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「現代史の論点シリーズ」
タイトル URL 分野 日本語タイトル

The Apollo 11 moon landing http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950478 歴史：総合 現代史の論点：アポロ11号月面着陸
D‐Day http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950712 歴史：総合 現代史の論点：ノルマンディー上陸作戦
The women's liberation movement http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950684 歴史：総合 現代史の論点：女性解放運動
The 1967 Detroit riots http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950510 歴史：北アメリカ 現代史の論点：1967年デトロイト暴動
The 1992 Los Angeles riots http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950683 歴史：北アメリカ 現代史の論点：1992年ロスアンゼルス暴動
The Brown v. Board of Education trial http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950647 歴史：北アメリカ 現代史の論点：ブラウン対教育委員会裁判
The Challenger disaster http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950689 歴史：北アメリカ 現代史の論点：スペースシャトル・チャレンジャーの事故
The John F. Kennedy assassination http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950463 歴史：北アメリカ 現代史の論点：ケネディ暗殺
The Oklahoma City bombing http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950680 歴史：北アメリカ 現代史の論点：オクラホマシティ連続ビル爆破事件
Prohibition http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950526 歴史：北アメリカ 現代史の論点：禁酒法
Watergate http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950678 歴史：北アメリカ 現代史の論点：ウォーターゲート事件
The Cuban Missile Crisis http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950694 歴史：中南米 現代史の論点：キューバ危機
The Cuban revolution http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950520 歴史：中南米 現代史の論点：キューバ革命
The Haiti earthquake http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950596 歴史：中南米 現代史の論点：ハイチ地震
The crisis in Darfur http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950459 歴史：アフリカ 現代史の論点：ダルフール紛争
The Rwandan genocide http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950700 歴史：アフリカ 現代史の論点：ルワンダ虐殺
The Bolshevik revolution http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950687 歴史：ヨーロッパ 現代史の論点：ボルシェビキ革命
The Bosnian conflict http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950709 歴史：ヨーロッパ 現代史の論点：ボスニア紛争
Chernobyl http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950636 歴史：ヨーロッパ 現代史の論点：チェルノブイリ原発事故
The Holocaust http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950494 歴史：ヨーロッパ 現代史の論点：ホロコースト
The Munich Olympics massacre http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950685 歴史：ヨーロッパ 現代史の論点：ミュンヘンオリンピック襲撃事件
Stalin's great purge http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950597 歴史：ヨーロッパ 現代史の論点：スターリンの大粛清
The Arab‐Israeli six‐day war http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950522 歴史：中近東 現代史の論点：第三次中東戦争
The creation of the state of Israel http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950670 歴史：中近東 現代史の論点：イスラエル建国
The Iranian revolution http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950674 歴史：中近東 現代史の論点：イラン革命
The Persian Gulf War http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950489 歴史：中近東 現代史の論点：湾岸戦争
The atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950736 歴史：アジア 現代史の論点：広島・長崎への原爆投下
Japan's 2011 natural disasters and nuclear http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950681 歴史：アジア 現代史の論点：2011年の福島原発メルトダウン
The Tiananmen Square protests of 1989 http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950638 歴史：アジア 現代史の論点：天安門事件
The Vietnam War http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950446 歴史：アジア 現代史の論点：ベトナム戦争
Building the Panama Canal http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950621 社会 現代史の論点：パナマ運河建設
The Columbine school shooting http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950616 社会 現代史の論点：コロンバイン高校銃乱射事件
Student movements of the 1960s http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950623 社会 現代史の論点：1960年代の学生運動

