
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
微博 (ウェイボー) の衝撃 : 中国を変えた最
強メディア

李小牧, 蔡成平
著

阪急コミュニ
ケーションズ

007.3||Ri 213002791

2
ウェブ社会のゆくえ : 「多孔化」した現実のな
かで (NHKブックス:1207)

鈴木謙介著 NHK出版 007.3||Su 213003495

3
ビッグデータの衝撃 : 巨大なデータが戦略を
決める

城田真琴著 東洋経済新報社 007.35||Sh 213002813

4 図書館と電子書籍 : ハイブリッド図書館へ
山崎博樹, 李士
永, 山崎榮三郎
著

教育出版セン
ター

010.4||Ya 213003617

5
情報資源の組織化と提供 (シリーズ図書館
情報学:2)

根本彰, 岸田和
明編

東京大学出版会 010.8||Sh||2 213002979

6
情報資源の社会制度と経営 (シリーズ図書
館情報学:3)

根本彰編 東京大学出版会 010.8||Sh||3 213002980

7 疎開した四〇万冊の図書 金高謙二著 幻戯書房 016.2136||Ka 213003237

8
図書館が街を創る。 : 「武雄市図書館」とい
う挑戦

楽園計画編
ネコ・パブリッシ
ング

016.2192||To 213003235

9 著作権法逐条講義 6訂新版 加戸守行著
著作権情報セン
ター

021.2||Ka 213003382

10 カッパ・ブックスの時代 (河出ブックス:059) 新海均著 河出書房新社 023.1||Sh 213002731

11 図書館と表現の自由 松井茂記著 岩波書店 023.8||Ma 213003325

12 離島の本屋 朴順梨著 ころから 024.1||Bo 213003616

13 美のジャポニスム (文春新書:039) 三井秀樹著 文藝春秋 080||Bu||039 213003135

14
バイオポリティクス : 人体を管理するとはど
ういうことか (中公新書:1852)

米本昌平著 中央公論新社 080||Ch||1852 213003114

15 万国博覧会の二十世紀 (平凡社新書:690) 海野弘著 平凡社 080||He||690 213002764

16
ヨーロッパのアール・ヌーボー建築を巡る :
19世紀末から20世紀初頭の装飾芸術 (角川
SSC新書:067)

堀本洋一写真・
文

角川SSコミュニ
ケーションズ

080||Ka||067 213002778

17
デパートを発明した夫婦 (講談社現代新
書:1076)

鹿島茂著 講談社 080||Ko||1076 213002790

18
完訳日本奥地紀行 2 (東洋文庫:819, 823,
828, 833)

イザベラ・バード
[著]/金坂清則訳
注

平凡社 080||To||823 213002853

19
転向 : 共同研究 3 (東洋文庫:817-818, 824-
825, 831-832)

思想の科学研究
会編

平凡社 080||To||824 213003121

20
転向 : 共同研究 4 (東洋文庫:817-818, 824-
825, 831-832)

思想の科学研究
会編

平凡社 080||To||825 213003120

学生用社会系図書配架リスト(10月)
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21 ユースフとズライハ (東洋文庫:826)
ジャーミー [著]/
岡田恵美子訳

平凡社 080||To||826 213002765

22
新訳ラーマーヤナ 3 (東洋文庫:820, 822,
827, 829, 834, 836, 838)

ヴァールミーキ
[著]/中村了昭訳

平凡社 080||To||827 213002854

23
完訳日本奥地紀行 3 (東洋文庫:819, 823,
828, 833)

イザベラ・バード
[著]/金坂清則訳
注

平凡社 080||To||828 213002855

24
新訳ラーマーヤナ 4 (東洋文庫:820, 822,
827, 829, 834, 836, 838)

ヴァールミーキ
[著]/中村了昭訳

平凡社 080||To||829 213003122

25
転向 : 共同研究 5 (東洋文庫:817-818, 824-
825, 831-832)

思想の科学研究
会編

平凡社 080||To||831 213003123

26
転向 : 共同研究 6 (東洋文庫:817-818, 824-
825, 831-832)

思想の科学研究
会編

平凡社 080||To||832 213003124

27
完訳日本奥地紀行 4 (東洋文庫:819, 823,
828, 833)

イザベラ・バード
[著]/金坂清則訳
注

平凡社 080||To||833 213002856

28
新訳ラーマーヤナ 5 (東洋文庫:820, 822,
827, 829, 834, 836, 838)

