
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 現代の地政学 (犀の教室) 佐藤優著 晶文社 312.9||Sa 216001664

2 災害と復興の社会学 立木茂雄著 萌書房 369.3||Ta 216001665

3 江戸時代の通訳官 : 阿蘭陀通詞の語学と実
務

片桐一男著 吉川弘文館 210.5||Ka 216001666

4 必修基礎知識 : 編集者・ライターのための :
editor's handbook

編集の学校/文
章の学校監修

雷鳥社 021.4||Hi 216001667

5 科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック 児島将康著 羊土社 377.7||Ko 216001680

6 Python言語によるビジネスアナリティクス : 実
務家のための最適化・統計解析・機械学習

久保幹雄 [ほか]
著

近代科学社 336.1||Py 216001686

7 ブラックバイトに騙されるな! 大内裕和著
集英社クリエイ
ティブ/集英社
(発売)

377.9||Ou 216001691

8 オーラルヒストリーとは何か
アレッサンドロ・
ポルテッリ著/
朴沙羅訳

水声社 201.16||Po 216001710

9 ワンステップ法学 第2版
國友順市, 畑雅
弘編著/齋田統
[ほか] 著

嵯峨野書院 321||Wa 216001711

10 メッカ巡礼記 : 旅の出会いに関する情報の備
忘録 2 (東洋文庫:868, 869, 871)

イブン・ジュバイ
ル [著]/家島彦
一訳注

平凡社 080||To||869 216001736

11 メッカ巡礼記 : 旅の出会いに関する情報の備
忘録 3 (東洋文庫:868, 869, 871)

イブン・ジュバイ
ル [著]/家島彦
一訳注

平凡社 080||To||871 216001737

12 1936-1945天罰 (ヒトラー:下)
イアン・カー
ショー著/福永
美和子訳

白水社 234.074||Ke||2 216001739

13 「共生」の都市社会学 : 下北沢再開発問題の
なかで考える

三浦倫平著 新曜社 361.78||Mi 216001741

学生用社会系図書新着リスト(１１月)



14 バリ島仮面舞踊劇の人類学 : 人とモノの織り
なす芸能

吉田ゆか子著 風響社 386.8246||Yo 216001742

15 土砂災害と防災教育 : 命を守る判断・行動・
備え

檜垣大助 [ほか]
編集

朝倉書店 369.3||Do 216001817

16 マイクロソフト帝国の誕生 (ビル・ゲイツ:1)
東京電機大学
出版局

289.3||Ga||1 216001842

17 そしてライバルは誰もいなくなった (ビル・ゲイ
ツ:2)

東京電機大学
出版局

289.3||Ga||2 216001843

18 中国思想史
溝口雄三, 池田
知久, 小島毅著

東京大学出版
会

122.02||Mi 216001856

19 朱子学入門 垣内景子著 ミネルヴァ書房 125.4||Ka 216001857

20 近世日本の「礼楽」と「修辞」 : 荻生徂徠以後
の「接人」の制度構想

高山大毅著
東京大学出版
会

121.56||Ta 216001858

21 本土に及ぶ戦禍 (証言記録市民たちの戦
争:2)

NHK「戦争証
言」プロジェクト
編

大月書店 210.75||Sh||2 216001859

22 帝国日本の崩壊 (証言記録市民たちの戦
争:3)

NHK「戦争証
言」プロジェクト
編

大月書店 210.75||Sh||3 216001860

23 1889-1936傲慢 (ヒトラー:上)
イアン・カー
ショー著/川喜
田敦子訳

白水社 234.074||Ke||1 216001862

24 犯罪心理学事典
日本犯罪心理学
会編

丸善出版 326.34||Ha 216001868

25 発達障害児のためのSST
スーザン・ウィリアム
ス・ホワイト著/黒田
美保 [ほか] 訳

金剛出版 378||Wh 216001874

26 学びの専門家としての教師 (岩波講座教育 :
変革への展望:4)

佐藤学 [ほか]
編/浅井幸子
[ほか] 執筆

岩波書店 370.8||Iw||4 216001875

27 はじめて学ぶ民俗学
市川秀之 [ほ
か] 編著

ミネルヴァ書房 380.1||Ha 216001880



28 「人」に向きあう民俗学 (叢書・「知」の森:10)
門田岳久, 室井
康成編

森話社 380.1||Hi 216001881

29 視覚都市の地政学 : まなざしとしての近代 吉見俊哉著 岩波書店 361.78||Yo 216001882

30 観光教育への招待 : 社会科から地域人材育
成まで

寺本潔, 澤達大
編著

ミネルヴァ書房 375||Ka 216001886

31 QGISの基本と防災活用 橋本雄一編 古今書院 369.3||Qg 216001887

32 友情化する社会 : 断片化のなかの新たな「つ
ながり」

デボラ・チェン
バース著/辻大
介 [ほか] 訳

岩波書店 361.3||Ch 216001888

33 大学生のための社会学入門 : 日本学術会議
参照基準対応

篠原清夫, 栗田真樹
編著/池田曜子 [ほ
か著]

