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4F新書版

201//TA88//0309

4F開架新体系

301//MI77//4775

鈴木洋
太郎

マネジメントの経済学 : グローカル・ビジネスと経済社会 / 鈴木洋太郎著. -- ミネル 4F開架新体系
ヴァ書房, 2003.11. -- (Minerva text library ; 32).

331//SU96//5747

藤井輝
明

不平等の経済分析 / 高山憲之著. -- 東洋経済新報社, 1980.4.

N331.6//T2//1A

本多哲
夫

現代史を学ぶ / 溪内謙著. -- 岩波書店, 1995.6. -- (岩波新書 ; 新赤版 394).

請求記号

公共政策のすすめ : 現代的公共性とは何か / 宮本憲一著. -- 有斐閣, 1998.6.

4F開架N

片岡尹

アジア経済を学ぶ人のために / 本多健吉,坂田幹男編. -- 世界思想社, 1996.11. 4F開架新体系

332.2//H84//3652

片岡尹

東アジアの奇跡 : 経済成長と政府の役割 / 世界銀行著 ; 白鳥正喜監訳 ; 海外経 4F開架新体系
済協力基金開発問題研究会訳. -- 東洋経済新報社, 1994.6.

332.2//W88//7172

片岡尹

アジア経済の真実 : 奇蹟、危機、制度の進化 / 吉冨勝著. -- 東洋経済新報社,
2003.9.

4F開架新体系

332.2//Y92//2663

片岡尹

開発のレギュラシオン : 負の奇跡・クリオージョ資本主義 / 佐野誠著. -- 新潟大学
経済学部, 1998.3. -- (新潟大学経済学研究叢書 ; 第1冊).

７F新体系

332.65//SA66//5037

鈴木洋
太郎

立地論入門 / 松原宏編著. -- 古今書院, 2002.4.

4F開架新体系

332.9//MA73//1481

片岡尹

開発経済学 : 諸国民の貧困と富 / 速水佑次郎著. -- 新版. -- 創文社, 2000.8. - 4F開架新体系
- (現代経済学選書 / 熊谷尚夫監修 ; 11).

333.8//H47//5281

下﨑千
代子

CSR : 企業と社会を考える / 谷本寛治著. -- NTT出版, 2006.6. -- (NTT出版ライ
ブラリーレゾナント ; 025).

335.15//TA88//2164

向山敦
夫

企業の社会的責任「CSR」の徹底研究 : 利益の追求と美徳のバランス--その事例に 4F開架新体系
よる検証 / デービッド・ボーゲル著 ; 小松由紀子, 村上美智子, 田村勝省訳 -- 一
灯舎.

335.15//V86//9576

中瀬哲
史

失敗と再生の経営史 / 宇田川勝, 佐々木聡, 四宮正親編. -- 有斐閣, 2005.6.

335.21//U26//8477

鈴木洋
太郎

多国籍企業の立地論 / 鈴木洋太郎, 桜井靖久, 佐藤彰彦著. -- 原書房, 2005.11. 4F開架新体系

335.29//SU96//3967

本多哲
夫

中小企業・ベンチャー企業論 / 植田浩史 [ほか] 著. -- 有斐閣, 2006.3. -- (有斐 4F開架新体系
閣コンパクト).

335.35//U32//9289

西村弘

ビジネス・エッセンシャルズ / 大阪市立大学商学部編. -- 有斐閣, 2001.9-. シリー 4F開架新体系
ズ1〜７

335//O73//4171他

4F開架新体系

4F開架新体系

卜 志強 レレバンス・ロスト : 管理会計の盛衰 / H.T.ジョンソン, R.S.キャプラン著 ; 鳥居宏史 4F開架N
訳. -- 白桃書房, 1992.3.

N335.96//J1//2

下﨑千
代子

336.4//SA85//5500

テレワーク : 「未来型労働」の現実 / 佐藤彰男著. -- 岩波書店, 2008.5. -- (岩波 4F新書版
新書 ; 新赤版 1133).

