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書名 編著者名等 発行所 出版年月

1　哲学・自然科学・宗教

16 生物学・医学
戦後らい法制の検証 和田謙一郎　 晃洋書房 2017.3

19 宗教　無神論
死してなお踊れ 栗原康　 河出書房新社 2017.1

2　歴史・地理

21 日本史
明治の革命  増補版 三浦進　 同時代社 2017.3

日中戦争開戦八〇年 「年報日本現代史」編
集委員会編

現代史料出版，
東出版（発売） 2017.6

22 アジア史・東洋史
アジアの思想史脈 山室信一　 人文書院 2017.4

28 伝記　人名辞典　双伝
アはアナキストのア 大澤正道　 三一書房 2017.3
評伝石牟礼道子 米本浩二　 新潮社 2017.3
北一輝 嘉戸一将 講談社 2017.2

3　社会科学

30 社会科学総記　社会思想
社会運動と若者 富永京子　 ナカニシヤ出版 2017.1

マルクスと 21 世紀社会 社会主義理論学会編，      
西川伸一 他著 本の泉社 2017.3

現代への反逆としての保守 中島岳志編 岩波書店 2017.6
31 政治・政治学

沖縄思想のラディックス 仲宗根勇，仲里効編 未來社 2017.2
資料で学ぶ日本政治外交史 武田知己 他著 　 法律文化社 2017.2

人間の安全保障の挑戦
アラン・ハンター著， 
佐藤裕太郎，
千葉ジェシカ訳

晃洋書房 2017.1

欧州各国に於ける国家革新運動 ヴェルナー・ハース著，　　
佐藤卓己解題 創元社 2017.4

ソ連と東アジアの国際政治　1919-1941 麻田雅文編 みすず書房 2017.2
32 法律学

新共謀罪の恐怖 平岡秀夫，海渡雄一 緑風出版 2017.5
34 経済学（2）

欧州周辺資本主義の多様性
ドロテー・ボーレ，
ベーラ・グレシュコヴィッ
チ著，堀林巧 他訳

ナカニシヤ出版 2017.2

グローバル・エコノミーの論点 馬田啓一，小野田欣也，   
西孝編著　 文眞堂 2017.3
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日本に暮らすロシア人女性の文化人類学 ゴロウィナ・クセーニヤ　明石書店 2017.2

貧困と闘う知
エステル・デュフロ著，　　
峯陽一，コザ・アリーン
訳

みすず書房 2017.2

35 経営学
協同組合の源流と未来 日本農業新聞編 岩波書店 2017.6

日本的雇用制度はどこへ向かうのか 八代充史　
中央経済社 , 中央
経済グループパブ
リッシング（発売）

2017.3

38 社会
アイデンティティ経済学と共稼ぎ夫婦の家事労働行動 安藤潤　 文眞堂 2017.3
社会調査における非標本誤差 吉村治正　 東信堂 2017.6

〈自立支援〉の社会保障を問う 桜井啓太　 法律文化社 2017.5
障害者への就労支援のあり方についての研究 中尾文香　 風間書房 2017.2
広島戦災児育成所と山下義信 新田光子編著 法藏館 2017.1
東日本大震災住田町の後方支援 多田欣一，木下繁喜　 はる書房 2017.2
相模原障害者殺傷事件 立岩真也，杉田俊介　 青土社 2017.3
生活困窮者支援で社会を変える 五石敬路 他編 法律文化社 2017.4
日本と韓国における多文化共生教育の新たな地平 孫美幸　 ナカニシヤ出版 2017.6
スチュアート・ホール 牛渡亮　 東信堂 2017.5

社会的排除とは何か デイヴィッド・バーン著， 
深井英喜，梶村泰久訳 こぶし書房 2010.7

Stories of care : a labour of law LJB Hayes Palgrave 2017
39 社会問題

われらの子ども ロバート・D. パットナム著，
柴内康文訳 創元社 2017.2

独りじゃダメなの
呉淑平著，南雲智監・訳，
宮入いずみ，鷲巣益美， 
土屋肇枝 他訳

論創社 2017.3

結婚差別の社会学 齋藤直子　 勁草書房 2017.3
水俣を伝えたジャーナリストたち 平野恵嗣　 岩波書店 2017.1
フクシマ 6 年後消されゆく被害 日野行介，尾松亮　 人文書院 2017.1
新貧乏物語 中日新聞社会部編　 明石書店 2017.6

女たちが立ち上がった 折井美耶子，女性の歴
史研究会編　 ドメス出版 2017.3

バッド・フェミニスト ロクサーヌ・ゲイ著，　　　
野中モモ訳 亜紀書房 2017.2

Empire of timber Erik Loomis Cambridge 
University Press 2017

4　労働

41 労働経済
Urban flow Jeffrey L.Kidder ILR Press 2011

44 労働条件
ストレスとともに働く 岩崎久志　 晃洋書房 2017.2

The Living Wage
Donald Hirsch， 
Laura Valadez-
Martinez

Agenda 
Publishing 2017

45 労働者生活　国民生活　労働者福祉
Changing trends in Japan's employment and leisure activities Fred R.Schumann Springer 2017

49 労働法　労働政策
雇用社会の危機と労働・社会保障の展望 矢野昌浩，脇田滋， 

木下秀雄編 日本評論社 2017.5

5　産業

50 産業一般
地方都市の覚醒 山路勝彦　 関西学院大学出版

会 2017.2


