
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 BW+c : Intermediatheque : black &
white+color

関岡裕之著
丸善プラネット/
丸善出版 (発
売)

069.61361||Se 215000867

2 日本の開明思想 : 熊沢蕃山と本多利明(精選
復刻紀伊國屋新書)

中沢護人,森数
男著

紀伊国屋書店 121.5||Na 215000908

3 世界はシステムで動く : いま起きていること
の本質をつかむ考え方

ドネラ・H・メドウ
ズ著/枝廣淳子
訳

英治出版 141.5||Me 215001598

4 社会はなぜ左と右にわかれるのか : 対立を
超えるための道徳心理学

ジョナサン・ハイ
ト [著]/高橋洋
訳

紀伊國屋書店 150||Ha 215001557

5 太平洋文明航海記 : キャプテン・クックから米
中の制海権をめぐる争いまで

塩田光喜著 明石書店 209.5||Sh 215001046

6 世界戦争(現代の起点第一次世界大戦:第1
巻)

山室信一 [ほ
か] 編

岩波書店 209.71||Se||1 215000888

7 世界の歴史を変えた日1001
ピーター・ファー
タド編集/荒井
理子 [ほか] 訳

ゆまに書房 209||Se 215000953

8 ケンペルのみた日本(NHKブックス:762)
ヨーゼフ・クライナー
編

日本放送出版
協会

210.52||Ke 215001685

9 明治時代史大辞典 1
宮地正人, 佐藤
能丸, 櫻井良樹
編

吉川弘文館 210.6||Me||1 215000881

10 明治時代史大辞典 2
宮地正人, 佐藤
能丸, 櫻井良樹
編

吉川弘文館 210.6||Me||2 215000882

11 明治時代史大辞典 3
宮地正人, 佐藤
能丸, 櫻井良樹
編

吉川弘文館 210.6||Me||3 215000883

12 明治時代史大辞典 4
宮地正人, 佐藤
能丸, 櫻井良樹
編

吉川弘文館 210.6||Me||4 215000956

13 ナショナルジオグラフィックが見た日本の100
年

ナショナルジオ
グラフィック編/
伊藤和子 [ほ
か] 訳

日経ナショナルジオ
グラフィック社/日経
BPマーケティング
(発売)

210.6||Na 215000955

14 捕虜たちの日露戦争(NHKブックス:1040) 吹浦忠正著
日本放送出版
協会

210.67||Fu 215001683

15 ロシア兵捕虜が歩いたマツヤマ : 日露戦争
下の国際交流

宮脇昇著/愛媛
新聞メディアセ
ンター編

愛媛新聞社 210.67||Mi 215001210

学生用社会系図書新着リスト(９月)



16 青野原俘虜収容所の世界 : 第一次世界大戦
とオーストリア捕虜兵(Historia:027)

大津留厚, 藤原
龍雄, 福島幸宏
著

山川出版社 210.69||Ot 215001440

17 俘虜生活とスポーツ : 第一次大戦下の日本
におけるドイツ兵俘虜の場合

山田理恵著 不昧堂出版 210.69||Ya 215001211

18 証言記録兵士たちの戦争 1
NHK「戦争証
言」プロジェクト
著

日本放送出版
協会

210.75||Sh||1 215001023

19 銃後の動員(証言記録市民たちの戦争:1)
NHK「戦争証
言」プロジェクト
編

大月書店 210.75||Sh||1 215001434

20 証言記録兵士たちの戦争 2
NHK「戦争証
言」プロジェクト
著

日本放送出版
協会

210.75||Sh||2 215001024

21 証言記録兵士たちの戦争 3
NHK「戦争証
言」プロジェクト
著

日本放送出版
協会

210.75||Sh||3 215001025

22 証言記録兵士たちの戦争 4
NHK「戦争証
言」プロジェクト
著

日本放送出版
協会

210.75||Sh||4 215001026

23 証言記録兵士たちの戦争 5
NHK「戦争証
言」プロジェクト
著

日本放送出版
協会

210.75||Sh||5 215001027

24 証言記録兵士たちの戦争 6
NHK「戦争証
言」プロジェクト
著

日本放送出版
協会

210.75||Sh||6 215001028

25 証言記録兵士たちの戦争 7
NHK「戦争証
言」プロジェクト
著

日本放送出版
協会

210.75||Sh||7 215001029

26 東京府のマボロシ : 失われた文化、味わい、
価値観の再発見(ほろよいブックス)

