
学生用社会系図書配架リスト（８月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
人生に悩んだら「日本史」に聞こう : 幸せの
種は歴史の中にある

ひすいこたろう,
白駒妃登美著

祥伝社 159.2||Hi 211001952

2
戦争とハンセン病 (歴史文化ライブラ
リー:287)

藤野豊著 吉川弘文館 208||Re||287 211001891

3
幕末日本と対外戦争の危機 : 下関戦争の
舞台裏 (歴史文化ライブラリー:289)

保谷徹著 吉川弘文館 208||Re||289 211001898

4
「国語」という呪縛 : 国語から日本語へ、そし
て○○語へ (歴史文化ライブラリー:290)

川口良, 角田史
幸著

吉川弘文館 208||Re||290 211001900

5
白村江の真実 : 新羅王・金春秋の策略 (歴
史文化ライブラリー:291)

中村修也著 吉川弘文館 208||Re||291 211001895

6
O脚だったかもしれない縄文人 : 人骨は語る
(歴史文化ライブラリー:293)

谷畑美帆著 吉川弘文館 208||Re||293 211001893

7
邪馬台国の滅亡 : 大和王権の征服戦争 (歴
史文化ライブラリー:294)

若井敏明著 吉川弘文館 208||Re||294 211001890

8 鎌倉大仏の謎 (歴史文化ライブラリー:295) 塩澤寛樹著 吉川弘文館 208||Re||295 211001884

9
昭和天皇側近たちの戦争 (歴史文化ライブ
ラリー:296)

茶谷誠一著 吉川弘文館 208||Re||296 211001881

10
古代壁画の世界 : 高松塚・キトラ・法隆寺金
堂 (歴史文化ライブラリー:297)

百橋明穂著 吉川弘文館 208||Re||297 211001894

11
博覧会と明治の日本 (歴史文化ライブラ
リー:298)

國雄行著 吉川弘文館 208||Re||298 211001885

12
鎌倉源氏三代記 : 一門・重臣と源家将軍
(歴史文化ライブラリー:299)

永井晋著 吉川弘文館 208||Re||299 211001896

13
近世の仏教 : 華ひらく思想と文化 (歴史文
化ライブラリー:300)

末木文美士著 吉川弘文館 208||Re||300 211001886

14
都市鎌倉の中世史 : 吾妻鏡の舞台と主役
たち (歴史文化ライブラリー:301)

秋山哲雄著 吉川弘文館 208||Re||301 211001887

15
「国民歌」を唱和した時代 : 昭和の大衆歌謡
(歴史文化ライブラリー:302)

戸ノ下達也著 吉川弘文館 208||Re||302 211001888
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16
日本国号の歴史 (歴史文化ライブラ
リー:303)

小林敏男著 吉川弘文館 208||Re||303 211001883

17
流行歌の誕生 : 「カチューシャの唄」とその
時代 (歴史文化ライブラリー:304)

永嶺重敏著 吉川弘文館 208||Re||304 211001880

18
時間の古代史 : 霊鬼の夜、秩序の昼 (歴史
文化ライブラリー:305)

三宅和朗著 吉川弘文館 208||Re||305 211001892

19
高松塚・キトラ古墳の謎 (歴史文化ライブラ
リー:306)

山本忠尚著 吉川弘文館 208||Re||306 211001899

20
幕末の世直し : 万人の戦争状態 (歴史文化
ライブラリー:307)

須田努著 吉川弘文館 208||Re||307 211001897

21
イングランド王国前史 : アングロサクソン七
王国物語 (歴史文化ライブラリー:308)

桜井俊彰著 吉川弘文館 208||Re||308 211001882

22
祇園祭 : 祝祭の京都 (みやこ) (歴史文化ラ
イブラリー:309)

川嶋將生著 吉川弘文館 208||Re||309 211001889

23
吉兆湯木貞一 : 料理の道 (歴史文化ライブ
ラリー:310)

末廣幸代著 吉川弘文館 208||Re||310 211001879

24
幕末の海防戦略 : 異国船を隔離せよ (歴史
文化ライブラリー:312)

上白石実著 吉川弘文館 208||Re||312 211001874

25
古代の都はどうつくられたか : 中国・日本・
朝鮮・渤海 (歴史文化ライブラリー:313)

吉田歓著 吉川弘文館 208||Re||313 211001872

26
藤原鎌足、時空をかける : 変身と再生の日
本史 (歴史文化ライブラリー:314)

黒田智著 吉川弘文館 208||Re||314 211001873

27
変貌する清盛 : 『平家物語』を書きかえる
(歴史文化ライブラリー:315)

樋口大祐著 吉川弘文館 208||Re||315 211001876

28
鎌倉幕府の滅亡 (歴史文化ライブラ
リー:316)

