浦茂樹訳
2020.8 みすず書房

311 113A 初めての政治学 : ポリティカル・リテラシーを育てる /
明治学院大学法学部政治学科編

2020.9 風行社

311.13 11 デジタル・デモクラシーがやってくる! : AIが私たちの
社会を変えるんだったら、政治もそのままってわけに
はいかないんじゃない? / 谷口将紀, 宍戸常寿著

2020.3 中央公論新
社

319.8 83 なぜ原爆が悪ではないのか : アメリカの核意識 / 宮
本ゆき著

2020.7 岩波書店

319.8 84 平和学から世界を見る / 多賀秀敏編著 2020.3 成文堂
320.4 オ51 1 關西大學法學論集. 関西大学法学会編 第70巻. 第

2・3号, 岡本哲和教授還暦記念論文集 /
2020.9 関西大学法

学会
320.4 カ49 1 民事裁判の法理と実践 : 加藤新太郎先生古稀祝賀

論文集 / 三木浩一, 山本和彦, 松下淳一, 村田渉編
2020.9 弘文堂

321.1 131 18 18 ハート対ドゥオーキン論争のコンテクスト / 濱真一郎
著

2020.10 成文堂
321.1 167 西洋哲学の基本概念と和語の世界 : 法律と科学の

背後にある人間観と自然観 / 古田裕清著
2020.10 中央経済グ

ループパブ
リッシング
(発売); 中央

321.1 180 リベラリズム失われた歴史と現在 / ヘレナ・ローゼン
ブラット著 ; 三牧聖子, 川上洋平, 古田拓也, 長野晃

2020.7 青土社

321.1 182 子どもの道徳的・法的地位と正義論 : 新・子どもの権
利論序説 / 大江洋著

2020.10 法律文化社

321.2 37 国家・教会・自由 : スピノザとホッブズの旧約テクスト
解釈を巡る対抗 / 福岡安都子著

2020.5 東京大学出
版会

321.2 39 法思想史を読み解く : 古典/現代からの接近 / 戒能
通弘, 神原和宏, 鈴木康文著

2020.10 法律文化社

321.3 25 持続可能な世界への法 : Law and Sustainabilityの推
進 / 中村民雄編

2020.8 成文堂 (発
売); 早稲田
大学比較法

321.5 58 ジェンダー平等の実現めざして / 浅倉むつ子, 戒能
民江, 田村智子著 ; 政治革新めざすオール早稲田の

2020.8 学習の友社

321.6 16 財産権の経済史 / 小林延人編 2020.8 東京大学出
版会

323.02 30 沖縄憲法史考 / 小林武著 2020.9 日本評論社
323.02 35 明治憲法史 / 坂野潤治著 2020.9 筑摩書房
323.1 453A 憲法概説 / 松浦一夫, 奥村公輔編著 ; 山中倫太郎,

横手逸男, 西土彰一郎, 水谷瑛嗣郎, 河嶋春奈, 上代
庸平, 團上智也, 北村貴共著

2020.10 成文堂

323.12 157 平和憲法とともに : 深瀬忠一の人と学問 / 稲正樹,
中村睦男, 水島朝穂編

2020.2 新教出版社

323.12 203 戦争と法 / 長谷部恭男著 2020.7 文藝春秋
323.132 206B プライバシー権・肖像権の法律実務 / 佃克彦著 2020.10 弘文堂
323.132 296 ICT・AI時代の個人情報保護 / 別所直哉編著 ; 宍戸

常寿, 石井夏生利, 松尾剛行, 胡悦, 伊藤亜紀, 高松
志直, 土肥里香, 山根祐輔, 恩賀一著

2020.10 きんざい (発
売); 金融財
政事情研究

323.137 73 アイヌの権利とは何か : 新法・象徴空間・東京五輪と
先住民族 / テッサ・モーリス=スズキ, 市川守弘 [著] ;
北大開示文書研究会編

2020.7 かもがわ出
版

323.14 117 議会制民主主義の現在 : 日本・イギリス / 小松浩著 2020.9 日本評論社
323.3 112C 行政判例ノート / 橋本博之著 2020.11 弘文堂



