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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

301. 理論．方法論 越境する理論のゆくえ （ガバナンスを問い直す 1） 

東京大学社会
科学研究所 

東京大学出版会 2016 

301. 理論．方法論 
市場・社会の変容と改革政治 （ガバナンスを問い直
す 2） 

東京大学社会
科学研究所 

東京大学出版会 2016 

301. 理論．方法論 公共政策学の基礎 新版（有斐閣ブックス [106]）  秋吉 貴雄 有斐閣 2015 

302.22 
政治・経済・
社会・文化事
情 

勃興する「民」 （超大国・中国のゆくえ 5） 新保 敦子 東京大学出版会 2016 

307. 
研究法、指導
法、社会科学
教育 

Rによる実証分析 ―回帰分析から因果分析へ― 星野 匡郎 オーム社 2016 

309.1 社会思想 
自由主義は戦争を止められるのか ―芦田均・清沢
洌・石橋湛山―（歴史文化ライブラリー 426） 

上田 美和 吉川弘文館 2016 

311. 
政治学、政治
思想 

比較政治学の考え方 （有斐閣ストゥディア）  久保 慶一 有斐閣 2016 

311. 
政治学、政治
思想 

政治学の第一歩 （有斐閣ストゥディア） 砂原 庸介 有斐閣 2015 

311. 
政治学、政治
思想 

政治学の第一歩 【スマホ・読上】（有斐閣ストゥデ
ィア）  

砂原 庸介 有斐閣 2015 

311. 
政治学、政治
思想 

原因を推論する ―政治分析方法論のすゝめ = Causal 
inference and political analysis― 

久米 郁男 有斐閣 2013 

311. 
政治学、政治
思想 

原因を推論する ―政治分析方法論のすゝめ―【スマ
ホ・読上】  

久米 郁男 有斐閣 2013 

311. 
政治学、政治
思想 

統治の抗争史 ―フーコー講義 1978-79― 重田 園江 勁草書房 2018 

311.1 
政治学、政治
思想 

身体の使用 ―脱構成的可能態の理論のために― 

ジョルジョ・
アガンベン 

みすず書房 2016 

311.1 
政治学、政治
思想 

「正しい政策」がないならどうすべきか ―政策のた
めの哲学― 

ジョナサン・
ウルフ 

勁草書房 2016 

311.14 
政治学、政治
思想 

政治行動論 ―有権者は政治を変えられるのか―（有
斐閣ストゥディア）  

飯田 健 有斐閣 2015 

311.16 
政治学、政治
思想 

政治学の方法 （有斐閣アルマ Advanced）  加藤 淳子 有斐閣 2014 

312.1 政治史・事情 二つの政権交代 ―政策は変わったのか― 竹中 治堅 勁草書房 2017 

312.1 政治史・事情 日本政治史 ―外交と権力―増補版  北岡 伸一 有斐閣 2017 

312.1 政治史・事情 日本政治史 ―外交と権力―増補版 【スマホ・読上】  北岡 伸一 有斐閣 2017 

312.34 政治史・事情 ドイツの政治 平島 健司 東京大学出版会 2017 

312.35 政治史・事情 
戦後フランス政治の実験 ―第四共和制と「組織政
党」1944-1952年― 

中山 洋平 東京大学出版会 2002 

312.4 政治史・事情 
崩壊国家と国際安全保障 ―ソマリアにみる新たな国
家像の誕生― 

遠藤 貢 有斐閣 2015 

312.53 政治史・事情 現代アメリカ政治とメディア 前嶋 和弘 東洋経済新報社 2019 

312.53 政治史・事情 アメリカ政治入門 西山 隆行 東京大学出版会 2018 

312.53 政治史・事情 アメリカ政治史  久保 文明 有斐閣 2018 
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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

314.83 議会 現代日本の選挙政治 ―選挙制度改革を検証する― 谷口 将紀 東京大学出版会 2004 

316.1 
国家と個人・
宗教・民族 

個人情報保護法制 = Legal system of personal 
information protection 

宇賀 克也 有斐閣 2019 

316.1 
国家と個人・
宗教・民族 

国家の哲学 ―政治的責務から地球共和国へ― 瀧川 裕英 東京大学出版会 2017 

316.1 
国家と個人・
宗教・民族 

個人情報保護法の逐条解説 ―個人情報保護法・行政
機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法
―第 5版 