細川重男著 吉川弘文館 208||Re||316 211001871

29
「日本美術」の発見 : 岡倉天心がめざしたも
の (歴史文化ライブラリー:317)

吉田千鶴子著 吉川弘文館 208||Re||317 211001878

30
四国遍路 : さまざまな祈りの世界 (歴史文
化ライブラリー:318)

星野英紀, 浅川
泰宏著

吉川弘文館 208||Re||318 211001875

31 古墳 (歴史文化ライブラリー:319) 土生田純之著 吉川弘文館 208||Re||319 211001870
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32
すべての道は平城京 (みやこ) へ : 古代国
家の「支配の道」 (歴史文化ライブラ
リー:321)

市大樹著 吉川弘文館 208||Re||321 211001877

33
地図から消えた島々 : 幻の日本領と南洋探
検家たち (歴史文化ライブラリー:322)

長谷川亮一著 吉川弘文館 208||Re||322 211001869

34
戦国時代の足利将軍 (歴史文化ライブラ
リー:323)

山田康弘著 吉川弘文館 208||Re||323 211001867

35
歴史人口学で読む江戸日本 (歴史文化ライ
ブラリー:324)

浜野潔著 吉川弘文館 208||Re||324 211001868

36
帝国の長い影 : 20世紀国際秩序の変容
(Minerva西洋史ライブラリー:89)

木畑洋一, 後藤
春美編著

ミネルヴァ書房 209.7||Te 211001646

37
通商国家カルタゴ (興亡の世界史 : what is
human history?:03)

栗田伸子, 佐藤
育子著

講談社 209||Ko||03 211001901

38
オスマン帝国500年の平和 (興亡の世界史 :
what is human history?:10)

林佳世子著 講談社 209||Ko||10 211001902

39
東南アジア多文明世界の発見 (興亡の世界
史 : what is human history?:11)

石澤良昭著 講談社 209||Ko||11 211001903

40
大日本・満州帝国の遺産 (興亡の世界史 :
what is human history?:18)

姜尚中, 玄武岩
著

講談社 209||Ko||18 211001904

41
人類はどこへ行くのか (興亡の世界史 :
what is human history?:20)

福井憲彦 [ほか]
著

講談社 209||Ko||20 211001905

42 事典人と動物の考古学
西本豊弘, 新美
倫子編

吉川弘文館 210.025||Ji 211001958

43
よくわかる考古学 (やわらかアカデミズム・
「わかる」シリーズ)

松藤和人, 門田
誠一編著

ミネルヴァ書房 210.025||Yo 211001906

44 「蛮社の獄」のすべて 田中弘之著 吉川弘文館 210.58||Ta 211001959

45 「終戦」の政治史 : 1943-1945 鈴木多聞著 東京大学出版会 210.75||Su 211001944

46 復興と離陸 (高度成長の時代:1)
大門正克 [ほか]
編

大月書店 210.76||Ko||1 211001946

47 過熱と揺らぎ (高度成長の時代:2)
大門正克 [ほか]
編

大月書店 210.76||Ko||2 211001947
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48 成長と冷戦への問い (高度成長の時代:3)
大門正克 [ほか]
編

大月書店 210.76||Ko||3 211001948

49
新秩序の模索 : 1930年代 (岩波講座東アジ
ア近現代通史:5)

 岩波書店 220.8||Iw||5 211001419

50 高句麗壁画古墳と東アジア 門田誠一著 思文閣出版 221.035||Mo 211001814

51 写真と絵で見る北朝鮮現代史

金聖甫, 奇光舒,
李信澈著/李泳
采監訳・解説/韓
興鉄訳

コモンズ 221.07||Ki 211001908

52
歴史の場 : 史跡・記念碑・記憶 (Minerva西
洋史ライブラリー:87)

若尾祐司, 和田
光弘編著

ミネルヴァ書房 230||Re 211001907

53
哀しいドイツ歴史物語 : 歴史の闇に消えた
九人の男たち (ちくま文庫:[き27-2])

菊池良生著 筑摩書房 234.04||Ki 211001954

54
図説アインシュタイン大全 : 世紀の天才の
思想と人生

アンドルー・ロビ
ンソン編著/寺町
朋子訳

東洋書林 289.3||Ei 211001815

55 道しるべ : 新装
ダグ・ハマーショ
ルド著/鵜飼信成
訳

みすず書房 289.3||Ha 211001955

56 京都学を楽しむ : 古都をめぐる33の講座 知恵の会編 勉誠出版 291.62||Ky 211001647

57
激動予測 : 「影のCIA」が明かす近未来パ
ワーバランス

ジョージ・フリード
マン著/櫻井祐
子訳

早川書房 304||Fr 211001909

58
カール・シュミットの「危険な精神」 : 戦後ヨー
ロッパ思想への遺産 (Minerva人文・社会科
学叢書:167)

