
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 エゴ・ドキュメントの歴史学 長谷川貴彦編 岩波書店 201||Eg 220000519

2 パブリック・ヒストリー入門 : 開かれた歴史学への挑戦 菅豊, 北條勝貴編 勉誠出版 201||Pa 220000783

3 「世界史」をいかに語るか : グローバル時代の歴史像
成田龍一, 長谷川貴彦
編

岩波書店 201||Se 220000535

4
石の目を読む : 石器研究のための破壊力学とフラクトグラ
フィ

アレ・ツィルク原著/上
峯篤史訳編著

京都大学学術出
版会

202.5||Ts 220000400

5 大道鎌倉時代の幹線道路 (歴史文化ライブラリー:481) 岡陽一郎著 吉川弘文館 208||Re||481 220000279

6
日本の開国と多摩 : 生糸・農兵・武州一揆 (歴史文化ライ
ブラリー:503)

藤田覚著 吉川弘文館 208||Re||503 220000280

7 反穀物の人類史 : 国家誕生のディープヒストリー
ジェームズ・C.スコッ
ト [著]/立木勝訳

みすず書房 209.2||Sc 220000246

8 世界と日本近現代並列年表 : 図解でスッと頭に入る 祝田秀全監修 昭文社 209.5||Zu 220000692

9 越境する歴史認識 : ヨーロッパにおける「公共史」の試み 剣持久木編 岩波書店 209.7||Ek 220000518

10 地図とグラフで見る第2次世界大戦
ヴァンサン・ベルナー
ル, ニコラ・オーバン
著/太田佐絵子訳

原書房 209.74||Be 220000770

11 ビジュアルマップ大図鑑世界史 DK社編著 東京書籍 209||Bi 220000725

12 建国神話の社会史 : 史実と虚偽の境界 (中公選書:102) 古川隆久著 中央公論新社 210.01||Fu 220000600

13 古文書の様式と国際比較
小島道裕, 田中大喜, 荒
木和憲編

勉誠出版 210.029||Ko 220000784

14
日本史を学ぶための図書館活用術 : 辞典・史料・データ
ベース

浜田久美子著 吉川弘文館 210.07||Ha 220000282

15 花火 (ものと人間の文化史:183) 福澤徹三著 法政大学出版局 210.1||Mo||183 220000786

16 掃除道具 (ものと人間の文化史:184)
小泉和子, 渡辺由美子
著

法政大学出版局 210.1||Mo||184 220000787

17 古代の都 : なぜ都は動いたのか (シリーズ古代史をひらく)
吉村武彦, 吉川真司, 川
尻秋生編

岩波書店 210.3||Ko 220000529

18
古代寺院 : 新たに見えてきた生活と文化 (シリーズ古代史
をひらく)

吉村武彦, 吉川真司, 川
尻秋生編

岩波書店 210.3||Ko 220000530

19
渡来系移住民 : 半島・大陸との往来 (シリーズ古代史をひ
らく)

吉村武彦, 吉川真司, 川
尻秋生編

岩波書店 210.3||To 220000531

20
前方後円墳 : 巨大古墳はなぜ造られたか (シリーズ古代史
をひらく)

吉村武彦, 吉川真司, 川
尻秋生編

岩波書店 210.32||Ze 220000528

21 鎌倉時代論 五味文彦著 吉川弘文館 210.42||Go 220000283

22
壱人両名 : 江戸日本の知られざる二重身分 (NHKブック
ス:1256)

尾脇秀和著 NHK出版 210.5||Ow 220000613

23 日本史のなかの「普遍」 : 比較から考える「明治維新」 三谷博著 東京大学出版会 210.59||Mi 220000602

24 朝貢・海禁・互市 : 近世東アジアの貿易と秩序 岩井茂樹著
名古屋大学出版
会

222.058||Iw 220000408

25 パレスチナ/イスラエル論 早尾貴紀著 有志舎 227.9||Ha 220000853

26 ヨーロッパ中世の想像界 池上俊一著
名古屋大学出版
会

230.4||Ik 220000406

27 ヨーロッパ全史
サイモン・ジェンキン
ス著/森夏樹訳

青土社 230||Je 220000371

28
一冊でわかるイギリス史 (世界と日本がわかる国ぐにの歴
史)

