
ISBN タイトル 著者 出版社 金額 出版年

9784101255194 旧約聖書を知っていますか（新潮文庫） 阿刀田高 新潮社 ¥552 2011

9784101255217 新約聖書を知っていますか（新潮文庫） 阿刀田高 新潮社 ¥514 2011

9784065144770
『サトコとナダ』から考えるイスラム入門 : ムスリムの生
活・文化・歴史

椿原敦子 星海社 ¥980 2018

¥2,046
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ISBN タイトル 著者 出版社 金額 出版年

1 9784909730008 The Job Interview Andy Boon ハリコ(Halico) ¥800 2018

2 9784909730015 The First Week on the Job Andy Boon ハリコ(Halico) ¥800 2018

3 9784909730022 The Presentation Andy Boon ハリコ(Halico) ¥800 2018

4 9784909730039 The Meeting Andy Boon ハリコ(Halico) ¥800 2018

5 9784909730046 The Email Andy Boon ハリコ(Halico) ¥800 2018

6 9784909730053 Entertaining Overseas Visitors Andy Boon ハリコ(Halico) ¥800 2018

7 9784909730060 First Business Trip Overseas Andy Boon ハリコ(Halico) ¥800 2018

8 9784909730077 The Office Conflict Andy Boon ハリコ(Halico) ¥800 2018

9 9784909730084 The Product Launch Andy Boon ハリコ(Halico) ¥800 2018

10 9784909730091 The Mentor Andy Boon ハリコ(Halico) ¥800 2018

11 9781859649350 English for Banking Course Book with audio CDs
Marie
Mclisky

Garnet
Education ¥5,040 2008

12 9781859649367
English for Business Studies in Higher Education:
Course Book and Audio CDs

Carolyn
Walker

Garnet
Education ¥5,040 2008

13 9781859644485 English for Economics in Higher Education Studies
Mark
Roberts

Garnet
Publishing ¥5,040 2012

14 9781859644171 English for Laｗ Course Book with audio CDs
Jeremy
Walenn

Garnet
Education ¥5,040 2008

15 9781859644409
English for Management Studies Course Book with
audio CD

Tony Corballis
Garnet

Education ¥5,040 2009

16 9781859645321
English for Public Relations Course Book with
audio CD

Marie
McLisky

Garnet
Publishing ¥5,040 2012

¥38,240
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ISBN タイトル 著者 出版社 金額 出版年

1 9784326449743 認知症と民法 (公私で支える高齢者の地域生活)
小賀野 晶
一

勁草書房 ¥3,200 2018

2 9784535806849
民法総則［補訂版］ NBS (日評ベーシック・シリー
ズ)

原田 昌和 日本評論社 ¥1,800 2018

3 9784792326722 民法講義〈7〉親族法・相続法 近江 幸治 成文堂 ¥3,200 2015

4 9784792327163 民法総則 (民法講義I) 近江幸治 成文堂 ¥3,300 2018

5 9784792327187
民法講義VI 事務管理・不当利得・不法行為 (民法
講義シリーズ)

近江幸治 成文堂 ¥3,000 2018

合計 ¥14,500
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ISBN タイトル 著者 出版社 金額 出版年 推薦レベル

1 9784335357565 行政法　第２版
高橋滋（行
政法）

弘文堂 ¥3,290 2018 最重要

2 9784641144941 社会保障法 笠木映里 有斐閣 ¥4,700 2018 最重要

3 9784641227569 租税法概説　第３版 中里実 有斐閣 ¥2,820 2018 最重要

4 9784130323895 会社法　第２版 田中亘
東京大学出

版会 ¥3,570 2018 最重要

5 9784803724899 逐条実務刑事訴訟法 伊丹俊彦 立花書房 ¥14,090 2018 最重要

6 9784797219029 人間の尊厳と法の役割－民法・消費者法を超えて－河上正二 信山社出版 ¥15,030 2018 最重要

7 9784474059429 論点体系判例民法１　総則　第３版 能見善久 第一法規出版 ¥4,510 2018 最重要

8 9784474059436 論点体系判例民法２　物権　第３版 能見善久 第一法規出版 ¥4,230 2018 最重要

9 9784474059443 論点体系判例民法３　担保物件　第３版 能見善久 第一法規出版 ¥4,040 2018 最重要

10 9784474059474 論点体系判例民法６　契約１　第３版 能見善久 第一法規出版 ¥4,230 2018 最重要

11 9784474059481 論点体系判例民法７　契約２　第３版 能見善久 第一法規出版 ¥4,230 2018 最重要

12 9784474059511 論点体系判例民法１０　親族　第３版 能見善久 第一法規出版 ¥4,790 2018 最重要

13 9784641243125 経済法入門 泉水文雄 有斐閣 ¥3,480 2018 最重要

合計 ¥73,010
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№ ISBN タイトル 著者 出版社 金額 出版年

