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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

361. 社会学 
現代社会論 ―社会学で探る私たちの生き方―（有斐
閣ストゥディア）  

本田 由紀 有斐閣 2015 

361. 社会学 国際社会学  宮島 喬 有斐閣 2015 

361.2 社会学 
社会という謎の系譜 （有斐閣アルマ . 社会学の歴
史 ; 1 Basic）  

奥村 隆 有斐閣 2014 

361.4 社会学 社会心理学 補訂版（New liberal arts selection）  池田 謙一 有斐閣 2019 

361.4 社会学 信頼の構造 ―こころと社会の進化ゲーム― 山岸 俊男 東京大学出版会 1998 

361.45 社会学 マス・メディア法政策史研究 内川 芳美 有斐閣 1989 

361.453 社会学 
メディア判例百選 第 2版（別冊ジュリスト no. 
241）  

長谷部 恭男 有斐閣 2018 

361.63 社会学 
日本の家族 1999-2009 ―全国家族調査「NFRJ」によ
る計量社会学― 

稲葉 昭英 東京大学出版会 2016 

361.63 社会学 家と共同性 （家族研究の最前線） 加藤 彰彦 日本経済評論社 2016 

361.63 社会学 
日本婚姻法論 ―民法における婚姻の自由とその社會
的基礎についての一研究― 

高梨 公之 有斐閣 1957 

361.65 社会学 政治変動期の圧力団体 辻中 豊 有斐閣 2016 

361.78 社会学 都市社会学・入門 （有斐閣アルマ Specialized）  松本 康 有斐閣 2014 

361.78 社会学 
都市と文明の比較社会学 ―環境・リスク・公共性―
（社会学シリーズ） 

藤田 弘夫 東京大学出版会 2003 

361.78 社会学 都市とモダニティの理論 吉原 直樹 東京大学出版会 2002 

361.78 社会学 生き延びる都市 ―新宿歌舞伎町の社会学― 武岡 暢 新曜社 2017 

361.9 社会学 
入門・社会調査法 ―2ステップで基礎から学ぶ―第 3
版 

轟 亮 法律文化社 2017 

361.9 社会学 
入門・社会統計学 ―2ステップで基礎から「Rで」学
ぶ― 

杉野 勇 法律文化社 2017 

361.9 社会学 
質的社会調査の方法 ―他者の合理性の理解社会学―
（有斐閣ストゥディア）  

岸 政彦 有斐閣 2016 

361.9 社会学 
質的社会調査の方法 ―他者の合理性の理解社会学―
【スマホ・読上】（有斐閣ストゥディア）  

岸 政彦 有斐閣 2016 

361.9 社会学 社会科学のためのデータ分析入門 上巻 今井 耕介 岩波書店 2018 

361.9 社会学 社会科学のためのデータ分析入門 下巻 今井 耕介 岩波書店 2018 

361.91 社会学 
人生の歩みを追跡する ―東大社研パネル調査でみる
現代日本社会― 

石田 浩 勁草書房 2020 

364. 社会保障 社会保障法 第 7版（有斐閣アルマ Specialized）  加藤 智章 有斐閣 2019 

364. 社会保障 
はじめての社会保障 ―福祉を学ぶ人へ―第 16版（有
斐閣アルマ Basic） 

椋野 美智子 有斐閣 2019 

364. 社会保障 社会保障法 第 2版  菊池 馨実 有斐閣 2018 

364. 社会保障 
社会保障判例百選 第 5版（別冊ジュリスト no. 
227）  

岩村 正彦 有斐閣 2016 

364. 社会保障 ソブリン危機と福祉国家財政 持田 信樹 東京大学出版会 2014 

364. 社会保障 社会保障の法的構造 荒木 誠之 有斐閣 1983 
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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