晃洋書房 361||Da 216001889

34 赤ペンチェック自民党憲法改正草案 伊藤真著 大月書店 323.149||It 216001895

35 イスラム国 : テロリストが国家をつくる時
ロレッタ・ナポリ
オーニ著/村井
章子訳

文藝春秋 316.4||Na 216001896

36 社会的合意形成のプロジェクトマネジメント 桑子敏雄著 コロナ社 317.1||Ku 216001897

37 社会的合意形成のプロジェクトマネジメント 桑子敏雄著 コロナ社 317.1||Ku 216001898

38 欧化と国粋 : 明治新世代と日本のかたち (講
談社学術文庫:[2174])

ケネス・B・パイ
ル [著]/五十嵐
暁郎訳

講談社 311.21||Py 216001908

39 日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか 矢部宏治著
集英社インター
ナショナル/集
英社 (発売)

319.1053||Ya 216001910

40 中東危機の震源を読む (新潮選書) 池内恵著 新潮社 319.27||Ik 216001921

41 未来のきみが待つ場所へ : 先生はいじめら
れっ子だった

宮本延春作 講談社 289.1||Mi 216001924



42 娼婦と近世社会 曽根ひろみ著 吉川弘文館 368.4||So 216001925

43 憲法と民主主義の論じ方
長谷部恭男, 杉田敦
著 朝日新聞出版 323.14||Ha 216001927

44 震災後の不思議な話 : 三陸の「怪談」 宇田川敬介著 飛鳥新社 387.912||Ud 216001929

45 観光コースでないベルリン : ヨーロッパ現代
史の十字路

熊谷徹著 高文研 234.3||Ku 216001981

46
誰がこの国を動かしているのか : 一握りの人
による、一握りの人のための政治を変える
(詩想社新書:12)

鳩山友紀夫, 白
井聡, 木村朗著

詩想社/星雲社
(発売)

312.1||Ha 216001984

47 属国民主主義論 : この支配からいつ卒業で
きるのか

内田樹, 白井聡
著

東洋経済新報
社

304||Sh 216001985

48 安倍晋三が「日本」を壊す : この国のかたち
とは : 山口二郎対談集

山口二郎編著/
内田樹 [ほか]
著

青灯社 312.1||Ab 216001986

49 希望への陰謀 : 時代の毒をどう抜き取るか
浜矩子 [ほか]
著

現代書館 304||Ki 216001987

50 憲法と民主主義を学びなおす : 立憲デモクラ
シー講座

山口二郎, 杉田
敦, 長谷部恭男
編

岩波書店 323.14||Ke 216001988

51 日本の政治を変える : これまでとこれから :
徹底討論 (岩波現代全書:057)

宮本太郎, 山口
二郎著

岩波書店 312.1||Mi 216001989

52 世界史の中の安倍政権 : 座談会
南塚信吾, 小谷汪
之, 木畑洋一編著/
伊集院立 [ほか] 著

日本経済評論
社

312.1||Se 216001992

53 人は愛するに足り、真心は信ずるに足る : ア
フガンとの約束

中村哲著/澤地
久枝聞き手

岩波書店 333.8271||Na 216001995

54 学問のしくみ事典 : あらゆる「学」の歴史とつ
ながりがわかる

日本実業出版
社編

日本実業出版
社

002||Ga 216001996

55
オリエント世界はなぜ崩壊したか : 異形化す
る「イスラム」と忘れられた「共存」の叡智 (新
潮選書)

宮田律著 新潮社 227||Mi 216001999



56 世界地図の中で考える (新潮選書) 高坂正堯著 新潮社 319.04||Ta 216002000

57 EU騒乱 : テロと右傾化の次に来るもの (新潮
選書)

広岡裕児著 新潮社 329.37||Hi 216002002

58 体育における「学びの共同体」の実践と探究
岡野昇, 佐藤学
編著

大修館書店 375.49||Ok 216002008

59 体つくり運動 : 授業の考え方と進め方 改訂
版 (学校体育実技指導資料:第7集)

文部科学省
[編]

東洋館出版社 375.49||Ka 216002012

60 幼児期運動指針実践ガイド : よくわかる!今す
ぐはじめる!