小林照夫監修 河出書房新社 233||Is 220000656

29
一冊でわかるフランス史 (世界と日本がわかる国ぐにの歴
史)

福井憲彦監修 河出書房新社 235||Is 220000657

30
一冊でわかるイタリア史 (世界と日本がわかる国ぐにの歴
史)

北原敦監修 河出書房新社 237||Is 220000658

31
ナチスから図書館を守った人たち : 囚われの司書、詩人、
学者の闘い

デイヴィッド・E・
フィッシュマン著/羽田
詩津子訳

原書房 238.84||Fi 220000766

32
聖デメトリオスは我らとともにあり : 中世バルカンにおけ
る「聖性」をめぐる戦い

根津由喜夫著 山川出版社 239||Ne 220000267

33
一冊でわかるアメリカ史 (世界と日本がわかる国ぐにの歴
史)

関眞興著 河出書房新社 253.01||Se 220000655

34 マヤ・アステカ文化事典 : ビジュアル図解
アントニオ・アイミ著/

モドリュー克枝訳
柊風舎 256.03||Ai 220001018

35 失敗図鑑 : すごい人ほどダメだった! 大野正人著 文響社 280||On 220000460

学生用社会系図書新着リスト(7月)



36 賀川豊彦伝 : 貧しい人のために闘った生涯 改訂版 三久忠志著 文芸社 289.1||Ka 220000633

37 マイ・ストーリー
ミシェル・オバマ著/長
尾莉紗, 柴田さとみ訳

集英社 289.3||Ob 220000587

38
ブロニスワフ・ピウスツキ伝 : 「アイヌ王」と呼ばれた
ポーランド人

沢田和彦著 成文社 289.349||Pi 220000452

39 追跡間宮林蔵探検ルート : サハリン・アムール・択捉島へ 相原秀起著
北海道大学出版
会

292.92||Ai 220000424

40 猫をさがして : パリ20区芸術散歩 夏目典子著 幻戯書房 293.53||Na 220000955

41 社会科学の方法 : 実在論的アプローチ
アンドリュー・セイ
ヤー著

ナカニシヤ出版 301.6||Sa 220000338

42 21世紀の歴史 : 未来の人類から見た世界
ジャック・アタリ著/林
昌宏訳

作品社 304||At 220000441

43 想定外を超えて (危機対応学. 危機対応の社会科学:上)
東大社研, 玄田有史, 飯
田高編

東京大学出版会 304||Ki||1 220000603

44 未来への手応え (危機対応学. 危機対応の社会科学:下)
東大社研, 玄田有史, 飯
田高編

東京大学出版会 304||Ki||2 220000604

45 「未来像」の未来 : 未来の予測と創造の社会学
ジョン・アーリ著/吉原
直樹, 高橋雅也, 大塚彩
美訳

作品社 304||Ur 220000832

46 みんなの「わがまま」入門 富永京子著 左右社 309||To 220000453

47 サンデル教授、中国哲学に出会う
マイケル・サンデル,

ポール・ダンブロー
ジョ編著/鬼澤忍訳

早川書房 311.1||Sa 220000194

48 ファシズムの教室 : なぜ集団は暴走するのか 田野大輔著 大月書店 311.8||Ta 220000622

49 社会統合 : 自由の相互承認に向けて (自由への問い:1) 齋藤純一編 岩波書店 316.1||Ji||1 220000522

50 公共性 : 自由が/自由を可能にする秩序 (自由への問い:3) 阪口正二郎編 岩波書店 316.1||Ji||3 220000523

51
コミュニケーション : 自由な情報空間とは何か (自由への
問い:4)

