
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 贈与の謎 : 新装版 (叢書・ウニベルシタ
ス:674)

モーリス・ゴドリ
エ [著]/山内昶
訳

法政大学出版
局

389||Go 216000924

2 贈与論再考 : 人間はなぜ他者に与えるのか 岸上伸啓編 臨川書店 389||Zo 216000926

3
贈り物と交換の文化人類学 : 人間はどこから
来てどこへ行くのか (神奈川大学評論ブック
レット:9)

小馬徹著 御茶の水書房 385.97||Ko 216000927

4 日本人の贈答 (ミネルヴァ・アーカイブズ)
伊藤幹治, 栗田
靖之編著

ミネルヴァ書房 385.97||Ni 216000928

5 食人の形而上学 : ポスト構造主義的人類学
への道

エドゥアルド・ヴィ
ヴェイロス・デ・カス
トロ著/檜垣立哉, 山
崎吾郎訳

洛北出版 389||Ca 216000929

6 森は考える : 人間的なるものを超えた人類学
エドゥアルド・コー
ン著/近藤祉秋,
二文字屋脩共訳

亜紀書房 382.615||Ko 216000930

7 新・アルファベットから引く外国人名よみ方字
典

日外アソシエー
ツ株式会社編
集

日外アソシエー
ツ/紀伊國屋書
店 (発売)

288.1||Sh 216000933

8 新・カタカナから引く外国人名綴り方字典
日外アソシエー
ツ編

日外アソシエー
ツ/紀伊國屋書
店 (発売)

288.1||Sh 216000934

9 徹底検証安倍政治
中野晃一編
/[古賀茂明ほ
か執筆]

岩波書店 312.1||Te 216000940

10 自治体議会の政策サイクル : 議会改革を住
民福祉の向上につなげるために

江藤俊昭編著/
石堂一志 [ほ
か] 著

公人の友社 318.4||Ji 216000941

11 モビリティーズ : 移動の社会学
ジョン・アーリ著
/吉原直樹, 伊
藤嘉高訳

作品社 361||Ur 216000947

12 場所を消費する : 新装版 (叢書・ウニベルシ
タス:769)

ジョン・アーリ
[著]/武田篤志
[ほか] 訳

法政大学出版
局

361||Ur 216000948

13 老いの人類学 (Sekaishiso seminar) 青柳まちこ編 世界思想社 367.7||Oi 216000949

学生用社会系図書新着リスト(１０月)



14 アフリカの老人 : 老いの制度と力をめぐる民
族誌

田川玄, 慶田勝
彦, 花渕馨也編

九州大学出版
会

382.4||Af 216000950

15 アジール : その歴史と諸形態
オルトヴィン・ヘン
スラー著/舟木徹
男訳・解題

国書刊行会 322.3||He 216000953

16 統治される人びとのデモクラシー : サバルタ
ンによる民衆政治についての省察

パルタ・チャタジー
著/田辺明生, 新
部亨子訳

世界思想社 312.25||Ch 216000954

17 支配する人道主義 : 植民地統治から平和構
築まで

五十嵐元道著 岩波書店 319||Ig 216000955

18
デジタルトランスフォーメーション : 破壊的イノ
ベーションを勝ち抜くデジタル戦略・組織のつ
くり方

ベイカレント・コ
ンサルティング
著

日経BP社/日
経BPマーケティ
ング (発売)

336.17||De 216000962

19 プシコナウティカ : イタリア精神医療の人類学 松嶋健著 世界思想社 369.28||Ma 216000966

20 最強の社会調査入門 : これから質的調査を
はじめる人のために

前田拓也 [ほ
か] 編

ナカニシヤ出版 361.9||Sa 216000981

21 新制大学の誕生 : 大衆高等教育への道 下 天野郁夫著
名古屋大学出
版会

377.21||Am||2 216000982

22 新制大学の誕生 : 大衆高等教育への道 上 天野郁夫著
名古屋大学出
版会

377.21||Am||1 216000983

23 南シナ海でなにが起きているのか : 米中対
立とアジア・日本 (岩波ブックレット:No. 956)

山本秀也著 岩波書店 319.2||Ya 216000984

24 お買いもので世界を変える (岩波ブックレッ
ト:No. 946)