日本発育発達
学会編

杏林書院 376.157||Yo 216002013

61 ミゲル流人生を切り開く「自信」のつけ方 : 子
どもがみるみる変わる!

ミゲル・ロドリゴ著
赤ちゃんとママ
社

379.9||Ro 216002015

62 生徒指導10の原理・100の原則 : 気になる子
にも指導が通る110のメソッド

堀裕嗣著 学事出版 375.2||Ho 216002019

63 学級経営10の原理100の原則 : 困難な毎日
を乗り切る110のメソッド

堀裕嗣著 学事出版 374.13||Ho 216002020

64
教室ファシリテーション10のアイテム100のス
テップ : 授業への参加意欲が劇的に高まる
110のメソッド

堀裕嗣著 学事出版 375.1||Ho 216002021

65 一斉授業10の原理100の原則 : 授業力向上
のための110のメソッド

堀裕嗣著 学事出版 375.1||Ho 216002022

66 普通の教師が普通に生きる学校 : モンス
ター・ペアレント論を超えて

小野田正利著
時事通信出版
局/時事通信社
(発売)

374.6||On 216002023

67 オール1の落ちこぼれ、教師になる (角川文
庫:15803)

宮本延春 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

289.1||Mi 216002024

68 小学校発!一人ひとりが輝くほめ言葉のシャ
ワー [1]

菊池省三編著 日本標準 374.12||Sh 216002025

69 いじめられている君へいじめている君へいじ
めを見ている君へ 完全版

朝日新聞社編 朝日新聞出版 371.42||Ij 216002027



70 生徒指導提要 教育図書 375.2||Se 216002028

71 学び合う教室・育ち合う学校 : 学びの共同体
の改革

佐藤学著 小学館 370.4||Sa 216002029

72 言語活動の充実に関する指導事例集 中学
校版

文部科学省
[編]

教育出版 375.1||Ge 216002030

73 変わる!キャリア教育 : 小・中・高等学校まで
の一貫した推進のために

文部科学省国立教
育政策研究所生徒
指導・進路指導研究
センター編

ミネルヴァ書房 375.6||Ka 216002031

74 中学校キャリア教育の手引き 教育出版 375.6||Ch 216002032

75 高等学校キャリア教育の手引き 文部科学省[編] 教育出版 375.6||Ko 216002033

76 評価規準の作成,評価方法等の工夫改善の
ための参考資料 中学校国語

国立教育政策研究
所教育課程研究セ
ンター [編]

教育出版 375.17||Hy 216002034

77 評価規準の作成,評価方法等の工夫改善の
ための参考資料 中学校社会

国立教育政策研究
所教育課程研究セ
ンター [編]

教育出版 375.17||Hy 216002035

78 評価規準の作成,評価方法等の工夫改善の
ための参考資料 中学校外国語

国立教育政策研究
所教育課程研究セ
ンター [編]

教育出版 375.17||Hy 216002036

79 評価規準の作成,評価方法等の工夫改善の
ための参考資料 中学校理科

国立教育政策研究
所教育課程研究セ
ンター [編]

教育出版 375.17||Hy 216002037

80 評価規準の作成,評価方法等の工夫改善の
ための参考資料 中学校保健体育

国立教育政策研究
所教育課程研究セ
ンター [編]

教育出版 375.17||Hy 216002038

81 評価規準の作成,評価方法等の工夫改善の
ための参考資料 中学校数学

国立教育政策研究
所教育課程研究セ
ンター [編]

教育出版 375.17||Hy 216002039

82 評価規準の作成,評価方法等の工夫改善の
ための参考資料 中学校美術

国立教育政策研究
所教育課程研究セ
ンター [編]

教育出版 375.17||Hy 216002040

83 評価規準の作成,評価方法等の工夫改善の
ための参考資料 高等学校国語

国立教育政策研究
所教育課程研究セ
ンター [編]

教育出版 375.17||Hy 216002041



84 評価規準の作成,評価方法等の工夫改善の
ための参考資料 高等学校理科

国立教育政策研究
所教育課程研究セ
ンター [編]

教育出版 375.17||Hy 216002042

85 評価規準の作成,評価方法等の工夫改善の
ための参考資料 高等学校外国語

国立教育政策研究
所教育課程研究セ
ンター [編]

