
丸善新刊案内 

書名 著者 出版社 価格　 ISBN

1 「王室」で読み解く世界史 宇山 卓栄 日本実業出版社 ¥1,700 9784534056573

2 ビジネス経済学 勝ち続ける戦略をいかに策定するか 大林 厚臣 ダイヤモンド社 ¥2,400 9784478107485

3
「エネルギー計画2050」構想:脱原子力・脱炭素社会に
むけて

法政大学出版局 ¥2,800 9784588625404

4 「抗日」中国の起源 (筑摩選書) 武藤 秀太郎 筑摩書房 ¥1,700 9784480016799

5
「第四次産業革命」を生き抜く ダボス会議が予測する混
乱とチャンス

クラウス・
シュワブ

日本経済新聞出
版社

¥1,600 9784532322502

6 【鼎談】不正-最前線 これまでの不正、これからの不正 同文舘出版 ¥1,900 9784495208417

7
1914ー運命の年: 第一次世界大戦開戦時のイギリス社
会

マーク ボス
トリッジ

えにし書房 ¥3,900 9784908073618

8
21世紀、大転換期の国際社会: いま何が起こっている
のか?

羽場 久美子 法律文化社 ¥2,400 9784589039835

9
30年分申告・31年度改正対応　キャッチアップ仮想通貨
の最新税務

酒井 克彦 ぎょうせい ¥2,300 9784324106044

10
50年目の「大学解体」 20年後の大学再生: 高等教育政
策をめぐる知の貧困を越えて

佐藤 郁哉
京都大学学術出
版会

¥3,800 9784814001859

11 77冊から読む 科学と不確実な社会 海部 宣男 岩波書店 ¥1,900 9784000063333

12 7つの神話との決別
デイジー ク
リストドゥー
ルー

東海大学出版部 ¥2,800 9784486021667

13
AIにできること、できないこと、ビジネス社会を生きていく
ための4つの力

藤本 浩司 日本評論社 ¥2,000 9784535788770

14 B面昭和史 1926-1945 (平凡社ライブラリー) 半藤 一利 平凡社 ¥1,000 9784582768787

15
FACTFULNESS(ファクトフルネス)　10の思い込みを乗り
越え、データを基に世界を正しく見る習慣

ハンス・ロス
リング

日経BP社 ¥1,800 9784822289607

16 ODAダムが沈めた村と森

コトパンジャ
ンダム被害
者住民を支
援する会

緑風出版 ¥2,400 9784846119034

17
ＯＥＣＤ幸福度白書４――より良い暮らし指標：生活向
上と社会進歩の国際比較

ＯＥＣＤ 明石書店 ¥6,800 9784750347806

18 SDGsが問いかける経営の未来
日本経済新聞出
版社

¥2,500 9784532322366

19 アウトバーンの歴史: その前史から21世紀まで 中田 勉
流通経済大学出
版会

¥3,300 9784947553799

20 アセモグル／レイブソン／リスト　マクロ経済学
ダロン アセ
モグル

東洋経済新報社 ¥3,800 9784492315125

21 アベノミクスの成否 (日本経済政策学会叢書) 勁草書房 ¥3,000 9784326546107

22
アメリカの恩寵――宗教は社会をいかに分かち、結び
つけるのか

ロバート・D.
パットナム

柏書房 ¥7,800 9784760150755
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23
アメリカの大学の豊かさと強さのメカニズム―基本財産
の歴史、運用と教育へのインパクト

長野 公則 東信堂 ¥4,600 9784798915302

24 アメリカの大都市弁護士: その社会構造
ジョン・P. ハ
インツ

現代人文社 ¥4,800 9784877987114

25 アメリカ金融仲介システムの動態 神野 光指郎 文眞堂 ¥3,300 9784830950117

26 イラストで読む 旧約聖書の物語と絵画 杉全美帆子 河出書房新社 ¥1,650 9784309256191

27 ウオッカの歴史 (「食」の図書館)
パトリシア
ハーリヒー

原書房 ¥2,200 9784562055630

28 オリエンテーション民法 松久 三四彦 有斐閣 ¥2,500 9784641137875

29 キッシンジャー　1923－1968　理想主義者　１
ニーアル・
ファーガソン

日経BP社 ¥4,200 9784822255947

30 キッシンジャー　1923－1968　理想主義者　２
ニーアル・
ファーガソン

日経BP社 ¥4,500 9784822255954

31 キッシンジャー超交渉術

ジェームズ・
K・セベニウ
ス、R・ニコラ
ス・バーン
ズ、ロバー
ト・H・ムヌー
キン

日経BP社 ¥2,200 9784822255831

32 ギデンズ 社会学コンセプト事典 丸善出版 ¥4,800 9784621303542

33 キャッシュレス社会と通貨の未来 民事法研究会 ¥2,000 9784865562583

34 クルド人を知るための55章 (エリア・スタディーズ170) 明石書店 ¥2,000 9784750347431

35 グローバル政治経済のパズル: ゲーム理論で読み解く 石黒 馨 勁草書房 ¥2,700 9784326302741

36 ゲーム理論で考える政治学 -- フォーマルモデル入門 浅古 泰史 有斐閣 ¥2,600 9784641149281

37 ザ・トヨタウェイ  サービス業のリーン改革  下
ジェフリー・
ライカー

日経BP社 ¥2,600 9784822289560

38 ザ・トヨタウェイ　　サービス業のリーン改革　　上
ジェフリー・
K・ライカー

日経BP社 ¥2,600 9784822289553

39 セレブの誕生―「著名人」の出現と近代社会―
アントワー
ヌ・リルティ

名古屋大学出版
会

¥5,400 9784815809331

40
ソーシャル・キャピタルの経済分析──「つながり」は地
域を再生させるか?

