
新刊案内(訂正） 2019.07総合図書委員会購入決定分

ISBN 書名 著者名 出版者 価格　 備考

1 9784022516091 世界の覇権が一気に変わる　サイバー完全兵器
デービッド・サン
ガー

朝日新聞出
版

2300

2 9784023317833 平成家族　理想と現実の狭間で揺れる人たち 朝日新聞取材班
朝日新聞出
版

1400

3 9784047036123 ドゥ・ゴール (角川選書) 佐藤 賢一 KADOKAWA 1700

4 9784065154281 トッカイ　バブルの怪人を追いつめた男たち 清武英利 講談社 1700

5 9784065162170
インフラグラム　映像文明の新世紀 (講談社選書メチ
エ)

港千尋 講談社 1700

6 9784093886871
池上彰の世界の見方 東南アジア～ＡＳＥＡＮの国々
～

池上彰 小学館 1400

7 9784093886949 牙　～アフリカゾウの「密猟組織」を追って～ 三浦英之 小学館 1600

8 9784152098566
アダム・スミスはブレグジットを支持するか？　12人の
偉大な経済学者と考える現代の課題

リンダ ユー 早川書房 2700

9 9784296102495
あの天才がなぜ転落　伝説の12人に学ぶ「失敗の本
質」

玉手 義朗 日経BP 1600

10 9784478104989
ハーバード・ビジネス・レビュー[ＥＩシリーズ] オーセン
ティック・リーダーシップ――ＥＩ：エモーショナル・イン
テリジェンス・シリーズ

ハーバード・ビジ
ネス・レビュー編
集部

ダイヤモンド
社

1400

11 9784484192185 アステイオン９０
ＣＣＣメディア
ハウス

1000

12 9784492444511
「追われる国」の経済学―ポスト・グローバリズムの
処方箋

リチャード・クー
東洋経済新
報社

2800

13 9784532322748 ブラック職場があなたを殺す
ジェフリー・フェ
ファー

日本経済新
聞出版社

1800

14 9784532358013 平成の経済 小峰隆夫
日本経済新
聞出版社

1800

15 9784532358167 デジタル経済と税 AI時代の富をめぐる攻防 森信茂樹
日本経済新
聞出版社

2200

16 9784532358181 純粋機械化経済 頭脳資本主義と日本の没落 井上智洋
日本経済新
聞出版社

2300

17 9784532358198
なぜ、男子は突然、草食化したのか 統計データが解
き明かす日本の変化

本川裕
日本経済新
聞出版社

1800

18 9784596551443
スタンフォードが教える本当の「働き方改革」 (ハー
パーコリンズ・ノンフィクション)

リア ワイス
ハーパーコリ
ンズ・ジャパ
ン

1800

19 9784763136886 スタンフォード式　最高のリーダーシップ
スティーヴン・マー
フィ重松

サンマーク
出版

1600

20 9784797399035 グーグルが消える日
ジョージ・ギル
ダー

SBクリエイ
ティブ

1800

21 9784799324455 東大白熱ゼミ 国際政治の授業 小原雅博
ディスカ
ヴァー・トゥエ
ンティワン

1800

22 9784822289669
アマゾン銀行が誕生する日　2025年の次世代金融シ
ナリオ

田中 道昭 日経BP 1800

23 9784822289713 伝え方大全 AI時代に必要なのはIQよりも説得力 カーマイン・ガロ 日経BP 1800

24 9784862762696
チャイナ・ウェイ――中国ビジネスリーダーの経営ス
タイル

マイケル・ユシー
ム

英治出版 2200

25 9784866800387 amazon「帝国」との共存 ナタリー・バーグ
フォレスト出
版

1800

26 9784881774588 近現代日本の税財政制度 高沢 修一 財経詳報社 1800

27 9784000245357 還流する魂: 世界のウチナーンチュ120年の物語 三山 喬 岩波書店 2200

28 9784000249584
メディア，お前は戦っているのか: メディア批評2008-
2018

神保 太郎 岩波書店 3900

29 9784000296847 論理学超入門 (岩波科学ライブラリー)
グレアム プリース
ト

岩波書店 1600

30 9784000613354
脱原発の運動史: チェルノブイリ，福島，そしてこれか
ら

安藤 丈将 岩波書店 2700

31 9784000613361 ルポ 私たちが生きた平成 人と社会はどう変わった 岩波書店 1600

32 9784000613378
街路樹が都市をつくる: 東京五輪マラソンコースを歩
いて

藤井 英二郎 岩波書店 1700

33 9784000613385 シャティーラの記憶 パレスチナ難民キャンプの70年 川上 泰徳 岩波書店 2600
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34 9784047036598 忍者の精神 (角川選書) 山田 雄司 KADOKAWA 1700

35 9784104013081 ゴリラの森、言葉の海 山極 寿一 新潮社 1500

36 9784120051937
海戦の世界史-技術・資源・地政学からみる戦争と戦
略 (単行本)

