
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
熊本地震体験記 : 震度7とはどういう地震な
のか? 2016年10月追記版 (震災ドキュメント
series)

井芹昌信著 インプレスR&D 369.31||Is 217002220

2
熊本地震体験記 : 震度7とはどういう地震な
のか? 2016年10月追記版 (震災ドキュメント
series)

井芹昌信著 インプレスR&D 369.31||Is 217002221

3 テキスト都市地理学 : 都市システム論の視点 藤本典嗣著

中央経済社/中
央経済グルー
プパブリッシン
グ (発売)

361.78||Fu 217002223

4 何でも見てやろう (講談社文庫:[お-3-5]) 小田実著 講談社 290.9||Od 217002228

5 何でも見てやろう (講談社文庫:[お-3-5]) 小田実著 講談社 290.9||Od 217002229

6 教養教育の思想性
林哲介著
/Tetsusuke
Hayashi

ナカニシヤ出版 377.15||Ha 217002288

7 教養教育の思想性
林哲介著
/Tetsusuke
Hayashi

ナカニシヤ出版 377.15||Ha 217002289

8 教養教育の思想性
林哲介著
/Tetsusuke
Hayashi

ナカニシヤ出版 377.15||Ha 217002290

9
アフリカの「障害と開発」 : SDGsに向けて (研
究双書:no. 622)

森壮也編
日本貿易振興
機構アジア経
済研究所

369.27||Af 217002329

10 アフリカ土地政策史 (研究双書:no. 620) 武内進一編
日本貿易振興
機構アジア経
済研究所

334.6||Af 217002330

11
ココア共和国の近代 : コートジボワールの結
社史と統合的革命 (研究双書:no. 615)

佐藤章著
日本貿易振興
機構アジア経
済研究所

312.4435||Sa 217002331

12
和解過程下の国家と政治 : アフリカ・中東の
事例から (研究双書:no. 608)

佐藤章編
日本貿易振興
機構アジア経
済研究所

312.4||Wa 217002332

13
南アフリカの経済社会変容 (研究双書:no.
604)

牧野久美子, 佐藤
千鶴子編

日本貿易振興
機構アジア経
済研究所

302.487||Mi 217002333

学生用社会系図書新着リスト(１０月)



14
紛争と国家形成 : アフリカ・中東からの視角
(研究双書:No. 598)

佐藤章編
日本貿易振興
機構アジア経
済研究所

312.4||Fu 217002334

15 現代の“見えざる手" : 19の闇
元木昌彦編著/
内橋克人 [ほか
述]

人間の科学新
社

304||Ge 217002336

16
法が作られているとき : 近代行政裁判の人
類学的考察 (人類学の転回叢書)

ブルーノ・ラ
トゥール著/堀
口真司訳

水声社 323.9935||La 217002340

17
流感世界 : パンデミックは神話か? (人類学の
転回叢書)

フレデリック・
ケック著/小林
徹訳

水声社 389||Ke 217002341

18 教養教育の再生 林哲介著 ナカニシヤ出版 377.15||Ha 217002347

19 教養教育の再生 林哲介著 ナカニシヤ出版 377.15||Ha 217002348

20 教養教育の再生 林哲介著 ナカニシヤ出版 377.15||Ha 217002349

21
代替養育の社会学 : 施設養護から「脱家族
化」を問う

藤間公太著 晃洋書房 369.43||To 217002352

22
追放と抵抗のポリティクス : 戦後日本の境界
と非正規移民

高谷幸著 ナカニシヤ出版 334.41||Ta 217002353

23 メディアのことばを読み解く7つのこころみ 名嶋義直編 ひつじ書房 361.453||Me 217002361

24 「学びに向かう力」を鍛える学級づくり
松村英治, 相馬
亨著

東洋館出版社 374.12||Ma 217002371

25
武力紛争を越える : せめぎ合う制度と戦略の
なかで (アフリカ潜在力:2)

遠藤貢編
京都大学学術
出版会

302.4||Af||2 217002373

26
開発と共生のはざまで : 国家と市場の変動を
生きる (アフリカ潜在力:3)

高橋基樹, 大山
修一編

京都大学学術
出版会

302.4||Af||3 217002374

27
自然は誰のものか : 住民参加型保全の逆説
を乗り越える (アフリカ潜在力:5)

山越言, 目黒紀
夫, 佐藤哲編

京都大学学術
出版会

302.4||Af||5 217002375



28
紛争解決アフリカの経験と展望 (アフラシア
叢書:3)