要藤 正任
慶應義塾大学出
版会

¥4,600 9784766425642

41 データは騙る　改竄・捏造・不正を見抜く統計学
ゲアリー ス
ミス

早川書房 ¥2,000 9784152098412

42
ハーバード法理学アプローチ-高校生に論争問題を教
える-

J・P・シェー
バー D・W・
オリバー

東信堂 ¥3,900 9784798915319

43 パクリの技法 藤本 貴之 オーム社 ¥1,800 9784274223389

44
はじめての人工知能 増補改訂版 Excelで体験しながら
学ぶAI

淺井 登 翔泳社 ¥2,280 9784798159201

45 ピケティ以後 ―経済学と不平等のためのアジェンダ―
ヘザー・ブー
シェイ

青土社 ¥5,400 9784791771363
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46 ビジネス英語表現大辞典6000+ イ ジユン アルク ¥3,500 9784757430990

47 フーコーの言説 (筑摩選書) 慎改 康之 筑摩書房 ¥1,600 9784480016744

48
フランスの同性婚と親子関係――ジェンダー平等と結
婚・家族の変容

イレーヌ・テ
リー

明石書店 ¥2,500 9784750347769

49 プレステップ会社法 (プレステップシリーズ 18) 弘文堂 ¥1,800 9784335000980

50
プレゼンの語彙力 おもしろいほど聞いてもらえる「言い
回し」大全

下地 寛也
KADOKAWA / 中
経出版

¥1,400 9784046040503

51 プレップ破産法 第7版 (弘文堂プレップシリーズ) 徳田 和幸 弘文堂 ¥1,200 9784335313288

52
ブロックチェーンという世界革命: 価値観を根本から変
えるテクノロジーの正体とは

神里達博 河出書房新社 ¥780 9784309253923

53
ベーシック経済学 -- 次につながる基礎固め 新版 (有
斐閣アルマBasic)

古沢 泰治 有斐閣 ¥2,600 9784641221239

54 マグナ・カルタの800年 深尾 裕造
関西学院大学出
版会

¥3,500 9784862832702

55 まちづくり構造改革II―あらたな展開と実践― 中村 良平 日本加除出版 ¥2,000 9784817845290

56 マルコムX(下):伝説を超えた生涯
マニング・マ
ラブル

白水社 ¥4,800 9784560096703

57 マルコムX(上):伝説を超えた生涯
マニング・マ
ラブル

白水社 ¥4,800 9784560096697

58
みる・よむ・あるく 東京の歴史 6: 地帯編3 品川区・大田
区・目黒区・世田谷区 (通巻6)

吉川弘文館 ¥2,800 9784642068314

59 リーガルベイシス民法入門 第3版 道垣内 弘人
日本経済新聞出
版社

¥4,500 9784532134907

60
ルクセンブルクを知るための50章 (エリア・スタディーズ
171)

明石書店 ¥2,000 9784750347622

61 ロールズ正義論入門 森田浩之 論創社 ¥2,200 9784846017842

62 ロブスターの歴史 (「食」の図書館)
エリザベス・
タウンセンド

原書房 ¥2,200 9784562055623

63
暗号通貨の経済学 21世紀の貨幣論 (講談社選書メチ
エ)

小島 寛之 講談社 ¥1,500 9784065144954

64 一帯一路からユーラシア新世紀の道 日本評論社 ¥2,400 9784535559332

65 運命を変えた大数学者のドアノック: プリンストンの奇跡 加藤 五郎 岩波書店 ¥1,800 9784000050869

66 化学史への招待 オーム社 ¥2,500 9784274222511

67
家計から診る貧困: 子ども・若者・女性の経済的困難と
政策

室住 眞麻子 法律文化社 ¥4,200 9784589039798

68 科学立国の危機: 失速する日本の研究力 豊田 長康 東洋経済新報社 ¥2,600 9784492223895

69 歌舞伎を知れば日本がわかる (新典社選書 90) 田口 章子 新典社 ¥1,600 9784787968401

70
会計が動かす世界の歴史 なぜ「文字」より先に「簿記」
が生まれたのか

ルートポート KADOKAWA ¥1,600 9784046040725

71 会計学の考え方 友岡 賛 泉文堂 ¥2,300 9784793006197

72
会社のことよくわからないまま社会人になった人へ【第３
版】

池上彰 海竜社 ¥1,500 9784759316537
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73
改訂版 法律英語と紛争処理 -民事訴訟手続、ADR、倒
産手続 他

長谷川 俊明 第一法規 ¥3,400 9784474065444

74 海上保険 -- グローバル・ビジネスの視点を養う 中出 哲 有斐閣 ¥2,900 9784641165403

75 海洋戦略論: 大国は海でどのように戦うのか 後瀉 桂太郎 勁草書房 ¥4,000 9784326302758

76 岩倉使節団の群像：日本近代化のパイオニア ミネルヴァ書房 ¥4,000 9784623084005

77 企業会計で読む国の財政 堀内三郎
創英社/三省堂
書店

¥2,000 9784866590509

78
企業不祥事と日本的経営―品質と働き方のダイナミズ
ム―

十名 直喜 晃洋書房 ¥2,600 9784771031524

79
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 9784492534069

80
近代東京の地政学: 青山・渋谷・表参道の開発と軍用
地

武田 尚子 吉川弘文館 ¥1,900 9784642083430

81 近鉄中興の祖　佐伯勇の生涯 神崎 宣武 創元社 ¥2,400 9784422240978

82
金融・証券税制の実務 個人所得課税方式とその対象
範囲の判定 ―利子・配当・譲渡―

岸 英人 第一法規 ¥6,500 9784474056282

83 銀行員の逆襲 岡内 幸策
日本経済新聞出
版社

¥1,600 9784532358099

84 経済学者の勉強術: いかに読み、いかに書くか 根井 雅弘 人文書院 ¥1,800 9784409241233

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

86
現代ブータンを知るための60章【第2版】 (エリア・スタ
ディーズ47)

