
学生用社会系図書配架リスト（１１月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
仕事ができる社員、できない社員 : 会社に
「必要とされる人」になれ

吉越浩一郎著 三笠書房 159.4||Yo 211004348

2 僕は君たちに武器を配りたい 瀧本哲史著 講談社 159.7||Ta 211004415

3 江戸時代の天皇 (天皇の歴史:06) 藤田覚著 講談社 210.1||Te||06 211004344

4 明治天皇の大日本帝国 (天皇の歴史:07) 西川誠著 講談社 210.1||Te||07 211004345

5 昭和天皇と戦争の世紀 (天皇の歴史:08) 加藤陽子著 講談社 210.1||Te||08 211004266

6
古墳とはなにか : 認知考古学からみる古代
(角川選書:493)

松木武彦著

角川学芸出版/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

210.3||Ma 211004342

7 本音で語る沖縄史 仲村清司著 新潮社 219.9||Na 211004334

8
和解と協力の未来へ : 1990年以降 (岩波講
座東アジア近現代通史:10)

 岩波書店 220.8||Iw||10 211004413

9
ボスニア内戦 : グローバリゼーションとカオ
スの民族化 (国際社会と現代史)

佐原徹哉著 有志舎 239.34||Sa 211004184

10 ご先祖様はどちら様 高橋秀実著 新潮社 288.2||Ta 211004246

11 天皇はなぜ滅びないのか (新潮選書) 長山靖生著 新潮社 288.41||Na 211004351

12
最後の授業 : ぼくの命があるうちに [DVD付
き版]

ランディ・パウ
シュ, ジェフリー・
ザスロー著/矢羽
野薫訳

ランダムハウス
講談社

289.3||Pa 211004354

13
誰が中流を殺すのか : アメリカが第三世界
に墜ちる日

アリアナ・ハフィ
ントン著 : 森田浩
之訳

阪急コミュニ
ケーションズ

302.53||Hu 211004356

14 政治家の殺し方 中田宏著 幻冬舎 318.237||Na 211004359

15
国際人のすすめ : 世界に通用する日本人に
なるために

松浦晃一郎著 静山社 329.34||Ma 211004346
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16 大停滞

タイラー・コーエ
ン著/若田部昌
澄解説/池村千
秋訳

NTT出版 330.4||Co 211004323

17
誰が「地球経済」を殺すのか : 真相を読み
解く七つ道具

浜矩子著 実業之日本社 330.4||Ha 211004416

18 島国チャイニーズ 野村進著 講談社 334.522||No 211004353

19
スティーブ・ジョブズ神の遺言 (経済界新
書:013)

桑原晃弥著 経済界 335.13||Ku 211004269

20 会社は家族、社長は親
坂本光司, 渡邉
幸義著

PHP研究所 336.4||Sa 211004347

21
ハイパーインフレの悪夢 : ドイツ「国家破綻
の歴史」は警告する

アダム・ファーガ
ソン [著]/黒輪篤
嗣, 桐谷知未訳/
池上彰解説

新潮社 337.934||Fe 211004141

22 リトル・ピープルの時代 宇野常寛著 幻冬舎 361.5||Un 211004268

23
このとおりやればすぐできる社会調査のた
めの統計学 : 基礎からやさしくわかる現場
の統計学 : 生きた実例で理解する

神林博史, 三輪
哲著

技術評論社 361.9||Ka 211004343

24
ルポ職場流産 : 雇用崩壊後の妊娠・出産・
育児

小林美希著 岩波書店 366.38||Ko 211004414

25 絶望の国の幸福な若者たち 古市憲寿著 講談社 367.6||Fu 211004358

26
「想定外」の罠 : 大震災と原発 : 核と災害
1945・8・6-2011・3・11

柳田邦男著 文芸春秋 369.31||Ya 211004355

27
大学生の就職とキャリア : 「普通」の就活・
個別の支援

小杉礼子編 勁草書房 377.9||Da 211004189

28
アフガン諜報戦争 : CIAの見えざる闘い : ソ
連侵攻から9.11前夜まで 上

スティーブ・コー
ル著/木村一浩,
伊藤力司, 坂井
定雄訳

白水社 391.6||Co||1 211004349

29
アフガン諜報戦争 : CIAの見えざる闘い : ソ
連侵攻から9.11前夜まで 下

スティーブ・コー
ル著/木村一浩,
伊藤力司, 坂井
定雄訳

白水社 391.6||Co||2 211004350

30
原発と原爆 : 「核」の戦後精神史 (河出ブッ
クス:034)

川村湊著 河出書房新社 539||Ka 211004267
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31 魂振り : 琉球文化・芸術論 高良勉著 未來社 702.1999||Ta 211004357

32 「はい」と言わない大阪人 わかぎゑふ著 ベストセラーズ 914.6||Wa 211004352

33
ふたたび、ここから : 東日本大震災・石巻の
人たちの50日間

池上正樹著 ポプラ社 916||Ik 211004322
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