
新刊案内 2019年8月　総合政策学部図書委員会　購入決定資料

No. 書名 著者名 出版者 ISBN 価格　 備考

1
Pythonで機械学習入門 深層学習から敵対的
生成ネットワークまで

大関真之 オーム社
9784274222863 2400

2
日本近現代史を読む 増補改訂版 大日方 純夫 新日本出版社

9784406063524 2000

3
10歳までに身につけたい子どもが一生困らな
いお金のルール

三浦 康司 青春出版社
9784413112949 1380

4
医療保険制度は崩壊、先制医療が残った! 池田 秀敏 ブイツーソ

リューション 9784434258794 1500

5
税務重要裁決事例 企業編 ~元審判官が解説!
税理士が誤りやすいポイント~

第一法規
9784474067479 4200

6
税務重要裁決事例 個人編 ~元審判官が解説!
税理士が誤りやすいポイント~

第一法規
9784474067486 3000

7
AIに勝つ!  強いアタマの作り方・使い方 野村 直之 日本経済新聞

出版社 9784532176662 1600

8
日本の未来は女性が決める! ビル・エモット 日本経済新聞

出版社 9784532358211 1800

9
ラディカルズ 世界を塗り替える<過激な人たち
>

ジェイミー・バー
トレット

双葉社
9784575314663 1800

10
世界史のなかの蒙古襲来 モンゴルから見た
高麗と日本 (扶桑社ＢＯＯＫＳ)

宮脇淳子 扶桑社
9784594082413 1400

11
国際政治研究の先端16 有斐閣

9784641499393 2000

12
ローカルエコノミーのつくり方:ミッドサイズの都
市から変わる仕事と経済のしくみ

神戸から顔の
見える経済をつ
くる会

学芸出版社
9784761527082 2300

13
日本と世界のLGBTの現状と課題 かもがわ出版

9784780310160 1600

14
現場で使える! Python深層学習入門 Python
の基本から深層学習の実践手法まで (AI &
TECHNOLOGY)

木村 優志 翔泳社
9784798150970 3200

15
サブスクリプション2.0　衣食住すべてを飲み込
む 新ビジネスモデル

日経BP
9784822289737 1600

16
[新装版] 学歴社会のローカル・トラック 吉川 徹 大坂大学出版会

9784872596854 2900

17
国民皆保険制度を破綻させてはならない 浜岡 孝 展転社

9784886564825 1200

18
図解でわかる職場のハラスメント対策 いちば
ん 初に読む本

山田 芳子 アニモ出版
9784897952260 1600

19
令和金融論講座 (ビットコインからマイナス金
利まで)

田邉昌徳 武蔵野大学出
版会 9784903281421 5800

20
IT人材白書2019 独立行政法人

情報処理推進
機構

9784905318699 1389

21
自民党 価値とリスクのマトリクス 中島岳志 スタンド・ブッ

クス 9784909048059 1600

22
会計と犯罪――郵便不正から日産ゴーン事件
まで

細野 祐二 岩波書店
9784000613415 1800

23
熱狂と幻滅 コロンビア和平の深層 田村 剛 朝日新聞出版

9784022516183 1500

24
原発に挑んだ裁判官 (朝日文庫) 磯村健太郎 朝日新聞出版

9784022619716 660

25
デモクラシーの宿命-歴史に何を学ぶのか (単
行本)

猪木 武徳 中央公論新社
9784120052026 2200

26
政治哲学へ 増補新装版: 現代フランスとの対
話

宇野 重規 東京大学出版
会 9784130301671 4900
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27
国際連盟: 国際機構の普遍性と地域性 帶谷 俊輔 東京大学出版

会 9784130362740 5800

28
「いいね！」戦争　兵器化するソーシャルメディ
ア

P・W・シンガー NHK出版
9784140817797 2400

29
中央銀行の罪ーー市場を操るペテンの内幕 ノミ プリンス 早川書房

9784152098665 3000

30
官邸官僚　安倍一強を支えた側近政治の罪
(文春e-book)

森 功 文藝春秋
9784163910277 1600

31
機械学習ガイドブック: RとPythonを使いこなす 櫻井 豊 オーム社

9784274223938 2500

32
覇権の世界史: 陸のモンゴル・海のイギリス・
空のアメリカ

宮崎 正勝 河出書房新社
9784309227764 1600

33
一冊でわかるアメリカ史 (世界と日本がわかる
国ぐにの歴史)

