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資料ID 書誌情報 請求番号 配架場所
10031966 歴史物語アフリカ系アメリカ人 / 猿谷要著. -- 朝日新聞社, 2000.1. -- (朝

日選書 ; 641).
316.853/SA69 一般図書

10031785 聞書アフリカン・アメリカン文化の誕生 : カリブ海域黒人の生きるため
の闘い / シドニー・W・ミンツ著 ; 藤本和子編訳. -- 岩波書店, 2000.2.

259/MI47 一般図書

10057495 独立から南北戦争まで : 1770年代-1850年代 / 荒このみ編. -- 東京大学出
版会, 2005.10. -- (史料で読むアメリカ文化史 ; 2).

253.01/Sh89/2 一般図書

10060139 都市産業社会の到来 : 1860年代-1910年代 / 佐々木隆, 大井浩二編. -- 東
京大学出版会, 2006.3. -- (史料で読むアメリカ文化史 ; 3).

253.01/Sh89/3 一般図書

10031782 伝説のアメリカン・ヒーロー / 西江雅之著. -- 岩波書店, 2000.2. 253/N82 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 集密書架

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

10030231 多様性の国アメリカ : 変化するモザイク / ヴィンセント・N・パリーロ
著 ; 富田虎男訳. -- 明石書店, 1997.8.

253.01/P25 一般図書

10060143 衰退論の登場 / アメリカ学会編. -- 岩波書店, 2006.6. -- (原典アメリカ史
/ アメリカ學會譯編 ; 第8巻).

253/A44/8 一般図書

10020189 新しい女性の創造 / ベティ・フリーダン著 ; 三浦冨美子訳 ; : 新装版. --
増補版. -- 大和書房, 1986.3.

367/F47 一般図書

10057496 植民地時代 : 15世紀末-1770年代 / 遠藤泰生編. -- 東京大学出版会,
2005.10. -- (史料で読むアメリカ文化史 ; 1).

253.01/Sh89/1 一般図書

10060906 社会史史料集 / アメリカ学会訳編. -- 岩波書店, 2006.8. -- (原典アメリカ
史 / アメリカ學會譯編).

253/A44 一般図書

10038924 自由の女神のもとへ : 移民とエスニシティ / ジョン・ハイアム著 ; 斎藤
眞, 阿部齊, 古矢旬訳. -- 平凡社, 1994.8.

316.853/H55 集密書架

10031783 黒人の進む道 : 世界は一つの屋根のもとに / マーチン・ルーサー・キン
グ著 ; 猿谷要訳. -- 明石書店, 1999.10. -- (世界人権問題叢書 ; 33).

316.853/KI43 一般図書

10077317 現代アメリカ宗教地図 / 藤原聖子著. -- 平凡社, 2009.8. -- (平凡社新書 ;
480).

162.53/F68 一般図書

10044091 現代アメリカの形成 / アメリカ學會譯編 ; 上, 下. -- 改訂増刷版. -- 岩波
書店, 1964. -- (原典アメリカ史 / アメリカ學會譯編 ; 第4,5巻).

253/A44/4 一般図書

10044092 現代アメリカの形成 / アメリカ學會譯編 ; 上, 下. -- 改訂増刷版. -- 岩波
書店, 1964. -- (原典アメリカ史 / アメリカ學會譯編 ; 第4,5巻).

253/A44/5 一般図書

10044093 現代アメリカと世界 ; 1, 2. -- 岩波書店, 1981.11-1982.1. -- (原典アメリ
カ史 / アメリカ學會譯編 ; 第6-7巻).

253/A44/6 一般図書

10044094 現代アメリカと世界 ; 1, 2. -- 岩波書店, 1981.11-1982.1. -- (原典アメリ
カ史 / アメリカ學會譯編 ; 第6-7巻).

253/A44/7 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

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

10044089 革命と建國 / アメリカ學會譯編. -- 改訂増刷. -- 岩波書店, 1964. -- (原典
アメリカ史 / アメリカ學會譯編 ; 第2巻).

253/A44/2 一般図書



10031780 英米史辞典 / 松村赳, 富田虎男編著. -- 研究社, 2000.1. 233/MA82 参考図書

10011673 栄光と興奮に憑かれて. -- 新版. -- サイマル出版会, 1983.6. -- (ベスト&
ブライテスト / デイビッド・ハルバースタム著 ; 浅野輔訳 ; 1).

253.073/H21/1 集密書架

10024153 ユダヤ系アメリカ人 : 偉大な成功物語のジレンマ / 本間長世著. -- PHP
研究所, 1998.3. -- (PHP新書 ; 041).

316.88/H85 一般図書

10011674 ベトナムに沈む星条旗. -- 新版. -- サイマル出版会, 1983.6. -- (ベスト&
ブライテスト / デイビッド・ハルバースタム著 ; 浅野輔訳 ; 2).

