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1
安禄山 : 「安史の乱」を起こしたソグド人 (世
界史リブレット人:18)

森部豊著 山川出版社 209||Se||18 213002201

2 日本史と環境 : 人と自然 (環境の日本史:1) 平川南編 吉川弘文館 210.04||Ka||1 213002220

3
邪馬台国の数学と歴史学 : 九章算術の語
法で書かれていた倭人伝行路記事

半沢英一著 ビレッジプレス 210.273||Ha 213002416

4 田沼時代 (日本近世の歴史:4) 藤田覚著 吉川弘文館 210.5||Ni||4 213002219

5 開国前夜の世界 (日本近世の歴史:5) 横山伊徳著 吉川弘文館 210.5||Ni||5 213002123

6 明治維新 (日本近世の歴史:6) 青山忠正著 吉川弘文館 210.5||Ni||6 213002221

7
「シベリアに独立を!」 : 諸民族の祖国 (パトリ)
をとりもどす (岩波現代全書:003)

田中克彦著 岩波書店 229.1||Ta 213002083

8 記念碑に刻まれたドイツ : 戦争・革命・統一 松本彰著 東京大学出版会 234.06||Ma 213002107

9 1945年のドイツ瓦礫の中の希望
テオ・ゾンマー著/
山木一之訳

中央公論新社 234.074||So 213002000

10 フランス革命 (岩波現代文庫:学術 ; 189) 柴田三千雄著 岩波書店 235.06||Sh 213002368

11
都市コミュニティと階級・エスニシティ : ボスト
ン・バックベイ地区の形成と変容、1850-1940
(武蔵大学研究叢書:No.105. 人文叢書:No.24)

川島浩平著 御茶の水書房 253.14||Ka 213002092

12 野口英世は眠らない 山本厚子著
綜合社/集英社
(発売)

289.1||No 213002318

13 マヨラナ : 消えた天才物理学者を追う
ジョアオ・マゲイ
ジョ著/塩原通緒
訳

NHK出版 289.3||Ma 213002529

14 政治の発見 (高畠通敏集:2)
[高畠通敏著]/栗
原彬, 五十嵐暁
郎編

岩波書店 311.08||Ta||2 213002631

15 現代日本の選挙 (高畠通敏集:3)
[高畠通敏著]/栗
原彬, 五十嵐暁
郎編

岩波書店 311.08||Ta||3 213002632

16 現代政治の構造転換 (高畠通敏集:4)
[高畠通敏著]/栗
原彬, 五十嵐暁
郎編

岩波書店 311.08||Ta||4 213002633

17 政治学のフィールド・ワーク (高畠通敏集:5)
[高畠通敏著]/栗
原彬, 五十嵐暁
郎編

岩波書店 311.08||Ta||5 213002634

18
市民結社と民主主義1750-1914 (ヨーロッパ
史入門)

シュテファン=
ルートヴィヒ・ホフ
マン [著]/山本秀

岩波書店 311.7||Ho 213002128

19
権力移行 : 何が政治を安定させるのか (NHK
ブックス:1205)

牧原出著 NHK出版 312.1||Ma 213002211

20
ドイツのマイノリティ : 人種・民族、社会的差
別の実態 (世界人権問題叢書:72)

浜本隆志, 平井
昌也編著

明石書店 316.834||Do 213002090

21
過疎地域の戦略 : 新たな地域社会づくりの仕
組みと技術

谷本圭志, 細井
由彦編/鳥取大
学過疎プロジェク
ト著

学芸出版社 318.6||Ka 213002469
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22
ろーかるでざいんのおと : 田舎意匠帳 : あの
ひとが面白いあのまちが面白い

鈴木輝隆著/全
国林業改良普及
協会編集

全国林業改良普
及協会

318.6||Su 213002403

23
ストラスブールのまちづくり : トラムとにぎわ
いの地方都市

ヴァンソン藤井由
実著

学芸出版社 318.935||Vi 213002468

24 アクチュアル地方自治法
白藤博行 [ほか]
著

法律文化社 318||Ak 213002157

25
終わらない「占領」 : 対米自立と日米安保見
直しを提言する!

