
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 超高齢社会の未来IT立国日本の挑戦
小尾敏夫, 岩崎
尚子著

毎日新聞社 007.3||Ob 215001931

2 困難な成熟 内田樹著 夜間飛行 159||Uc 215002312

3 21世紀の課題 : グローバリゼーションと周辺
化(21世紀歴史学の創造:7)

油井大三郎, 藤
田進著

有志舎 201||Ni||7 215002211

4 歴史認識とは何か : 日露戦争からアジア太
平洋戦争まで(新潮選書. 戦後史の解放:1)

細谷雄一著 新潮社 210.6||Ho 215002342

5 ふたたびの「戦前」 : 軍隊体験者の反省とこ
れから

石田雄著 青灯社 210.7||Is 215001762

6 平成史 増補新版(河出ブックス:068)
小熊英二編著/
井手英策 [ほ
か] 著

河出書房新社 210.77||He 215002055

7 地図で読み解く江戸・東京 : 江戸の暮らしが
見えてくる(ビジュアルはてなマップ)

江戸風土研究
会編・著

技術評論社 213.61||Ch 215002063

8 ペストの歴史 宮崎揚弘著 山川出版社 230||Mi 215001786

9 ヨーロッパ史講義 近藤和彦編 山川出版社 230||Yo 215002212

10 ドイツ史研究入門
木村靖二, 千葉
敏之, 西山暁義
編

山川出版社 234||Do 215001934

11 パナマ運河百年の攻防 : 1904年建設から返
還まで

山本厚子著 藤原書店 257.8||Ya 215001764

12 アーレント=ブリュッヒャー往復書簡 : 1936-
1968

ハンナ・アーレ
ント, ハインリ
ヒ・ブリュッ
ヒャー [著]/ロッ

みすず書房 289.3||Ar 215001937

13 フランソワ一世 : フランス・ルネサンスの王
ルネ・ゲルダン
著/辻谷泰志訳

国書刊行会 289.3||Fu 215002191

14 全体史の誕生 : 若き日の日記と書簡
J・ミシュレ
[著]/大野一道
編訳

藤原書店 289.3||On 215001787

15 地域分析ハンドブック : Excelによる図表づく
りの道具箱

半澤誠司 [ほ
か] 編

ナカニシヤ出版 290.1||Ch 215002050

学生用社会系図書新着リスト(１０月)



16 地理を学ぼう : 地理エクスカーション
伊藤徹哉, 鈴木重
雄, 立正大学地理学
教室編

朝倉書店 290.1||Ch 215002052

17 人文地理学への招待 竹中克行編著 ミネルヴァ書房 290.1||Ji 215001805

18 大都市都心地区の変容とマンション立地 富田和暁著 古今書院 291.0173||To 215002533

19 暗渠マニアック!
吉村生, 高山英
男著

柏書房 291.361||Yo 215001927

20
やりなおし!地理の教科書 : 日本人なら知って
おきたい : 初日の出が一番先に見られるの
はどこだ!

浅井建爾著 ビジネス社 291||As 215002062

21 イラスト日本まるごと事典 改訂第3版
(Bilingual books:17)

インターナショ
ナル・インター
ンシップ・プログ
ラムス著

講談社インター
ナショナル

291||Ir 215002015

22 ロンドンを旅する60章(エリア・スタディー
ズ:100)

川成洋, 石原孝
哉編著

明石書店 293.333||Ro 215002013

23 空間と歴史(フランスのアイデンティティ:第1
篇)

フェルナン・ブ
ローデル著/桐
村泰次訳

論創社 293.5||Br||1 215001933

24 映画で歩くパリ(SPACE SHOWER BOOKs)
佐藤久理子文・
写真

スペースシャ
ワーネットワー
ク

293.53||Sa 215001772

25 カナダを旅する37章(エリア・スタディー
ズ:109)

飯野正子, 竹中
豊編著

明石書店 295.1||Ka 215002004

26 社会科学のパラダイム論争 : 2つの文化の物
語

ゲイリー・ガー
ツ, ジェイムズ・
マホニー著/西
川賢, 今井真士

勁草書房 301.6||Go 215002360

27 現代韓国を知るための60章 第2版(エリア・ス
タディーズ:6)

石坂浩一, 福島
みのり編著

明石書店 302.21||Ge 215001994

28 韓国の暮らしと文化を知るための70章(エリ
ア・スタディーズ:112)

舘野晳編著 明石書店 302.21||Ka 215002003

29 現代中国を知るための40章 第4版(エリア・ス
タディーズ:8)

高井潔司, 藤野
彰, 曽根康雄編
著

明石書店 302.22||Ge 215002005

30 現代台湾を知るための60章 第2版(エリア・ス
タディーズ:34)

亜洲奈みづほ
著

明石書店 302.224||As 215002006

31 東南アジアを知るための50章(エリア・スタ
ディーズ:129)