ヤン・ヴェル
ナー・ミューラー
著/中道寿一訳

ミネルヴァ書房 311.234||Mu 211001648

59
残酷平和論 : 人間は、何をしでかすかわか
らぬ動物である

鴨志田恵一著 三五館 319.8||Ka 211001649

60
中東・北アフリカの紛争地図 : ニュースがわ
かる

世界情勢を読む
会編著

日本文芸社 319||Ch 211001910

61 法令読解ノート
畠中信夫著/全
国労働基準関係
団体連合会編集

全国労働基準関
係団体連合会

320||Ho 211001651

62 法律学の基礎技法 川崎政司著 法学書院 321||Ka 211001911
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63 法律の読み方・学び方 道野真弘著 実務教育出版 321||Mi 211001650

64 江戸の罪と罰 (平凡社ライブラリー:717) 平松義郎著 平凡社 322.15||Hi 211001912

65
はじめての憲法統治 第4版 (3日でわかる法
律入門)

尾崎哲夫著 自由国民社 323.14||Oz 211001913

66
はじめての行政法 : 法律をあなたの「お友
達」の1人に 第3版 (3日でわかる法律入門)

尾崎哲夫著 自由国民社 323.9||Oz 211001914

67
はじめての民法総則 第8版 (3日でわかる法
律入門)

尾崎哲夫著 自由国民社 324.1||Oz 211001915

68
はじめての物権法 第7版 (3日でわかる法律
入門)

尾崎哲夫著 自由国民社 324.2||Oz 211001916

69
はじめての担保物権 第7版 (3日でわかる法
律入門)

尾崎哲夫著 自由国民社 324.3||Oz 211001917

70
はじめての債権各論 第7版 (3日でわかる法
律入門)

尾崎哲夫著 自由国民社 324.5||Oz 211001918

71
はじめての親族相続 第7版 (3日でわかる法
律入門)

尾崎哲夫著 自由国民社 324.6||Oz 211001919

72
はじめての商法総則・商行為 第6版 (3日で
わかる法律入門)

尾崎哲夫著 自由国民社 325.1||Oz 211001920

73
はじめての会社法 第8版 (3日でわかる法律
入門)

尾崎哲夫著 自由国民社 325.2||Oz 211001921

74
これからの犯罪被害者学 : 被害者中心的司
法への険しい道 (RJ叢書:7)

ジョー・グディ著 成文堂 326.3||Go 211001652

75 簡裁民事事件の考え方と実務 第4版 加藤新太郎編 民事法研究会 327.2||Ka 211001653

76 実践民事執行法民事保全法 平野哲郎著 日本評論社 327.3||Hi 211001922

77
はじめての刑事訴訟法 : 法律をあなたの
「お友達」の1人に 第5版 (3日でわかる法律
入門)

尾崎哲夫著 自由国民社 327.6||Oz 211001923

78 国際条約集 2011
横田喜三郎, 高
野雄一編

有斐閣 329.09||Ko||'11 211001654
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79 一瞬でわかる日本と世界の領土問題
高橋和夫, 川嶋
淳司著

日本文芸社 329.23||Ta 211001924

80 日本経済新聞の読み方 2011-2012年版
日本経済新聞出
版社編

日本経済新聞出
版社

330||Ni||'11-'12 211001925

81
単位が取れる経済数学ノート (単位が取れ
るシリーズ)

石川秀樹著 講談社 331.19||Is 211001926

82 ゲーム理論とその経済学への応用
G.ロンプ著/福住
多一訳

シーエーピー出
版

331.19||Ro 211001810

83 初心者のための経済指標の見方・読み方 塚崎公義著 東洋経済新報社 331.19||Ts 211001927

84 北京のアダム・スミス : 21世紀の諸系譜
ジョヴァンニ・アリ
ギ著/上野友也
[ほか] 訳

作品社 332.06||Ar 211001929

85
日本経済の不都合な真実 : 生き残り7つの
提言

辛坊治郎, 辛坊
正記著

幻冬舎 332.107||Sh 211001930

86
これからの日本経済の大問題がすっきり解
ける本 : 目からウロコの経済講義 (アスコム
BOOKS:012)

高橋洋一著 アスコム 332.107||Ta 211001931

87

服部金太郎, 早川徳次, 根津嘉一郎, 利光
鶴松, 西山弥太郎, 白石元治郎, 木川田一
隆, 土光敏夫, 小林宏治, 丸田芳郎, 大塚正
士, 安藤百福, 山本卓眞, 北城恪太郎 (日本
の企業家群像:3)

佐々木聡編 丸善出版 332.8||Ha 211001811

88 創業者列伝 吉村大輔編集

学研パブリッシ
ング/学研マー
ケティング (発
売)