北田暁大責任編集 岩波書店 316.1||Ji||4 220000524

52
教育 : せめぎあう「教える」「学ぶ」「育てる」 (自由へ
の問い:5)

広田照幸編 岩波書店 316.1||Ji||5 220000525

53 労働 : 働くことの自由と制度 (自由への問い:6) 佐藤俊樹責任編集 岩波書店 316.1||Ji||6 220000526

54 生 : 生存・生き方・生命 (自由への問い:8) 加藤秀一責任編集 岩波書店 316.1||Ji||8 220000527

55
不快な表現をやめさせたい!? : こわれゆく「思想の自由市
場」

紙屋高雪著 かもがわ出版 316.1||Ka 220000341

56
アメリカへの移住から第一次世界大戦後の大恐慌時代まで
(世界歴史叢書. アメリカに生きるユダヤ人の歴史:上巻)

ハワード・モーリー・
サッカー著/滝川義人訳

明石書店 316.88||Sa||1 220000288

57
ナチズムの登場からソ連系ユダヤ人の受け入れまで (世界
歴史叢書. アメリカに生きるユダヤ人の歴史:下巻)

ハワード・モーリー・
サッカー著/滝川義人訳

明石書店 316.88||Sa||2 220000289

58 アイルランドの地方政府 : 自治体ガバナンスの基本体系
マーク・キャラナン著/

藤井誠一郎訳
明石書店 318.9339||Ca 220000290

59 尖閣問題 : 政府見解はどう変遷したのか 笘米地真理著 柏書房 319.1022||To 220000306

60 国際関係から学ぶゲーム理論 : 国際協力を実現するために 岡田章著 有斐閣 319||Ok 220000274

61 概説日本法制史 出口雄一 [ほか] 編著 弘文堂 322.1||Ga 220000679

62 幕藩法の諸相 : 規範・訴訟・家族 藩法研究会編 汲古書院 322.15||Ba 220000911

63 18歳からはじめる憲法 第2版 (From 18) 水島朝穂著 法律文化社 323.14||Mi 220000791

64 18歳から考える家族と法 (From 18) 二宮周平著 法律文化社 324.6||Ni 220000794

65 18歳からはじめる民法 第4版 (From 18)
潮見佳男, 中田邦博, 松
岡久和編

法律文化社 324||Ju 220000796

66
効果検証入門 : 正しい比較のための因果推論/計量経済学の
基礎

安井翔太著 技術評論社 331.19||Ya 220000644

67 経済思想 : その歴史的視点から 長峰章編著 学文社 331.2||Ke 220000311

68 教養としての経済思想 北田了介編著 萌書房 331.23||Ki 220000918

69 戦争と平和の経済思想 小峯敦編著 晃洋書房 331||Ko 220000913

70 おとぎ話でわかる戦後ニッポン経済史 菅下清廣著 キノブックス 332.107||Su 220000852

71 検証米中貿易戦争 : 揺らぐ人民元帝国 (ML新書:[07]) 田村秀男著 マガジンランド 332.22||Ta 220000455

72 経済史 : いまを知り, 未来を生きるために 小野塚知二著 有斐閣 332||On 220000273

73 近代ヨーロッパと人の移動 : 植民地・労働・家族・強制
北村暁夫, 田中ひかる
編

山川出版社 334.43||Ki 220000268

74
捨てる。手を抜く。考えない。 : 月460時間労働から抜け
出した私の方法

須田仁之著 かんき出版 336.2||Su 220000924

75 文系AI人材になる : 統計・プログラム知識は不要 野口竜司著 東洋経済新報社 336.57||No 220000731

76 貨幣の制御 : 流動性の理論・思想史 高英求著 文眞堂 337.1||Ko 220000421



77 歴史の中の貨幣 : 貨幣とは何か 楊枝嗣朗著 文眞堂 337.1||Yo 220000420

78 近世貨幣と経済発展 岩橋勝著
名古屋大学出版
会

337.21||Iw 220000403

79 入門公共経済学 第2版 土居丈朗著 日本評論社 341||Do 220000757

80 江戸のCFO : 藩政改革に学ぶ経営再建のマネジメント 大矢野栄次著 日本実業出版社 342.1||Oy 220000756

81 日本の税制と財政 林宏昭著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング (発
売)

