
書名・Book title 著者・Author 配架場所・Location 請求記号・Call No.

1 貧困とはなにか : 概念・言説・ポリティクス
ルース・リスター著 ;

立木勝訳
本館2F学閲 ED11/046

2
検証日本の貧困と格差拡大 : 大丈夫?ニッポンのセーフ

ティネット
日本弁護士連合会編 本館2F学閲 ED11/029

3 肥満と飢餓 : 世界フード・ビジネスの不幸のシステム 
ラジ・パテル著 ; 佐久

間智子訳
本館2F学閲 DM171/0127

4 なぜ世界の半分が飢えるのか : 食糧危機の構造
スーザン・ジョージ

著 ; 小南祐一郎, 谷口
本館2F学閲 DM175/07

5 社会保障・社会福祉 福田素生著者代表 本館2F学閲 EG23/0324

6 保健福祉学 : 当事者主体のシステム科学の構築と実践
日本保健福祉学会編

集
本館2F学閲 EG211/0200

7 グローバルな地域連携の枠組みと経営 田中廣滋編著 本館書庫 DC21/0159 

8 持続可能な地域ガバナンスと公民協働 田中廣滋編著 本館書庫 EG283/0264 

9 ムスリム女性に救援は必要か
ライラ・アブー=ルゴ

ド著 ; 鳥山純子, 嶺崎
本館2F学閲 EF73/0322 

10 ジェンダーと暴力 : イギリスにおける社会学的研究

ジャルナ・ハマー, メ

アリー・メイナード

編 ; 堤かなめ監訳

本館2F学閲 EF73/0135 

11 水の未来 : グローバルリスクと日本 沖大幹著 
本館1F学閲新書岩波

新書
US1/0228/1597 

12 日本は世界一の「水資源・水技術」大国 柴田明夫 [著] 本館2F学閲 DC961/072 

13
Renewable energy : a primer for the twenty-first

century
Bruce Usher 本館2F学閲 DL231/3 

14 Renewable energy : power for a sustainable future
edited by Stephen

Peake
本館2F学閲 DL231/2



15
Contemporary work and the future of employment in

developed countries

 edited by Peter

Holland and Chris
本館書庫 EL33/52

16 The future of work and employment
edited by Adrian

Wilkinson, Michael
本館2F学閲 EL33/53 

17
The anatomy and evolution of industries :

technological change and industrial dynamics
Orietta Marsili 本館書庫 DA83/317  

18
Innovating with infrastructure : the automobile

industry in India
Sumila Gulyani 本館書庫 DL438/156 

19
Too few women at the top : the persistence of

inequality in Japan
Kumiko Nemoto 本館2F学閲 EL187/195 

20 世界の児童労働 : 実態と根絶のための取り組み
OECD編著 ; 豊田英子

訳
本館2F学閲 EL187/0161 

21

Collaborative regional development in Northeast Asia

: towards a sustainable regional and sub-regional

future

edited by Won Bae

Kim, Yue-man Yeung

and Sang-Chuel

Choe

本館書庫 DC144/70 

22
Regenerating London : governance, sustainability and

community in a global city

edited by Rob Imrie,

Loretta Lees and

Mike Raco

本館2F学閲 EC121/208  

23

Global environmental challenges of the twenty-first

century : resources, consumption, and sustainable

solutions

edited by David E.

Lorey
本館書庫 G84/20 

24 Environmental ethics  Clare Palmer 本館書庫 H51/447 

25 異常気象と人類の選択 江守正多著 本館2F学閲 ME181/0103 

26 Marine pollution Judith S. Weis
本館グローバル留学

情報_語学
NA189/2



27 Destroying the oceans Sarah Levete
本館グローバル

Readersオレンジ
KS61/77

28 土壌生態学入門 : 土壌動物の多様性と機能  金子信博著 本館2F学閲 RA411/044 

29 絶滅危機生物の世界地図

Richard Mackay [著]

; 武田正倫, 川田伸一

郎訳

本館2F学閲 RA144/011

30 私たちの平和をつくる : 環境・開発・人権・ジェンダー
高柳彰夫, ロニー・ア

レキサンダー編
本館2F学閲 A75/0155 

31
現地レポート世界LGBT事情 : 変わりつつある人権と文

化の地政学

フレデリック・マル

テル [著] ; 林はる芽訳
本館2F学閲 EF91/0164 

32 Sustainability Kent E. Portney
本館グローバル留学

情報_語学
DD31/46