日本弁護士連合
会消費者問題対
策委員会著

岩波書店 365||Ok 216000997

25
不穏なるものたちの存在論 : 人間ですらない
もの、卑しいもの、取るに足らないものたちの
価値と意味

李珍景著/影本
剛訳

インパクト出版
会

361.1||Ij 216001002

26 鷗外の漢詩と軍医・横川唐陽 佐藤裕亮著 論創社 289.1||Yo 216001012

27 YOKAI NO SHIMA : 日本の祝祭-万物に宿る
神々の仮装

シャルル・フレ
ジェ著

青幻舎インター
ナショナル/青
幻舎 (発売)

386.1||Fr 216001021



28 図解でスッキリ!民法改正重要テーマ100 白川敬裕著
中央経済社/中央経
済グループパブリッ
シング (発売)

324.4||Sh 216001048

29 紛争・暴力・公正の心理学 大渕憲一監修 北大路書房 361.4||Fu 216001049

30 21世紀日本の格差 橘木俊詔著 岩波書店 332.107||Ta 216001050

31 大学におけるeラーニング活用実践集 (大学
における学習支援への挑戦:2)

大学eラーニング協
議会, 日本リメディア
ル教育学会監修

ナカニシヤ出版 377.15||Da 216001051

32 災害情報学事典
日本災害情報
学会編

朝倉書店 369.3||Sa 216001052

33 もういちど読む山川世界史用語事典
「世界史用語事
典」編集委員会
編

山川出版社 203.3||Mo 216001060

34 日本歴史災害事典
北原糸子, 松浦
律子, 木村玲欧
編

吉川弘文館 369.3||Ni 216001061

35 英語で話せる日本図鑑
永岡書店編集
部編著

永岡書店 291||Ei 216001065

36 世界の祝祭日の事典 中野展子著 東京堂出版 386.9||Se 216001067

37 子どもの中世史 (歴史文化セレクション) 斉藤研一著 吉川弘文館 384.5||Sa 216001072

38 アメリカ多文化社会論 : 「多からなる一」の系
譜と現在

南川文里著 法律文化社 316.853||Mi 216001073

39 「証言録」海軍反省会 8 戸高一成編 PHP研究所 397.21||Sh||8 216001074

40 尖閣問題の起源 : 沖縄返還とアメリカの中立
政策

ロバート・D・エルド
リッヂ著/吉田真吾,
中島琢磨訳

名古屋大学出
版会

319.1053||El 216001075

41 震災後の親子を支える : 家族の心を守るた
めに (心理学叢書)

安藤清志, 松井
豊編

誠信書房 369.31||Sh 216001088



42 行政学 第2版 (Next教科書シリーズ) 外山公美編 弘文堂 317.1||Gy 216001091

43 公共部門のマネジメント : 合意形成をめざし
て

樫谷隆夫編著/財務
省財務総合政策研
究所編

同文舘出版 317.1||Ko 216001092

44 日本の地方自治その歴史と未来 増補版 (現
代自治選書)

宮本憲一著 自治体研究社 318.2||Mi 216001093

45 「家族計画」への道 : 近代日本の生殖をめぐ
る政治

荻野美穂著 岩波書店 334.38||Og 216001094

46 総力取材 : 人口減少に立ち向かう市町村 (シ
リーズ田園回帰:2)

『季刊地域』編
集部編

農山漁村文化
協会

318.6||So 216001095

47 「心の闇」と動機の語彙 : 犯罪報道の一九九
〇年代 (青弓社ライブラリー:78)

鈴木智之著 青弓社 070.15||Su 216001096

48 現代日本の「社会の心」 : 計量社会意識論 吉川徹著 有斐閣 361.4||Yo 216001097

49 日本の古都がわかる事典 : 知れば知るほど
おもしろい

八幡和郎著
日本実業出版
社

210.1||Ya 216001125

50 大東亜共栄圏 : 帝国日本の南方体験 (講談
社選書メチエ:631)

河西晃祐著 講談社 210.75||Ka 216001132

51 子育て支援が日本を救う : 政策効果の統計
分析

柴田悠著 勁草書房 369.4||Sh 216001133

52 18歳からの格差論 : 日本に本当に必要なも
の

井手英策著/田
淵正敏 [画]

東洋経済新報
社

361.8||Id 216001134

53 丸山眞男の敗北 (講談社選書メチエ:629) 伊東祐吏著 講談社 311.21||It 216001137

54 超金融緩和からの脱却 白井さゆり著
日本経済新聞
出版社

338.3||Sh 216001139

55 パブリックライフ学入門
ヤン・ゲール, ビア
ギッテ・スヴァア著/
鈴木俊治 [ほか] 訳

鹿島出版会 361.78||Ge 216001151



56 江戸のパスポート : 旅の不安はどう解消され
たか (歴史文化ライブラリー:432)