孫崎享, 木村朗
編/G.マコーマッ
ク [ほか執筆]

法律文化社 319.1053||Ow 213002209

26
平和の探求 : 暴力のない世界をめざして : 大
阪大学国際教養科目「平和の探求」

木戸衛一, 長野
八久編著

部落解放・人権
研究所/解放出
版社 (発売)

319.8||He 213002313

27 法社会学 (NJ叢書) 和田仁孝編 法律文化社 321.3||Ho 213002115

28 統治 (LEGAL QUEST. 憲法:1) 毛利透 [ほか] 著 有斐閣 323.14||Ke||1 213002121

29 憲法解釈論の応用と展開 宍戸常寿著 日本評論社 323.14||Sh 213002114

30
憲法は誰のもの? : 自民党改憲案の検証 (岩
波ブックレット:No.878)

伊藤真著 岩波書店 323.149||It 213002081

31 民法入門 第7版 川井健著 有斐閣 324||Ka 213002119

32
親族・相続 第3版 (有斐閣アルマ:Specialized.
民法:7)

高橋朋子, 床谷
文雄, 棚村政行
著

有斐閣 324||Mi||7 213002120

33 民法改正のいま : 中間試案ガイド 内田貴著 商事法務 324||Uc 213002208

34
民事手続法入門 第4版 (有斐閣アル
マ:Basic)

佐藤鉄男 [ほか]
著

有斐閣 327.2||Mi 213002122

35 裁判員制度と取調べの可視化
日本弁護士連合
会編

明石書店 327.63||Sa 213002089

36 Maximaで学ぶ経済・ファイナンス基礎数学 岩城秀樹著 共立出版 331.19||Iw 213002536

37 ゲームと情報の経済分析 改訂版 応用編
エリック・ラスムセ
ン著/細江守紀
[ほか] 訳

九州大学出版会 331.19||Ra 213002331

38 図解世界一わかりやすい経済学の授業 藤田康範著 中経出版 331||Fu 213002106

39
国家はなぜ衰退するのか : 権力・繁栄・貧困
の起源 上

ダロン・アセモグ
ル, ジェイムズ・
A・ロビンソン著/
鬼澤忍訳

早川書房 332||Ac||1 213002080

40
国家はなぜ衰退するのか : 権力・繁栄・貧困
の起源 下

ダロン・アセモグ
ル, ジェイムズ・
A・ロビンソン著/
鬼澤忍訳

早川書房 332||Ac||2 213002082

41
コーチングのすべて : その成り立ち・流派・理
論から実践の指針まで

ジョセフ・オコ
ナー, アンドレア・
ラゲス著/杉井要
一郎訳

英治出版 336.4||Oc 213002227

42
ゲーム理論 (通勤大学文庫. 通勤大学
MBA:10)

グローバルタスク
フォース著

総合法令出版 336||Ge 213002188
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43
iCustomで変幻自在のメタトレーダー : EAをコ
ピぺで作る方法 (Modern alchemists
series:no.100)

島崎トーソン著/
西村貴郁監修

パンローリング 338.954||Sh 213002587

44
予算国家の「危機」 : 財政社会学から日本を
考える

大島通義著 岩波書店 341||Os 213002534

45
数字でみる日本の100年 : 日本国勢図会長
期統計版 改訂第6版

矢野恒太記念会
編集

矢野恒太記念会 351||Su 213002118

46
ネットワーク・大衆・マーケット : 現代社会の
複雑な連結性についての推論

D. イースリー, J.
クラインバーグ著
/浅野孝夫, 浅野

共立出版 361.3||Ea 213002191

47

グローバル化における中国のメディアと産業 :
情報社会の形成と企業改革 (日中社会学叢
書 : グローバリゼーションと東アジア社会の
新構想:3)

石井健一, 唐燕
霞編著

明石書店 361.453||Gu 213002621

48
発展する地域衰退する地域 : 地域が自立す
るための経済学 (ちくま学芸文庫:[シ31-1])

ジェイン・ジェイコ
ブズ著/中村達也
訳

筑摩書房 361.78||Ja 213002104

49
都市はなぜ魂を失ったか : ジェイコブズ後の
ニューヨーク論

シャロン・ズーキ
ン著/内田奈芳
美, 真野洋介訳

講談社 361.78||Zu 213002095

50
仕事の社会学 : 変貌する働き方 改訂版 (有
斐閣ブックス:[682])