平山 修一 明石書店 ¥2,000 9784750347738

87 現代会計の基礎と応用 郡司健 中央経済社 ¥2,600 9784502292118

88 現代日本政治講義 自民党政権を中心として 藪野 祐三
北海道大学出版
会

¥2,400 9784832968479

89 交渉学が君たちの人生を変える 印南一路 大和書房 ¥1,400 9784479796732

90 公民権の実践と知恵; アメリカ黒人 草の根の魂

ホリス・ワト
キンズ、C・
リー・マッキ
ニス

彩流社 ¥4,800 9784779125652

91 江戸の思想闘争 (角川選書) 山 泰幸
KADOKAWA / 角
川学芸出版

¥1,700 9784047036468

92 行政責任を考える 新藤 宗幸 東京大学出版会 ¥2,800 9784130331098

93
行動経済学 -- 伝統的経済学との統合による新しい経
済学を目指して 新版

大垣 昌夫 有斐閣 ¥2,600 9784641165380

94 講座 社会人教授入門:方法と戦略 松野 弘 ミネルヴァ書房 ¥2,200 9784623084692

95 国際取引法講義（第2版） 久保田隆 中央経済社 ¥2,800 9784502290015

96 国税OBによる 税務の主要テーマの重点解説II
税理士桜友
会

大蔵財務協会 ¥3,241 9784754725907

97 国税通則法精解 平成31年改訂 大蔵財務協会 ¥6,296 9784754726133

98 昆虫考古学 (角川選書) 小畑 弘己 KADOKAWA ¥1,700 9784047036451
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99 最後の頭取 北海道拓殖銀行破綻20年後の真実 河谷 禎昌 ダイヤモンド社 ¥1,800 9784478106518

100
思わぬ出会いに心ときめく パリの小さな美術館 (とんぼ
の本)

原田 マハ 新潮社 ¥1,600 9784106022869

101
資本主義って悪者なの? ジグレール教授が孫娘に語る
グローバル経済の未来

ジャン・ジグ
レール

CCCメディアハウ
ス

¥1,600 9784484191027

102 社をもたない神々 (角川選書) 神崎 宣武 KADOKAWA ¥1,700 9784047036246

103 社会のなかのコモンズ:公共性を超えて 待鳥 聡史 白水社 ¥2,400 9784560096611

104
社会保障制度の高齢化への挑戦：世代間の連帯契約
で新たな制度を構築する (新・MINERVA福祉ライブラ
リー 31)

アンヌ=マ
リー・ギル
マール

ミネルヴァ書房 ¥4,000 9784623084920

105 所得概念の再検討 (租税理論研究叢書)
日本租税理論学
会

¥2,800 9784881774557

106
女性リーダー育成のために: グローバル時代のリー
ダーシップ論

勁草書房 ¥2,500 9784326654215

107
小林一三 - 日本が生んだ偉大なる経営イノベーター
(単行本)

鹿島 茂 中央公論新社 ¥2,000 9784120051517

108 昭和天皇　下 (朝日選書) 保阪 正康 朝日新聞出版 ¥1,700 9784022630810

109 昭和天皇　上 (朝日選書) 保阪 正康 朝日新聞出版 ¥1,700 9784022630803

110 証言でつづる日本国憲法の成立経緯 西 修 海竜社 ¥2,500 9784759316377

111 信託法をひもとく 佐久間 毅 商事法務 ¥3,600 9784785726935

112 新しい国際協力論[改訂版] 明石書店 ¥2,600 9784750347615

113 新版 経済学辞典 中央経済社 ¥3,600 9784502677601

114 新版 政治と経済のしくみがわかるおとな事典 講談社 ¥1,500 9784065146675

115 新版 税理士・春香の民法講座 鹿田良美 清文社 ¥2,200 9784433650285

116
震災復興の公共人類学: 福島原発事故被災者と津波
被災者との協働

東京大学出版会 ¥5,400 9784130561181

117
人工知能と株価資本主義――AI投機は何をもたらすの
か

本山 美彦 明石書店 ¥2,600 9784750347776

118 人類との遭遇:はじめて知るヒト誕生のドラマ イ・サンヒ 早川書房 ¥2,300 9784152098252

119
図説 ヴィクトリア朝時代:一九世紀のロンドンの世相・暮
らし・人々

ジョン・D・ラ
イト

原書房 ¥2,800 9784562056194

120 図説　十字軍 (ふくろうの本／世界の歴史) 櫻井康人 河出書房新社 ¥2,100 9784309762784

121 水と社会: 水リテラシーを学ぶ8つの扉 東京大学出版会 ¥2,200 9784130330909

122
世界でいちばん素敵な進化の教室 (世界でいちばん素
敵な教室)

三才ブックス ¥1,500 9784866731070

123
世界開発報告〈2018〉教育と学び― 可能性を実現する
ために

世界銀行 一灯舎 ¥5,000 9784907600600

124
世界基準の交渉術 グローバル人財に必要な5つの条
件

薮中 三十二 宝島社 ¥1,400 9784800291219

125 世界史大図鑑 レグ グラント 三省堂 ¥4,200 9784385162386
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126 瀬戸内レモン 川久保篤志 溪水社 ¥1,700 9784863274655

127 政と官の五十年 村松 岐夫 第一法規 ¥4,000 9784474064850

128
政治のことよくわからないまま社会人になった人へ【第４
版】

池上彰 海竜社 ¥1,600 9784759316544

129
政治化する宗教，宗教化する政治 〈世界編II〉 (いま宗
教に向きあう 第4巻)