宇賀 克也 有斐閣 2016 

316.1 
国家と個人・
宗教・民族 

人権論の再構築 （講座人権論の再定位 5） 井上 達夫 法律文化社 2010 

316.1 
国家と個人・
宗教・民族 

児童の権利条約 ―逐条解説―改訂版 波多野 里望 有斐閣 2005 

316.1 
国家と個人・
宗教・民族 

現代における展開 （東京大學社會科學研究所研究叢
書 . 表現の自由 ; 2 第 60冊 ） 

奥平 康弘 有斐閣 1984 

316.1 
国家と個人・
宗教・民族 

政治的自由 （東京大學社會科學研究所研究叢書 . 表
現の自由 ; 3 第 62冊 ） 

奥平 康弘 有斐閣 1984 

316.1 
国家と個人・
宗教・民族 

理論と歴史 （東京大學社會科學研究所研究叢書 . 表
現の自由 ; 1 第 59冊 ） 

奥平 康弘 有斐閣 1983 

316.1 
国家と個人・
宗教・民族 

アメリカ人権宣言史論 （大阪市立大学法学叢書 30） 種谷 春洋 有斐閣 1971 

316.88 
国家と個人・
宗教・民族 

エルサレムのアイヒマン ―悪の陳腐さについての報
告―新版 

ハンナ・アー
レント 

みすず書房 2017 

317.1 行政 はじめての行政学 （有斐閣ストゥディア）  伊藤 正次 有斐閣 2016 

317.2 行政 行政組織法の諸問題 （行政法研究 第 5巻） 塩野 宏 有斐閣 1991 

317.6 行政 
新・情報公開法の逐条解説 ―行政機関情報公開法・
独立行政法人等情報公開法―第 8版 

宇賀 克也 有斐閣 2018 

317.6 行政 番号法の逐条解説 第 2版 宇賀 克也 有斐閣 2016 

317.6 行政 公共政策のための政策評価手法 伊多波 良雄 中央経済社 2009 

317.6 行政 
新・情報公開法の逐条解説 ―行政機関情報公開法・
独立行政法人等情報公開法―第 7版  

宇賀 克也 有斐閣 2016 

318. 
地方自治、地
方行政 

地方自治法の論点 （有斐閣新書） 小高 剛 有斐閣 1982 

318.1 
地方自治、地
方行政 

地方自治法概説 第 8版 宇賀 克也 有斐閣 2019 

318.1 
地方自治、地
方行政 

国と地方公共団体 （行政法研究 第 4巻） 塩野 宏 有斐閣 1990 

318.1 
地方自治、地
方行政 

地方自治法概説 第 7版  宇賀 克也 有斐閣 2017 

318.7 
地方自治、地
方行政 

都市法概説 第 3版 安本 典夫 法律文化社 2017 

318.7 
地方自治、地
方行政 

都市経済学 第 2版（プログレッシブ経済学シリー
ズ） 

金本 良嗣 東洋経済新報社 2016 

318.7 
地方自治、地
方行政 

都市の老い ―人口の高齢化と住宅の老朽化の交錯― 齊藤 誠 勁草書房 2018 

319.02 
外交、国際問
題 

国際政治史 ―主権国家体系のあゆみ―（有斐閣スト
ゥディア） 

小川 浩之 有斐閣 2018 

319.02 
外交、国際問
題 

冷戦史 

ロバート・マ
クマン 

勁草書房 2018 

319.02 
外交、国際問
題 

戦後国際関係史 ―二極化世界から混迷の時代へ― 

モーリス・ヴ
ァイス 

慶應義塾大学出
版会 

2018 

319.102 
外交、国際問
題 

戦後日韓関係史 （有斐閣アルマ Specialized）  李 鍾元 有斐閣 2017 

319.2 
外交、国際問
題 

核の脅威にどう対処すべきか ―北東アジアの非核化
と安全保障―（RECNA叢書 3） 

鈴木 達治郎 法律文化社 2018 

319.53 
外交、国際問
題 

戦後アメリカ外交史 第 3版（有斐閣アルマ 
Specialized）  

佐々木 卓也 有斐閣 2017 

319.8 
外交、国際問
題 

原爆ドーム ―物産陳列館から広島平和記念碑へ―
（歴史文化ライブラリー） 

頴原 澄子 吉川弘文館 2016 

このほかにも多数のタイトルを契約しています。 
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