
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
インターネットにおける誹謗中傷法的対策マ
ニュアル

中澤佑一著 中央経済社 007.3||Na 213004857

2
ゼロ戦と日本刀 : 美しさに潜む「失敗の本
質」

百田尚樹, 渡部
昇一著

PHP研究所 210.75||Hy 213004861

3 日本降伏 : 迷走する戦争指導の果てに 纐纈厚著 日本評論社 210.75||Ko 213004837

4
ローマとパルティア : 二大帝国の激突三百
年史

ローズ・マリー・
シェルドン著/三
津間康幸訳

白水社 232.8||Sh 213004838

5 皇帝フリードリッヒ二世の生涯 上 塩野七生著 新潮社 289.3||Fr||1 213004884

6 皇帝フリードリッヒ二世の生涯 下 塩野七生著 新潮社 289.3||Fr||2 213004885

7
アジアの持続可能な発展に向けて : 環境・経
済・社会の視点から (慶應義塾大学東アジア
研究所叢書)

厳網林, 田島英
一編著

慶應義塾大学出
版会

302.2||Aj 213004854

8
日本の社会主義 : 原爆反対・原発推進の論
理 (岩波現代全書:018)

加藤哲郎著 岩波書店 309.3||Ka 213004832

9
日韓歴史問題をどう解くか : 次の100年のた
めに

和田春樹 [ほか] 
編

岩波書店 319.1021||Ni 213004836

10
アメリカはいかにして日本を追い詰めたか : 
「米国陸軍戦略研究所レポート」から読み解く
日米開戦

ジェフリー・レコー
ド著/渡辺惣樹
訳・解説

草思社 319.5301||Re 213004943

11 有斐閣判例六法professional 平成26年版 01
青山善充 [ほか] 
編集代表

有斐閣 320.91||Yu||26-01 213004859

12 有斐閣判例六法professional 平成26年版 02
青山善充 [ほか] 
編集代表

有斐閣 320.91||Yu||26-02 213004860

13 憲法と、生きる
東京新聞社会部
編

岩波書店 323.14||Ke 213004835

14 行政法解釈の基礎 : 「仕組み」から解く 橋本博之著 日本評論社 323.9||Ha 213004915

15 基本行政法 中原茂樹著 日本評論社 323.9||Na 213004914

16 現代行政過程論 第2版 (行政法:1) 大橋洋一著 有斐閣 323.9||Oh 213004916

17 入門刑法学 各論 (法学教室Library) 井田良著 有斐閣 326.2||Id 213004917

18 有斐閣経済辞典 第5版
金森久雄, 荒憲
治郎, 森口親司
編

有斐閣 330.33||Yu 213004918

学生用社会系図書配架リスト(２月)
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19 EViewsで学ぶ実証分析の方法
北岡孝義 [ほか] 
著

日本評論社 331.19||Ev 213004827

20
殺人ザルはいかにして経済に目覚めたか? : 
ヒトの進化からみた経済学

ポール・シーブラ
イト [著]/山形浩
生, 森本正史共
訳

みすず書房 331||Se 213004829

21
現代資本主義とマルクス経済学 : 経済学は
有効性をとりもどせるか

高田太久吉編著 新日本出版社 332.06||Ge 213004920

22 独占禁止法と日本経済 後藤晃著 NTT出版 335.57||Go 213004919

23
市場を操る邪悪な手 : 金融市場を破壊する
見えざる力

ジョン・スタッドン
著/橘明美訳

マグロウヒル・エ
デュケーション/
日本経済新聞出
版社 (発売)

338.1||St 213004826

24
図解ASEANの実力を読み解く : ASEANを理
解するのに役立つ46のテーマ

みずほ総合研究
所著

東洋経済新報社 338.9223||Zu 213004825

25
それでも金融はすばらしい : 人類最強の発明
で世界の難問を解く。

ロバート・J.シラー
著/山形浩生, 守
岡桜訳

東洋経済新報社 338||Sh 213004824

26
建設公債の原則と財政赤字 : 厳格な発行
ルールと巨額財政赤字 (白鷗大学法政策研
究所叢書:5)

浅羽隆史著
丸善プラネット/
丸善出版 (発売)

347.21||As 213004828

27 社会学の方法的立場 : 客観性とはなにか 盛山和夫著 東京大学出版会 361.16||Se 213004913

28
「格差」の戦後史 : 階級社会日本の履歴書 
増補新版 (河出ブックス:066)

橋本健二著 河出書房新社 361.8||Ha 213004833

29 脱「成長」戦略 : 新しい福祉国家へ
橘木俊詔, 広井
良典著

岩波書店 364||Ta 213004834

30 肥満と生活・健康・仕事の格差
古郡鞆子, 松浦
司編著

日本評論社 493.125||Hi 213004762

31
グローバル化時代における生殖技術と家族
形成

日比野由利編著 日本評論社 495.48||Gu 213004764

32 緑のエネルギー原論 植田和弘著 岩波書店 501.6||Ue 213004830

33 災害時の水利用 : 飲める水・使える水 新版
空気調和・衛生
工学会編集

空気調和・衛生
工学会/丸善 (発
売)

518.1||Sa 213004831

34
ここのなかの何処かへ : 移住・難民・境界的
出来事

トリン・T. ミンハ著
/小林富久子訳

平凡社 934.7||Tr 213004763