宮崎隆義 [ほか]
著/ほろよいブック
ス編集部編

社会評論社 213.6||To 215000705

27 四国グローカル : 日本とドイツの文化交流か
ら

依岡隆児著 リーブル出版 218||Yo 215001071

28 アジアの相互理解のために(シリーズ・ワンア
ジア)

金香男編/並木
真人 [ほか] 著

創土社 220||Aj 215001595

29 現代パキスタンの形成と変容 : イスラーム復
興とウルドゥー語文化

須永恵美子著 ナカニシヤ出版 225.7||Su 215000859

30 街角の遺物・遺構から見たパリ歴史図鑑
ドミニク・レスブ
ロ著/蔵持不三
也訳

原書房 235.3||Le 215000959

31 現代世界人名総覧
日外アソシエー
ツ株式会社編
集

日外アソシエー
ツ/紀伊國屋書
店 (発売)

280.33||Ge 215000692

32 南方熊楠の見た夢 : パサージュに立つ者 唐澤太輔著 勉誠出版 289.1||Mi 215000948



33 マリー・アントワネット : 華麗な遺産がかたる
王妃の生涯

エレーヌ・ドラレクス, アレクサ
ンドル・マラル, ニコラ・ミロヴァ
ノヴィチ著/岩澤雅利訳

原書房 289.3||An 215000960

34 日本入門 : 本文対応英訳付き 高橋瞳著 小学館 291||Ta 215001547

35 社会イノベーションの科学 : 政策マーケティン
グ・SROI・討論型世論調査

玉村雅敏編著
/[高橋武俊ほ
か著]

勁草書房 301.6||Sy 215001560

36 研究活用の政策学 : 社会研究とエビデンス
サンドラ・M.ナトリー, イザベル・
ウォルター, ヒュー・T.O.デイ
ヴィス著/惣脇宏 [ほか] 訳

明石書店 301||Nu 215000858

37 変動期の公共政策 : 変容する行政への理論
的接近とその実際

安章浩, 新谷浩
史著

学陽書房 301||Ya 215001554

38 日本と中国、「脱近代」の誘惑 : アジア的なも
のを再考する

梶谷懐著 太田出版 302.22||Ka 215001589

39 日本人として知っておきたい世界を動かす現
代イスラム

宮田律著 徳間書店 302.27||Mi 215001551

40 コーカサスと黒海の資源・民族・紛争 中島偉晴著 明石書店 302.297||Na 215000857

41 ふらんす : 「知」の日常をあるく 樋口陽一著 平凡社 302.35||Hi 215001642

42 アメリカ観の変遷 上巻: 人文系(アメリカ研究
シリーズ:no. 3-4)

杉田米行編 大学教育出版 302.53||Am||1 215001601

43 アメリカ観の変遷 下巻: 社会科学系(アメリカ
研究シリーズ:no. 3-4)

杉田米行編 大学教育出版 302.53||Am||2 215001602

44 ラテン・アメリカ社会科学ハンドブック
ラテン・アメリカ
政経学会編

新評論 302.55||Ra 215001592

45 大学生が感動した現代「生きがい論」講座 菊池哲郎著 祥伝社 304||Ki 215001561

46 この国を蝕むタブー(日本の聖域 (サンクチュ
アリ))

「選択」編集部
編

新潮社 304||Ko 215001548

47 日本未来図2030 : 20人の叡智が描くこの国
のすがた

秋山弘子 [ほか] 著
/自由民主党国家戦
略本部編

日経BP社/日
経BPマーケティ
ング (発売)

304||Ni 215001596

48 社会科学における善と正義 : ロールズ『正義
論』を超えて

大瀧雅之, 宇野
重規, 加藤晋編

東京大学出版
会

304||Sh 215000845

49 土着の思想 : 近代日本のマイノリティーたち
(精選復刻紀伊國屋新書)