「世界の視点シリーズ」
タイトル URL 分野 日本語タイトル

Cybercrime http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950533 犯罪学・法科学 世界の視点シリーズ：サイバー犯罪
Abortion http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950698 政治 世界の視点シリーズ：妊娠中絶
Air pollution http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950445 政治 世界の視点シリーズ：大気汚染
Child labor http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950613 政治 世界の視点シリーズ：児童労働
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Climate change http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950611 政治 世界の視点シリーズ：気候変動
Death and dying http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950699 政治 世界の視点シリーズ：死と臨終
Democracy http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950456 政治 世界の視点シリーズ：民主主義
Discrimination http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950499 政治 世界の視点シリーズ：差別
Drugs http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950587 政治 世界の視点シリーズ：麻薬問題
Famine http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950608 政治 世界の視点シリーズ：飢餓
Garbage and recycling http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950464 政治 世界の視点シリーズ：ゴミとリサイクル
The global financial crisis http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950639 政治 世界の視点シリーズ：世界金融危機
Homosexuality http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950443 政治 世界の視点シリーズ：同性愛
Human rights http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950501 政治 世界の視点シリーズ：人権
Immigration http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950583 政治 世界の視点シリーズ：移民
Imprisonment http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950644 政治 世界の視点シリーズ：投獄
Indigenous peoples http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950580 政治 世界の視点シリーズ：先住民族
Marriage http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950579 政治 世界の視点シリーズ：結婚
Popular culture http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950466 政治 世界の視点シリーズ：大衆文化
Population growth http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950578 政治 世界の視点シリーズ：人口増加
Religion http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950640 政治 世界の視点シリーズ：宗教
Slavery http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950590 政治 世界の視点シリーズ：奴隷制
Social justice http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950504 政治 世界の視点シリーズ：社会的正義
Suicide http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950738 政治 世界の視点シリーズ：自殺
The war in Iraq http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950589 政治 世界の視点シリーズ：イラク戦争
Women's rights http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950743 政治 世界の視点シリーズ：女性の権利
Workers' rights http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950682 政治 世界の視点シリーズ：労働者の権利
Adoption http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950600 社会 世界の視点シリーズ：養子縁組
Aging http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950532 社会 世界の視点シリーズ：加齢
Alcohol http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950648 社会 世界の視点シリーズ：アルコール
Biodiversity http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950476 社会 世界の視点シリーズ：生物学的多様性
Birth control http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950474 社会 世界の視点シリーズ：産児制限
Civil liberties http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950588 社会 世界の視点シリーズ：自由権
Disasters http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950530 社会 世界の視点シリーズ：災害
Eating disorders http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950625 社会 世界の視点シリーズ：摂食障害
Education http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950619 社会 世界の視点シリーズ：教育
Energy alternatives http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950586 社会 世界の視点シリーズ：代替エネルギー
Extremism http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950531 社会 世界の視点シリーズ：急進主義
Family violence http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950722 社会 世界の視点シリーズ：家庭内暴力
Genetic engineering http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950595 社会 世界の視点シリーズ：遺伝子工学
Genocide http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950617 社会 世界の視点シリーズ：ジェノサイド
Human trafficking http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950553 社会 世界の視点シリーズ：人身売買
Juvenile crime http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950566 社会 世界の視点シリーズ：青少年の犯罪
Mental illness http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950567 社会 世界の視点シリーズ：精神病
Mixed marriage http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950503 社会 世界の視点シリーズ：異民族間の結婚
Obesity http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950746 社会 世界の視点シリーズ：肥満
Organ donation http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950591 社会 世界の視点シリーズ：臓器移植
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Poverty http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950660 社会 世界の視点シリーズ：貧困
Privacy http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950502 社会 世界の視点シリーズ：プライバシー
Sexual violence http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950505 社会 世界の視点シリーズ：性暴力
Social networking http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950568 社会 世界の視点シリーズ：ソーシャル・ネットワーキング
Unemployment http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950506 社会 世界の視点シリーズ：失業
The war on terror http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950620 社会 世界の視点シリーズ：対テロ戦争
Genetically modified food http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950641 食品・食文化・農業 世界の視点シリーズ：遺伝子組み換え食品
Animal welfare http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950435 自然科学：生物学 世界の視点シリーズ：動物の福祉
Water http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950618