関眞興 河出書房新社
9784309811017 1600

34
サウジアラビア、オアシスに生きる女性たちの
50年: みられる私よりみる私

河出書房新社
9784309921778 1800

35
フィラデルフィアの精神: グローバル市場に立
ち向かう社会正義

アラン シュピオ 勁草書房
9784326451166 2700

36
超不確実性時代のWTO: ナショナリズムの台
頭とWTOの危機

深作 喜一郎 勁草書房
9784326504602 3500

37
AIに負けない読解力を付ける「書き換え法」 後藤 貞郎 国土社

9784337790193 2000

38
新・人と歴史 拡大版 ? 「リンカン -南北分裂の
危機に生きて-」

井出義光 清水書院
9784389441388 1800

39
野党が政権に就くとき: 地方分権と民主主義 中野 晃一 人文書院

9784409241257 2700

40
ボランティアとファシズム: 自発性と社会貢献
の近現代史

池田 浩士 人文書院
9784409520772 4500

41
フィンテック FinTech やさしく知りたい先端科
学シリーズ4

大平 公一郎 創元社
9784422400365 1800

42
明治維新と近代日本の新しい見方 M.ウィリアム・ス

ティール
東京堂出版

9784490210125 4500

43
SDGs・ESGを導くCVO(チーフ・バリュー・オフィ
サー): 次世代CFOの要件

マーヴィン・キ
ング

東洋経済新報
社 9784492602270 3400

44
持続可能なまちづくり 馬奈木 俊介 中央経済社

9784502291517 2400

45
消費経済学入門 樋口 一清 中央経済社

9784502307515 2300

46
「地球温暖化」の不都合な真実 マーク・モラノ 日本評論社

9784535788879 1800

47
ゴルバチョフ(上):その人生と時代 ウィリアム・トー

ブマン
白水社

9784560096963 4700

48
テキーラの歴史 (「食」の図書館) イアン・ウィリア

ムズ
原書房

9784562056538 2200

49
日本史に学ぶマネーの論理 飯田 泰之 PHP研究所

9784569842936 1600

50
アメリカ民主主義の精神: マックス・ウェーバー
の政治文化分析

スティーブン・カ
ルバーグ

法律文化社
9784589040138 3300

51
令和 改元の舞台裏 毎日新聞「代替

わり」取材班
毎日新聞出版

9784620325910 1000

52
中国の金融経済を学ぶ:加速するモバイル決
済と国際化する人民元

ミネルヴァ書
房 9784623085651 3000
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53
教養としてのヨーロッパ政治 ミネルヴァ書

房 9784623086412 3500

54
国際化のなかのスキル形成――グローバル
バリューチェーンは雇用を創出するのか
〈OECDスキル アウトルック2017年版〉

OECD 明石書店
9784750348483 3700

55
環境ナッジの経済学――行動変容を促すイン
サイト

経済協力開発
機構(OECD)

明石書店
9784750348575 3500

56
都市から学ぶアジア経済史 (東アジア研究所
講座)

古田 和子 慶應義塾大学
出版会 9784766425970 2000

57
カラー版でますますわかった! 地形と地理で解
決!! 江戸時代の秘密56 (新書y)

洋泉社
9784800316943 1180

58
反転する環境国家―「持続可能性」の罠をこえ
て―

佐藤 仁 名古屋大学出
版会 9784815809492 3600

59
e-エストニア デジタル・ガバナンスの 前線 e-Governance

Academy
日経BP

9784822289676 2000

60
人口8000万人時代に向けての日本経済 牛嶋 正 風媒社

9784833111287 2000

61
大前研一 稼ぐ力をつける「リカレント教育」―
―誰にも頼れない時代に就職してから学び直
すべき4つの力

大前 研一 プレジデント
社 9784833423229 1400

62
ドキュメント 「働き方改革」 (平成 後の大「改
革」の内幕を暴く!)

澤路 毅彦 旬報社
9784845115952 1500

63
本当に怖いセクハラ・パワハラ問題 神坪 浩喜 労働調査会

9784863197213 1500

64
日本国勢図会〈2019/20年版〉 公益財団法人

矢野恒太記念
会

矢野恒太記念
会 9784875491507 2685

65
現代国際関係学叢書〈第5巻〉国際関係の争
点

志學社
9784904180976 2700

66
世界給与・賃金レポート2018/2019 男女間賃
金格差の背景

ILO 一灯舎
9784907600631 4300

67
平成財政史―平成元~12年度〈6〉金融(含金融
資料)

白峰社
9784938859329 11000

68
平成時代 (岩波新書) 吉見 俊哉 岩波書店

9784004317777 900 新書

69
アメリカ人のみた日本の死刑 (岩波新書) デイビッド・T.