323.3 112C 行政判例ノート / 橋本博之著 2020.11 弘文堂
323.3 112C 行政判例ノート / 橋本博之著 2020.11 弘文堂
323.3 128 Law Practice行政法 / 亘理格, 大貫裕之編 2015.10 商事法務
323.33 4E 逐条地方公務員法 / 橋本勇著 2020.9 学陽書房
323.36 85 未完の行政訴訟改革 : 行政訴訟の抜本的改革に向

けて / 阿部泰隆著
2020.9 信山社

323.39 1 スウェーデン行政法の研究 / 交告尚史著 2020.10 有斐閣
323.7 33 5A 信託と課税 / 佐藤英明著 2020.10 弘文堂
323.7 58 no.13(2020) 租税訴訟 / 租税訴訟学会編 2007.4- 財経詳報社
323.7 82 租税法 / 浅妻章如, 酒井貴子著 2020.9 日本評論社
323.7 84 パブリックコメントと租税法 : 政令・通達等に対する手

続的統制の研究 / 泉絢也著
2020.10 日本評論社

323.73 12B 相続税法要説 / 山内ススム著 2020.7 税務経理協
会323.78 4 租税回避と法 : GAARの限界と解釈統制 / 本部勝大

著
2020.9 名古屋大学

出版会
324 351D 民法基本判例集 / 遠藤浩, 川井健, 民法判例研究同

人会編
2020.9 勁草書房

324.16 12A 続時効の管理 / 酒井廣幸著 2020.5 新日本法規
出版

324.4 104C 債権総論 / 中田裕康著 2020.10 岩波書店
324.4 104C 債権総論 / 中田裕康著 2020.10 岩波書店
324.4 104C 債権総論 / 中田裕康著 2020.10 岩波書店
324.4 151A 2 債権. 鎌田薫, 潮見佳男, 渡辺達徳編 ; 池田清治 [ほ

か著] 2, 民法第521条～第696条 /
2020.10 日本評論社

324.4 210 3 請求権から考える民法. 遠山純弘著 3, 債権担保 / 2020.9 信山社
324.4 216 「債権法改正」の文脈 : 新旧両規定の架橋のために

/ 森田修著
2020.10 有斐閣

324.4 21D 民法講義. 近江幸治著 IV, 債権総論 / 2020.9 成文堂
324.4 21D 民法講義. 近江幸治著 IV, 債権総論 / 2020.9 成文堂
324.4 21D 民法講義. 近江幸治著 IV, 債権総論 / 2020.9 成文堂
324.4 259 改正債権法コンメンタール / 松岡久和, 松本恒雄, 鹿

野菜穂子, 中井康之編
2020.10 法律文化社

324.4 261 判例・実務からみた改正債権法 : 使える判例はこう
変わる / 福岡県弁護士会編

2020.10 民事法研究
会

324.4 262 詐害行為取消権の行使方法とその効果 / 高須順一
著

2020.10 商事法務
324.5 32 新・考える民法. 平野裕之著 IV, 債権各論 / 2020.10 慶應義塾大

学出版会
324.52 192A 履行請求権と損害軽減義務 : 履行期前の履行拒絶

に関する考察 / 吉川吉樹著
2020.9 東京大学出

版会
324.52 215 契約の法性決定 / 森田修著 2020.10 商事法務
324.54 117 遠隔講義消費者法. 河上正二著 2020 / 2020.9 信山社
324.55 169 1 不法行為法研究. 新美育文, 浦川道太郎, 畑中久彌

