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10083725 反ユダヤ主義 / ハナ・アーレント [著] ; 大久保和郎訳 ; : 新装版. -- みす

ず書房, 1981.7. -- (全体主義の起原 / ハナ・アーレント [著] ; 1).

311.8/A68/1 一般図書

10083726 帝国主義 / ハナ・アーレント [著] ; 大島通義, 大島かおり訳 ; : 新装版. --

みすず書房, 1981.7. -- (全体主義の起原 / ハナ・アーレント [著] ; 2).

311.8/A68/2 一般図書

10083727 全体主義 / ハナ・アーレント [著] ; 大久保和郎, 大島かおり訳 ; : 新装版.

-- みすず書房, 1981.7. -- (全体主義の起原 / ハナ・アーレント [著] ; 3).

311.8/A68/3 一般図書

10081877 一般意志2.0 : ルソー、フロイト、グーグル / 東浩紀著. -- 講談社,

2011.11.

007.3/A99 一般図書

10054574 ポストコロニアル理性批判 : 消え去りゆく現在の歴史のために / G.C. ス

ピヴァク著 ; 上村忠男, 本橋哲也訳. -- 月曜社, 2003.4.

104/Sp5 一般図書

10032903 文化としての他者 / ガヤトリ・C・スピヴァック著 ; 鈴木聡 [ほか] 訳. --

復刊版. -- 紀伊國屋書店, 2000.6.

104/Sp5 一般図書

10024453 日本思想という問題 : 翻訳と主体 / 酒井直樹著. -- 岩波書店, 1997.3. 121.04/SA29 一般図書

10083093 文化政治としての哲学 / リチャード・ローティ [著] ; 冨田恭彦, 戸田剛文

訳. -- 岩波書店, 2011.11.

133.9/R69 一般図書

10086126 フクシマの後で : 破局・技術・民主主義 / ジャン=リュック・ナンシー

著 ; 渡名喜庸哲訳. -- 以文社, 2012.11.

135.5/N48 一般図書

10078732 思考の潜勢力 : 論文と講演 / ジョルジョ・アガンベン著 ; 高桑和巳訳. --

月曜社, 2009.12.

137/A19 一般図書

10083092 忠誠心、このやっかいな美徳 / エリック・フェルテン著 ; 白川貴子訳. --

早川書房, 2011.11.

151/F18 一般図書

10036138 敗北を抱きしめて : 第二次大戦後の日本人 / ジョン・ダワー [著] ; 三浦

陽一, 高杉忠明訳 ; 上, 下. -- 岩波書店, 2001.3-2001.5.

210.76/D89/1 一般図書

10036139 敗北を抱きしめて : 第二次大戦後の日本人 / ジョン・ダワー [著] ; 三浦

陽一, 高杉忠明訳 ; 上, 下. -- 岩波書店, 2001.3-2001.5.

210.76/D89/2 一般図書

10039669 歴史としての戦後日本 / アンドルー・ゴードン編 ; 中村政則監訳 ; 上,

下. -- みすず書房, 2001.12.

210.76/G67/1 一般図書

10039670 歴史としての戦後日本 / アンドルー・ゴードン編 ; 中村政則監訳 ; 上,

下. -- みすず書房, 2001.12.

210.76/G67/2 一般図書

10078735 歴史と記憶の抗争 : 「戦後日本」の現在 / ハリー・ハルトゥーニアン

[著] ; カツヒコ・マリアノ・エンドウ編・監訳. -- みすず書房, 2010.4.

210.76/H33 一般図書

10050525 「民主」と「愛国」 : 戦後日本のナショナリズムと公共性 / 小熊英二著.

-- 新曜社, 2002.10.

210.76/O26 一般図書

10023585 オリエンタリズム / E.W. サイード著 ; 今沢紀子訳 ; 上, 下. -- 平凡社,

1993.6. -- (平凡社ライブラリー ; 11-12).

220/SA17/1 新書・文庫

コーナー

10023586 オリエンタリズム / E.W. サイード著 ; 今沢紀子訳 ; 上, 下. -- 平凡社,

1993.6. -- (平凡社ライブラリー ; 11-12).

220/SA17/2 新書・文庫

コーナー

10039624 アウシュヴィッツの残りのもの : アルシーヴと証人 / ジョルジョ・アガ

ンベン著 ; 上村忠男, 廣石正和訳. -- 月曜社, 2001.9.