卜 志強 コスト戦略と業績管理の統合システム / ロバート・S・キャプラン, ロビン・クーパー著 ; 4F開架新体系
桜井通晴訳. -- ダイヤモンド社, 1998.10.

336.8//KA61//9139

卜 志強 日本的管理会計の展開 : 「原価企画」への歴史的視座 / 岡野浩著. -- 第2版. -中央経済社, 2002.5.

4F開架新体系

336.84//O45//3769

卜 志強 原価企画研究の課題 / 日本会計研究学会著. -- 森山書店, 1996.9.

4F開架新体系

336.85//N71//4142

卜 志強 原価企画の理論と実践 / 田中雅康著. -- 中央経済社, 1995.7.

4F開架新体系

336.85//TA84//4575

向山敦
夫

社会環境会計論 : 社会と地球環境への会計アプローチ / 向山敦夫著. -- 白桃書 4F開架新体系
房, 2003.10.

336.9//MU27//5473

向山敦
夫

情報公開制度としての現代会計 / 山地秀俊著. -- 同文舘出版, 1994.8.

4F開架新体系

336.9//Y26//7793

青山和
司

現代金融論 / 川波洋一, 上川孝夫編. -- 有斐閣, 2004.12. -- (有斐閣ブックス ;
[437]).

4F開架新体系

338.01//KA96//3883
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青山和
司

現代金融と信用理論 / 信用理論研究学会編. -- 大月書店, 2006.1.

4F開架新体系

338.04//SH69//6075

青山和
司

日本の金融制度 / 鹿野嘉昭著. -- 第2版. -- 東洋経済新報社, 2006.8.

4F開架新体系

338.21//SH33//3910

片岡尹

サブプライム金融危機 : 21世紀型経済ショックの深層 / みずほ総合研究所編. -日本経済新聞出版社, 2007.12.

4F開架新体系

338.253//MI94//0389

青山和
司

アメリカの金融制度 : 比較社会文化による問題接近をめざして / 高木仁著. -- 改訂 4F開架新体系
版. -- 東洋経済新報社, 2006.6.

338.253//TA29//2056

清田 匡

バーゼルIIと銀行監督 : 新しい自己資本比率規制 / 佐藤隆文編著. -- 東洋経済 4F開架新体系
新報社, 2007.4.

338.3//SA85//2165

清田 匡 銀行員のための統合リスク管理入門 / 統合リスク管理研究会著 -- 金融財政事情研 4F開架新体系
究会.

338.5//TO23//9771

清田 匡

4F開架新体系

338.3//SH83//9213

青山和
司

新しい日本銀行 : その機能と業務 / 日本銀行金融研究所編. -- 増補版. -- 有斐 4F開架新体系
閣, 2004.10.

338.41//N71//2292

下﨑千
代子

カーライル : 世界最大級プライベート・エクイティ投資会社の日本戦略 / 鈴木貴博
著. -- ダイヤモンド社, 2008

338.8//SU96//9772

片岡尹

金融グローバル化の危機 : 国際金融規制の経済学 / J.L.イートウェル, L.J.テイラー 4F開架新体系
著 ; 岩本武和, 伊豆久訳. -- 岩波書店, 2001.12.

338.9//E11//9863

片岡尹

世界経済と開発金融 / 神沢正典著. -- ミネルヴァ書房, 1995.1. -- (阪南大学叢書 4F開架新体系
; 44).

338.9//KA59//9473

片岡尹

グローバリゼーションと国際通貨 / 紺井博則, 上川孝夫編. -- 日本経済評論社,
2003.12.

4F開架新体系

338.9//KO75//4338

片岡尹

ユーロ・ビジネス入門 / 日本興業銀行国際金融調査部編. -- 東洋経済新報社,
1986.7.

4F開架N

N338.9//N1//2

片岡尹

金融グローバリゼーションの理論 / 信用理論研究学会編. -- 大月書店, 2006.2.

4F開架新体系

338.9//SH69//7401

片岡尹

現代国際金融 / 田中素香, 岩田健治編. -- 有斐閣, 2008.2. -- (新・国際金融テキ 4F開架新体系
スト ; 3).

