
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 日本の経済 : 歴史・現状・論点(中公新
書:1896)

伊藤修著 中央公論新社 080||Ch||1896 214002562

2 行動経済学入門(日経文庫:1315:F61) 多田洋介著
日本経済新聞
出版社

080||Ni||1315 214002257

3 キリシタンの世紀 : ザビエル渡日から「鎖国」
まで(岩波人文書セレクション)

高瀬弘一郎著 岩波書店 198.221||Ta 214002454

4 情報戦と現代史 : 日本国憲法へのもうひとつ
の道

加藤哲郎著
花伝社/共栄書
房 (発売)

209.7||Ka 214002266

5 総力戦(現代の起点第一次世界大戦:第2巻) 山室信一 [ほか] 編 岩波書店 209.71||Ge||2 214002264

6 精神の変容(現代の起点第一次世界大戦:第3
巻)

山室信一 [ほ
か] 編

岩波書店 209.71||Ge||3 214002265

7 日本史 新版(世界各国史:1) 宮地正人編 山川出版社 209||Se||1 214002596

8 発掘調査のてびき 集落遺跡発掘編
国立文化財機
構奈良文化財
研究所編

同成社 210.025||Ha 214002625

9 発掘調査のてびき 整理・報告書編
国立文化財機構奈良
文化財研究所編 同成社 210.025||Ha 214002626

10 ジェンダー史(新体系日本史:9)
大口勇次郎, 成田龍
一, 服藤早苗編 山川出版社 210.08||Sh||9 214002251

11 近世ヨーロッパ軍事史 : ルネサンスからナポ
レオンまで

アレッサンドロ・
バルベーロ著/
石黒盛久訳

論創社 230.5||Ba 214002261

12 魔女狩り : 西欧の三つの近代化(講談社選書
メチエ:571)

黒川正剛著 講談社 230.5||Ku 214002254

13 ベルリン危機1961 : ケネディとフルシチョフの
冷戦 上

フレデリック・ケ
ンプ著/宮下嶺
夫訳

白水社 234.075||Ke||1 214002272

14 ベルリン危機1961 : ケネディとフルシチョフの
冷戦 下

フレデリック・ケ
ンプ著/宮下嶺
夫訳

白水社 234.075||Ke||2 214002273

15 フランスの肖像 : 歴史・政治・思想
ミシェル・ヴィ
ノック著/大嶋厚
訳

吉田書店 235||Wi 214002271
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16 新詳高等地図(Teikoku's atlas)
帝国書院編集
部編

帝国書院 290.38||Sh 214002814

17 ヴェネツィア物語(とんぼの本)
塩野七生, 宮下規久朗
著 新潮社 293.7||Sh 214002455

18 政策学入門 : 私たちの政策を考える
新川達郎編/真山
達志 [ほか著]

法律文化社 301||Se 214002536

19 主権と自由(岩波講座政治哲学:1) 川出良枝編 岩波書店 311.08||Iw||1 214002244

20 啓蒙・改革・革命(岩波講座政治哲学:2) 犬塚元編 岩波書店 311.08||Iw||2 214002245

21 近代の変容(岩波講座政治哲学:3) 宇野重規編 岩波書店 311.08||Iw||3 214002246

22 国家と社会(岩波講座政治哲学:4) 杉田敦編 岩波書店 311.08||Iw||4 214002247

23 理性の両義性(岩波講座政治哲学:5) 齋藤純一編 岩波書店 311.08||Iw||5 214002248

24 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 214002249

25 女性が政治を変えるとき : 議員・市長・知事の
経験

五十嵐暁郎, ミ
ランダ・A・シュ
ラーズ著

岩波書店 312.1||Ig 214002560

26 ジェンダーと政治参加 : the impact of women
in politics

大海篤子著 世織書房 312.1||Og 214002627

27 琉球共和社会憲法の潜勢力 : 群島・アジア・
越境の思想

川満信一, 仲里
効編

未來社 312.199||Ry 214002243

28 法学六法 : major laws for beginners '14 (2014
年版)

