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1
金融商品取引法入門 第5版 (日経文
庫:1277)

黒沼悦郎著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||1277 213000826

2
シャマニズム : アルタイ系諸民族の世界像
2 (東洋文庫:830, 835)

ウノ・ハルヴァ
[著]/田中克彦訳

平凡社 080||To||835 213000977

3 楕円の江戸文化 中西進著 白水社 210.5||Na 213000974

4
マハティールの履歴書 : ルック・イースト政
策から30年

マハティール・ビ
ン・モハマド著

日本経済新聞出
版社

289.2||Ma 213000978

5
習近平に中国は変えられるか : 「超大国」へ
の狭き道

日本経済新聞社
編

日本経済新聞出
版社

302.22||Sh 213000936

6
政治思想の知恵 : マキャベリからサンデルま
で

仲正昌樹編 法律文化社 311.2||Se 213000911

7 「対米従属」という宿痾
鳩山由紀夫, 孫
崎享, 植草一秀
著

飛鳥新社 312.1||Ha 213000919

8 国家の死滅 : 国家の起源と現状と未来 服部正喜著 創元社 313.2||Ha 213000933

9 ネット選挙 : 解禁がもたらす日本社会の変容 西田亮介著 東洋経済新報社 314.85||Ni 213000969

10
アメリカ黒人から見た日本、中国1895-1945 :
ブラック・インターナショナリズムの盛衰

マーク・ガリキオ
[著]/伊藤裕子訳

岩波書店 316.853||Ga 213000934

11 対外政策 課題編 (日本の外交:4-5) 国分良成編 岩波書店 319.1||Ni||5 213001000

12 憲法の円環 長谷部恭男著 岩波書店 323.01||Ha 213000972

13
いま、「憲法改正」をどう考えるか : 「戦後日
本」を「保守」することの意味

樋口陽一著 岩波書店 323.12||Hi 213000971

14 会社法 第15版 (法律学講座双書) 神田秀樹著 弘文堂 325.2||Ka 213000828

15 判例刑法総論 第6版
西田典之, 山口
厚, 佐伯仁志著

有斐閣 326.1||Ni 213000909

16 判例刑法各論 第6版
西田典之, 山口
厚, 佐伯仁志著

有斐閣 326.2||Ni 213000910

17
民事訴訟の本質と諸相 : 市民のための裁判
をめざして

瀬木比呂志著 日本評論社 327.2||Se 213000973

18 現代社会経済学 改訂新版 北村洋基著 桜井書店 331.6||Ki 213000914

19
現代アメリカ経済論 : アメリカにおける資本主
義の精神

中臣久著 日本評論社 332.53||Na 213000935

20
私たちの国際経済 : 見つめよう, 考えよう, 世
界のこと 第3版 (有斐閣ブックス:[430])

東京経済大学国
際経済グループ
著

有斐閣 333.6||Wa 213000913
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21
V字回復の経営 : 2年で会社を変えられます
か : 実話をもとにした企業変革ドラマ :
Turnaround Task Force 増補改訂版

三枝匡著
日本経済新聞出
版社

336||Sa 213000991

22 日本の金融制度 第3版 鹿野嘉昭著 東洋経済新報社 338.21||Sh 213000966

23
公共事業評価のための経済学 (土木・環境
系コアテキストシリーズ:E-7)

石倉智樹, 横松
宗太共著

コロナ社 343.7||Is 213000979

24
「空気」の構造 : 日本人はなぜ決められない
のか

池田信夫著 白水社 361.42||Ik 213000916

25
格差は「見かけ上」か : 所得分布の統計解析
(シリーズ社会・経済を学ぶ)

木村和範著 日本経済評論社 361.9||Ki 213000912

26
アメリカ型福祉国家の形成 : 1935年社会保
障法とニューディール

佐藤千登勢著
筑波大学出版会
/丸善出版 (発
売)

364.0253||Sa 213000970

27 正義・ジェンダー・家族

スーザン・M.オー
キン [著]/山根純
佳, 内藤準, 久保
田裕之訳

岩波書店 367.1||Ok 213000968

28 心の闇 : 無差別殺傷事件はなぜ起きたのか 中西宣雄著 批評社 368.61||Na 213000918

29
赤ちゃんポストと緊急下の女性 : 未完の母子
救済プロジェクト

柏木恭典著 北大路書房 369.41||Ka 213000917

30
民主主義への教育 : 学びのシニシズムを超
えて

上野正道著 東京大学出版会 371.1||Ue 213000921

31
安倍政権で教育はどう変わるか (岩波ブック
レット:No. 874)

佐藤学, 勝野正
章著

岩波書店 373.1||Sa 213001061

32
「新しい野の学問」の時代へ : 知識生産と社
会実践をつなぐために

菅豊著 岩波書店 380.1||Su 213000967

33
よい製品とは何か : スタンフォード大学伝説
の「ものづくり」講義

ジェイムズ・L・ア
ダムズ著/石原薫
訳

ダイヤモンド社 509.66||Ad 213000975

34
2020年、電力大再編 : 電力改革で変貌する
巨大市場 (B&Tブックス)

井熊均編著 日刊工業新聞社 540.921||Ik 213000976

35
信頼の条件 : 原発事故をめぐることば (岩波
科学ライブラリー:207)

影浦峡著 岩波書店 543.5||Ka 213000840

36
中国軍事工業の近代化 : 太平天国の乱から
日清戦争まで

トーマス・L・ケネ
ディ著/細見和弘
訳

昭和堂 559.09||Ke 213000915

37
ソーシャルメディア進化論 : toward the
worldwide community

武田隆著 ダイヤモンド社 675||Ta 213000920

38
ヒトラーが寵愛した銀幕の女王 : 寒い国から
来た女優オリガ・チェーホワ

アントニー・ビー
ヴァー著/山崎博
康訳

白水社 778.234||Be 213000937