教育出版 375.17||Hy 216002043

86 評価規準の作成,評価方法等の工夫改善の
ための参考資料 高等学校地理歴史

国立教育政策研究
所教育課程研究セ
ンター [編]

教育出版 375.17||Hy 216002044

87 評価規準の作成,評価方法等の工夫改善の
ための参考資料 高等学校公民

国立教育政策研究
所教育課程研究セ
ンター [編]

教育出版 375.17||Hy 216002045

88 評価規準の作成,評価方法等の工夫改善の
ための参考資料 高等学校保健体育

国立教育政策研究
所教育課程研究セ
ンター [編]

教育出版 375.17||Hy 216002046

89 評価規準の作成,評価方法等の工夫改善の
ための参考資料 高等学校数学

国立教育政策研究
所教育課程研究セ
ンター [編]

教育出版 375.17||Hy 216002047

90 天皇皇族歴史伝説大事典 志村有弘編 勉誠出版 288.41||Te 216002048

91 老い衰えゆくことの発見 (角川選書:495) 天田城介著

角川学芸出版/
角川グループ
パブリッシング
(発売)

367.7||Am 216002050

92 日本民俗学原論 : 人文学のためのレッスン 真野俊和著 吉川弘文館 380.1||Ma 216002051

93 実践の民俗学 : 現代日本の中山間地域問題
と「農村伝承」

山下裕作著
農山漁村文化
協会

380.1||Ya 216002053

94 育児のジェンダー・ポリティクス (双書ジェン
ダー分析:11)

舩橋惠子著 勁草書房 367.1||Fu 216002054

95 今和次郎と考現学 : 暮らしの"今"をとらえた
「目」と「手」 (KAWADE道の手帖)

[今和次郎ほか
著]

河出書房新社 380.1||Ko 216002056

96 田園回帰がひらく未来 : 農山村再生の最前
線 (岩波ブックレット:No.950)

小田切徳美 [ほ
か] 著

岩波書店 318.6||De 216002057

97 問いからはじめる家族社会学 : 多様化する
家族の包摂に向けて (有斐閣ストゥディア)

岩間暁子, 大和
礼子, 田間泰子
著

有斐閣 361||Iw 216002061



98
私たちが, すすんで監視し, 監視される, この
世界について : リキッド・サーベイランスをめ
ぐる7章

ジグムント・バウマ
ン, デイヴィッド・ライ
アン著/伊藤茂訳

青土社 316.1||Ba 216002062

99 マシューズ&ハーバート地理学のすすめ

John A. Matthews,
David T. Herbert
[著]/森島済 [ほか]
訳

丸善出版 290.1||Ma 216002064

100 人間の営みがわかる地理学入門 (「なぜ」が
わかる地理学講義)

水野一晴著 ベレ出版 290.1||Mi 216002065

101 ブラタモリ 1
NHK「ブラタモ
リ」制作班監修

KADOKAWA 291.093||Bu||1 216002066

102 ブラタモリ 2
NHK「ブラタモ
リ」制作班監修

KADOKAWA 291.093||Bu||2 216002067

103 日本人は日本をどうみてきたか : 江戸から見
る自意識の変遷

田中優子編 笠間書院 210.5||Ni 216002069

104 憲法に緊急事態条項は必要か (岩波ブック
レット:No. 945)

永井幸寿著 岩波書店 323.14||Na 216002070

105 日本国憲法 (小さな学問の書:1)
童話屋編集部
編

童話屋 323.14||Ni 216002073

106 中東と日本の針路 : 「安保法制」がもたらすも
の

長沢栄治, 栗田
禎子編

大月書店 319.1027||Ch 216002075

107 住友銀行秘史 国重惇史著 講談社 338.61||Ku 216002076

108 数理ファイナンス (大学数学の世界:2)
楠岡成雄, 長山
いづみ著

東京大学出版
会

338.01||Ku 216002100

109 蝦夷志/南島志 (東洋文庫:865)
新井白石著/原
田信男校注

平凡社 080||To||865 216002124

110 メッカ巡礼記 : 旅の出会いに関する情報の備
忘録 1 (東洋文庫:868, 869, 871)