234.074/A19 一般図書

10039866 デモクラシーの帝国 : アメリカ・戦争・現代世界 / 藤原帰一著. -- 岩波

書店, 2002.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 802).

253.073/F68 新書・文庫

コーナー

10037908 ニューヨーク / 亀井俊介著. -- 岩波書店, 2002.3. -- (岩波新書 ; 新赤版

775).

253.21/Ka34 新書・文庫

コーナー



10038163 死産される日本語・日本人 : 「日本」の歴史-地政的配置 / 酒井直樹著. -

- 新曜社, 1996.5.

302.1/Sa29 一般図書

10047832 九・一一とアメリカの知識人 / ナンシー・フレイザー, エリ・ザレツ

キー著 ; 仲正昌樹訳. -- 御茶の水書房, 2002.10.

302.53/F45 一般図書

10047762 アホでマヌケなアメリカ白人 / マイケル・ムーア著 ; 松田和也訳. -- 柏

書房, 2002.10.

302.53/Mo39 一般図書

10045945 金で買えるアメリカ民主主義 / グレッグ・パラスト著 ; 貝塚泉, 永峯涼

訳. -- 角川書店, 2003.4.

302.53/P17 一般図書

10014922 女性と戦争 / ジーン・ベスキー・エルシュテイン ; 小林史子, 廣川紀子

訳. -- 法政大学出版局, 1994.4. -- (叢書・ウニベルシタス ; 427).

304/E49 一般図書

10039488 ポストコロニアリズム / 姜尚中編. -- 作品社, 2001.11. -- (思想読本 ; 4). 304/Ky1 一般図書

10052619 ポストコロニアリズム / 本橋哲也著. -- 岩波書店, 2005.1. -- (岩波新書 ;

新赤版 928).

304/Mo83 新書・文庫

コーナー

10083091 ナショナリズムと想像力 / ガヤトリ・C・スピヴァク著 ; 鈴木英明訳. --

青土社, 2011.4.

304/Sp5 一般図書

10038053 ポスト植民地主義の思想 / G. C. スピヴァック著 ; S. ハレイシム編集 ;

清水和子, 崎谷若菜訳. -- 彩流社, 1992.12.

304/Sp5 一般図書

10039683 戦後日本の「市民社会」 / 杉山光信 [著]. -- みすず書房, 2001.6. 304/Su49 一般図書

10038051 アメリカの文化戦争 : たそがれゆく共通の夢 / トッド・ギトリン著 ; 疋

田三良, 向井俊二訳 ; 樋口映美解説. -- 彩流社, 2001.10.

309.025/G47 一般図書

10078730 自由主義 : 福祉国家への思想的転換 / L・T・ホブハウス [著] ; 社会的自

由主義研究会訳. -- 大月書店, 2010.5.

309.1/H81 一般図書

10078738 荒廃する世界のなかで : これからの「社会民主主義」を語ろう / ト

ニー・ジャット [著] ; 森本醇訳. -- みすず書房, 2010.10.

309.4/J89 一般図書

10038106 人権の彼方に : 政治哲学ノート / ジョルジョ・アガンベン [著] ; 高桑和

巳訳. -- 以文社, 2000.5.

310.4/A19 一般図書

10086125 権力の心的な生 : 主体化=服従化に関する諸理論 / ジュディス・バト

ラー著 ; 佐藤嘉幸, 清水知子訳. -- 月曜社, 2012.6. -- (暴力論叢書 ; 6).

311/B96 一般図書

10017604 オリエンタリズムの彼方へ : 近代文化批判 / 姜尚中著. -- 岩波書店,

1996.4.

311/Ky1 一般図書

10020825 ナショナリティの脱構築 / 酒井直樹, ブレット・ド・バリー, 伊豫谷登士

翁編. -- 柏書房, 1996.2. -- (パルマケイア叢書 ; 5).

311/SA29 一般図書

10037121 グローバルな市民社会に向かって / マイケル・ウォルツァー編 ; 石田淳

[ほか] 訳. -- 日本経済評論社, 2001.10.

311/W37 一般図書

10078731 王国と栄光 : オイコノミアと統治の神学的系譜学のために / ジョル

ジョ・アガンベン著 ; 高桑和巳訳. -- 青土社, 2010.3.

