
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 縄文時代 上(講座日本の考古学:3-4)
泉拓良, 今村啓
爾編

青木書店 210.025||Ko||3 214000993

2 戦国武将と城 : 小和田哲男先生古稀記念論
集

小和田哲男先生古稀
記念論集刊行会編
/[小和田哲男ほか著]

サンライズ出版 210.47||Se 214000681

3 概説韓国考古学
韓国考古学会
編/庄田慎矢,
山本孝文訳

同成社 221||Ga 214000994

4 世界遺産で巡るフランス歴史の旅(朝日選
書:910)

松本慎二著 朝日新聞出版 235||Ma 214000954

5 数学者ソーフス・リー : リー群とリー環の誕生
A. ストゥーブハ
ウグ著/熊原啓
作訳

丸善出版 289.3||Li 214000702

6 ナポレオン : 英雄か独裁者か(世界史リブレッ
ト人:62)

上垣豊著 山川出版社 289.3||Na 214001004

7 地球の歩き方 改訂 A14 ドイツ '14-'15
地球の歩き方
編集室著作編
集

ダイヤモンド・
ビッグ社/ダイヤ
モンド社 (発売)

290.93||Ch||A14 214000949

8
古地図読み方・楽しみ方 : 時代を遡る「今昔」
探訪をもっとディープに味わう! : 「知っている
…」が「わかる!」になる(「わかる!」本)

安藤優一郎監
修

メイツ出版 291.018||Ko 214000884

9 史跡・遺跡レファレンス事典
日外アソシエー
ツ株式会社編

日外アソシエー
ツ/紀伊國屋書
店 (発売)

291.02||Sh 214000990

10 フランス文化読本 : フランスを知るための16の
窓

鈴木雅生, 福島
勲編

丸善出版 293.5||Fu 214000953

11 「領域化」する空間 : 多文化フランスを記述す
る

滝波章弘著
九州大学出版
会

293.5||Ta 214001005

12 公共政策学の基礎(有斐閣ブックス:[106])
秋吉貴雄, 伊藤
修一郎, 北山俊
哉著

有斐閣 301||Ak 214000684

13 政策科学入門 第2版第5刷 宮川公男著
東洋経済新報
社

301||Mi 214000878

14 概説日本の公共政策 新藤宗幸著
東京大学出版
会

301||Sh 214000685

15 東アジアの結婚と女性 : 文学・歴史・宗教(ア
ジア遊学:157)

仁平道明編 勉誠出版 302.2||Hi 214000724
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16 不思議フランス : 魅惑の謎 藤野敦子著 春風社 302.35||Fu 214001003

17 ゾミア : 脱国家の世界史
ジェームズ・C・ス
コット [著]/池田一
人 [ほか] 共訳

みすず書房 316.823||Sc 214000996

18 集団的自衛権の焦点 : 「限定容認」をめぐる50
の論点

松竹伸幸著 かもがわ出版 323.142||Ma 214000876

19 デジタル・フォレンジック事典 改訂版

舟橋信, 安冨潔編
集責任/デジタル・
フォレンジック研
究会編

日科技連出版
社

327.19||De 214000980

20 50のキーワードで読み解く経済学教室 : 社会
経済物理学とは何か?

青木正直 [ほ
か] 監修

東京図書 331.04||Go 214000891

21 課題解明の経済学史(朝日おとなの学びなお
し!. 経済学)

橘木俊詔著 朝日新聞出版 331.2||Ta 214000892

22 ミクロ経済学の第一歩(有斐閣ストゥディア) 安藤至大著 有斐閣 331||An 214000889

23 経済学ベーシック(トリアーデ経済学:1)
細江守紀, 笹山
茂編著

日本評論社 331||Ke 214000888

24 経済からの脱出(シリーズ来たるべき人類学 :
anthropology:2)

織田竜也, 深田
淳太郎共編

春風社 331||Ke 214001048

25
Evolution of Islamic economics(Critical
concepts in economics. Islamic economics:v.
1)

Routledge 332.27||Is||1 214001007

26
Islamic economics : philolsophical
foundations(Critical concepts in economics.
Islamic economics:v. 2)

Routledge 332.27||Is||2 214001008

27
Islamic economics : theories and market
structure(Critical concepts in economics.
Islamic economics:v. 3)

Routledge 332.27||Is||3 214001009

28
Islamic economics : micro and macro
foundations(Critical concepts in economics.
Islamic economics:v. 4)

Routledge 332.27||Is||4 214001010

29 開発経済学事典
渡辺利夫, 佐々
木郷里編

弘文堂 333.8||Ka 214000894

30 Industrial organization : theory and
applications : pb

Oz Shy MIT Press 335.3||Sh 214000852

31 ロンバード街 : 金融市場の解説(Nikkei BP
classics)

