
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 日銀、「出口」なし! : 異次元緩和の次に来る危
機(朝日新書:468)

加藤出著 朝日新聞出版 080||As||468 214001607

2 はじめての憲法教室 : 立憲主義の基本から考
える(集英社新書:0712A)

水島朝穂著 集英社 080||Sh||0712 214001599

3 阿波の古社めぐり : 徳島県の延喜式内社を訪
ねる

大西雅子著 文芸社 091.7||On 214001186

4 私たちがプロポーズされないのには、101の理
由があってだな

ジェーン・スー
著

ポプラ社 159.6||Je 214001917

5 フェルメールの帽子 : 作品から読み解くグロー
バル化の夜明け

ティモシー・ブ
ルック [著]/本
野英一訳

岩波書店 209.5||Br 214001615

6 図説大航海時代(ふくろうの本) 増田義郎著 河出書房新社 209.5||Ma 214001666

7 戦争の世界史 : 技術と軍隊と社会 上(中公文
庫:[マ10-5,6])

ウィリアム・H.マ
クニール著/高
橋均訳

中央公論新社 209||Mc||1 214001605

8 戦争の世界史 : 技術と軍隊と社会 下(中公文
庫:[マ10-5,6])

ウィリアム・H.マ
クニール著/高
橋均訳

中央公論新社 209||Mc||2 214001610

9 人類5万年文明の興亡 : なぜ西洋が世界を支
配しているのか 上

イアン・モリス著
/北川知子訳

筑摩書房 209||Mo||1 214001671

10 人類5万年文明の興亡 : なぜ西洋が世界を支
配しているのか 下

イアン・モリス著
/北川知子訳

筑摩書房 209||Mo||2 214001672

11 日本軍「慰安婦」制度とは何か(岩波ブックレッ
ト:no. 784)

吉見義明著 岩波書店 210.7||Yo 214001614

12 アースダイバー 中沢新一著 講談社 213.61||Na 214001670

13 中国学 (シノロジー) のパースペクティブ : 科
挙・出版史・ジェンダー

高津孝編訳 勉誠出版 222.004||Sh 214001692

14
中華と対話するイスラーム : 17-19世紀中国
ムスリムの思想的営為(プリミエ・コレクショ
ン:37)

中西竜也著
京都大学学術
出版会

222.06||Na 214001489

15 これならわかる台湾の歴史Q&A 三橋広夫著 大月書店 222.4||Mi 214001485
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16 ローマ帝国の崩壊 : 文明が終わるということ
ブライアン・ウォー
ド=パーキンズ著/
南雲泰輔訳

白水社 232.8||Wa 214001481

17 フランス植民地主義と歴史認識 平野千果子著 岩波書店 235.068||Hi 214001616

18 ポルトガル史 増補新版 金七紀男著 彩流社 236.9||Ki 214001667

19 幻想のジャンヌ・ダルク : 中世の想像力と社会
コレット・ボーヌ
著/阿河雄二郎
[ほか] 訳

昭和堂 289.3||Je 214001701

20 変わるエジプト、変わらないエジプト
師岡カリーマ・
エルサムニー著

白水社 302.42||Mo 214001375

21 政治哲学と現代(岩波講座政治哲学:6) 川崎修編 岩波書店 311.08||Iw||6 214001416

22 パトリオティズムとナショナリズム : 自由を守る
祖国愛

マウリツィオ・ヴィ
ローリ著/佐藤瑠威,
佐藤真喜子訳

日本経済評論
社

311.23||Vi 214001617

23 都市構造と都市政策
近畿都市学会
編

古今書院 318.7||To 214001664

24 アメリカ「帝国」の現在 : イデオロギーの守護
者たち

ハリー・ハルトゥー
ニアン [著]/平野
克弥訳

みすず書房 319.53||Ha 214001703

25 集団的自衛権の何が問題か : 解釈改憲批判
奥平康弘, 山口
二郎編

岩波書店 319.8||Sh 214001202

26 集団的自衛権の何が問題か : 解釈改憲批判
奥平康弘, 山口
二郎編

岩波書店 319.8||Sh 214001598

27 実証分析入門 : データから「因果関係」を読み
解く作法

森田果著 日本評論社 321.3||Mo 214001200

28

歴史の中の民法 : ローマ法との対話 : オッコー・
ベーレンツ教授 (Prof. Dr. Okko Behrends) 『ローマ
法史講義案』 (Skript zur Vorlesung Römische
Rechtsgeschichte, 1999/2000) を基礎に

O.ベーレンツ著
/河上正二訳著

日本評論社 322.32||Be 214001468

29 統治構造の憲法論 毛利透著 岩波書店 323.01||Mo 214001467

30 映画で学ぶ憲法
志田陽子編/愛
敬浩二 [ほか
著]

