
2016年度 教員推薦図書 選定リスト

2016年度に購入した資料を学部・学科別に掲載しています。
※申請教員の所属や関連授業科目によって分類

学生の皆様は学習にぜひご活用ください。

授業に関連する必読文献や、学生の学修や幅広い教養の

向上に役立つ資料を先生にご推薦いただく制度です。
※原則として図書に限ります。

詳細は図書館ウェブサイトからご覧ください。

トップページ >> 教育支援-教職員の皆さんへ- >> 教員推薦図書制度

教員推薦図書制度とは

掲載学部学科（専修）一覧

文学部

英米文学専修 P.2

ドイツ文学専 P.2

フランス文学専 P.2

日本文学専修 P.3

史学科 P.3

経済学部 P.4

社会学部 P.4

法学部 P.5

経営学部 P.5

異文化コミュニケーション学部 P.5

21世紀社会デザイン研究科 P.5

全学共通カリキュラム P.8

研究センター P.7

理学部 P.4

現代心理学部

観光学部 P.6

コミュニティ福祉学部 P.7

P.2キリスト教学科（研究科）

P.6映像身体学

P.6心理学科

1



文学部 キリスト教学科

書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

十九世紀のプロテスタント神学  (カール・バルト著作集 ; 11-13) 下: 第2部歴史 新教出版社 9784400302131 和書

百花繚乱のイタリア、新たな精神と新たな表現(西洋美術の歴史 4 ; ルネサンス ; 1) 中央公論新社 9784124035940 和書

American archaeology in the mideast : a history of the American schools of oriental research
American Schools of Oriental 

Research
9780897575089 ○ 洋書

Nicolai de Cusa sermones I (1430-1441) Fasc. 3: Sermones 11-21 (Nicolai de Cusa opera omnia / 

iussu et auctoritate Academiae Litterarum Heidelbergensis, ad codicum fidem edita ; 16)
In aedibus Felicis Meiner 9783787304097 洋書

Nicolai de Cusa sermones I (1430-1441) Fasc. 4: Sermones 22-26  (Nicolai de Cusa opera omnia 

/ iussu et auctoritate Academiae Litterarum Heidelbergensis, ad codicum fidem edita ; 16)
In aedibus Felicis Meiner 9783787306428 洋書

Alte Kirche und Mittelalter (Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte ; Bd. 1) Gütersloher Verlagshaus 9783579000930 洋書

Reformation und Neuzeit(Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte ; Bd. 2) Gütersloher Verlagshaus 9783579000947 洋書

Pneumatologie in der Alten Kirche(Traditio christiana ; 12) Lang 9783906768731 洋書

Evangelien und Verwandtes Teilband 1 Mohr Siebeck 9783161500879 洋書

Evangelien und Verwandtes Teilband 2 Mohr Siebeck 9783161500879 洋書

Die Welt als Bild : interdisziplinäre Beiträge zur Visualität von Weltbildern(Arbeiten zur 

Kirchengeschichte ; Bd. 107)
de Gruyter 9783110200294 洋書

Religionswissenschaft De Gruyter 9783110258929 洋書

A beginner's guide to the study of religion  2nd ed Bloomsbury 9781472512772 洋書

Contemporary views on comparative religion : in celebration of Tim Jensen's 65th birthday Equinox 9781781791394 洋書

Einheit und Differenz in der Religionswissenschaft : Standortbestimmungen mit Hilfe eines Mehr-

Ebenen-Modells von Religion(Diskurs Religion ; Bd. 10)
Ergon 9783956501425 洋書

Making religion : theory and practice in the discursive study of religion(Supplements to Method & 

theory in the study of religion ; v. 4)
Brill 9789004309166 洋書

Einführung in die Geschichte der Religionswissenschaft(Einführung Theologie) WBG 9783534263769 洋書

Begriffe des Judentums : Religion - Brauchtum - Gesellschaft(Religionswissenschaft ; Bd. 25) Lit 9783643127921 洋書

Comparing religions : coming to terms Wiley Blackwell 9781405184588 洋書

Empire of religion : imperialism and comparative religion University of Chicago Press 9780226117430 洋書

Introducing religion : religious studies for the twenty-first century Pearson 9780205987597 洋書

Theory and method in the study of religion : twenty five years on(Supplements to Method & 

theory in the study of religion ; v. 1)
Brill 9789004256019 洋書

After spirituality : studies in mystical traditions Peter Lang 9781433117381 洋書

The sacred bridge : Carta's atlas of the Biblical world 2nd emended & enhanced ed. Carta Jerusalem 9789652208491 洋書

The popular handbook of archaeology and the Bible Harvest House Publishers 9780736944854 洋書

An introduction with recent discoveries that support the reliability of the Bible(Biblical archaeology Electronic Christian Media 9781502467072 洋書

Famous discoveries that support the reliability of the Bible(Biblical archaeology ; v. 2) Electronic Christian Media 9780994806024 洋書

The stones cry out  Harvest House 9781565076402 洋書

The archaeology of Israelite society in Iron Age II  Eisenbrauns 9781575061795 洋書

The land before the kingdom of Israel : a history of the Southern Levant and the people who 

populated it(History, archaeology, and culture of the Levant ; 7)
Eisenbrauns 9781575064277 洋書

Stones and stories : an introduction to archaeology and the Bible Fortress Press 9780800623579 洋書

Theology and the social sciences(The annual publication of the College Theology Society ; v. 46 Orbis Books 9781570753558 洋書

旧約新約聖書大事典【Maruzen eBook Library】 教文館 9784764240063 和書（E-BOOK）

キリスト教学研究科
書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

もっと知りたいカンボジア 弘文堂 9784335510830 ○ 和書

スマホの真実 : 紛争鉱物と環境破壊とのつながり アジア太平洋資料センター(PARC) ー ○ 視聴覚

遺伝子組み換えルーレット : 私たちの生命のギャンブル(PARC海外ドキュメンタリーシリーズ) アジア太平洋資料センター(PARC) ー ○ 視聴覚

文学部 文学科 英米文学専修
書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

The visual language of comics : introduction to the structure and cognition of sequential images 

(Bloomsbury advances in semiotics)
Bloomsbury 9781441181459 ○ 洋書

Teaching comics and graphic narratives : essays on theory, strategy and practice McFarland 9780786461462 ○ 洋書

The graphic novel : an introduction Cambridge University Press 9781107655768 ○ 洋書

Comics and sequential art : principles and practices from the legendary cartoonist (The Will W.W. Norton 9780393331264 ○ 洋書

Graphic storytelling and visual narrative : principles and practices from the legendary cartoonist W.W. Norton 9780393331271 ○ 洋書

The Sculptor First Second 9781596435735 ○ 洋書

Killing and dying Drawn & Quarterly 9781770462090 ○ 洋書

Jimmy Corrigan : the smartest kid on earth Pantheon Books 9780375404535 ○ 洋書

ACME : our annual report to shareholders and rainy day Saturday afternoon fun book, a library of Pantheon Books 9780375422959 ○ 洋書