338.9//TA84//1523

片岡尹

ドル本位制の通貨危機 : 国際資金ポンプとしての米国 / 片岡尹著. -- 勁草書房,
2001.4.

4F開架新体系

338.97//KA83//2397

片岡尹

ユーロと国際通貨システム / 田中素香, 藤田誠一編著. -- 蒼天社出版, 2003.5.

4F開架新体系

338.97//TA84//9026

片岡尹

国際通貨と国際資金循環 / 山本栄治著 ; 西村閑也編集. -- 日本経済評論社,
2002.4.

4F開架新体系

338.97//Y31//3255

青山和
司

金融 / 大阪市立大学商学部編. -- 有斐閣, 2002.3. -- (ビジネス・エッセンシャルズ 4F開架新体系
/ 大阪市立大学商学部編 ; 4).

338//O73//2016

藤井輝
明

統計学辞典 / 竹内啓編集委員代表. -- 東洋経済新報社, 1989.12.

N350.3//T2//2

藤井輝
明

361.85//N71//7545

下﨑千
代子

4F開架新体系
ワーキングプア : 日本を蝕 (むしば) む病 = Working poor : the sickness
undermining Japan / NHKスペシャル「ワーキングプア」取材班編. -- ポプラ社,
2007 6
ワークライフバランス社会へ : 個人が主役の働き方 / 大沢真知子著. -- 岩波書店, 4F開架新体系
2006.3.

藤井輝
明

偽装請負 : 格差社会の労働現場 / 朝日新聞特別報道チーム著. -- 朝日新聞社,
2007.5. -- (朝日新書 ; 043).

366.21//A82//3461

下﨑千
代子

少子化時代の多様で柔軟な働き方の創出 : ワークライフバランス実現のテレワーク 4F開架新体系
/ 下崎千代子, 小島敏宏編著. -- 学文社, 2007.9.

366.3//SH55//7333

藤井輝
明

日本の貧困研究 / 橘木俊詔, 浦川邦夫著. -- 東京大学出版会, 2006.9.

4F開架新体系

368.2//TA13//5246

畑 明郎 公害被害放置の社会学 : イタイイタイ病・カドミウム問題の歴史と現在 / 飯島伸子,
渡辺伸一, 藤川賢著. -- 東信堂, 2007.12

3F開架新体系

493.152//I29//1090

現代の金融政策 : 理論と実際 / 白川方明著. -- 日本経済新聞出版社, 2008.3.
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畑 明郎 地域と環境政策 : 環境再生と「持続可能な社会」をめざして / 礒野弥生, 除本理史 3F開架新体系
編著. -- 勁草書房, 2006.11. -- (勁草テキスト・セレクション).

519.1//I85//7730

畑 明郎 環境経済学 / 宮本憲一著. -- 新版. -- 岩波書店, 2007.11.

3F開架新体系

519.1//MI77//9954

畑 明郎 公害湮滅の構造と環境問題 / 畑明郎, 上園昌武編. -- 世界思想社, 2007.4. -(Sekaishiso seminar).

3F開架新体系

519.21//H41//2025

畑 明郎 西淀川公害を語る : 公害と闘い環境再生をめざして / 西淀川公害患者と家族の会 3F開架新体系
編. -- 本の泉社, 2008.3.

519.3//N87//2681

畑 明郎 環境被害の責任と費用負担 / 除本理史著. -- 有斐閣, 2007.12.

519//Y74//6863

3F開架新体系

中瀬哲
史

松下電器の経営改革 / 伊丹敬之 [ほか] 編著. -- 有斐閣, 2007.12. -- (一橋大学 3F開架新体系
日本企業研究センター研究叢書 ; 2).

540.67//I88//0436

中瀬哲
史

三洋電機井植敏の告白 / 大西康之著 -- 日経BP社 -- (日経ビジネス).

3F開架新体系

540.67//O66//9768

中瀬哲
史

日本電気事業経営史 : 9電力体制の時代 / 中瀬哲史著. -- 日本経済評論社,
2005.2.