Edgar
Feuchtwang
er

岩波書店 ¥2,300 9784000265102

130 生活を支える社会のしくみを考える 門野 圭司 日本経済評論社 ¥3,800 9784818825178

131 生活者の平成30年史 データでよむ価値観の変化
博報堂生活
総合研究所

日本経済新聞出
版社

¥2,000 9784532176549

132
生活保護と貧困対策 -- その可能性と未来を拓く (有斐
閣ストゥディア)

岩永 理恵 有斐閣 ¥1,800 9784641150614

133 税理士の専門家責任に関する訴訟事件の検討 秋葉 武 清文社 ¥5,000 9784433413880

134 戦国大名と国衆 (角川選書) 平山 優 KADOKAWA ¥1,700 9784047036703

135
戦略的IoTマネジメント (シリーズ・ケースで読み解く経
営学 4)

内平直志 ミネルヴァ書房 ¥2,200 9784623080618

136 租税法 第23版 (法律学講座双書) 金子 宏 弘文堂 ¥6,500 9784335315411

137 続・大人になるためのリベラルアーツ: 思考演習12題 石井 洋二郎 東京大学出版会 ¥2,900 9784130033909

138 大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる 出口 剛司 KADOKAWA ¥1,500 9784046019905

139 大戦略論: 国際秩序をめぐる戦いと日本 川崎 剛 勁草書房 ¥2,800 9784326302727

140 第二版 はじめての自然地理学 吉田 英嗣 古今書院 ¥2,400 9784772271486

141 鷹見泉石-開国を見通した蘭学家老 (中公叢書) 片桐 一男 中央公論新社 ¥2,000 9784120051623

142 誰にも負けない努力 仕事を伸ばすリーダーシップ 稲盛 和夫 PHP研究所 ¥1,300 9784569842516

143
値段と価値―なぜ私たちは価値のないものに、高い値
段を付けるのか?

ラジ パテル 作品社 ¥2,600 9784861826368

144
地域金融機関の経営・収益管理 ―銀行管理会計の
ケーススタディ

中央経済社 ¥2,800 9784502287213

145
地図でみるアイヌの歴史―縄文から現代までの1万年
史

平山 裕人 明石書店 ¥3,800 9784750347561

146 地図でみる日本の外国人 改訂版 石川 義孝 ナカニシヤ出版 ¥2,800 9784779513497

147 地図で楽しむ京都の近代 (爽BOOKS) 上杉 和央 風媒社 ¥1,600 9784833101820

148 地図で見るインドハンドブック
イザベル・サ
ン=メザール

原書房 ¥2,800 9784562055678

149 地図で見るフランスハンドブック 現代編
ジャック・レ
ヴィ

原書房 ¥2,800 9784562055661

150
地中海を旅する62章―歴史と文化の都市探訪 (エリア・
スタディーズ)

明石書店 ¥2,000 9784750347844

151
地方交付税を考える―制度への理解と財政運営の視
点

黒田 武一郎 ぎょうせい ¥2,700 9784324105818

152 地方債の経済分析 有斐閣 ¥3,800 9784641165328
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153
中学数学からはじめる暗号入門 ~現代の暗号はどのよ
うにして作られたのか~ (知りたい!サイエンス)

関根 章道 技術評論社 ¥1,680 9784297103378

154 定年後の経済学 橘木 俊詔 PHP研究所 ¥1,400 9784569840239

155 帝国と遊牧民: 近世オスマン朝の視座より 岩本 佳子
京都大学学術出
版会

¥5,100 9784814001828

156 鉄のカーテン(下):東欧の壊滅1944-56
アン・アプル
ボーム

白水社 ¥4,000 9784560096796

157 鉄のカーテン(上):東欧の壊滅1944-56
アン・アプル
ボーム

白水社 ¥4,000 9784560096789

158 天然知能 (講談社選書メチエ)
郡司ペギオ
幸夫

講談社 ¥1,700 9784065145135

159
転機にたつフィンランド福祉国家 －高齢者福祉の変化
と地方財政調整制度の改革－

横山 純一 同文舘出版 ¥2,900 9784495866914

160
都市行政の最先端  法学と政治学からの展望 (都市経
営研究叢書 第2巻)

日本評論社 ¥2,700 9784535587335

161 倒産法 (有斐閣ストゥディア) 倉部 真由美 有斐閣 ¥2,000 9784641150539

162 島嶼学: NISSOLOGY 嘉数 啓 古今書院 ¥3,800 9784772253222

163 東大塾　これからの日本の人口と社会 東京大学出版会 ¥2,800 9784130530279

164 統計と日本社会: データサイエンス時代の展開 東京大学出版会 ¥3,800 9784130434010

165 独占禁止法の新たな地平―国際標準の競争法制へ 村上 政博 弘文堂 ¥4,800 9784335357848

166 読む事典 シルクロードの世界 NHK出版 ¥3,400 9784140817742

167 日米ビジネス30年史 植田統 光文社 ¥1,700 9784334950781

168 日本の税制論 林 宏昭 清文社 ¥2,800 9784433409388

169 日本の論点2019~20 大前 研一 プレジデント社 ¥1,600 9784833423021

170 日本経済読本(第21版) (読本シリーズ) 東洋経済新報社 ¥2,400 9784492100349

171 日本経済論15講 (ライブラリ経済学15講APPLIED編) 脇田 成 新世社 ¥2,300 9784883842865

172 日本人の勝算: 人口減少×高齢化×資本主義
デービッド
アトキンソン

東洋経済新報社 ¥1,500 9784492396469

173
日本版ビッグバン後の金融機関経営: 金融システム改
革法の影響と課題

山沖 義和 勁草書房 ¥3,500 9784326504541

174 日本列島の自然と日本人 西野 順也 築地書館 ¥1,800 9784806715795

175 入門 情報社会とコミュニケーション技術【改訂新版】 金 武完 明石書店 ¥2,500 9784750347929

176 熱帯農学概論 培風館 ¥3,400 9784563078263

177 非営利組織における情報開示 兵頭和花子 中央経済社 ¥4,000 9784502291715
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178 百貨店の進化 伊藤 元重
日本経済新聞出
版社