自然科学：環境・地
球科学

世界の視点シリーズ：水
Health care http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950661

自然科学：医療・看
護

世界の視点シリーズ：医療
Medical ethics http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950436

自然科学：医療・看
護

世界の視点シリーズ：医療倫理

「入門・現代の論点シリーズ」
タイトル URL 分野 日本語タイトル

The Taliban http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950546 地域：中近東 入門・現代の論点：タリバン
Juvenile crime http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950491 犯罪学・法科学 入門・現代の論点：若年層の犯罪
Banned books http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950706 政治 入門・現代の論点：禁書
Environmentalism http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950717 政治 入門・現代の論点：環境主義
Abortion http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950659 社会 入門・現代の論点：妊娠中絶
Addiction http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950569 社会 入門・現代の論点：薬物常用
Adoption http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950475 社会 入門・現代の論点：養子
Alcohol http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950734 社会 入門・現代の論点：飲酒
Animal rights http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950702 社会 入門・現代の論点：動物擁護
Antibiotics http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950469 社会 入門・現代の論点：抗生物質
Athletes and drug use http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950612 社会 入門・現代の論点：スポーツ選手と薬物使用
Bankruptcy http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950631 社会 入門・現代の論点：破産
Birth control http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950528 社会 入門・現代の論点：避妊
Body image http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950562 社会 入門・現代の論点：身体イメージ
Censorship http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950733 社会 入門・現代の論点：検閲
Child abuse http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950497 社会 入門・現代の論点：児童虐待
China http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950431 社会 入門・現代の論点：中国
Civil liberties http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950728 社会 入門・現代の論点：自由権
College http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950432 社会 入門・現代の論点：大学
Cyberbullying http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950461 社会 入門・現代の論点：ネットいじめ
The death penalty http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950460 社会 入門・現代の論点：死刑
Depression http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950467 社会 入門・現代の論点：鬱
Disabilities affecting learning http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950433 社会 入門・現代の論点：学習障害
Divorce http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950688 社会 入門・現代の論点：離婚
Drug abuse http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950720 社会 入門・現代の論点：薬物乱用
Drug legalization http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950468 社会 入門・現代の論点：薬物合法化
The election process http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950564 社会 入門・現代の論点：米国の選挙プロセス
Endangered species http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950747 社会 入門・現代の論点：絶滅危機種
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Energy alternatives http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950500 社会 入門・現代の論点：代替エネルギー
Fast food http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950729 社会 入門・現代の論点：ファストフード
Gangs http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950658 社会 入門・現代の論点：ギャング
Garbage and recycling http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950447 社会 入門・現代の論点：ゴミとリサイクル
Garbage and recycling http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950565 社会 入門・現代の論点：ごみとリサイクル
Gay marriage http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950725 社会 入門・現代の論点：同性結婚
Gay marriage http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950473 社会 入門・現代の論点：同性婚
Global warming http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950646 社会 入門・現代の論点：地球温暖化
Globalization http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950669 社会 入門・現代の論点：グローバル化
Health care http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950663 社会 入門・現代の論点：医療
Human rights http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950634 社会 入門・現代の論点：人権
Human rights http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950471 社会 入門・現代の論点：人権
Iran http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950671 社会 入門・現代の論点：イラン
Islam http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950656 社会 入門・現代の論点：イスラーム
Juvenile crime http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950730 社会 入門・現代の論点：少年犯罪
Labor unions http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950614 社会 入門・現代の論点：労働組合
Marijuana http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950757 社会 入門・現代の論点：マリファナ
Media bias http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950444 社会 入門・現代の論点：メディア・バイアス
Media violence http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950695 社会 入門・現代の論点：メディア暴力
The music industry http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950428 社会 入門・現代の論点：音楽業界
National security http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950635 社会 入門・現代の論点：国家安全保障
Nuclear power http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950667 社会 入門・現代の論点：原子力
Oceans http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950498 社会 入門・現代の論点：海洋
Oil http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950558 社会 入門・現代の論点：原油
Paranormal phenomena http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950755 社会 入門・現代の論点：超常現象
The Patriot Act http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950450 社会 入門・現代の論点：米国愛国者法
Poverty http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950430 社会 入門・現代の論点：貧困
Privacy http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950495 社会 入門・現代の論点：プライバシー
Rap music http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950560 社会 入門・現代の論点：ラップ音楽
Self‐injury http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950559 社会 入門・現代の論点：自傷
Self‐mutilation http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950668 社会 入門・現代の論点：自傷行為
Sexual orientation http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950594 社会 入門・現代の論点：性的指向
Sexually transmitted diseases http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950496 社会 入門・現代の論点：性的感染症
Smoking http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950465 社会 入門・現代の論点：喫煙
Sports and athletes http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950696 社会 入門・現代の論点：スポーツとスポーツ選手
Standardized testing http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950439 社会 入門・現代の論点：全国共通テスト
Stem cell research http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950593 社会 入門・現代の論点：幹細胞研究
Student drug testing http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950741 社会 入門・現代の論点：学生の薬物検査
Students' rights http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950429 社会 入門・現代の論点：学生の権利
Synthetic drugs http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950481 社会 入門・現代の論点：合成薬物
Teen driving http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950482 社会 入門・現代の論点：10代の運転
Teen sex http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950686 社会 入門・現代の論点：10代の性
Terrorism http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950462 社会 入門・現代の論点：テロリズム