ジェレミー・ブラッ
ク

中央公論新
社

3600

37 9784130104128 宗教と社会の戦後史
東京大学出
版会

3400

38 9784130322287 現代国際関係史: 1945年から21世紀初頭まで 有賀 貞
東京大学出
版会

3500

39 9784130361521 貿易自由化と規制権限: WTO法における均衡点 邵 洪範
東京大学出
版会

7500

40 9784130402866
日本経済長期低迷の構造: 30年にわたる苦闘とその
教訓

荒巻 健二
東京大学出
版会

5400

41 9784130421515 スタートアップ入門 長谷川 克也
東京大学出
版会

2500

42 9784130501965
学歴と格差・不平等 増補版: 成熟する日本型学歴社
会

吉川 徹
東京大学出
版会

3600

43 9784130513449 ライフサイクルの哲学 西平 直
東京大学出
版会

2800

44 9784163910147 世界まちかど地政学NEXT 藻谷 浩介 文藝春秋 1200

45 9784254163605 食で読み解くヨーロッパ: 地理研究の現場から 加賀美 雅弘 朝倉書店 3000

46 9784258046409 途上国における農業経営の変革 (研究双書)
アジア経済
研究所

3700

47 9784296101870 空飛ぶクルマ (電動航空機がもたらすMaaS革命) 根津 禎 日経BP 2200

48 9784296102594 カリスマ失墜  ゴーン帝国の20年 日経BP 1600

49 9784296102730 プラットフォーム経済圏 GAFA vs. 世界 木内 登英 日経BP 2200

50 9784309227481 世界の歴史 大図鑑 【コンパクト版】
河出書房新
社

3900

51 9784309227665 平成史【完全版】 小熊英二
河出書房新
社

3000

52 9784309227689 黒の服飾史 徳井淑子
河出書房新
社

3200

53 9784309249087 FBI捜査官が教える「しぐさ」の実践解読辞典407 ジョー・ナヴァロ
河出書房新
社

1800

54 9784309762814 図説 オランダの歴史 改訂新版 (ふくろうの本) 佐藤 弘幸
河出書房新
社

1900

55 9784322134377 米経済紙から学ぶ実践英単語 大垣 尚司 きんざい 4800

56 9784326302772
政治において正しいとはどういうことか: ポスト基礎付
け主義と規範の行方

田畑 真一 勁草書房 4000

57 9784326654222
移民と国内植民の社会学: 矢内原忠雄の植民論とア
イヌ民族

佐久間 孝正 勁草書房 3800

58 9784335357688 信託法講義 第2版 神田 秀樹 弘文堂 3500

59 9784335460395 アメリカの政治 弘文堂 2600

60 9784336063359 ダイヤモンドの語られざる歴史:輝きときらめきの魅惑
ラシェル・ベルグ
スタイン

国書刊行会 3800

61 9784339028935 改訂  マルチメディア時代の情報理論 小川 英一 コロナ社 2500

62 9784409031025
もっと速く、もっときれいに: 脱植民地化とフランス文
化の再編成

クリスティン ロス 人文書院 3500

63 9784409241240 移民政策とは何か: 日本の現実から考える 高谷 幸 人文書院 2000

64 9784480016812
台湾物語: 「麗しの島」の過去・現在・未来 (筑摩選
書)

新井 一二三 筑摩書房 1500

65 9784487811991 超約 ヨーロッパの歴史 ジョン ハースト 東京書籍 1800
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66 9784492534106
初級 ビジネスコンプライアンス 第2版: 「社会的要請
への適応」から事例理解まで

郷原 信郎
東洋経済新
報社

2800

67 9784492762479 現代アメリカ政治とメディア 前嶋 和弘
東洋経済新
報社

2800

68 9784495443016 <新版> 財政学入門 佐藤 進 同文舘出版 3900

69 9784502235511 CSRの終焉
ピーター・フレミン
グ

中央経済社 3000

70 9784502291913 入門 アメリカ経済Q&A100 坂出 健 中央経済社 3000

71 9784502298011 地球環境辞典<第4版> 中央経済社 3000

72 9784502300011 アルバイトから学ぶ仕事入門 中央経済社 2300

73 9784502302015
対訳 英語で学ぶコーポレートファイナンス入門<第2
版>

本合 暁詩 中央経済社 3000

74 9784526079764
超ロボット化社会-ロボットだらけの未来を賢く生きる
- (B&Tブックス)

新山 龍馬
日刊工業新
聞社

1500

75 9784532358174 平成経済徒然草 パラダイム転換する世界と日本 小島 明
日本経済新
聞出版社

2000

76 9784535587373 フランスの医療福祉改革 小磯 明 日本評論社 5800

77 9784560096895
見ることは信じることではない:啓蒙主義の驚くべき感
覚世界

キャロリン・パーネ
ル

白水社 3400

78 9784560097052 ビスマルク(上)
ジョナサン スタイ
ンバーグ

白水社 5800

79 9784560097069 ビスマルク(下)
ジョナサン スタイ
ンバーグ

白水社 5800

80 9784561923039
格差から見る中国(アジア発ビジョナリーシリーズ): 急
激な社会変動が引き起こした「光と影」の政治経済学

李 養浩 白桃書房 3700

81 9784562056668 地図とデータで見る移民の世界ハンドブック
カトリーヌ・ヴィ
トール・ド・ヴァン
ダン

原書房 2800

82 9784563062583 財政論 (経済学教室) 本間 正明 培風館 3800

83 9784582837902
鶴岡真弓対談集 ケルトの魂: アイルランドから日本
へ

鶴岡 真弓 平凡社 3600

84 9784620325811
移民解禁 受け入れ成功企業に学ぶ 外国人材活用
の鉄則

永井 隆
毎日新聞出
版

1500

85 9784622087922 リベラリズムの系譜学 中村 隆文 みすず書房 3800

86 9784622087939
測りすぎ――なぜパフォーマンス評価は失敗するの
か?

ジェリー・Z・ミュ
ラー

みすず書房 3000

87 9784623082148 大統領制化の比較政治学
ミネルヴァ書
房

3500

88 9784623084081 ボランティア・市民活動実践論
ミネルヴァ書
房

2400

89 9784623084371 現代経済学史の射程:パラダイムとウェルビーイング
ミネルヴァ書
房

3800

90 9784623084593
ここから始める「憲法学習」の授業:児童生徒の深く豊
かな学びのために

ミネルヴァ書
房

2600

91 9784623084661 現代博物館学入門
ミネルヴァ書
房

2500

92 9784623084784
１歩前からはじめる　「統計」の読み方・考え方［第２
版］

神林博史
ミネルヴァ書
房

2200
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93 9784623084838 新版 地域政策入門:地域創造の時代に
ミネルヴァ書
房

3000

94 9784623085620
よくわかる社会政策[第3版]:雇用と社会保障 (やわら
かアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)

ミネルヴァ書
房

2600

95 9784623085637
よくわかるメディア法[第2版] (やわらかアカデミズム・
〈わかる〉シリーズ)

ミネルヴァ書
房

2800

96 9784623085682 政治学入門 (学問へのファーストステップ 1)
ミネルヴァ書
房

3500

97 9784623085897
子どもの貧困/不利/困難を考えるIII:施策に向けた総
合的アプローチ

ミネルヴァ書
房

3800

98 9784642058841 たたら製鉄の歴史 (歴史文化ライブラリー) 角田 徳幸 吉川弘文館 1800

99 9784642083522 沖縄戦を知る事典: 非体験世代が語り継ぐ 吉川弘文館 2400

100 9784750348254
ヘンリー五世―万人に愛された王か、冷酷な侵略者
か (世界歴史叢書)