判沢弘著 紀伊国屋書店 309.021||Ha 215001555



50 民主主義の「危機」 : 国際比較調査からみる
市民意識

田辺俊介編著 勁草書房 309.1||Mi 215000847

51 現代政治論 : 解釈改憲・TPP・オリンピック 浅野一弘著 同文舘出版 310.4||As 215001568

52 比較政治学のフロンティア : 21世紀の政策課
題と新しいリーダーシップ

岡澤憲芙編著 ミネルヴァ書房 311.04||Hi 215000853

53 18歳から考える日本の政治 第2版(From 18) 五十嵐仁著 法律文化社 312.1||Ig 215001574

54 検証日本の「失われた20年」 : 日本はなぜ停
滞から抜け出せなかったのか

船橋洋一編著
東洋経済新報
社

312.1||Ke 215001565

55 桂園時代の形成 : 1900年体制の実像 中里裕司著 山川出版社 312.1||Na 215000855

56 現代インド政治 : 多様性の中の民主主義 近藤則夫著
名古屋大学出
版会

312.25||Ko 215000865

57 「アラブの心臓」に何が起きているのか : 現代
中東の実像

青山弘之編/横
田貴之 [ほか執
筆]

岩波書店 312.27||Ar 215001417

58 現代ドイツ政治 : 統一後の20年
西田慎, 近藤正
基編著

ミネルヴァ書房 312.34||Ge 215001067

59 独裁者は30日で生まれた : ヒトラー政権誕生
の真相

H・A・ターナー・
ジュニア著/関
口宏道訳

白水社 312.34||Tu 215001572

60 現代フランス : 「栄光の時代」の終焉,欧州へ
の活路(岩波現代全書:067)

渡邊啓貴著 岩波書店 312.35||Wa 215001439

61 連邦国家ベルギー : 繰り返される分裂危機 松尾秀哉著 吉田書店 312.358||Ma 215001609

62 現代地政学 : グローバル時代の新しいアプ
ローチ

コーリン・フリント著/
高木彰彦編訳/山崎
孝史 [ほか] 翻訳

原書房 312.9||Fl 215001573

63 二院制の比較研究 : 英・仏・独・伊と日本の
二院制

岡田信弘編 日本評論社 314||Ni 215000947

64 ヴェール論争 : リベラリズムの試練(サピエン
ティア:40)

クリスチャン・ヨプ
ケ著/伊藤豊, 長
谷川一年, 竹島博
之訳

法政大学出版
局

316.2||Jo 215000852

65 行政学案内 第2版 真渕勝著
慈学社出版/大
学図書 (発売)

317.1||Ma 215001607

66 行政学(有斐閣アルマ:Specialized) 曽我謙悟著 有斐閣 317.1||So 215001033



67 パブリック・ガバナンスの政治学 山本啓著 勁草書房 317.1||Ya 215001001

68 地方自治法基本解説 第6版 川崎政司著 法学書院 318.1||Ka 215001034

69 ローカルからの再出発 : 日本と福井のガバナ
ンス

宇野重規, 五百
旗頭薫編

有斐閣 318.244||Ro 215000856

70 地方自治のしくみと法(現代自治選書)
岡田正則 [ほ
か] 著

自治体研究社 318||Ch 215001036

71 テキストブック地方自治 第2版 村松岐夫編
東洋経済新報
社

318||Te 215001035

72 自治体政策立案入門 : 実務に活かす20の行
政法学理論

宇那木正寛著 ぎょうせい 318||Un 215001559

73 日本の国境 : 分析・資料・文献 浦野起央著 三和書籍 319.1||Ur 215000950

74 国境の人びと : 再考・島国日本の肖像(新潮
選書)

山田吉彦著 新潮社 319.1||Ya 215001549

75 戦後日本のアジア外交 宮城大蔵編著 ミネルヴァ書房 319.102||Se 215000854

76 EUの規範政治 : グローバルヨーロッパの理
想と現実

臼井陽一郎編 ナカニシヤ出版 319.3||Eu 215001591

77 ヨーロッパがつくる国際秩序(Minervaグロー
バル・スタディーズ:1)

大芝亮編著 ミネルヴァ書房 319.3||Yo 215001004

78 ジェンダーと国連(国連研究:第16号)
日本国際連合
学会編

国際書院 319.9||Je 215001007

79 デイリー法学用語辞典
三省堂編修所
編

三省堂 320.33||De 215001432

80 六法全書 平成27年版 1
我妻栄, 宮沢俊
義編

有斐閣
320.91||Ro||27-
1

215000880

81 六法全書 平成27年版 2
我妻栄, 宮沢俊
義編

有斐閣
320.91||Ro||27-
2

215001015

82 グローバル化と社会国家原則 : 日独シンポ
ジウム(総合叢書:17)