311.1/A19 一般図書

10047760 ホモ・サケル : 主権権力と剥き出しの生 / ジョルジョ・アガンベン著 ;

高桑和巳訳. -- 以文社, 2003.10.

311.1/A19 一般図書

10036326 アイデンティティ/差異 : 他者性の政治 / ウィリアム・E. コノリー著 ; 杉

田敦, 齋藤純一, 権左武志訳. -- 岩波書店, 1998.10.

311.1/C86 一般図書

10047761 中断された正義 : 「ポスト社会主義的」条件をめぐる批判的省察 / ナン

シー・フレイザー著 ; [ギ]ブソン松井佳子[ほか]訳. -- 御茶の水書房,

2003.11.

311.1/F45 一般図書



10079084 正義論 / ジョン・ロールズ著 ; 川本隆史, 福間聡, 神島裕子訳. -- 改訂版.

-- 紀伊國屋書店, 2010.11.

311.1/R18 一般図書

10076628 これからの「正義」の話をしよう : いまを生き延びるための哲学 / マイ

ケル・サンデル著 ; 鬼澤忍訳. -- 早川書房, 2010.5.

311.1/Sa62 一般図書

10062361 道徳の厚みと広がり : われわれはどこまで他者の声を聴き取ることがで

きるか / マイケル・ウォルツァー著 ; 芦川晋, 大川正彦訳. -- 風行社,

2004.9.

311.1/W37 一般図書

10050248 寛容について / マイケル・ウォルツァー [著] ; 大川正彦訳. -- みすず書

房, 2003.12.

311.1/W37 一般図書

10078737 公共性をめぐる政治思想 / 齋藤純一編著. -- おうふう, 2010.9. -- (おうふ

う政治ライブラリー).

311.2/Sa25 一般図書

10047757 アメリカニズム : 「普遍国家」のナショナリズム / 古矢旬著. -- 東京大

学出版会, 2002.5.

311.253/F95 一般図書

10031787 植民地の問題 / J-P・サルトル著 ; 多田道太郎 [ほか] 訳. -- 人文書院,

2000.2.

311.4/Sa69 一般図書

10039524 デモクラシーとは何か / R.A. ダール [著] ; 中村孝文訳. -- 岩波書店,

2001.5.

311.7/D13 一般図書

10062362 政治と情念 : より平等なリベラリズムへ / マイケル・ウォルツァー著 ;

齊藤純一, 谷沢正嗣, 和田泰一訳. -- 風行社, 2006.12.

311.7/W37 一般図書

10033214 市民権の哲学 : 民主主義における文化と政治 / エティエンヌ・バリバー

ル著 ; 松葉祥一訳. -- 青土社, 2000.10.

316.1/B16 一般図書

10083788 「デモ」とは何か : 変貌する直接民主主義 / 五野井郁夫著. -- NHK出版,

2012.4. -- (NHKブックス ; 1190).

316.4/G63 新書・文庫

コーナー

10037839 戦争とプロパガンダ / E.W.サイード [著] ; 中野真紀子, 早尾貴紀共訳. --

みすず書房, 2002.2.

316.4/Sa17 一般図書

10038145 アフリカ革命に向けて / [フランツ・ファノン著] ; 北山晴一訳. -- 新訳. --

みすず書房, 1984.9. -- (フランツ・ファノン著作集 / フランツ・ファノ

ン著 ; 4).

316.84/F14 一般図書

10037840 イェルサレムのアイヒマン : 悪の陳腐さについての報告 / ハンナ・アー

レント著 ; 大久保和郎訳. -- みすず書房, 1969.9.

316.88/A68 一般図書

10078839 ナショナリズムの超克 : グローバル時代の世界政治経済学 / ウルリッ

ヒ・ベック著 ; 島村賢一訳. -- NTT出版, 2008.9.

319/B31 一般図書

10047766 帝国 : グローバル化の世界秩序とマルチチュードの可能性 / アントニ

オ・ネグリ, マイケル・ハート著 ; 水嶋一憲 [ほか] 訳. -- 以文社, 2003.1.

319/N62 一般図書

10050249 イラク戦争と明日の世界 / ツヴェタン・トドロフ著 ; 大谷尚文訳. -- 法

政大学出版局, 2004.3.