石原 孝哉 明石書店 3800

101 9784754726508 租税法入門 十五訂版 川田 剛
大蔵財務協
会

3650

102 9784754726522 税法概論 十六訂版 図子 善信
大蔵財務協
会

1296

103 9784754726539 文士と税金 須田 勝
大蔵財務協
会

1111

104 9784757103870 情報環世界――身体とAIの間であそぶガイドブック 渡邊淳司 NTT出版 1800

105 9784764905894 デジタル・プラットフォーム解体新書 高梨 千賀子 近代科学社 2500

106 9784766426007
環境経済学の政策デザイン:資源循環・低炭素・自然
共生

細田 衛士
慶應義塾大
学出版会

3600

107 9784771031890
二〇世紀の都市ガバナンス―イギリス・ドイツ・日本
―

馬場 哲 晃洋書房 4900

108 9784772613859
改訂新版 LGBTってなんだろう?: 自認する性・からだ
の性・好きになる性・表現する性

藥師 実芳 合同出版 2000

109 9784779125744 ユダヤの記憶と伝統 彩流社 3000

110 9784779125881
国民皆兵とドイツ帝国;一般兵役義務と軍事言説
1871~1914

中島浩貴 彩流社 3200

111 9784779513442 ボランティア・難民・NGO: 共生社会を目指して 内海 成治
ナカニシヤ
出版

3500

112 9784779513855 産業・組織心理学エッセンシャルズ【第4版】
ナカニシヤ
出版

2900

113 9784779513947 プレゼンテーション実践トレーニング 杉田 祐一
ナカニシヤ
出版

1900

114 9784782104385 シンガポールでみんなで考えたこと
帝京平成大学海
外研修チーム

幸書房 1500

115 9784790717287 文化社会学界隈 井上 俊 世界思想社 2700

116 9784793513169 日本の社会福祉―礎を築いた人びと 蟻塚 昌克
全国社会福
祉協議会

2000
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117 9784794970916 日本の異国: 在日外国人の知られざる日常 室橋 裕和 晶文社 1800

118 9784797673739 なぜリベラルは敗け続けるのか 岡田 憲治
集英社イン
ターナショナ
ル

1600

119 9784800293671 脱税の世界史 大村 大次郎 宝島社 1600

120 9784805111727 賢者たちのダイアローグ ―「トポス会議」の実践知 野中 郁次郎 千倉書房 3600

121 9784815809485 外交と移民―冷戦下の米・キューバ関係― 上 英明
名古屋大学
出版会

5400

122 9784818825161 戦後日本の地域金融 伊藤 正直
日本経済評
論社

4600

123 9784822289706 ジャパン・ストーリー 昭和・平成の日本政治見聞録
ジェラルド・L・カー
ティス

日経BP 1800

124 9784830950261 EU経済入門 本田 雅子 文眞堂 2000

125 9784830950346
オーガニゼーショナル・ビヘイヴィア: 組織の中の人
間行動

中條 秀治 文眞堂 3000

126 9784861106439 アフリカ漁民文化論――水域環境保全の視座 春風社 3700

127 9784865160321 周恩来の言葉
周恩来思想事績
研究会

グローバル
科学文化出
版

2980

128 9784865282306 みんなの「わがまま」入門 富永京子 左右社 1750

129 9784865782219 開かれた移民社会へ (別冊『環』24) 藤原書店 2800

130 9784865782257 転生する文明 服部 英二 藤原書店 3000

131 9784865820362
再分配のエスノグラフィ: 経済・統治・社会的なもの
(国立民族学博物館論集)

悠書館 2800

132 9784865980646
沈黙する教室 1956年東ドイツ—自由のために国境を
越えた高校生たちの真実の物語

ディートリッヒ・ガ
ルスカ

アルファベー
タブックス

2500

133 9784871686327
大学生に知ってほしい日本経済の今とこれからー社
会に出る、その前に

鈴木 亮
エイデル研
究所

1800

134 9784872596793 分断社会と若者の今
大阪大学出
版会

2500

135 9784883842896 グラフィック金融論 (グラフィック経済学 5) 細野 薫 新世社 2750
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136 9784887084506 新ゾロアスター教史 (刀水歴史全書99) 青木 健 刀水書房 3000

137 9784895861632
わが親愛なるパレスチナ隣人へ ――イスラエルのユ
ダヤ人からの手紙

ヨッシー・クライン・
ハレヴィ

ミルトス 2500

138 9784905428954 パラグアイの発展を支える日本人移住者 北中 真人 佐伯印刷 1500

139 9784906681532
韓国政府の在日コリアン政策[1945-1960] 包摂と排
除のはざまで

閔 智焄 クレイン 3200

140 9784907991524 イラスト旧約聖書入門 ホアン・カトレット 教友社 1200

141 9784909040022 世界を変えた勇気: 自由と抵抗51の物語 伊藤千尋
あおぞら書
房

1500

142 9784909237392
楽園をめぐる闘い: 災害資本主義者に立ち向かうプ
エルトリコ

ナオミ・クライン 堀之内出版 1600

143 9784909364067
アジアの市場経済化と民事法 法体系の模索と法整
備支援の課題

金子由芳
神戸新聞総
合出版セン
ター

3700

144 9784909383105 エネルギー資源の世界史(webコンテンツ付き) 松島潤 一色出版 4000

145 9784938737665 ユネスコと歩いた50年 —平和の文化を求めて— 野口 昇
シングルカッ
ト

2000

146 9784990122416 日本外交の150年―幕末・維新から平成まで 波多野澄雄
日本外交協
会

3800

147 9784000248884 未和 NHK記者はなぜ過労死したのか 尾崎 孝史 岩波書店 1900

148 9784065157121
電鉄は聖地をめざす 都市と鉄道の日本近代史 (講
談社選書メチエ)

鈴木 勇一郎 講談社 1650

149 9784106038389 兵隊たちの陸軍史 (新潮選書) 伊藤 桂一 新潮社 1800

150 9784106038396 「身軽」の哲学 (新潮選書) 山折 哲雄 新潮社 1200

151 9784106038402
世界地図を読み直す:協力と均衡の地政学 (新潮選
書)

北岡 伸一 新潮社 1300

152 9784106038419
マネーの魔術史 :支配者はなぜ「金融緩和」に魅せら
れるのか (新潮選書)

野口 悠紀雄 新潮社 1500

153 9784106038426
冗談音楽の怪人・三木鶏郎 :ラジオとCMソングの戦
後史 (新潮選書)

泉 麻人 新潮社 1500

154 9784106038433
レッドアローとスターハウス :もうひとつの戦後思想史
【増補新版】 (新潮選書)

