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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

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

10014256 日本の思想 / 丸山真男著. -- 岩波書店, 1983.7. -- (岩波新書). 121/MA59 新書・文庫
コーナー

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

10093583 政治にとって文化とは何か : 国家・民族・市民 / 越智敏夫著. -- ミ
ネルヴァ書房, 2018.7. -- (Minerva人文・社会科学叢書 ; 229).

311/O15 一般図書