Watchmen DC Comics 9781401245252 ○ 洋書

Asterios Polyp Pantheon Books 9780307377326 ○ 洋書

City of glass Picador 9780312423605 ○ 洋書

Fun home : a family tragicomic Houghton Mifflin Harcourt 9780618871711 ○ 洋書

The complete Persepolis Pantheon Books 9780375714832 ○ 洋書

Maus : a survivor's tale Pantheon Books 9780679406419 ○ 洋書

MetaMaus Pantheon Books 9780375423949 ○ 洋書

Palestine Fantagraphics Books 9781560974321 ○ 洋書

文学部 文学科 ドイツ文学専修
書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

Allegories of reading : figural language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust Yale University Press 9780300028454 ○ 洋書

文学部 文学科 フランス文学専修
書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

テロルの伝説 : 桐山襲烈伝 河出書房新社 9784309024691 ○ 和書

序列を解体する(男性的なもの/女性的なもの 2) 明石書店 9784750344287 和書

星の王子さま 筑摩書房 9784480421609 和書

カンパン夫人 : フランス革命を生き抜いた首席侍女 (ちくま文庫 ; [さ-27-1]) 筑摩書房 9784560092590 和書

スタール夫人と近代ヨーロッパ : フランス革命とナポレオン独裁を生きぬいた自由主義の母 : 評伝 東京大学出版会 9784130101318 和書

大魔法師マーリンと王の誕生(アーサー王の世界 = The world of King Arthur 1) 静山社 9784863893634 和書

中世の城日誌 : 少年トビアス,小姓になる 岩波書店 9784001108675 和書

放浪学僧の歌 : 中世ラテン俗謡集 南雲堂フェニックス 9784888964135 和書

点滴ポール生き抜くという旗印 : 岩崎航詩集 ナナロク社 9784904292433 和書

耳ラッパ : 幻の聖杯物語 工作舎 9784875023739 和書

キッド : 僕と彼氏はいかにして赤ちゃんを授かったか みすず書房 9784622085133 和書

青のパティニール最初の風景画家 みすず書房 9784622078449 和書

La lecture des pierres Xavier Barral 9782365110570 洋書

Dictionnaire des concepts nomades des sciences humaines Métailié 9782864247548 洋書

Dictionnaire des concepts nomades des sciences humaines Métailié 9791022604543 洋書

Pour une géographie littéraire Éditions Corti 9782714311290 洋書

Les fictions encyclopédiques : de Gustave Flaubert à Pierre Senges Corti 9782714311405 洋書
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Poétiques du je : du roman autobiographique à l'autofiction Presses universitaires de Lyon 9782729709006 洋書

Pages oubliées sur le Japon Jérôme Millon 9782841371556 洋書

Gauguin et L'ecole de Pont-Aven. Hazan 9782754107679 洋書

Dictionnaire des littératures policières　v. 1 Joseph K 9782910686444 洋書

Dictionnaire des littératures policières　v. 2 Joseph K 9782910686451 洋書

50 inédits Opportun 9782360751730 洋書

L'œuvre de mort(Nouvelles et littérature) Éditions des Falaises 9782848111797 洋書

Un gentleman et autres nouvelles Éditions des Falaises 9782848110387 洋書

Fantômas Edition Integrale Tome 1. R. Laffont 9782221130827 洋書

Fantômas Edition Integrale Tome 2. R. Laffont 9782221130834 洋書

Fantômas Edition Integrale Tome 3. R. Laffont 9782221130841 洋書

Fantômas Edition Integrale Tome 4. R. Laffont 9782221130858 洋書

Fantômas Edition Integrale - Tome 5. R. Laffont 9782221130865 洋書

Cathédrales : 1789-1914, un mythe moderne Musées de Rouen 9782757207901 洋書

Rodolphe Bresdin 1822-1885, Robinson graveur Bibliothèque nationale de France 9782717721058 洋書

Essais, 2005-2009 Retour aux Sources 9782355120534 洋書

Marie de France : a critical companion(Gallica ; v. 24) D.S. Brewer 9781843843733 洋書

The book of the duke of true lovers : now first translated from the middle French of Christine de Forgotten Books 9781331755449 洋書

民俗学事典【Maruzen eBook Library】 丸善出版 9784621087732 和書（E-BOOK）

柳田國男事典【Maruzen eBook Library】 勉誠出版 9784585060062 和書（E-BOOK）

文学部 文学科 日本文学専修
書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

平家物語 : 四部合戦状本 上(斯道文庫古典叢刊 ; 1) 汲古書院 9784762930058 ○ 和書

平家物語 : 四部合戦状本 下(斯道文庫古典叢刊 ; 1) 汲古書院 9784762930058 ○ 和書

平家物語 : 四部合戦状本 別冊(斯道文庫古典叢刊 ; 1) 汲古書院 9784762930058 ○ 和書

平家物語 : 百二十句本(斯道文庫古典叢刊 ; 2) 汲古書院 9784762931314 ○ 和書

平家物語 : 百二十句本 別冊(斯道文庫古典叢刊 ; 2) 汲古書院 9784762931314 ○ 和書

『太平記秘伝理尽鈔』研究 汲古書院 9784762936036 和書

承久記 : 前田家本 汲古書院 9784762935220 和書

真福寺本楊守敬本将門記新解 汲古書院 9784762935138 和書

文学部 史学科
書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

『平家物語』本文考 汲古書院 9784762936104 ○ 和書

契約・誓約・盟約(生活と文化の歴史学 ; 6) 竹林舎 9784902084269 ○ 和書

生・成長・老い・死(生活と文化の歴史学 ; 7) 竹林舎 9784902084276 ○ 和書

戦国期地域権力と起請文(岩田選書 . 地域の中世 ; 17) 岩田書院 9784866029429 ○ 和書

日本史のまめまめしい知識 . 第１巻(ぶい&ぶい新書 ; No. 0001). 日本史史料研究会 9784866028019 ○ 和書

戦国時代の天皇と公家衆たち : ここまでわかった : 天皇制度は存亡の危機だったのか?  (歴史新書y ; 057) 洋泉社 9784800308122 ○ 和書