1 9784526079016
トコトンやさしいブロックチェーンの本 (今日からモノ知り
シリーズ)

上野 仁
日刊工業新
聞社 ¥1,500 2018

2 9784492534069
巨大システム 失敗の本質: 「組織の壊滅的失敗」を防ぐ
たった一つの方法

クリス・クリア
フィールド

東洋経済新
報社 ¥2,400 2018

3 9784000022330 無子高齢化 出生数ゼロの恐怖 前田 正子 岩波書店 ¥1,700 2018

4 9784000254724
よりよき世界へ――資本主義に代わりうる経済システム
をめぐる旅

ジャコモ・コルネオ岩波書店 ¥3,400 2018

5 9784000289207 現代メディア史 新版 (岩波テキストブックス) 佐藤 卓己 岩波書店 ¥2,900 2018

6 9784120051500
思考力を磨くための社会学-日常こそが教科書 (単行
本)

岩本 茂樹
中央公論新
社 ¥1,500 2018

7 9784120051531
経済が競争でない時代-人口減少の先の地域市場デザ
イン (単行本)

大庫 直樹
中央公論新
社 ¥1,600 2018

8 9784130561174 復興と尊厳: 震災後を生きる南三陸町の軌跡 内尾 太一
東京大学出
版会 ¥3,800 2018

9 9784322134117 理系人材のための金融経済リテラシー 岡野 武志 きんざい ¥1,500 2018

10 9784324105580
軽減税率・インボイス対応 消費税  中小事業者の特例
パーフェクトガイド

金井 恵美子 ぎょうせい ¥2,800 2018

11 9784326654185
孤立不安社会: つながりの格差、承認の追求、ぼっちの
恐怖

石田 光規 勁草書房 ¥2,800 2018

12 9784327490249 対訳 読売新聞「編集手帳」
読売新聞 & The
Japan News

研究社 ¥1,400 2018

13 9784419065997 消費税増税と軽減税率のキャッチアップガイド 佐藤 明弘
税務経理協
会 ¥1,000 2018

14 9784474064355 改訂版 法律英語の用法・用語 長谷川 俊明 第一法規 ¥3,800 2018

15 9784474064706
官民ですすめる空き家対策―再生と有効利用の成功事
例─

出井 信夫 第一法規 ¥3,200 2018

16 9784478103470 福岡市を経営する 高島 宗一郎
ダイヤモンド
社 ¥1,500 2018

17 9784480016768 ルポ　プーチンの戦争 (筑摩選書) 真野 森作 筑摩書房 ¥1,800 2018

18 9784490209976 村役人のお仕事 山﨑 善弘 東京堂出版 ¥2,200 2018

19 9784491036175
THE LAST GIRLーイスラム国に囚われ、闘い続ける女
性の物語―

ナディア・ムラド
東洋館出版
社 ¥1,800 2018

20 9784492534069
巨大システム 失敗の本質: 「組織の壊滅的失敗」を防ぐ
たった一つの方法

クリス・クリア
フィールド

東洋経済新
報社 ¥2,400 2018

21 9784502281815 英和・和英 海外取引で使える会計・税務用語辞典 佐和 周 中央経済社 ¥3,800 2018

22 9784502288616 輝く農山村 編集：寺西 俊一 中央経済社 ¥2,400 2018

23 9784502290510 金融論(第2版) (【ベーシック+】) 家森 信善 中央経済社 ¥2,200 2018

24 9784535587359 英国のEU離脱とEUの未来 編集：須網 隆夫 日本評論社 ¥2,000 2018

25 9784539726372
最新の判決例から学ぶ 役員退職給与の税務 完全理
解

大阪勉強会グ
ループ

日本法令 ¥2,000 2018

26 9784539726549 消費税 軽減税率・インボイス 対応マニュアル〔3訂版〕 熊王 征秀 日本法令 ¥1,400 2018

27 9784562055616 牡蠣の歴史 (「食」の図書館)
キャロライン・ティ
リー

原書房 ¥2,200 2018

28 9784589039699 SDGsを学ぶ: 国際開発・国際協力入門 高柳 彰夫 法律文化社 ¥3,200 2018

29 9784621303078 人口学事典
編集：日本人口
学会

丸善出版 ¥20,000 2018

30 9784621303405 国際開発学事典
編集：国際開発
学会

丸善出版 ¥20,000 2018

31 9784623084432
よくわかる社会福祉の「経営」 (やわらかアカデミズム・
〈わかる〉シリーズ)