332.8||So 211001936

89 世界の経済が一瞬でわかる本
世界情勢を読む
会編著

日本文芸社 333.6||Se 211001928

90
在日外国人と多文化共生 : 地域コミュニティ
の視点から

佐竹眞明編著 明石書店 334.41||Za 211001932

91 二つの祖国を持つ女性たち 楠巳敦子著 栄光出版社 334.453||Ku 211001933

92
世界の資源地図 : 原油、天然ガス、水、レア
アース... 最新版

布施克彦, 岩本
沙弓著

青春出版社 334.7||Fu 211001934

93
資源に何が起きているか? : 争奪戦の現状
と未来を知る

柴田明夫著 TAC出版事業部 334.7||Sh 211001655
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94 現代経営入門 (有斐閣ブックス:[459])
高橋宏幸 [ほか]
著

有斐閣 335.1||Ge 211001935

95 現代中小企業の新機軸 永山利和編著 同友館 335.35||Ge 211001656

96
現代経営組織論の基礎 (現代経営基礎シ
リーズ:5)

佐久間信夫, 坪
井順一編著

学文社 336.3||Ge 211001937

97
学習する組織 : システム思考で未来を創造
する

ピーター・M.セン
ゲ著/枝廣淳子,
小田理一郎, 中
小路佳代子訳

英治出版 336.3||Se 211001658

98 ビジネスマンのナレッジ 専門編 内山力著 同友館 336||Uc 211001657

99
株とは何か : 市場・投資・企業を読み解く
(講談社選書メチエ:502)

山本昌弘著 講談社 338.155||Ya 211001938

100 新地方公会計 : 実務上の諸問題
公会計改革に協
力する会計人の
会著

東峰書房 349.3||Sh 211001812

101
文化交流のエリアスタディーズ : 日本につな
がる文化の道

松原広志, 須藤
護, 佐野東生編
著

ミネルヴァ書房 361.5||Bu 211001661

102
日本型近代家族 : どこから来てどこへ行く
のか

千田有紀著 勁草書房 361.63||Se 211001950

103 華族令嬢たちの大正・昭和
華族史料研究会
編

吉川弘文館 361.81||Ka 211001662

104
新・社会調査のためのデータ分析入門 : 実
証科学への招待

土田昭司, 山川
栄樹著

有斐閣 361.9||Ts 211001939

105
本当にわかる社会学 : フシギなくらい見えて
くる!

現代位相研究所
編

日本実業出版社 361||Ho 211001660

106
はじめての労働法 第3版 (3日でわかる法律
入門)

尾崎哲夫著 自由国民社 366.14||Oz 211001940

107 女ぎらい : ニッポンのミソジニー 上野千鶴子著 紀伊國屋書店 367.1||Ue 211001949

108 新しい貧困 : 労働、消費主義、ニュープア
ジグムント・バウ
マン著/伊藤茂
訳

青土社 368.2||Ba 211001961
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109 障害学 : 理論形成と射程 杉野昭博著 東京大学出版会 369.27||Su 211001945

110 プロボノ : 新しい社会貢献新しい働き方 嵯峨生馬著 勁草書房 369.7||Sa 211001951

111
学校を変える力 : イースト・ハーレムの小さ
な挑戦

デボラ・マイヤー
[著]/北田佳子訳

岩波書店 372.53||Me 211001941

112
ドイツ・フランス共通歴史教科書 : 1945年以
後のヨーロッパと世界 現代史 (世界の教科
書シリーズ:23)

ペーター・ガイス,
ギヨーム・ル・カ
ントレック監修/
山田美明 [ほか]
訳

明石書店 375.9||Se||23 211001813

113
悪霊論 : 異界からのメッセージ (ちくま学芸
文庫)

小松和彦著 筑摩書房 380.1||Ko 211001953

114
ネイティブ・アメリカンの世界 : 歴史を糧に未
来を拓くアメリカ・インディアン

青柳清孝著 古今書院 382.53||Ao 211001960

115
世界の少数民族文化図鑑 : 失われつつあ
る土着民族の伝統的な暮らし

ピアーズ・ギボン
著/福井正子訳

柊風舎 382||Gi 211001663

116 日本人の宗教と動物観 : 殺生と肉食 中村生雄著 吉川弘文館 383.81||Na 211001957

117 南木曾の木地屋の物語 : ろくろとイタドリ 松本直子著 未來社 384.38||Ma 211001956

118
憑霊信仰論 : 妖怪研究への試み (講談社学
術文庫:1115)

小松和彦 [著] 講談社 387||Ko 211001942

119 日本妖怪異聞録 (講談社学術文庫:[1830]) 小松和彦 [著] 講談社 388.1||Ko 211001943

120 朽ちるインフラ : 忍び寄るもうひとつの危機 根本祐二著
日本経済新聞出
版社

510.9||Ne 211001659
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