3F開架新体系

540.921//N42//6283

富澤修
身

ファッション産業論 : 衣服ファッションの消費文化と産業システム / 富澤修身著. -- 3F開架新体系
創風社, 2003.10.

589.2//TO59//4913

田村 晃 日本の流通100年 / 石原武政, 矢作敏行編. -- 有斐閣, 2004.12.
二

4F開架新体系

672.1//I74//3885

田村 晃 流通原理 / 田村正紀著. -- 千倉書房, 2001.10.
二

4F開架新体系

675.4//TA84//3461

田村 晃 ゼミナールマーケティング入門 / 石井淳蔵 [ほか] 著. -- 日本経済新聞社,
二
2004.10.

4F開架新体系

675//I75//1561

西村弘

新時代の物流経済を考える / 柴田悦子 [ほか] 共著. -- 成山堂書店, 2008.4.

4F開架新体系

680//SH18//4798

西村弘

交通論を学ぶ : 交通権を保障する交通政策の実現を / 土居靖範[ほか]共著. -- 法 4F開架新体系
律文化社, 2006.3.

680//SH18//7651

西村弘

現代の交通システム : 市場と政策 / ティム・パウエル著. -- NTT出版, 2007.12. -- 4F開架新体系
(道路経済研究所研究双書 ; 4).

681.1//P87//0481

西村弘

コンテナ物語 : 世界を変えたのは「箱」の発明だった / マルク・レビンソン著 ; 村井
章子訳. -- 日経BP社.2007

4F開架新体系

681.6//L57//6410

西村弘

日本物流業のグローバル競争 / 宮下國生著. -- 千倉書房, 2002.4.

4F開架新体系

681.6//MI83//3237

西村弘

都市交通ネットワークの経済分析 / 竹内健蔵著. -- 有斐閣, 2006.10.

4F開架新体系

681.8//TA67//4655

西村弘

脱クルマ社会の交通政策 : 移動の自由から交通の自由へ / 西村弘著. -- ミネル
ヴァ書房, 2007.4. -- (MINERVA現代経済学叢書 ; 90).

4F開架新体系

681//N84//1518

西村弘

地域交通政策の新展開 : バス輸送をめぐる公・共・民のパートナーシップ / 高橋愛 4F開架新体系
典著. -- 白桃書房, 2006.3.

685.5//TA33//0339

西村弘

米国航空政策の研究 : 規制政策と規制緩和の展開 / 塩見英治著. -- 文眞堂,
2006.4.

687.1//SH74//9623

4F開架新体系

卜 志強 レレバンス・ロスト : 管理会計の盛衰 / H.T.ジョンソン, R.S.キャプラン著 ; 鳥居宏史 4F開架N
訳. -- 白桃書房, 1992.3.

N335.96//J1//2

片岡尹

ユーロ・ビジネス入門 / 日本興業銀行国際金融調査部編. -- 東洋経済新報社,
1986.7.

4F開架N

N338.9//N1//2

藤井輝
明

統計学辞典 / 竹内啓編集委員代表. -- 東洋経済新報社, 1989.12.

4F開架N

N350.3//T2//2

西村弘

中野宏幸『地域交通戦略のフロンティア』運輸政策研究機構、2008年
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脇村孝平 日本史／フロイス著（松田毅一・川崎桃太訳）．中央公論社、1977-1980（全12巻）．

配置場所

請求記号

B3経済学部

210.49//F(C2)他

脇村孝平 遠い崖 : アーネスト・サトウ日記抄 / 萩原延壽著. -- 朝日新聞社, 1998-.（全14巻）． 3F開架新体系 210.58//H14//8530他

大島真理 幕末・維新 / 井上勝生著. -- 岩波書店, 2006.11. -- (岩波新書 ; 新赤版 1042 . シ 4F新書版
夫
リーズ日本近現代史 ; 1).

