
2019/10/10

総合政策学部　10月の購入決定分リスト

下記のタイトルの購入を決定いたしました。

購入手続き終了後、図書館2階の新着展示棚に1週間展示し、その後書架に配架します。

資料をお探しの場合は、蔵書検索（OPAC)も合わせてご利用ください。

書名 著者名 出版者 ISBN
価格(税

抜)
出版
年

1 SDGｓの基礎 沖大幹 宣伝会議 9784883354412 1944 2018

2 実証の国際法学 安藤仁介 信山社 9784797281231 12960 2018

3 日本の海洋政策と海洋法　増補第2版 坂元茂樹 信山社 未刊 2019

4 漁業資源管理の法と政策 児矢野マリ 信山社 9784797254723 5184 2019

5 軍縮・不拡散の諸相 (日本軍縮学会設立10周年記念) 日本軍縮学会信山社 9784797287578 10584 2019

6 ヨーロッパ人権裁判所の判例2 小畑郁 信山社 9784797256369 10584 2019

7 EUとは何か　第3版 中村民雄 信山社 9784797236279 1800 2019

8 判例国際法　第3版 薬師寺公夫東信堂 9784535523463 4320 2019

9 国際法　第4版 浅田正彦 東信堂 9784798915456 3132 2019

10 ベーシック条約集　2019 薬師寺公夫東信堂 9784798915500 2808 2019

11 北極国際法秩序の展望 新垣修・柴田秋補東信堂 9784798915081 6264 2018

12 国際刑事裁判所―最も重大な国際犯罪を裁く　第2版 村瀬信也・洪恵子東信堂 9784798912561 4536 2014

13 国際経済法　第3版 中川淳司 有斐閣 9784641046832 4212 2019

14
Akehurst's modern introduction to international law
8ed Orkhelashvili,AlexanderRoutledge 9780415243568 15994 2018

15
International development law ; The MaxPlanck
encyclopedia of public international law Minnerop Petra

Oxford U
Press 9780198835097 24202 2019

16 International migration law Chetail vincent
Oxford
Univ Pr 9780199668274 5132 2019

計 16点 ¥98,752

教員推薦
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※「教員推薦」「ナレッジワーカ」等と重複して推薦していただいた資料については、重複を除いたリストを作成しています

ISBN 書名 書社名 出版者 本体価格 備考

1 9784000229654
国際刑事裁判の政治学: 平和と正義をめぐるディレ
ンマ

下谷内 奈緒 岩波書店 5400

2 9784000613514 試される民主主義 20世紀ヨーロッパの政治思想(上)
ヤン=ヴェル
ナー ミュラー

岩波書店 2600

3 9784000613521 試される民主主義 20世紀ヨーロッパの政治思想(下)
ヤン=ヴェル
ナー ミュラー

岩波書店 2600

4 9784022630872
【増補改訂】オリンピック全大会 人と時代と夢の物語
(朝日選書)

武田 薫
朝日新聞出
版

1800

5 9784130311939 立憲主義という企て 井上 達夫
東京大学出
版会

4200

6 9784130362702 世界万国の平和を期して: 安達峰一郎著作選 安達 峰一郎
東京大学出
版会

8800

7 9784130402873 グローバリゼーションと基軸通貨: ドルへの挑戦
東京大学出
版会

4800

8 9784140912584
資本主義はいかに衰退するのか: ミーゼス、ハイエ
ク、そしてシュンペーター (NHK BOOKS)

根井 雅弘 NHK出版 1400

9 9784326504589 中所得国の罠と中国・ASEAN
トラン ヴァン・
トウ

勁草書房 3200

10 9784326504640
変貌するコーポレート・ガバナンス: 企業行動のグ
ローバル化、中国、ESG

花崎 正晴 勁草書房 5000

11 9784326701100 地域医療と多職種連携 藤井 博之 勁草書房 5000

12 9784469268706 オリンピックは平和の祭典 舛本 直文 大修館書店 1700

13 9784491035307 東日本大震災と社会教育
日本社会教
育学会

東洋館出版
社

2900

14 9784560097083 ラグビーの世界史:楕円球をめぐる二百年
トニー・コリン
ズ

白水社 5800

15 9784588010972 ヨーロッパ憲法論(叢書・ウニベルシタス)
ユルゲン
ハーバーマス

法政大学出
版局

2800

16 9784588675232 生命倫理と公共政策 成澤 光
法政大学出
版局

3000

17 9784623085194 トルコ (シリーズ・中東政治研究の最前 1)
ミネルヴァ
書房

3800

18 9784653043850
家族の人類学 マレーシア先住民の親族研究から助
け合いの人類史へ

信田 敏宏 臨川書店 2800

19 9784657190147
SDGs時代の経営管理と心根：多様性の調和による
統合の原理に学ぶ

光國 光七郎
早稲田大学
出版部

2500

20 9784750347998
フランス人とは何か――国籍をめぐる包摂と排除の
ポリティクス

パトリック
ヴェイユ

明石書店 4500

21 9784750348353
インド・パキスタン分離独立と難民――移動と再定住
の民族誌

中谷 哲弥 明石書店 6800
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ISBN 書名 書社名 出版者 本体価格 備考

22 9784750348476
ボスニア・ヘルツェゴヴィナを知るための60章 (エリ
ア・スタディーズ)

明石書店 2000

23 9784750348582 チリを知るための60章 (エリア・スタディーズ) 明石書店 2000

24 9784768410165
どうすれば戦争はなくなるのか: カント『永遠平和の
ために』を読み直す (いま読む!名著)

寺田 俊郎 現代書館 2200

25 9784771030701
健康スポーツとヘルスマネジメント―リーダーのため
の健康理論―

吉中 康子 晃洋書房 2600

26 9784771032170 カント 自律と法―理性批判から法哲学へ― 石田 京子 晃洋書房 3200

27 9784771032460
東南アジアにおける地方ガバナンスの計量分析―タ
イ，フィリピン，インドネシアの地方エリートサーベイ
から( (シリーズ転換期の国際政治11)

永井 史男 晃洋書房 3800

28 9784792306489 法哲学講義 酒匂 一郎 成文堂 5000

29 9784794811301
良いスウェーデン、悪いスウェーデン: ポスト真実の
時代における国家ブランド戦争

ポール ラパ
チオリ

新評論 2200

30 9784797270310 宇宙六法 信山社 1600

31 9784815809546
イギリス歴史人口学研究―社会統計にあらわれた
生と死―

安元 稔
名古屋大学
出版会

6300

32 9784815809560 新制大学の時代―日本的高等教育像の模索― 天野 郁夫
名古屋大学
出版会

4500

33 9784861852640 中国政治経済史論 鄧小平時代 胡鞍鋼 日本僑報社 18000

34 9784877912994 変容する国際社会と国連 (国連研究) 国際書院 3200

35 9784472405518 大学の組織と運営 (大学SD講座 1)
玉川大学出
版部

2000

36 9784639026631 地球環境 陸・海の生態系と人の将来 小松 正之 雄山閣 2800

37 9784641150560 社会保障法 (有斐閣ストゥディア) 黒田 有志弥 有斐閣 1900

38 9784750348445
人口問題と移民――日本の人口・階層構造はどう変
わるのか (移民・ディアスポラ研究8)