原 武史 新潮社 2000

155 9784255011110 絵を見る技術 名画の構造を読み解く 秋田麻早子 朝日出版社 1850

156 9784297105228 親子で学ぶ お金と経済の図鑑 (まなびのずかん)
子どものための
「お金と経済」プロ
ジェクト

技術評論社 2780

157 9784324105993
よくわかる社会人の基礎知識　～マナー・文書・仕事
のキホン～

ぎょうせい 2200

158 9784393299517 明治大帝の誕生: 帝都の国家神道化 島薗 進 春秋社 2000

159 9784479393238 一目置かれる知的教養 日本美術鑑賞 秋元 雄史 大和書房 1700
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新刊案内(訂正） 2019.07総合図書委員会購入決定分

160 9784480016829 林彪事件と習近平 (筑摩選書) 古谷 浩一 筑摩書房 1600

161 9784523265863 ビジネス文・論文・レポートの文章術 篠田義明 (株)南雲堂 1200

162 9784532176624
いま、絶望している君たちへ パラアスリートで起業
家。2枚の名刺で働く

初瀬 勇輔
日本経済新
聞出版社

1400

163 9784532358204 資本市場とプリンシプル 佐藤 隆文
日本経済新
聞出版社

2500

164 9784534056863 本当にわかる世界経済 井上 恵理菜
日本実業出
版社

1600

165 9784535523968 アメリカ憲法の考え方 丸田 隆 日本評論社 3500

166 9784641046849
国際関係私法入門 -- 国際私法・国際民事手続法・
国際取引法 第4版

有斐閣 2500

167 9784641138131
新基本民法2 物権編 -- 財産の帰属と変動の法 第2
版

大村 敦志 有斐閣 1700

168 9784641150669
組織行動 -- 組織の中の人間行動を探る (有斐閣ス
トゥディア)

鈴木 竜太 有斐閣 2000

169 9784641165427
ゼロからはじめる経済入門 -- 経済学への招待 (有
斐閣コンパクト)

有斐閣 2300

170 9784641174467 社会学入門・中級編 稲葉 振一郎 有斐閣 1900

171 9784641174481 ビット・バイ・ビット -- デジタル社会調査入門
マシュー・J.サル
ガニック

有斐閣 4000

172 9784641221215 現代日本経済 第4版 (有斐閣アルマ > Specialized) 橋本 寿朗 有斐閣 2800

173 9784641227521 憲法を学問する 樋口 陽一 有斐閣 2700

174 9784641227712 行政法Ⅱ -- 行政救済法 第六版 塩野 宏 有斐閣 2500

175 9784641227729 行政法I 現代行政過程論 第4版 大橋 洋一 有斐閣 3700

176 9784750347462
北朝鮮を知るための55章【第2版】 (エリア・スタディー
ズ)

石坂 浩一 明石書店 2000

177 9784750348179
アイルランドを知るための70章【第3版】 (エリア・スタ
ディーズ)

海老島 均 明石書店 2000

178 9784750348322 多文化共生社会に生きる 明石書店 2500

179 9784750515397 日米同盟のコスト――自主防衛と自律の追求 武田 康裕 亜紀書房 2500
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新刊案内(訂正） 2019.07総合図書委員会購入決定分

180 9784750515847
今すぐソーシャルメディアのアカウントを削除すべき
10の理由

ジャロン・ラニアー 亜紀書房 1800

181 9784761526986 小さな空間から都市をプランニングする 武田 重昭 学芸出版社 2400

182 9784762029028 マクロ組織論 (経営組織論シリーズ) 高橋 正泰 学文社 2300

183 9784762029035 ミクロ組織論 (経営組織論シリーズ) 高橋 正泰 学文社 2300

184 9784779125768
韓国人のこころとくらし;「チンダルレの花」と「アリラ
ン」

イ・ギュテ 彩流社 2500

185 9784780310221 13歳からの日本外交 孫崎 享
かもがわ出
版

1700

186 9784780719277 AIと資本主義─マルクス経済学では  こう考える 友寄 英隆 本の泉社 2000

187 9784781617848 「移民」で読み解く世界史 神野正史
イースト・プ
レス

1600

188 9784790717324 メディア用語基本事典〔第2版〕 世界思想社 2700

189 9784791771660 政治的省察 ―政治の根底にあるもの― 宇野邦一 青土社 3200

190 9784794432001 開発経済を学ぶ 創成社 2700

191 9784794440808
新・大学生が出会う法律問題[改訂版]―アルバイト
から犯罪・事故まで役立つ基礎知識―

創成社 1600

192 9784794970824 現場発!  ニッポン再興 出町譲 晶文社 1650

193 9784806916703 明治維新の理念をカタチにした 前島密の構想力 加来 耕三 つちや書店 1450

194 9784861106446 ニュージーランドTODAY 春風社 2000

195 9784862762511
持続可能な地域のつくり方――未来を育む「人と経
済の生態系」のデザイン

筧裕介 英治出版 2400
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新刊案内(訂正） 2019.07総合図書委員会購入決定分

196 9784863134447
カナダの謎 なぜ『赤毛のアン』はロブスターを食べな
いのか? (NATIONAL GEOGRAPHIC)

平間 俊行
日経ナショナ
ルジオグラ
フィック社

1200

197 9784872596823
街に拓く大学 -大阪大学の社学共創 (大阪大学社学
共創叢書1)

大阪大学出
版会

2500

198 9784880376943 税金は何のためにあるの 鶴田 廣巳
自治体研究
社

1000

199 9784883354641 SDGsの実践 ~自治体・地域活性化編~
事業構想大学院
大学 出版部

宣伝会議 1800

200 9784894769700 失敗から学ぶ大学生のレポート作成法 近藤裕子 ひつじ書房 1600

201 9784909124272 協働する博物館 博学連携の充実に向けて 小川 義和 ジダイ社 2100

202 9784048964555 新・魔法のコンパス (角川文庫) 西野 亮廣 KADOKAWA 660 文庫

203 9784003122129 破れた繭 耳の物語1 (岩波文庫) 開高 健 岩波書店 600 文庫

204 9784003122136 夜と陽炎 耳の物語2 (岩波文庫) 開高 健 岩波書店 740 文庫

205 9784003318553
コスモスとアンチコスモス: 東洋哲学のために (岩波
文庫)

井筒 俊彦 岩波書店 1260 文庫

206 9784003423011
独裁と民主政治の社会的起源(上): 近代世界形成過
程における領主と農民 (岩波文庫)