イブン・ジュバイ
ル [著]/家島彦
一訳注

平凡社 080||To||868 216002126

111 エリュトラー海案内記 1 (東洋文庫:870, 874) 蔀勇造訳註 平凡社 080||To||870 216002127



112 日本文化のかたち百科
小町谷朝生, 細
矢治夫, 宮崎興
二編

丸善 210.036||Ni 216002128

113 プロパガンダ・ポスターにみる日本の戦争 :
135枚が映し出す真実

田島奈都子編
著

勉誠出版 210.74||Pu 216002129

114 メディア文化研究への招待 : 多声性を読み解
く理論と視点

ポール・ホドキ
ンソン著/土屋
武久訳

ミネルヴァ書房 361.453||Ho 216002130

115 明日からトライ!ダンスの授業

全国ダンス・表現運動
授業研究会編/中村恭
子, 宮本乙女, 中村な
おみ編著代表

大修館書店 375.49||As 216002131

116 武家に嫁いだ女性の手紙 : 貧乏旗本の江戸
暮らし

妻鹿淳子著 吉川弘文館 367.21||Me 216002133

117 江戸文化をよむ 倉地克直著 吉川弘文館 210.5||Ku 216002134

118 定本徳川家康 本多隆成著 吉川弘文館 289.1||To 216002135

119 母よ!殺すな 第2版 横塚晃一著 生活書院 369.27||Yo 216002136

120 新クリエイティブ資本論 : 才能 (タレント) が経
済と都市の主役となる

リチャード・フロ
リダ著/井口典
夫訳

ダイヤモンド社 332.53||Fl 216002141

121 ユニットケアとケアワーク : ケアの小規模化と
「ながら遂行型労働」

岡京子著 生活書院 369.263||Ok 216002142

122 古地図に憑かれた男 : 史上最大の古地図盗
難事件の真実

マイケル・ブラ
ンディング著/
森夏樹訳

青土社 289.3||Sm 216002143

123 原災地復興の経済地理学 山川充夫著 桜井書店 369.36||Ya 216002145

124 日本経済と地域構造 山川充夫編著 原書房 332.107||Ya 216002146

125 国家と対峙するイスラーム : マレーシアにお
けるイスラーム法学の展開

塩崎悠輝著 作品社 322.28||Sh 216002148



126 科研費採択に向けた効果的なアプローチ
塩満典子, 北川
慶子著

学文社 377.7||Sh 216002161

127 サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福
上

ユヴァル・ノア・
ハラリ著/柴田
裕之訳

河出書房新社 209||Ha||1 216002162

128 サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福
下

ユヴァル・ノア・
ハラリ著/柴田
裕之訳

河出書房新社 209||Ha||2 216002164

129 映画は社会学する
西村大志, 松浦
雄介編

法律文化社 361.16||Ei 216002166

130 物的担保・人的担保の法 (新基本民法:3:担
保編)

大村敦志著 有斐閣 324||Om||3 216002167

131 契約債権の法 (新基本民法:4:債権編) 大村敦志著 有斐閣 324||Om||4 216002168

132 会社法 田中亘著
東京大学出版
会

325.2||Ta 216002169

133 アメリカ大統領制の現在 : 権限の弱さをどう
乗り越えるか (NHKブックス:1241)

待鳥聡史著 NHK出版 312.53||Ma 216002170

134 税法学原論 第7版 / 黒川功補訂 北野弘久著 勁草書房 345.12||Ki 216002171

135 図解大学4年間の経済学が10時間でざっと学
べる

井堀利宏著 KADOKAWA 331||Ih 216002172

136 ルービンシュタインゲーム理論の力
アリエル・ルービン
シュタイン著/村上
愛 [ほか] 訳

東洋経済新報
社

331.19||Ru 216002173

137 憲法学のゆくえ : 諸法との対話で切り拓く新
たな地平

宍戸常寿, 曽我
部真裕, 山本龍
彦編著

日本評論社 323.01||Ke 216002174

138 就活は3つの質問に答えるだけ。 今井正彦著
日経BP社/日
経BPマーケティ
ング (発売)

377.9||Im 216002178

139 就活は3つの質問に答えるだけ。 今井正彦著
日経BP社/日
経BPマーケティ
ング (発売)