是川 夕 明石書店 2800

39 9784750348599
社会科における多文化教育――多様性・社会正義・
公正を学ぶ

森茂 岳雄 明石書店 2700

40 9784750348612
地球社会と共生――新しい国際秩序と「地球共生」
へのアプローチ

福島 安紀子 明石書店 2400

41 9784750348650
ウェールズを知るための60章 (エリア・スタディーズ
175)

吉賀 憲夫 明石書店 2000
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ISBN 書名 書社名 出版者 本体価格 備考

42 9784761527136
SDGs先進都市フライブルク: 市民主体の持続可能な
まちづくり

中口 毅博 学芸出版社 2600

43 9784788516335
パラドクスとしての薬害エイズ―医師のエートスと医
療進歩の呪縛

種田博之 新曜社 2400

44 9784798915586 判例国際法〔第3版〕 東信堂 3900

45 9784880377001
公共サービスの産業化と地方自治 「Society5.0」戦
略下の自治体・地域経済

岡田 知弘
自治体研究
社

1300

46 9784880654645
SDGsの主流化と実践による地域創生 まち・ひと・し
ごとを学びあう (文化とまちづくり叢書)

樋口 邦史 水曜社 2500

47 9784560097076 新インド入門:生活と統計からのアプローチ 田中洋二郎 白水社 1900

48 9784622088127 ナチス 破壊の経済　上――1923-1945
アダム・トゥー
ズ

みすず書房 4800

49 9784622088134 ナチス 破壊の経済　下――1923-1945
アダム・トゥー
ズ

みすず書房 4800

50 9784621303641 人権の世界地図
アンドリュー
フェイガン

丸善出版 2800

51 9784532176693 座右の銘はない あそび人学者の自叙伝 石毛直道
日本経済新
聞出版社

1800

52 9784000613460 現代哲学のキーコンセプト 確率 一ノ瀬 正樹 岩波書店 2400

53 9784022516237 チャイナスタンダード 世界を席巻する中国式
朝日新聞国
際報道部

朝日新聞出
版

1400

54 9784130013512 東京大学駒場スタイル
東京大学出
版会

2500

55 9784130251815 シリーズ三都 江戸巻
東京大学出
版会

5600

56 9784272111251
長期停滞の資本主義:新しい福祉社会とベーシックイ
ンカム

本田 浩邦 大月書店 2500

57 9784313121232 自治体財政健全化法のしくみと運営 小西 砂千夫 学陽書房 3200

58 9784433634490
複眼的視点を養おう!  税理士が身につけるべきコー
ディネート力

木下勇人 清文社 2600

59 9784492813317
ケインズ全集 第29巻: 一般理論とその後:第13巻お
よび第14巻への補遺※巻号トビ有

ケインズ
東洋経済新
報社

12000

60 9784492961636 デジタルエコノミーと経営の未来 三品 和広
東洋経済新
報社

1500

61 9784502306310 プログレッシブ税務会計論III ―公正処理基準 酒井 克彦 中央経済社 3500

62 9784502309915
金融資本市場のフロンティア: 東京大学で学ぶ
FinTech，金融規制，資本市場

神作 裕之 中央経済社 3200
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ISBN 書名 書社名 出版者 本体価格 備考

63 9784502316616 税理士の未来 坂本孝司 中央経済社 2800

64 9784532134945
グローバル・バリューチェーン 新・南北問題へのまな
ざし

猪俣 哲史
日本経済新
聞出版社

2500

65 9784535559325
資本主義はどこに向かうのか―資本主義と人間の
未来 (生存科学叢書)

堀内 勉 日本評論社 2800

66 9784622088165 専門知は、もういらないのか
トム・ニコル
ズ

みすず書房 3400

67 9784622088189 ナガサキ
スーザン・サ
ザード

みすず書房 3800

68 9784622088196
大学なんか行っても意味はない?――教育反対の経
済学

ブライアン・カ
プラン

みすず書房 4600

69 9784623086757
経営史学の方法:ポスト・チャンドラー・モデルを求め
て

安部悦生
ミネルヴァ
書房

3500

70 9784641165465
日本企業における失敗の研究 -- ダイナミック戦略
論による薄型TVウォーズの敗因分析

河合 忠彦 有斐閣 4200

71 9784754726454 基礎から身につく国際課税 令和元年度版 川田 剛
大蔵財務協
会

1852

72 9784757123632 大分断:格差と停滞を生んだ「現状満足階級」の実像
タイラー・コー
エン

NTT出版 2400

73 9784760832743
改訂新版 プロセス・エデュケーション: 学びを支援す
るファシリテーションの理論と実際

津村 俊充 金子書房 2900

74 9784766426113 移民とAIは日本を変えるか 翁 邦雄
慶應義塾大
学出版会

2000

75 9784792306496 リーガルマインド租税法 第5版 増田英敏 成文堂 4500

76 9784805111734 あらためて学ぶ日本と世界の現在地 石山 哲也 千倉書房 3200

77 9784806207566 共創アジア 時流の先へ
中日新聞社
経済部

中日新聞社 1700

78 9784806807230 乾杯の経済学:韓国のビール産業 李 光宰
柘植書房新
社

2000

79 9784842917528
レント・シーキングの政治経済学: トルコのケース・ス
タディ

Dilek
Demirbas

八千代出版 3700

80 9784842917535 財政学と公共経済学はじめの一歩(改訂版) 仲林 真子 八千代出版 1700

81 9784863454262 知謝塾―利他への軌跡 武田 英次
丸善プラ
ネット

1500

82 9784866511283
「死」とは何か イェール大学で23年連続の人気講義
完全翻訳版

シェリー・ケー
ガン

文響社 2850

83 9784908407222
資本主義に未来はあるか──歴史社会学からのア
プローチ

イマニュエ
ル・ウォー
ラーステイン

唯学書房 3200
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ISBN 書名 書社名 出版者 本体価格 備考

84 9784532176594 令和につなぐ 平成の30年
日本経済新
聞出版社

2800

85 9784023317949
稼ぐAI　小さな会社でも今すぐ始められる「人工知
能」導入の実践ステップ

中西　崇文
朝日新聞出
版

1500

86 9784065165928
解読　ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資
本主義の精神』 (講談社選書メチエ)

橋本努 講談社 1900

87 9784152098726 ＮＯＫＩＡ　復活の軌跡
リスト シラス
マ

早川書房 2000

88 9784152098757 無人の兵団　AI、ロボット、自律型兵器と未来の戦争
ポール
シャーレ

早川書房 3700

89 9784492046494
Ｔｈｉｎｋ　ＣＩＶＩＬＩＴＹ　「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦
略である