253.073/H21/2 集密書架

10078838 ブラック・ノイズ / トリーシャ・ローズ [著] ; 新田啓子訳. -- みすず書
房, 2009.2.

764.7/R72 一般図書

10075238 ブッシュからオバマへ : アメリカ変革のゆくえ / 古矢旬著. -- 岩波書店,
2009.7.

312.53/F95 一般図書

10053738 バックラッシュ : 逆襲される女たち / スーザン・ファルーディ[著] ; 伊藤
由紀子, 加藤真樹子訳. -- 新潮社, 1994.4.

367.1/F13 一般図書

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

10044090 デモクラシーの發達 / アメリカ學會譯編. -- 改訂増刷版. -- 岩波書店,
1964. -- (原典アメリカ史 / アメリカ學會譯編 ; 第3巻).

253/A44/3 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

10078736 カーネギー自伝 / アンドリュー・カーネギー著 ; 坂西志保訳. -- 中央公
論新社, 2002.2. -- (中公文庫).

289.3/C19 一般図書

10078837 オバマ政治を採点する / 久保文明, 東京財団現代アメリカ・プロジェク
ト編著. -- 日本評論社, 2010.10.

312.53/Ku11 一般図書

10078734 オバマを拒絶するアメリカ : レイシズム2.0にひそむ白人の差別意識 /
ティム・ワイズ著 ; 上坂昇訳. -- 明石書店, 2010.6.

316.853/W78 一般図書

10028771 アメリカ例外論 : 日欧とも異質な超大国の論理とは / シーモア・M・リ
プセット著 ; 上坂昇, 金重紘訳. -- 明石書店, 1999.11. -- (明石ライブラ
リー ; 9).

302.53/L67 一般図書

10024426 アメリカ同時代史 / ハワード・ジン著 ; 田中和恵, 斎藤南子訳. -- 明石書
店, 1997.4.

253.073/Z4 一般図書

10062360 アメリカ的価値観の変容 : 1960年代-20世紀末 / 古矢旬編. -- 東京大学出
版会, 2006.11. -- (史料で読むアメリカ文化史 ; 5).

253.01/Sh89/5 一般図書

10086106 アメリカ政治外交史 / 斎藤眞, 古矢旬著. -- 第2版. -- 東京大学出版会,
2012.4.

312.53/Sa25 一般図書

10077845 アメリカ政治 / 久保文明 [ほか] 著. -- 新版. -- 有斐閣, 2010.3. -- (有斐閣
アルマ ; Specialized).

312.53/Ku11 集密書架

10075269 アメリカ史研究入門 / 有賀夏紀, 紀平英作, 油井大三郎編. -- 山川出版社,
2009.12.

253/A79 一般図書

10018452 アメリカ史 / 有賀貞 [ほか] 編 ; 1, 2. -- 山川出版社, 1993.7-1994.8. -- (世
界歴史大系).

253/A79/2 一般図書

10020510 アメリカ史 / 有賀貞 [ほか] 編 ; 1, 2. -- 山川出版社, 1993.7-1994.8. -- (世
界歴史大系).

253/A79/1 一般図書

10018446 アメリカ現代史 / 斎藤真著. -- 山川出版社, 1976.12. -- (世界現代史 ; 32). 253.07/SA25 一般図書

10024212 アメリカ研究案内 / 阿部斉, 五十嵐武士編. -- 東京大学出版会, 1998.6. 253/A12 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

10031781 アメリカの多民族体制 : 「民族」の創出 / 五十嵐武士編. -- 東京大学出
版会, 2000.1.

316.853/I23 一般図書

10057367 アメリカの世紀 : 1920年代-1950年代 / 有賀夏紀, 能登路雅子編. -- 東京
大学出版会, 2005.12. -- (史料で読むアメリカ文化史 ; 4).

253.01/Sh89/4 一般図書

10024405 アメリカの女性の歴史 : 自由のために生まれて / サラ・M・エヴァンズ
著 ; 小檜山ルイ, 竹俣初美, 矢口祐人訳. -- 明石書店, 1997.5.

367.253/E88 一般図書

10017781 アメリカの社会と政治 / 五十嵐武士, 古矢旬, 松本礼二編. -- 有斐閣,
1995.12. -- (有斐閣ブックス).

312.53/I23 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

10011675 アメリカが目覚めた日. -- 新版. -- サイマル出版会, 1983.6. -- (ベスト&
ブライテスト / デイビッド・ハルバースタム著 ; 浅野輔訳 ; 3).

253.073/H21/3 集密書架

10077280 アメリカ・ジェンダー史研究入門 / 有賀夏紀, 小檜山ルイ編. -- 青木書
店, 2010.3.

367.253/A79 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 集密書架


	雛形