南朝研究の最前線 : ここまでわかった「建武政権」から後南朝まで(歴史新書y ; 061) 洋泉社 9784800310071 ○ 和書

北陸から見た日本史 (歴史新書) 洋泉社 9784800305947 ○ 和書

愚管抄 : 全現代語訳 (講談社学術文庫 ; [2113]) 講談社 9784062921138 ○ 和書

倭国伝 : 中国正史に描かれた日本(講談社学術文庫 ; [2010]) 講談社 9784062920100 ○ 和書

日本茶の歴史(茶道教養講座 ; 14). 淡交社 9784473041449 ○ 和書

浅井長政と姉川合戦 : その繁栄と滅亡への軌跡(淡海文庫 ; 46) サンライズ出版 9784883251674 ○ 和書

邪馬台国 洋泉社 9784800306265 ○ 和書

日本書紀 洋泉社 9784800309570 ○ 和書

古事記 洋泉社 9784800306241 ○ 和書

足利尊氏 : 激動の生涯とゆかりの人々(戎光祥中世史論集 ; 第3巻) 戎光祥出版 9784864031868 和書

天正壬午の乱 : 本能寺の変と東国戦国史 増補改訂版 戎光祥出版 9784864031707 和書

信濃小笠原氏 戎光祥出版 9784864031837 和書

房総里見氏 (シリーズ・中世関東武士の研究 ; 第13巻) 戎光祥出版 9784864031387 和書

上野岩松氏(シリーズ・中世関東武士の研究 ; 第15巻) 戎光祥出版 9784864031646 和書

常陸平氏(シリーズ・中世関東武士の研究 ; 第16巻) 戎光祥出版 9784864031677 和書

下総千葉氏(シリーズ・中世関東武士の研究 ; 第17巻) 戎光祥出版 9784864031738 和書

常陸真壁氏(シリーズ・中世関東武士の研究 ; 第19巻) 戎光祥出版 9784864031950 和書

足利持氏(シリーズ・中世関東武士の研究 ; 第20巻) 戎光祥出版 9784864031981 和書

上杉顕定 : 古河公方との対立と関東の大乱(中世武士選書 ; 24) 戎光祥出版 9784864031424 和書

駿河今川氏十代 : 戦国大名への発展の軌跡(中世武士選書 ; 25) 戎光祥出版 9784864031486 和書

長尾景仲 : 鎌倉府を主導した陰のフィクサー(中世武士選書 ; 26) 戎光祥出版 9784864031608 和書

小山氏の盛衰 : 下野名門武士団の一族史(中世武士選書 ; 27) 戎光祥出版 9784864031660 和書

新田三兄弟と南朝 : 義顕・義興・義宗の戦い (中世武士選書 ; 28) 戎光祥出版 9784864031691 和書

斎藤道三と義龍・龍興 : 戦国美濃の下克上(中世武士選書 ; 29) 戎光祥出版 9784864031721 和書

相馬氏の成立と発展 : 名門千葉一族の雄(中世武士選書 ; 30) 戎光祥出版 9784864031813 和書

高一族と南北朝内乱 : 室町幕府草創の立役者 (中世武士選書 ; 32) 戎光祥出版 9784864031905 和書

足利満兼とその時代 (関東足利氏の歴史 ; 第3巻) 戎光祥出版 9784864031509 和書

加藤清正(シリーズ・織豊大名の研究 ; 2) 戎光祥出版 9784864031394 和書

世界史のなかの世界 : 文明の対話、政治の終焉、システムを越えた社会 青土社 9784791769278 和書

中世後期畿内近国の権力構造 清文堂出版 9784792409784 和書

太平記・梅松論の研究 汲古書院 9784762935442 和書

『太平記』生成と表現世界 (新典社研究叢書 ; 270) 新典社 9784787942708 和書

戦国大名と外様国衆 増補改訂 戎光祥出版 9784864031592 和書

現代の「漂海民」 : 津波後を生きる海民モーケンの民族誌 めこん 9784839602956 和書

甦る民俗映像 : 渋沢敬三と宮本馨太郎が撮った一九三〇年代の日本・アジア : DVDブック [ライブラリー 岩波書店 9784000099646 和書

ジョサイア・コンドルの綱町三井倶楽部 南風舎 9784782412091 和書

南宋・元代日中渡航僧伝記集成 : 附江戸時代における僧伝集積過程の研究 勉誠出版 9784585210139 和書

日本古代中世の仏教と東アジア (關西大學東西學術研究所研究叢刊 ; 46) 関西大学出版部 9784873545790 和書

長楽寺蔵七条道場金光寺文書の研究 法藏館 9784831876751 和書

中世の寺院体制と社会 吉川弘文館 9784642028172 和書

日蓮信仰の系譜と儀礼 吉川弘文館 9784642027854 和書

室町幕府東国支配の研究 高志書院 9784862150509 和書

鎌倉考古学の基礎的研究 高志書院 9784862151513 和書

鎌倉幕府の御家人制と南九州 (戎光祥研究叢書 ; 9) 戎光祥出版 9784864032056 和書

新修七尾市史 1 考古編 七尾市 ー 和書

新修七尾市史 2 古代・中世編 七尾市 ー 和書

新修七尾市史 3 武士編 七尾市 ー 和書

新修七尾市史 4 村方編 七尾市 ー 和書

新修七尾市史 5 町方編 七尾市 ー 和書

新修七尾市史 6 近現代編 七尾市 ー 和書

新修七尾市史 7 七尾城編 七尾市 ー 和書

新修七尾市史 8 寺社編 七尾市 ー 和書

新修七尾市史 9 海運編 七尾市 ー 和書

新修七尾市史 10 産業編 七尾市 ー 和書

新修七尾市史 11 教育文化編 七尾市 ー 和書

新修七尾市史 12 造形文化編 七尾市 ー 和書

新修七尾市史 13 民俗編 七尾市 ー 和書

新修七尾市史 14 通史編1 七尾市 ー 和書
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新修七尾市史 15 通史編2 七尾市 ー 和書

新修七尾市史 16 通史編3 七尾市 ー 和書

図説七尾の歴史と文化 : 七尾港開港100周年・七尾市制施行60周年記念(新修七尾市史 / 七尾市史編さん専

門委員会編集 ; 17)
七尾市 ー 和書

肩をすくめるアトラス ビジネス社 9784828411491 和書

シンギュラリティは近い : 人類が生命を超越するとき NHK出版 9784140816974 和書

１８歳からの格差論 : 日本に本当に必要なもの 東洋経済新報社 9784492223710 和書

戦争に負けないための二〇章 共和国 9784907986377 和書

The Oxford encyclopedia of maritime history . Vol.1 Oxford University Press 9780195130751 ○ 洋書

The Oxford encyclopedia of maritime history . Vol.2 Oxford University Press 9780195130751 ○ 洋書

The Oxford encyclopedia of maritime history . Vol.3 Oxford University Press 9780195130751 ○ 洋書

The Oxford encyclopedia of maritime history . Vol.4 Oxford University Press 9780195130751 ○ 洋書

The Cambridge History of Scandinavia : 1520-1870. Cambridge University Press 9780521473002 ○ 洋書

The Atlantic experience : peoples, places, ideas Palgrave Macmillan 9780230272743 洋書

The Atlantic in world history Oxford University Press 9780195160741 洋書

The Atlantic connection : a history of the Atlantic world, 1450-1990 Routledge 9780415639859 洋書

Neuro : the new brain sciences and the management of the mind Princeton University Press 9780691149615 洋書

地球の歩き方 E01 ドバイとアラビア半島の国々 アラブ首長国連邦/オマーン/カタール/バーレーン/サウジ

アラビア/クウェート/イエメン '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】
ダイヤモンド社 9784478048740 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 E03 イスタンブールとトルコの大地 '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478048597 和書（E-BOOK）

書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

零細小売業の存立構造研究  白桃書房 9784561661399 ○ 和書

Auditing & assurance services : a systematic approach 10th ed McGraw-Hill Education 9780077732509 洋書

Integrated reporting : a new accounting disclosure Palgrave Macmillan 9781137551481 洋書

Auditing : assurance and risk 4th ed Routledge 9781138692794 洋書

Protestant communalism in the trans-Atlantic world, 1650-1850(Christianities in the trans-Atlantic 

world, 1500-1800)
Palgrave Macmillan 9781137484864 洋書

Sugar cane capitalism and environmental transformation : an archaeology of Colonial Nevis, West 

Indies(Caribbean archaeology and ethnohistory)
University of Alabama Press 9780817318918 洋書

The Oxford handbook of the Atlantic world, 1450-1850 Oxford University Press 9780199672424 洋書

書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

糖鎖の新機能開発・応用ハンドブック : 創薬・医療から食品開発まで エヌ・ティー・エス 9784860434090 ○ 和書

Photochromic materials : preparation, properties and applications Wiley-VCH 9783527337798 洋書

