
学生用社会系図書配架リスト(3月)

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 天皇と宗教 (天皇の歴史:09)
小倉慈司, 山口
輝臣著

講談社 210.1||Te||09 211006032

2
中国化する日本 : 日中「文明の衝突」一千
年史

與那覇潤著 文藝春秋 210.1822||Yo 211006030

3
未来に語り継ぐ戦争 (岩波ブックレット:No.
826)

東京新聞社会部
編

岩波書店 210.75||Mi 211005990

4 こども東北学 (よりみちパン!セ:P020)

山内明美著
/100%ORANGE,
及川賢治装画・
挿画

イースト・プレス 212||Ya 211005992

5
江戸=東京の下町から : 生きられた記憶へ
の旅

川田順造著 岩波書店 213.61||Ka 211005991

6 失われた二〇世紀 上
トニー・ジャット著
/河野真太郎 [ほ
か] 訳

NTT出版 230.7||Ju||1 211005929

7 失われた二〇世紀 下
トニー・ジャット著
/河野真太郎 [ほ
か] 訳

NTT出版 230.7||Ju||2 211005930

8
知れば知るほど面白い徳川将軍十五代
(じっぴコンパクト新書:100)

大石学監修 実業之日本社 288.3||Sh 211005995

9 山本五十六 : 聯合艦隊司令長官 半藤一利著 文藝春秋 289.1||Ya 211005988

10 父・金正日と私 : 金正男独占告白 五味洋治著 文藝春秋 289.2||Ki 211005993

11 あんぽん : 孫正義伝 佐野眞一著 小学館 289||So 211005928

12
世界を動かした21の演説 : あなたにとって
「正しいこと」とは何か

クリス・アボット著
/清川幸美訳

英治出版 304||Ab 211005926

13 ぼくらの祖国 青山繁晴著 扶桑社 304||Ao 211005931

14 ブーメラン : 欧州から恐慌が返ってくる
マイケル・ルイス
著/東江一紀訳

文藝春秋 332.3||Le 211005996

15
ずっと働きたい「従業員300人以下」の会社
選び : 厳選50社中小企業ミシュラン《2012年
版》

海老原嗣生編著 プレジデント社 336.42||Zu 211006033



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

16
合格するための過去問題集日商簿記3級
'12年2月・6月検定対策 (よくわかる簿記シ
リーズ)

TAC簿記検定講
座編著

TAC株式会社出
版事業部

336.91||Go 211005925

17
合格するための過去問題集日商簿記2級
'12年2月・6月検定対策 (よくわかる簿記シ
リーズ)

TAC簿記検定講
座編著

TAC株式会社出
版事業部

336.91||Go||'12 211005922

18
ソーシャルデザイン : 社会をつくるグッドアイ
デア集 (ideaink:02)

グリーンズ編著 朝日出版社 360||So 211005999

19
日本人の価値観 : 世界ランキング調査から
読み解く (中公選書:007)

鈴木賢志著 中央公論新社 361.42||Su 211005994

20 「文化力」の時代 : 21世紀のアジアと日本 青木保著 岩波書店 361.5||Ao 211006031

21 自己愛過剰社会

ジーン・M・トウェ
ンギ, W・キース・
キャンベル著/桃
井緑美子訳

河出書房新社 361.5||Tw 211005997

22
これは誰の危機か、未来は誰のものか : な
ぜ1%にも満たない富裕層が世界を支配する
のか

スーザン・ジョー
ジ [著]/荒井雅
子訳

岩波書店 361.8||Ge 211005989

23
プラチナ構想ハンドブック : 「高齢化」のパ
ワーで世界を変えろ!

プラチナ構想委
員会編著

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

364.1||Pu 211005998

24 完訳アウトサイダーズ : ラベリング理論再考
ハワード S. ベッ
カー著/村上直
之訳

現代人文社/大
学図書 (発売)

368.8||Be 211005924

25
教育時事・答申完全攻略 2013年度版 (教員
採用試験完全攻略シリーズ:3)

柳林信彦編著 協同出版 373.7||Ya 211005920

26
あなたは自分を利口だと思いますか? : オッ
クスフォード大学・ケンブリッジ大学の入試
問題

ジョン・ファーンド
ン著/小田島恒
志, 小田島則子
訳

河出書房新社 376.8||Fa 211005927

27
グローバル人材育成のための大学評価指
標 : 大学はグローバル展開企業の要請に
応えられるか

徳永保, 籾井圭
子著

協同出版 377.15||To 211005923

28
最新最強の就活セミナーエントリーシート・
自己PR・志望動機 '13年版

根岸博之著 成美堂出版 377.9||Sa||'13 211005987

29

私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&
セオリー : 内定勝者 : エントリーシート、履
歴書、面接、志望動機、自己PR 2013 エント
リーシート編

キャリアデザイン
プロジェクト編著

PHP研究所 377.9||Wa||'13 211005921

30 火の神話学 : ロウソクから核の火まで 大塚信一著 平凡社 383.9||Ot 211006039