佐藤博樹, 佐藤
厚編

有斐閣 366.9||Sh 213002087

51
「育メン」現象の社会学 : 育児・子育て参加へ
の希望を叶えるために

石井クンツ昌子
著

ミネルヴァ書房 367.3||Is 213002116

52 「ゲイコミュニティ」の社会学 森山至貴著 勁草書房 367.97||Mo 213002652

53
3・11あの日のこと、あの日からのこと : 震災
体験から宮城の子ども・学校を語る

みやぎ教育文化
研究センター, 日
本臨床教育学会

かもがわ出版 369.31||An 213002226

54
東日本大震災の記録 : 原子力事故と計画停
電

電気新聞編
日本電気協会新
聞部

369.31||Hi 213002523

55
僕たちが見つけた道標 : 福島の高校生とボラ
ンティア大学生の物語

兵藤智佳著 晶文社 369.36||Hy 213002200

56
感性を活かすホリスティック教育 : いじめ・不
登校を克服し、子どもの「いのち」を救う

高橋史朗著 広池学園出版部 370.4||Ta 213002312

57
持続可能な教育社会をつくる : 環境・開発・ス
ピリチュアリティ (ホリスティック教育ライブラ
リー:6)

日本ホリスティッ
ク教育協会編

せせらぎ出版 371.5||Ho||6 213002315

58
持続可能な教育と文化 : 深化する環太平洋
のESD (ホリスティック教育ライブラリー:8)

日本ホリスティッ
ク教育協会編

せせらぎ出版 371.5||Ho||8 213002316

59
教育実践データの統計分析 : 学校評価とより
よい実践のために

奥村太一著 共立出版 371.8||Ok 213002641

60
教育実践データの統計分析 : 学校評価とより
よい実践のために

奥村太一著 共立出版 371.8||Ok 213002642

61
変えよう!日本の学校システム : 教育に競争
はいらない

古山明男著 平凡社 372.107||Fu 213002450

62
フィンランド教育の批判的検討 : 学力の国際
比較に異議あり!

柴田勝征著
花伝社/共栄書
房 (発売)

372.3892||Sh 213002419

63
社会的スキルを育てるミニエクササイズ基礎
基本30 : コミュニケーションスキルを高めるた
めに (やまかん流カウンセリング技法活用シ

八巻寛治著 明治図書出版 375.1||Ya 213002159

64
学習の輪 : 学び合いの協同教育入門 改訂
新版

ジョンソン,D.W.,
ジョンソン,R.T., ホ
ルベック,E.J.著/
石田裕久, 梅原
巳代子訳

二瓶社 375.13||Jo 213002151
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65 協同学習入門 : 基本の理解と51の工夫 杉江修治著 ナカニシヤ出版 375.13||Su 213002111

66
仮説実験授業のABC : 楽しい授業への招待
第5版

板倉聖宣著 仮説社 375.42||It 213002126

67
授業づくりのための「説明的文章教材」の徹
底批判 (授業への挑戦:148)

阿部昇著 明治図書出版 375.85||Ab 213002158

68
組織としての大学 : 役割や機能をどうみるか
(シリーズ大学:6)

広田照幸 [ほか]
著

岩波書店 377.04||Sh||6 213002037

69
文部科学省科学研究費助成事業採択課題・
公募審査要覧 平成23年度 下

ぎょうせい編 ぎょうせい 377.1||Mo||2 213002166

70 わかりやすい科研費 新訂 遠藤啓著 ぎょうせい 377.7||En 213002164

71
科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイントで
わかる申請書の書き方と応募戦略 改訂第3
版

児島将康著 羊土社 377.7||Ko 213002006

72
文部科学省科学研究費助成事業採択課題・
公募審査要覧 平成23年度 上

ぎょうせい編 ぎょうせい 377.7||Mo||1 213002165

73

研究計画書の点検と進化の実際 : "基金化
"/審査のポイント/チェックリストと改善例
/Q&A : 科研費の申請・獲得マニュアル (高等
教育ハンドブック:7)

小山内優, 小澤
芳明共著/高等
教育情報セン
ター編

地域科学研究会 377.7||Os 213002333

74
ビジュアル図解科研費のしくみと獲得法がわ
かる : 応募の方法から、申請書の書き方・仕
上げ方まで

佐藤成美著 誠文堂新光社 377.7||Sa 213002007

75 今和次郎採集講義
今和次郎著/畑
中章宏, 森かおる
編集

青幻舎 380.1||Ko 213002274

76
噴火のこだま : ピナトゥボ・アエタの被災と新
生をめぐる文化・開発・NGO

清水展著 九州大学出版会 382.248||Sh 213002332

77
草の根グローバリゼーション : 世界遺産棚田
村の文化実践と生活戦略 (地域研究叢書:25)

清水展著
京都大学学術出
版会

389.2||Sh 213002130

78 ある北大生の受難 : 国家秘密法の爪痕 上田誠吉著
花伝社/共栄書
房 (発売)

391.6||Ue 213002420