Main photochromic families(Topics in applied chemistry . Organic photochromic and 

thermochromic compounds ; v. 1)
Plenum Press 9780306458828 洋書

Physicochemical studies, biological applications, and thermochromism(Topics in applied chemistry 

. Organic photochromic and thermochromic compounds ; v. 2)
 Plenum Press 9780306458835 洋書

書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

日本の科学技術と社会の歴史(中山茂著作集  3) 編集工房球 9784907951535 和書

科学と社会の現代史(中山茂著作集 5) 編集工房球 9784907951559 和書

パラダイムと科学革命(中山茂著作集 14) 編集工房球 9784907951641 和書

異郷被災 : 東北で暮らすコリアンにとっての3.11 : 東日本大震災在日コリアン被災体験聞き書き調査から 

(叢書東北の声 ; 32)
荒蝦夷 9784904863480 和書

「場」に生きる力 : トヨタと日産にみる : 労働現場の比較分析 桜井書店 9784905261285 和書

震災学　ｖｏｌ．１ 東北学院大学 9784904863237 和書

震災学   ｖｏｌ．２ 東北学院大学 9784904863299 和書

震災学　ｖｏｌ．３ 東北学院大学 9784904863350 和書

震災学   ｖｏｌ．４ 東北学院大学 9784904863404 和書

震災学　ｖｏｌ．５ 東北学院大学 9784904863466 和書

震災学　ｖｏｌ．６ 東北学院大学 9784904863473 和書

震災学　ｖｏｌ．７ 東北学院大学 9784904863503 和書

震災学　ｖｏｌ．８ 東北学院大学 9784904863527 和書

私たちはどのように働かされるのか こぶし書房 9784875592990 和書

社会学事典【Maruzen eBook Library】 丸善出版 9784621082546 和書（E-BOOK）

An Invitation to Ethnomethodology : Language, Society and Social Interaction【ebrary】 Sage 9780761966425 洋書（E-BOOK）

書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

漂流怪人・きだみのる 小学館 9784093884631 ○ 和書

家事紛争解決プログラムの概要 : 家事調停の理論と技法 司法協会 9784906929351 ○ 和書

The return of cultural artefacts : hard and soft law approaches Springer 9783319440590 洋書

The common interest in international law (Law and cosmopolitan values ; 5)  Intersentia 9781780682716 洋書

Refugees, regionalism and responsibility(Elgar studies in human rights) Edward Elgar 9781782547280 洋書

International water law  (International law ; 8)(An Elgar research collection) v. 1 Edward Elgar 9781783476053 洋書

International water law  (International law ; 8)(An Elgar research collection) v. 2 Edward Elgar 9781783476053 洋書

Introduction to international relations : theories and approaches  6th ed Oxford University Press 9780198707554 洋書

Cases in comparative politics 5th ed W.W. Norton 9780393937541 洋書

Essentials of comparative politics 5th ed W.W. Norton 9780393938975 洋書

The basics of American politics 15th ed Pearson 9780133815436 洋書

The Oxford handbook of political ideologies Oxford University Press 9780198744337 洋書

The Oxford handbook of political leadership Oxford University Press 9780198778516 洋書

地球の歩き方 A02 イギリス '15-'16 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478047750 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 A06 フランス '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478048092 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 A09 イタリア '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478048320 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 A14 ドイツ '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478048962 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 A19 オランダ ベルギー ルクセンブルク '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478049037 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 A25 中欧 '15-'16 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478047712 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 A29 北欧 デンマーク ノルウェー スウェーデン フィンランド '16-'17 改訂

【Maruzen eBook Library】
ダイヤモンド社 9784478048979 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 D01 中国 '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478048719 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 D09 香港 マカオ 深圳 '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478049204 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 D10 台湾 '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478048726 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 D12 韓国 '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478048078 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 D17 タイ '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478048474 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 D19 マレーシア ブルネイ '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478048122 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 D20 シンガポール '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478048337 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 D21 ベトナム '15-'16 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478047682 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 D22 アンコール・ワットとカンボジア '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478048351 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 D23 ラオス '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478048207 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 D24 ミャンマー(ビルマ) '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478047873 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 D25 インドネシア '15-'16 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478047606 和書（E-BOOK）

法学部

経済学部

理学部

社会学部
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地球の歩き方 D26 バリ島 '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478048641 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 D27 フィリピン '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478048344 和書（E-BOOK）

地球の歩き方 D28 インド '16-'17 改訂【Maruzen eBook Library】 ダイヤモンド社 9784478049174 和書（E-BOOK）

The Human Right to Water【ebrary】 Springer 9783319402857 洋書（E-BOOK）

人権 第6版（有斐閣アルマ . 憲法 ; 1 Specialized）【Maruzen eBook Library】 有斐閣 9784641220676 和書（E-BOOK）

統治 第6版（有斐閣アルマ . 憲法 ; 2 Specialized）【Maruzen eBook Library】 有斐閣 9784641220683 和書（E-BOOK）