ジョンソン
岩波書店

9784004317784 760 新書

70
マキァヴェッリ: 『君主論』をよむ (岩波新書) 鹿子生 浩輝 岩波書店

9784004317791 860 新書

71
ひとりで，考える: 哲学する習慣を (岩波ジュニ
ア新書)

小島 俊明 岩波書店
9784005008957 820 新書

72
ルポ「断絶」の日韓　なぜここまで分かり合え
ないのか (朝日新書)

牧野　愛博 朝日新聞出版
9784022950246 850 新書

73
報道事変　なぜこの国では自由に質問できな
くなったか (朝日新書)

南　彰 朝日新聞出版
9784022950253 790 新書

74
知らないと恥をかく世界の大問題１０　転機を
迎える世界と日本 (角川新書)

池上 彰 KADOKAWA
9784040822808 860 新書

75
IR〈統合型リゾート〉で日本が変わる カジノと観
光都市の未来 (角川新書)

ジェイソン・ハイ
ランド

KADOKAWA
9784040822822 800 新書

76
同調圧力 (角川新書) 望月 衣塑子 KADOKAWA

9784040823027 840 新書

77
刑事弁護人 (講談社現代新書) 亀石倫子 講談社

9784065123638 920 新書

78
教養としての将棋　おとなのための「盤外講
座」 (講談社現代新書)

羽生善治 講談社
9784065142592 880 新書
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79
未来の地図帳　人口減少日本で各地に起きる
こと (講談社現代新書)

河合雅司 講談社
9784065160893 860 新書

80
地球をめぐる不都合な物質 拡散する化学物
質がもたらすもの (ブルーバックス)

日本環境化学
会

講談社
9784065163931 1000 新書

81
ブルボン朝　フランス王朝史３ (講談社現代新
書)

佐藤賢一 講談社
9784065164334 1000 新書

82
王家の遺伝子 DNAが解き明かした世界史の
謎 (ブルーバックス)

石浦 章一 講談社
9784065166147 1000 新書

83
限界のタワーマンション (集英社新書) 榊淳司 集英社

9784087210798 800 新書

84
プログラミング思考のレッスン　「私」を有能な
演算装置にする (集英社新書)

野村亮太 集英社
9784087210804 780 新書

85
令和日本・再生計画: 前内閣官房参与の救国
の提言 (小学館新書)

藤井 聡 小学館
9784098253500 820 新書

86
フィンランドの教育はなぜ世界一なのか (新潮
新書)

岩竹 美加子 新潮社
9784106108174 780 新書

87
物語 オーストリアの歴史-中欧「いにしえの大
国」の千年 (中公新書)

山之内 克子 中央公論新社
9784121025463 1000 新書

88
科学技術の現代史-システム、リスク、イノベー
ション (中公新書 (2547))

佐藤 靖 中央公論新社
9784121025470 820 新書

89
老いのゆくえ (中公新書) 黒井 千次 中央公論新社

9784121025487 820 新書

90
海外で研究者になる-就活と仕事事情 (中公
新書)

増田 直紀 中央公論新社
9784121025494 880 新書

91
ドキュメント　誘導工作　情報操作の巧妙な罠
(中公新書ラクレ)

飯塚恵子 中央公論新社
9784121506528 820 新書

92
ハーバードの日本人論 (中公新書ラクレ 658) 佐藤 智恵 中央公論新社

9784121506580 880 新書

93
米中ハイテク覇権のゆくえ (ＮＨＫ出版新書) ＮＨＫスペシャ

ル取材班
NHK出版

9784140885895 800 新書

94
暴走するネット広告　１兆８０００億円市場の落
とし穴 (ＮＨＫ出版新書)

ＮＨＫ取材班 NHK出版
9784140885901 800 新書

95
政治を選ぶ力 (文春新書) 橋下 徹 文藝春秋

9784166612192 820 新書

96
令和を生きるための昭和史入門 (文春新書) 保阪 正康 文藝春秋

9784166612215 880 新書

97
ペリリュー玉砕　南洋のサムライ・中川州男の
戦い (文春新書)

早坂 隆 文藝春秋
9784166612222 880 新書

98
愛する意味 (光文社新書) 上田 紀行 光文社

9784334044169 780 新書

99
太陽は地球と人類にどう影響を与えているか
(光文社新書)

花岡 庸一郎 光文社
9784334044176 980 新書

100
東大教授が考えるあたらしい教養 (幻冬舎新
書)

藤垣裕子 幻冬舎
9784344985612 780 新書

101
渋沢栄一 「日本近代資本主義の父」の生涯
(幻冬舎新書)

今井 博昭 幻冬舎
9784344985629 840 新書

102
武器としての世論調査　──社会をとらえ、未
来を変える (ちくま新書)