ヴァールミーキ
[著]/中村了昭訳

平凡社 080||To||834 213003125

29
新訳ラーマーヤナ 6 (東洋文庫:820, 822,
827, 829, 834, 836, 838)

ヴァールミーキ
[著]/中村了昭訳

平凡社 080||To||836 213002857

30
目録学発微 : 中国文献分類法 (東洋文
庫:837)

余嘉錫著/古勝
隆一, 嘉瀬達男,
内山直樹訳注

平凡社 080||To||837 213002902

31
ヴァスコ・ダ・ガマの「聖戦」 : 宗教対立の潮
目を変えた大航海

ナイジェル・クリフ
著/山村宜子訳

白水社 209.5||Cl 213002900

32 誰も戦争を教えてくれなかった 古市憲寿著 講談社 209.7||Fu 213003049

33
忘却のしかた、記憶のしかた : 日本・アメリ
カ・戦争

ジョン・W.ダワー
著/外岡秀俊訳

岩波書店 210.75||Do 213003048

34
資源の戦争 : 「大東亜共栄圏」の人流・物流
(戦争の経験を問う)

倉沢愛子著 岩波書店 210.75||Ku 213002726

35
東南アジア占領と日本人 : 帝国・日本の解
体 (戦争の経験を問う)

中野聡著 岩波書店 210.75||Na 213003104

36
「戦争経験」の戦後史 : 語られた体験/証言/
記憶 (戦争の経験を問う)

成田龍一著 岩波書店 210.76||Na 213003102

37
戦後日本史の考え方・学び方 : 歴史って何
だろう? (14歳の世渡り術)

成田龍一著 河出書房新社 210.76||Na 213003550

38 兵士たちの戦後史 (戦争の経験を問う) 吉田裕著 岩波書店 210.76||Yo 213003103

39
せめぎあう地域と軍隊 : 「末端」「周縁」軍
都・高田の模索 (戦争の経験を問う)

河西英通著 岩波書店 214.1||Ka 213003101

40
抵抗と協力のはざま : 近代ビルマ史のなか
のイギリスと日本 (戦争の経験を問う)

根本敬著 岩波書店 223.806||Ne 213003100

41
19世紀フランス革命から第一次世界大戦ま
で (身体の歴史:2)

A・コルバン編 藤原書店 230.5||Sh||2 213003217
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42 永遠の都ローマ物語 : 地図を旅する
シャイエ文・イラ
スト・写真/野中
夏実訳

西村書店 232||Ch 213002829

43
思想 1 (みすずライブラリー. フランス革命事
典:5-6)

フランソワ・フュ
レ, モナ・オズー
フ [著]

みすず書房 235.06||Fu||5 213002769

44
思想 2 (みすずライブラリー. フランス革命事
典:5-6)

フランソワ・フュ
レ, モナ・オズー
フ [著]

みすず書房 235.06||Fu||6 213002770

45
歴史家 (みすずライブラリー. フランス革命事
典:7)

フランソワ・フュ
レ, モナ・オズー
フ編

みすず書房 235.06||Fu||7 213003129

46 図説フランス革命史 (ふくろうの本) 竹中幸史著 河出書房新社 235.06||Ta 213002777

47 パリ時間旅行 (中公文庫:か-56-1) 鹿島茂著 中央公論新社 235.3||Ka 213002804

48
パリ・世紀末パノラマ館 : エッフェル塔から
チョコレートまで (中公文庫:[か-56-3])

鹿島茂著 中央公論新社 235.3||Ka 213003096

49 宮本常一 : 逸脱の民俗学者 岩田重則著 河出書房新社 289.1||Mi 213003621

50 現代中国の父鄧小平 上
エズラ・F・ヴォー
ゲル著/益尾知
佐子, 杉本孝訳

日本経済新聞出
版社

289.2||To||1 213003548

51 現代中国の父鄧小平 下
エズラ・F・ヴォー
ゲル著/益尾知
佐子, 杉本孝訳

日本経済新聞出
版社

289.2||To||2 213003549

52 人文地理学事典 人文地理学会編 丸善出版 290.1||Ji 213003501

53
九州・沖縄 : 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本
県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 (日
本の地誌:10)

