
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 いまこそ学ぼうマクロ経済学 第2版 細野薫著 日本評論社 331||Ho 216000632

2 EQ「感じる力」の磨き方 : 自分を変え、人生
の質を高める

高山直著
東洋経済新報
社

336.49||Ta 216000633

3 日本国勢図会 2016/17年版
矢野恒太記念
会編

日本評論社 351||Ni||'16・'17 216000634

4 テキストブック現代財政学 (有斐閣ブック
ス:[475])

植田和弘, 諸富
徹編

有斐閣 341||Te 216000635

5 憲法の地図 : 条文と判例から学ぶ 大島義則著 法律文化社 323.14||Os 216000683

6 学振申請書の書き方とコツ : DC/PD獲得を
目指す若者へ

大上雅史著 講談社 377.7||Ou 216000695

7 現代歴史学への展望 : 言語論的転回を超え
て

長谷川貴彦著 岩波書店 201||Ha 216000697

8 ジェイン・ジェイコブズの世界 : 1916-2006 (別
冊環:22)

塩沢由典 [ほ
か] 編集/片山
善博 [ほか著]

藤原書店 289.3||Je 216000700

9 教育の再定義 (岩波講座教育 : 変革への展
望:1)

小玉重夫編/佐
藤学 [ほか] 執
筆

岩波書店 370.8||Iw||1 216000701

10 史料で読む日本法史 新版 (HBB+)
村上一博, 西村安
博編/畠山亮, 北
康宏 [執筆]

法律文化社 322.1||Sh 216000702

11 ベーシック条約集 2016年版
松井芳郎編集
代表

東信堂
329.09||Be||201
6

216000703

12
二〇一二年衆院選政権奪還選挙 : 民主党は
なぜ敗れたのか (シリーズ・現代日本の選
挙:1)

白鳥浩編著 ミネルヴァ書房 312.1||Ni 216000704

13 憲法 1
渡辺康行 [ほ
か] 著

日本評論社 323.14||Ke 216000705

14 法学再入門秘密の扉 民事法篇 木庭顕著 有斐閣 321||Ko 216000706

15 サイクス=ピコ協定百年の呪縛 : 中東大混迷
を解く (新潮選書)

池内恵著 新潮社 319.27||Ik 216000707
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16 若者はなぜヤクザになったのか : 暴力団加
入要因の研究

廣末登著 ハーベスト社 368.51||Hi 216000751

17 社会的経験と人間の科学 (概念分析の社会
学:[1])

酒井泰斗 [ほ
か] 編

ナカニシヤ出版 361.04||Ga||1 216000752

18 実践の社会的論理 (概念分析の社会学:2)
酒井泰斗 [ほ
か] 編

ナカニシヤ出版 361.04||Ga||2 216000753

19 ケア・協働・アンペイドワーク : 揺らぐ労働の
輪郭 (労働再審:5)

仁平典宏, 山下
順子編

大月書店 366.04||Ro||5 216000754

20
介護はいかにして「労働」となったのか : 制度
としての承認と評価のメカニズム (現代社会
政策のフロンティア:9)

森川美絵著 ミネルヴァ書房 364.4||Mo 216000756

21 ケアの絆 : 自律神話を超えて
マーサ・A・ファイン
マン [著]/穐田信子,
速水葉子訳

岩波書店 361.63||Fi 216000757

22 なぜ女性はケア労働をするのか : 性別分業
の再生産を超えて

山根純佳著 勁草書房 366.38||Ya 216000758

23 障害学のリハビリテーション : 障害の社会モ
デルその射程と限界

川越敏司, 川島
聡, 星加良司編
著

生活書院 369.27||Sh 216000760

24 ドラッグの社会学 : 向精神物質をめぐる作法
と社会秩序 (Sekaishiso seminar)

佐藤哲彦著 世界思想社 368.8||Sa 216000764

25 ダルクの日々 : 薬物依存者たちの生活と人
生 (ライフ)

ダルク研究会
編著

知玄舎/星雲社
(発売)

368.81||Da 216000765

26 里親とは何か : 家族する時代の社会学 和泉広恵著 勁草書房 369.43||Iz 216000767

27 語られない「子ども」の近代 : 年少者保護制
度の歴史社会学

元森絵里子著 勁草書房 367.61||Mo 216000770

28
セルフヘルプ・グループの自己物語論 : アル
コホリズムと死別体験を例に (質的社会研究
シリーズ:2)

伊藤智樹著 ハーベスト社 369.14||It 216000771

29 差別の境界をゆく : 生活世界のエスノグラ
フィー

岸衞, 桜井厚著 せりか書房 361.86||Ki 216000775

30 現代の教育制度と経営
岡本徹, 佐々木
司編著

ミネルヴァ書房 373.1||Ge 216000785

31 震災工学 : 被害想定・リスクマネジメントから
みた地震災害

矢代晴実編著/
佐藤一郎, 鳥澤
一晃共著

コロナ社 369.31||Ya 216000786

32 顔にあざのある女性たち : 「問題経験の語り」
の社会学

西倉実季著 生活書院 361.4||Ni 216000801



33 なぜ日本の大学には工学部が多いのか : 理
系大学の近現代史

功刀滋著 講談社 377.21||Ku 216000824
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