石川明 [ほか]
編集代表

信山社 320.91||Ho||'14 214002622

29 法学の基礎 第2版 団藤重光著 有斐閣 321||Da 214002504

30 行政判例百選 第6版 1(別冊ジュリスト:no.
211-212(48巻4-5号))

宇賀克也, 交告尚
史, 山本隆司編

有斐閣 323.9||Gy||1 214002502

31 行政判例百選 第6版 2(別冊ジュリスト:no.
211-212(48巻4-5号))

宇賀克也, 交告
尚史, 山本隆司
編

有斐閣 323.9||Gy||2 214002503

32 債権 第6版(別冊ジュリスト:no. 196. 民法判例
百選:2)

有斐閣 324.098||Mi||2 214002501



33 商法(総則商行為)判例百選 第5版(別冊ジュリ
スト:no. 194)

江頭憲治郎, 山
下友信編

有斐閣 325.1||Sh 214002500

34 コンパクトミクロ経済学(コンパクト経済学ライ
ブラリ:3)

赤木博文著
新世社/サイエ
ンス社 (発売)

331||Ak 214002514

35 経済学大図鑑
ナイアル・キシ
テイニーほか著
/小須田健訳

三省堂 331||Ke 214002255

36 マンキュー入門経済学 第2版
N・グレゴリー・マン
キュー著/足立英之
[ほか] 訳

東洋経済新報
社

331||Ma 214002256

37 都市経済学(有斐閣ブックス) 高橋孝明著 有斐閣 331||Ta 214002505

38 地域と産業 : 経済地理学の基礎 新版 富田和暁著 原書房 332.9||To 214002580

39 開発経済学 : 諸国民の貧困と富 新版(現代経
済学選書:11)

速水佑次郎著 創文社 333.8||Ha 214002573

40 超金融緩和のジレンマ 梅田雅信著
東洋経済新報
社

338.3||Um 214002253

41 コミュニケーション・トレーニング : 人と組織を
育てる 改訂新版

諏訪茂樹著 経団連出版 361.454||Su 214002547

42 映画で入門カルチュラル・スタディーズ 本橋哲也著 大修館書店 361.5||Mo 214002268

43 フィールドワークの経験(Serica archives)
好井裕明, 桜井
厚編

せりか書房 361.9||Fi 214002545

44 はじめての参与観察 : 現場と私をつなぐ社会
学

山北輝裕著 ナカニシヤ出版 361.9||Ya 214002697

45 生活保障のガバナンス : ジェンダーとお金の
流れで読み解く

大沢真理著 有斐閣 364.021||Os 214002252

46
労働統合型社会的企業の可能性 : 障害者就
労における社会的包摂へのアプローチ(現代
社会政策のフロンティア:4)

米澤旦著 ミネルヴァ書房 366.28||Yo 214002593

47 実践の中のジェンダー : 法システムの社会学
的記述

小宮友根著 新曜社 367.1||Ko 214002610

48 ジェンダーで読む日本政治 : 歴史と政策(有斐
閣選書:[1661])

進藤久美子著 有斐閣 367.21||Sh 214002537

49 バイシクル・シティズン : 「政治」を拒否する日
本の主婦

ロビン・ルブラン
著/尾内隆之訳

勁草書房 367.3||Le 214002528



50 日本占領とジェンダー : 米軍・売買春と日本女
性たち(フロンティア現代史)

平井和子著 有志舎 368.4||Hi 214002250

51 災害の地理学(立命館大学人文学企画叢
書:02)

吉越昭久編
/Yoshikoshi
Akihisa

文理閣 369.3||Sa 214002458

52 平成の風水害 : 地域防災力の向上を目指し
て

山本晴彦著 農林統計出版 369.33||Ya 214002460

53 日本軍「慰安婦」問題すべての疑問に答えま
す。

アクティブ・
ミュージアム「女
たちの戦争と平
和資料館」編著

合同出版 369.37||Ni 214002258

54 はじき出された子どもたち : 社会的養護児童
と「家庭」概念の歴史社会学

土屋敦著 勁草書房 369.43||Ts 214002571

55 支援のフィールドワーク : 開発と福祉の現場
から

小國和子, 亀井伸孝,
飯嶋秀治編 世界思想社 369||Sh 214002701

56 学校教育制度概論(玉川大学教職専門シリー
ズ)