クリスティー
ン・ポラス

東洋経済新
報社

1600

90 9784492371237 欲望の資本主義３―偽りの個人主義を越えて 丸山 俊一
東洋経済新
報社

1500

91 9784641174498 知りたくなる韓国 新城道彦 有斐閣 1800

92 9784862762702
insight(インサイト)――いまの自分を正しく知り、仕事
と人生を劇的に変える自己認識の力

ターシャ・
ユーリック

英治出版 2000

93 9784309227771 とてつもない失敗の世界史
トム・フィリッ
プス

河出書房新
社

2300

94 9784560096628
ナショナリズムと相克のユーラシア:ヨーロッパ帝国主
義の負の遺産

宮田 律 白水社 2600

95 9784560096970 ゴルバチョフ(下):その人生と時代
ウィリアム・
トーブマン

白水社 4800

96 9784534057075 語源から哲学がわかる事典 山口 裕之
日本実業出
版社

1700

97 9784492062128 世界史とつなげて学ぶ　中国全史 岡本 隆司
東洋経済新
報社

1600

98 9784532176655 逆転のイギリス史　衰退しない国家 玉木俊明
日本経済新
聞出版社

1700

99 9784813284628
「戦争と平和」の世界史 日本人が学ぶべきリアリズ
ム (TAC出版)

茂木 誠 PHP研究所 1600

100 9784120052248
アメリカはなぜ戦争に負け続けたのか-歴代大統領
と失敗の戦後史 (単行本)

ハーラン・ウ
ルマン

中央公論新
社

3200

101 9784309811024
一冊でわかるイギリス史 (世界と日本がわかる 国ぐ
にの歴史)

河出書房新
社

1700

102 9784582703610 世界戦争の世紀: 20世紀知識人群像 桜井 哲夫 平凡社 6400

103 9784622088486 ホッブズの政治学 【新装版】
レオ・シュトラ
ウス

みすず書房 4500

104 9784623086368 人々がつなぐ世界史 (MINERVA世界史叢書 4)
ミネルヴァ
書房

5000
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ISBN 書名 書社名 出版者 本体価格 備考

105 9784634641662 復刻版 世界史概観 山川出版社 1800

106 9784761707149 日本近現代史を生きる―過去・現在・未来のなかで 大日方 純夫 学習の友社 1600

107 9784905497769 歴史のなかのドイツ外交 板橋 拓己 吉田書店 3000

108 9784634423817 アメリカ史  上 (YAMAKAWA SELECTION) 山川出版社 1200

109 9784634423824 アメリカ史  下 (YAMAKAWA SELECTION) 山川出版社 1200

110 9784634423831 中国史 　上 (YAMAKAWA　SELECTION) 山川出版社 1200

111 9784634423848 中国史  下 (YAMAKAWA SELECTION) 山川出版社 1200

112 9784087861174 マイ・ストーリー (集英社ビジネス書)
ミシェル・オバ
マ

集英社 2300

113 9784478108628 リバランス――米中衝突に日本はどう対するか
エズラ・Ｆ・
ヴォ―ゲル

ダイヤモンド
社

2000

114 9784313205222 はじめて学ぶ地方自治法〈第2次改訂版〉 吉田 勉 学陽書房 2100

115 9784335303821 アメリカ高齢者法 (アメリカ法ベーシックス 12) 樋口 範雄 弘文堂 3700

116 9784335305191
ケースブック独占禁止法 第4版 (弘文堂ケースブック
シリーズ)

金井 貴嗣 弘文堂 4300

117 9784589040169 「憲法上の権利」入門 井上 典之 法律文化社 2500

118 9784641138063 民事訴訟法・倒産法の研究 山本 弘 有斐閣 9800

119 9784641243057 労働基準法 第5版 (有斐閣法学叢書) 下井 隆史 有斐閣 5200

120 9784785727185 はじめて学ぶ独占禁止法〔第2版〕 菅久 修一 商事法務 2400

121 9784792352783 犯罪者処遇論の展開 石川 正興 成文堂 6000

122 9784797212099 【医事法講座第9巻】医療情報と医事法 信山社 9000

123 9784797267839 廃棄物法制の軌跡と課題 (学術選書183) 北村 喜宣 信山社 5000

124 9784798915722 グローバル化と法の諸課題 東信堂 1200

125 9784865562996
権利擁護と成年後見実践〔第3版〕─社会福祉士の
ための成年後見入門─

民事法研究
会

3800

126 9784865563139 著作権法〔第４版〕 岡村 久道
民事法研究
会

5500
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丸善新刊案内9+10月
2019/10/10

ISBN 書名 書社名 出版者 本体価格 備考

127 9784903059587
多様化する家族と法〈1〉個人の尊重から考える
(Gleam Books)

二宮 周平 朝陽会 1000

128 9784641227699 行政法判例集　Ⅰ -- 総論・組織法 第2版 飯島 淳子 有斐閣 3500

129 9784797270174 〈概説〉民事訴訟法 三上 威彦 信山社 4600

130 9784860311582 親族法・相続法〔第5版〕 吉田 恒雄 尚学社 3500

131 9784641499409 著作権研究 (著作権研究 45) 有斐閣 4700 雑誌

132 9784905428978 2019年版 新規開業白書
日本政策金
融公庫総合
研究所

佐伯印刷 2315 年鑑

133 9784865791693 2019年版小規模企業白書 中小企業庁
日経印刷株
式会社

2600 年鑑

134 9784492973288 「会社四季報」業界地図 2020年版
東洋経済新
報社

1300 年版

135 9784532322939 日経業界地図 2020年版
日本経済新
聞出版社

1200 年版

136 9784002710051
年表 昭和・平成史 新版: 1926-2019 (岩波ブックレッ
ト)

岩波書店 680
ブックレッ
ト

137 9784002710068
安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと (岩波
ブックレット)

安藤 泰至 岩波書店 520
ブックレッ
ト

138 9784634546981 江戸時代の神社 (日本史リブレット) 高埜 利彦 山川出版社 800 リブレット

139 9784634350687
ラッフルズ: 海の東南アジア世界と「近代」 (世界史リ
ブレット人)

坪井 祐司 山川出版社 800 リブレット

140 9784065154298
日本社会のしくみ　雇用・教育・福祉の歴史社会学
(講談社現代新書)

小熊英二 講談社 1300 新書

141 9784166612260
内閣調査室秘録　戦後思想を動かした男 (文春新
書)

志垣 民郎 文藝春秋 1200 新書

142 9784480072375 教育格差　──階層・地域・学歴 (ちくま新書) 松岡亮二 筑摩書房 1000 新書

143 9784480683571 日本人にとって自然とはなにか (ちくまプリマー新書) 宇根 豊 筑摩書房 860 新書

144 9784004317807
日本のマクロ経済政策: 未熟な民主政治の帰結 (岩
波新書)

