
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 こころ動かす経済学
日本経済新聞
社編

日本経済新聞
出版社

331.04||Ko 215003726

2 新しい計量経済学 : データで因果関係に迫る 鹿野繁樹著 日本評論社 331.19||Ka 215003727

3 バンヴァードの阿房宮 : 世界を変えなかった
十三人

ポール・コリン
ズ著/山田和子
訳

白水社 280.4||Co 215003728

4 はじめて学ぶ産業・組織心理学
柳澤さおり, 田原直美
編著/岸本智美, 三沢
良, 杉谷陽子著

白桃書房 366.94||Ha 215003729

5
チャイナタウン,ゲイバー,レザーサブカルチャー,ビー
ト,そして街は観光の聖地となった : 「本物」が息づく
サンフランシスコ近隣地区

畢滔滔著 白桃書房 253.93||Hi 215003730

6 18歳からはじめる民法 第2版(From 18)
潮見佳男, 中田
邦博, 松岡久和
編

法律文化社 324||Ju 215003738

7 政治学基本講義 河田潤一著 法律文化社 311||Ka 215003739

8 ヘイト・スピーチという危害
ジェレミー・ウォルド
ロン [著]/谷澤正嗣,
川岸令和訳

みすず書房 316.853||Wa 215003745

9 安保法制の何が問題か
長谷部恭男, 杉田敦
編 岩波書店 319.8||An 215003754

10 境界の民 (マージナル・マン) : 難民、遺民、
抵抗者。国と国の境界線に立つ人々

安田峰俊著 KADOKAWA 316.8||Ya 215003757

11 天皇陛下の私生活 : 1945年の昭和天皇 米窪明美著 新潮社 288.41||Yo 215003779

12 大学の条件 : 大衆化と市場化の経済分析 矢野眞和著
東京大学出版
会

371.3||Ya 215003783

13 あの戦争と日本人 半藤一利著 文藝春秋 210.6||Ha 215003788

14 断片的なものの社会学 岸政彦著 朝日出版社 361.04||Ki 215003795

15 岩波講座日本歴史 第21巻 : 史料論<テーマ
巻2>

大津透 [ほか]
編集

岩波書店 210.1||Iw||21 215003834

学生用社会系図書新着リスト(３月)



16 民主政のはじまり(ギリシア人の物語:1) 塩野七生著 新潮社 231||Sh||1 215003835

17 いまこそ民主主義の再生を! : 新しい政治参
加への希望(岩波ブックレット:no. 941)

中野晃一, コリン・ク
ラウチ, エイミー・
グッドマン著

岩波書店 313.7||Na 215003836

18 君が戦争を欲しないならば(岩波ブックレッ
ト:no. 942)

高畑勲著 岩波書店 319.8||Ta 215003837

19 法情報の調べ方入門 : 法の森のみちしるべ
(JLA図書館実践シリーズ:28)