柴田純著 吉川弘文館 208||Re||432 216001152

57 群衆心理 (講談社学術文庫:[1092])
ギュスターヴ・
ル・ボン [著]/
櫻井成夫訳

講談社 361.44||Bo 216001153

58 情報の私有・共有・公有 : ユーザーからみた
著作権 (叢書コムニス:03)

名和小太郎著 NTT出版 021.2||Na 216001165

59 なぜ「教えない授業」が学力を伸ばすのか 山本崇雄著
日経BP社/日
経BPマーケティ
ング (発売)

375.1||Ya 216001191

60 協調学習とは : 対話を通して理解を深めるア
クティブラーニング型授業

三宅なほみ, 東
京大学CoREF,
河合塾編著

北大路書房 375.1||Ky 216001296

61 日本の伝統行事
村上龍著/はまのゆ
か絵/ラルフ・マッ
カーシー英訳

講談社 386.1||Mu 216001297

62 もういちど読む山川日本近代史 鳥海靖著 山川出版社 210.6||To 216001299

63 もういちど読む山川世界現代史 木谷勤著 山川出版社 209.7||Ki 216001300

64 もういちど読む山川政治経済 山崎広明編 山川出版社 310||Mo 216001301

65 もういちど読む山川日本戦後史 老川慶喜著 山川出版社 210.76||Oi 216001302

66 大学でまなぶ日本の歴史
木村茂光 [ほ
か] 編

吉川弘文館 210.1||Da 216001304

67 歴史好きのための古文書入門 高尾善希著 柏書房 210.029||Ta 216001305

68 実力判定古文書解読力 小林正博編著 柏書房 210.029||Ko 216001306

69 イタリア文化55のキーワード (世界文化シ
リーズ:5)

和田忠彦編 ミネルヴァ書房 237||It 216001307



70 「地方創生」へのまちづくり・ひとづくり
袖井孝子編著/
佐藤滋 [ほか]
著

ミネルヴァ書房 318.6||Ch 216001308

71 認知資本主義 : 21世紀のポリティカル・エコノ
ミー

山本泰三編/内
藤敦之 [ほか]
著

ナカニシヤ出版 332.06||Ni 216001309

72
現代グローバリゼーションとアメリカ資本主義
(明治大学社会科学研究所叢書) (戦後世界
と日本資本主義 : 歴史と現状:4)

柿崎繁著 大月書店 332.107||Ka 216001310

73 緒方洪庵 (人物叢書:[284])
梅溪昇著/日本
歴史学会編

吉川弘文館 289.1||Og 216001311

74 神と死者の考古学 : 古代のまつりと信仰 (歴
史文化ライブラリー:417)

笹生衛著 吉川弘文館 208||Re||417 216001312

75 犬と鷹の江戸時代 : 「犬公方」綱吉と「鷹将
軍」吉宗 (歴史文化ライブラリー:423)

根崎光男著 吉川弘文館 208||Re||423 216001313

76 アクティブラーニングのデザイン : 東京大学
の新しい教養教育

永田敬, 林一雅
編

東京大学出版
会

377.15||Ak 216001314

77 大学生が知っておきたい生活のなかの法律 細川幸一著
慶應義塾大学
出版会

320||Ho 216001315

78 化粧の日本史 : 美意識の移りかわり (歴史文
化ライブラリー:427)

山村博美著 吉川弘文館 208||Re||427 216001316

79
「地方創生と消滅」の社会学 : 日本のコミュニ
ティのゆくえ (叢書現代社会のフロンティ
ア:22)

金子勇著 ミネルヴァ書房 361.7||Ka 216001317

80 世界はなぜ争うのか : 国家・宗教・民族と倫
理をめぐって

福田康夫, ヘルムート・シュミッ
ト, マルコム・フレーザー [ほか]
著/ジェレミー・ローゼン編/渥
美桂子訳

朝倉書店 319.04||Se 216001318

81 ドキュメント死刑に直面する人たち : 肉声から
見た実態

佐藤大介著 岩波書店 326.41||Sa 216001319

82 よくわかる青年心理学 第2版 (やわらかアカ
デミズム・「わかる」シリーズ)

白井利明編 ミネルヴァ書房 371.47||Yo 216001320

83 ミクロ経済学 新版 (新経済学ライブラリ:4) 武隈愼一著
新世社/サイエ
ンス社 (発売)

331||Ta 216001321



84 アクティブ・ラーニングを位置づけた中学校社
会科の授業プラン

小原友行編著 明治図書出版 375.313||Ak 216001322

85 貧困子供のSOS : 記者が聞いた、小さな叫び
読売新聞社会
部著

中央公論新社 369.4||Hi 216001323

86 新聞の正しい読み方 : 情報のプロはこう読ん
でいる!