¥1,800 9784532322564

179 文化と営利 -- 比較経営文化論 安部 悦生 有斐閣 ¥4,000 9784641165397

180 文化大革命五十年 楊 継縄 岩波書店 ¥2,900 9784000613071

181 平成の経営 伊丹 敬之
日本経済新聞出
版社

¥1,800 9784532322595

182 平成はなぜ失敗したのか (「失われた30年」の分析) 野口 悠紀雄 幻冬舎 ¥1,500 9784344034259

183 法人税法入門講義(第3版) 金子友裕 中央経済社 ¥2,500 9784502297816

184
貿易商人王列伝: 会社が世界を支配した時
代:1600~1900年

スティーヴ
ン・R. ボウン

悠書館 ¥3,000 9784865820317

185 問いからはじめる 現代企業 (有斐閣ストゥディア) 小山 嚴也 有斐閣 ¥1,800 9784641150621

186 予測マシンの世紀　AIが駆動する新たな経済
アジェイ ア
グラワル

早川書房 ¥1,700 9784152098375

187 両利きの経営
チャールズ・
A. オライ
リー

東洋経済新報社 ¥2,400 9784492534083

188 隣人ヒトラー: あるユダヤ人少年の回想
エドガー
フォイヒト
ヴァンガー

岩波書店 ¥3,100 9784000255806

189 労働法 NBS  第2版 (日評ベーシック・シリーズ) 和田 肇 日本評論社 ¥1,900 9784535806856

190 忖度と官僚制の政治学 野口雅弘 青土社 ¥2,200 9784791771295

191
「中国製造2025」の衝撃 習近平はいま何を目論んでい
るのか

遠藤誉 PHP研究所 ¥1,700 9784569842172

192
21世紀の戦争と平和: 徴兵制はなぜ再び必要とされて
いるのか

三浦 瑠麗 新潮社 ¥1,700 9784103522515

193 ファンタジーランド(下): 狂気と幻想のアメリカ500年史
カート アン
ダーセン

東洋経済新報社 ¥2,000 9784492444542

194 ファンタジーランド(上): 狂気と幻想のアメリカ500年史
カート アン
ダーセン

東洋経済新報社 ¥2,000 9784492444528

195 異論のススメ 正論のススメ 佐伯 啓思
エイアンドエフ
A&F

¥1,400 9784909355072

196
若い読者のためのアメリカ史 (Yale University Press
Little Histories)

ジェームズ・
ウエスト・デ
イビッドソン

すばる舎 ¥3,200 9784799107690

197 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 9784062171533

198 西洋の自死: 移民・アイデンティティ・イスラム
ダグラス・マ
レー

東洋経済新報社 ¥2,800 9784492444504

199
創られた明治，創られる明治――「明治150年」が問い
かけるもの

岩波書店 ¥2,600 9784000239028

200
日本の「世界化」と世界の「中国化」 〔日本人の中国観
二千年を鳥瞰する〕

小倉 和夫 藤原書店 ¥2,700 9784865782059

201 日本の連立政権 岩渕 美克 八千代出版 ¥2,900 9784842917375

202 明治150年その歩みを知る、つなぐ 後編 ユニプラン ¥1,500 9784897044736
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203
明治維新の光と影―この歴史から見えてきた日本の役
割

西原 春夫 万葉舎 ¥1,600 9784860500917

204 認知症と民法 (公私で支える高齢者の地域生活) 勁草書房 ¥3,200 9784326449743

205 暗号通貨VS.国家　ビットコインは終わらない (SB新書) 坂井 豊貴 SBクリエイティブ ¥800 9784797398236

206
勝つための情報学 バーチャルからリアルへ (扶桑社Ｂ
ＯＯＫＳ新書)

山村 明義 扶桑社 ¥840 9784594081317

207
(167)平成最後のアニメ論: 教養としての10年代アニメ
(ポプラ新書)

町口 哲生 ポプラ社 ¥1,100 9784591162392

208
「影の総理」と呼ばれた男 野中広務 権力闘争の論理
(講談社現代新書)

菊池 正史 講談社 ¥880 9784065142325

209 「承認欲求」の呪縛 (新潮新書) 太田 肇 新潮社 ¥780 9784106108006

210 「消費増税」は嘘ばかり (PHP新書) 高橋洋一 PHP研究所 ¥840 9784569842738

211 「通貨」の正体 (集英社新書) 浜 矩子 集英社 ¥820 9784087210651

212
「縄文」の新常識を知れば日本の謎が解ける (PHP新
書)

関裕二 PHP研究所 ¥840 9784569842424

213
46億年の地球史: 生命の進化、そして未来の地球 (知
的生きかた文庫)

田近 英一 三笠書房 ¥900 9784837985754

214 いまこそ、希望を (光文社古典新訳文庫)
ジャン=ポー
ル サルトル

光文社 ¥860 9784334753955

215 インドの思想 (ちくま学芸文庫) 川崎 信定 筑摩書房 ¥1,000 9784480098726

216 カジノの歴史と文化 (中公文庫) 佐伯 英隆 中央公論新社 ¥820 9784122066960

217
カラー写真と地図でたどる 太平洋戦争 日本の軌跡
(SBビジュアル新書)