今井昭夫編集
代表/東京外国
語大学東南ア
ジア課程編

明石書店 302.23||To 215002001

32 アイルランドを知るための70章 第2版(エリア・
スタディーズ:44)

海老島均, 山下
理恵子編著

明石書店 302.339||Ai 215002007



33 現代ドイツを知るための62章 第2版(エリア・
スタディーズ:18)

浜本隆志, 高橋憲編
著 明石書店 302.34||Ge 215002002

34 ウィーン・オーストリアを知るための57章 第2
版(エリア・スタディーズ:19)

広瀬佳一, 今井
顕編著

明石書店 302.346||Ui 215002011

35 ポルトガルを知るための55章 第2版(エリア・
スタディーズ:12)

村上義和, 池俊介
編著

明石書店 302.369||Po 215002012

36 イタリアを知るための62章 第2版(エリア・スタ
ディーズ:2)

村上義和編著 明石書店 302.37||It 215002014

37 スウェーデンを知るための60章(エリア・スタ
ディーズ:75)

村井誠人編著 明石書店 302.3893||Su 215002009

38 現代カナダを知るための57章(エリア・スタ
ディーズ:83)

飯野正子, 竹中
豊編著

明石書店 302.51||Ge 215002010

39 新時代アメリカ社会を知るための60章(エリ
ア・スタディーズ:119)

大類久恵, 落合
明子, 赤尾千波
編著

明石書店 302.53||Sh 215001995

40 オーストラリアを知るための58章 第3版第2刷
(エリア・スタディーズ:7)

越智道雄著 明石書店 302.71||Oc 215002008

41 日本戦後史論
内田樹, 白井聡
著

徳間書店 304||Uc 215002210

42 近代国家の形成 : 日清戦争〜韓国併合・辛
亥革命(講座東アジアの知識人:第2巻)

趙景達 [ほか]
編

有志舎 309.022||Ko||2 215002202

43 「社会」の発見と変容 : 韓国併合〜満洲事変
(講座東アジアの知識人:第3巻)

趙景達 [ほか]
編

有志舎 309.022||Ko||3 215002203

44 ヘーゲルから考える私たちの居場所 山内廣隆著 晃洋書房 311.1||Ya 215001982

45 政治学・行政学の基礎知識 第3版 堀江湛編 一藝社 311||Se 215001750

46 現代イギリス政治 第2版
梅川正美, 阪野
智一, 力久昌幸
編著

成文堂 312.33||Ge 215001760

47 アメリカの黒人保守思想 : 反オバマの黒人共
和党勢力

上坂昇著 明石書店 316.853||Ko 215001759

48 コレーク政策研究(政治経済叢書)
縣公一郎, 藤井
浩司編

成文堂 317.1||Ko 215002219

49 行政学 第2刷(補訂) 真渕勝著 有斐閣 317.1||Ma 215001801



50 人口減少時代の地域づくり読本
大森彌 [ほか]
共著

公職研 318.6||Ji 215002047

51 反骨の公務員、町をみがく : 内子町・岡田文
淑の町並み、村並み保存

森まゆみ著 亜紀書房 318.783||Mo 215002045

52 地方自治を問いなおす : 住民自治の実践が
ひらく新地平

今川晃編 法律文化社 318||Ch 215001763

53 自治(シリーズ後藤新平とは何か--自治・公
共・共生・平和)

後藤新平著 藤原書店 318||Go 215002046

54 地方自治入門(有斐閣コンパクト) 稲継裕昭著 有斐閣 318||In 215002028

55 地方分権改革(行政学叢書:5) 西尾勝著
東京大学出版
会

318||Ni 215002220

56 日独交流150年の軌跡
日独交流史編
集委員会編

雄松堂書店 319.1034||Ni 215001935

57 和解のために : 教科書・慰安婦・靖国・独島
(平凡社ライブラリー:740)

朴裕河著/佐藤
久訳

平凡社 319.2101||Pa 215002032

58 検証・安保法案 : どこが憲法違反か
長谷部恭男編/
大森政輔 [ほか
著]

有斐閣 319.8||Ke 215002358

59 カントの平和構想 : 『永遠平和のために』の
新地平

新川信洋著 晃洋書房 319.8||Sh 215002502

60 千羽鶴 : 原爆の子の像の記録(平和文庫) 豊田清史著
日本ブックエー
ス/日本図書セ
ンター (発売)

319.8||To 215001938

61 核廃絶へのメッセージ : 被爆地の一角から
(平和文庫)

土山秀夫著
日本ブックエー
ス/日本図書セ
ンター (発売)