編集委員 1 /
2020.10 成文堂

324.6 48 2020 = 令和2年版 図解民法 (親族・相続). 黒沢雅寛推薦 ; 田中千草,
鈴木潤子監修 令和2年版 /

2020.8 大蔵財務協
会

324.62 95 判例に学ぶ婚姻を継続し難い重大な事由 / 本橋美
智子著

2020.7 日本加除出
版324.7 59A 一問一答・新しい相続法 : 平成30年民法等(相続法)

改正、遺言書保管法の解説 / 堂薗幹一郎, 野口宣
2020.10 商事法務

325 167F 商法判例集 / 山下友信, 神田秀樹編 2020.9 有斐閣
325 53 1 商事法講義. 松嶋隆弘, 大久保拓也編 1, 会社法 / 2020.10 中央経済グ

ループパブ
リッシング
(発売); 中央

325 53 2 商事法講義. 松嶋隆弘, 大久保拓也編 2, 商法総則・
商行為 /

2020.10 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

325 53 3 商事法講義. 松嶋隆弘, 大久保拓也編 3, 支払決済
法 /

2020.10 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央



325 55 企業法務入門 / 金原洋一著 2020.10 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

325.2 167A 会社法のみちしるべ / 大塚英明著 2020.9 有斐閣
325.2 234 プリンシプル会社法 / 高橋英治編著 ; 伊藤吉洋, 今

川嘉文, 大川済植, 坂本達也, 古川朋雄著
2020.9 弘文堂

325.2 421 2019 2019 一問一答・令和元年改正会社法  / 竹林俊憲編著 2020.9 商事法務
325.2 4M 新・日本の会社法 / 河本一郎, 川口恭弘著 2020.10 商事法務
325.4 26B ポイントレクチャー保険法 / 甘利公人, 福田弥夫, 遠

山聡著
2020.10 有斐閣

325.5 60G 海事法 / 海事法研究会編 2020.2 海文堂出版
326.1 99 刑法. 亀井源太郎, 小池信太郎, 佐藤拓磨, 薮中悠,

和田俊憲著 I, 総論 /
2020.9 日本評論社

326.2 89 刑法. 亀井源太郎, 小池信太郎, 佐藤拓磨, 薮中悠,
和田俊憲著 II, 各論 /

2020.9 日本評論社

326.32 30 加害者家族バッシング : 世間学から考える / 佐藤直
樹著

2020.4 現代書館
326.32 93 45 犯罪社会学研究 / 日本犯罪社会学会 [編] 1976- 立花書房
326.37 90 つぐなうために : 受刑者が見た修復的司法の真実と

光 : 往復書簡 / 山田由紀子, AKIRA著
2020.8 新科学出版

社
326.41 11 2020 コロナ禍のなかの死刑 / 年報・死刑廃止編集委員会

編集
2020.10 インパクト出

版会
326.5 110 犯罪からの社会復帰を問いなおす : 地域共生社会に

おけるソーシャルワークのかたち / 掛川直之著
2020.8 旬報社

326.5 72 2019 = 平成31年・
令和元年

統計年報 / 東京保護観察所編集 1972- 東京保護観
察協会

326.63 17 少年事件弁護の軌跡 : 少年法の光芒と隘路 / 若穂
井透著

2020.10 日本評論社

326.8 26 1A 特別刑法入門 : 刑事法実務の基礎知識. 安冨潔著 1
/

2020.10 慶應義塾大
学出版会

326.8 29B 詳説犯罪収益移転防止法 / 中崎隆著 2020.10 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

327.09 45 ギデオンのトランペット / アンソニー・ルイス著 ; 田鎖
麻衣子訳

2020.3 大学図書
(発売); 現代
人文社

327.1 70 2019:1 = 令和元年 司法統計年報. Annual report of judicial statistics. 1,
Civil cases 1, 民事・行政編 =

1???- 法曹会

327.1 70 2019:2 = 令和元年 司法統計年報. Annual report of judicial statistics. 2,
Criminal cases 2, 刑事編 =