345.1||Ha 220000736

82 税法がわかる30話 阿部徳幸著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング (発
売)

345.12||Ab 220000740

83 ホームラン・ボールを拾って売ったら二回課税されるのか 浅妻章如著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング (発
売)

345.12||As 220000855

84 基礎から学べる租税法 第2版 谷口勢津夫 [ほか] 著 弘文堂 345.12||Ki 220000680

85
市民と議員のための自治体財政 : これでわかる基本と勘ど
ころ

森裕之著 自治体研究社 349||Mo 220000468

86 統計と日本社会 : データサイエンス時代の展開 国友直人, 山本拓編 東京大学出版会 350.1||To 220000605

87 図解眠れなくなるほど面白い統計学の話 小宮山博仁監修 日本文芸社 350.1||Zu 220000764

88
データが読めると世界はこんなにおもしろい : データブッ
クオブ・ザ・ワールド入門

データブック入門編集
委員会編

二宮書店 350.9||De 220000829

89 日本を彩る : 47都道府県と統計のはなし 日本統計協会編 日本統計協会 351||Ni 220000917

90 地域社会の将来人口 : 地域人口推計の基礎から応用まで 西岡八郎 [ほか] 編 東京大学出版会 358.01||Ch 220000606

91
ソーシャルアクション!あなたが社会を変えよう! : はじめ
の一歩を踏み出すための入門書

木下大生, 鴻巣麻里香
編著

ミネルヴァ書房 360.4||So 220000253

92
SDGsと日本 : 全国データ : 誰も取り残されないための人
間の安全保障指標

「人間の安全保障」
フォーラム編/高須幸雄
編著

明石書店 360||Sd 220000285

93
コミュニティ心理学 : 実践研究のための方法論 (ワード
マップ)

日本コミュニティ心理
学会研究委員会編

新曜社 361.4||Ko 220000361

94
事実はなぜ人の意見を変えられないのか : 説得力と影響力
の科学

ターリ・シャーロット
著/上原直子訳

白揚社 361.4||Sh 220000416

95
「移民時代」の多文化共生論 : 想像力・創造力を育む14の
レッスン

松尾知明著 明石書店 361.5||Ma 220000286

96
多文化共生社会に生きる : グローバル時代の多様性・人
権・教育

李修京編著 明石書店 361.5||Ta 220000284

97 社会はどう進化するのか : 進化生物学が拓く新しい世界観
デイヴィッド・スロー
ン・ウィルソン著/高橋
洋訳

亜紀書房 361.5||Wi 220000291

98 監視カメラと閉鎖する共同体 : 敵対性と排除の社会学 朝田佳尚著
慶應義塾大学出
版会

361.7||As 220000320

99 環境社会学の考え方 : 暮らしをみつめる12の視点 足立重和, 金菱清編著 ミネルヴァ書房 361.7||Ka 220000252

100 ウェブ調査の科学 : 調査計画から分析まで

Roger Tourangeau,

Frederick G. Conrad,

Mick P. Couper [著]/大
隅昇 [ほか] 訳

朝倉書店 361.9||To 220000617

101 大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる 出口剛司著 KADOKAWA 361||De 220000553

102 資本主義に未来はあるか : 歴史社会学からのアプローチ
イマニュエル・ウォー
ラーステイン [ほか] 著
/若森章孝, 若森文子訳

唯学書房/アジー
ル・プロダク
ション (発売)