三春充希 筑摩書房
9784480072214 1000 新書

103
対話をデザインする　──伝わるとはどういう
ことか (ちくま新書)

細川英雄 筑摩書房
9784480072290 840 新書

104
ハンナ・アーレント　──屹立する思考の全貌
(ちくま新書)

森分大輔 筑摩書房
9784480072306 880 新書
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105
日本経営哲学史 (ちくま新書) 林 廣茂 筑摩書房

9784480072320 1100 新書

106
日本人はなぜ「頼む」のか　──結びあいの日
本史 (ちくま新書)

白川部達夫 筑摩書房
9784480072337 800 新書

107
連鎖退職 山本寛 日本経済新聞

出版社 9784532264031 850 新書

108
ウイグル人に何が起きているのか 民族迫害
の起源と現在 (PHP新書)

福島 香織 PHP研究所
9784569843100 880 新書

109
なぜ共働きも専業もしんどいのか 主婦がいな
いと回らない構造 (PHP新書)

中野 円佳 PHP研究所
9784569843124 880 新書

110
スポーツビジネス15兆円時代の到来 (平凡社
新書0915)

森 貴信 平凡社
9784582859157 840 新書

111
文庫 外来種は本当に悪者か?: 新しい野生
THE NEW WILD (草思社文庫)

フレッド ピアス 草思社
9784794223999 980 新書

112
カラー版 1時間でわかるアイヌの文化と歴史
(宝島社新書)

宝島社
9784800293824 1200 新書

113
僕らのAI論　9名の識者が語る人工知能と「こ
ころ」 (サイエンス・アイ新書)

森川 幸人 SBクリエイティ
ブ 9784815602994 1000 新書

114
怖い凡人 (ワニブックスPLUS新書) 片田 珠美 ワニブックス

9784847066276 830 新書

115
「宿命」を生きる若者たち: 格差と幸福をつなぐ
もの (岩波ブックレット)

土井 隆義 岩波書店
9784002710013 620 ブックレット

116
命に国境はない: 紛争地イラクで考える戦争と
平和 (岩波ブックレット)

高遠 菜穂子 岩波書店
9784002710020 620 ブックレット

117
憲法義解 (岩波文庫) 宮沢 俊義 岩波書店

9784003311196 840 文庫

118
デモクラシーか 資本主義か: 危機のなかの
ヨーロッパ (岩波現代文庫)

ユルゲン ハー
バーマス

岩波書店
9784006004064 1300 文庫

119
沖縄の歩み (岩波現代文庫) 国場 幸太郎 岩波書店

9784006033132 1320 文庫

120
カビはすごい!  ヒトの味方か天敵か!? (朝日文
庫)

浜田 信夫 朝日新聞出版
9784022619709 740 文庫

121
新版 古代天皇の誕生 (角川ソフィア文庫) 吉村 武彦 KADOKAWA

9784044004712 960 文庫

122
新編 日本の怪談 II (角川ソフィア文庫) ラフカディオ・

ハーン
KADOKAWA

9784044004859 880 文庫

123
ビールの教科書 (講談社学術文庫) 青井 博幸 講談社

9784065159521 1000 文庫

124
国民主権と天皇制 (講談社学術文庫) 尾高 朝雄 講談社

9784065162712 1100 文庫

125
ジャンヌ・ダルク 超異端の聖女 (講談社学術
文庫)

竹下 節子 講談社
9784065162767 960 文庫

126
本能寺の変 (講談社学術文庫) 藤田 達生 講談社

9784065162774 1000 文庫

127
介護殺人ーー追いつめられた家族の告白 (新
潮文庫)

毎日新聞大阪
社会部取材班

新潮社
9784101012919 550 文庫

128
君たちが知っておくべきこと :―未来のエリート
との対話― (新潮文庫)

佐藤 優 新潮社
9784101331812 520 文庫

129
老いへの不安-歳を取りそこねる人たち (中公
文庫)

春日 武彦 中央公論新社
9784122067448 780 文庫

130
藝術のパトロン-松方幸次郎、原三渓、大原二
代、福島コレクション (中公文庫 (や69-1))

矢代 幸雄 中央公論新社
9784122067509 900 文庫
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新刊案内 2019年8月　総合政策学部図書委員会　購入決定資料