319.3/To18 一般図書

10050931 予防戦争という論理 : アメリカはなぜテロとの戦いで苦戦するのか / ベ

ンジャミン・R・バーバー著 ; 鈴木主税, 浅岡政子訳. -- 阪急コミュニ

ケーションズ, 2004.4.

319.53/B21 一般図書

10050250 帝国以後 : アメリカ・システムの崩壊 / エマニュエル・トッド [著] ; 石

崎晴己訳. -- 藤原書店, 2003.4.

319.53/To17 一般図書

10050932 イラク : ユートピアへの葬送 / スラヴォイ・ジジェク[著] ; 松本潤一郎,

白井聡, 比嘉徹徳訳. -- 河出書房新社, 2004.5.

319.53/Z4 一般図書

10035550 戦争を記憶する : 広島・ホロコーストと現在 / 藤原帰一著. -- 講談社,

2001.2. -- (講談社現代新書 ; 1540).

319.8/F68 一般図書

10031864 近代世界システム : 農業資本主義と「ヨーロッパ世界経済」の成立 / I.

ウォーラーステイン著 ; 川北稔訳 ; 1, 2. -- 岩波書店, 1981.1-1981.10. --

(岩波現代選書 ; 63,64).

332.3/W36/1 一般図書



10031865 近代世界システム : 農業資本主義と「ヨーロッパ世界経済」の成立 / I.

ウォーラーステイン著 ; 川北稔訳 ; 1, 2. -- 岩波書店, 1981.1-1981.10. --

(岩波現代選書 ; 63,64).

332.3/W36/2 一般図書

10050930 グローバリゼーションと移民 / 伊豫谷登士翁著. -- 有信堂高文社,

2001.7.

334.4/I97 一般図書

10038147 永住市民(デニズン)と国民国家 : 定住外国人の政治参加 / トーマス・ハ

ンマー著 ; 近藤敦監訳. -- 明石書店, 1999.4.

334.43/H26 一般図書

10081864 アイデンティティと暴力 : 運命は幻想である / アマルティア・セン著 ;

東郷えりか訳. -- 勁草書房, 2011.7.

361.4/Se56 一般図書

10050987 さまよえる近代 : グローバル化の文化研究 / アルジュン・アパデュライ

著 ; 門田健一訳. -- 平凡社, 2004.6.

361.5/A59 一般図書

10038052 ディアスポラの知識人 / レイ・チョウ著 ; 本橋哲也訳. -- 青土社, 1998.4. 361.5/C57 一般図書

10050521 アメリカの反知性主義 / リチャード・ホーフスタッター [著] ; 田村哲夫

訳. -- みすず書房, 2003.12.

361.84/H81 一般図書

10038298 女性・ネイティヴ・他者 : ポストコロニアリズムとフェミニズム / トリ

ン.T.ミンハ著 ; 竹村和子訳. -- 岩波書店, 1995.8.

367.2/Tr5 一般図書

10081314 ケアの社会学 : 当事者主権の福祉社会へ / 上野千鶴子著. -- 太田出版,

2011.8.

369/U45 一般図書

10038105 トランスポジションの思想 : 文化人類学の再想像 / 太田好信著. -- 世界

思想社, 1998.5. -- (Sekaishiso seminar).

389/O81 一般図書

10079044 感性的なもののパルタージュ : 美学と政治 / ジャック・ランシエール

[著] ; 梶田裕訳. -- 法政大学出版局, 2009.12. -- (叢書・ウニベルシタス ;

931).

701.1/R14 一般図書

10078739 言葉と死 : 否定性の場所にかんするゼミナール / ジョルジョ・アガンベ

ン著 ; 上村忠男訳. -- 筑摩書房, 2009.11.

801.1/A19 一般図書

10050244 ある学問の死 : 惑星思考の比較文学へ / G.C.スピヴァク [著] ; 上村忠男,

鈴木聡訳. -- みすず書房, 2004.5.

901.9/Sp5 一般図書

10027665 文化と帝国主義 / エドワード・W・サイード [著] ; 大橋洋一訳 ; 1, 2. --

みすず書房, 1998.12-2001.7.

902.06/SA17/1 一般図書

10037841 文化と帝国主義 / エドワード・W・サイード [著] ; 大橋洋一訳 ; 1, 2. --

みすず書房, 1998.12-2001.7.

902.06/Sa17/2 一般図書

10038146 肉のない日 : あるパキスタンの物語 / サーラ・スレーリ [著] ; 大島かお

り訳. -- みすず書房, 1992.3.