362.06||Sh 220000488

103 人口減少社会のデザイン 広井良典著 東洋経済新報社 364.1||Hi 220000728

104
日本のセーフティーネット格差 : 労働市場の変容と社会保
険

酒井正著
慶應義塾大学出
版会

364.3||Sa 220000323

105 日本の公的医療保険とモラル・ハザード 寺井公子著 三菱経済研究所 364.4||Te 220000922

106 自己責任の時代 : その先に構想する、支えあう福祉国家
ヤシャ・モンク [著]/那
須耕介, 栗村亜寿香訳

みすず書房 364||Mo 220000245

107 空き家問題の背景と対策 : 未利用不動産の有効活用
高崎経済大学地域科学
研究所編

日本経済評論社 365.31||Ak 220000411

108 団地と移民 : 課題最先端「空間」の闘い 安田浩一著 KADOKAWA 365.35||Ya 220000551



109 18歳から考える消費者と法 第2版 (From 18) 坂東俊矢, 細川幸一著 法律文化社 365||Ba 220000790

110
モバイルメディア時代の働き方 : 拡散するオフィス、集う
ノマドワーカー

松下慶太著 勁草書房 366.04||Ma 220000672

111 18歳から考えるワークルール 第2版 (From 18)
道幸哲也, 加藤智章, 國
武英生編

法律文化社 366.14||Ju 220000792

112
LGBTIの雇用と労働 : 当事者の困難とその解決方法を考え
る

三成美保編著 晃洋書房 366.38||Mi 220000333

113
「労働」から学ぶジェンダー論 : Society5.0でのライフス
タイルを考える (Minerva text library:69)

乙部由子著 ミネルヴァ書房 366.38||Ot 220000254

114
アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した : 潜
入・最低賃金労働の現場

ジェームズ・ブラッド
ワース著/濱野大道訳

光文社 366.44||Bl 220000678

115
働く人のための感情資本論 : パワハラ・メンタルヘルス・
ライフハックの社会学

山田陽子著 青土社 366.94||Ya 220000369

116
労働・職場調査ガイドブック : 多様な手法で探索する働く
人たちの世界

梅崎修, 池田心豪, 藤本
真編著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング (発
売)

366||Ro 220000738

117
女性学・男性学 : ジェンダー論入門 第3版 (有斐閣アル
マ:Interest)

伊藤公雄, 樹村みのり,

國信潤子著
有斐閣 367.1||It 220000277

118 上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください!
上野千鶴子, 田房永子
著

大和書房 367.21||Ue 220000710

119 父親の科学 : 見直される男親の子育て
ポール・レイバーン著/

東竜ノ介訳
白揚社 367.3||Ra 220000415

120 若者は社会を変えられるか? 中西新太郎著 かもがわ出版 367.68||Na 220000340

121 はじめて学ぶLGBT : 基礎からトレンドまで 石田仁著 ナツメ社 367.9||Is 220000409

122
あなたのスマホがとにかく危ない : 元捜査一課が教える
SNS、デジタル犯罪から身を守る方法

佐々木成三著 祥伝社 368.66||Sa 220000691

123 逃避型ネット依存の社会心理 大野志郎著 勁草書房 368||On 220000670

124 記憶する体 伊藤亜紗著 春秋社 369.27||It 220000688

125 障害社会学という視座 : 社会モデルから社会学的反省へ 榊原賢二郎編著 新曜社 369.27||Sh 220000363

126 孤塁 : 双葉郡消防士たちの3・11 吉田千亜著 岩波書店 369.3||Yo 220000520

127 世界の核被災地で起きたこと
フレッド・ピアス著/多
賀谷正子, 黒河星子, 芝
瑞紀訳

原書房 369.36||Pe 220000767

128
ジソウのお仕事 : 50の物語で考える子ども虐待と児童相談
所

青山さくら, 川松亮著 フェミックス 369.43||Ao 220000485

129
多様な私たちがともに暮らす地域 : 障がい者・高齢者・子
ども・大学 (京都文教大学地域協働研究シリーズ:2)

