
越智 政治学
2018年度

資料ID 書誌情報 請求番号 配架場所
10056407 新しい黄金律(ゴールデンルール) : 「善き社会」を実現するためのコ

ミュニタリアン宣言 / アミタイ・エチオーニ著. -- 麗澤大学出版会,

2001.4.

154/E79 一般図書

10018258 職業としての学問 / マックス・ウェーバー著 ; 尾高邦雄訳. -- 改訳. -- 岩

波書店, 1980.11. -- (岩波文庫).

002/W51 新書・文庫

コーナー

10024469 社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」 / マックス・ヴェー

バー著 ; 富永祐治, 立野保男訳 ; 折原浩補訳. -- 岩波書店, 1998.8. -- (岩

波文庫 ; 白(34)-209-2).

310.6/W51 新書・文庫

コーナー

10028303 現代政治学小辞典 = The compact dictionary of political science / 阿部齊,

内田満, 高柳先男編. -- 新版. -- 有斐閣, 1999.6.

310/A12 参考図書

10078733 プルーラリズム / ウィリアム・E. コノリー [著] ; 杉田敦 [ほか] 訳. -- 岩

波書店, 2008.10.

311.1/C86 一般図書

10086170 政治的に考える : マイケル・ウォルツァー論集 / マイケル・ウォル

ツァー著 ; デイヴィッド・ミラー編 ; 萩原能久, 齋藤純一監訳. -- 風行社,

2012.4.

311.1/W37 一般図書

10005855 政治学史 / 福田歓一著. -- 東京大学出版会, 1985.1. 311.2/F74 一般図書

10007702 現代政治の思想と行動 / 丸山眞男著. -- 増補版. -- 未來社, 1964.5. 311.2/MA59 一般図書

10008190 政治思想史の基礎知識 : 西欧政治思想の源流を探る / 有賀弘 [ほか] 編. --

有斐閣, 1977.5. -- (有斐閣ブックス).

311.23/A79 一般図書

10079085 ストロング・デモクラシー : 新時代のための参加政治 / ベンジャミン・

R. バーバー著 ; 竹井隆人訳. -- 日本経済評論社, 2009.7.

311.7/B21 一般図書

10025642 政治 : 個人と統合 / 有賀弘, 阿部斉, 斎藤眞著. -- 第2版. -- 東京大学出版

会, 1994.4. -- (UP選書 ; 4).

311/A79 一般図書

10027052 現代政治分析 / R.A. ダール著 ; 高畠通敏訳. -- 岩波書店, 1999.3. -- (岩波

テキストブックス).

311/D13 一般図書

10085631 民主主義の革命 : ヘゲモニーとポスト・マルクス主義 / エルネスト・ラ

クラウ, シャンタル・ムフ著 ; 西永亮, 千葉眞訳. -- 筑摩書房, 2012.11. --

(ちくま学芸文庫 ; [ム6-1]).

311/L12 新書・文庫

コーナー

10054836 境界線の政治学 / 杉田敦著. -- 岩波書店, 2005.2. 311/Su46 一般図書

10002494 政治学への道案内 / 高畠通敏著. -- 増補・新版. -- 三一書房, 1984.8. 311/TA28 一般図書

10020552 政治の発見 : 市民の政治理論序説 / 高畠通敏著. -- 岩波書店, 1997.6. --

(同時代ライブラリー ; 308).

311/TA28 一般図書

10008191 現代政治学の基礎知識 : 基本概念・理論の整理と検証 / 内田満 [ほか] 編

; : 新装版. -- 有斐閣, 1978.1. -- (有斐閣ブックス).

311/U14 一般図書

10037123 政治学批判 / シェルドン・S・ウォリン [著] ; 千葉眞[ほか]編訳. -- みす

ず書房, 1988.10.

311/W84 一般図書

10051814 戦後政治史 / 石川真澄著. -- 新版. -- 岩波書店, 2004.8. -- (岩波新書 ; 新

赤版 904).

312.1/I76 新書・文庫

コーナー

10079045 政治的平等とは何か / R・A・ダール著 ; 飯田文雄, 辻康夫, 早川誠訳. --

法政大学出版局, 2009.5. -- (サピエンティア ; 08).

316.1/D13 一般図書



10020611 社会学的想像力 / ミルズ著 ; 鈴木広訳 ; : 新装版. -- 紀伊國屋書店,

1995.4.

361.253/MI27 一般図書

10018308 支配の諸類型 / マックス・ウェーバー[著] ; 世良晃志郎訳. -- 創文社,

1970.9. -- (経済と社会 / マックス・ウェーバー [著] ; 第1部 第3章-第4

章).

361/W51 一般図書

10018694 職業としての政治 / マックス・ヴェーバー著 ; 脇圭平訳. -- 岩波書店,

1980.3. -- (岩波文庫 ; 白(34)-209-7, 34-209-7).

310.4/W51 新書・文庫

コーナー

10031378 マルチカルチュラリズム / チャールズ・テイラー [ほか] 著 ; エイミー・

ガットマン編 ; 佐々木毅, 辻康夫, 向山恭一訳. -- 岩波書店, 1996.10.

361.61/TA98 一般図書

10045424 現代市民政治論 / 高畠通敏編. -- 世織書房, 2003.2. 311/Ta28 一般図書