太平洋戦争
研究会

SBクリエイティブ ¥1,000 9784815601393

218 ガンディー:秘教思想が生んだ聖人 (平凡社新書) 杉本 良男 平凡社 ¥980 9784582858990

219 キャッシュレス覇権戦争 (ＮＨＫ出版新書) 岩田 昭男 NHK出版 ¥780 9784140885741

220 ゲノム編集の光と闇 (ちくま新書) 青野 由利 筑摩書房 ¥800 9784480072023

221 シャーロック・ホームズ入門百科 (河出文庫) 小林司 河出書房新社 ¥830 9784309464886

222 ジャポニスム  流行としての「日本」 (講談社現代新書) 宮崎 克己 講談社 ¥920 9784065141885

223
データが語る日本財政の未来 (インターナショナル新
書)

明石 順平
集英社インターナ
ショナル

¥900 9784797680331

224
データブック オブ・ザ・ワールド 2019: 世界各国要覧と
最新統計 (2019 Vo.31)

二宮書店 ¥680 9784817604378

225 デカルト入門講義 (ちくま学芸文庫) 冨田 恭彦 筑摩書房 ¥1,200 9784480099068

226 なぜ働き続けられない?: 社会と自分の力学 (岩波新書) 鹿嶋 敬 岩波書店 ¥820 9784004317562

227
なぜ必敗の戦争を始めたのか 陸軍エリート将校反省会
議 (文春新書)

文藝春秋 ¥880 9784166612048

228
ナポレオン四代-二人のフランス皇帝と悲運の後継者た
ち (中公新書)

野村 啓介 中央公論新社 ¥860 9784121025296

229
ニュートンに消された男 ロバート・フック (角川ソフィア
文庫)

中島 秀人 KADOKAWA ¥1,080 9784044003906
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230
ネット階級社会:GAFAが牛耳る新世界のルール (ハヤ
カワ・ノンフィクション文庫)

アンドリュー
キーン

早川書房 ¥1,060 9784150505363

231
ファースト・マン 下: 初めて月に降り立った男、ニール・
アームストロングの人生 (河出文庫)

ジェイムズ・
R. ハンセン

河出書房新社 ¥780 9784309464879

232
ファースト・マン 上: 初めて月に降り立った男、ニール・
アームストロングの人生 (河出文庫)

ジェイムズ・
R. ハンセン

河出書房新社 ¥780 9784309464862

233
ファン・ボイ・チャウ: 民族独立を追い求めた開明的志士
(世界史リブレット人)

今井 昭夫 山川出版社 ¥800 9784634350816

234 フランス現代史 (岩波新書) 小田中 直樹 岩波書店 ¥820 9784004317517

235 ほとけの姿 (ちくま学芸文庫) 西村 公朝 筑摩書房 ¥1,100 9784480099099

236 ホモ・ルーデンス (中公文庫プレミアム) ホイジンガ 中央公論新社 ¥1,200 9784122066854

237 マーケティング〈第2版〉 (日経文庫) 恩蔵 直人
日本経済新聞出
版社

¥900 9784532114046

238 もし、日本という国がなかったら (角川ソフィア文庫)
ロジャー・パ
ルバース

KADOKAWA ¥1,000 9784044004552

239
モンスターマザー: ―長野・丸子実業「いじめ自殺事件」
教師たちの闘い― (新潮文庫)

福田 ますみ 新潮社 ¥550 9784101311838

240 やさしいマクロ経済学 (日経文庫) 塩路 悦朗
日本経済新聞出
版社

¥860 9784532114053

241 ユーラシア動物紀行 (岩波新書) 増田 隆一 岩波書店 ¥960 9784004317579

242 ユダヤ人とユダヤ教 (岩波新書) 市川 裕 岩波書店 ¥780 9784004317555

243 ラーメンの誕生 (ちくま学芸文庫) 岡田 哲 筑摩書房 ¥1,000 9784480099006

244
リバタリアニズム-アメリカを揺るがす自由至上主義 (中
公新書)

渡辺 靖 中央公論新社 ¥800 9784121025227

245 悪のAI論 あなたはここまで支配されている (朝日新書) 平 和博 朝日新聞出版 ¥850 9784022950062

246 一日一文 英知のことば (岩波文庫) 岩波書店 ¥1,100 9784003500279

247 音楽放浪記　世界之巻 (ちくま文庫) 片山 杜秀 筑摩書房 ¥900 9784480435699

248 科学と非科学　その正体を探る (講談社現代新書) 中屋敷均 講談社 ¥800 9784065150948

249
火付盗賊改-鬼と呼ばれた江戸の「特別捜査官」 (中公
新書)

高橋 義夫 中央公論新社 ¥860 9784121025319

250 会社員が消える 働き方の未来図 (文春新書) 大内 伸哉 文藝春秋 ¥880 9784166612079

251
格差と階級の未来　超富裕層と新下流層しかいなくなる
世界の生き抜き方 (講談社＋α新書)

鈴木貴博 講談社 ¥860 9784065141717

252 確率のはなし (角川ソフィア文庫) 矢野 健太郎 KADOKAWA ¥960 9784044004613

253 官僚たちの冬 霞が関復活の処方箋 (小学館新書) 田中 秀明 小学館 ¥800 9784098253425
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254 気候で読む日本史 (日経ビジネス人文庫) 田家 康
日本経済新聞出
版社

¥1,280 9784532198848

255 偽善のトリセツ　反倫理学講座 (河出文庫)
パオロ・マッ
ツァリーノ

河出書房新社 ¥690 9784309416601

256
吉田松陰『孫子評註』を読む 日本「兵学研究」の集大成
(PHP新書)

森田 吉彦 PHP研究所 ¥1,080 9784569841922

257 吉野弘詩集 (岩波文庫) 岩波書店 ¥740 9784003122013

258 京都思想逍遥 (ちくま新書) 小倉紀蔵 筑摩書房 ¥900 9784480072085

259
興亡の世界史 人類はどこへ行くのか (講談社学術文
庫)