編集：小松理佐
子

ミネルヴァ書
房 ¥2,400 2018

32 9784641144941 社会保障法 笠木 映里 有斐閣 ¥5,000 2018

33 9784641150584 はじめての東南アジア政治 (有斐閣ストゥディア) 増原 綾子 有斐閣 ¥2,200 2018

34 9784641227569 租税法概説 第3版 編集：中里 実 有斐閣 ¥3,000 2018

35 9784641227613 憲法学読本 第3版 安西 文雄 有斐閣 ¥2,700 2018

5



№ ISBN タイトル 著者 出版社 金額 出版年

36 9784750347400 図表でみる教育 OECDインディケータ(2018年版)
経済協力開発機
構(OECD)

明石書店 ¥8,600 2018

37 9784750347578
カタルーニャでいま起きていることー古くて新しい、独立
をめぐる葛藤

エドゥアルド・メン
ドサ

明石書店 ¥1,600 2018

38 9784750347592 「社会分裂」に向かうフランス――政権交代と階層対立 尾上 修悟 明石書店 ¥2,800 2018

39 9784754725266 図解 所得税 平成30年版 編集：中戸川 誠
大蔵財務協
会 ¥3,148 2018

40 9784754726218 消費税 重要論点の実務解説 芹澤 光春
大蔵財務協
会 ¥2,407 2018

41 9784755402913 憲法ルネサンス―個性、生きざまから再発見
編集：共同通信
社編集委員室

インパクト出
版会 ¥1,800 2018

42 9784757143555
ニュー・ダーク・エイジ テクノロジーと未来についての10
の考察

ジェームズ・ブラ
イドル

エヌティティ出
版 ¥2,600 2018

43 9784757430990 ビジネス英語表現大辞典6000+ イ ジユン アルク ¥3,500 2018

44 9784759816792
フェイクニュースを科学する 拡散するデマ、陰謀論、プ
ロパガンダのしくみ (DOJIN選書)

笹原 和俊 化学同人 ¥1,500 2018

45 9784771030336 福祉国家論―所得分配と現代福祉国家論の課題―
アンソニー・B・ア
トキンソン

晃洋書房 ¥6,000 2018

46 9784772613576
わたしは13歳、シリア難民。: 故郷が戦場になった子ども
たち

国境なき子どもたち 合同出版 ¥1,400 2018

47 9784785726812
コーポレートガバナンス・コードの読み方・考え方〔第2
版〕

中村 直人 商事法務 ¥2,800 2018

48 9784785726829 コーポレートガバナンス・コードの実務〔第3版〕 澤口 実 商事法務 ¥3,400 2018

49 9784785726850
設例で学ぶオーナー系企業の事業承継・M&Aにおける
法務と税務

編集：森・濱田松
本法律事務所

商事法務 ¥7,200 2018

50 9784793003998
意思決定論理―思考するということ‐会計ルールの逆転
と共感

熊田 聖 泉文堂 ¥2,200 2018

51 9784809416156 日本を殺すのは、誰よ! 新井 紀子 東邦出版 ¥1,389 2018

52 9784815809317 ジェノサイド再考―歴史のなかのルワンダ― 鶴田 綾
名古屋大学
出版会 ¥6,300 2018

53 9784815809324
もう一つの金融システム―近代日本とマイクロクレジット
―

田中 光
名古屋大学
出版会 ¥6,300 2018

54 9784830949937
集中講義 高校生の経営学: 経営学部の受験を迷ってい
る人に

洞口 治夫 文眞堂 ¥2,200 2018

55 9784830950155 ASEANの新輸出大国ベトナム トラン・ヴァン・トゥ 文眞堂 ¥3,000 2018

56 9784833423021 日本の論点2019~20 大前 研一
プレジデント
社 ¥1,600 2018

57 9784842010830 世界の憲法集〔第五版〕 編集：畑 博行
有信堂高文
社 ¥3,500 2018

58 9784861852558 習近平はかく語りき-中国国家主席珠玉のスピーチ集 人民日報評論部 日本僑報社 ¥3,600 2018

59 9784862832689 日本財政における世代間格差の評価 水谷 剛
関西学院大
学出版会 ¥4,000 2018

60 9784875421092 社会保険の政策原理 堤修三
国際商業出
版 ¥4,500 2018

61 9784875558194
自治体森林政策の可能性-国税森林環境税・森林経営
管理法を手がかりに (自治総研ブックレット)