熊倉 正修 岩波書店 840 新書

145 9784004317814 労働法入門 新版 (岩波新書) 水町 勇一郎 岩波書店 860 新書

146 9784004317821
フォト・ドキュメンタリー 朝鮮に渡った「日本人妻」: 60
年の記憶 (岩波新書)

林 典子 岩波書店 1040 新書

147 9784004317838
生きるための図書館: 一人ひとりのために (岩波新
書)

竹内 哲 岩波書店 780 新書

148 9784005008964
「カルト」はすぐ隣に: オウムに引き寄せられた若者
たち (岩波ジュニア新書)

江川 紹子 岩波書店 900 新書
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丸善新刊案内9+10月
2019/10/10

ISBN 書名 書社名 出版者 本体価格 備考

149 9784005008988 ポジティブになれる英語名言101 (岩波ジュニア新書) 小池 直己 岩波書店 860 新書

150 9784005008995 クマムシ調査隊、南極を行く! (岩波ジュニア新書) 鈴木 忠 岩波書店 960 新書

151 9784040822310 政界版　悪魔の辞典 (角川新書) 池上 彰 KADOKAWA 820 新書

152 9784040822990
サブスクリプション　製品から顧客中心のビジネスモ
デルヘ (角川新書)

雨宮 寛二 KADOKAWA 860 新書

153 9784040823201 万葉集の詩性 令和時代の心を読む (角川新書) 中西 進 KADOKAWA 840 新書

154 9784065154304
戦争の記憶 コロンビア大学特別講義 学生との対話
(講談社現代新書)

キャロル・グ
ラック

講談社 840 新書

155 9784065164716 仏教入門 (講談社現代新書) 南直哉 講談社 820 新書

156 9784065166055
トポロジー入門 奇妙な図形のからくり (ブルーバック
ス)

都筑 卓司 講談社 1000 新書

157 9784065167243
民事裁判入門　裁判官は何を見ているのか (講談社
現代新書)

瀬木比呂志 講談社 960 新書

158 9784087210859
「他者」の起源 ノーベル賞作家のハーバード連続講
演録 (集英社新書)

トニ・モリスン 集英社 920 新書

159 9784106108211 世界の中心でAIをさけぶ（新潮新書） 片山恭一 新潮社 740 新書

160 9784106108228 憲法学の病 (新潮新書) 篠田 英朗 新潮社 840 新書

161 9784106108235 国家を食べる（新潮新書） 松本仁一 新潮社 780 新書

162 9784121506627 ドキュメント-「令和」制定 (中公新書ラクレ)
日本テレビ政
治部

中央公論新
社

780 新書

163 9784166612277 水害列島 (文春新書) 土屋 信行 文藝春秋 850 新書

164 9784267021954 東京オリンピック1964 サムライたちの挽歌 (潮新書) 松下 茂典 潮出版社 1111 新書

165 9784309416960 カラヤン (河出文庫) 吉田 秀和
河出書房新
社

800 新書

166 9784334044220
「家族の幸せ」の経済学～データ分析でわかった結
婚、出産、子育ての真実～ (光文社新書)

山口 慎太郎 光文社 820 新書

167 9784480072344
キリスト教と日本人　──宣教史から信仰の本質を
問う (ちくま新書)

石川明人 筑摩書房 900 新書

168 9784480072351 ヒューマンエラーの心理学 (ちくま新書) 一川誠 筑摩書房 860 新書

169 9784480072368
路地裏で考える　──世界の饒舌さに抵抗する拠点
(ちくま新書)

平川克美 筑摩書房 780 新書

170 9784480683557 何のための「教養」か (ちくまプリマー新書) 桑子 敏雄 筑摩書房 780 新書
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丸善新刊案内9+10月
2019/10/10

ISBN 書名 書社名 出版者 本体価格 備考

171 9784532264055 東京のナゾ研究所 (日経プレミアシリーズ) 河尻 定
日本経済新
聞出版社

870 新書

172 9784569842967 太平洋戦争の新常識 (PHP新書)
歴史街道編
集部

PHP研究所 860 新書

173 9784569843322 労働者の味方をやめた世界の左派政党 (PHP新書) 吉松 崇 PHP研究所 860 新書

174 9784582859171 韓国 内なる分断 (平凡社新書0917) 池畑 修平 平凡社 880 新書

175 9784591163443
(174)絶望しないための貧困学: ルポ 自己責任と向
き合う支援の現場 (ポプラ新書)

大西 連 ポプラ社 1000 新書

176 9784815601881 お金の未来年表 (SB新書) 朝倉 智也
SBクリエイ
ティブ

830 新書

177 9784480072405 昭和史講義【戦前文化人篇】 (ちくま新書) 筒井清忠 筑摩書房 9000 新書

178 9784004317715 南北戦争の時代 19世紀 (岩波新書) 貴堂 嘉之 岩波書店 840 新書

179 9784065169162 ファーウェイと米中５Ｇ戦争 (講談社＋α新書) 近藤大介 講談社 840 新書

180 9784121025500
大隈重信(上)-「巨人」が夢見たもの (中公新書
(2550))

伊藤 之雄
中央公論新
社

1100 新書

181 9784121025517
大隈重信(下)-「巨人」が築いたもの (中公新書
(2551))

伊藤 之雄
中央公論新
社

1000 新書

182 9784121025531
ヒトラーの時代-ドイツ国民はなぜ独裁者に熱狂した
のか (中公新書)

池内 紀
中央公論新
社

860 新書

183 9784121025548
日本近現代史講義-成功と失敗の歴史に学ぶ (中公
新書)

山内昌之
中央公論新
社

900 新書

184 9784065165935 箴言集 (講談社学術文庫)
ラ・ロシュフ
コー

講談社 1080 文庫

185 9784480099259 微分積分学 (ちくま学芸文庫) 吉田 洋一 筑摩書房 1700 文庫

186 9784022619778
兵たちの戦争 手紙・日記・体験記を読み解く (朝日
文庫)

藤井 忠俊
朝日新聞出
版

820 文庫

187 9784022619785 アメリカと戦いながら日本映画を観た (朝日文庫) 小林 信彦
朝日新聞出
版

680 文庫

188 9784065162729 満鉄全史 「国策会社」の全貌 (講談社学術文庫) 加藤 聖文 講談社 1180 文庫

189 9784065166901
アイヌの世界観 「ことば」から読む自然と宇宙 (講談
社学術文庫)

山田 孝子 講談社 1230 文庫

190 9784150505424 習慣の力〔新版〕 (ハヤカワ文庫NF)
チャールズ
デュヒッグ

早川書房 1020 文庫

191 9784150505431
虚妄のAI神話　「シンギュラリティ」を葬り去る (ハヤ
カワ文庫NF)

ジャン=ガブリ
エル ガナシ
ア

早川書房 880 文庫

192 9784167913199
ディック・ブルーナ ミッフィーと歩いた60年 (文春文
庫)