野澤秀樹, 堂前
亮平, 手塚章編

朝倉書店 291.08||Ni||10 213003280

54 パリの秘密 (中公文庫:[か-56-10]) 鹿島茂著 中央公論新社 293.53||Ka 213002806

55 劣化国家
ニーアル・ファー
ガソン著/櫻井祐
子訳

東洋経済新報社 304||Fe 213003604

56
「男文化」よ、さらば : 植民地、戦争、原発を
語る (岩波ブックレット:882)

辛淑玉, 富山妙
子著

岩波書店 304||Sh 213003492

57
「正しい」とは何か? (武田教授の眠れない講
義)

武田邦彦著 小学館 304||Ta 213002851

58 紛争と和解の政治学
松尾秀哉, 臼井
陽一郎編

ナカニシヤ出版 311.04||Fu 213003211

59 政治理論と社会運動 (高畠通敏集:1)
[高畠通敏著]/栗
原彬, 五十嵐暁
郎編

岩波書店 311.08||Ta||1 213003099

60 人民主権について (サピエンティア:31) 鵜飼健史著 法政大学出版局 311.7||Uk 213002767

61
いまを生きるための政治学 (岩波現代全
書:009)

山口二郎著 岩波書店 311||Ya 213003546
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62 地方から政治を変える (未来政治塾講義:2)

嘉田由紀子, 未
来政治塾編/嘉
田由紀子 [ほか
著]

学芸出版社 312.1||Ch 213002865

63 政策過程分析入門 第2版 草野厚著 東京大学出版会 312.1||Ku 213002810

64 オバマ・アメリカ・世界
久保文明, 中山
俊宏, 渡辺将人
著

NTT出版 312.53||Ku 213003097

65
二院制議会の比較政治学 : 上院の役割を
中心に

岩崎美紀子著 岩波書店 314||Iw 213002899

66 政党組織の政治学 建林正彦編著 東洋経済新報社 315.1||Se 213003435

67
軽いシティズンシップ : 市民、外国人、リベラ
リズムのゆくえ

クリスチャン・ヨプ
ケ [著]/遠藤乾
[ほか] 訳

岩波書店 316.1||Jo 213003545

68 自民党と公務員制度改革 塙和也著 白水社 317.3||Ha 213002897

69
希望を捨てない市民政治 : 吉野川可動堰を
止めた市民戦略

村上稔著 緑風出版 318.281||Mu 213003142

70 地方都市の持続可能な発展を目指して
北川忠明, 山田
浩久編著

山形大学出版会 318.6||Ch 213002793

71 地域再生 : 人口減少時代の地域まちづくり
鈴木浩 [ほか] 編
著

日本評論社 318.6||Ch 213003542

72
タウンマネージャー : 「まちの経営」を支える
人と仕事

石原武政編著 学芸出版社 318.7||Ta 213002780

73
巻町議会議事録 [1] (戦後日本住民運動資
料集成:2. 巻原発反対運動・住民投票資料:
第1-3巻)

埼玉大学共生社
会研究センター
監修

すいれん舎 318.8||Ma||1 213003591

74
その他資料 (戦後日本住民運動資料集成:2.
巻原発反対運動・住民投票資料:第10巻)

埼玉大学共生社
会研究センター
監修

すいれん舎 318.8||Ma||10 213003600

75
巻町議会議事録 [2] (戦後日本住民運動資
料集成:2. 巻原発反対運動・住民投票資料:
第1-3巻)

埼玉大学共生社
会研究センター
監修

すいれん舎 318.8||Ma||2 213003592

76
巻町議会議事録 [3] (戦後日本住民運動資
料集成:2. 巻原発反対運動・住民投票資料:
第1-3巻)

埼玉大学共生社
会研究センター
監修

すいれん舎 318.8||Ma||3 213003593

77
1994年9月以前原発反対運動資料 [1] (戦
後日本住民運動資料集成:2. 巻原発反対運
動・住民投票資料:第4-5巻)

埼玉大学共生社
会研究センター
監修

すいれん舎 318.8||Ma||4 213003594

78
1994年9月以前原発反対運動資料 [2] (戦
後日本住民運動資料集成:2. 巻原発反対運
動・住民投票資料:第4-5巻)

埼玉大学共生社
会研究センター
監修

すいれん舎 318.8||Ma||5 213003595

79
1994年10月以降反原発通信 (戦後日本住
民運動資料集成:2. 巻原発反対運動・住民
投票資料:第6巻)