書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

製品開発と市場創造 : 技術の社会的形成アプローチによる探求 白桃書房 9784561266808 和書

国際人的資源管理(ベーシック+ = Basic plus) 中央経済社 9784502180019 和書

新興国における人事労務管理と現地経営 : ベトナム・インドネシア・インド・バングラデシュ・ブラジル

の労働事情と日本企業7社のケーススタディ
白桃書房 9784561256700 和書

中国市場で成功する人材マネジメント : 広汽ホンダとカネボウ化粧品中国に学ぶ ダイヤモンド社 9784478012819 和書

Ｑ＆Ａ中国進出企業の労務ハンドブック 新版 清文社 9784433559342 和書

Q&Aによる中国子会社の不正リスク管理と現地化の為の人事制度及び内部監査の留意点 : コンサルタント

によるコンサルタント選定の為の注意点解説 (Parade books)
パレード 9784434195358 和書

中国の投資・会計・税務Ｑ＆Ａ  第6版 中央経済社 9784502158018 和書

知られざる競争優位 : ネスレはなぜＣＳＶに挑戦するのか ダイヤモンド社 9784478028704 和書

成長企業の法則 : 世界トップ１００社に見る２１世紀型経営のセオリー ディスカヴァー・トゥエンティワ 9784799318522 和書

組織文化を変える : 「競合価値観フレームワーク」技法 ファーストプレス 9784904336274 和書

ビジネスで本当に使える超統計学 : 検定、回帰分析、主成分分析の使いどころがわかる!! 秀和システム 9784798041537 和書

人事戦略論 : ストラクチャーとフレームワーク 青山ライフ出版 9784434206177 和書

ダイナミック・ケイパビリティ戦略 : イノベーションを創発し、成長を加速させる力 ダイヤモンド社 9784478011454 和書

ダイナミック・ケイパビリティ : 組織の戦略変化 勁草書房 9784326503322 和書

ケイパビリティの組織論・戦略論 中央経済社 9784502679100 和書

コンピテンシー・マネジメントの展開 生産性出版 9784820119814 和書

コミュニティー・キャピタル : 中国・温州企業家ネットワークの繁栄と限界 有斐閣 9784641164826 和書

経営理念浸透のメカニズム : 10年間の調査から見えた「わかちあい」の本質と実践 中央経済社 9784502199417 和書

完全理解ゲーム理論・契約理論 勁草書房 9784326504305 和書

経営事例の物語分析 : 企業盛衰のダイナミクスをつかむ 白桃書房 9784561266853 和書

中小企業の国際経営 : 市場開拓と撤退にみる海外事業の変革 同友館 9784496052255 和書

Ｅｘｃｅｌビジネス統計パーフェクトマスター(Perfect master ; 158) 秀和システム 9784798043272 和書

ＥＸＣＥＬビジネス統計分析 : 2013/2010/2007対応  第2版 翔泳社 9784798133836 和書

EXCELマーケティングリサーチ&データ分析 : 2013/2010/2007対応 翔泳社 9784798132419 和書

明日からビジネスで使える!ExcelとRによるデータ解析入門 丸善出版 9784621086643 和書

できるビジネスパーソンのためのExcel統計解析入門 : ビジネスにおける最強の武器、統計学を基礎から学 SBクリエイティブ 9784797386837 和書

4Stepsエクセル統計  第4版 オーエムエス出版 9784434211621 和書

経済・経営のための統計教室 : データサイエンス入門 裳華房 9784785315672 和書

StanとRでベイズ統計モデリング (Wonderful R 2) 共立出版 9784320112421 和書

読む技術 : 論文の価値を見抜くための基礎知識 日経BP社 9784822200886 和書

Excelで学ぶ多変量解析入門 : Excel2013/Excel2010対応版 オーム社 9784274069147 和書

できるやさしく学ぶExcel統計入門 : 難しいことはパソコンにまかせて仕事で役立つデータ分析ができる本 インプレス 9784844337317 和書

IoT時代のプラットフォーム競争戦略 : ネットワーク効果のレバレッジ 中央経済社 9784502174711 和書

モノ造りでもインターネットでも勝てない日本が、再び世界を驚かせる方法 : センサーネット構想 東洋経済新報社 9784492762240 和書

君臨する企業の「6つの法則」 : 戦略のベストプラクティスを求めて 日本経済新聞出版社 9784532317683 和書

IoTで激変するクルマの未来 : 自動車業界に押し寄せるモビリティ革命 洋泉社 9784800308597 和書

モビリティー革命２０３０ : 自動車産業の破壊と創造 日経BP社 9784822237271 和書

なぜ近代は繁栄したのか : 草の根が生みだすイノベーション みすず書房 9784622079613 和書

Excelで学ぶビジネスデータ分析の基礎 : ビジネス統計スペシャリスト・エクセル分析ベーシック対応 オデッセイコミュニケーションズ 9784908327049 和書

Rによる実証分析 : 回帰分析から因果分析へ オーム社 9784274219474 和書

Statistics for business and economics 8th ed., global ed Pearson 9780273767060 ○ 洋書

Regional economic development : analysis and planning strategy 2nd ed Springer 9783540348269 ○ 洋書

Regional economics and policy 3rd ed Blackwell 9780631217138 ○ 洋書

Development economics Princeton University Press 9780691017068 ○ 洋書

書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

中国音楽史図鑑 科学出版社東京 9784336058416 和書

日本語教育能力検定試験試験問題 : 公益社団法人日本語教育学会認定 . 平成２７年度 凡人社 9784893589019 和書

日本語教育能力検定試験試験問題 : 公益社団法人日本語教育学会認定 . 平成２６年度 凡人社 9784893588883 和書

日本語教育能力検定試験試験問題 : 社団法人日本語教育学会認定 . 平成２４年度 凡人社 9784893588517 和書

日本語教育能力検定試験試験問題 : 社団法人日本語教育学会認定 . 平成１８年度 凡人社 9784893586308 和書

日本語教育能力検定試験試験問題 : 社団法人日本語教育学会認定 . 平成１７年度 凡人社 9784893586063 和書

日本語教育能力検定試験試験問題 : 社団法人日本語教育学会認定 . 平成１６年度 凡人社 9784893585882 和書

新合格水準日本語教育能力検定試験問題集 新訂版 アークアカデミー近畿 9784893588968 和書

合格水準日本語教育能力検定試験問題集  聴解編 : 新装版 凡人社 9784893585455 和書

日本語教育のための質的研究入門 : 学習・教師・教室をいかに描くか ココ出版 9784904595688 和書

合格水準日本語教育能力検定試験用語集 増補版 凡人社 9784893586216 和書

English Music 　20 sound discs + 1 booklet
Éditions de l'Oiseau-Lyre, Decca 

Music Group
ー 視聴覚

書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

自由民主党の誕生 : 総裁公選と組織政党論 木鐸社 9784833224277 和書

売れる文章術 フォレスト出版 9784894516410 和書

国際情勢判断半世紀 育鵬社 9784594072384 和書

赤と青のガウン : オックスフォード留学記 PHP研究所 9784569823508 和書

即動必遂 : 東日本大震災陸上幕僚長の全記録 マネジメント社 9784837804710 和書

自衛隊、動く : 尖閣・南西諸島をめぐる攻防 ウェッジ 9784863101265 和書

伊勢志摩サミットの記録 : ようこそ、三重県へ : 特別報道写真集・永久保存版 伊勢新聞社 9784903816340 和書

狡猾の人 : 防衛省を喰い物にした小物高級官僚の大罪 幻冬舎 9784344021105 和書

日本核武装 幻冬舎 9784344030053 和書

乱流 : 米中日安全保障三国志 日本経済新聞出版社 9784532169961 和書

道徳感情はなぜ人を誤らせるのか : 冤罪、虐殺、正しい心 洋泉社 9784800307453 和書

北朝鮮ではなぜ軍事クーデターが起きないのか? : 政軍関係論で読み解く軍隊統制と対外軍事支援 潮書房光人社 9784769815556 和書

日本の南洋戦略 : 南太平洋で始まった新たなる「戦争」の行方 ハート出版 9784892959271 和書

沖縄の復帰運動と保革対立 : 沖縄地域社会の変容 有志舎 9784903426501 和書

日本の防衛戦略 : 自衛隊の新たな任務と装備 ダイヤモンド社 9784478001905 和書

七四 (ナナヨン) 宝島社 9784800261397 和書

総理 幻冬舎 9784344029606 和書

電子戦の技術 . 基礎編 東京電機大学出版局 9784501329402 和書

アメリカ大統領戦記 . 独立戦争とジョージ・ワシントン (アメリカ大統領戦記 ; [1] ; 1775-1783) 草思社 9784794221285 和書

地方自治に生きる : 宮澤弘回顧録 第一法規 9784474023451 和書

饗宴外交 : ワインと料理で世界はまわる 世界文化社 9784418125067 和書

東西関係の戦略的分析 日本国際問題研究所 9784819301077 和書

経営学部

異文化コミュニケーション学部

21世紀社会デザイン研究科
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書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

フィールドノート古今東西 (100万人のフィールドワーカーシリーズ ; 13) 古今書院 9784772271349 ○ 和書

第13次業種別審査事典 　第6巻　不動産・住宅関連・飲食店 金融財政事情研究会 9784322126495 和書

第13次業種別審査事典 　第7巻　サービス関連 (広告, コンサルタント)・学校・地公体 金融財政事情研究会 9784322126501 和書

第13次業種別審査事典　第8巻　美容・化粧品・医薬・医療・福祉・商品小売・ペット 金融財政事情研究会 9784322126518 和書

第13次業種別審査事典　第9巻　サービス関連 (運輸, 旅行)・スポーツ・レジャー・娯楽 金融財政事情研究会 9784322126525 和書

第13次業種別審査事典　第10巻　金融・レンタル・印刷・出版・情報通信 金融財政事情研究会 9784322126532 和書

タウンボーイ 東京外国語大学出版会 9784904575475 和書

インドネシアのムスリムファッション : なぜイスラームの女性たちのヴェールはカラフルになったのか 福村出版 9784571410598 和書

タイローカルの旅 Japan-Thailand Business Forum 和書

バンコクの今昔 Japan-Thailand Business Forum 和書

Welcome to the jungle : 熱々!東南アジアの現代美術 モ・クシュラ 9784907300005 和書

Planning research in hospitality and tourism　2nd ed Routledge 9781138852259 洋書

Tourism and development in the developing world 　2nd ed Routledge 9781138921733 洋書