377.9||Im 216002179



140 就活は3つの質問に答えるだけ。 今井正彦著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

377.9||Im 216002180

141 「アクティブ・ラーニング」を考える
教育課程研究会
編著

東洋館出版社 375.1||Ak 216002192

142 ワークシートで学ぶ生徒指導・進路指導の理論
と方法

林尚示, 服部伴
文, 村木晃著

春風社 375.2||Ha 216002211

143 暮らしの視点からの地方再生 : 地域と生活の社
会学

牧野厚史, 松本貴
文編

九州大学出版会 361.7||Ku 216002214

144 ヘラジカの贈り物 : 北方狩猟民カスカと動物の
自然誌

山口未花子著 春風社 382.51||Ya 216002215

145 震災メメントモリ : 第二の津波に抗して 金菱清著 新曜社 369.31||Ka 216002218

146 現代若者の幸福 : 不安感社会を生きる
藤村正之, 浅野智
彦, 羽渕一代編

恒星社厚生閣 367.68||Ge 216002270

147 プライベートバンカー : カネ守りと新富裕層 清武英利著 講談社 338.8||Ki 216002324

148 パナマ文書

バスティアン・オーバーマイ

ヤー, フレデリック・オー

バーマイヤー著/姫田多佳子

訳

KADOKAWA 345.1||Ob 216002326

149
The new science of teaching and learning : using
the best of mind, brain, and education science in
the classroom : pbk

Tracey Tokuhama-
Espinosa/foreword
by Pat Wolfe

Teachers
College Press 371.4||To 216002332

150
中学社会科“アクティブ・ラーニング発問"174 :
わくわくドキドキ地理・歴史・公民の難単元攻
略ポイント

峯明秀編 学芸みらい社 375.3||Ch 216002455

151 景観人類学 : 身体・政治・マテリアリティ 河合洋尚編 時潮社 389||Ke 216002459

152 インターネットと地域 (シリーズ・21世紀の地
域:1)

荒井良雄, 箸本健
二, 和田崇編

ナカニシヤ出版 318||In 216002464

153
寅さんとハマちゃんに学ぶ助け方・助けられ方
の心理学 : やわらかく生きるための6つのレッス
ン

石隈利紀著 誠信書房 361.4||Is 216002471



154 津波避難学 : 命が助かる行動の原則と地域です
すめる防災対策

清水宣明著 すぴか書房 369.31||Sh 216002486

155 ヒトラーの娘たち : ホロコーストに加担したド
イツ女性

ウェンディ・ロ
ワー著/石川ミカ
訳

明石書店 234.074||Lo 216002501

156 天、共に在り : アフガニスタン三十年の闘い 中村哲著 NHK出版 333.8271||Na 216002502

157 世界の伝説と不思議の図鑑 : Guide to the world's
supernatural places

サラ・バート
レット著/岩井木
綿子訳

エクスナレッジ 388||Ba 216002503

158 世界を動かすプレゼン力 : 日本はこうしてオリ
ンピックを勝ち取った!

ニック・バー
リー著/佐久間裕
美子訳

NHK出版 336.49||Va 216002504

159 教職をめざす人のための教育課程論
古川治, 矢野裕
俊, 前迫孝憲編著

北大路書房 375||Ky 216002526

160 奇界遺産 [1] 佐藤健寿編著 エクスナレッジ 290.87||Sa||1 216002527

161 奇界遺産 2 佐藤健寿編著 エクスナレッジ 290.87||Sa||2 216002528

162 限界費用ゼロ社会 : 「モノのインターネット」
と共有型経済の台頭

ジェレミー・リ
フキン著/柴田裕
之訳

NHK出版 332.06||Ri 216002533

163 憲法カフェへようこそ : 意外と楽しく学べるイ
マドキの改憲

あすわか編著 かもがわ出版 323.14||Ke 216002534

164 公教育をイチから考えよう
リヒテルズ直子,
苫野一徳著

日本評論社 373.1||Ri 216002643

165 刑法総論 第3版 高橋則夫著 成文堂 326.1||Ta 216002646

166 発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 栗原類著 KADOKAWA 378||Ku 216002675

167 地域を創る!「政策思考力」 入門編
宮脇淳, 若生幸也
著

ぎょうせい 301||Mi 216002678



168 ジェンダーとリプロダクションの人類学 : イン
ド農村社会の不妊を生きる女性たち

松尾瑞穂著 昭和堂 367.225||Ma 216002689

169
市民参加の新展開 : 世界で広がる市民参加予算
の取組み (COPABOOKS : 自治体議会政策学会
叢書)

兼村高文編・著/
洪萬杓, ロザリ
オ・ララッタ著

イマジン出版 349.4||Ka 216002696

170 文藝春秋オピニオン2017年の論点100 (文春
MOOK) 文藝春秋 304||Bu 216002744

171 沖縄の新聞は本当に「偏向」しているのか 安田浩一著 朝日新聞出版 312.199||Ya 216002745

172 よくわかる教育課程 (やわらかアカデミズム・
「わかる」シリーズ) 田中耕治編 ミネルヴァ書房 375||Yo 216002749
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