埼玉大学共生社
会研究センター
監修

すいれん舎 318.8||Ma||6 213003596

80
1994年10月以降住民投票関係資料 [1] (戦
後日本住民運動資料集成:2. 巻原発反対運
動・住民投票資料:第7-9巻)

埼玉大学共生社
会研究センター
監修

すいれん舎 318.8||Ma||7 213003597
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81
1994年10月以降住民投票関係資料 [2] (戦
後日本住民運動資料集成:2. 巻原発反対運
動・住民投票資料:第7-9巻)

埼玉大学共生社
会研究センター
監修

すいれん舎 318.8||Ma||8 213003598

82
1994年10月以降住民投票関係資料 [3] (戦
後日本住民運動資料集成:2. 巻原発反対運
動・住民投票資料:第7-9巻)

埼玉大学共生社
会研究センター
監修

すいれん舎 318.8||Ma||9 213003599

83
巻原発反対運動・住民投票資料 別冊 (戦後
日本住民運動資料集成:2)

 すいれん舎 318.8||Ma||別 213003601

84 国際関係・安全保障用語辞典
小笠原高雪 [ほ
か] 編集委員

ミネルヴァ書房 319.033||Ko 213002773

85
永続敗戦論 : 戦後日本の核心 (atプラス叢
書:04)

白井聡著 太田出版 319.1||Sh 213002728

86 世界史の中の近代日韓関係 長田彰文著
慶應義塾大学出
版会

319.1021||Na 213003039

87
経済共同体への展望 (東アジア共同体の構
築:2. Designing an East Asian community)

浦田秀次郎, 深
川由起子編

岩波書店 319.2||Hi||2 213002724

88
国際移動と社会変容 (東アジア共同体の構
築:3. Designing an East Asian community)

西川潤, 平野健
一郎編

岩波書店 319.2||Hi||3 213002725

89 帝国としての中国 : 覇権の論理と現実 新版 中西輝政著 東洋経済新報社 319.22||Na 213002898

90 平和構築における治安部門改革
上杉勇司, 藤重
博美, 吉崎知典
編

国際書院 319.8||He 213003132

91
安全保障の政治学 : 表象的次元から見る国
際関係

野崎孝弘著 国際書院 319.8||No 213003444

92
殺す理由 : なぜアメリカ人は戦争を選ぶの
か

リチャード・E.
ルーベンスタイン
[著]/小沢千重子
訳

紀伊國屋書店 319.8||Ru 213002785

93
グローバリゼーション : 人間への影響 (サピ
エンティア:15)

ジグムント・バウ
マン著/澤田眞
治, 中井愛子訳

法政大学出版局 319||Ba 213003126

94 国際関係論入門 : 思考の作法 初瀬龍平編著 法律文化社 319||Ko 213003136

95 ポケット六法 平成26年版
加藤一郎 [ほか]
編

有斐閣 320.91||Po||26 213003496

96 憲法学の世界
南野森編/青井
未帆 [ほか] 著

日本評論社 323.01||Ke 213002761

97 憲法の急所 : 権利論を組み立てる 木村草太著 羽鳥書店 323.01||Ki 213003117

98 憲法学読本
安西文雄, 巻美
矢紀, 宍戸常寿
著

有斐閣 323.14||An 213002863

99 論点探究憲法 第2版
小山剛, 駒村圭
吾編

弘文堂 323.14||Ro 213002738

100 憲法 第2版 渋谷秀樹著 有斐閣 323.14||Sh 213002864

101
コモンズ論再考 (龍谷大学社会科学研究所
叢書:第68巻)

鈴木龍也, 富野
暉一郎編著

晃洋書房 324.2||Ko 213002722

102
21世紀の国富論 : a new inquiry 2.0 into the
nature and causes of the wealth of nations
増補