編集：飛田博史 公人の友社 ¥1,500 2018

62 9784903212630
エスタブリッシュメント 彼らはこうして富と権力を独占す
る

オーウェン・
ジョーンズ

海と月社 ¥2,600 2018

63 9784909417121 異議アリ! 古谷 よしゆき
PHPエディ
ターズ・グ
ループ

¥1,200 2018

64 9784915811883 女性労働の分析〈2017年〉
21世紀職業
財団 ¥2,400 2018

65 9784062171533 政治の衰退 下 フランス革命から民主主義の未来へ
フランシス・フク
ヤマ

講談社 ¥3,000 2018

66 9784409520741 薩長同盟論: 幕末史の再構築 町田 明広 人文書院 ¥2,200 2018

67 9784490210002 明治維新とは何か?
編集：小路田 泰
直

東京堂出版 ¥2,800 2018

68 9784532176525 FEAR 恐怖の男 トランプ政権の真実 ボブ・ウッドワード
日本経済新
聞出版社 ¥2,200 2018

69 9784815809294
近代世界の誕生【上巻】―グローバルな連関と比較
1780-1914―

C・A・ベイリ
名古屋大学
出版会 ¥4,500 2018
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№ ISBN タイトル 著者 出版社 金額 出版年

70 9784815809300
近代世界の誕生【下巻】―グローバルな連関と比較
1780-1914―

C・A・ベイリ
名古屋大学
出版会 ¥4,500 2018

71 9784862581143 アメリカ左派の外交政策
マイケル・ウォル
ツァー

風行社 ¥3,500 2018

72 9784863134263
逆境だらけの人類史 英雄たちのあっぱれな決断 (ビ
ジュアル讀本)

ビル・プライス
日経ナショナ
ルジオグラ
フィック社

¥2,600 2018

73 9784490209860 幕末維新史年表 編集：大石 学 東京堂出版 ¥3,000 2018

74 9784492396445 経済がわかる 論点50 2019
みずほ総合研究
所

東洋経済新
報社 ¥1,600 2018

75 9784634349520 近世ヨーロッパ (世界史リブレット) 近藤 和彦 山川出版社 ¥729 2018

76 9784005008865
〈超・多国籍学校〉は今日もにぎやか!――多文化共生っ
て何だろう (岩波ジュニア新書)

菊池 聡 岩波書店 ¥820 2018

77 9784022737854
なぜ「それ」が買われるのか? 情報爆発時代に「選ばれ
る」商品の法則 (朝日新書)

博報堂買物研究
所

朝日新聞出
版 ¥790 2018

78 9784087210583
中国人のこころ: 「ことば」からみる思考と感覚 (集英社
新書)

小野 秀樹 集英社 ¥860 2018

79 9784087210606 一神教と戦争 (集英社新書) 橋爪 大三郎 集英社 ¥860 2018

80 9784098253364 発想力: 「0から1」を生み出す15の方法 (小学館新書) 大前 研一 小学館 ¥840 2018

81 9784140885697
マルクス・ガブリエル 欲望の時代を哲学する (NHK出版
新書 569)

丸山 俊一 NHK出版 ¥820 2018

82 9784140885710
「AI資本主義」は人類を救えるか―文明史から読みとく
(NHK出版新書 571)

中谷 巌 NHK出版 ¥820 2018

83 9784334043896 ぶれない軸をつくる東洋思想の力 (光文社新書) 田口佳史 光文社 ¥800 2018

84 9784344919129 「フェール・セーフ」に学ぶ災害対策論 織田博靖
幻冬舎メディ
アコンサル
ティング

¥800 2018

85 9784344985216
『君たちはどう生きるか』集中講義 こう読めば100倍おも
しろい (幻冬舎新書)

浅羽 通明 幻冬舎 ¥840 2018

86 9784344985315
《唯識》で出会う未知の自分 仏教的こころの領域入門
(幻冬舎新書)

横山 紘一 幻冬舎 ¥780 2018

87 9784396115586 徳川家康の江戸プロジェクト (祥伝社新書) 門井慶喜 祥伝社 ¥800 2018

88 9784413045582
ジェフ・ベゾス　未来と手を組む言葉 (青春新書インテリ
ジェンス)

