
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
学生・職員と創る大学教育 : 大学を変える
FDとSDの新発想

清水亮, 橋本勝
編著

ナカニシヤ出版 377.15||Ga 212000695

2 聞き書き震災体験 : 東北大学90人が語る とうしんろく編 新泉社 369.31||Ki 212000696

3
大学入試の終焉 : 高大接続テストによる再
生

佐々木隆生著
北海道大学出版
会

376.8||Sa 212000697

4 万里の長城は月から見えるの? 武田雅哉著 講談社 292.2||Ta 212000698

5 民事判例 1: 2010年前期
現代民事判例研
究会編

日本評論社 324||Mi||1 212000699

6 民事判例 2: 2010年後期
現代民事判例研
究会編

日本評論社 324||Mi||2 212000700

7 私が弁護士になるまで 菊間千乃著 文藝春秋 289.1||Ki 212000701

8 ミッションからはじめよう! 並木裕太著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

336.2||Na 212000702

9 現代政治学 第4版 (有斐閣アルマ:Basic)
加茂利男 [ほか]
著

有斐閣 311||Ge 212000703

10
3・11慟哭の記録 : 71人が体感した大津波・
原発・巨大地震

金菱清, 東北学
院大学震災の記
録プロジェクト編

新曜社 369.31||Sa 212000704

11 財務省のマインドコントロール 江田憲司著 幻冬舎 310.4||Ed 212000705

12 しくみがわかる (池上彰のやさしい経済学:1)
池上彰著/テレビ
東京報道局編

日本経済新聞出
版社

331||Ik||1 212000706

13
ニュースがわかる (池上彰のやさしい経済
学:2)

池上彰著/テレビ
東京報道局編

日本経済新聞出
版社

331||Ik||2 212000707

14
世界服飾史のすべてがわかる本 (史上最強
カラー図解)

能澤慧子監修 ナツメ社 383.1||Se 212000708

15 蕩尽する中世 (新潮選書) 本郷恵子著 新潮社 210.4||Ho 212000709

16
地方上級・国家一般職[大卒]市役所上・中
級 : 論文試験頻出テーマのまとめ方 2013年

吉岡友治著 実務教育出版 317.4||Ch||'13 212000753

17 困ったときに本当に使える就活のヒント100
クオリティ・オブ・
ライフ『就活の
栞』編集部編

マガジンハウス 377.9||Ko 212000754

18 自己啓発の時代 : 「自己」の文化社会学的 牧野智和著 勁草書房 361.5||Ma 212000755

19
グローバル・エコノミー 第3版 (有斐閣アル
マ:Specialized)

岩本武和 [ほか]
著

有斐閣 333.6||Gu 212000781

20 地方行財政の地域的文脈
神谷浩夫 [ほか]
編著

古今書院 318.2||Ch 212000789

21 政治と経済のしくみがわかるおとな事典 池上彰監修 講談社 310||Se 212000790

22
やさしい教育心理学 第3版 (有斐閣アル
マ:Interest)

鎌原雅彦, 竹綱
誠一郎著

有斐閣 371.4||Ka 212000791

23
はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ 第9
版 (有斐閣アルマ:Basic)

椋野美智子, 田
中耕太郎著

有斐閣 364||Mu 212000792

24 詳解現代地図 2012-2013
二宮書店編集部
編

二宮書店 290.38||Sh 212000793

25 民事判例 3: 2011年前期
現代民事判例研
究会編

日本評論社 324||Mi||3 212000794

26 民事判例 4: 2011年後期
現代民事判例研
究会編

日本評論社 324||Mi||4 212000795

27
日本人こそ知っておくべき世界を号泣させた
日本人

黄文雄著 徳間書店 281.04||Ko 212000796

28 総則 第3版第8刷(補訂2版) (民法の基礎:1) 佐久間毅著 有斐閣 324||Sa||1 212000797
29 物権 初版第7刷(補訂2版) (民法の基礎:2) 佐久間毅著 有斐閣 324||Sa||2 212000798
30 災害情報とメディア 新版 平塚千尋著 リベルタ出版 369.31||Hi 212000799

31
江戸の地図屋さん : 販売競争の舞台裏 (歴
史文化ライブラリー:168)

俵元昭著 吉川弘文館 208||Re||168 212000837

32 不登校児再生の島 奥野修司著 文藝春秋 371.5||Ok 212000849
33 一番やさしい地方自治の本 第1次改訂版 平谷英明著 学陽書房 318||Hi 212000850
34 経済ニュースのウソを見抜け! : 全国民必読 上念司著 徳間書店 332.107||Jo 212000851

35
イスラムを生きる人びと : 伝統と「革命」のあ
いだで

川上泰徳著 岩波書店 302.27||Ka 212000852

学生用社会系図書配架リスト(6月)
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36
ビジネスモデル・ジェネレーション : ビジネス
モデル設計書 : ビジョナリー、イノベーターと
挑戦者のためのハンドブック

アレックス・オス
ターワルダー, イ
ヴ・ピニュール著
/小山龍介訳

翔泳社 336.1||Os 212000853

37 60年代のリアル 佐藤信著 ミネルヴァ書房 210.76||Sa 212000854

38
希望論 : 2010年代の文化と社会 (NHKブック
ス:1171)

宇野常寛, 濱野
智史著

NHK出版 361.5||Un 212000873

39 それをお金で買いますか : 市場主義の限界
マイケル・サンデ
ル著/鬼澤忍訳

早川書房 331.1||Sa 212000931

40
検証大阪の教育改革 : いま、何が起こって
いるのか (岩波ブックレット:No. 833)

志水宏吉著 岩波書店 373.2||Sh 212000932