松林薫著 NTT出版 070||Ma 216001324

87 合格ナビ!研究計画書の書き方
千島昭宏著/進研ア
カデミーグラデュ
エート大学部編

東京図書 377.15||Ch 216001336

88 現代地方財政論 5訂版
本庄資, 岩元浩
一, 関口博久共
著

大蔵財務協会 349||Ho 216001346

89 部分的つながり (人類学の転回叢書)
マリリン・ストラ
ザーン著/大杉
高司 [ほか] 訳

水声社 389||St 216001352

90 変形する身体 (人類学の転回叢書)
アルフォンソ・リ
ンギス著/小林
徹訳

水声社 389||Li 216001353

91 インディオの気まぐれな魂 (人類学の転回叢
書)

エドゥアルド・ヴィヴェイ
ロス・デ・カストロ著/近
藤宏, 里見龍樹訳

水声社 382.62||Ca 216001354

92 ヴァルター・ベンヤミンの墓標 (人類学の転回
叢書)

マイケル・タウシグ
著/金子遊, 井上里,
水野友美子訳

水声社 389||Ta 216001355

93 「尖閣問題」とは何か (岩波現代文庫:学
術:273)

豊下楢彦著 岩波書店 319.1022||To 216001365

94
小学生の読み書きスクリーニング検査 : 発達
性読み書き障害(発達性dyslexia)検出のため
に

宇野彰 [ほか]
著

インテルナ出版 378||Sy 216001366

95
東京オリンピック (ドキュメント戦後の日本 :
新聞ニュースに見る社会史大事典:文化編:第
45巻)

大空社 210.76||To 216001367

96 地方紙は地域をつくる : 住民のためのジャー
ナリズム

梅本清一著 七つ森書館 070.21||Um 216001397

97 資料で学ぶ国際関係 第2版
佐道明広 [ほ
か] 共編著

法律文化社 319.02||Ko 216001398



98 超チーム力 : 会社が変わるシリコンバレー式
組織の科学

リッチ・カールガード,
マイケル・S・マロー
ン著/濱野大道訳

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

336.3||Ka 216001399

99 中国文化55のキーワード (世界文化シリー
ズ:6)

武田雅哉, 加部
勇一郎, 田村容
子編著

ミネルヴァ書房 222||Ch 216001400

100 無戸籍の日本人 井戸まさえ著 集英社 324.87||Id 216001401

101 「決め方」の経済学 : 「みんなの意見のまとめ
方」を科学する

坂井豊貴著 ダイヤモンド社 311.7||Sa 216001402

102 デジタル・ジャーナリズムは稼げるか : メディ
アの未来戦略

ジェフ・ジャービ
ス著/夏目大訳

東洋経済新報
社

070||Ja 216001403

103 編集 : 悪い本ほどすぐできる良い本ほどむず
かしい

豊田きいち著
パイインターナ
ショナル

021.4||To 216001404

104
金融市場の高頻度データ分析 : データ処理・
モデリング・実証分析 (ファイナンス・ライブラ
リー:13)

林高樹, 佐藤彰
洋著

朝倉書店 338.01||Ha 216001420

105 永楽帝 : 明朝第二の創業者 (世界史リブレッ
ト人:38)

荷見守義著 山川出版社 222.058||Ha 216001425

106 「憲法上の権利」の作法 第3版 小山剛著 尚学社 323.143||Ko 216001426

107 行動経済学の逆襲
リチャード・セイ
ラー著/遠藤真
美訳

早川書房 331||Th 216001427

108 金融政策の「誤解」 : "壮大な実験"の成果と
限界

早川英男著
慶應義塾大学
出版会

338.3||Ha 216001428

109 事例から行政法を考える (法学教室Library)
北村和生 [ほ
か] 著

有斐閣 323.9||Ji 216001429

110 民法(相続関係)等の改正に関する中間試案
(別冊NBL:No.157)