19??- 法曹会

327.1 70 2019:3 = 令和元年 司法統計年報. Annual report of judicial statistics. 3,
Family cases / 最高裁判所事務総局編 3, 家事編 =

19??- 法曹会

327.1 70 2019:4 = 令和元年 司法統計年報. Annual report of judicial statistics. 4,
Juvenile cases 4, 少年編 =

19??- 法曹会

327.22 13A 事実認定の基礎 : 裁判官による事実判断の構造 /
伊藤滋夫著

2020.9 有斐閣

327.23 6 民事・家事抗告審ハンドブック : 法的審問請求権に
基づく家事審判の基礎理論を目指して / 松本博之著

2020.10 日本加除出
版

327.3 27 改正民事執行法における新たな運用と実務 : 債務者
財産の開示・情報取得手続と子の引渡しの強制執行
を中心に / 家庭の法と裁判研究会編

2020.2 日本加除出
版

327.36 164A 破産・民事再生の実務. 永谷典雄, 谷口安史, 上拂大
作, 菊池浩也編 破産編 /

2020.10 きんざい (発
売); 金融財
政事情研究

327.362 45A 破産・民事再生の実務. 永谷典雄, 谷口安史, 上拂大
作, 菊池浩也編 民事再生・個人再生編 /

2020.10 きんざい (発
売); 金融財
政事情研究

327.363 1A 会社更生法・特別清算法 / 伊藤眞著 2020.10 有斐閣
327.4 3A 裁判例からみた面会交流調停・審判の実務 / 梶村

太市著
2020.9 日本加除出

版327.62 24 被疑者取調べと自白 / 堀田周吾著 2020.10 弘文堂
328.1 11 41 日本経済法学会年報 / 日本経済法学会編 1998- 有斐閣
328.12 123 日米欧競争法大全 / 越知保見著 2020.11 中央経済グ

ループパブ
リッシング
(発売); 中央



328.3 23 23 日本における環境条約の国内実施 : 課題と展望 /
環境法政策学会編

2020.10 商事法務

328.42 15A 交通犯罪対策の研究 / 川本哲郎著 2020.10 成文堂
328.46 133 インターネット・SNSトラブルの法務対応 / 深澤諭史

著
2020.3 中央経済グ

ループパブ
リッシング
(発売); 中央

328.46 134 AIで変わる法と社会 : 近未来を深く考えるために /
宇佐美誠編

2020.9 岩波書店

328.5 182 2 知的財産法の挑戦. 同志社大学知的財産法研究会
編 II /

2020.10 弘文堂
328.51 9C 1 新・不正競争防止法概説. 小野昌延, 松村信夫著 上

巻 /
2020.10 青林書院

328.51 9C 2 新・不正競争防止法概説. 小野昌延, 松村信夫著 下
巻 /

2020.10 青林書院
328.52 187A 1 著作権法コンメンタール. 小倉秀夫, 金井重彦編著 I

/
2020.11 第一法規

328.52 187A 2 著作権法コンメンタール. 小倉秀夫, 金井重彦編著 II
/

2020.11 第一法規
328.52 187A 3 著作権法コンメンタール. 小倉秀夫, 金井重彦編著 III

/
2020.11 第一法規

328.52 3 弁護士で作曲家の高木啓成がやさしく教える音楽・
動画クリエイターの権利とルール / 高木啓成著

2020.10 日本加除出
版

328.54 62 米国特許法講義 / 武重竜男, 荒木昭子著 2020.9 商事法務
328.6 30 労働経済 / 清家篤, 風神佐知子著 2020.10 東洋経済新

報社
328.61 108A 基礎から学ぶ労働法 / 川口美貴著 2020.9 信山社
328.61 120 労働法 / 川田知子, 長谷川聡著 2020.10 弘文堂
328.61 65B ニューレクチャー労働法 / 有田謙司, 唐津博, 古川陽