ロー・ライブラリ
アン研究会編

日本図書館協
会

013||Jl||28 215003849

20 首切りの歴史
フランシス・ラー
ソン著/矢野真
千子訳

河出書房新社 389||La 215003853

21 歴史から理論を創造する方法 : 社会科学と
歴史学を統合する

保城広至著 勁草書房 301.6||Ho 215003859

22 英語教科書は「戦争」をどう教えてきたか 江利川春雄著 研究社 375.9||Er 215003862

23 なぜ国々は戦争をするのか 上
ジョン・G・ストウシン
ガー著/比較戦争史
研究会訳

国書刊行会 319.8||St||1 215003864

24 なぜ国々は戦争をするのか 下
ジョン・G・ストウシン
ガー著/比較戦争史
研究会訳

国書刊行会 319.8||St||2 215003865

25 本当は結婚したくないのだ症候群 : 「いつ
か、いい人がいれば」の真相

北条かや著 青春出版社 367.4||Ho 215003878

26 誰もがその先を聞きたくなる地理の話大全 おもしろ地理学会編 青春出版社 290.4||Da 215003879

27 最新地図で読む世界情勢 : これだけは知っ
ておきたい世界のこと

ジャン=クリストフ・ヴィクトル, ド
ミニク・フシャール, カトリーヌ・
バリシュニコフ著/鳥取絹子訳

CCCメディアハ
ウス

312.9||Vi 215003894

28 ワーク・ルールズ! : 君の生き方とリーダー
シップを変える

ラズロ・ボック著/鬼
澤忍, 矢羽野薫訳

東洋経済新報社 336.4||Bo 215003900

29 キルギスの誘拐結婚 林典子写真・文

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

385.4||Ha 215003919

30 ルシファー・エフェクト : ふつうの人が悪魔に
変わるとき

フィリップ・ジンバル
ドー著/鬼澤忍, 中山
宥訳

海と月社 361.4||Zi 215003920

31 Humanitude (ユマニチュード) : 「老いと介護
の画期的な書」 第2版

イヴ・ジネスト, ロゼット・マレス
コッティ, ジェローム・ペリシエ著
/辻谷真一郎訳

トライアリスト東
京/舵社 (発売)

369.26||Gi 215003921

32 異文化理解力 : 相手と自分の真意がわかる
ビジネスパーソン必須の教養

エリン・メイヤー
著/樋口武志訳

英治出版 336.49||Me 215003937



33 北・東北アジア地域交流史(有斐閣アル
マ:Interest. 世界に出会う各国=地域史)

姫田光義編 有斐閣 220||Ki 215003938

34 生活保護世帯の子どものライフストーリー :
貧困の世代的再生産

林明子著 勁草書房 371.3||Ha 215003939

35 子ども食堂を作ろう! : 深刻化する子どもの貧
困

市民セクター政
策機構/ほんの
木 (発売)

309.05||Ko 215003940

36 計量社会学入門 : 社会をデータでよむ
筒井淳也 [ほ
か] 編

世界思想社 361.9||Ke 215003950

37 社会システムの生成 大澤真幸著 弘文堂 361||Os 215003951

38 岩波講座日本歴史 第19巻 : 近現代5 大津透 [ほか] 編集 岩波書店 210.1||Iw||19 215003953

39 日本の食文化史 : 旧石器時代から現代まで 石毛直道著 岩波書店 383.81||Is 215003954

40
古文書はいかに歴史を描くのか : フィールド
ワークがつなぐ過去と未来(NHKブック
ス:1236)

白水智著 NHK出版 210.029||Sh 215003955

41 1★9★3★7(イクミナ) 辺見庸著 金曜日 210.74||He 215003956

42 共に考える : 小学校の授業のための哲学的
探求(P4C叢書)

フィリップ・キャ
ム著/井谷信彦
[ほか] 訳

萌書房 375.1||Ca 215003957

43 市民的自由主義の復権 : シュミットからルー
マンへ

小山裕著 勁草書房 311.13||Ko 215003958

44 福沢諭吉の朝鮮 : 日朝清関係のなかの「脱
亜」(講談社選書メチエ:610)

月脚達彦著 講談社 319.1021||Ts 215003959

45 国際バカロレアとこれからの大学入試改革 :
知を創造するアクティブ・ラーニング

福田誠治著 亜紀書房 371.5||Fu 215003960

46 「意地悪」化する日本
内田樹, 福島み
ずほ著

岩波書店 304||Uc 215003962

47 脳が認める勉強法 : 「学習の科学」が明かす
驚きの真実!

ベネディクト・
キャリー著/花
塚恵訳

ダイヤモンド社 379.7||Ca 215003963

48 アイデンティティの揺らぎ(「在日」の精神史:3) 尹健次著 岩波書店 316.81||Yu 215003964

49 日本人が気付かない世界一素晴らしい国・日
本(WAC BUNKO:B-232)

ケビン・M・ドー
ク著

ワック 210.04||Do 215003966



50 サイロ・エフェクト : 高度専門化社会の罠
ジリアン・テット
著 : 土方奈美
訳

文芸春秋 336.3||Te 215003967

51 ディープ・アクティブラーニング : 大学授業を
深化させるために

松下佳代, 京都大学
高等教育研究開発
推進センター編著

勁草書房 377.15||De 215003970

52 障害者殺しの思想 増補新装版 横田弘著 現代書館 369.27||Yo 215003974

53 「こども哲学」で対話力と思考力を育てる(河
出ブックス:069)