Reframing sustainable tourism  (Environmental challenges and solutions ; 2) Springer 9789401772082 洋書

Performance, strategies, and sustainability (Tourism management, marketing, and development Palgrave Macmillan 9781137405654 洋書

Tourism marketing for developing countries : battling stereotypes and crises in Asia, Africa and 

the Middle East
Palgrave Macmillan 9781137342140 洋書

Open tourism : open innovation, crowdsourcing and co-creation challenging the tourism 

industry(Tourism on the verge)
Springer 9783642540882 洋書

Wine and tourism : a strategic segment for sustainable economic development Springer 9783319188560 洋書

Managing and developing communities, festivals and events Palgrave Macmillan 9781137508539 洋書

Tourist Experience Volume 1 Routledge 9781138931985 洋書

Tourist Experience Volume 2 Routledge 9781138931992 洋書

Tourist Experience Volume 3 Routledge 9781138932005 洋書

Tourist Experience Volume 4 Routledge 9781138932012 洋書

書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

Adaptive behavior and learning Cambridge Univ PR 9781107442900 洋書

The handbook of evolutionary psychology　v. 1: Foundations Wiley 9781118755884 洋書

The handbook of evolutionary psychology　v. 2: Integrations Wiley 9781118755808 洋書

Learning : a behavioral, cognitive, and evolutionary synthesis Sage Pubns 9781483359236 洋書

The animal mind : an introduction to the philosophy of animal cognition Routledge 9780415809603 洋書

行動経済学 : 伝統的経済学との統合による新しい経済学を目指して 有斐閣 9784641164260 和書

協力と罰の生物学 (岩波科学ライブラリー ; 226) 岩波書店 9784000296267 和書

ツイッターの心理学 : 情報環境と利用者行動 誠信書房 9784414300086 和書

書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

溝口健二論 : 映画の美学と政治学 法政大学出版局 9784588420177 ○ 和書

After the end of everything (Photographers' gallery press ; no.13) photographers' gallery 9784907865078 ○ 和書

After the end of everything(Photographers' gallery press ; no. 12) photographers' gallery 9784907865030 ○ 和書

After the end of everything(Photographers' gallery press ; no. 11) photographers' gallery 9784906839162 ○ 和書

Fishing KULA 9784906839209 ○ 和書

Park city インスクリプト 9784900997271 ○ 和書

Remembrance . 1-大槌 KULA ○ 和書

Remembrance . 2-田老 大船渡 陸前高田 鵜住居 KULA ○ 和書

Remembrance . 3-気仙沼 南三陸 女川 石巻 KULA ○ 和書

Remembrance . 4-南相馬 飯舘 都路 川内 KULA ○ 和書

Remembrance . 5-久万高原 KULA ○ 和書

Remembrance . 6-久万山真景 KULA ○ 和書

Remembrance . 7-小高 KULA ○ 和書

Remembrance . 8-霊山 飯舘 小高 船引 川内 KULA ○ 和書

Remembrance . 9-下閉伊 KULA ○ 和書

Remembrance . 10-小本 田老 重茂 山田 大槌 KULA ○ 和書

Remembrance . 11-日高 コンブ漁 KULA ○ 和書

Remembrance . 12-旭岳 KULA ○ 和書

Remembrance . 13-旭岳 KULA ○ 和書

Remembrance . 14-三宅島 KULA ○ 和書

Remembrance . 15-楢葉 飯舘 KULA ○ 和書

Remembrance . 16-南相馬 KULA ○ 和書

Remembrance . 17-浜通り~中通り KULA ○ 和書

Remembrance . 18-宮古 山田 唐丹 気仙沼 KULA ○ 和書

Remembrance . 19-宮古 山田 大槌 唐丹 大船渡 KULA ○ 和書

Remembrance . 20-浪江 KULA ○ 和書

Remembrance . 21-浪江 KULA ○ 和書

Remembrance . 22-浪江 KULA ○ 和書

Remembrance . 23-富岡 KULA ○ 和書

Remembrance . 24-種差海岸 KULA ○ 和書

Remembrance . 25-種差海岸 KULA ○ 和書

Remembrance . 26-種差海岸 KULA ○ 和書

Remembrance . 27-近野遺跡 KULA ○ 和書

Remembrance . 28-近野遺跡 KULA ○ 和書

Remembrance . 29-近野遺跡 KULA ○ 和書

Remembrance . 30-気仙沼 南三陸 雄勝 KULA ○ 和書

Remembrance . 31-大船渡 陸前高田 KULA ○ 和書

Remembrance . 32-岩泉 田老 船越 唐桑 KULA ○ 和書

Remembrance . 33-大槌 KULA ○ 和書

Remembrance . 34-陸前高田 南三陸 KULA ○ 和書

Remembrance . 35-陸前高田 KULA ○ 和書

Remembrance . 36-陸前高田 KULA ○ 和書

Remembrance . 37-野田村 KULA ○ 和書

Remembrance . 38-小高 浪江 KULA ○ 和書

Remembrance . 39-飯舘 KULA ○ 和書

Remembrance . 40-楢葉 KULA ○ 和書

Remembrance . 41-楢葉 KULA ○ 和書

Grace islands : 南大東島、北大東島 KULA 9784903295473 ○ 和書

Untitled records vol.1 KULA 9784907865009 ○ 和書

Untitled records vol.2 KULA 9784907865016 ○ 和書

Untitled records vol.3 KULA 9784907865023 ○ 和書

Untitled records vol.4 KULA 9784907865047 ○ 和書

Untitled records vol.5 KULA 9784907865054 ○ 和書

Untitled records vol.6 KULA 9784907865061 ○ 和書

Untitled records vol.7 KULA 9784907865085 ○ 和書

Untitled records vol.8 KULA 9784907865092 ○ 和書

観光学部

現代心理学部 心理学科

現代心理学部 映像身体学科
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現代形而上学 : 分析哲学が問う、人・因果・存在の謎(ワードマップ) 新曜社 9784788513662 ○ 和書