319.8||Ts 215001942

62 伊藤真が問う日本国憲法の真意
森英樹 [ほか]
著/法学館憲法
研究所編

日本評論社 323.14||It 215002528

63 憲法講義
本秀紀編/愛敬
浩二 [ほか] 著

日本評論社 323.14||Ke 215001789

64 世界史の中の日本国憲法 : 立憲主義の史的
展開を踏まえて

佐藤幸治著 左右社 323.14||Sa 215002359

65 安倍流改憲にNOを!
樋口陽一, 山口
二郎編

岩波書店 323.149||Ab 215002346

66 憲法のポリティカ : 哲学者と政治学者の対話
高橋哲哉, 岡野
八代著

白澤社/現代書
館 (発売)

323.149||Ta 215002527



67 行政手続と行政救済(現代行政法講座:2)
現代行政法講
座編集委員会
[ほか] 編

日本評論社 323.9||Ge||2 215002347

68 判例で学ぶ行政法 宇賀克也著 第一法規 323.9||Ug 215002350

69 条解行政事件訴訟法 第4版

南博方原編著/
高橋滋, 市村陽
典, 山本隆司編
集

弘文堂 323.96||Jo 215002223

70 Q&A行政不服審査法(Jurist books)
添田徹郎, 駒崎
弘著

有斐閣 323.96||So 215002348

71 民法(債権関係)改正法案の概要 潮見佳男著
金融財政事情
研究会/きんざ
い (販売)

324.4||Sh 215002343

72 株式会社法 第6版 江頭憲治郎著 有斐閣 325.2||Eg 215002221

73 機関 3(会社法コンメンタール:7-9) 落合誠一編 商事法務 325.2||Ka||9 215001802

74 貧困という監獄 : グローバル化と刑罰国家の
到来

ロイック・ヴァカ
ン著/森千香子,
菊池恵介訳

新曜社 326.953||Wa 215002532

75 刑法 第2版(事例研究刑事法:1)
井田良 [ほか]
編著

日本評論社 326||Ji||1 215002344

76 刑事訴訟法 第2版(事例研究刑事法:2)
井田良 [ほか]
編著

日本評論社 326||Ji||2 215002345

77 刑事訴訟法(工藤北斗の実況論文講義) 工藤北斗著 法学書院 327.079||Ku 215002349

78 担保・執行・倒産の現在 : 事例への実務対応
(Jurist books:Professional)

伊藤眞, 道垣内
弘人, 山本和彦
編著

有斐閣 327.3||Ta 215002029

79 EViewsで学ぶ実証分析入門 基礎編
北岡孝義, 高橋
青天, 矢野順治
編著

日本評論社 331.19||Ev 215001767

80 日本を貧しくしないための経済学 : ほんとう
にだいじなお金の話

上条勇著 ナカニシヤ出版 331||Ka 215001749

81 スモールマート革命 : 持続可能な地域経済
活性化への挑戦

マイケル・
シューマン著/
浅田瑤子 [ほ
か] 訳

明石書店 332.9||Sh 215002042

82 元JICA専門家中小企業診断士298日間の海
外支援奮闘記

吉村守著 同友館 333.8||Yo 215001748

83 The Oxford handbook of inter-organizational
relations : pbk

edited by Steve
Cropper ... [et
al.]

Oxford
University
Press

336.3||Ox 215002364



84 社会・政策の統計の見方と活用 : データによ
る問題解決

久保真人編/久
保真人 [ほか]
著

朝倉書店 350.1||Sy 215002233

85 人口統計学の理論と推計への応用 和田光平著 オーム社 358.01||Wa 215001804

86 ライフストーリー研究に何ができるか : 対話
的構築主義の批判的継承

桜井厚, 石川良
子編

新曜社 361.16||Ra 215002043

87 文化社会学の視座 : のめりこむメディア文化
とそこにある日常の文化

南田勝也, 辻泉
編著

ミネルヴァ書房 361.5||Bu 215002044

88 国際社会学
宮島喬, 佐藤成
基, 小ヶ谷千穂
編

有斐閣 361||Ko 215001755

89 そこが知りたい!労災裁判例にみる労働者の
過失相殺

安西愈著 労働調査会 364.5||An 215002030

90 「働く」ときの完全装備 : 15歳から学ぶ労働者
の権利

橋口昌治, 肥下
彰男, 伊田広行
著

解放出版社 366.14||Ha 215002557

91 世界で働くプロフェッショナルが語る東大のグ
ローバル人材講義

江川雅子, 東京
大学教養学部
教養教育高度
化機構編

東京大学出版
会

366.29||Se 215001747

92 若者の労働運動 : 「働かせろ」と「働かない
ぞ」の社会学

橋口昌治著 生活書院 366.621||Ha 215002569

93 女性学/男性学(ヒューマニティーズ) 千田有紀著 岩波書店 367.1||Se 215002522

94 検証・若者の変貌 : 失われた10年の後に 浅野智彦編 勁草書房 367.68||Ke 215002234

95 カムアウトする親子 : 同性愛と家族の社会学 三部倫子著 御茶の水書房 367.97||Sa 215002041

96 ケアとサポートの社会学
三井さよ, 鈴木
智之編

法政大学出版
局

369.04||Ke 215002534

97 高齢者に対する支援と介護保険制度 第4版
(新・社会福祉士養成講座:13)