4/8



Gale Virtual Reference Library [ 学生向けタイトル ]
Torture http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950490 社会 入門・現代の論点：拷問
The U.S. economy http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950708 社会 入門・現代の論点：アメリカ経済
Vaccines http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950434 社会 入門・現代の論点：ワクチン
Video games http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950705 社会 入門・現代の論点：テレビゲーム
War http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950664 社会 入門・現代の論点：戦争
Welfare http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950582 社会 入門・現代の論点：福祉
Women's rights http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950662 社会 入門・現代の論点：女性の権利
Autism http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950470 社会 入門・現代の論点：自閉症
Debt http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950563 社会 入門・現代の論点：負債
School policies http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950437 教育 入門・現代の論点：学校政策
Religion in schools http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950691 宗教 入門・現代の論点：学校における宗教
Fast food http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950472 食品・食文化・農業 入門・現代の論点：ファストフード
Food safety http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950751 食品・食文化・農業 入門・現代の論点：食糧の安全
Organic food and farming http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950493 食品・食文化・農業 入門・現代の論点：有機食糧と有機農業
Genetic engineering http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950724 自然科学：生物学 入門・現代の論点：遺伝子工学

Organic food and farming http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950633
自然科学：
環境・地球科学

入門・現代の論点：有機食品と農法

「学生をとりまく社会問題シリーズ」
タイトル URL 分野 日本語タイトル

War http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950650 政治 学生をとりまく社会問題シリーズ：戦争
The war in Afghanistan http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950512 政治 学生をとりまく社会問題シリーズ：アフガニスタンにおける戦争
Activism http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950585 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：社会運動
Adoption http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950654 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：養子縁組
Alcoholism http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950726 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：アルコール依存症
Alternative energy http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950632 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：代替エネルギー
Anxiety disorders http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950637 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：不安障害
Artificial ingredients http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950547 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：食品添加物
Birth control http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950615 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：避妊
Body image http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950529 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：身体イメージ
Censorship http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950727 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：検閲
Child labor http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950753 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：児童労働
Choosing a career http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950513 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：進路を選ぶ
Choosing a college http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950676 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：大学の選択
Climate change http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950442 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：気候変動
Consumer culture http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950457 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：消費文化
Cults http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950544 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：カルト宗教
Cyberbullying http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950703 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：ネットいじめ
Date rape http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950598 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：デートレイプ
Dating http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950484 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：デート
Death and dying http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950485 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：死と臨終
Dieting http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950508 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：ダイエット
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Dieting http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950486 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：ダイエット
Disaster relief http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950665 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：災害救援
Discrimination http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950509 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：差別
Downloading music http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950524 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：音楽のダウンロード
Dress codes in schools http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950605 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：学校の服装規定
Dress codes in schools http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950672 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：服装に関する校則
Dropping out of school http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950545 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：学校中退
Drug abuse http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950542 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：薬物乱用
Drugs http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950458 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：薬物
Drunk driving http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950543 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：飲酒運転
Eating disorders http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950649 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：摂食障害
Electronic devices in schools http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950541 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：学校における電子機器
Endangered species http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950740 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：絶滅危惧種
English language learners http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950449 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：英語学習者