河野哲也著 河出書房新社 375.1||Ko 215003985

54 書物の中世史 五味文彦 [著] みすず書房 020.21||Go 215003987

55 マクロ経済学 : 入門の「一歩前」から応用ま
で(有斐閣ストゥディア)

平口良司, 稲葉
大著

有斐閣 331||Hi 215003990

56 教養としての経済学 : 生き抜く力を培うため
に

一橋大学経済
学部編

有斐閣 331||Ky 215003991

57 江戸大名の本家と分家(歴史文化ライブラ
リー:331)

野口朋隆著 吉川弘文館 208||Re||331 215003992

58 旗本・御家人の就職事情(歴史文化ライブラ
リー:410)

山本英貴著 吉川弘文館 208||Re||410 215003993

59 世界と日本の小学校の英語教育 : 早期外国
語教育は必要か

西山教行, 大木
充編著

明石書店 375.893||Se 215003995

60 古文書入門 : 判読から解読へ 新装版(「シ
リーズ」日本人の手習い)

藤本篤著 柏書房 202.9||Fu 215004001

61 古文書くずし字見わけかたの極意 油井宏子著 柏書房 210.029||Ab 215004002

62 実地調査入門 : 社会調査の第一歩(アカデ
ミック・スキルズ)

西山敏樹, 常盤拓
司, 鈴木亮子著

慶應義塾大学
出版会

361.9||Ni 215004006

63 東日本大震災ボランティアによる支援と仮設
住宅 : 家政学が見守る石巻の2年半

日本家政学会東日本大震災生
活研究プロジェクト編/大竹美
登利, 坂田隆責任編集

建帛社 369.31||Hi 215004007

64 ぼくは13歳職業、兵士。 : あなたが戦争のあ
る村で生まれたら

鬼丸昌也, 小川
真吾著

合同出版 369.4||On 215004008

65 文化とは何か、どこにあるのか : 対立と共生
をめぐる心理学

山本登志哉著 新曜社 361.5||Ya 215004019

66 世界でいちばんやさしくて役立つ経済の教科
書

塚崎公義著 宝島社 330||Ts 215004027



67 Hard things (ハード・シングス) : 答えがない
難問と困難にきみはどう立ち向かうか

ベン・ホロウィッツ著
/滑川海彦, 高橋信
夫訳

日経BP社/日
経BPマーケティ
ング (発売)

335.13||Ho 215004034

68 地方創生実現ハンドブック
トーマツベンチャーサ
ポート株式会社, 日経
トップリーダー著

日経BP社/日
経BPマーケティ
ング (発売)

318.6||Ch 215004037

69 エコノミストの昼ごはん : コーエン教授のグル
メ経済学

タイラー・コーエ
ン著/浜野志保
訳

作品社 330.4||Co 215004044

70 家族病 : 夫の問題妻の問題子の問題 金盛浦子著 さくら舎 367.3||Ka 215004050

71 新モラエス案内 : もうひとりのラフカディオ・
ハーン

深沢暁著
アルファベータ
ブックス

289.3||Mo 215004051

72 危機に立つ国立大学(CPCリブレ : エコーする
「知」:No.4)

光本滋著
クロスカル
チャー出版

377.1||Mi 215004056

73 認知症カフェを語る : ともに生き、支えあう地
域をめざして

朝日新聞社
CSR推進部編

メディア・ケアプ
ラス

369.13||Ni 215004057

74
なぜ7割のエントリーシートは、読まずに捨て
られるのか? : 人気企業の「手口」を知れば、
就活の悩みは9割なくなる

海老原嗣生著
東洋経済新報
社

377.9||Eb 215004063

75 にじ色の本棚 : LGBTブックガイド
原ミナ汰, 土肥
いつき編著

三一書房 367.9||Ni 215004109

76 古代ギリシャのリアル 藤村シシン著 実業之日本社 231||Fu 215004113

77 現代の現代性 : 何が終わり、何が始まったか
(岩波講座現代:1)