森本 俊司 文藝春秋 750 文庫
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丸善新刊案内9+10月
2019/10/10

ISBN 書名 書社名 出版者 本体価格 備考

193 9784267021886 キーワードで読む「三国志」 (潮文庫) 井波律子 潮出版社 787 文庫

194 9784334754051 ロビン・フッドの愉快な冒険 (光文社古典新訳文庫)
ハワード パイ
ル

光文社 1280 文庫

195 9784396317607
日米開戦の正体(上)  なぜ真珠湾攻撃という道を歩
んだのか (祥伝社文庫)

孫崎享 祥伝社 760 文庫

196 9784396317614
日米開戦の正体(下)  なぜ真珠湾攻撃という道を歩
んだのか (祥伝社文庫)

孫崎享 祥伝社 800 文庫

197 9784480099334 日本大空襲 (ちくま学芸文庫) 原田 良次 筑摩書房 1500 文庫

198 9784480435989 ブルース・リー (ちくま文庫) 四方田 犬彦 筑摩書房 1000 文庫

199 9784532114091 いまさら聞けない ITの常識 岡嶋裕史
日本経済新
聞出版社

900 文庫

200 9784532199524
なぜ、お客様は「そっち」を買いたくなるのか? (日経
ビジネス人文庫)

理央周
日本経済新
聞出版社

750 文庫

201 9784065165522 戦国時代 (講談社学術文庫) 永原慶二 講談社 1690 文庫

202 9784309417042 完全版 自由論: 現在性の系譜学 (河出文庫) 酒井隆史
河出書房新
社

1800 文庫

203 9784480099365 交易の世界史　上 (ちくま学芸文庫)
ウィリアム
バーンスタイ
ン

筑摩書房 1400 文庫

204 9784480099372 交易の世界史　下 (ちくま学芸文庫)
ウィリアム
バーンスタイ
ン

筑摩書房 1400 文庫

計 204点 ¥515,265
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ナレッジワーカー10月
2019/10/10

タイトル 著編者 出版者 ISBN 本体価格
刊行年

月

1
我妻・有泉コンメンタール民法～総則・物
権・債権～ 第6版

我妻　榮・有泉　亨・清水　誠・田
山　輝明

日本評論社 9784535524446 7800 201908

2 債権法改正と家庭裁判所の実務 佐々木　茂美・潮見　佳男 日本加除出版 9784817845597 2800 201906

3 論点体系判例民法<4> 第3版 債権総論 加藤　新太郎 第一法規 9784474059450 4500 201907

4 論点体系判例民法<5> 第3版 債権総論 加藤　新太郎 第一法規 9784474059467 4500 201907

5
民法<6>　第5版　親族・相続(LEGAL
QUEST)

前田　陽一・本山　敦・浦野　由
紀子

有斐閣 9784641179417 2800 201906

6
コア・テキスト商法総則・商行為法(ライブ
ラリ商法コア・テキスト 1)

川村　正幸・品谷　篤哉・酒井
太郎

新世社 9784883842940 1900 201906

7 ユーリカ民法<1>　民法入門・総則 大中　有信 法律文化社 9784589040190 2900 201907

8 Before/After相続法改正
潮見　佳男・窪田　充見・中込
一洋・増田　勝久・水野　紀子・山
田　攝子

弘文堂 9784335357701 2200 201906

9
環境規制の現代的展開～大塚直先生
還暦記念論文集～

久保田　泉 法律文化社 9784589040176 12000 201906

10 コンメンタール借地借家法 第4版 澤野　順彦 日本評論社 9784535523319 5300 201906

11 民法<相続関係>改正法の概要 潮見　佳男
金融財政事情
研究会

9784322134629 2300 201905

12
政策評価のための因果関係の見つけ方
～ランダム化比較試験入門～

エステル・デュフロ・レイチェル・グ
レナスター・マイケル・クレー
マー・小林　庸平・石川　貴之・井
上　領介・名取　淳

日本評論社 9784535559349 2300 201907

13
商法<1>　第6版　総則・商行為(有斐閣S
シリーズ　19)

落合　誠一・大塚　龍児・山下
友信

有斐閣 9784641159525 2100 201903

14
保険法　第4版(有斐閣アルマ
Specialized)

山下　友信・竹浜　修・洲崎　博
史・山本　哲生

有斐閣 9784641221291 2100 201904

15 基本講義民法総則・民法概論 小賀野　晶一 成文堂 9784792327354 2800 201905

16 解説民法<相続法>改正のポイント
青竹　美佳・石綿　はる美・堂薗
幹一郎・中原　利明・幡野　弘樹・
羽生　香織・増田　勝久・宮本

有斐閣 9784641138179 1900 201908

17
不動産再開発の法務～都市再開発・マ
ンション建替え・工場跡地開発の紛争予
防～ 第2版

井上　治 商事法務 9784785727352 6000 201908

18 消費者のための民法入門 村　千鶴子 新世社 9784883842988 1800 201908

19 要点解説令和時代の相続法 菊池　捷男 現代書林 9784774517919 1300 201907

20
民法<4>　第4版　債権各論(有斐閣Sシ
リーズ　36)

藤岡　康宏・磯村　保・浦川　道
太郎・松本　恒雄

有斐閣 9784641159488 2600 201903

21 信託法案内(勁草法学案内シリーズ) 田中　和明 勁草書房 9784326499373 2700 201903

22 民法の基礎<2>　第2版　物権 佐久間　毅 有斐閣 9784641138032 2400 201903

23
新ハイブリッド民法<2>　新版　物権・担
保物権法

本田　純一・堀田　親臣・工藤
祐巌・小山　泰史・澤野　和博

法律文化社 9784589040121 3000 201905
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ナレッジワーカー10月
2019/10/10

タイトル 著編者 出版者 ISBN 本体価格
刊行年

月

24
離婚・親子・相続事件判例解説～実務
精選120～

本山　敦 第一法規 9784474065642 4600 201905

25 新標準講義民法債権各論　第2版 池田　真朗
慶應義塾大学
出版会

9784766425789 2500 201904

26 新・考える民法<2> 物権・担保物権 平野　裕之
慶應義塾大学
出版会

9784766426014 2800 201904

27
新注釈民法<6>　物権(3)(有斐閣コンメン
タール)

道垣内　弘人 有斐閣 9784641017559 8800 201903

28 法学入門
稲　正樹・寺田　麻佑・松田　浩
道・吉良　貴之・成原　慧・山田
哲史・松尾　剛行

北樹出版 9784779305894 2800 201904

29
担保物権法 第2版(日評ベーシック・シ
リーズ)

田高　寛貴・白石　大・鳥山　泰
志

日本評論社 9784535806870 1700 201904

30 民法講義録 改訂版 岡　伸浩 日本評論社 9784535523937 5800 201903

42
借地借家法 第2版(別冊法学セミナー
新基本法コンメンタール no.257)