バリントン ムーア 岩波書店 1130 文庫

207 9784003812631 転換期の大正 (岩波文庫) 岡 義武 岩波書店 1070 文庫

208 9784006004033 はじめての政治哲学 (岩波現代文庫) デイヴィッド ミラー 岩波書店 1080 文庫

209 9784006004040 象徴天皇という物語 (岩波現代文庫) 赤坂 憲雄 岩波書店 1080 文庫

210 9784006004057 5分でたのしむ数学50話 (岩波現代文庫)
エアハルト ベーレ
ンツ

岩波書店 1300 文庫

211 9784006023058 この人から受け継ぐもの (岩波現代文庫) 井上 ひさし 岩波書店 800 文庫

212 9784022619662 昭和 闇の支配者列伝 上 (朝日文庫) 大下 英治
朝日新聞出
版

780 文庫

213 9784022619679 昭和 闇の支配者列伝 下 (朝日文庫) 大下 英治
朝日新聞出
版

800 文庫

214 9784022619693
このひとすじにつながりて 私の日本研究の道 (朝日
文庫)

ドナルド・キーン
朝日新聞出
版

780 文庫

215 9784041070680
移民 棄民 遺民　国と国の境界線に立つ人々 (角川
文庫)

安田 峰俊 KADOKAWA 840 文庫

216 9784044003593 千夜千冊エディション 芸と道 (角川ソフィア文庫) 松岡 正剛 KADOKAWA 1280 文庫
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新刊案内(訂正） 2019.07総合図書委員会購入決定分

217 9784044004248 アイヌ童話集 (角川ソフィア文庫) 金田一 京助 KADOKAWA 960 文庫

218 9784044004286 明治日本散策 東京・日光 (角川ソフィア文庫) エミール・ギメ KADOKAWA 1120 文庫

219 9784044004293 明治日本写生帖 (角川ソフィア文庫)
フェリックス・レガ
メ

KADOKAWA 1000 文庫

220 9784044004743 日本昆虫記 (角川ソフィア文庫) 大町 文衛 KADOKAWA 720 文庫

221 9784044004880 皇室事典 制度と歴史 (角川ソフィア文庫)
皇室事典編集委
員会

KADOKAWA 1320 文庫

222 9784044004897 皇室事典 文化と生活 (角川ソフィア文庫)
皇室事典編集委
員会

KADOKAWA 1320 文庫

223 9784044005092 三国志演義 1 (角川ソフィア文庫) 羅貫中 KADOKAWA 1480 文庫

224 9784044005108 三国志演義 2 (角川ソフィア文庫) 羅貫中 KADOKAWA 1480 文庫

225 9784046043153
大学4年間の哲学が10時間でざっと学べる (角川文
庫)

貫成人 KADOKAWA 620 文庫

226 9784065155585
三流の維新 一流の江戸 明治は「徳川近代」の模倣
に過ぎない (講談社文庫)

原田 伊織 講談社 720 文庫

227 9784065156513 雨の科学 (講談社学術文庫) 武田喬男 講談社 960 文庫

228 9784065157114
トクヴィル　平等と不平等の理論家 (講談社学術文
庫)

宇野重規 講談社 960 文庫

229 9784065160879 院政　天皇と上皇の日本史 (講談社現代新書) 本郷恵子 講談社 920 文庫

230 9784065161067 楊貴妃　大唐帝国の栄華と滅亡 (講談社学術文庫) 村山吉廣 講談社 1000 文庫

231 9784087458688 天草エアラインの奇跡。 (集英社文庫) 鳥海 高太朗 集英社 820 文庫

232 9784087458794
池上彰の講義の時間 高校生からわかる「資本論」
(集英社文庫)

池上 彰 集英社 690 文庫

233 9784094066050
脱出老人　フィリピン移住に最後の人生を賭ける日
本人たち (小学館文庫)

水谷竹秀 小学館 690 文庫

234 9784094066340 平成史 (小学館文庫) 佐藤優 小学館 840 文庫

235 9784101013817 バブル :日本迷走の原点 (新潮文庫) 永野 健二 新潮社 590 文庫

236 9784122064379 内なる辺境/都市への回路 (中公文庫) 安部 公房
中央公論新
社

1000 文庫

237 9784122067264 戦後日記 (中公文庫) 三島 由紀夫
中央公論新
社

1000 文庫

238 9784122067325 戦後と私・神話の克服 (中公文庫 (え3-2)) 江藤 淳
中央公論新
社

1000 文庫
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新刊案内(訂正） 2019.07総合図書委員会購入決定分

239 9784167912864 上皇后陛下美智子さま　心のかけ橋 (文春文庫) 渡邊 満子 文藝春秋 820 文庫

240 9784167912895 サイロ・エフェクト　高度専門化社会の罠 (文春文庫) ジリアン・テット 文藝春秋 1020 文庫

241 9784168130816 新編　天皇とその時代 (文春学藝ライブラリー) 江藤 淳 文藝春秋 1450 文庫

242 9784309416854 被差別部落とは何か (河出文庫) 喜田 貞吉
河出書房新
社

900 文庫

243 9784480099136 神社の古代史 (ちくま学芸文庫) 岡田 精司 筑摩書房 1200 文庫

244 9784480099204
増補 普通の人びと: ホロコーストと第101警察予備大
隊 (ちくま学芸文庫 (フ-42-1))

クリストファー・R・
ブラウニング

筑摩書房 1600 文庫

245 9784480435958 沖縄と私と娼婦 (ちくま文庫) 佐木 隆三 筑摩書房 800 文庫

246 9784480435965 増補版 天下無双の建築学入門 (ちくま文庫) 藤森 照信 筑摩書房 780 文庫

247 9784532198961
絶対に失敗しない話し方の技術 (日経ビジネス人文
庫)

ビル・マクゴーワ
ン

日本経済新
聞出版社

800 文庫

248 9784532198978 世界史を変えた異常気象 (日経ビジネス人文庫) 田家 康
日本経済新
聞出版社

900 文庫

249 9784620210261 万葉の心(毎日文庫) 中西 進
毎日新聞出
版

800 文庫

250 9784799324639
西洋人の無神論 日本人の無宗教 (ディスカヴァー携
書)

中村圭志
ディスカ
ヴァー・トゥエ
ンティワン

1200 新書

251 9784166612161 天才の思考　高畑勲と宮崎駿 (文春新書) 鈴木 敏夫 文藝春秋 1200 新書

252 9784004317692 平成経済 衰退の本質 (岩波新書) 金子 勝 岩波書店 820 新書

253 9784004317708 植民地から建国へ 19世紀初頭まで (岩波新書) 和田 光弘 岩波書店 840 新書

254 9784004317746 バブル経済事件の深層 (岩波新書) 奥山 俊宏 岩波書店 820 新書

255 9784004317753 ゲーム理論入門の入門 (岩波新書) 鎌田 雄一郎 岩波書店 760 新書

256 9784004317760 二度読んだ本を三度読む (岩波新書) 柳 広司 岩波書店 780 新書

257 9784005008933
「空気」を読んでも従わない: 生き苦しさからラクにな
る (岩波ジュニア新書)