210.58//I57//7527

長尾謙吉 空間の経済地理 / 杉浦芳夫編. -- 朝倉書店, 2004.6. -- (シリーズ人文地理学 / 杉 7F
浦芳夫 [ほか] 編集 ; 6).

290.1//SE83//0743

脇村孝平 江戸参府旅行日記 / ケンペル著 ; 斎藤信訳. -- 平凡社, 1977.2. -- (東洋文庫 ;
303).

3F開架新体系 291.09//KA41//2158

脇村孝平 東方見聞録／マルコ・ポーロ著（愛宕松男訳）．平凡社、1970.3-1971-3（全２巻）．

3F開架新体系 292.09//MA51//2168

脇村孝平 ムガル帝国誌／ベルニエ著（関美奈子訳）．岩波書店、2002.11-2001.12（全２巻）．

4F文庫版

脇村孝平 大旅行記／イブン・バトゥータ著・イブン・ジュザイイ編（家島彦一訳）．平凡社、
1996.6-2002.9（全８巻）．

3F開架新体系 292.7//I11//3881他

292.5//B38//7197

田畑理一 現代中央アジア論 : 変貌する政治・経済の深層 / 岩崎一郎, 宇山智彦, 小松久男編 4F開架新体系 302.296//I96//0074
著. -- 日本評論社, 2004.8.
田畑理一 ロシア・東欧経済 : 市場経済移行の到達点 / 西村可明編 -- 日本国際問題研究
所, 2004.10 -- (ロシア研究 = Russian studies / ロシア研究センター幹事会編集 ;
36).

4F開架新体系 302.38//N84//9781

中島義裕 人工市場で学ぶマーケットメカニズム / 塩沢由典ほか著. -- U-Mart経済学編. -共立出版, 2006.6. -- (知的エージェントで見る社会 ; 3).

4F開架新体系 308//C49//1460

中村 健 人間の条件 / ハンナ・アレント著 ; 志水速雄訳. -- 筑摩書房, 1994.10. -- (ちくま学 4F文庫版
吾
芸文庫).

311//A68//3182

中村 健 シティズンシップの政治学 : 国民・国家主義批判 / 岡野八代著. -- 白澤社. -- (フェ 4F開架新体系 316.1//O45//5042
吾
ミニズム的転回叢書).
田畑理一 コーカサス国際関係の十字路 / 廣瀬陽子著. -- 集英社, 2008.7. -- (集英社新書 ; 4F新書
0452A).

319.297//H72//8588

熊倉 正
修

入門・国際政治経済の分析 : ゲーム理論で解くグローバル世界 / 石黒馨著. -- 勁
草書房, 2007.4.

4F開架新体系 319//I73//2729

惣宇利
紀男

なぜ日本は「成功」したか? / 森嶋通夫著. -- 岩波書店, 2004.11. -- (森嶋通夫著 4F開架新体系 330.8//MO64//0881
作集 / 森嶋通夫著 ; 13).

惣宇利
紀男

なぜ日本は行き詰ったか / 森嶋通夫著 ; 村田安雄, 森嶋瑤子訳. -- 岩波書店,
2005.4. -- (森嶋通夫著作集 / 森嶋通夫著 ; 14).

4F開架新体系 330.8//MO64//6831

海老塚明 コンヴァンシオン理論の射程 : 政治経済学の復権 / フィリップ・バティフリエ編 ; 海老 4F開架新体系 331//B27//8399
塚明, 須田文明監訳. -- 昭和堂, 2006.11.
中嶋哲也 マクロ経済学 / 岩田規久男著. -- 第2版. -- 新世社. -- (基礎コース . 経済学 ; 2). 4F開架新体系 331//I97//1034

海老塚明 入門社会経済学 : 資本主義を理解する : An introduction to political economy / 宇 4F開架新体系 331//U75//5524
仁宏幸 [ほか] 著. -- ナカニシヤ出版, 2004.6.
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中村 英 Economic growth / David N. Weil. -- Person Addison-Wesley, c2005. -樹
(Addison-Wesley series in economics).