二編著
2020.11 成文堂

328.62 83D 職場のいじめ・パワハラと法対策 / 水谷英夫著 2020.10 民事法研究
会328.72 26 判例生活保護 : わかる解説と判決全データ / 木下

秀雄, 吉永純, 嶋田佳広編 ; 木下秀雄, 嶋田佳広, 髙
木佳世子, 舟木浩, 村田悠輔, 吉永純執筆

2020.8 JRC (発売);
山吹書店

328.74 9 ソーシャルワークはマイノリティをどう捉えてきたのか
: 制度的人種差別とアメリカ社会福祉史 / 西﨑緑著

2020.8 勁草書房

328.753 25 死の概念と脳死一元論の定礎 : 生物学説と規範学
説 / 長井圓著

2020.9 信山社

328.754 19A 「生きるに値しない命」とは誰のことか : ナチス安楽死
思想の原典からの考察 / ; 森下直貴, 佐野誠編著

2020.9 中央公論新
社

328.815 32 2 子どもの権利条約から見た日本の課題 : 国連・子ど
もの権利委員会による第4回・第5回日本報告審査と
総括所見 / 子どもの権利条約NGOレポート連絡会

2020.2 アドバンテー
ジサーバー

329 175 10 紛争処理・条約締結・租税免除・戦後処理 / 芹田健
太郎著

2020.9 信山社

329 90 国際法の現在 : 変転する現代世界で法の可能性を
問い直す / 寺谷広司編 ; 伊藤一頼編集補助

2020.9 日本評論社

329.32 4 2020:1 国際協力機構年報 / Japan International
Cooperation Agency

2004.9- 国際協力機
構

329.32 4 2020:2 国際協力機構年報 / Japan International
Cooperation Agency

2004.9- 国際協力機
構

329.35 118 人権法の現代的課題 : ヨーロッパとアジア / 中西優
美子編

2019.1 法律文化社

329.87 39A 国際民事訴訟法 / 小林秀之, 村上正子著 2020.9 弘文堂
329.9 133A 外国人事件ビギナーズ. 外国人ローヤリングネット

ワーク編 ; 鈴木雅子, 関聡介編集代表 ver.2 /
2020.9 大学図書

(発売); 現代
人文社

331 20 政治経済学 : グローバル化時代の国家と市場 / 田
中拓道, 近藤正基, 矢内勇生, 上川龍之進著

2020.9 有斐閣

331.19 5 GDPを超える幸福の経済学 : 社会の進歩を測る /
ジョセフ・E.スティグリッツ, ジャン=ポール・フィトゥシ,
マルティーヌ・デュラン編著 ; 経済協力開発機構
(OECD) 編 ; 西村美由起訳

2020.4 明石書店

361 56 社会学 / 油井清光, 白鳥義彦, 梅村麦生編 2020.8 昭和堂
361.234 23A 職業としての政治 / マックス・ヴェーバー著 ; 脇圭平