武井 一巳 青春出版社 ¥920 2018

89 9784480071651 国際法 (ちくま新書) 大沼 保昭 筑摩書房 ¥1,100 2018

90 9784480071835 東京格差 (ちくま新書) 中川 寛子 筑摩書房 ¥880 2018

91 9784480071873 アンダークラス (ちくま新書) 橋本 健二 筑摩書房 ¥820 2018

92 9784480071927 未来の再建 (ちくま新書) 井手 英策 筑摩書房 ¥820 2018

93 9784480071934 はじめてのアメリカ音楽史 (ちくま新書)
ジェームス・Ｍ・
バーダマン

筑摩書房 ¥940 2018

94 9784480683373 謎解き　聖書物語 (ちくまプリマー新書) 長谷川 修一 筑摩書房 ¥860 2018

95 9784480683410 高校生からのリーダーシップ入門 (ちくまプリマー新書) 日向野 幹也 筑摩書房 ¥820 2018

96 9784480683434 なぜ人と人は支え合うのか (ちくまプリマー新書) 渡辺 一史 筑摩書房 ¥880 2018

97 9784532263881
どうする地方創生 2020年からの新スキーム (日経プレミ
アシリーズ)

山崎 史郎
日本経済新
聞出版社 ¥850 2018

98 9784532263935 日本の「中国人」社会 (日経プレミアシリーズ) 中島 恵
日本経済新
聞出版社 ¥850 2018

99 9784797395976 ついに始まった日本経済「崩壊」 (SB新書) 浜 矩子
SBクリエイ
ティブ ¥800 2018

100 9784797398014 誰かに教えたくなる道路のはなし (SBビジュアル新書) 浅井 建爾
SBクリエイ
ティブ ¥1,000 2018

101 9784022619495
東京は燃えたか オリンピック1940-1964-2020 (朝日文
庫)

塩田潮
朝日新聞出
版 ¥770 2018
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№ ISBN タイトル 著者 出版社 金額 出版年

102 9784065140925 ナショナリズム (講談社学術文庫) 姜尚中 講談社 ¥920 2018

103 9784101333748 天皇陛下「生前退位」への想い (新潮文庫) 保阪 正康 新潮社 ¥520 2018

104 9784150505332
モサド: 暗躍と抗争の70年史 (ハヤカワ・ノンフィクション
文庫)

小谷 賢 早川書房 ¥900 2018

105 9784167911966 強父論 (文春文庫) 阿川 佐和子 文藝春秋 ¥650 2018

106 9784167911997 「空気」の研究 (文春文庫) 山本 七平 文藝春秋 ¥630 2018

107 9784334753917 存在と時間5 (光文社古典新訳文庫)
マルティン ハイ
デガー

光文社 ¥1,240 2018

108 9784480096470 仮面の道 (ちくま学芸文庫)
クロード レヴィ=
ストロース

筑摩書房 ¥1,400 2018

109 9784480097019 精神現象学　上 (ちくま学芸文庫) G.W.F. ヘーゲル 筑摩書房 ¥1,700 2018

110 9784480097026 精神現象学　下 (ちくま学芸文庫) G.W.F. ヘーゲル 筑摩書房 ¥1,700 2018

111 9784480098955 帝国の陰謀 (ちくま学芸文庫) 蓮實 重彦 筑摩書房 ¥1,000 2018

112 9784480098986 数学的に考える (ちくま学芸文庫) キース デブリン 筑摩書房 ¥1,000 2018

113 9784532198824
ホンダジェット誕生物語 経験ゼロから世界一へ (日経ビ
ジネス人文庫)

杉本 貴司
日本経済新
聞出版社 ¥900 2018

114 9784794223647 文庫 異端の統計学 ベイズ (草思社文庫 マ 3-1)
シャロン・バー
チュ・マグレイン

草思社 ¥1,600 2018

115 9784121506399
米中衝突-危機の日米同盟と朝鮮半島 (中公新書ラク
レ)

手嶋 龍一
中央公論新
社 ¥820 2018

116 9784480069924 人類5000年史II (ちくま新書) 出口 治明 筑摩書房 ¥880 2018

117 9784480683397 歴史を知る楽しみ (ちくまプリマー新書) 家近 良樹 筑摩書房 ¥780 2018

118 9784065140932
興亡の世界史　空の帝国　アメリカの２０世紀 (講談社
学術文庫)

生井英考 講談社 ¥1,440 2018

¥285,393
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