鴻上 尚史 岩波書店 820 新書

258 9784005008940
内戦の地に生きる: フォトグラファーが見た「いのち」
(岩波ジュニア新書)

橋本 昇 岩波書店 900 新書

259 9784022950079 昭和史の急所 戦争・天皇・日本人 (朝日新書) 保阪 正康
朝日新聞出
版

810 新書

260 9784022950161
殺されても聞く 日本を震撼させた核心的質問30 (朝
日新書)

田原総一朗
朝日新聞出
版

790 新書
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新刊案内(訂正） 2019.07総合図書委員会購入決定分

261 9784022950185 やってはいけない不動産投資 (朝日新書) 藤田　知也
朝日新聞出
版

750 新書

262 9784022950208 結婚不要社会 (朝日新書) 山田　昌弘
朝日新聞出
版

750 新書

263 9784040822532
なぜ日本の当たり前に世界は熱狂するのか (角川新
書)

茂木 健一郎 KADOKAWA 860 新書

264 9784040822709 未来を生きるスキル (角川新書) 鈴木 謙介 KADOKAWA 840 新書

265 9784040822976 反-憲法改正論 (角川新書) 佐高 信 KADOKAWA 900 新書

266 9784065116746
古き佳きエジンバラから新しい日本が見える (講談社
+α新書)

ハーディ 智砂子 講談社 860 新書

267 9784065153505 戦国武将に学ぶ「必勝マネー術」 (講談社+α新書) 橋場 日月 講談社 880 新書

268 9784065153673
外資の流儀　生き残る会社の秘密 (講談社現代新
書)

中澤一雄 講談社 880 新書

269 9784065156797
さらば銀行　「第３の金融」が変えるお金の未来 (講
談社＋α新書)

杉山智行 講談社 860 新書

270 9784065157503 「平成の天皇」論 (講談社現代新書) 伊藤 智永 講談社 840 新書

271 9784065160435
富士山噴火と南海トラフ 海が揺さぶる陸のマグマ
(ブルーバックス)

鎌田 浩毅 講談社 1000 新書

272 9784065160862
良い加減に生きる 歌いながら考える深層心理 (講談
社現代新書)

きたやま おさむ 講談社 900 新書

273 9784087210736 善く死ぬための身体論 (集英社新書) 内田樹 集英社 860 新書

274 9784087210750
始皇帝　中華統一の思想　『キングダム』で解く中国
大陸の謎 (集英社新書)

渡邉義浩 集英社 800 新書

275 9784087210767 天井のない監獄　ガザの声を聴け！ (集英社新書) 清田 明宏 集英社 780 新書

276 9784087210774
地震予測は進化する! 「ミニプレート」理論と地殻変動
(集英社新書)

村井 俊治 集英社 760 新書

277 9784106108082
1本5000円のレンコンがバカ売れする理由 (新潮新
書)

野口 憲一 新潮社 720 新書

278 9784106108105 誰の味方でもありません（新潮新書） 古市憲寿 新潮社 800 新書

279 9784106108129 ネトウヨとパヨク（新潮新書） 物江潤 新潮社 760 新書

280 9784106108143 皇室はなぜ世界で尊敬されるのか (新潮新書) 西川 恵 新潮社 760 新書

281 9784121025388
アジア近現代史-「世界史の誕生」以後の800年 (中
公新書)

岩崎 育夫
中央公論新
社

920 新書

282 9784121025395
カラー版 虫や鳥が見ている世界―紫外線写真が明
かす生存戦略 (中公新書)

浅間 茂
中央公論新
社

1000 新書

283 9784121025418
平成金融史-バブル崩壊からアベノミクスまで (中公
新書)

西野 智彦
中央公論新
社

920 新書

12



新刊案内(訂正） 2019.07総合図書委員会購入決定分

284 9784121025425 漢帝国―400年の興亡 (中公新書) 渡邉 義浩
中央公論新
社

880 新書

285 9784121025432
日米地位協定-在日米軍と「同盟」の70年 (中公新
書)

山本 章子
中央公論新
社

840 新書

286 9784121025449
なぜ人は騙されるのか-詭弁から詐欺までの心理学
(中公新書)

岡本 真一郎
中央公論新
社

820 新書

287 9784121025456
物語 ナイジェリアの歴史-「アフリカの巨人」の実像
(中公新書)

島田 周平
中央公論新
社

940 新書

288 9784121506566
ハラスメントの境界線-セクハラ・パワハラに戸惑う男
たち (中公新書ラクレ)

白河 桃子
中央公論新
社

9000 新書

289 9784140885840
富士山はどうしてそこにあるのか: 地形から見る日本
列島史;チケイカラミルニホンレットウシ (NHK出版新
書)

山崎 晴雄 NHK出版 850 新書

290 9784166612116 昭和天皇　最後の侍従日記 (文春新書) 小林 忍 文藝春秋 920 新書

291 9784166612130
キャッシュレス国家　「中国新経済」の光と影 (文春新
書)

西村 友作 文藝春秋 850 新書

292 9784166612147
1979年の奇跡　ガンダム、YMO、村上春樹 (文春新
書)

南 信長 文藝春秋 850 新書

293 9784166612154 天邪鬼のすすめ (文春新書) 下重 暁子 文藝春秋 820 新書

294 9784166612178 性と欲望の中国 (文春新書) 安田 峰俊 文藝春秋 850 新書

295 9784166612185 フェイクウェブ (文春新書)
高野聖玄 セキュリ
ティ集団スプラウト

文藝春秋 800 新書

296 9784334044022 クジラ博士のフィールド戦記 (光文社新書) 加藤 秀弘 光文社 840 新書

297 9784334044046
0円で会社を買って、死ぬまで年収1000万円～個人
でできる「事業買収」入門～ (光文社新書)

奥村 聡 光文社 840 新書

298 9784334044053
大量廃棄社会 アパレルとコンビニの不都合な真実
(光文社新書)

仲村和代 光文社 880 新書

299 9784334044060
12階から飛び降りて一度死んだ私が伝えたいこと
(光文社新書)