原丈人著 平凡社 330.4||Ha 213003538
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103 ベイズ計量経済学ハンドブック

edited by John
Geweke, Gary
Koop and
Herman van Dijk

朝倉書店 331.19||Ba 213003037

104
功利主義は生き残るか : 経済倫理学の構築
に向けて

松嶋敦茂著 勁草書房 331.2||Ma 213002736

105 高校生からわかるマクロ・ミクロ経済学 菅原晃著 河出書房新社 331||Su 213003539

106
連続講義・デフレと経済政策 : アベノミクス
の経済分析

池尾和人著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

332.107||Ik 213002896

107 現代中国経済 (有斐閣アルマ:Specialized) 丸川知雄著 有斐閣 332.22||Ma 213003379

108 図説アフリカ経済 平野克己著 日本評論社 332.4||Hi 213002816

109
反乱する都市 : 資本のアーバナイゼーショ
ンと都市の再創造

デヴィッド・ハー
ヴェイ著/森田成
也 [ほか] 訳

作品社 332.9||Ha 213002792

110
善意で貧困はなくせるのか? : 貧乏人の行動
経済学

ディーン・カーラ
ン, ジェイコブ・ア
ペル [著]/清川
幸美訳

みすず書房 333.8||Ka 213002771

111
移民・マイノリティと変容する世界 (現代社会
研究叢書:7. 「公共圏と規範理論」シリー
ズ:5)

宮島喬, 吉村真
子編著

法政大学出版局 334.4||Im 213003127

112 ドイツ移民問題の現代史 : 移民国への道程 近藤潤三著 木鐸社 334.434||Ko 213002768

113
移民国としてのドイツ : 社会統合と平行社会
のゆくえ

近藤潤三著 木鐸社 334.434||Ko 213003443

114 みんなの経営学 : 使える実戦教養講座 佐々木圭吾著
日本経済新聞出
版社

335.1||Sa 213003537

115
Lean in (リーン・イン) : 女性、仕事、リーダー
への意欲

シェリル・サンド
バーグ著/村井
章子訳

日本経済新聞出
版社

335.13||Sa 213003239

116 会社の哲学 : 会社を変えるために 奥村宏著 東洋経済新報社 335.4||Ok 213002895

117
「それ、根拠あるの?」と言わせないデータ・
統計分析ができる本

柏木吉基著 日本実業出版社 336.1||Ka 213002867

118
「それ、根拠あるの?」と言わせないデータ・
統計分析ができる本

柏木吉基著 日本実業出版社 336.1||Ka 213002868

119
「それ、根拠あるの?」と言わせないデータ・
統計分析ができる本

柏木吉基著 日本実業出版社 336.1||Ka 213002869

120
The new microfinance handbook : a financial
market system perspective : paper

edited by Joanna
Ledgerwood with
Julie Earne and
Candace Nelson

World Bank 338.7||Ne 213003204

121 International DEBT statistics 2013  World Bank 338.9||In 213003203

122
International financial statistics : yearbook
2012

[prepared by the
Bureau of
Statistcs of the
International
Monetary Fund]

International
Monetary Fund

338.9||In||'12 213003201
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123
International financial statistics : yearbook
2012 country notes

[prepared by the
Bureau of
Statistcs of the
International
Monetary Fund]

International
Monetary Fund

338.9||In||'12 213003202

124
Foreign direct investment : trends, data
availability, concepts, and recording

 
International
Monetary Fund

338.92||Fo 213002831

125
Foreign direct investment statistics : how
countries measure FDI 2001

 

International
Monetary
Fund/Organisati
on for Economic
Co-operation
and

338.92||Fo 213003580

126 租税法判例六法
中里実, 増井良
啓編

有斐閣 345.19||So 213003238

127
調査と分析のための統計 : 社会・経済の
データサイエンス 第2版

上藤一郎 [ほか]
著

丸善出版 350.1||Ch 213003540

128 統計学が最強の学問である 西内啓著 ダイヤモンド社 350.1||Ni 213002837

129 統計学が最強の学問である 西内啓著 ダイヤモンド社 350.1||Ni 213002838

130 統計学が最強の学問である 西内啓著 ダイヤモンド社 350.1||Ni 213002839

131
統計データはためになる! : 棒グラフから世
界と社会の実像に迫る

本川裕著 技術評論社 350.4||Ho 213002786

132 ヒトはなぜ協力するのか
マイケル・トマセ
ロ著/橋彌和秀
訳

勁草書房 361.4||To 213003234

133
はじめてのメディア研究 : 「基礎知識」から
「テーマの見つけ方」まで

浪田陽子, 福間
良明編

世界思想社 361.453||Ha 213002801

134 メディアの卒論 : テーマ・方法・実際 藤田真文編著 ミネルヴァ書房 361.453||Me 213002712

135
プロセスが見えるメディア分析入門 : コンテ
ンツから日常を問い直す

藤田真文, 岡井
崇之編

世界思想社 361.453||Pu 213002800

136
メディア文化論 : メディアを学ぶ人のための
15話 改訂版 (有斐閣アルマ:Specialized)