法律文化社 323.04||Ei 214001470

31 判例から考える憲法
小山剛, 畑尻剛,
土屋武編

法学書院 323.14||Ha 214001471

32 十代のきみたちへ : ぜひ読んでほしい憲法の
本

日野原重明著
冨山房インター
ナショナル

323.14||Hi 214001601



33 憲法 増補版(判例プラクティス)
憲法判例研究
会編/淺野博宣
[ほか] 著

信山社出版 323.14||Ke 214001201

34 憲法 増補版(判例プラクティス)
憲法判例研究
会編/淺野博宣
[ほか] 著

信山社出版 323.14||Ke 214001423

35 あの出来事を憶えておこう : 2008年からの憲
法クロニクル

小森陽一著 新日本出版社 323.14||Ko 214001602

36 憲法解釈論の応用と展開 第2版 宍戸常寿著 日本評論社 323.14||Sh 214001219

37 憲法主義 : 条文には書かれていない本質
内山奈月, 南野
森著

PHP研究所 323.14||Uc 214001214

38 憲法主義 : 条文には書かれていない本質
内山奈月, 南野
森著

PHP研究所 323.14||Uc 214001600

39 アメリカ憲法判例の物語(アメリカ憲法叢書:1)
大沢秀介, 大林
啓吾編

成文堂 323.53||Os 214001469

40
都市居住・災害復興・戦争補償と批判的「法の
支配」(北海道大学大学院法学研究科叢書:19.
民法理論研究:第4巻)

吉田邦彦著 有斐閣 324.04||Yo 214001473

41 物権法講義 河上正二著 日本評論社 324.2||Ka 214001466

42 借地借家法(別冊法学セミナー:no. 230. 新基
本法コンメンタール)

田山輝明, 澤野順
彦, 野澤正充編/
秋山靖浩 [ほか執
筆]

日本評論社 324.81||Sh 214001472

43 これでわかった!「超訳」特定秘密保護法
明日の自由を守る
若手弁護士の会著 岩波書店 326.81||Ko 214001597

44 EViewsによる計量経済分析 第2版
松浦克己, コリ
ン・マッケンジー
著

東洋経済新報
社

331.19||Ma 214001456

45 EViewsによる計量経済学入門
松浦克己, コリ
ン・マッケンジー
著

東洋経済新報
社

331.19||Ma 214001920

46 アダム・スミスとその時代
ニコラス・フィ
リップソン著/永
井大輔訳

白水社 331.42||Ph 214001383

47 速習!ミクロ経済学 : 試験攻略入門塾 石川秀樹著 中央経済社 331||Is 214001454

48 速習!マクロ経済学 : 試験攻略入門塾 石川秀樹著 中央経済社 331||Is 214001455

49 ダニエル・カーネマン心理と経済を語る
ダニエル・カー
ネマン著/山内
あゆ子訳

楽工社 331||Ka 214001609



50 行動経済学 : 伝統的経済学との統合による新
しい経済学を目指して

大垣昌夫, 田中
沙織著

有斐閣 331||Og 214001459

51 スタンフォード大学で一番人気の経済学入門
ミクロ編

ティモシー・テイ
ラー著/高橋璃
子訳

かんき出版 331||Ta 214001458

52 開発経済学と現代中国 中兼和津次著
名古屋大学出
版会

332.22||Na 214001457

53 近代ヨーロッパの形成 : 商人と国家の近代世
界システム(創元世界史ライブラリー)

玉木俊明著 創元社 332.3||Ta 214001627

54 年収は「住むところ」で決まる : 雇用とイノベー
ションの都市経済学

エンリコ・モレッ
ティ著/池村千
秋訳

プレジデント社 332.53||Mo 214001608

55 クルーグマンの国際経済学 : 理論と政策 上
巻 貿易編

P.R.クルーグマン, M.オ
ブズフェルド著/山本章
子 [ほか] 訳

丸善出版 333.6||Kr||1 214001613

56 悪い奴ほど合理的 : 腐敗・暴力・貧困の経済
学

レイモンド・フィス
マン, エドワード・ミ
ゲル著/田村勝省
訳

NTT出版 333.8||Fi 214001612

57 人口の世界史
マッシモ・リヴィ-
バッチ著/速水融,
斎藤修訳

東洋経済新報
社

334.2||Li 214001665

58 中小企業・ベンチャー企業論 : グローバルと地
域のはざまで 新版(有斐閣コンパクト)