高田昌宏, 野田
昌吾, 守矢健一
編

信山社 321.04||Gu 215000862

83 法とは何か : 法思想史入門 増補新版(河出
ブックス:084)

長谷部恭男著 河出書房新社 321.2||Ha 215000739



84 法学概論
霞信彦編/原禎
嗣 [ほか] 著

慶應義塾大学
出版会

321||Ho 215001585

85 行政法総論 第6版(行政法:1) 塩野宏著 有斐閣 323.9||Sh 215000984

86 パブリシティ権概説 第3版
内藤篤, 田代貞
之著

木鐸社 324.2||Na 215001194

87 担保物権法講義 河上正二著 日本評論社 324.3||Ka 215000885

88 条文から分かる民法改正の要点と企業法務
への影響

青山大樹編著/
末廣裕亮 [ほ
か] 著

中央経済社 324.4||Jo 215001670

89 成年後見人の医療代諾権と法定代理権 : 障
害者権利条約下の成年後見制度

田山輝明編著 三省堂 324.65||Se 215001002

90 法律行為 新版 2(注釈民法:3-4. 総則:3-4 §
§90-137)

川島武宜, 平井
宜雄編集

有斐閣 324||Ch||4 215000982

91 会社法 第17版(法律学講座双書) 神田秀樹著 弘文堂 325.2||Ka 215000736

92 レクチャー会社法(αブックス)
菊地雄介 [ほ
か] 著

法律文化社 325.2||Re 215000738

93 伊藤真の商法入門 : 講義再現版 第5版 伊藤真著 日本評論社 325||It 215001421

94 捜査実例中心刑法総論解説 第2版 幕田英雄著 東京法令出版 326.1||Ma 215000863

95 法曹倫理
日本法律家協
会編

商事法務 327.1||Ho 215000861

96 現代の裁判 第6版(有斐閣アルマ:Basic)
市川正人, 酒巻
匡, 山本和彦著

有斐閣 327||Ic 215001436

97 宇宙ビジネスのための宇宙法入門
小塚荘一郎, 佐
藤雅彦編著

有斐閣 329.269||Uc 215001423

98 捕虜の文明史(新潮選書) 吹浦忠正著 新潮社 329.62||Fu 215001684

99 パスポートの発明 : 監視・シティズンシップ・
国家(サピエンティア:04)

ジョン・トーピー
著/藤川隆男監
訳

法政大学出版
局

329.94||To 215001661

100 大学と経済学部の学びの技法(ライブラリ経
済学基本講義:1)

渡邉修士, 川出
真清編

新世社/サイエ
ンス社 (発売)

330.7||Da 215001606



101 EViewsによるデータ分析入門 : 計量経済学
の基礎からパネルデータ分析まで

高橋青天, 北岡
孝義著

東京図書 331.19||Ta 215001053

102 善と悪の経済学 : ギルガメシュ叙事詩、アニ
マルスピリット、ウォール街占拠

トーマス・セドラ
チェク著/村井
章子訳

東洋経済新報
社

331.2||Se 215000849

103 小室直樹日本人のための経済原論 小室直樹著
東洋経済新報
社

331||Ko 215001564

104 コア・テキスト国際金融論 第2版(ライブラリ経
済学コア・テキスト&最先端:12)

藤井英次著
新世社/サイエ
ンス社 (発売)

331||Ra||12 215001605

105 資本主義の世界史 : 1500-2010 増補新版
ミシェル・ボー
[著]/筆宝康之,
勝俣誠訳

藤原書店 332.06||Be 215000869

106 戦後経済史 : 私たちはどこで間違えたのか 野口悠紀雄著
東洋経済新報
社

332.107||No 215001420

107 金融が支える日本経済 : 真の成長戦略を考
える

櫻川昌哉, 宿輪
純一著

東洋経済新報
社

332.107||Sa 215000981

108 沖縄の覚悟 : 基地・経済・"独立" 来間泰男著
日本経済評論
社

332.199||Ku 215000866

109 中国モデルと格差 : 長江デルタの挑戦 陳雲, 森田憲著 多賀出版 332.222||Ch 215000864

110 都市・地域経済学への招待状(有斐閣ストゥ
ディア)

