
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 憲法入門 第4版補訂版 (有斐閣双書:[55]) 伊藤正己著 有斐閣 323.14||It 218002037

2 「関ヶ原」を読む : 戦国武将の手紙 外岡慎一郎著 同成社 210.48||To 218002068

3 ポピュリズム : デモクラシーの友と敵

カス・ミュデ, クリストバ
ル・ロビラ・カルトワッセ
ル著/永井大輔, 高山
裕二訳

白水社 311.7||Mu 218002069

4
お家相続 : 大名家の苦闘 (読みなおす日本
史)

大森映子著 吉川弘文館 210.5||Om 218002070

5
光格天皇 : 自身を後にし天下万民を先とし
(ミネルヴァ日本評伝選)

藤田覚著 ミネルヴァ書房 288.41||Fu 218002071

6 災害リスクの心理学 : ダチョウのパラドックス
Robert Meyer,
Howard Kunreuther
[著]/中谷内一也訳

丸善出版 369.3||Me 218002072

7 憲法概観 第7版 (有斐閣双書)
小嶋和司, 大石
眞著

有斐閣 323.14||Ko 218002075

8 立憲主義と日本国憲法 第4版 高橋和之著 有斐閣 323.14||Ta 218002076

9 法学入門 新版 田中成明著 有斐閣 321||Ta 218002077

10 議会学 向大野新治著 吉田書店 314||Mu 218002078

11
養子縁組の社会学 : 「日本人」にとって「血
縁」とはなにか

野辺陽子著 新曜社 367.3||No 218002079

12
社会学入門 : 社会とのかかわり方 (有斐閣ス
トゥディア)

筒井淳也, 前田
泰樹著

有斐閣 361||Ts 218002080

13
ローカリゼーション : 地域へのこだわり (シ
リーズ地誌トピックス:2)

矢ケ﨑典隆, 菊
地俊夫, 丸山浩
明編

朝倉書店 290.8||Sh||2 218002081
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14
サステイナビリティ : 地球と人類の課題 (シ
リーズ地誌トピックス:3)

矢ケ﨑典隆, 森
島済, 横山智編

朝倉書店 290.8||Sh||3 218002082

15
グローバリゼーション : 縮小する世界 (シリー
ズ地誌トピックス:1)

矢ケ﨑典隆, 山
下清海, 加賀美
雅弘編

朝倉書店 290.8||Sh||1 218002083

16
関係人口をつくる : 定住でも交流でもない
ローカルイノベーション

田中輝美著 木楽舎 361.7||Ta 218002085

17
質的社会調査の方法 : 他者の合理性の理解
社会学 (有斐閣ストゥディア)

岸政彦, 石岡丈
昇, 丸山里美著

有斐閣 361.9||Ki 218002086

18 社会関係資本の地域分析 埴淵知哉編 ナカニシヤ出版 361.3||Ha 218002087

19
グローバル化時代の文化・社会を学ぶ : 文化
人類学/社会学の新しい基礎教養

長友淳編 世界思想社 389||Na 218002119

20
現代ドイツの社会・文化を知るための48章
(エリア・スタディーズ:28)

田村光彰, 村上
和光, 岩淵正明
編著

明石書店 302.34||Ge 218002122

21
排除と抵抗の郊外 : フランス「移民」集住地
域の形成と変容

森千香子著
東京大学出版
会

334.435||Mo 218002132

22
思想としての「共和国」 : 日本のデモクラシー
のために 増補新版

レジス・ドゥブレ
[ほか著]

みすず書房 311.04||Sh 218002133

23
力の追求 : ヨーロッパ史1815-1914 上 (シ
リーズ近現代ヨーロッパ200年史)

リチャード・J.エ
ヴァンズ著/井出
匠 [ほか] 訳

白水社 230.6||Ev||1 218002134

24
力の追求 : ヨーロッパ史1815-1914 下 (シ
リーズ近現代ヨーロッパ200年史)

リチャード・J.エ
ヴァンズ著/井出
匠 [ほか] 訳

白水社 230.6||Ev||2 218002135

25
最高のキャリアの描き方 : トビタテ!留学
JAPAN生と物語理論

中川瑛著
中央経済社/中央経
済グループパブリッ
シング (発売)

377.9||Na 218002161

26
海外留学がキャリアと人生に与えるインパク
ト : 大規模調査による留学の効果測定

横田雅弘, 太田
浩, 新見有紀子
編

学文社 377.6||Ka 218002162

27

留学帰国者の就活 : 留学・キャリアコンサル
タントが教える : 「就職できない!こんなはず
じゃなかった!」をなくす本

本橋幸夫著 本の泉社 377.9||Mo 218002163



28
異文化コミュニケーションのA to Z : 理論と実
践の両面からわかる 改訂版

小坂貴志著 研究社 361.45||Ko 218002178

29 ロシア (世界地誌シリーズ:9) 加賀美雅弘編 朝倉書店 290.8||Se||9 218002190

30 中部アメリカ (世界地誌シリーズ:10)
石井久生, 浦部
浩之編

朝倉書店 290.8||Se||10 218002191

31 マス・メディア法入門 第5版 松井茂記著 日本評論社 361.453||Ma 218002210

32 政治を科学することは可能か 河野勝著 中央公論新社 310.4||Ko 218002211

33
「復興」が奪う地域の未来 : 東日本大震災・
原発事故の検証と提言

山下祐介著 岩波書店 369.31||Ya 218002212

34
復興の空間経済学 : 人口減少時代の地域再
生

藤田昌久, 浜口
伸明, 亀山嘉大
著

日本経済新聞
出版社

332.107||Fu 218002213

35
日本人は大災害をどう乗り越えたのか : 遺跡
に刻まれた復興の歴史 (朝日選書:959)