秋山　靖浩・野澤　正充 日本評論社 9784535402775 3800 201906

計 31点 ¥112,800
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見計い9月
2019/10/10

タイトル 著編者 出版者 ISBN 本体価格
刊行年

月
備考

1
国際法のフロンティア 平覚 日本評論社

9784535523616 11,000
2019

2
監査論入門 第4版 長吉眞一 中央経済社

9784502322518 2,800
2019

3
簿記の理論学説と計算構造 上野清貴 中央経済社

9784502320910 5,600
2019

4
日本・税務会計形成史 矢内一好 中央経済社

9784502317316 4,000
2019

旧版所蔵
有

5

監査の品質に関する研究（日本監査
研究学会リサーチ・シリーズ）

町田祥弘 同文舘出版

9784495209711 5,800

2019
旧版所蔵
有

6
会計実務Ｑ＆Ａ学校法人 第2版 ト－マツ（監査法

人）
中央経済社

9784502305610 2,700
2019

計 6点 ¥31,900
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学生推薦
2019/10/10

タイトル 著編者 出版者 ISBN 本体価格
刊行年

月

1
頭が真っ白になりそうな時、さらりと切り返す
話し方

赤羽雄二 ベストセラーズ 9784584136485 ¥1,450 2015

計 1点 ¥1,450
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図書館員推薦
2019/10/10

書名 著者名 出版者 ISBN
価格(税

抜)
出版
年

1 地元を再発見する! 手書き地図のつくり方

手書き地図推進
委員会, 川村 行
治他 学芸出版社 9784761527129 2000 2019

2
世界でいちばん素敵な単位の教室 (世界でいちば
ん素敵な教室シリーズ) 丸山一彦 (監修) 三才ブックス 9784130461283 1500 2019

3 都市鉄道の技術社会史 高嶋 修一 山川出版社 9784634591097 2500 2019

4
ライブカルチャーの教科書 音楽から読み解く現代社
会

ライブカルチャー
の教科書 音楽
から読み解く現
代社会 青弓社 9784787274229 2000 2019

5
インターネットで文献探索 2019年版 (2019年版)
(JLA図書館実践シリーズ 7) 伊藤 民雄 (著) 日本図書館協会 (2019/5/23)9784820419013 1800 2019

6
実践型レファレンス・サ-ビス入門 補訂2版 (JLA図
書館実践シリーズ 1)

斎藤 文男 (著),
藤村 せつ子
(著) 日本図書館協会; 補訂2版 (2019/5/21)9784820419006 1800 2019

7
図書館とゲーム―イベントから収集へ (JLA図書館
実践シリーズ)

井上 奈智 (著),
高倉 暁大 (著),
日向 良和 (著) 日本図書館協会 (2018/11/1)9784820418115 1600 2018

計 7点 ¥13,200 2018
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No. タイトル 出版社
年間
価格

ＩＳＳＮ
形態
希望

備考

1  国際人権 国際人権法学会 ¥3,062 0916-7188 冊子体 年1回刊行

2 世界法年報 世界法学会 ¥4,290 0917-0421 冊子体 年1回刊行

新規購入タイトル
計　2点

¥7,352

令和1年度10月　総合政策学部　新規購入推薦和雑誌
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No. タイトル 出版社 年間価格

Sy1 American economic journal. Applied economics
American Economic
Association

¥7,788

Sy2 American economic journal. Economic policy
American Economic
Association

¥7,788

Sy3 American economic journal. Macroeconomics
American Economic
Association

¥7,788

Sy4 American economic journal. Microeconomics
American Economic
Association

¥7,788

Sy5
American journal of international law(冊子体のみの刊行は2019
年で停止)

Cambridge University
Press

¥76,426

Sy6 Brookings papers on economic activity Brookings Institution ¥19,739

Sy7 California law review
University of
California,Berkeley Law
Journals

¥14,258

Sy8 Euromoney
Euromoney Global
Limited

¥241,148

Sy9 Foreign policy Foreign policy ¥18,295

Sy10 Harvard law review
Harvard Law Review
Association

¥26,027

Sy11 IMF economic review / International Monetary Fund Springer Nature ¥70,529

Sy12 International trade statistics yearbook United Nations ¥47,108

Sy13
International security / the Program for Science and
International Affiars

The M.I.T. Press ¥50,383

Sy14 Journal of accountancy
American Institute of
Certified Public
Accountants

¥14,702

Sy15 Journal of economic literature
American Economic
Association

¥7,788

Sy16 Journal of economic studies. New series
Emerald Publishing
Limired

¥1,040,666

Sy17 Michigan law review Michigan law review ¥18,610

Sy18 ProQuest statistical abstract of the United States Bernan ¥33,432

Sy19 Texas law review
Univ.of Texas School
of Law

¥17,485

Sy20
The accountant : a medium of communication between
accountants in all parts of the United Kingdom

Financial News
Publishing Ltd.

¥663,091

Sy21 The accounting review
American Accouunting
Association

¥78,159

Sy22 The American economic review
American Economic
Association

¥21,417

Sy23 The American economic review:Insights.
American Economic
Association

¥9,741

令和1年度　総合政策学部　継続タイトル　（洋雑誌）

2020年1月以降も購読を続ける雑誌のタイトルです。
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No. タイトル 出版社 年間価格

Sy24 The economist
Economist Newspaper
Ltd.

¥100,129

Sy25 The journal of economic history
Economic History
Association

¥52,362

Sy26
The Journal of economic perspectives : a journal of the
American Economic Association

American Economic
Association

¥7,788

Sy27
The Review of economics and statistics / President and fellows
of Harvard College

The M.I.T. Press ¥128,346

Sy28 The University of Chicago law review
University of Chicago
Press

¥29,430

Sy29 U.C.L.A. law review / University of California U.C.L.A. law review ¥23,470

Sy30 Virginia law review / Virginia Law Review Association
Virginia Law Review
Association

¥34,360

Sy31
World economic outlook : a survey by the staff of the
International Monetary Fund

International Monetary
Fund

¥29,316

8月図書委員会
継続決定タイトル　17点

¥1,807,229

10月図書委員会
継続タイトル（追加）　14点

¥1,098,128

計　31点 ¥2,905,357
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No. タイトル 出版社 年間価格