佐藤泰裕著 有斐閣 332.9||Sa 215001576

111 世界経済史概観 : 紀元1年-2030年
アンガス・マディ
ソン [著]

岩波書店 332||Ma 215000985

112 EUの連帯(日本EU学会年報:第35号(2015年)) 日本EU学会編
日本EU学会/
有斐閣 (発売)

333.7||Eu 215000949

113 ユーロ危機とEUの将来(日本EU学会年報:第
34号(2014年))

日本EU学会編
日本EU学会/
有斐閣 (発売)

333.7||Yu 215001006

114 人口減少×デザイン : 地域と日本の大問題
を、データとデザイン思考で考える。

筧裕介著 英治出版 334.31||Ka 215001600

115 女性のいない世界 : 性比不均衡がもたらす
恐怖のシナリオ

マーラ・ヴィステ
ンドール著/大
田直子訳

講談社 334.38||Hv 215001044

116 市民が提案するこれからの移民政策 : NPO
法人APFSの活動と世界の動向から

吉成勝男, 水上
徹男, 野呂芳明
編著

現代人文社/大
学図書 (発売)

334.41||Sh 215001604

117 排外主義を問いなおす : フランスにおける排
除・差別・参加

中野裕二 [ほ
か] 編著

勁草書房 334.435||Ha 215001014



118 ポストコロニアル事典

ビル・アッシュクロフト,
ガレス・グリフィス, ヘレ
ン・ティフィン著/木村
公一編訳

南雲堂 334.5||Po 215000878

119 現代経営学の潮流と限界 : これからの経営
学(経営学史学会年報:第22輯)

経営学史学会
編

文眞堂 335.1||Ge 215001597

120 経営学大図鑑
イアン・マル
コーズほか著/
沢田博訳

三省堂 335.1||Ke 215001009

121 経営幹部養成学校 : エリートリーダーは経営
学を使って会社を動かす

高山信彦著 ダイヤモンド社 335.1||Ta 215001563

122 リーダーシップの哲学 : 12人の経営者に学ぶ
リーダーの育ち方

一條和生著
東洋経済新報
社

335.13||Ic 215001566

123 日本企業のためのコーポレートガバナンス講
座

藤田勉著
東洋経済新報
社

335.4||Fu 215001567

124 経営分析事典 新版
日本経営分析
学会編

税務経理協会 336.83||Ke 215000871

125 統合報告革命 : ベスト・プラクティス企業の事
例分析

古賀智敏責任編集/
池田公司編著/沖野
光二 [ほか] 著

税務経理協会 336.92||To 215001003

126 ドル消滅 : 国際通貨制度の崩壊は始まって
いる!

ジェームズ・リ
カーズ著/藤井
清美訳

朝日新聞出版 338.97||Ri 215001419

127 仮想通貨 : 技術・法律・制度
岡田仁志, 高橋
郁夫, 山崎重一
郎著

東洋経済新報
社

338||Ok 215000850

128 租税法判例六法 第2版
中里実, 増井良
啓編

有斐閣 345.19||So 215000983

129 日本の地方財政
神野直彦, 小西
砂千夫著

有斐閣 349.21||Ji 215001577

130 ソーシャルデザイン・アトラス : 社会が輝くプ
ロジェクトとヒント

山崎亮著 鹿島出版会 360||Ya 215001438

131 社会を数理で読み解く : 不平等とジレンマの
構造

盛山和夫編著/浜
田宏, 武藤正義,
瀧川裕貴著

有斐閣 361.19||Sh 215001579

132 空間とメディア : 場所の記憶・移動・リアリティ
(「シリーズ」メディアの未来:6)

遠藤英樹, 松本
健太郎編著

ナカニシヤ出版 361.453||Ku 215001590

133 比較文化事典
関東学院大学国
際文化学部比較
文化学科編

明石書店 361.5||Hi 215000691

134 衰退する現代社会の危機 : 縮小社会への現
実的な方策を探る

中西香著
日刊工業新聞
社

361.5||Na 215001569



135 サブカルチャー聖地巡礼 : アニメ聖地と戦国
史蹟

由谷裕哉, 佐藤
喜久一郎著

岩田書院 361.5||Yo 215001603

136 社会意識からみた日本 : 階層意識の新次元 数土直紀編 有斐閣 361.8||Sh 215001424

137 現代社会論 : 社会学で探る私たちの生き方
(有斐閣ストゥディア)