文化庁編 朝日新聞出版 210.17||Ni 218002215

36
文化人類学のレッスン : フィールドからの出
発 新版

梅屋潔, シンジ
ルト共編

学陽書房 389||Um 218002217

37 グローバリゼーション 新版 (1冊でわかる)

マンフレッド・B・ス
ティーガー [著]/櫻
井公人, 櫻井純理,
高嶋正晴訳

岩波書店 319||St 218002218

38
グローバル支援の人類学 : 変貌するNGO・市
民活動の現場から

信田敏宏, 白川
千尋, 宇田川妙
子編

昭和堂 333.8||Gu 218002219

39
戦後ドイツの抗議運動 : 「成熟した市民社会」
への模索 (岩波現代全書:090)

井関正久著 岩波書店 309.0234||Is 218002221

40
沖縄平和論のアジェンダ : 怒りを力にする視
座と方法

星野英一 [ほ
か] 著

法律文化社 319.8||Ok 218002294

41 憲法判例 第8版
戸松秀典, 初宿
正典編著

有斐閣 323.14||To 218002295



42

世界と日本の移民エスニック集団とホスト社
会 : 日本社会の多文化化に向けたエスニッ
ク・コンフリクト研究

山下清海編著 明石書店 334.4||Se 218002298

43 日本 (世界地誌シリーズ:1) 菊地俊夫編 朝倉書店 290.8||Se||1 218002311

44 アメリカ (世界地誌シリーズ:4) 矢ケ崎典隆編 朝倉書店 290.8||Se||4 218002312

45 EU (世界地誌シリーズ:3) 加賀美雅弘編 朝倉書店 290.8||Se||3 218002313

46 中国 (世界地誌シリーズ:2) 上野和彦編 朝倉書店 290.8||Se||2 218002314

47 インド (世界地誌シリーズ:5) 友澤和夫編 朝倉書店 290.8||Se||5 218002315

48 ブラジル (世界地誌シリーズ:6) 丸山浩明編 朝倉書店 290.8||Se||6 218002316

49 東南アジア・オセアニア (世界地誌シリーズ:7)
菊地俊夫, 小田
宏信編

朝倉書店 290.8||Se||7 218002317

50 アフリカ (世界地誌シリーズ:8)
島田周平, 上田
元編

朝倉書店 290.8||Se||8 218002318

51 面従腹背 前川喜平著 毎日新聞出版 317.27||Ma 218002325

52

Migrant workers in contemporary Japan : an
institutional perspective on transnational
employment : softcover (Japanese society
series)

by Kiyoto
Tanno/translated by
Teresa Castelvetere

Trans Pacific
Press

366.89||Ta 218002341

53 日本人と参勤交代

コンスタンチン・ヴァポ
リス著/小島康敬, M・
ウィリアム・スティール
監訳

柏書房 210.5||Va 218002344

54 朝廷儀礼の文化史 : 節会を中心として 近藤好和著 臨川書店 210.096||Ko 218002345

55
吉林省概説/吉林省現勢便覧 (「満洲国」地
方誌集成:第1巻)

[吉林省公署總務
廳調査科編]/[吉
林省長官房編]

ゆまに書房 317.8||Ma||1 218002365



56
吉林省各県畧誌 上巻 (「満洲国」地方誌集
成:第2-3巻)

[吉林省公署總
務廳調査科編]

ゆまに書房 317.8||Ma||2 218002366

57
吉林省各県畧誌 下巻 (「満洲国」地方誌集
成:第2-3巻)

[吉林省公署總
務廳調査科編]

ゆまに書房 317.8||Ma||3 218002367

58
新吉林省概説/吉林省概説 (「満洲国」地方
誌集成:第4巻)

[吉林省公署總
務廳調査科
編]/[吉林省公
署總務廳庁總
務科編]

ゆまに書房 317.8||Ma||4 218002368

59
吉林省政務年鑑 康徳3年度 (「満洲国」地方
誌集成:第5巻)

[吉林省長官房
總務科編]

ゆまに書房 317.8||Ma||5 218002369

60 台北市史 (近代台湾都市案内集成:第17巻)
[臺灣通信社編
纂]

ゆまに書房 292.24||Ki||17 218002370

61
新興台湾の工場を視る 高雄篇 (近代台湾都
市案内集成:第18巻)

[稻岡暹著] ゆまに書房 292.24||Ki||18 218002371

62
澎湖を古今に渉りて/美濃庄要覧 (近代台湾
都市案内集成:第19巻)

杉山靖憲編著 ゆまに書房 292.24||Ki||19 218002372

63
史蹟名勝天然紀念物調査資料 (近代台湾都
市案内集成:第20巻)

ゆまに書房 292.24||Ki||20 218002373

64 My life and functions
Walter K.
Hayman

Logic Press 289.3||Ha 218002375

65
グローバル社会の異文化論 : 記号の流れと
文化単位 (Sekaishiso seminar)

岡村圭子著 世界思想社 361.5||Ok 218002389

66
ナチスのキッチン : 「食べること」の環境史 :
決定版

藤原辰史著 共和国 383.9||Fu 218002391

67 フランス・モード史への招待
徳井淑子 [ほ
か] 著

悠書館 383.1||Fu 218002392

68 戦争文化と愛国心 : 非戦を考える 海老坂武 [著] みすず書房 319.8||Eb 218002393

69
市民自治の育て方 : 協働型アクションリサー
チの理論と実践 (研究双書:第167冊)

草郷孝好編著
関西大学出版
部

318.6||Sh 218002399



70
歴史 (れきし) のなかの天皇陵 (てんのうりょ
う)

高木博志, 山田
邦和編

思文閣出版 288.46||Re 218002454