No. 書名 著者名 出版者 ISBN 価格　 備考

131
クーデターの技術 (中公文庫) クルツィオ・マラ

パルテ
中央公論新社

9784122067516 1200 文庫

132
138億年宇宙の旅(上) (ハヤカワ文庫NF) クリストフ・ガル

ファール
早川書房

9784150505400 860 文庫

133
138億年宇宙の旅(下) (ハヤカワ文庫NF) クリストフ・ガル

ファール
早川書房

9784150505417 860 文庫

134
悪だくみ 「加計学園」の悲願を叶えた総理の
欺瞞 (文春文庫)

森 功 文藝春秋
9784167913045 750 文庫

135
柳宗悦 美の菩薩 (ちくま学芸文庫) 阿満 利麿 筑摩書房

9784480099228 1000 文庫

136
増補 中国「反日」の源流 (ちくま学芸文庫) 岡本 隆司 筑摩書房

9784480099273 1200 文庫

137
書き換えられた聖書 (ちくま学芸文庫) バート・D. アー

マン
筑摩書房

9784480099280 1400 文庫

138
現代数学概論 (ちくま学芸文庫) 赤 攝也 筑摩書房

9784480099297 1400 文庫

139
台湾総督府 (ちくま学芸文庫) 黄 昭堂 筑摩書房

9784480099327 1200 文庫

140
決定版 消費税のカラクリ (ちくま文庫) 斎藤 貴男 筑摩書房

9784480436023 880 文庫

141
全社戦略がわかる 菅野寛 日本経済新聞

出版社 9784532113926 900 文庫

142
５Ｇビジネス 亀井卓也 日本経済新聞

出版社 9784532114077 860 文庫

143
SDGｓ入門 村上芽 日本経済新聞

出版社 9784532114084 900 文庫

144
ガリガリ君の秘密 赤城乳業・躍進を支える「言
える化」

遠藤功 日本経済新聞
出版社 9784532198985 750 文庫

145
なぜ大国は衰退するのか 古代ローマから現
代まで (日経ビジネス人文庫)

グレン・ハバー
ド

日本経済新聞
出版社 9784532198992 1200 文庫

146
アメリカはいかに日本を占領したか マッカー
サーと日本人 (PHP文庫)

半藤一利 PHP研究所
9784569768960 840 文庫

計 146点
¥244,864
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見計い 2019年8月　総合政策学部図書委員会　購入決定資料

No. 書名 著者名 出版社 ISBN 価格 備考

1
新コンメンタール　憲法　第２版 木下智史 日本評論社

9784535524330 4600

2
現代憲法入門 只野雅人 法律文化社

9784589040114 3200

3
重要論点実務民法（債権関係）改正 鎌田薫 商事法務

9784785727253 4200

4
論点体系判例民法 １１　相続　第３版 能見善久 第一法規出版

9784474059528 4800

5
講座現代の契約法　各論１ 内田貴 青林書院

9784417017615 5700
旧版所蔵
有

5
講座現代の契約法　各論２ 内田貴 青林書院

9784417017622 5500
旧版所蔵
有

6
講座現代の契約法　各論３ 内田貴 青林書院

9784417017639 5300
旧版所蔵
有

7
法律英語のカギ－契約・文書－　新訂版 長谷川俊明 第一法規出版

9784474066878 3800

8
論点で学ぶ財務会計 川村義則 新世社（渋谷

区） 9784883842933 2300
hard

9
英文会計が基礎からわかる本　第２版 清村英之 同文舘出版

9784495203320 2300
hard

10
会計全書 令和元年度 金子宏 中央経済社

9784502810022 16000
hard

11
勘定科目別不正・誤謬を見抜く実証手続と監
査実務　三訂

ＥＹ新日本有限
責任監査法人

清文社
9784433661090 4800

12
内部監査の創造 藤原良勝 丸善プラネット

9784863454231 2200

13
異文化対応の会計課題 柴健次 同文舘出版

9784495209513 3600

14
市場と会計 吉田寛（公認会

計士）
春秋社

9784393621875 2600
hard

15
プログレッシブ税務会計論 ３ 酒井克彦 中央経済社

9784502306310 3500
paper

計 15点
74400
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図書館員推薦 2019年8月　総合政策学部図書委員会　購入決定資料

No. 書名 著者名 出版者 ISBN 価格 備考

1
理系のための ベンチャービジネス実践論 千葉大学ベン

チャービジネス
ラボラトリ

丸善出版
9784621303788 2376

2
ICT活用で学ぶ アカデミック・スキル (大学生
に求められる論理力)

富山大学 情報
処理部会 情報
処理テキスト

梧桐書院
9784340530311 2160

3
これからの都市ソフト戦略 藤後幸生 KADOKAWA

9784041081488 1728

4
結局、ウナギは食べていいのか問題 海部健三 岩波書店

9784000296861 1296

計 4点
7560
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