本田由紀編 有斐閣 361||Ge 215001041

138 死別の社会学
澤井敦, 有末賢
編著

青弓社 361||Sh 215001038

139 私たちのしごと : 障害者雇用の現場から 小山博孝著 岩波書店 366.28||Ko 215001418

140 キャリアデザイン支援ハンドブック
伊藤文男 [ほ
か] 編集委員会
委員

ナカニシヤ出版 366.29||Ky 215000860

141 転職の社会学 : 人と仕事のソーシャル・ネット
ワーク

渡辺深著 ミネルヴァ書房 366.29||Wa 215001005

142 ワーク・ライフ・バランスのすすめ 村上文著 法律文化社 366.7||Mu 215001422

143 産業・労働社会学 : 「働くこと」を社会学する
(有斐閣アルマ:Specialized)

小川慎一 [ほ
か] 著

有斐閣 366.9||Sa 215001580

144 ジェンダー六法 第2版
山下泰子 [ほ
か] 編集

信山社 367.1||Je 215001625

145 新しい家族関係学
長津美代子, 小澤
千穂子編著/井田
瑞江 [ほか] 共著

建帛社 367.3||At 215001586

146 「居場所」のない男、「時間」がない女 水無田気流著
日本経済新聞
出版社

367||Mi 215001570

147 スラムの惑星 : 都市貧困のグローバル化
マイク・デイヴィス
著/篠原雅武, 丸
山里美訳

明石書店 368.2||Da 215001084

148 生き心地の良い町 : この自殺率の低さには
理由 (わけ) がある

岡檀著 講談社 368.3||Ok 215001045

149 犯罪・非行の社会学 : 常識をとらえなおす視
座(有斐閣ブックス:[697])

岡邊健編 有斐閣 368.6||Ha 215001425

150 日本の社会事業施設史 : 「救護法」「社会事
業法」期の個別施設史

井村圭壯著 学文社 369.13||Im 215001584

151 ユマニチュード入門
本田美和子, イヴ・
ジネスト, ロゼット・マ
レスコッティ著

医学書院 369.26||Ho 215001552



152
地域包括ケアを実現する高齢者健康コミュニ
ティ : いつまでも自分らしく生きる新しい老い
のかたち

馬場園明, 窪田
昌行著

九州大学出版
会

369.261||Ba 215001594

153 災害フィールドワーク論(100万人のフィールド
ワーカーシリーズ:5)

木村周平, 杉戸
信彦, 柄谷友香
編

古今書院 369.3||Sa 215001658

154
未来が見えなくなったとき、僕たちは何を語
ればいいのだろう : 震災後日本の「コミュニ
ティ再生」への挑戦

ボブ・スティル
ガー著/豊島瑞
穂訳

英治出版 369.31||St 215001599

155 子ども虐待と治療的養育 : 児童養護施設に
おけるライフストーリーワークの展開

楢原真也著 金剛出版 369.43||Na 215001588

156 探求の共同体 : 考えるための教室
マシュー・リップ
マン著

玉川大学出版
部

370||Li 215000848

157 「学力」の経済学 中室牧子著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

371.3||Na 215000737

158 思春期学
笠井清登 [ほ
か] 編

東京大学出版
会

371.47||Sh 215000844

159 幼児教育の経済学
ジェームズ・J.ヘック
マン著/古草秀子訳
/大竹文雄解説

東洋経済新報
社

376.1||Yo 215000980

160 大学の質保証とは何か
早田幸政編著/
早田幸政 [ほか
執筆]

エイデル研究
所

377.1||Da 215001195

161 ノーベル賞の事典
秋元格, 鈴木一
郎, 川村亮著

東京堂出版 377.7||Ak 215000748

162
研究計画書の進化と実際 : "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 新訂(高等教育ハンドブック:9)