川端正久, 武内進
一, 落合雄彦編著 ミネルヴァ書房 312.4||Fu 217002376

29
アフリカの女性とリプロダクション : 国際社会
の開発言説をたおやかに超えて (龍谷大学
社会科学研究所叢書:第111巻)

落合雄彦編著 晃洋書房 367.24||Af 217002377

30
識字と学びの社会史 : 日本におけるリテラ
シーの諸相 オンデマンド版

大戸安弘, 八鍬
友広編

思文閣出版 372.1||Sh 217002412

31 コミュニティ事典
伊藤守 [ほか]
編

春風社 361.7||Ko 217002424

32
紛争をおさめる文化 : 不完全性とブリコラー
ジュの実践 (アフリカ潜在力:1)

松田素二, 平野
(野元)美佐編

京都大学学術
出版会

302.4||Af||1 217002434

33
争わないための生業実践 : 生態資源と人び
との関わり (アフリカ潜在力:4)

重田眞義, 伊谷
樹一編

京都大学学術
出版会

302.4||Af||4 217002435

34 紛争解決暴力と非暴力 (アフラシア叢書:1)
長崎暢子, 清水
耕介編著

ミネルヴァ書房 319.8||Af||1 217002436

35
紛争解決グローバル化・地域・文化 (アフラシ
ア叢書:2)

ポーリン・ケン
ト, 北原淳編著

ミネルヴァ書房 319.8||Af||2 217002437

36
森棲みの生態誌 (アフリカ熱帯林の人・自然・
歴史:1)

木村大治, 北西
功一編

京都大学学術
出版会

382.4||Af||1 217002438

37
森棲みの社会誌 (アフリカ熱帯林の人・自然・
歴史:2)

木村大治, 北西
功一編

京都大学学術
出版会

382.4||Af||2 217002439

38
台湾名勝旧蹟誌 (近代台湾都市案内集成:第
8巻)

ゆまに書房 292.24||Ki||8 217002469

39 台湾の風景 (近代台湾都市案内集成:第9巻) ゆまに書房 292.24||Ki||9 217002470

40
常夏之台湾 (近代台湾都市案内集成:第10
巻)

ゆまに書房 292.24||Ki||10 217002471

41
台湾の旅/台湾旅行の栞/趣味の台湾 (近代
台湾都市案内集成:第11巻)

ゆまに書房 292.24||Ki||11 217002472



42
南部台湾誌 (近代台湾都市案内集成:第12
巻)

ゆまに書房 292.24||Ki||12 217002473

43
バカ・ピグミーの生態人類学 : アフリカ熱帯雨林の狩
猟採集生活の再検討 (京都大学アフリカ研究シリー
ズ:004. Kyoto university African study series)

安岡宏和著 松香堂書店 384.35||Ya 217002474

44

ケニア・サンブル社会における年齢体系の変容動態
に関する研究 : 青年期にみられる集団性とその個人
化に注目して (京都大学アフリカ研究シリーズ:001.
Kyoto university African study series)

中村香子著 松香堂書店 382.454||Na 217002475

45
ウガンダ・バナナの民の生活世界 : エスノサイエンス
の視座から (京都大学アフリカ研究シリーズ:005.
Kyoto university African study series)

佐藤靖明著 松香堂書店 382.455||Sa 217002476

46

マーケットに生きる女性たち : ケニアのマチャコス市
における都市化と野菜商人の営業実践に関する研
究 (京都大学アフリカ研究シリーズ:9. Kyoto
university African study series)

坂井紀公子著 松香堂書店 366.38||Sa 217002477

47

森と人の共存への挑戦 : カメルーンの熱帯雨林保
護と狩猟採集民の生活・文化の両立に関する研究
(京都大学アフリカ研究シリーズ:008. Kyoto
university African study series)

服部志帆著
/Shiho Hattori

松香堂書店 384.35||Ha 217002483

48

タンザニアのサンダウェ社会における環境利用と社
会関係の変化 : 狩猟採集民社会の変容に関する考
察 (京都大学アフリカ研究シリーズ:011. Kyoto
university African study series)

八塚春名著 松香堂書店 302.456||Ya 217002484

49
アフリカの紛争解決と平和構築 : シエラレオ
ネの経験 (龍谷大学社会科学研究所叢書:第
92巻)

落合雄彦編 昭和堂 319.8||Af 217002507

50
アフリカにおける貧困者と援助 (龍谷大学社会科学
研究所叢書:第83巻) (アフリカ政策市民白書 :
TICAD市民社会フォーラム(TCSF):2008)

大林稔, 石田洋
子編著

晃洋書房 333.84||Af 217002508