Foster care http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950518 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：里子養育
Gangs http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950521 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：ギャング
Gangs http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950539 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：ギャング
Going green http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950692 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：環境保護
Gun violence http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950607 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：銃暴力
Gun violence http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950599 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：銃暴力
Health care http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950487 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：健康保険
Homelessness http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950690 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：ホームレス
Homeschooling http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950538 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：自宅学習
Homosexuality http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950744 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：ホモセクシュアリティ
Internet safety http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950609 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：インターネットの安全性
Juvenile crime http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950697 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：少年犯罪
Learning disabilities http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950488 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：学習障害
Medical marijuana http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950604 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：医療大麻
Medical marijuana http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950675 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：医療マリファナ
Mental illness http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950448 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：精神障害
Obesity http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950602 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：肥満
Obesity http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950537 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：肥満
Peer pressure http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950454 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：同調圧力
Plagiarism http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950610 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：剽窃
Pollution http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950732 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：環境汚染
Prejudice http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950452 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：偏見
Privacy http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950479 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：プライバシー
Recycling http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950453 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：リサイクル
Recycling http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950673 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：リサイクル
Risky teen behavior http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950719 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：青少年の危険行動
School violence http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950455 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：校内暴力
Sexting http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950517 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：セクスティング
Sexually transmitted infections http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950480 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：性感染症

6/8



Gale Virtual Reference Library [ 学生向けタイトル ]
Smoking http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950507 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：喫煙
Social networking http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950492 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：ソーシャル・ネットワーキング
Social protest http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950642 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：社会的反抗
Student drug testing http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950606 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：学生の薬物検査
Teen driving http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950515 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：10代の運転
Teen parenting http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950718 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：10代の育児
Teen pregnancy http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950666 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：10代の妊娠
Teen suicide http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950581 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：10代の自殺
Teens and employment http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950438 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：10代の若者と雇用
Underage drinking http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950511 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：未成年飲酒
Underage drinking http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950514 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：未成年の飲酒
Vegetarianism http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950527 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：菜食主義
Vegetarianism http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950677 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：菜食主義
Water http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950477 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：水
Zero tolerance policies in schools http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950525 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：ゼロ・トレランス方式
Zoos and animal welfare http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950519 社会 学生をとりまく社会問題シリーズ：動物園と動物福祉
Sexual harassment http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950679 ジェンダー 学生をとりまく社会問題シリーズ：セクシャルハラスメント
Career and technical education http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950483 教育 学生をとりまく社会問題シリーズ：職歴と技能教育
Exercise and fitness http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950540 スポーツ 学生をとりまく社会問題シリーズ：運動とフィットネス
Girls and sports http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950652 スポーツ 学生をとりまく社会問題シリーズ：女子とスポーツ