配置場所

4F開架新体系 331//W55//6467

海老塚明 資本論 / カール・マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳. -- 1(第1巻第1分冊) - 13(第 4F開架N
3巻第6分冊). -- 新日本出版社, 1982-1989.
海老塚明 資本主義のレギュラシオン理論 : 政治経済学の革新 / ミシェル・アグリエッタ著 ; 若
森章孝 [ほか] 訳. -- 増補新版. -- 大村書店, 2000.3.

請求記号

N331.34//M7//7-…
(Vol.1他）

4F開架新体系 332.06//A19//9990

中村 健 自由と経済開発 / アマルティア・セン著 ; 石塚雅彦訳. -- 2刷. -- 日本経済新聞社, 4F開架新体系 332.06//SE56//2619
吾
2002.4.
海老塚明 社会経済システムの制度分析 : マルクスとケインズを超えて / 植村博恭, 磯谷明徳, 4F開架新体系 332.06//U42//7652
海老塚明著. -- 新版. -- 名古屋大学出版会, 2007.9.
惣宇利
紀男

日本の経済システム / 寺西重郎著. -- 岩波書店, 2003.1.

4F開架新体系 332.106//TE56//4432

中嶋哲也 暮らしに思いを馳せる経済学 : 景気と暮らしの両立を考える / 山家悠紀夫著. -- 新 4F開架新体系 332.107//Y49//9769
日本出版社, 2008.5.
田畑理一 石油・ガスとロシア経済 / 田畑伸一郎編著. -- 北海道大学出版会, 2008.6. -- (スラ 4F開架新体系 332.38//TA11//6458
ブ・ユーラシア叢書 ; 3).
田畑理一 経済グローバリゼーション下のロシア / 上垣彰著. -- 日本評論社, 2005.12.

4F開架新体系 332.38//U34//5584

長尾謙吉 経済・社会の地理学 : グローバルに、ローカルに、考えそして行動しよう / 水岡不二 4F開架新体系 332.9//MI96//6924
雄編. -- 有斐閣, 2002.12. -- (有斐閣アルマ ; Specialized).
長尾謙吉 都市経済論 / 杉浦章介著. -- 岩波書店, 2003.2. -- (岩波テキストブックス).

4F開架新体系 332.9//SU48//4736

長尾謙吉 グローバル・シフト : 変容する世界経済地図 / P.ディッケン著 ; 今尾雅博, 鹿嶋洋,
富樫幸一訳. -- 上, 下. -- 古今書院, 2001.

4F開架新体系 333.6//D72//5563（上）
333.6//D72//6208（下）

田畑理一 グローバリゼーションと体制移行の経済学 / 池本修一, 岩崎一郎, 杉浦史和編著. -- 4F開架新体系 333.6//I33//1923
文眞堂, 2008.4.
熊倉 正
修

闘う経済学 : 未来をつくる「公共政策論」入門 / 竹中平蔵著 -- 集英社インターナ
ショナル.

4F開架新体系 333//TA64//9575

熊倉 正
修

為替と株で考える経済学 / 三土修平著 -- 日本評論社, 2007.9.

4F開架新体系 338.952//MI63//9770

惣宇利
紀男

ゼミナール公共経済学入門 / 井堀利宏著. -- 日本経済新聞社, 2005.6.

4F開架新体系 341//I25//9130

惣宇利
紀男

公共部門の経済学 : 政府の失敗 / 惣宇利紀男著. -- 阿吽社, 2003.11.『公共部門 4F開架新体系 341//SO83//3298
の経済学』惣宇利紀男著、阿吽社、2008年（増刷）と同じ？？

惣宇利
紀男

公共経済学 / J. E. スティグリッツ著 ; 薮下史郎訳. -- マグロウヒル出版, 1989.91989.10.

7F

惣宇利
紀男

公共経済学 / 田中廣滋 [ほか] 著. -- 東洋経済新報社, 1998.6. -- (エッセンシャ
ル経済学シリーズ).