訳
2020.9 岩波書店

361.8 17 閉ざされた扉をこじ開ける : 排除と貧困に抗うソー
シャルアクション / 稲葉剛著

2020.3 朝日新聞出
版

369 16 子づれシングルの社会学 : 貧困・被差別・生きづらさ
/ 神原文子著

2020.3 晃洋書房

369.2 17 1 生まれ、育つ基盤 : 子どもの貧困と家族・社会 / 松
本伊智朗, 湯澤直美編著 ; 松本伊智朗編集代表

2019.3 明石書店



369.2 17 2 遊び・育ち・経験 : 子どもの世界を守る / 小西祐馬,
川田学編著 ; 松本伊智朗編集代表

2019.5 明石書店

369.2 17 3 教える・学ぶ : 教育に何ができるか / 佐々木宏, 鳥
山まどか編著

2019.3 明石書店

369.2 17 4 大人になる・社会をつくる : 若者の貧困と学校・労働・
家族 / 杉田真衣, 谷口由希子編著 ; 松本伊智朗編

2020.4 明石書店

369.2 17 5 支える・つながる : 地域・自治体・国の役割と社会保
障 / 山野良一, 湯澤直美編著

2019.5 明石書店

469 7 科学の人種主義とたたかう : 人種概念の起源から最
新のゲノム科学まで / アンジェラ・サイニー著 ; 東郷

2020.6 作品社

519 127 環境倫理学 / 吉永明弘, 寺本剛編 2020.10 昭和堂
519 28C 環境経済学をつかむ / 栗山浩一, 馬奈木俊介著 2020.9 有斐閣
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Institute for
Labour
Policy and

R320 12 2021 法務六法. 判例六法編修委員会編 2021 / 2020.11 三省堂
R320 6 2021 = 令和3年版 有斐閣判例六法 1989.12- 有斐閣
R320 6 2021 = 令和3年版 有斐閣判例六法 1989.12- 有斐閣
R320 7 2021 = 令和3年版 ポケット六法 1978- 有斐閣
R320 7 2021 = 令和3年版 ポケット六法 1978- 有斐閣
R320 8 2021 = 令和3年版 デイリー六法 1991.10- 三省堂
R320 8 2021 = 令和3年版 デイリー六法 1991.10- 三省堂
R323.4 3 2021
= 令和3年版

2021 = 令和3年版 自治六法 / 自治大臣官房総務課監修 1971.8- ぎょうせい;
帝国地方行
政学会

R328.5 5 2020 2020 = 令和2年4月
1日施行版(令和元
年改正)

知的財産権法文集 : 令和元年改正. 発明推進協会
編集 令和2年4月1日施行版 /

2020.5 発明推進協
会

ハクショ 19 2019 = 令和元年度
版

図説日本の財政 / 大蔵省大臣官房調査課 [編] 1955.9- 財経詳報社;
東洋経済新
報社

ハクショ 20 2020-21 = 2020/21
年版

日本國勢圖會 1927.8- 矢野恒太記
念会; 國勢
社; 日本評論

角川文庫 う-25-5 鹿の王 水底の橋 / 上橋菜穂子 [著] 2020.6 KADOKAWA
角川文庫 お-72-13 ゴーストハント. 小野不由美 [著] 3, 乙女ノ祈リ / 2020.9 KADOKAWA
角川文庫 き-26-52 妖怪の宴妖怪の匣 / 京極夏彦 [著] 2020.8 KADOKAWA
角川文庫 き-26-56 厭な小説 / 京極夏彦 [著] 2020.5 KADOKAWA
岩波ブックレット 1033 買い物難民対策で田舎を残す / 村上稔著 2020.10 岩波書店
岩波ブックレット 1034 最新知見で新型コロナとたたかう / 岡田晴恵著 2020.10 岩波書店
岩波新書 1850 アメリカ大統領選 / 久保文明, 金成隆一著 2020.10 岩波書店
岩波新書 1851 藤原定家『明月記』の世界 / 村井康彦著 2020.10 岩波書店
岩波新書 1852 三島由紀夫 : 悲劇への欲動 / 佐藤秀明著 2020.10 岩波書店
岩波新書 1853 実践自分で調べる技術 / 宮内泰介, 上田昌文著 2020.10 岩波書店
講談社現代新
書