松田美枝編著 ミネルヴァ書房 369||Ta 220000255

130 AIに負けない子どもを育てる 新井紀子著 東洋経済新報社 370.4||Ar 220000730

131 「何で勉強するの」と聞かれたらどう答えますか? 柳谷睦夫著
幻冬舎メディア
コンサルティン
グ/幻冬舎 (発売)

370.4||Ya 220000226

132 日本の国際教育協力 : 歴史と展望 萱島信子, 黒田一雄編 東京大学出版会 370||Ni 220000607

133
いま、教育と教育学を問い直す : 教育哲学は何を究明し、
何を展望するか

森田尚人, 松浦良充編
著

東信堂 371.1||Im 220000380

134 学校教育と不平等の比較社会学 (MINERVA社会学叢書:58) 多喜弘文著 ミネルヴァ書房 371.3||Ta 220000248

135
挫折と向き合う心理学 : 青年期の挫折を乗り越えるための
心の作業とその支援

安藤嘉奈子, 小沢一仁,

橋本和幸編
福村出版 371.47||Za 220000780

136
「18歳選挙権」時代のシティズンシップ教育 : 日本と諸外
国の経験と模索

石田徹, 高橋進, 渡辺博
明編

法律文化社 371.6||Ju 220000795

137 追いついた近代消えた近代 : 戦後日本の自己像と教育 苅谷剛彦著 岩波書店 372.107||Ka 220000534

138
迷走する教員の働き方改革 : 変形労働時間制を考える (岩
波ブックレット:No.1020)

内田良 [ほか] 著 岩波書店 374.37||Me 220000538

139 結成と模索 (歴史としての日教組:上巻) 広田照幸編
名古屋大学出版
会

374.37||Re||1 220000404

140 混迷と和解 (歴史としての日教組:下巻) 広田照幸編
名古屋大学出版
会

374.37||Re||2 220000405

141 新しい時代の教育方法 改訂版 (有斐閣アルマ:Interest) 田中耕治 [ほか] 著 有斐閣 375.1||At 220000278

142 AI研究からわかる「プログラミング教育」成功の秘訣 渡部信一著 大修館書店 375.199||Wa 220000704



143 新しい時代の生徒指導・キャリア教育 和田孝, 有村久春編著 ミネルヴァ書房 375.2||At 220000250

144 はじめて学ぶ生徒指導とキャリア教育 長島明純編著 ミネルヴァ書房 375.2||Ha 220000256

145 大学の問題問題の大学 竹内洋, 佐藤優著
時事通信出版局/

時事通信社 (発
売)

377.04||Ta 220000364

146 漢文の読み方 (放送大学教材:1740105-1-1911) 宮本徹, 松江崇編著
放送大学教育振
興会

377.08||Ho||1740105220000935

147 Robot-proof : AI時代の大学教育
ジョセフ・E.アウン著/

杉森公一 [ほか] 訳
森北出版 377.1||Ao 220000265

148 大学の危機と学問の自由
寄川条路編/石塚正英
[ほか] 著

法律文化社 377.1||Da 220000797

149
アカデミック・スキル入門 : 大学での学びをアクティブに
する 新版 (有斐閣ブックス:[698])

伊藤奈賀子, 中島祥子
編

有斐閣 377.15||Ak 220000276

150
シラバス論 : 大学の時代と時間、あるいは「知識」の死と
再生について

芦田宏直著 晶文社 377.15||As 220000374

151
大学のゼミから広がるキャリア : 構成主義に基づく「自分
探し」の学習環境デザイン

山本良太, 岩﨑千晶, 岸
磨貴子編著

北大路書房 377.15||Da 220000313

152
大学生のための知的技法入門 第3版 (アカデミック・スキ
ルズ)