坂野慎二, 福本
みちよ編著

玉川大学出版
部

373.1||Ga 214002575

57 中学校学習指導要領解説 国語編
文部科学省
[編]

東洋館出版社 375.1||Ch 214002707

58 中学校学習指導要領解説 美術編
文部科学省
[編]

日本文教出版 375.1||Ch 214002708

59 中学校学習指導要領解説 保健体育編
文部科学省
[編]

東山書房 375.1||Ch 214002709

60 高等学校学習指導要領解説 芸術 (音楽・美
術・工芸・書道) 編・音楽編・美術編

文部科学省
[著]

教育出版 375.1||Ko 214002704

61 高等学校学習指導要領解説 国語編
文部科学省
[著]

教育出版 375.1||Ko 214002705

62 高等学校学習指導要領解説 公民編
文部科学省
[著]

教育出版 375.1||Ko 214002706

63 高等学校学習指導要領解説 保健体育編・体
育編

文部科学省
[著]

東山書房 375.1||Ko 214002710

64 GISで楽しい地理授業 : 概念を理解する実習
から課題研究ポスターまで

森泰三著 古今書院 375.334||Mo 214002451

65 日本の社会教育・生涯学習 : 新しい時代に向
けて

小林文人, 伊藤長
和, 李正連編著 大学教育出版 379.021||Ni 214002702

66 学ばないこと・学ぶこと : とまれ・生涯学習の・
ススメ

鈴木眞理著 学文社 379||Su 214002539



67 よくわかる生涯学習(やわらかアカデミズム・
「わかる」シリーズ)

香川正弘, 鈴木
眞理, 佐々木英
和編

ミネルヴァ書房 379||Yo 214002591

68 メイキング文化人類学
太田好信, 浜本
満編

世界思想社 389.04||Me 214002699

69 よくわかる文化人類学 第2版(やわらかアカデ
ミズム・「わかる」シリーズ)

綾部恒雄, 桑山
敬己編

ミネルヴァ書房 389||Yo 214002497

70 「証言録」海軍反省会 5 戸高一成編 PHP研究所 397.21||Sh||5 214002259

71 「証言録」海軍反省会 6 戸高一成編 PHP研究所 397.21||Sh||6 214002260

72 ブレークスルーのために : 研究組織進化論(テ
クノライフ選書)

市川惇信著 オーム社 407||Ic 214002565

73 図説世界の自然環境 辰己勝著 古今書院 450.9||Ta 214002452

74 自然地理学
松山洋 [ほか]
著

ミネルヴァ書房 450||Sh 214002453

75 医療人類学のレッスン : 病いをめぐる文化を
探る

池田光穂, 奥野
克巳共編

学陽書房 498||Ir 214002570

76 リジリエント・シティ : 現代都市はいかに災害
から回復するのか?

ローレンス・J.ベイル,
トーマス・J・カンパネラ
編著/山崎義人 [ほか]
訳

クリエイツかも
がわ

518.8||Ri 214002456

77 公害・環境問題史を学ぶ人のために 小田康徳編 世界思想社 519.21||Ko 214002700

78 みつばち鈴木先生 : ローカルデザインと人の
つながり

原研哉編 羽鳥書店 601.1||Mi 214002457

79 ドキュメンタリー映画の地平 : 世界を批判的に
受けとめるために 愛蔵版

佐藤真著 凱風社 778.7||Sa 214002601

80 スポーツ産業論 第5版 原田宗彦編著 杏林書院 780.21||Su 214002507

81 スポーツメンタルトレーニング教本 改訂増補
版

日本スポーツ心
理学会編

大修館書店 780.7||Su 214002574

82 関係性の政治学 1(新時代への源氏学:2)
助川幸逸郎 [ほ
か] 編

竹林舎 913.36||Sh||2 214002263
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