
 

  総合政策学部 12月の購入決定分リスト 

次ページより 37 点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。 



教員推薦

書名 著者名 出版社 出版年 本体価格 ISBN

1
Domestic application of international

law : focusing on direct applicability

Yūji

Iwasawa
Brill Nijhoff 2022 ¥40,253 9789004509863

2
An introduction to international

organizations law
Jan Klabbers

Cambridge

University Press
2022 ¥10,864 9781108820301

3
詳説入管法と外国人労務管理・監査の実務～入管・労働

法令、内部審査基準、実務運用、裁判例～ 第3版
山脇　康嗣

新日本法規出

版
2022 ¥9,800 9784788290808

4 国際法入門～逆から学ぶ～　第3版
山形 英郎[ほ

か]
法律文化社 2022 ¥2,700 9784589042330

5
戦略的コミュニケーションと国際政治～新しい

安全保障政策の論理～
青井 千由紀 日経ＢＰ社 2022 ¥3,600 9784296115228

6
日本人と自衛隊～「戦わない軍隊」の歴史と

戦後日本のかたち～

アーロン・スキャ

ブランド
原書房 2022 ¥3,200 9784562072224

7
語られざる占領下日本～公職追放から「保守

本流」へ～(NHKブックス 1275)
小宮 京 ＮＨＫ出版 2022 ¥1,600 9784140912751

8
新国際関係論(OMUPユニヴァテキストシリー

ズ 3)
井上　尚之

大阪公立大学

共同出版会
2022 ¥1,800 9784909933393

9
国際連合世界人口予測1950→2100<2022年改訂版

>(世界人口年鑑　別巻)

国際連合経済

社会局人口部
原書房 2022 ¥48,000 9784562072255

10
よくわかる開発学(やわらかアカデミズム・<わか

る>シリーズ)

大森　佐和・西

村　幹子
ミネルヴァ書房 2022 ¥2,800 9784623094554

11 はてなの国際法
岩本　誠吾／

戸田　五郎
晃洋書房 2022 ¥2,200 9784771036673

12
我々はどこから来て、今どこにいるのか?<上>

アングロサクソンがなぜ覇権を握ったか

エマニュエル・

トッド
文藝春秋 2022 ¥2,200 9784163916118

13
我々はどこから来て、今どこにいるのか?<下>

民主主義の野蛮な起源

エマニュエル・

トッド
文藝春秋 2022 ¥2,200 9784163916125

14
ここからはじめる国際法～事例から考える国際

社会と日本の関わり～

佐藤 義明[ほ

か]
有斐閣 2022 ¥2,000 9784641046917

15
移民大国化する韓国～労働・家族・ジェン

ダーの視点から～

春木　育美／

吉田　美智子
明石書店 2022 ¥2,000 9784750354736

16
シリーズ「日本の開発協力史を問いなおす」

<2>　最大ドナー日本の登場とその後
下村　恭民

東京大学出版

会
2022 ¥5,400 9784130343213

17
集団的自衛権で日本は守られる～なぜ「合

憲」なのか～
篠田 英朗 ＰＨＰ研究所 2022 ¥1,600 9784569853413

18 EU政策法講義 中西 優美子 信山社出版 2022 ¥2,600 9784797286311

19
ノン・ルフルマン原則と外国人の退去強制～マクリーン事件

「特別の条約」の役割～(学術選書　国際法 227)
安藤 由香里 信山社出版 2022 ¥9,800 9784797282535

備品小計 19点 ¥154,617

20

化学兵器の使用と国際法～シリアをめぐって

～(国際法・外交ブックレット 4)
浅田 正彦 東信堂 2022 ¥1,000 9784798917948

21

国際刑事裁判所～国際犯罪を裁く～(国際

法・外交ブックレット 5)
尾﨑 久仁子 東信堂 2022 ¥1,000 9784798917917

22
防災白書<令和4年版> 内閣府

昭和情報プロ

セス
2022 ¥3,500 9784907343224

23
EU法研究<第12号(2022/9)>

上田 廣美[ほ

か]
信山社出版 2022 ¥3,600 9784797278125

消耗小計 4点 ¥9,100



見計

書名 著者名 出版社 出版年 本体価格 ISBN

1 知っておきたい国税の常識　第24版 大淵博義 税務経理協会 2022 ¥3,450 9784419068875

2 管理会計のエッセンス
ジェ－ムス・ジャ

ンバルボ
同文舘出版 2022 ¥3,540 9784495191337

3 ＩＦＲＳ会計基準の本質 第２巻 山田辰己 税務経理協会 2022 ¥6,030 9784419068530

4 我妻・有泉コンメンタール民法　第8版 我妻榮 日本評論社 2022 ¥7,660 9784535526471

5 物権法　第2版
平野裕之（法

学）
日本評論社 2022 ¥4,210 9784535526211

6 判例からひも解く実務民法 改訂版 近藤昌昭 青林書院 2022 ¥4,500 9784417018445

7
契約法の新たな展開 瑕疵担保責任から契

約不適合責任へ
野澤正充 日本評論社 2022 ¥7,660 9784535526570

8 プロバイダ責任制限法 第３版
総務省総合通信基

盤局消費者行政第

二課

第一法規出版 2022 ¥4,590 9784474078680

9 税法がわかる３０話　第2版 阿部徳幸 中央経済社 2022 ¥2,300 9784502442810

備品 9点 ¥43,940

10 図解民法（親族・相続） 令和４年版 鈴木潤子 大蔵財務協会 2022 ¥2,970 9784754730192

11 監査実務ハンドブック ２０２３年版
日本公認会計

士協会

日本公認会計

士協会
2022 ¥6,120 9784910136189

消耗 2点 ¥9,090



国際交流課推薦

書名 著者名 出版社 出版年 本体価格 ISBN

1
海外留学がキャリアと人生に与えるインパクト :

大規模調査による留学の効果測定.
横田雅弘[ほか] 学文社 2018 ¥3,500 9784762028021

1点 ¥3,500



館員推薦

書名 著者名 出版社 出版年 本体価格 ISBN

1 教えて南部先生!18歳成人Q&A  南部義典
シーアンドアール

研究所
2022 ¥2,002 9784863543959

2
管理職のためのやさしい数値化技術 : 「デー

タは苦手」からの卒業
中野崇著 日経BP 2022 ¥2,000 9784296200825

2点 ¥4,002