福井 憲彦 講談社 ¥1,380 9784065144107

260
近現代日本史との対話【戦中・戦後―現在編】 (集英社
新書)

成田 龍一 集英社 ¥1,400 9784087210682

261 君が代の歴史 (講談社学術文庫) 山田 孝雄 講談社 ¥840 9784065147399

262 経済で読み解く世界史 (扶桑社ＢＯＯＫＳ文庫) 宇山 卓栄 扶桑社 ¥750 9784594081638

263 源頼朝-武家政治の創始者 (中公新書) 元木 泰雄 中央公論新社 ¥900 9784121025265

264 現代の初等幾何学 (ちくま学芸文庫) 赤 攝也 筑摩書房 ¥1,000 9784480098979

265
古代オリエントの神々-文明の興亡と宗教の起源 (中公
新書)

小林 登志子 中央公論新社 ¥940 9784121025234

266 国家と教養 (新潮新書) 藤原 正彦 新潮社 ¥740 9784106107931

267 三条実美-維新政権の「有徳の為政者」 (中公新書) 内藤 一成 中央公論新社 ¥840 9784121025289

268 志ん生のいる風景 (河出文庫) 矢野 誠一 河出書房新社 ¥820 9784309416618

269 資治通鑑 (ちくま学芸文庫) 司馬 光 筑摩書房 ¥1,600 9784480099051

270
宗教改革の物語　近代、民族、国家の起源 (角川ソフィ
ア文庫)

佐藤 優
KADOKAWA / 角
川学芸出版

¥1,280 9784044003968

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

272 小林秀雄のこと (岩波現代文庫) 二宮 正之 岩波書店 ¥1,480 9784006003975

273 承久の乱　日本史のターニングポイント (文春新書) 本郷 和人 文藝春秋 ¥820 9784166611997

274 承久の乱-真の「武者の世」を告げる大乱 (中公新書) 坂井 孝一 中央公論新社 ¥900 9784121025173

275 情熱でたどるスペイン史 (岩波ジュニア新書) 池上 俊一 岩波書店 ¥960 9784005008902

276 新天皇 若き日の肖像 (新潮文庫) 根岸 豊明 新潮社 ¥630 9784101004365

277 神とは何か 哲学としてのキリスト教 (講談社現代新書) 稲垣 良典 講談社 ¥880 9784065135037

278 神秘哲学: ギリシアの部 (岩波文庫) 井筒 俊彦 岩波書店 ¥1,500 9784003318539

279 親鸞の言葉 (中公文庫) 吉本 隆明 中央公論新社 ¥900 9784122066830

280
人生100年時代の教養が身につくオックスフォードの学
び方 (朝日文庫)

岡田昭人 朝日新聞出版 ¥700 9784022619549
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丸善新刊案内 

281 世界で活躍する人の小さな習慣 (日経ビジネス人文庫) 石倉 洋子
日本経済新聞出
版社

¥800 9784532198886

282
世界史の大逆転　国際情勢のルールが変わった (角川
新書)

佐藤 優
KADOKAWA / 中
経出版

¥860 9784040822426

283 世界史を「移民」で読み解く (NHK出版新書 575) 玉木 俊明 NHK出版 ¥780 9784140885758

284 生きものとは何か (ちくまプリマー新書) 本川 達雄 筑摩書房 ¥950 9784480683441

285 禅とは何か-それは達磨から始まった (中公文庫) 水上 勉 中央公論新社 ¥960 9784122066755

286
増補 隔離: 故郷を追われたハンセン病者たち (岩波現
代文庫)

徳永 進 岩波書店 ¥1,380 9784006033125

287
大学4年間の経営学が10時間でざっと学べる (角川文
庫)

高橋 伸夫
KADOKAWA / 中
経出版

¥600 9784046040589

288
大乗仏教―ブッダの教えはどこへ向かうのか (NHK出
版新書 572)

佐々木 閑 NHK出版 ¥860 9784140885727

289 大人に役立つ算数 (角川ソフィア文庫) 小宮山 博仁 KADOKAWA ¥880 9784044004620

290
大統領とハリウッド-アメリカ政治と映画の百年 (中公新
書)

村田 晃嗣 中央公論新社 ¥860 9784121025272

291
知らないでは済まされない!  「働き方改革関連法」早わ
かり (PHPビジネス新書)

布施直春 PHP研究所 ¥830 9784569842486

292 中学生にもわかる化学史 (ちくま新書) 左巻健男 筑摩書房 ¥780 9784480072030

293 中高生からの論文入門 (講談社現代新書) 小笠原 喜康 講談社 ¥840 9784065144152

294 都市空間の明治維新 (ちくま新書) 松山 恵 筑摩書房 ¥8,800 9784480071958

295 独裁の中国現代史 毛沢東から習近平まで (文春新書) 楊 海英 文藝春秋 ¥850 9784166612062

296 読むトポロジー (角川ソフィア文庫) 瀬山 士郎 KADOKAWA ¥800 9784044003951

297
南スーダンに平和をつくる　──「オールジャパン」の国
際貢献 (ちくま新書)

紀谷昌彦 筑摩書房 ¥800 9784480071972

298 南三陸日記 (集英社文庫) 三浦 英之 集英社 ¥550 9784087458442

299 日産vs.ゴーン　支配と暗闘の20年 (文春新書) 井上 久男 文藝春秋 ¥820 9784166612055

300 日本プラモデル六〇年史 (文春新書) 小林 昇 文藝春秋 ¥880 9784166611973

301 日本国憲法 (岩波文庫) 長谷部 恭男 岩波書店 ¥680 9784003403310

302 日本史のしくみ-変革と情報の史観 (中公文庫) 中央公論新社 ¥880 9784122067004

303
日本人の起源 人類誕生から縄文・弥生へ (講談社学
術文庫)

