
学生購入希望図書配架リスト(3月)

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
数学がおもしろくなる12話 第33刷改版 (岩
波ジュニア新書:113)

片山孝次著 岩波書店 080||Iw||113 211005775

2 戦争と沖縄 (岩波ジュニア新書:19) 池宮城秀意著 岩波書店 080||Iw||19 211005803

3 会社とはなにか (岩波ジュニア新書:373) 奥村宏著 岩波書店 080||Iw||373 211005760

4
哲学ってなんだ : 自分と社会を知る (岩波
ジュニア新書:415)

竹田青嗣著 岩波書店 080||Iw||415 211005757

5
経済の考え方がわかる本 (岩波ジュニア新
書:511)

新井明 [ほか]
編著

岩波書店 080||Iw||511 211005762

6 哲学のことば (岩波ジュニア新書:557) 左近司祥子著 岩波書店 080||Iw||557 211005804

7
財政のしくみがわかる本 (岩波ジュニア新
書:566)

神野直彦著 岩波書店 080||Iw||566 211005761

8
行政ってなんだろう 新版 (岩波ジュニア新
書:586)

新藤宗幸著 岩波書店 080||Iw||586 211005758

9
社会とどうかかわるか : 公共哲学からのヒ
ント (岩波ジュニア新書:608)

山脇直司著 岩波書店 080||Iw||608 211005849

10
政治のしくみがわかる本 (岩波ジュニア新
書:632)

山口二郎著 岩波書店 080||Iw||632 211005759

11 生ききる。 (角川oneテーマ21:A-138)
瀬戸内寂聴, 梅
原猛 [著]

角川学芸出版/角
川グループパブ
リッシング (発売)

080||Ka||A-138 211005805

12
幸せな小国オランダの智慧 : 災害にも負け
ないイノベーション社会 (PHP新書:780)

紺野登著 PHP研究所 080||Ph||780 211005776

13
拡大再生産のメカニズム (祥伝社新書:153.
超訳『資本論』:第2巻)

的場昭弘 [著] 祥伝社 080||Sh||153 211005763

14
「資本主義」は、なぜ人々を不幸にするの
か? (祥伝社新書:154. 超訳『資本論』:第3巻,
完結編)

的場昭弘 [著] 祥伝社 080||Sh||154 211005764

15 将軍権力の創出 朝尾直弘著 岩波書店 210.5||As 211005836



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

16
アメリカの歴史 : テーマで読む多文化社会
の夢と現実 (有斐閣アルマ:Interest)

有賀夏紀, 油井
大三郎編

有斐閣 253||Am 211005810

17 政治学をつかむ (Textbooks tsukamu)
苅部直, 宇野重
規, 中本義彦編

有斐閣 311||Se 211005767

18
アメリカ政治 新版 (有斐閣アル
マ:Specialized)

久保文明 [ほか]
著

有斐閣 312.53||Am 211005778

19
はじめての行政法 第2版 (有斐閣アル
マ:Basic)

石川敏行 [ほか]
著

有斐閣 323.9||Ha 211005806

20
現代日本経済 第3版 (有斐閣アル
マ:Specialized)

橋本寿朗 [ほか]
著

有斐閣 332.107||Ge 211005809

21
現代ヨーロッパ経済 第3版 (有斐閣アル
マ:Specialized)

田中素香 [ほか]
著

有斐閣 332.3||Ge 211005777

22
現代アメリカ経済 (有斐閣アル
マ:Specialized)

河村哲二著 有斐閣 332.53||Ka 211005808

23
はじめて出会う平和学 : 未来はここからはじ
まる (有斐閣アルマ:Interest)

児玉克哉, 佐藤
安信, 中西久枝
著

有斐閣 332.53||Ko 211005807

24
知的財産管理技能検定テキスト2級 : 国家
試験 改訂3版

知的財産教育協
会編

アップロード 507.2||Ch 211005871

25 気体放電論 (朝倉電気電子工学大系:1)
原雅則, 酒井洋
輔著

朝倉書店 540.8||As||1 211005768

26
はじめての高周波測定 : 測定の手順をス
テップ ・ バイ ・ ステップで詳解! (RF design
series)

市川裕一著 CQ出版 547.518||Ic 211005812

27
スペクトラム・アナライザによる高周波測定 :
高調波,不要輻射,変調,ひずみ,位相ノイズ,
伝送特性の測定をこなす (計測器BASIC)

高橋朋仁著 CQ出版 547.518||Ta 211005813

28 吉本隆明のDNA
藤生京子著/姜
尚中 [ほか] イン
タビュイー

朝日新聞出版 910.268||Fu 211005811

29 K 1 葵柚子葉著 主婦の友社 913.6||Ao||1 211005765

30 K 2 葵柚子葉著 主婦の友社 913.6||Ao||2 211005766