植田浩史 [ほ
か] 著

有斐閣 335.35||Ch 214001221

59 経営戦略入門(Management text)
網倉久永, 新宅
純二郎著

日本経済新聞
出版社

336.1||Am 214001463

60 戦略プロフェッショナル : 競争逆転のドラマ 増
補改訂版

三枝匡著 ダイヤモンド社 336.1||Sa 214001462

61 MOT「技術経営」入門(Management text) 延岡健太郎著
日本経済新聞
社

336.17||No 214001464

62 これだけ!プレゼンの本質 : 選ばれ続けるため
のダイヤモンド・プレゼンテーション

野村尚義著
すばる舎リン
ケージ/すばる
舎 (発売)

336.49||No 214001720

63 コーポレート・ファイナンス 上

リチャード・ブリー
リー, スチュワート・
マイヤーズ, フランク
リン・アレン著

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

336.8||Br||1 214001218

64 財務会計 第12版 広瀬義州著 中央経済社 336.9||Hi 214001465

65 社会を結びなおす : 教育・仕事・家族の連携
へ(岩波ブックレット:no. 899)

本田由紀著 岩波書店 360||Ho 214001172

66 ピア : ネットワークの縁から未来をデザインす
る方法

スティーブン・
ジョンソン著/田
沢恭子訳

インターシフト/
合同出版 (発
売)

361.3||Jo 214001905



67 シェアをデザインする : 変わるコミュニティ、ビ
ジネス、クリエイションの現場

萩原修 [ほか]
著/猪熊純 [ほ
か] 編著

学芸出版社 361.3||Sh 214001668

68 社会問題の社会学(現代社会学ライブラ
リー:9)

赤川学著 弘文堂 361||Ak 214001659

69 社会学をいかに学ぶか(現代社会学ライブラ
リー:2)

舩橋晴俊著 弘文堂 361||Fu 214001662

70 福祉社会学ハンドブック : 現代を読み解く98の
論点

福祉社会学会編集 中央法規出版 364.1||Fu 214001660

71 ブラック企業のない社会へ : 教育・福祉・医
療・企業にできること(岩波ブックレット:No. 905)

今野晴貴 [ほか] 著 岩波書店 366.021||Bu 214001171

72 ジェンダーから見た世界史 : 歴史を読み替え
る

三成美保, 姫岡
とし子, 小浜正
子編

大月書店 367.2||Je 214001604

73 貴様いつまで女子でいるつもりだ問題
ジェーン・スー
著

幻冬舎 367.21||Je 214001916

74 「女子」の誕生 米澤泉著 勁草書房 367.21||Yo 214001705

75 フランスのワーク・ライフ・バランス : 男女平等
政策入門 : EU、フランスから日本へ

石田久仁子 [ほ
か] 編著

パド・ウィメン
ズ・オフィス

367.235||Fu 214001603

76 つながりを煽られる子どもたち : ネット依存と
いじめ問題を考える(岩波ブックレット:No.903)

土井隆義著 岩波書店 367.61||Do 214001170

77 福祉社会学の想像力(現代社会学ライブラ
リー:10)

武川正吾著 弘文堂 369||Ta 214001657

78 子どもの社会的ひきこもりとシャイネスの発達
心理学

ケネス・H・ルビン,
ロバート・J・コプラ
ン編/小野善郎訳

明石書店 371.42||Ko 214001718

79
フランスの歴史 : 近現代史 : フランス高校歴
史教科書 : 19世紀中頃から現代まで(世界の
教科書シリーズ:30)

フランソワ・ゲジ [ほか]
著/遠藤ゆかり, 藤田
真利子訳

明石書店 375.9||Se||30 214001695

80 世界を変える思考力を養うオックスフォードの
教え方

岡田昭人著 朝日新聞出版 377.28||Ok 214001220

81 出産の民俗学・文化人類学 安井眞奈美編 勉誠出版 385.2||Ya 214001656

82 贈与論 : 他二篇(岩波文庫:白(34)-228-1)
マルセル・モー
ス著/森山工訳

岩波書店 389||Ma 214001460

83 贈答の近代 : 人類学からみた贈与交換と日本
社会

山口睦著
東北大学出版
会

389||Ya 214001658



84 人類はどこから来て、どこへ行くのか
エドワード・O・
ウィルソン著/斉
藤隆央訳

化学同人 481.71||Wi 214001606

85 先端医療の社会学(Sekaishiso seminar)
佐藤純一, 土屋
貴志, 黒田浩一
郎編

世界思想社 498||Se 214001661

86 白熱講義これからの日本に都市計画は必要
ですか

蓑原敬 [ほか]
著

学芸出版社 518.8||Ha 214001669

87 跳びはねる思考 : 会話のできない自閉症の僕
が考えていること

東田直樹著 イースト・プレス 914.6||Hi 214001225
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