社会福祉士養
成講座編集委
員会編集

中央法規出版 369.08||Sh||13 215002563

98 老いを歩む人びと : 高齢者の日常からみた
福祉国家フィンランドの民族誌

高橋絵里香著 勁草書房 369.26||Ta 215002231

99 防災と時間(時間学の構築:1)
山口大学時間
学研究所 [編]

恒星社厚生閣 369.3||Bo 215002051

100 土砂災害から命を守る : 知っておくべきこと+
なすべきこと

池谷浩著 五月書房 369.3||Ik 215001826



101 市町村合併による防災力空洞化 : 東日本大
震災で露呈した弊害

室崎益輝, 幸田
雅治編著

ミネルヴァ書房 369.3||Sh 215002049

102 震災復興が語る農山村再生 : 地域づくりの
本質

稲垣文彦 [ほ
か] 著

コモンズ 369.31||Si 215002048

103 社会的養護における生活臨床と心理臨床 :
多職種協働による支援と心理職の役割

増沢高, 青木紀
久代編著

福村出版 369.43||Sh 215001847

104 自信をもっていじめにNOと言うための本 : 憲
法から考える

中富公一著 日本評論社 371.42||Na 215002222

105 体育科教育学入門 新版
高橋健夫 [ほ
か] 編著

大修館書店 375.49||Ta 215002215

106 美術科編(中学校新学習指導要領の展開)
福本謹一, 水島
尚喜編著

明治図書出版 375.72||Bi 215002037

107 美術科編(中学校新学習指導要領の展開)
福本謹一, 水島
尚喜編著

明治図書出版 375.72||Bi 215002038

108 小学校外国語活動成功させる55の秘訣 : う
まくいかないのには理由(わけ)がある

金森強 [著] 成美堂 375.893||Ka 215002562

109 小学校外国語活動の進め方 : 「ことばの教
育」として

岡秀夫, 金森強
編著

成美堂 375.893||Ok 215002198

110 脳の個性を才能にかえる : 子どもの発達障
害との向き合い方

トーマス・アー
ムストロング著
/中尾ゆかり訳

NHK出版 378||Ar 215002023

111 日本版WISC-IVによる発達障害のアセスメン
ト : 代表的な指標パターンの解釈と事例紹介

上野一彦 [ほか] 著
日本文化科学
社

378||Ni 215002362

112 やさしいみんなのペアレント・トレーニング入
門 : ACTの育児支援ガイド

リサ・W・コイン,
アミー・R・マレ
ル著/谷晋二監
訳

金剛出版 379.98||Co 215002218

113 美食家の誕生 : グリモと「食」のフランス革命 橋本周子著
名古屋大学出
版会

383.8||Ha 215002208

114 移民の宴 : 日本に移り住んだ外国人の不思
議な食生活

高野秀行著 講談社 383.8||Ta 215001928

115 日中韓マナー・慣習基本事典 : プライベート
からビジネスまで知っておきたい11章

佐藤貢悦, 斎藤
智文, 嚴錫仁著

勉誠出版 385.9||Sa 215001777

116 「よさこい系」祭りの都市民俗学 矢島妙子著 岩田書院 386.1||Ya 215002531

117 図説世界シンボル事典 普及版
H.ビーダーマン
著/藤代幸一
[ほか] 訳

八坂書房 389.033||Zu 215002520



118 戦争はどのように語られてきたか
河出書房新社
編集部編

河出書房新社 391.1||Se 215001825

119 自分で考える集団的自衛権 : 若者と国家 柳澤協二著 青灯社 392.1076||Ya 215002031

120
安保関連法総批判 : 憲法学からの「平和安
全」法制分析(別冊法学セミナー:No.235. 新・
総合特集シリーズ:7)

森英樹編/森英
樹 [ほか] 著

日本評論社 393.21||An 215002436

121 法廷に立つ科学 : 「法と科学」入門
シーラ・ジャサノ
フ著/渡辺千原,
吉良貴之監訳

勁草書房 404||Ja 215002361

122 マンガで学ぶ知的財産管理技能検定2級最
短マスター

本間政憲著 三和書籍 507.2||Ho 215002568

123 マンガで学ぶ知的財産管理技能検定3級最
短マスター

佐倉豪著,  本間政憲監修 三和書籍 507.2||Sa 215002567

124 トットちゃんとトットちゃんたち 1997-2014 黒柳徹子著 講談社 916||Ku 215002482
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