大澤真幸 [ほ
か] 編

岩波書店 308||Iw||1 215004131

78 つくられた縄文時代 : 日本文化の原像を探る
(新潮選書)

山田康弘著 新潮社 210.25||Ya 215004132

79 教育学の歴史
アルベルト・レーブレ
著/広岡義之, 津田
徹訳

青土社 371.23||Re 215004133

80 「平和国家」の誕生 : 戦後日本の原点と変容 和田春樹著 岩波書店 210.76||Wa 215004134

81 シルクロードの来世観(アジア遊学:192) 白須淨眞編 勉誠出版 302.2||Sh 215004136

82 労働法 川口美貴著 信山社 366.14||Ka 215004137

83 摂関政治と地方社会(日本古代の歴史:5) 坂上康俊著 吉川弘文館 210.1||Ni||5 215004142



84 部分的つながり(人類学の転回叢書)
マリリン・ストラ
ザーン著/大杉
高司 [ほか] 訳

水声社 389||St 215004143

85 刑事訴訟法 酒巻匡著 有斐閣 327.6||Sa 215004144

86 事例で考える会社法 第2版(法学教室
Library)

伊藤靖史 [ほ
か] 著

有斐閣 325.2||Ji 215004145

87 21世紀の不平等
アンソニー・B・アトキ
ンソン著/山形浩生,
森本正史訳

東洋経済新報
社

331.85||At 215004146

88 ビジネススクールでは学べない世界最先端
の経営学

入山章栄著
日経BP社/日
経BPマーケティ
ング (発売)

335.1||Ir 215004147

89
もし高校野球の女子マネージャーがドラッ
カーの『イノベーションと企業家精神』を読ん
だら

岩崎夏海著 ダイヤモンド社 913.6||Iw 215004149

90 ヨーロッパ政党政治の再考 : 社会構造と政策
対立の接点(政策科学叢書:2)

杉村豪一著 志學社 312.3||Su 215004151

91 政治学の第一歩(有斐閣ストゥディア)
砂原庸介, 稗田
健志, 多湖淳著

有斐閣 311||Su 215004152

92 行政法 高木光著 有斐閣 323.9||Ta 215004153

93 ひとりで学ぶ刑法
安田拓人, 島田
聡一郎, 和田俊
憲著

有斐閣 326||Ya 215004154

94 刑事弁護の基礎知識
岡慎一, 神山啓
史著

有斐閣 327.6||Ok 215004155

95 法定債権の法(新基本民法:6:不法行為編) 大村敦志著 有斐閣 324||Om||6 215004156

96 震災復興の政治経済学 : 津波被災と原発危
機の分離と交錯

齊藤誠著 日本評論社 369.31||Sa 215004157

97 ゲーム理論ワークブック
岡田章 [ほか]
著

有斐閣 331.19||Ge 215004158

98 私たちの声を議会へ : 代表制民主主義の再生(岩波現代
全書:078)

三浦まり著 岩波書店 312.1||Mi 215004159

99 はじめてのEU法 庄司克宏著 有斐閣 329.37||Sh 215004160

100 人間ドラマから会社法入門
高田晴仁, 久保
田安彦編著

日本評論社 325.2||Ni 215004161



101 国際紛争を読み解く五つの視座 : 現代世界
の「戦争の構造」(講談社選書メチエ:614)

篠田英朗著 講談社 319||Sh 215004162

102 資本主義に希望はある : 私たちが直視すべ
き14の課題

フィリップ・コト
ラー著/倉田幸
信訳

ダイヤモンド社 332.06||Ko 215004163

103 財産の帰属と変動の法(新基本民法:2:物権編) 大村敦志著 有斐閣 324||Om||2 215004164

104 さらばアホノミクス : 危機の真相 浜矩子著 毎日新聞出版 304||Ha 215004165

105 行政組織法/公務員法/公物法 第4版(行政
法概説:3)

宇賀克也著 有斐閣 323.9||Ug 215004166

106 政治行動論 : 有権者は政治を変えられるの
か(有斐閣ストゥディア)

飯田健, 松林哲
也, 大村華子著

有斐閣 311.14||Ii 215004167

107 計量経済学の第一歩 : 実証分析のススメ(有
斐閣ストゥディア)