中橋 孝博 講談社 ¥1,280 9784065144312

304
日本鉄道史 昭和戦後・平成篇-国鉄の誕生からＪＲ７社
体制へ (中公新書)

老川 慶喜 中央公論新社 ¥940 9784121025302

305 悩ましい国語辞典 (角川ソフィア文庫) 神永 曉 KADOKAWA ¥1,080 9784044003487

306
反転する福祉国家: オランダモデルの光と影 (岩波現代
文庫)

水島 治郎 岩波書店 ¥1,340 9784006003982

307 不思議な数ｅの物語 (ちくま学芸文庫) E. マオール 筑摩書房 ¥1,500 9784480099082
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丸善新刊案内 

308 負動産時代 マイナス価格となる家と土地 (朝日新書)
朝日新聞取
材班

朝日新聞出版 ¥850 9784022950086

309
仏教抹殺 なぜ明治維新は寺院を破壊したのか (文春
新書)

鵜飼 秀徳 文藝春秋 ¥880 9784166611980

310 物理学と神 (講談社学術文庫) 池内了 講談社 ¥1,000 9784065147733

311 文庫 戦場の名言: 指揮官たちの決断 (草思社文庫) 田中 恒夫 草思社 ¥900 9784794223777

312 文庫 藩と県: 日本各地の意外なつながり (草思社文庫) 赤岩 州五 草思社 ¥800 9784794223784

313
文庫 毛沢東の大飢饉: 史上最も悲惨で破壊的な人災
1958-1962 (草思社文庫)

フランク ディ
ケーター

草思社 ¥1,600 9784794223753

314 平成の教訓 改革と愚策の30年 (PHP新書) 竹中 平蔵 PHP研究所 ¥900 9784569842042

315 平成の藝談――歌舞伎の真髄にふれる (岩波新書) 犬丸 治 岩波書店 ¥760 9784004317548

316 平成史講義 (ちくま新書) 吉見俊哉 筑摩書房 ¥900 9784480071989

317 平塚らいてう (日本史リブレット人) 差波 亜紀子 山川出版社 ¥800 9784634548930

318 北斎 富嶽三十六景 (岩波文庫) 岩波書店 ¥1,000 9784003358115

319 明治政治史 (上) (岩波文庫) 岡 義武 岩波書店 ¥1,320 9784003812617

320 倫理学入門 (ちくま学芸文庫) 宇都宮 芳明 筑摩書房 ¥1,200 9784480099044

321 老子 全訳注 (講談社学術文庫) 池田 知久 講談社 ¥960 9784065131596

322
アメリカの排外主義: トランプ時代の源流を探る (平凡
社新書)

浜本 隆三 平凡社 ¥860 9784582859027

323 オスマン帝国-繁栄と衰亡の600年史 (中公新書) 小笠原 弘幸 中央公論新社 ¥900 9784121025180

324 ヨーロッパ近代史 (ちくま新書) 君塚 直隆 筑摩書房 ¥1,000 9784480071880

325 中世史講義 (ちくま新書) 高橋典幸 筑摩書房 ¥860 9784480071996

326 伝達の整理学 (ちくま文庫) 外山滋比古 筑摩書房 ¥640 9784480435644

327
内戦の日本古代史 邪馬台国から武士の誕生まで (講
談社現代新書)

倉本 一宏 講談社 ¥920 9784065141892

328 一億総他責社会 (イースト新書) 片田 珠美 イースト・プレス ¥861 9784781651125

329
限界都市 あなたの街が蝕まれる (日経プレミアシリー
ズ)

日本経済新聞出
版社

¥850 9784532263966

330
今日から使える統計解析　普及版　理論の基礎と実用
の“勘どころ” (ブルーバックス)

大村平 講談社 ¥1,100 9784065147931

331 迷走する超大国アメリカ (日経プレミアシリーズ) 小竹 洋之
日本経済新聞出
版社

¥890 9784532263959

計 331点 ¥683,418
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見計い3月

書名 著編者 出版社 出版年 納入価格(税込） ＩＳＢＮ

1 刑事訴訟法　第2版 関正晴 弘文堂 2019 ¥2,350
978433500236
6

2 租税法　第23版 金子宏 弘文堂 2019 ¥6,110
978433531541
1

3 国際取引法講義　第2版 久保田隆 中央経済社 2019 ¥2,630
978450229001
5

4 大学生のための法学 長沼建一郎 法律文化社 2019 ¥2,540
978458903967
5

5
会社のことよくわからないまま社会人
になった人へ　第3版

池上彰 海竜社 2019 ¥1,410
978475931653
7

6
経済のことよくわからないまま社会人
になった人へ　第4版

池上彰 海竜社 2019 ¥1,410
978475931655
1

7 管理会計　第7版 櫻井通晴 同文舘出版 2019 ¥5,540
978449516147
7

8 エッセンシャル財務会計　第3版 井上達男 中央経済社 2019 ¥3,570
978450229711
3

9
会計基準の読み方Ｑ＆Ａ１００　第2
版

秋葉賢一 中央経済社 2019 ¥2,630
978450230091
2

10
もっとわかる学校法人会計の仕組みと
決算書の見方

梶間栄一 ぎょうせい 2019 ¥3,380
978432410602
0

11 病院会計入門　第3版 増田正志
税務経理協
会

2019 ¥2,350
978441906604
8

12 簿記が基礎からわかる本　第3版 清村英之 同文舘出版 2019 ¥2,160
978449519633
2

13 現代会計の基礎と応用 郡司健 中央経済社 2019 ¥2,440
978450229211
8

計 13点 ¥38,520
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