佐藤望編著/湯川武, 横
山千晶, 近藤明彦著

慶應義塾大学出
版会

377.15||Da 220000325

153 大学の学びを変えるゲーミング 近藤敦 [ほか] 編著 晃洋書房 377.15||Da 220000334

154
思考を鍛える大学の学び入門 : 論理的な考え方・書き方か
らキャリアデザインまで 第2版

井下千以子著
慶應義塾大学出
版会

377.15||In 220000324

155
多様性が拓く学びのデザイン : 主体的・対話的に他者と学
ぶ教養教育の理論と実践

佐藤智子, 高橋美能編
著/江口怜 [ほか] 著

明石書店 377.15||Ta 220000287

156 大学1年生からのプロジェクト学習の始めかた 常盤拓司, 西山敏樹著
慶應義塾大学出
版会

377.15||To 220000321

157
大学卒業研究ゼミの質的研究 : 先輩・後輩関係がつくる学
びの文化への状況的学習論からのアプローチ

山田嘉徳著 ナカニシヤ出版 377.15||Ya 220000337

158 地域連携活動の実践 : 大学から発信する地方創生 山田浩久編著 海青社 377.212||Ch 220000438

159
大学とまちづくり・ものづくり : 産学官民連携による地域
共創

芝浦工業大学地域共創
センター編・著

三樹書房 377.28||Da 220000475

160
大学生の内定獲得 : 就活支援・家族・きょうだい・地元を
めぐって

梅崎修, 田澤実編著 法政大学出版局 377.9||Da 220000788

161
大学生のためのセーフティーネット : 学生生活支援を考え
る

全国大学生活協同組合
連合会教職員委員会編

大学教育出版 377.9||Da 220000919

162 学生と企業のマッチング : データに基づく探索
梅崎修, 田澤実, 佐藤一
磨編著

法政大学出版局 377.9||Ga 220000789

163 大学生のための実践的キャリア&就活講座
伊藤宏, 高橋修, 松坂暢
浩著

中央経済社/中央
経済グループパ
ブリッシング (発
売)

377.9||It 220000739

164
自分を知る・社会を知る・未来を考える : 大学生のための
キャリアデザイン

川﨑友嗣編著/安川直
志, 安川志津香, 堀田三
和著

ミネルヴァ書房 377.9||Ji 220000251

165 時代を生きる若者たち : 大学生調査30年から見る日本社会 片桐新自著 関西大学出版部 377.9||Ka 220000920

166 大学生のストレスマネジメント : 自助の力と援助の力
齋藤憲司, 石垣琢麿, 高
野明著

有斐閣 377.9||Sa 220000275

167 就職活動1冊目の教科書 : 「納得の内定」をめざす
就活塾キャリアアカデ
ミー著

KADOKAWA 377.9||Sh 220000554

168 生きもの民俗誌 野本寛一著 昭和堂 382.1||No 220000397

169 日本人のひるめし (読みなおす日本史) 酒井伸雄著 吉川弘文館 383.8||Sa 220000281

170 7袋のポテトチップス : 食べるを語る、胃袋の戦後史 湯澤規子著 晶文社 383.81||Yu 220000373

171
喫茶店の時代 : あのときこんな店があった (ちくま文庫:[は
51-1])

林哲夫著 筑摩書房 383.889||Ha 220000723

172 神主と村の民俗誌 (講談社学術文庫:[2571]) 神崎宣武 [著] 講談社 386.175||Ka 220000569

173 世界ことわざ比較辞典
日本ことわざ文化学会
編

岩波書店 388.8||Se 220000536

174 めぐりながれるものの人類学 石井美保著 青土社 389||Is 220000368

175 相互行為の人類学 : 「心」と「文化」が出会う場所 高田明著 新曜社 389||Ta 220000362

176
平和のために戦争を考える : 「剥き出しの非対称性」から
(叢書インテグラーレ:017)

眞嶋俊造著/広島大学大
学院総合科学研究科編

丸善出版 391.1||Ma 220000237



177 知略の本質 : 戦史に学ぶ逆転と勝利 野中郁次郎 [ほか] 著
日本経済新聞出
版社

391.3||Ch 220000751