「時事問題を考えるシリーズ」
タイトル URL 分野 日本語タイトル

Modern‐day pirates http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950552 政治 時事問題を考える：現代の海賊
The war in Afghanistan http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950555 政治 時事問題を考える：アフガニスタン戦争
Abortion http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950657 社会 時事問題を考える：妊娠中絶
AIDS http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950739 社会 時事問題を考える：エイズ
Animal rights http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950735 社会 時事問題を考える：動物の権利
Bias in the media http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950573 社会 時事問題を考える：メディアにおける偏見
Bioethics http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950655 社会 時事問題を考える：生命倫理
Biological warfare http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950711 社会 時事問題を考える：生物兵器
Body image http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950572 社会 時事問題を考える：身体イメージ
Bullying http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950628 社会 時事問題を考える：いじめ
Child abuse http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950653 社会 時事問題を考える：児童虐待
Civil liberties http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950645 社会 時事問題を考える：自由権
Cliques http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950561 社会 時事問題を考える：クリーク
Cloning http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950715 社会 時事問題を考える：クローン
Death penalty http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950749 社会 時事問題を考える：死刑
Domestic terrorism http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950603 社会 時事問題を考える：国内のテロリズム
Drug abuse http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950742 社会 時事問題を考える：薬物乱用
Eating disorders http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950575 社会 時事問題を考える：摂食障害
Energy http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950574 社会 時事問題を考える：エネルギー
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Energy alternatives http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950752 社会 時事問題を考える：代替エネルギー
Freedom of expression and the internet http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950576 社会 時事問題を考える：表現の自由とインターネット
Gangs http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950550 社会 時事問題を考える：ギャング
Garbage and recycling http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950693 社会 時事問題を考える：ゴミとリサイクル
Gay marriage http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950624 社会 時事問題を考える：同性婚
Gay rights http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950707 社会 時事問題を考える：同性愛人権
Genetic engineering http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950570 社会 時事問題を考える：遺伝子工学
Global warming http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950737 社会 時事問題を考える：地球温暖化
Going green http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950651 社会 時事問題を考える：環境への配慮
Gun control http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950630 社会 時事問題を考える：銃規制
Hate crimes http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950716 社会 時事問題を考える：憎悪犯罪
Health care http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950551 社会 時事問題を考える：医療制度
Hoarding http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950535 社会 時事問題を考える：ごみ屋敷
Immigration http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950713 社会 時事問題を考える：移民
Methamphetamine http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950601 社会 時事問題を考える：メタンフェタミン
Nuclear energy http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950626 社会 時事問題を考える：原子力
Oil spills http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950554 社会 時事問題を考える：原油流出事故
Online social networking http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950745 社会 時事問題を考える：オンライン・ソーシャル・ネットワーク
Organ transplants http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950534 社会 時事問題を考える：臓器移植
Overweight America http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950704 社会 時事問題を考える：アメリカの肥満
Pandemics http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950701 社会 時事問題を考える：世界的流行病
The Patriot Act http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950756 社会 時事問題を考える：米国愛国者法
Political corruption http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950714 社会 時事問題を考える：政治腐敗
Poverty http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950577 社会 時事問題を考える：貧困
Racism http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950557 社会 時事問題を考える：人種主義
Reality TV http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950622 社会 時事問題を考える：リアリティ番組
The right to die http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950643 社会 時事問題を考える：死ぬ権利
Self‐injury http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950556 社会 時事問題を考える：自傷行為
Stem cells http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950627 社会 時事問題を考える：幹細胞
Steroid abuse http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950571 社会 時事問題を考える：ステロイド濫用
Students' rights http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950723 社会 時事問題を考える：学生の権利
Teen pregnancy http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950548 社会 時事問題を考える：10代の妊娠
Teens and alcohol http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950536 社会 時事問題を考える：10代の若者と飲酒
Terrorism http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950748 社会 時事問題を考える：テロリズム
Video games http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950721 社会 時事問題を考える：テレビゲーム
Sports violence http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950549 スポーツ 時事問題を考える：スポーツの暴力
Organic foods http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950750 食品・食文化・農業 時事問題を考える：有機食品
Fracking http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04950629 工学 時事問題を考える：水圧破砕
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