吉見俊哉著 有斐閣 361.453||Yo 213002825

137
「東京」に出る若者たち : 仕事・社会関係・地
域間格差

石黒格 [ほか] 著 ミネルヴァ書房 361.7||To 213002772

138 都市は人類最高の発明である
エドワード・グレイ
ザー著/山形浩
生訳

NTT出版 361.78||Gl 213002844

139
社会的包摂の政治学 : 自立と承認をめぐる
政治対抗

宮本太郎著 ミネルヴァ書房 364.1||Mi 213003378

140 孤立無業(SNEP) 玄田有史著
日本経済新聞出
版社

366.21||Ge 213003543
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141
最低賃金改革 : 日本の働き方をいかに変え
るか

大竹文雄, 川口
大司, 鶴光太郎
編著

日本評論社 366.44||Sa 213003038

142
日本のジェンダーを考える (有斐閣選
書:[1667])

川口章著 有斐閣 367.21||Ka 213003381

143
「若者」とは誰か : アイデンティティの30年
(河出ブックス:061)

浅野智彦著 河出書房新社 367.68||As 213003541

144
真冬のスウェーデンに生きる障害者 : 日本
の理学療法士が見た福祉国家

山口真人著 新評論 369.263||Ya 213003110

145
日本列島ハザードマップ : 災害大国・迫る危
機

朝日新聞社著 朝日新聞出版 369.3||Ni 213002808

146 防災に役立つ地域の調べ方講座 牛山素行著 古今書院 369.3||Us 213002788

147
勉強するのは何のため? : 僕らの「答え」の
つくり方

苫野一徳著 日本評論社 371.1||To 213003524

148
勉強法の科学 : 心理学から学習を探る (岩
波科学ライブラリー:211)

市川伸一著 岩波書店 371.41||Ic 213003050

149
経済成長がすべてか? : デモクラシーが人文
学を必要とする理由

マーサ・C. ヌスバ
ウム [著]/小沢
自然, 小野正嗣
訳

岩波書店 371.6||Nu 213003612

150 英語教育、迫り来る破綻
大津由紀雄 [ほ
か] 著

ひつじ書房 375.893||Ei 213003232

151
菊と刀 : 日本文化の型 (平凡社ライブラ
リー:793)

ルース・ベネディ
クト著/越智敏之,
越智道雄訳

平凡社 382.1||Be 213003547

152
世界の食べもの : 食の文化地理 (講談社学
術文庫:[2171])

石毛直道 [著] 講談社 383.8||Is 213002848

153
川は誰のものか : 人と環境の民俗学 (歴史
文化ライブラリー:205)

菅豊著 吉川弘文館 384.36||Su 213002787

154
セックスの人類学 (シリーズ来たるべき人類
学 : Anthropology:1)

奥野克巳, 椎野
若菜, 竹ノ下祐二
共編

春風社 384.7||Se 213003208

155
癒しとイヤラシ : エロスの文化人類学 (双書
Zero)

田中雅一著 筑摩書房 384.7||Ta 213002751

156
過疎地の伝統芸能の再生を願って : 現代民
俗芸能論

星野紘著 国書刊行会 386.81||Ho 213002739

157 自然災害と民俗 野本寛一著 森話社 387||No 213003213

158 性の文脈 (くらしの文化人類学:4) 松園万亀雄編 雄山閣 389.08||Ku||4 213003140

159 カネと人生 (くらしの文化人類学:5) 小馬徹編 雄山閣 389.08||Ku||5 213003139
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160 アメリカ・インディアン悲史 (朝日選書:21) 藤永茂著 朝日新聞社 389.5||Fu 213002807

161
人と動物の人類学 (シリーズ来たるべき人
類学 : Anthropology:5)

奥野克巳, 山口
未花子, 近藤祉
秋共編

春風社 389||Hi 213002796

162
異種混淆の近代と人類学 : ラテンアメリカの
コンタクト・ゾーンから (叢書文化研究:2)

古谷嘉章著 人文書院 389||So||2 213003111