934.7/Su55 一般図書

10054778 非対称化する世界 : 『「帝国」』の射程 / 西谷修 [ほか] 著. -- 以文社,

2005.3.

319/N86 一般図書

10054598 文化の場所 : ポストコロニアリズムの位相 / ホミ・K. バーバ [著] ; 本橋

哲也 [ほか] 訳. -- 法政大学出版局, 2005.2. -- (叢書・ウニベルシタス ;

361.5/B39 一般図書

10054589 ポストコロニアリズム / ロバート・J・C・ヤング [著] ; 本橋哲也訳. --

岩波書店, 2005.3. -- (1冊でわかる).

361.5/Y95 一般図書

10047014 帝国を壊すために : 戦争と正義をめぐるエッセイ / アルンダティ・ロイ

著 ; 本橋哲也訳. -- 岩波書店, 2003.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 852).

319.8/R79 新書・文庫

コーナー

10060128 アメリカ人であるとはどういうことか : 歴史的自己省察の試み / M・

ウォルツァー著 ; 古茂田宏訳. -- ミネルヴァ書房, 2006.1. -- (MINERVA

歴史・文化ライブラリー ; 7).

302.53/W37 一般図書

10086107 民主主義のあとに生き残るものは / アルンダティ・ロイ [著] ; 本橋哲也

訳. -- 岩波書店, 2012.8.

310.4/R79 一般図書

10086111 到来する共同体 / ジョルジョ・アガンベン著 ; 上村忠男訳. -- 月曜社,

2012.8. -- (叢書・エクリチュールの冒険).

311.1/A19 一般図書



10086171 再配分か承認か? : 政治・哲学論争 / ナンシー・フレイザー, アクセル・

ホネット [著] ; 高畑祐人 [ほか] 訳. -- 法政大学出版局, 2012.10. -- (叢

書・ウニベルシタス ; 983).

311.1/F45 一般図書

10086172 正義のフロンティア : 障碍者・外国人・動物という境界を越えて / M・

C.ヌスバウム著 ; 神島裕子訳. -- 法政大学出版局, 2012.8. -- (サピエン

311.1/N99 一般図書

10086110 正義のアイデア / アマルティア・セン著 ; 池本幸生訳. -- 明石書店,

2011.11.

311.1/Se56 一般図書

10086109 ヴェールの政治学 / ジョーン・W・スコット [著] ; 李孝徳訳. -- みすず書

房, 2012.10.

316.2/Sc9 一般図書

10086173 土着語の政治 : ナショナリズム・多文化主義・シティズンシップ / ウィ

ル・キムリッカ著 ; 栗田佳泰, 森敦嗣, 白川俊介訳. -- 法政大学出版局,

2012.11. -- (サピエンティア ; 28).

316.8/Ky1 一般図書

10086108 新訳被抑圧者の教育学 / パウロ・フレイレ著 ; 三砂ちづる訳. -- 亜紀書

房, 2011.1.

371.1/F46 一般図書

10031896 サラエヴォ・ノート / フアン・ゴイティソーロ [著] ; 山道佳子訳. -- みす

ず書房, 1994.11.

966/G74 一般図書

10038954 文明の衝突 / サミュエル・ハンチントン著 ; 鈴木主税訳. -- 集英社,

1998.6.

312/H98 一般図書

10084825 オバマを読む : アメリカ政治思想の文脈 / ジェイムズ・クロッペンバー

グ [著] ; 古矢旬, 中野勝郎訳. -- 岩波書店, 2012.2.

312.53/KL7 一般図書

10081554 ショック・ドクトリン : 惨事便乗型資本主義の正体を暴く / ナオミ・ク

ライン [著] ; 幾島幸子, 村上由見子訳 ; 上, 下. -- 岩波書店, 2011.9.

332.06/KL4/1 一般図書

10081555 ショック・ドクトリン : 惨事便乗型資本主義の正体を暴く / ナオミ・ク

ライン [著] ; 幾島幸子, 村上由見子訳 ; 上, 下. -- 岩波書店, 2011.9.

332.06/KL4/2 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

10093442 歴史を哲学する : 七日間の集中講義 / 野家啓一著. -- 岩波書店, 2016.3. --

(岩波現代文庫 ; 学術 ; 342).

201.1/N92 一般図書