商事法務編 商事法務 324.7||Mi 216001430

111 マイナス金利政策 : 3次元金融緩和の効果と
限界

岩田一政, 左三川郁
子, 日本経済研究セ
ンター編著

日本経済新聞
出版社

338.3||Iw 216001431



112 世界大学ランキングと知の序列化 : 大学評
価と国際競争を問う

石川真由美編
京都大学学術
出版会

377.1||Se 216001435

113 法学六法 : major laws for beginners '16
(2016年版)

石川明 [ほか]
編集代表

信山社 320.91||Ho||'16 216001445

114 変容する子どもの関係 (岩波講座教育 : 変革
への展望:3)

秋田喜代美編/
遠藤利彦 [ほ
か] 執筆

岩波書店 370.8||Iw||3 216001450

115 学習する社会の明日 (岩波講座現代:8) 佐藤卓己編 岩波書店 308||Iw||8 216001451

116 人口減少と地域の再編 : 地方創生・連携中
枢都市圏・コンパクトシティ

中山徹著 自治体研究社 318.6||Na 216001505

117 日本近世貨幣史の研究 安国良一著 思文閣出版 337.21||Ya 216001514

118 リベラル・ナショナリズムと多文化主義 : イギ
リスの社会統合とムスリム

安達智史著 勁草書房 316.833||Ad 216001515

119 読み書き障害の克服 : ディスレクシア入門
Bevé Hornsby著/苧阪
直行, 苧阪満里子, 藤
原久子共訳

協同医書出版
社

378||Ho 216001518

120 安保法制から考える憲法と立憲主義・民主主
義

長谷部恭男編/
杉田敦 [ほか執
筆]

有斐閣 393.21||An 216001521

121 21世紀の戦争と平和 : きみが知るべき日米
関係の真実

孫崎享著 徳間書店 319.1||Ma 216001522

122 地方自治法入門
駒林良則, 佐伯
彰洋編著

成文堂 318.1||Ch 216001523

123 地方議会のズレの構造 吉田利宏著 三省堂 318.4||Yo 216001524

124 地方自治の危機と法 : ポピュリズム・行政民
間化・地方分権改革の脅威

榊原秀訓著 自治体研究社 318||Sa 216001525

125 地方都市から子どもの貧困をなくす : 市民・
行政の今とこれから

志賀信夫, 畠中
亨編著

旬報社 369.4||Ch 216001526



126 経済地理シミュレーションモデル : 理論と応
用 (研究双書:no. 623)

熊谷聡, 磯野生
茂編

日本貿易振興
機構アジア経
済研究所

332.9||Ke 216001528

127 裁判と法律学 : 『最高裁回想録』補遺 藤田宙靖著 有斐閣 327.122||Fu 216001544

128
災害に強い電力ネットワーク : スマートグリッ
ドの基礎知識 (早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える:002)

横山隆一編著
早稲田大学出
版部

369.31||Yo 216001607

129 見るだけでわかるピケティ超図解 : 『21世紀
の資本』完全マスター

神樹兵輔, 21世
紀ビジョンの会
著

フォレスト出版 331.82||Mi 216001609

130 今さら聞けない経済教室 : こどもに聞かれて
も困らない60の疑問と答え

池田信夫著
東洋経済新報
社

332.107||Ik 216001610

131 学校じゃ教えてくれないまとめる技術 : プレゼ
ンや商談の資料作成・レポート作りで!

永山嘉昭著 大和書房 336.55||Na 216001611

132 妖怪・神・異郷 : 日本・韓国・フランスの民話
と民俗

樋口淳著 悠書館 388.1||Hi 216001612

133 「全世界史」講義 : 教養に効く!人類5000年史
1 古代・中世編

出口治明著 新潮社 209||De||1 216001613

134 「全世界史」講義 : 教養に効く!人類5000年史
2 近世・近現代編

出口治明著 新潮社 209||De||2 216001614

135 英語と日本軍 : 知られざる外国語教育史
(NHKブックス:1238)

江利川春雄著 NHK出版 390.7||Er 216001615

136 安全保障を問いなおす : 「九条--安保体制」
を越えて (NHKブックス:1239)

添谷芳秀著 NHK出版 319.1||So 216001616

137 老後親子破産
NHKスペシャル
取材班著

講談社 367.7||Ro 216001617

138 逃げたい娘 諦めない母
朝倉真弓, 信田
さよ子著

幻冬舎 367.3||As 216001618

139 ローカルメディアのつくりかた : 人と地域をつ
なぐ編集・デザイン・流通

影山裕樹著 学芸出版社 361.453||Ka 216001620
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