364. 社会保障 社会保障法の形成 菊池 勇夫 有斐閣 1970 

364. 社会保障 
社会法の基本問題 ―労働法・社会保障法・経済法の
体系― 

菊池 勇夫 有斐閣 1968 

364. 社会保障 社会保障法入門 第 3版  西村 健一郎 有斐閣 2017 

364.021 社会保障 
生活保障のガバナンス ―ジェンダーとお金の流れで
読み解く―  

大沢 真理 有斐閣 2013 

365. 
生活・消費者
問題 

消費者法判例百選 （別冊ジュリスト no. 200）  廣瀬 久和 有斐閣 2010 

366. 
労働経済、労
働問題 

労働経済学 ―理論と実証をつなぐ―  川口 大司 有斐閣 2017 

366.14 
労働経済、労
働問題 

解雇規制を問い直す ―金銭解決の制度設計― 大内 伸哉 有斐閣 2018 

366.14 
労働経済、労
働問題 

労働法 第 7版 水町 勇一郎 有斐閣 2018 

366.14 
労働経済、労
働問題 

労働法 第 3版  荒木 尚志 有斐閣 2016 

366.14 
労働経済、労
働問題 

ケースブック労働法 第 4版  荒木 尚志 有斐閣 2015 

366.18 
労働経済、労
働問題 

労働判例百選 第 9版（別冊ジュリスト no. 230(52
巻 4号)）  

村中 孝史 有斐閣 2016 

366.21 
労働経済、労
働問題 

雇用システム論  佐口 和郎 有斐閣 2018 

366.21 
労働経済、労
働問題 

日本の労働市場 ―経済学者の視点―  川口 大司 有斐閣 2017 

366.21 
労働経済、労
働問題 

就業機会と報酬格差の社会学 ―非正規雇用・社会階
層の日韓比較― 

有田 伸 東京大学出版会 2016 

366.21 
労働経済、労
働問題 

法と経済で読みとく雇用の世界 ―これからの雇用政
策を考える― 新版 

大内 伸哉 有斐閣 2014 

366.32 
労働経済、労
働問題 

労働時間の法的構造 荒木 尚志 有斐閣 1991 

366.4 
労働経済、労
働問題 

「同一労働同一賃金」のすべて  水町 勇一郎 有斐閣 2018 

366.4 
労働経済、労
働問題 

人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか 玄田 有史 
慶應義塾大学出
版会 

2017 

366.51 
労働経済、労
働問題 

有期雇用法制ベーシックス （ジュリストブックス） 荒木 尚志 有斐閣 2014 

366.51 
労働経済、労
働問題 

有期雇用法制ベーシックス 【スマホ・読上】
（Jurist books）  

荒木 尚志 有斐閣 2014 

367. 
家族問題、男
性・女性問
題、老人問題 

家族生活の尊重 牧野 英一 有斐閣 1954 

367.22 
家族問題、男
性・女性問
題、老人問題 

ジェンダーとセクシュアリティで見る東アジア 瀬地山 角 勁草書房 2017 

367.61 
家族問題、男
性・女性問
題、老人問題 

逃避型ネット依存の社会心理 大野 志郎 勁草書房 2020 

367.68 
家族問題、男
性・女性問
題、老人問題 

教育とキャリア （格差の連鎖と若者 1） 石田 浩 勁草書房 2017 

367.68 
家族問題、男
性・女性問
題、老人問題 

出会いと結婚 （格差の連鎖と若者 2） 佐藤 博樹 勁草書房 2019 

367.68 
家族問題、男
性・女性問
題、老人問題 

ライフデザインと希望 （格差の連鎖と若者 3） 佐藤 香 勁草書房 2017 

369.021 社会福祉 地域で担う生活支援 ―自治体の役割と連携― 

国立社会保
障・人口問
題研究所 

東京大学出版会 2018 

369.27 社会福祉 合理的配慮 ―対話を開く対話が拓く― 川島 聡 有斐閣 2016 

369.3 社会福祉 危機対応学 ―明日の災害に備えるために― 

東京大学社
会科学研究
所 

勁草書房 2018 
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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

369.31 社会福祉 
福島原発事故と複合リスク・ガバナンス （大震災に
学ぶ社会科学 第 3巻） 

城山 英明 東洋経済新報社 2015 

369.31 社会福祉 連帯経済とコミュニティ再生 （震災と市民 1） 似田貝 香門 東京大学出版会 2015 

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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