論文はデザインだ！(建築文化シナジー) 彰国社 9784395241071 ○ 和書

生まれながらのサイボーグ : 心・テクノロジー・知能の未来(現代哲学への招待) 春秋社 9784393323526 ○ 和書

２０歳の自分に受けさせたい文章講義(星海社新書 ; 9) 星海社 9784061385108 ○ 和書

森は考える : 人間的なるものを超えた人類学 亜紀書房 9784750514628 ○ 和書

有限性の後で : 偶然性の必然性についての試論 人文書院 9784409030905 ○ 和書

インディオの気まぐれな魂(人類学の転回叢書) 水声社 9784801001367 ○ 和書

作家、学者、哲学者は世界を旅する (人類学の転回叢書) 水声社 9784801001985 ○ 和書

ラムからマトン アートダイバー 9784908122033 ○ 和書

20世紀末・日本の美術 : それぞれの作家の視点から : 90's 00's アートダイバー 9784908122019 ○ 和書

現代美術史日本篇 : 1945-2014 = Art history: Japan : 1945-2014 アートダイバー 9784908122002 ○ 和書

ハーフリアル ニューゲームズオーダー 9784908124082 和書

スーパープレミアムソフトWバニラリッチ precog ○ 視聴覚

現在地 = Current location precog ○ 視聴覚

地面と床 precog ○ 視聴覚

いりくちでぐち : 国東半島アートプロジェクト2012アートツアードキュメント precog ○ 視聴覚

Romeo or Juliet precog ○ 視聴覚

スペクタクル・イン・ザ・ファーム2009 = Spectacle in the farm precog ○ 視聴覚

No direction。 precog ○ 視聴覚

桜の園 : いちご新聞から = The chery orchard precog ○ 視聴覚

『3年2組』(ミクニヤナイハラプロジェクト ; vol. 1) precog ○ 視聴覚

青ノ鳥 (ミクニヤナイハラプロジェクト ; vol. 3) precog ○ 視聴覚

五人姉妹 (ミクニヤナイハラプロジェクト ; vol. 4) precog ○ 視聴覚

前向き!タイモン(ミクニヤナイハラプロジェクト ; vol. 5) precog ○ 視聴覚

新・日本仏像１００選 秋田書店 9784253004091 和書

ナラトロジー入門 : プロップからジュネットまでの物語論 (水声文庫) 水声社 9784801000490 和書

四次元主義の哲学 : 持続と時間の存在論(現代哲学への招待） 春秋社 9784393323137 和書

表現と介入 : 科学哲学入門 (ちくま学芸文庫） 筑摩書房 9784480096555 和書

確率の出現 慶応義塾大学出版会 9784766421033 和書

知の歴史学 岩波書店 9784000238779 和書

偶然を飼いならす : 統計学と第二次科学革命 木鐸社 9784833222747 和書

コミュニケーションの哲学入門 (慶應義塾大学三田哲学会叢書) 慶應義塾大学三田哲学会 9784766423921 和書

崇高の修辞学(古典転生 ; 12) 月曜社 9784865030419 和書

Theatre, exhibition, and curation : displayed & performed (Routledge advances in theatre and 

performance studies ; 46)
Routledge 9781138832879 洋書

書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

刑法39条はもういらない 青弓社 9784787232588 ○ 和書

高次脳機能障害 : どのように対応するか(PHP新書 ; 436) ＰＨＰ研究所 9784569658407 ○ 和書

孤立を恐れるな! : もう一つの「一七歳」論　新装増補改訂版 批評社 9784826503327 ○ 和書

無限振子 : 精神科医となった自閉症者の声無き叫び 協同医書出版社 9784763940087 ○ 和書

精神科は今日も、やりたい放題 : "やくざ医者"の、過激ながらも大切な話 三五館 9784883205547 ○ 和書

最終講義 : 分裂病私見 みすず書房 9784622039617 ○ 和書

ガラスの壁 : 分裂病になった俺(Bansei pocket) 晩声社 9784891883041 ○ 和書

精神保健・医療・福祉の根本問題　2 (メンタルヘルス・ライブラリー ) 批評社 9784826505505 ○ 和書

精神科リハビリテーションの流儀 : 援助者必携デイリーケアのエッセンス 文光堂 9784830643798 ○ 和書

「正常」を救え : 精神医学を混乱させるDSM-5への警告 講談社 9784062185516 ○ 和書

脳死・臓器移植、何が問題か : 「死ぬ権利と生命の価値」論を軸に 現代書館 9784768468043 ○ 和書

不妊治療と出生前診断 : 温かな手で 講談社 9784062930253 ○ 和書

精神疾患はつくられる : DSM診断の罠 日本評論社 9784535981959 ○ 和書

ことばと発達 岩波書店 9784004202899 ○ 和書

からだことば 早川書房 9784152082862 ○ 和書

自閉症裁判 : レッサーパンダ帽男の「罪と罰」 洋泉社 9784896918984 ○ 和書

『性別が、ない!』ということ。 ぶんか社 9784821109524 ○ 和書

産後百人一首 自然食通信社 9784916110879 ○ 和書

産後、つらくなったら読む本 : ママの心と体が楽になる安心産後ケア 合同出版 9784772611961 ○ 和書

ぽかぽか子宮のつくり方 : 女性ホルモンを整えて幸せになる! 河出書房新社 9784309285009 ○ 和書

原発避難白書 人文書院 9784409241042 ○ 和書

メジャーの流儀 : イチローのヒット1本が615万円もする理由 大和書房 9784479795179 ○ 和書

漫画は戦争を忘れない 新日本出版社 9784406059541 ○ 和書

子どもの貧困ハンドブック かもがわ出版 9784780308143 ○ 和書

社会福祉研究のフロンティア 有斐閣 9784641173996 ○ 和書

ジャック・ローラー : ある非行少年自身の物語 東洋館出版社 9784491014807 ○ 和書

ストリート・コーナー・ソサエティ 有斐閣 9784641076259 ○ 和書

エスノメソドロジー : 社会学的思考の解体　第5刷(新装) せりか書房 9784796701495 ○ 和書

ホーボー : ホームレスの人たちの社会学 . 上 (シカゴ都市社会学古典シリーズ ; No.3) ハーベスト社 9784938551414 ○ 和書

ホーボー : ホームレスの人たちの社会学 . 下 (シカゴ都市社会学古典シリーズ ; No.3) ハーベスト社 9784938551513 ○ 和書

修復的正義の諸相 : 細井洋子先生古稀祝賀(RJ叢書 ; 9) 成文堂 9784792351557 ○ 和書

修復的正義の今日・明日 : 後期モダニティにおける新しい人間観の可能性(RJ叢書 ; 8) 成文堂 9784792318796 ○ 和書

リーディングス刑事政策 = Readings in criminal justice policy 法律文化社 9784589037152 ○ 和書

「子どもの貧困」解決への道 : 実践と政策からのアプローチ 自治体研究社 9784880376592 ○ 和書

映画日本国憲法 : the constitution of Japan シグロ ○ 視聴覚

沖縄戦全記録 = Battle of Okinawa(NHK DVD . NHKスペシャル . 70年目の戦争と平和) 日本放送協会 ○ 視聴覚

Izaihou 海燕社 ○ 視聴覚

RePublic : 公共空間のリノベーション 学芸出版社（京都） 9784761513320 和書

ダンスとジェンダー : 多様性ある身体性 一二三書房 9784891993726 和書

赤ちゃんがやってくる! : パパとママになるための準備カンペキbook (メディアファクトリーのコミック ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9784040687025 和書

書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

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 / 太田至シリーズ総編 ; 1). 京都大学学術出版会 9784814000050 ○ 和書

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 / 太田至シリーズ総編 ; 2) 京都大学学術出版会 9784814000067 ○ 和書

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 / 太田至シリーズ総編 ; 3) 京都大学学術出版会 9784814000074 ○ 和書

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 / 太田至シリーズ総編 ; 4) 京都大学学術出版会 9784814000081 ○ 和書

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 / 太田至シリーズ総編 ; 5) 京都大学学術出版会 9784814000098 ○ 和書