4F開架新体系 341//TA84//4960

341//ST6//2861

中村 健 承認をめぐる闘争 : 社会的コンフリクトの道徳的文法 / アクセル・ホネット [著] ; 山本 4F開架新体系 361.1//H85//3673
吾
啓, 直江清隆訳. -- 法政大学出版局, 2003.9. -- (叢書・ウニベルシタス ; 770).

2/3

『先生に聞こう。ご専門分野について教えてください。』
推薦図書リスト（経済学研究科編）
推薦教員

著者・書名・出版年・出版社等

学情センター2F企画展示
2008.10.1〜10.29

配置場所

請求記号

中村 健 シティズンシップと社会的階級 : 近現代を総括するマニフェスト / T・H・マーシャル, ト 4F開架新体系 361.8//MA52//1334
吾
ム・ボットモア著 ; 岩崎信彦, 中村健吾訳. -- 法律文化社, 1993.10.
中嶋哲也 格差社会 : 何が問題なのか / 橘木俊詔著. -- 岩波書店, 2006.9. -- (岩波新書 ;
新赤版 1033).

4F新書版

361.8//TA13//4290

福原宏幸 社会的排除/包摂と社会政策 / 福原宏幸編著. -- 法律文化社, 2007.12. -- (シリー 4F開架新体系 364.1//SE83//0250
ズ・新しい社会政策の課題と挑戦 ; 第1巻).
福原宏幸 ワークフェア : 排除から包摂へ? / 埋橋孝文編著. -- 法律文化社, 2007.11. -- (シ
リーズ・新しい社会政策の課題と挑戦 ; 第2巻).

4F開架新体系 364.1//SE83//8924

玉井金五 社会政策を学ぶ人のために / 玉井金五, 大森真紀編. -- 3訂. -- 世界思想社,
2007.9.

4F開架新体系 364.1//TA77//6649

玉井金五 少子高齢化と社会政策 / 玉井金五, 久本憲夫編. -- 法律文化社, 2008.7. -- (社会 4F開架新体系 364//TA77//6254
政策 ; 2).
玉井金五 ワーク・ライフ・バランスと社会政策 / 久本憲夫, 玉井金五編. -- 法律文化社,
2008.9. -- (社会政策 ; 1).

4F開架新体系 366.7//H76//0406

福原宏幸 グローバル化と社会的排除 : 貧困と社会問題への新しいアプローチ / アジット・S・バ 4F開架新体系 368.2//B39//7294
ラ, フレデリック・ラペール共著 ; 福原宏幸, 中村健吾監訳. -- 昭和堂, 2005.4.
玉井金五 大正・大阪・スラム : もうひとつの日本近代史 / 杉原薫, 玉井金五編. -- 増補版. -- 4F開架新体系 368.2//SU34//1903
新評論, 1996.9.
瀬戸口明 トランス・サイエンスの時代 : 科学技術と社会をつなぐ / 小林傳司著. -- NTT出版, 3F開架新体系 404//KO12//4804
久
2007.6. -- (NTT出版ライブラリーレゾナント ; 035).
瀬戸口明 日本の科学/技術はどこへいくのか / 中島秀人著. -- 岩波書店, 2006.1. -- (フォー 3F開架新体系 404//N34//5938
久
ラム共通知をひらく).
瀬戸口明 バイオポリティクス : 人体を管理するとはどういうことか / 米本昌平著. -- 中央公論
久
新社, 2006.6. -- (中公新書 ; 1852).

4F新書版

461//Y83//2195

瀬戸口明 科学技術の国際競争力 : アメリカと日本相剋の半世紀 / 中山茂著. -- 朝日新聞社, 3F開架新体系 502.1//N45//6508
久
2006.2. -- (朝日選書 ; 793).
瀬戸口明 自然保護を問いなおす : 環境倫理とネットワーク / 鬼頭秀一著. -- 筑摩書房,
久
1996.5. -- (ちくま新書 ; 068).
福原宏幸 武川正吾編著『シティズンシップとベーシックインカムの可能性』（新しい社会政策の
課題と挑戦 第３巻）、2008年、法律文化社
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519.8//KI77//1217

