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学生用社会系図書配架リスト（１月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
デンマークのにぎやかな公共図書館 : 平
等・共有・セルフヘルプを実現する場所

吉田右子著 新評論 016.2||Yo 210005015

2 飛鳥を綾なす光と陰 上の巻 鈴木茂夫著 文芸社 210.3||Su||1 210004847

3 飛鳥を綾なす光と陰 下の巻 鈴木茂夫著 文芸社 210.3||Su||2 210004848

4 ヨーロッパ戦後史 下
トニー・ジャット
[著]/森本醇訳

みすず書房 230.7||Ju||2 210005136

5
「ワル姫さま」の系譜学 : フランス王室を彩っ
た女たち

鹿島茂著 講談社 288.4935||Ka 210005175

6
溥儀 (ふぎ) の忠臣・工藤忠 : 忘れられた日
本人の満洲国 (朝日選書:867)

山田勝芳著 朝日新聞出版 289.1||Ku 210005174

7
夢を持ち続けよう! : ノーベル賞根岸英一の
メッセージ

根岸英一著 共同通信社 289.1||Ne 210005171

8 もうひとつの龍馬伝 : お龍と十四人の女たち 岳真也著
産経新聞出版/
日本工業新聞社
(発売)

289.1||Sa 210004846

9
タイム・トラベラー : タイム・マシンの方程式
を発見した物理学者の記録

ロナルド・L・マ
レット, ブルース・
ヘンダーソン著/
岡由実訳

祥伝社 289.3||Ma 210004922

10
都市の景観地理 イギリス・北アメリカ ・オー
ストラリア編

阿部和俊編 古今書院 290.173||To 210004841

11
中国はなぜ「軍拡」「膨張」「恫喝」をやめな
いのか : その侵略的構造を解明する

櫻井よしこ, 北村
稔, 国家基本問
題研究所編

文藝春秋 302.22||Ch 210005121

12
徹底解明!ここまで違う日本と中国 : 中華思想
の誤解が日本を亡ぼす

石平, 加瀬英明
著

自由社 302.22||Se 210004861

13
中国にとって法とは何か : 統治の道具から市
民の権利へ (叢書中国的問題群:3)

高見澤磨, 鈴木
賢著

岩波書店 302.22||So||3 210004853

14
君、国を捨つるなかれ : 『坂の上の雲』の時
代に学ぶ

渡辺利夫著 海竜社 319.102||Wa 210004851

15
アメリカにはもう頼れない : 日本の外交戦略
の失敗をどう正すか

日高義樹著 徳間書店 319.1053||Hi 210004852
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16 磯野家の相続 : 波平の遺産は、どうなる!? 長谷川裕雅著 すばる舎 324.7||Ha 210005265

17
われ判事の職にあり山口良忠 (肥前佐賀文
庫:004)

山形道文著 出門堂 327.124||Ya 210005135

18 アイデアは考えるな。 柳澤大輔著
日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

336.1||Ya 210005183

19
世紀の空売り : 世界経済の破綻に賭けた男
たち

マイケル・ルイス
著/東江一紀訳

文藝春秋 338.253||Le 210005128

20 社会学の歴史 奥井智之著 東京大学出版会 361.2||Ok 210004845

21
離れたくても離れられない人との距離の取り
方

石原加受子著 すばる舎 361.4||Is 210004934

22 社会心理学 (New liberal arts selection)
池田謙一 [ほか]
著

有斐閣 361.4||Sh 210004844

23 蟻族 : 高学歴ワーキングプアたちの群れ 廉思編 勉誠出版 361.85||Ar 210004858

24 生涯現役で働ける仕事が見つかる本 大寺明著 洋泉社 366.29||Od 210005000

25
女性学入門 : ジェンダーで社会と人生を考え
る (Minerva text library:61)

杉本貴代栄編著 ミネルヴァ書房 367.1||Jo 210004843

26 無縁社会 : "無縁死"三万二千人の衝撃
NHK「無縁社会プ
ロジェクト」取材
班編著

文藝春秋 368||Mu 210004856

27 難民への旅 山村淳平著 現代企画室 369.38||Ya 210004937

28 おせっかい教育論
鷲田清一 [ほか]
著

140B 370.4||Os 210004919

29
アメリカのスーパーエリート教育 : 独創力と
リーダーシップを育てる全寮制学校 (ボー
ディングスクール) 改訂版

石角完爾著
ジャパンタイム
ズ

372.53||Is 210004933

30
博士漂流時代 : 「余った博士」はどうなるか?
(Dis+coverサイエンス:005)

榎木英介著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

377.5||En 210004995

31
原田デスクのすべらない就活 : 勝てるエント
リーシート負けない面接テクニック 2012年度
版

原田康久著 中央公論新社 377.9||Ha 210005123
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32
面接&エントリーシート : 要点マスター! ['12]
(マイナビオフィシャル就活BOOK:2012)

才木弓加著
毎日コミュニ
ケーションズ

377.9||Sa 210005124

33 生涯学習と地域社会教育 新版
末本誠, 松田武
雄編著

春風社 379||Sh 210004842

34 普天間の謎 : 基地返還問題迷走15年の総て 森本敏著 海竜社 395.39||Mo 210004850
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