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 215000870

163 大学生のためのキャリアデザイン入門
岩上真珠, 大槻
奈巳編

有斐閣 377.9||Da 215001578

164 社会教育・生涯学習辞典
社会教育・生涯
学習辞典編集
委員会編集

朝倉書店 379.033||Sh 215001008

165 学校に通わず12歳までに6人が大学に入った
ハーディング家の子育て

キッチナー・ハーディ
ング, モナ・リサ・
ハーディング著/向
井和美訳

紀伊國屋書店 379.9||Ha 215001558

166 絵でよむ江戸のくらし風俗大事典
棚橋正博, 村田
裕司編著

柏書房 382.1361||Ta 215001010

167 図説ヴィクトリア朝の暮らし : ビートン夫人に
学ぶ英国流ライフスタイル(ふくろうの本)

Cha Tea紅茶教
室著

河出書房新社 382.33||Zu 215001553

168 葬式は誰がするのか : 葬儀の変遷史 新谷尚紀著 吉川弘文館 385.6||Sh 215001022



169 盆行事と葬送墓制(歴博フォーラム)
関沢まゆみ, 国
立歴史民俗博
物館編

吉川弘文館 386.1||Bo 215001433

170 日本の軍隊を知る(地域のなかの軍隊:8:基礎
知識編)

荒川章二 [ほ
か] 編

吉川弘文館 392.1||Ni 215001581

171 暮らして見た普天間 : 沖縄米軍基地問題を
考える

植村秀樹著 吉田書店 395.39||Ue 215001610

172 「証言録」海軍反省会 7 戸高一成編 PHP研究所 397.21||Sh||7 215000957

173 南太平洋の伝統医療とむきあう : マラリア対
策の現場から(フィールドワーク選書:20)

白川千尋著 臨川書店 498.02733||Sh 215001582

174 水俣から福島へ : 公害の経験を共有する(シ
リーズここで生きる)

山田真著 岩波書店 498.48||Ya 215001546

175 入門・エネルギーの経済学 藤井秀昭著 日本評論社 501.6||Fu 215001571

176
知的財産管理技能検定3級学科&実技問題
集 : 国家試験 : 知的財産管理技能検定学習
書(知的財産教科書)

塩島武徳著 翔泳社 507.2||Sh 215001593

177 ごみと日本人 : 衛生・勤倹・リサイクルからみ
る近代史

稲村光郎著 ミネルヴァ書房 518.52||In 215001671

178 環境政策史論 : ドイツ容器包装廃棄物政策
の展開

喜多川進著 勁草書房 518.523||Ki 215000846

179 日本の自然環境政策 : 自然共生社会をつく
る

武内和彦, 渡辺
綱男編

東京大学出版
会

519.1||Ni 215001550

180 生物多様性と保護地域の国際関係 : 対立か
ら共生へ

高橋進著 明石書店 519.8||Ta 215001583

181 江戸城 : 築城と造営の全貌 野中和夫著 同成社 521.823||No 215000868

182 つばき油の文化史 : 暮らしに溶け込む椿の
姿(生活文化史選書)

有岡利幸著 雄山閣 576.175||Ar 215001575

183 和食はなぜ美味しい : 日本列島の贈りもの 巽好幸著 岩波書店 596.21||Ta 215001545

184 マーケティング・ケーススタディ(SGビジネス双
書)

池尾恭一著
碩学舎/中央経
済社 (発売)

675||Ik 215000851

185
地場産業の高価格ブランド戦略 : 朝日酒造・
スノーピーク・ゼニス・ウブロに見る感性価値
創造

長沢伸也, 西村
修著

晃洋書房 675||Na 215001587



186 黄昏のトクガワ・ジャパン : シーボルト父子の
見た日本(NHKブックス:842)

ヨーゼフ・クライ
ナー編著

日本放送出版
協会

702.15||Ta 215001686

187
リハビリおりがみ : 伝承おりがみから創作お
りがみまで、きれいで簡単、楽しい60点(高齢
者のクラフトサロン:1)

丹羽兌子著 誠文堂新光社 754.9||Ni 215001562

188 人間科学のためのナラティヴ研究法
Catherine
Kohler
Riessman [著]

クオリティケア 801.03||Ri 215001608

189 スエロは洞窟で暮らすことにした
マーク・サン
ディーン著/吉
田奈緒子訳

紀伊國屋書店 936||Su 215001556
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