モカ 光文社 920 新書

300 9784334044077
「%」が分からない大学生 日本の数学教育の致命的
欠陥 (光文社新書)

芳沢光雄 光文社 780 新書

301 9784334044091
辛口評論家、星野リゾートに泊まってみた (光文社新
書)

瀧澤信秋 光文社 880 新書

302 9784334044114
「食べること」の進化史～培養肉・昆虫食・３Ｄフード
プリンタ～ (光文社新書)

石川 伸一 光文社 900 新書

303 9784334044138 ビジネス・フレームワークの落とし穴 (光文社新書) 山田 英夫 光文社 780 新書

304 9784344985513 晩節の研究 偉人・賢人の「その後」 (幻冬舎新書) 河合敦 幻冬舎 880 新書

305 9784396115708
資本主義と民主主義の終焉――平成の政治と経済
を読み解く (祥伝社新書)

水野和夫 祥伝社 840 新書

306 9784396115715
三度目の日本 幕末、敗戦、平成を越えて (祥伝社新
書)

堺屋太一 祥伝社 800 新書

307 9784413211383
知らずにやっているネットの危ない習慣　青春新書
PLAYBOOKS

吉岡 豊 青春出版社 1000 新書

308 9784480072160 自公政権とは何か (ちくま新書) 中北　浩爾 筑摩書房 1000 新書

13



新刊案内(訂正） 2019.07総合図書委員会購入決定分

309 9784480072238
官僚制と公文書: 改竄、捏造、忖度の背景 (ちくま新
書)

新藤 宗幸 筑摩書房 820 新書

310 9784480072245
死体は誰のものか　──比較文化史の視点から (ち
くま新書)

上田信 筑摩書房 800 新書

311 9784480072269 航空のゆくえ: 自由化の先にあるもの (ちくま新書) 柴田 伊冊 筑摩書房 880 新書

312 9784532119393 ビジュアル ゲーム理論 (日経文庫) 渡辺 隆裕
日本経済新
聞出版社

1000 新書

313 9784532119409 ビジュアル 働き方改革 (日経文庫) 岡崎 淳一
日本経済新
聞出版社

1000 新書

314 9784532264000 他人の足を引っぱる男たち日経プレミアシリーズ 河合薫
日本経済新
聞出版社

850 新書

315 9784532264024 日韓の断層日経プレミアシリーズ 峯岸博
日本経済新
聞出版社

850 新書

316 9784560510285 ヨーロッパとゲルマン部族国家 (文庫クセジュ) マガリ・クメール 白水社 1200 新書

317 9784569842813
本当に頭のいい子を育てる 世界標準の勉強法
(PHP新書)

茂木 健一郎 PHP研究所 880 新書

318 9784569842851
地銀衰退の真実 未来に選ばれし金融機関 (PHPビ
ジネス新書)

浪川 攻 PHP研究所 870 新書

319 9784569842905 現代の職人 質を極める生き方、働き方 (PHP新書) 早坂隆 PHP研究所 860 新書

320 9784569842974 実行力 結果を出す「仕組み」の作りかた 橋下 徹 PHP研究所 860 新書

321 9784569843094
なぜデフレを放置してはいけないか 人手不足経済で
甦るアベノミクス (PHP新書)

岩田 規久男 PHP研究所 920 新書

322 9784582859096
財政破綻の噓を暴く: 「統合政府バランスシート」で捉
えよ (平凡社新書)

〓橋 洋一 平凡社 800 新書

323 9784582859119
虐待された少年はなぜ、事件を起こしたのか (平凡
社新書)

石井 光太 平凡社 980 新書

324 9784582859126 新宿の迷宮を歩く: 300年の歴史探検 (平凡社新書) 橋口 敏男 平凡社 920 新書

325 9784582859133
人類の起源、宗教の誕生: ホモ・サピエンスの「信じ
る心」が生まれたとき (平凡社新書)

山極 寿一 平凡社 840 新書

326 9784591163245 (173)人生後半戦、これでいいの (ポプラ新書) 萩本 欽一 ポプラ社 860 新書

327 9784797395334
統計学 最高の教科書　現実を分析して未来を予測
する技術を身につける (サイエンス・アイ新書)

今野 紀雄
SBクリエイ
ティブ

1000 新書

328 9784815601515
微分積分 最高の教科書 本質を理解すれば計算も
スラスラできる (サイエンス・アイ新書)

今野 紀雄
SBクリエイ
ティブ

1000 新書

329 9784866808017 社会はヒトの感情で進化する Forest2545新書 小松正
フォレスト出
版

900 新書

330 9784903619958 ロシアの「LGBT」 (ユーラシア文庫) 安野 直 群像社 900 新書

331 9784065154878
いやでも数学が面白くなる　「勝利の方程式」は解け
るのか？ (ブルーバックス)

志村史夫 講談社 1000 新書

332 9784334044107
ルポ　人は科学が苦手～アメリカ「科学不信」の現場
から～ (光文社新書)

三井 誠 光文社 840 新書

333 9784344985544 精読 学問のすゝめ (幻冬舎新書) 橋本治 幻冬舎 840 新書

334 9784480072139
不道徳的倫理学講義　──人生にとって運とは何か
(ちくま新書)

古田徹也 筑摩書房 1000 新書

14



新刊案内(訂正） 2019.07総合図書委員会購入決定分

335 9784634350922
スカルノ:インドネシアの民族形成と国家建設 (世界
史リブレット人)

鈴木 恒之 山川出版社 800
リブレッ
ト

336 9784002710006
公文書管理と民主主義: なぜ，公文書は残されなけ
ればならないのか (岩波ブックレット)

瀬畑 源 岩波書店 520
ブック
レット

337 9784750348001
図表でみる世界の行政改革OECDインディケータ
(2017年版)

OECD 明石書店 6800 年刊

計 337点 ¥645,387
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政治学リスト 2019.07総合図書委員会購入決定分