Sw1 Aera 朝日新聞社 ¥27,560

Sw2 アジア経済 アジア経済研究所 ¥7,760

Sw3 アメリカ法 日米法学会 ¥7,200

Sw4 アステイオン
ティービーエス・ブ
リタニカ

¥1,940

Sw5 別冊ジュリスト 有斐閣 ¥14,590

Sw6 ビジネス法務 中央経済社 ¥17,040

Sw7 貿易と関税 日本関税協会 ¥9,750

Sw8 文藝春秋 文藝春秋社 ¥9,840

Sw9 地価公示 : 制度のあらましと公示価格の一覧 大蔵省印刷局 ¥4,179
Sw10 賃金と社会保障 労働旬報社 ¥46,580

Sw11 中央公論 中央公論社 ¥10,080

Sw12 中小企業白書 大蔵省印刷局 ¥2,818

Sw13 大学マネジメント
国立大学マネジメ
ント研究会

¥20,350

Sw14 エコノミスト 毎日新聞社 ¥29,530

Sw15 フィナンシャル・レビュー 大蔵省印刷局 ¥9,120

Sw16 フォーリン・アフェアーズリポート
フォーリン・アフェ
アーズ・ジャパン

¥24,000

Sw17 不公正貿易報告書 日本貿易振興会 ¥3,790
Sw18 ガバナンス ぎょうせい ¥11,640
Sw19 外交 外務省 ¥4,740
Sw20 外国貿易概況 日本関税協会 ¥36,840

Sw21 外国の立法
国立国会図書館調
査立法考査局

¥7,000

Sw22 外交青書 : 我が外交の近況 大蔵省印刷局 ¥1,944

Sw23 月刊学校教育相談 学事出版 ¥14,800
Sw24 現代の図書館 日本図書館協会 ¥5,040
Sw25 現行輸入制度一覧 通商産業調査会 ¥22,356

Sw26 銀行法務21 経済法令研究会 ¥8,710

Sw27 販売革新 商業界 ¥12,490

Sw28 判例評論. 日本評論社 ¥6,480

Sw29 判例時報 日本評論社 ¥28,080

Sw30 判例タイムズ 判例タイムズ社 ¥32,400

Sw31 犯罪社会学研究 立花書房 ¥3,110

令和1年度　総合政策学部　継続タイトル　（和雑誌）

2020年1月以降も購読を続ける雑誌のタイトルです。

20



No. タイトル 出版社 年間価格

Sw32 ハーバードビジネスレビュー＝Harvard business review
Harvard business
review

¥22,200

Sw33 比較法研究 比較法學會 ¥4,540

Sw34 一橋ビジネスレビュー 東洋経済新報社 ¥77,640

Sw35 法学 岩波書店 ¥6,420

Sw36 法學協會雜誌 法學協會 ¥47,770

Sw37 法学教室 有斐閣 ¥16,760

Sw38 法學論叢 京都法學會 ¥9,960

Sw39 法学セミナー 日本評論社 ¥16,320

Sw40 法令解説資料総覧 第一法規出版 ¥19,440

Sw41 法律時報 日本評論社 ¥24,730

Sw42 法律時報. 別冊 日本評論社 ¥6,220

Sw43 法律のひろば 一洋社 ¥9,360

Sw44 法曹時報 法曹會 ¥27,340

Sw45 法哲學年報 有斐閣 ¥3,693

Sw46 法社會學 日本評論社 ¥4,179
Sw47 自治研究 良書普及會 ¥18,360
Sw48 時事世論調査特報 時事通信社 ¥285,120
Sw49 実行関税率表 日本関税協会 ¥23,580

Sw50 月刊人事マネジメント
アーバンプロ
デュース

¥39,800

Sw51 情報通信白書  ぎょうせい ¥2,988

Sw52 旬刊経理情報 中央経済社 ¥28,000

Sw53 旬刊商事法務 商事法務研究会 ¥35,640

Sw54 ジュリスト 有斐閣 ¥19,600

Sw55 科学技術白書 大蔵省印刷局 ¥1,799

Sw56 月刊海外経済データ 大蔵省印刷局 ¥12,840
Sw57 月刊介護保険 法研 ¥18,480

Sw58 海事法研究会誌 日本海運集会所 ¥6,050

Sw59 會計 森山書店 ¥16,680

Sw60 会計人コース 中央経済社 ¥21,290

Sw61 会計・監査ジャーナル 第一法規 ¥18,360
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No. タイトル 出版社 年間価格

Sw62 會社四季報 東洋經濟新報社 ¥15,060

Sw63 会社四季報. 未上場会社版 東洋經濟新報社 ¥3,780

Sw64 家計調査年報 日本統計協会 ¥6,706

Sw65 環境白書 : 循環型社会白書/生物多様性白書 日経印刷 ¥2,313

Sw66 家庭の法と裁判 日本加除出版 ¥12,250
Sw67 經營學論集 同文館 ¥1,458
Sw68 経営史学 東京大学出版会 ¥11,680
Sw69 刑法雑誌 日本刑法學會 ¥8,690
Sw70 警察學論集 立花書房 ¥14,040

Sw71 警察白書 : 警察活動の現況 大蔵省印刷局 ¥1,458

Sw73 経済分析 至誠堂 ¥6,220

Sw74 経済産業公報 経済産業調査会 ¥72,505

Sw75 経済セミナー 日本評論社 ¥8,040

Sw76 経済財政白書 財務省印刷局 ¥2,041

Sw77 企業会計 中央経済社 ¥27,480
Sw78 企業と人材 産業労働調査所 ¥42,120
Sw79 季刊勞働法 労働法学研究所 ¥9,720

Sw80 金融法務事情
金融財政事情研究
会

¥34,310

Sw81 金融経済統計月報
日本銀行調査統計
局

¥7,800

Sw82 金融研究
日本銀行金融研究
所

¥3,840

Sw83 金融・商事判例 経済法令研究会 ¥18,740

Sw84 週刊金融財政事情
金融財政事情研究
会

¥30,770

Sw85 子ども・若者白書 中和印刷 ¥2,332
Sw86 公害紛争処理白書 : 我が国の公害紛争処理・土地利用調整の 大蔵省印刷局 ¥1,710

Sw87 工業統計表. 企業統計編 経済産業調査会 ¥12,150

Sw88 工業統計表. 産業編 経済産業調査会 ¥10,692

Sw89 工業統計表. 市区町村編 経済産業調査会 ¥13,122

Sw90 工業統計表. 品目編 経済産業調査会 ¥13,608
Sw91 工業統計表. 用地・用水編 大蔵省印刷局 ¥10,692
Sw92 公法研究 有斐閣 ¥3,050

Sw93 國家學會雜誌 國家學會事務所 ¥19,250

Sw94 鉱工業指数年報 通商産業調査会 ¥6,840

Sw95 国土交通白書 ぎょうせい ¥3,340
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No. タイトル 出版社 年間価格

Sw96 季刊国民経済計算 大蔵省印刷局 ¥7,980

Sw97 国際安全保障 国際安全保障学会 ¥4,680

Sw98 国民経済計算年報
Economic Planning
Agency

¥6,804

Sw99 国際金融
外国為替貿易研究
会

¥4,374

Sw100 国際政治 日本国際政治学会 ¥7,760

Sw101 国際商事法務
国際商事法務研究
所

¥32,080

Sw102 国債統計年報 大蔵省印刷局 ¥6,706

Sw103 公共選択 木鐸社 ¥2,920
Sw104 公正取引 公正取引研究協会 ¥23,280
Sw105 戸籍時報 戸籍時報社 ¥11,010
Sw106 交通安全白書 大蔵省印刷局 ¥2,332