田中隆一著 有斐閣 331.19||Ta 215004168

108 国際関係理論 第2版(勁草テキスト・セレク
ション)

吉川直人, 野口
和彦編

勁草書房 319||Ko 215004169

109 18歳から考える人権(From 18) 宍戸常寿編 法律文化社 323.143||Ju 215004170

110 越境者の政治史 : アジア太平洋における日
本人の移民と植民

塩出浩之著
名古屋大学出
版会

334.51||Sh 215004171

111 「歴史とは何か」の歴史 楠家重敏著 晃洋書房 201.2||Ku 215004172

112 最速で身につく世界史 : 「24のキーワード」で
まるわかり!

角田陽一郎著 アスコム 209||Ka 215004173

113 辺野古の弁証法 : ポスト・フクシマと「沖縄革
命」

山口泉著
オーロラ自由ア
トリエ

219.9||Ya 215004174

114 宝の海をまもりたい沖縄・辺野古
いんやくのりこ
著

現代思潮新社 395.39||In 215004175

115 優秀なる羊たち : 米国エリート教育の失敗に
学ぶ

ウィリアム・デレ
ズウィッツ著/米
山裕子訳

三省堂 377.253||De 215004216

116 大学生のためのキャリアガイドブック Ver.
2(改訂新版)

寿山泰二[ほか]
著

北大路書房 377.9||Da 215004217

117 もういちど読む山川地理 田邉裕著 山川出版社 290||Ta 215004219



118 「城取り」の軍事学 : 築城者の視点から考え
る戦国の城

西股総生著

学研パブリッシ
ング/学研マー
ケティング (発
売)

210.47||Ni 215004220

119 カリキュラム・イノベーション : 新しい学びの
創造へ向けて

東京大学教育学部
カリキュラム・イノ
ベーション研究会編

東京大学出版
会

375||Ka 215004298

120
親族 : 民法第725条〜第881条 : 平成23年民法改正・家事
事件手続法制定に対応(別冊法学セミナー:no. 240. 新基
本法コンメンタール)

松川正毅, 窪田充見
編/青竹美佳 [ほか
執筆]

日本評論社 324.6||Sh 215004299

121 実証分析のための計量経済学 : 正しい手法
と結果の読み方

山本勲著 中央経済社 331.19||Ya 215004300

122 秘史(西洋古典叢書)
プロコピオス
[著]/和田廣訳

京都大学学術
出版会

209.4||Pr 215004305

123 なぜ人は「説得」されるのか : 説得の心理学
榎本博明, 立花
薫著

産業能率大学
出版部

361.4||En 215004311

124
世界の国旗 : 国旗・海外領土旗の意味、国
の成り立ちがわかる! : 親子で学べる!楽しめ
る!

シャスタイン
ターナショナル
編

シャスタイン
ターナショナル

288.9||Se 215004324

125 日本国憲法から考える現代社会・15講 : グ
ローバル時代の平和憲法

新井信之著 有信堂高文社 323.14||Ar 215004325

126 見えないから見えたもの 竹内昌彦著 [竹内昌彦] 369.275||Ta 215004326

127 民法学を語る
大村敦志, 小粥
太郎著

有斐閣 324.01||Om 215004329

128 私の1960年代 山本義隆著 金曜日 289.1||Ya 215004380

129 帝国議会 : 「戦前民主主義」の五七年(講談
社選書メチエ:612)

村瀬信一著 講談社 314.12||Mu 215004381

130 完全講義民事裁判実務の基礎 : 要件事実・
事実認定・法曹倫理 新版 入門編

大島眞一著 民事法研究会 327.2||Os 215004382

131 呼び覚まされる霊性の震災学 : 3.11生と死の
はざまで

東北学院大学震災の
記録プロジェクト金菱
清(ゼミナール)編

新曜社 369.31||Yo 215004392

132 世界大学ランキングと日本の大学 : ワールド
クラス・ユニバーシティへの道

綿貫健治著 学文社 377.1||Wa 215004396

133 地方創生まちづくり大事典 : 地方の未来、日
本の未来

竹本昌史著 国書刊行会 318.6||Ta 215004399
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