ウォルター・バ
ジョット著/久保
恵美子訳

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

338.233||Ba 214000694

32 大収縮1929-1933 : 「米国金融史」第7章
(Nikkei BP classics)

ミルトン・フリードマン,
アンナ・シュウォーツ著
/久保恵美子訳

日経BP社/日経
BP出版センター
(発売)

338.253||Fr 214000693



33 Public finance 9th ed(The McGraw-Hill series
in economics)

Harvey S.
Rosen, Ted
Gayer

McGraw-Hill,
Higher
Education

341||Ro 214001027

34 統計の9割はウソ : 世界にはびこる「数字トリッ
ク」を見破る技術

竹内薫著 徳間書店 350.1||Ta 214000899

35 社会学文献事典 縮刷版
見田宗介 [ほ
か] 編

弘文堂 361.031||Sh 214000982

36 アイスブレイクベスト50 : リラックスと集中を一
瞬でつくる

青木将幸著 ほんの森出版 361.4||Ao 214000697

37
はじめて学ぶ異文化コミュニケーション : 多文
化共生と平和構築に向けて(有斐閣選
書:[1678])

石井敏 [ほか]
著

有斐閣 361.45||Ha 214000970

38 リサーチ入門 : 知的な論文・レポートのための
竹田茂生, 藤木
清著

くろしお出版 361.9||Ta 214000725

39 実践社会調査入門 : 今すぐ調査を始めたい人
へ(Sekaishiso seminar)

玉野和志著 世界思想社 361.9||Ta 214000885

40 社会学入門
塩原良和, 竹ノ
下弘久編

弘文堂 361||Sh 214000688

41 「私」をひらく社会学 : 若者のための社会学入
門(シリーズ大学生の学びをつくる)

豊泉周治 [ほ
か] 著

大月書店 361||Wa 214000691

42 ここがポイント!消費者法
日本司法書士会連
合会消費者問題対
策委員会編

民事法研究会 365||Ko 214000687

43 子育てと仕事の社会学 : 女性の働きかたは変
わったか(現代社会学ライブラリー:15)

西村純子著 弘文堂 366.38||Ni 214000883

44 Women, power, and politics : pbk Anne Stevens
Palgrave
Macmillan

367.2||St 214001046

45 社会福祉学事典
日本社会福祉
学会事典編集
委員会編

丸善出版 369.036||Sh 214000976

46 対人援助のためのグループワーク [1] 福山清蔵編著 誠信書房 369.16||Ta||1 214000939

47 対人援助のためのグループワーク 2 福山清蔵編著 誠信書房 369.16||Ta||2 214000940

48 介護現場で使える会話の引き出し便利帖 布施克彦著 翔泳社 369.26||Fu 214000715

49 復興の文化空間学 : ビッグデータと人道支援
の時代(災害対応の地域研究:1)

山本博之著
京都大学学術
出版会

369.3||Sa||1 214000689



50 CRAFTひきこもりの家族支援ワークブック : 若
者がやる気になるために家族ができること

境泉洋, 野中俊
介著

金剛出版 371.42||Sa 214000895

51 どの先生もうまくいくエンカウンター20のコツ 明里康弘著 図書文化社 374.13||Ak 214000714

52 乳幼児の事故予防 : 保育者のためのリスク・
マネジメント

掛札逸美著 ぎょうせい 376.14||Ka 214000941

53 あたまと心で考えようSSTワークシート 思春期
編

LD発達相談セ
ンターかながわ
編著

かもがわ出版 378||At 214000938

54 あたまと心で考えようSSTワークシート 自己認
知・コミュニケーションスキル編

LD発達相談セ
ンターかながわ
編著

かもがわ出版 378||At 214001050

55 アジアの人類学(シリーズ来たるべき人類学 :
anthropology:4)

片岡樹, シンジ
ルト, 山田仁史
共編

春風社 382.2||Aj 214000995

56 フランス料理と批評の歴史 : レストランの誕生
から現在まで

八木尚子著 中央公論新社 383.835||Ya 214000723

57 図解社会人の基本マナー大全(講談社の実用
book)

岩下宣子著 講談社 385.9||Iw 214000935

58 世界民族百科事典
国立民族学博
物館編

丸善出版 389.036||Se 214000977

59 社会的包摂/排除の人類学 : 開発・難民・福祉
内藤直樹, 山北
輝裕編

昭和堂 389.04||Sh 214000872

60 亡国の安保政策 : 安倍政権と「積極的平和主
義」の罠

柳澤協二著 岩波書店 392.1||Ya 214000875
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