Sw108 國際法外交雜誌 國際法學會 ¥9,240

Sw109 毎月勤労統計要覧 労働法令協会 ¥6,107

Sw110 民商法雜誌 弘文堂 ¥15,562

Sw111 NBL 商事法務研究会 ¥48,380

Sw113 日仏法学 日仏法学会 ¥4,370
Sw114 日本の防衛 防衛庁 ¥1,234
Sw115 日本の参考図書. 四季版 日本図書館協会 ¥2,320
Sw116 日本歴史 日本歴史社 ¥8,860
Sw117 日本労働法学会誌 日本労働法学会 ¥2,920

Sw118 日本労働研究雑誌 日本労働研究機構 ¥9,960

Sw119 日経ビジネス 日経BP社 ¥22,050

Sw120 日経エレクトロニクス 日経BP社 ¥12,597

Sw121 日経グローカル
日本産業消費研究
所

¥81,648

Sw122 日経パソコン 日経BP社 ¥17,820

Sw123 日経トレンディ 日経BP社 ¥9,140

Sw124 民事訴訟雑誌 民事訴訟法学会 ¥2,920

Sw125 農林水産省統計表 農林統計協会 ¥5,150

Sw126 プレジデント
ダイヤモンド-タイ
ム社

¥15,730
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No. タイトル 出版社 年間価格

Sw127 レジャー白書 余暇開発センター ¥6,804

Sw128 レヴァイアサン 木鐸社 ¥4,000
Sw129 労働判例 産業労働調査所 ¥58,674
Sw130 労働法令通信 労働法令協会 ¥38,880
Sw131 労働法律旬報 近代評論社 ¥46,570

Sw132 労働経済白書 日本労働研究機構 ¥2,339

Sw133 労働経済判例速報
日本経営者団体連
盟

¥20,412

Sw134 労働力調査年報 日本統計協会 ¥5,832

Sw135 労働統計年報
労働大臣官房労働
統計調査部

¥10,798

Sw136 勞働統計要覧 東京統計協會 ¥1,448

Sw137 労務事情 産業労働調査所 ¥66,420

Sw138 論究ジュリスト 有斐閣 ¥10,720

Sw139 勞政時報 勞務行政研究所 ¥90,290

Sw141 裁判所時報
最高裁判所事務総
局

¥3,000

Sw142 最高裁判所刑事判例集
最高裁判所判例調
査會

8,929

Sw143 最高裁判所民事判例集
最高裁判所判例調
査会

14,461

Sw144 産業連関表. 計数編
 全国統計協会連
合会

¥30,360

Sw145 産業連関表. 総合解説編
全国統計協会連合
会

¥7,050

Sw146 正論 産経新聞出版局 ¥10,200
Sw147 月刊生徒指導 学事出版 ¥12,720

Sw148 世界 岩波書店 ¥10,930

Sw149 世界開発報告 世界銀行 ¥4,860

Sw150 世界の統計 : 国際統計要覧 大蔵省印刷局 ¥1,944

Sw152 世界統計年鑑 東京教育研究所 ¥19,440

Sw155 社会学評論 有斐閣 ¥5,562
Sw156 社會保檢旬報 社会保障研究所 ¥31,104

Sw157 月刊社会民主
社会民主党全国連
合機関紙宣伝局

¥6,960

Sw158 資源・エネルギー統計月報
経済産業省経済産
業政策局調査統計
部

¥11,040

Sw159
資源・エネルギー統計年報 : 石油・コークス・金属鉱物・非金属鉱
物 / 経済産業省経済産業政策局調査統計部

経済産業調査会 ¥4,370

Sw160 私法 日本私法學會 ¥1,940

Sw161 司法統計年報. 1.民事行政編
最高裁判所事務総
局

¥2,519

Sw162 司法統計年報. 2　刑事編
最高裁判所事務総
局

¥3,464

Sw163 司法統計年報. 3　家事編 法曹会 ¥2,430
Sw164 司法統計年報. 4　少年編 法曹会 ¥2,565
Sw165 新聞研究 日本新聞協会 ¥9,360
Sw166 思想 岩波書店 ¥19,400
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No. タイトル 出版社 年間価格

Sw167 消費者法ニュース
消費者法ニュース
発行会議

¥7,480

Sw168 商業界 商業界 ¥13,050

Sw169 商業統計表. 産業編 大蔵省印刷局 ¥35,283

Sw170 商業統計表. 品目編 大蔵省印刷局 ¥11,664

Sw171 消費者物価指数年報
Bureau of
Statistics

¥5,637

Sw172 別冊商事法務 商事法務研究会 ¥47,630

Sw173 証券経済研究
日本証券経済研究
所

¥5,560

Sw174 食糧需給表 農林統計協会 ¥2,041

Sw175 食料・農業・農村白書 農林統計協会 ¥2,527

Sw176 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 ¥31,540

Sw177 捜査研究 警察図書出版 ¥10,320
Sw178 組織科学 組織学会 ¥4,680
Sw179 租税法研究 有斐閣 ¥3,304

Sw180 水産白書 農林統計協会 ¥2,332

Sw181 短観
日本銀行調査統計
局

¥4,440

Sw182 The 21 PHP研究所 ¥6,840

Sw183 土地白書 大蔵省印刷局 ¥2,673

Sw184 登記研究
帝國判例法規出版
社

¥8,400

Sw185 時の法令 大蔵省印刷局 ¥17,040

Sw186 都市問題 東京市政調査會 ¥8,280

Sw187 週刊東洋経済 東洋経済新報社 ¥253,590

Sw188 罪と罰
日本刑事政策研究
会

¥4,500

Sw189 通商白書 大蔵省印刷局 ¥3,512

Sw190 Voice PHP研究所 ¥8,400

Sw191 わが国企業の海外事業活動 大蔵省印刷局 ¥7,290

Sw192 我が国の商業 通産統計協会 ¥5,832
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No. タイトル 出版社 年間価格

Sw193 Wedge : businessman magazine = ウエッジ ウエッジ ¥5,400

Sw194 Will = 月刊ウイル ワック・マガジンズ ¥9,320
Sw195 ユーラシア研究 ユーラシア研究所 ¥2,920

Sw196 税法学 三晃社 ¥6,290

Sw197 税經通信 税務経理協会 ¥39,650

Sw198 前衛 日本共産黨出版部 ¥8,460
8月図書委員会

継続決定タイトル　187点
¥3,234,644

10月図書委員会
継続タイトル（追加）　4点

¥49,693
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2020年4月から下記のデータベースを契約いたします。

No. タイトル 提供元
同時アク
セス数

見積税込

1 TKCローライブラリー
株式会社
TKC

10 ¥1,241,484

新規データベース