2584 消えた銀行員 : 地域金融変革運動体 : 捨てられる銀
行4 / 橋本卓典著

2020.9 講談社

講談社現代新
書

2585 証券会社がなくなる日 : IFAが「株式投資」を変える /
浪川攻著

2020.9 講談社

講談社現代新
書

2586 未来の医療年表 : 10年後の病気と健康のこと / 奥
真也著

2020.9 講談社
講談社現代新
書

2587 はじめての催眠術 / 漆原正貴著 2020.9 講談社
講談社現代新
書

2588 アフター・リベラル : 怒りと憎悪の政治 / 吉田徹著 2020.9 講談社
講談社現代新
書

2590 民主主義とは何か / 宇野重規著 2020.10 講談社
講談社現代新
書

2591 私たちはどんな世界を生きているか / 西谷修著 2020.10 講談社
講談社現代新
書

2592 脳から見るミュージアム : アートは人を耕す / 中野信
子, 熊澤弘著

2020.10 講談社

講談社文庫 か-126-2 銀河鉄道の父 / 門井慶喜 [著] 2020.4 講談社
講談社文庫 く-77-1 人間に向いてない / 黒澤いづみ著 2020.5 講談社
講談社文庫 し-61-27 ルビィ / 重松清 [著] 2020.9 講談社
講談社文庫 ほ-31-22 本格王. 本格ミステリ作家クラブ選・編 ; 結城真一郎,

東川篤哉, 伊吹亜門, 福田和代, 中島京子, 櫛木理
宇, 大山誠一郎 [著] 2020 /

2020.8 講談社

講談社文庫 よ-38-7 K2 : 池袋署刑事課神崎・黒木 / 横関大著 2019.3 講談社



講談社文庫 な
-97-3

な-97-3 月の都海の果て / 中村ふみ [著] 2020.6 講談社

集英社文庫 は-31-12 雨降る森の犬 / 馳星周著 2020.9 集英社
集英社文庫 ひ-15-12 マスカレード・ナイト / 東野圭吾著 2020.9 集英社
新潮文庫 か-90-1 カーテンコール! / 加納朋子著 2020.9 新潮社
新潮文庫 こ-6-13 ゴッホの手紙 / 小林秀雄著 2020.9 新潮社
中公新書 1912 数学する精神 : 正しさの創造、美しさの発見 / 加藤

文元著
2020.6 中央公論新

社中公新書 2602 韓国社会の現在 : 超少子化、貧困・孤立化、デジタ
ル化 / 春木育美著

2020.8 中央公論新
社

中公新書 2603 性格とは何か : より良く生きるための心理学 / 小塩
真司著

2020.8 中央公論新
社中公新書 2604 SDGs  : 持続可能な開発目標 / 蟹江憲史著 2020.8 中央公論新
社中公新書 2605 民衆暴力 : 一揆・暴動・虐殺の日本近代 / 藤野裕子

著
2020.8 中央公論新

社中公新書 2606 音楽の危機 : 《第九》が歌えなくなった日 / 岡田暁生
著

2020.9 中央公論新
社中公新書 2607 アジアの国民感情 : データが明かす人々の対外認識

/ 園田茂人著
2020.9 中央公論新

社
中公新書 2608 万葉集講義 : 最古の歌集の素顔 / 上野誠著 2020.9 中央公論新

社中公新書 2609 現代日本を読む : ノンフィクションの名作・問題作 /
武田徹著

2020.9 中央公論新
社

中公新書 2610 ヒトラーの脱走兵 : 裏切りか抵抗か、ドイツ最後のタ
ブー / 對馬達雄著

2020.9 中央公論新
社

中公新書 2611 アメリカの政党政治 : 建国から250年の軌跡 / 岡山
裕著

2020.10 中央公論新
社中公新書 2612 デジタル化する新興国 : 先進国を超えるか、監視社

会の到来か / 伊藤亜聖著
2020.10 中央公論新

社
中公新書 2613 古代メソポタミア全史 : シュメル、バビロニアからサー

サーン朝ペルシアまで / 小林登志子著
2020.10 中央公論新

社
中公新書 2614 ラファエロ : ルネサンスの天才芸術家 : カラー版 / 深

田麻里亜著
2020.10 中央公論新

社
中公新書 2615 物語東ドイツの歴史 : 分断国家の挑戦と挫折 / 河合

信晴著
2020.10 中央公論新

社