○政治学関係　教育用

書名 著者名 出版者 出版年　 ISBN 価格　 推薦

1 現代政治理論　新版 川崎修ほか 有斐閣 2012 9784641124547 2,160 A

2
ニュース検定　公式テキスト時
事力発展編1・2・準2級

毎日新聞社編 毎日新聞社 201903 9784620907420 1,296 A

3 徹底検証 日清・日露戦争 文春新書 2011 9784166608287 896 A

4
日露戦争史 - 20世紀最初の大国
間戦争

横手慎二 中公新書 2005 4121017927 799 A

5 乃木希典と日露戦争の真実 桑原嶽 PHP新書 2016 9784569830148 944 A

6 地方創生大全 木下斉
東洋経済新
報社

2016 9784492212257 1,620 A

7 日本の地方政府 曽我健吾 中公新書 2019 9784121025371 929 A

8
自公政権とは何か : 「連立」にみる
強さの正体

中北浩爾 筑摩書房 2019 9784480072160 1,080 A

9 行政とデザイン アンドレ・シャミネー
ビー・エヌ・エ
ヌ新社

2019.7刊
行予定

9784802511490 3,456 A

10 自民党政権の予算編成 ジョン・C. キャンベル勁草書房 2014 9784326302352 5,184 A

11 戦後政治と政治学 大嶽秀夫
東京大学出
版会

2013 9784130065023 3,024 B

12 デモクラシーとは何か ロバート・ダール 岩波書店 2001 4000027182 3,240 B

13 内閣制度 山口二郎
東京大学出
版会

2007 9784130342360 2,808 B

14 比較政治学のフロンティア 岡澤憲芙
ミネルヴァ書
房

2015 9784623072019 7,020 B

15
未来をデザインする政策構想の政
治学

中道　寿一 福村出版 2014 9784571400308 2,700 B

16 西洋政治思想史――視座と論点 川出良枝、山岡 龍一岩波書店 2012 9784000289078 3,132 B

17
凡人のための地域再生入門 : 地元
がヤバい…と思ったら読む

木下斉
ダイヤモンド
社

2018 9784478103906 1,674 B

18 縮減社会の合意形成 金井利之 第一法規 2019 9784474065581 3,024 B

19 熟議民主主義の困難 田村哲樹
ナカニシヤ出
版

2017 9784779511721 3,780 B

20
ポスト代表制の政治学 : デモクラ
シーの危機に抗して

山本望ほか
ナカニシヤ出
版

2015 9784779509193 3,780 B

21 コミュニティ・スクールの成果と展望: 佐藤晴雄
ミネルヴァ書
房

2017 9784623079445 5,940 B

22
アメリカにおけるデモクラシー
について

トクヴィル
中公クラ
シックス

2015 9784121601612 1,620 C

23 西郷隆盛と勝海舟 安藤優一郎 洋泉社 2017 9784800313553 1,026 C

24 西郷隆盛の幻影 森田健司 洋泉社 2018 9784800314383 1,058 C

25 社会的包摂の政治学 宮本太郎
ミネルヴァ書
房

2013 9784623066421 4,104 C

26 生命の政治学 広井良典 岩波書店 2015 9784006003241 1,404 C

27 完訳統治二論 ジョン・ロック 岩波文庫 2010 9784003400777 1,620 C

計 27点 ¥69,318

○図書館展示用

no. タイトル 著者 出版社 出版 ISBN

1 西園寺公望伝〈第1巻〉伝記 立命館大学 岩波書店 1990 4000087916 5,724

2 西園寺公望伝〈第2巻〉伝記 立命館大学 岩波書店 1991 4000087924 5,724

3 西園寺公望伝〈第3巻〉伝記 立命館大学 岩波書店 1993 4000087932 5,724



政治学リスト 2019.07総合図書委員会購入決定分

4 西園寺公望伝〈第4巻〉伝記 立命館大学 岩波書店 1996 4000087940 5,724

5 西園寺公望伝〈別巻1〉史料 立命館大学 岩波書店 1996 4000087959 5,724

6 西園寺公望伝〈別巻2〉史料 立命館大学 岩波書店 1997 4000087967 5,724

7 日本オーストリア関係史 ペーター・パンツァー創造社 1984 488156062X 2,916

8 自由党史（上） 板垣退助監修 岩波書店 1958 4003310519 756

9 自由党史（中） 板垣退助監修 岩波書店 1958 4003310527 820

10 自由党史（下） 板垣退助監修 岩波書店 1958 4003310535 864

11 新潟の青年自由民権運動 横山真一 梓出版社 2005 4872621093 2,808

12 自由民権運動 松沢裕作 岩波書店 2016 9784004316091 885

13 鴻爪痕 前島会 鳴美 2017 9784863550667 8,000

計 13点 ¥51,393

27点 ¥69,318

13点 ¥51,393

40点 ¥120,711

○政治学関係　教育用

○図書館展示用



教員推薦 2019.07総合図書委員会購入決定分

書名 著者名 出版者 価格 ISBN 出版年

1
炎上しない企業情報発信 ジェンダーはビ
ジネスの新教養である 治部れんげ

日本経済新
聞出版社 ¥1,944 9784532322373 2018

1点 ¥1,944

18



見計い(６月） 2019.07総合図書委員会購入決定分

No. 書名 著者名 出版社 出版年 ISBN 本体価格 備考

1 図解収益認識基準のしくみ
あずさ監
査法人

中央経済社 2019 9784502298714 2,300

2 財務会計論１　第12版 佐藤信彦 中央経済社 2019 9784502309113 4,800

3 財務会計論２　第12版 佐藤信彦 中央経済社 2019 9784502309212 4,800

4 会計基準の研究　新訂版 斎藤静樹 中央経済社 2019 9784502305115 4,600

5 基礎管理会計 清水孝 中央経済社 2019 9784502303418 2,800

6 基本から学ぶ会計学 近田典行 中央経済社 2019 9784502296314 2,900

7 ＩＡＳＢの概念フレームワーク 岩崎勇
税務経理協
会

2019 9784419066093 2,500

8 ニューステップアップ簿記 大野智弘 創成社 2019 9784794415394 2,700

9 Routledge Handbook of Health Geography.
Crooks,
Valorie A.
/

Routledge,
UK

2018 9781138098046 34,749

10 日本原価計算制度形成史 建部宏明 同文舘出版 2019 9784495209315 2,900

11 会計の科学と論理 上野清貴 中央経済社 2019 9784502308611 5,600

12 会計不正の予防・発見と内部監査 清原健 同文舘出版 2019 9784495209414 3,600

12点 ¥74,249
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学生推薦 2019.07総合図書委員会購入決定分

書名 著者名 出版者 ISBN 価格
出版
年

1

2019年度版ニュース検定
公式テキスト「時事力」発
展編(1・2・準2級対応)

日本ニュース時
事能力検定協会 毎日新聞出版 9784620907406 1,620 2019

2
日経TEST公式テキスト＆
問題集2019-20年度版 日本経済新聞社

日本経済新聞出版
社; 2020年版 9784532409821 1,620 2019

2点 ¥3,240

20