新書アフリカ史 　(講談社現代新書 ; 1366) 講談社 9784061493667 ○ 和書

現代アフリカ経済論 (シリーズ・現代の世界経済 ; 8) ミネルヴァ書房 9784623071722 ○ 和書

第一次大戦と西アフリカ : フランスに命を捧げた黒人部隊「セネガル歩兵」 刀水書房 9784887084223 ○ 和書

政治的アイデンティティの人類学 : 21世紀の権力変容と民主化にむけて 昭和堂（京都） 9784812211663 ○ 和書

だれのための海洋保護区か : 西アフリカの水産資源保護の現場から 新泉社 9784787714091 ○ 和書

ネオアパルトヘイト都市の空間統治 : 南アフリカの民間都市再開発と移民社会 明石書店 9784750343914 ○ 和書

西アフリカ・サヘルの砂漠化に挑む : ごみ活用による緑化と飢餓克服、紛争予防 昭和堂（京都） 9784812214367 ○ 和書

気候変動で読む地球史 : 限界地帯の自然と植生から　(NHKブックス ; 1240) ＮＨＫ出版 9784140912409 ○ 和書

薬剤と健康保険の人類学 : ガーナ南部における生物医療をめぐって 風響社 9784894892088 ○ 和書

戦国の房総と北条氏(岩田選書 . 地域の中世 ; 4) 岩田書院 9784872945294 和書

今川氏と遠江・駿河の中世 (岩田選書 . 地域の中世 ; 5) 岩田書院 9784872945355 和書

中世南関東の港湾都市と流通 (岩田選書 . 地域の中世 ; 6) 岩田書院 9784872946017 和書

研究センター

コミュニティ福祉学部
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豊臣期の宇喜多氏と宇喜多秀家(岩田選書 . 地域の中世 ; 7) 岩田書院 9784872946123 和書

下野中世史の世界(岩田選書 . 地域の中世 ; 8) 岩田書院 9784872946161 和書

中世の神社と祭り(岩田選書 . 地域の中世 ; 9) 岩田書院 9784872946369 和書

中世東国の街道と武士団 (岩田選書 . 地域の中世 ; 10) 岩田書院 9784872946598 和書

戦国期の奥州白川氏(岩田選書 . 地域の中世 ; 11) 岩田書院 9784872947182 和書

古河公方と北条氏(岩田選書 . 地域の中世 ; 12) 岩田書院 9784872947489 和書

千葉氏と妙見信仰 (岩田選書 . 地域の中世 ; 13) 岩田書院 9784872947946 和書

戦国大名宇都宮氏と家中 (岩田選書 . 地域の中世 ; 14) 岩田書院 9784872948479 和書

戦国・織豊期赤松氏の権力構造 (岩田選書 . 地域の中世 ; 15) 岩田書院 9784872948806 和書

東京北東地域の中世的空間(岩田選書 . 地域の中世 ; 16) 岩田書院 9784866029399 和書

日本古代の儀礼と典籍 青史出版 9784921145002 和書

鎌倉期官人陰陽師の研究 吉川弘文館 9784642028936 和書

古代地方制度形成過程の研究 吉川弘文館 9784642024785 和書

中世律宗と死の文化 吉川弘文館 9784642028929 和書

相模武士 : 全系譜とその史蹟 . 第１巻 : 鎌倉党 戎光祥出版 9784864030120 和書

相模武士 : 全系譜とその史蹟 . 第２巻 : 三浦党 戎光祥出版 9784864030137 和書

相模武士 : 全系譜とその史蹟 . 第３巻 : 中村党・波多野党 戎光祥出版 9784864030144 和書

相模武士 : 全系譜とその史蹟 . 第４巻 : 海老名党・横山党・曽我氏・山内首藤氏・毛利氏 戎光祥出版 9784864030151 和書

日本中世仏教と東アジア世界 塙書房 9784827312492 和書

書名 出版者 ISBN 授業関連 和洋

ロシア語能力検定試験合格への手引き : ３級・４級対策問題集 南雲堂フェニックス 9784888963541 ○ 和書

ロシア語能力検定試験によく出る基本単語 : 例文つき 南雲堂フェニックス 9784888964296 ○ 和書

マネ(芸術論叢書) 月曜社 9784865030334 ○ 和書

Literature and language learning in the EFL classroom Palgrave Macmillan 9781137443656 ○ 洋書

The great Gatsby in the classroom : searching for the American dream(The NCTE high school 

literature series)

National Council of Teachers of 

English
9780814150986 ○ 洋書

Nicolai de Cusa Cribratio alkorani(Nicolai de Cusa opera omnia / iussu et auctoritate Academiae 

Litterarum Heidelbergensis, ad codicum fidem edita ; 8)
In Aedibus Felicis Meiner 9783787306411 ○ 洋書

Sichtung des Korans / Nikolaus von Kues ; auf der Grundlage des Textes der kritischen Ausgabe 

neu übersetzt und mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Ludwig Hagemann und 

Reinhold Glei  (Philosophische Bibliothek ; Bd. 420a-420c . { Schriften des Nikolaus von Kues in 

deutscher Übersetzung / im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ; 

herausgegeben von Ernst Hoffmann, Paul Wilpert und Karl Bormann } ; Heft 20a-20c)

F. Meiner 9783787309382 ○ 洋書

British propaganda during the First World War, 1914-18 Macmillan 9780333292754 洋書

Posters of the First World War Imperial War Museum 9781904897873 洋書

The lesbian and gay movement and the state : comparative insights into a transformed Ashgate 9781409410669 洋書

サイモン・バーチ　(Hollywood Pictures home video) ポニーキャニオン ○ 視聴覚

十誡　(世界クラシック名画100撰集) アイヴィーシー ○ 視聴覚

ファンタジア　 (Disney DVD.) ポニーキャニオン ○ 視聴覚

全学共通カリキュラム

図書

資料の閲覧方法

以下の方法で「書名」または「ISBN」を検索してご利用ください。

リストの「書名」または「ISBN」を、「OPAC」に入力して検索してください。

基本的に貸し出し用資料を一般書架に一冊配架しています。

※授業に関連している場合は、さらにもう一冊、授業用テキストコーナーに禁帯出として配架されている場合があります。

E-BOOK

① 「READ 統合検索」から検索

立教大学図書館所蔵の図書・雑誌、アクセス可能なオンライン資料を横断検索できます。

② 「eResources A-Z」から検索

立教大学図書館が契約・購入している電子ジャーナル、E-BOOKが検索できます。

③ 各プラットフォームから検索

リストの書名の下、【 】内のプラットフォームからも検索できます。

※図書館ウェブサイト >> オンラインデータベース >> 目的別

>> オンラインジャーナル・eBookを探したい >> 各プラットフォーム
▲図書館ウェブサイト・トップ

① ※タブをOPACから切り替え

②

③

学生希望図書制度

ご存知ですか？

学習・研究支援の一環として、学生からの図書購入希望を図書館が受け付ける制度です。

※以下の資料は、購入希望に応じられません。

・定期購読が原則となるような雑誌、継続出版物

・オンライン資料

・実務書、趣味の本、受験や資格取得のための資料

申し込み方法などの詳細は図書館ウェブサイトからご覧ください。
トップページ >> 学修支援 - 学生の皆さんへ- >> 学生希望図書

http://library.rikkyo.ac.jp/learning/kibou/
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