
 

  総合政策学部 6月の購入決定分リスト 

次ページより 68 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。 



見計

書名 著者名 出版社 ISBN 出版年 本体価格

1 ビギナーズ会計学 吉見宏 中央経済社 9784502425011 2022 ¥2,640

2 現代税務会計論 第５版 成道秀雄 中央経済社 9784502425615 2022 ¥3,300

3
財務会計論 1　基本論点編 第１

５版 (スタンダードテキスト)
佐藤信彦 中央経済社 9784502430015 2022 ¥5,280

4
財務会計論 2　応用論点編 第１

５版 (スタンダードテキスト)
佐藤信彦 中央経済社 9784502430114 2022 ¥5,280

5
３つの視点で会社がわかる「有報」の

読み方 第３版

ＥＹ新日本有限

責任監査法人
中央経済社 9784502426216 2022 ¥3,740

6 アメリカ経済論入門 第３版 宮田由紀夫 晃洋書房 9784771036178 2022 ¥2,640

7
デタントから新冷戦へ グローバル化す

る世界と揺らぐ国際秩序
益田実 法律文化社 9784589042125 2022 ¥6,160

8 会社法大要 第３版 龍田節 有斐閣 9784641138803 2022 ¥5,500

9
楽しく使う会社法 令和（元年）改

正に対応 第４版
木俣由美 自由国民社 9784426127930 2022 ¥3,520

10
商法総則・商行為法 第２版 (スタン

ダード商法)
北村雅史 法律文化社 9784589042019 2022 ¥2,750

11 全訂株式会社法概論 第２版 丸山秀平 中央経済社 9784502425912 2022 ¥4,180

12 基本テキスト企業法総論・商法総則 永井和之 中央経済社 9784502418419 2022 ¥2,860

13
会計情報のモデル分析　２ (早稲田大

学会計研究所・会計研究叢書　５)

鈴木　孝則

編著
国元書房 9784765805759 2022 ¥4,950

14 日本的管理会計の変容 吉田栄介 中央経済社 9784502419515 2022 ¥4,620

15 実務に活かす管理会計のエビデンス 加登豊 中央経済社 9784502420016 2022 ¥4,070

16 内部監査実務ハンドブック 第３版
ト－マツ（監

査法人）
中央経済社 9784502411618 2022 ¥5,390

17 監査論入門 第５版 長吉眞一 中央経済社 9784502426414 2022 ¥3,080

18 テキスト財務管理論 第６版 鳥居陽介 中央経済社 9784502426315 2022 ¥3,410

19 スタディガイド基本簿記 第４版 柳裕治 中央経済社 9784502429118 2022 ¥2,420



見計

20 入門簿記会計 日野修造 中央経済社 9784502422713 2022 ¥2,970

21
政治と音楽 国際関係を動かす“ソフ

トパワー”
半澤朝彦 晃洋書房 9784771035959 2022 ¥3,080

22
現場で使える「会計上の見積り」の実

務
中野雄介 清文社 9784433765828 2022 ¥3,300

23
中小製造業の「製造原価と見積価

格への疑問」にすべて答えます！
照井清一 日刊工業新聞社 9784526082030 2022 ¥2,420

24 財務会計の理論と実証 新版
ウィリアム・

Ｒ．スコット
中央経済社 9784502427619 2022 ¥6,930

備品計 24点 ####



館員推薦

書名 著編者 出版社名 ISBN 刊行年月 本体価格

1 ヨーグルトの歴史(「食」の図書館) ジューン・ハーシュ 原書房 9784562059454 2021 ¥2,200

2 津田梅子～科学への道、大学の夢～ 古川　安
東京大学出版

会
9784130230780 2022 ¥2,800

3
ブックセラーの歴史～知識と発見を伝える

出版・書店・流通の2000年～

ジャン=イヴ・モリ

エ
原書房 9784562059768 2022 ¥4,200

4 世界を変えた150の哲学の本
アダム・フェルナー

／クリス・メインズ
創元社 9784422130064 2022 ¥2,800

5
中世ヨーロッパ攻城戦歴史百科～ヴィ

ジュアル版～
クリス・マクナブ 原書房 9784562071432 2022 ¥3,600

6

コロナ禍に世界の学校はどう向き合ったの

か～子ども・保護者・学校・教育行政に

迫る～

園山大祐／辻野

けんま
東洋館出版社 9784491047607 2022 ¥2,800

7
中世ヨーロッパ城郭・築城歴史百科～

ヴィジュアル版～

チャールズ・フィリッ

プス
原書房 9784562071449 2022 ¥3,600

8 ソーダと炭酸水の歴史(「食」の図書館) ジュディス・レヴィン 原書房 9784562059508 2022 ¥2,200

9
図書館概論　第4版(ライブラリー図書館

情報学　2)

大串 夏身・常世

田 良
学文社 9784762031496 2022 ¥2,000

10 昆虫食の歴史(「食」の図書館)
ジーナ・ルイーズ・

ハンター
原書房 9784562059706 2022 ¥2,200

11 渋谷の八百屋発食農ビジネス革命 三浦大輝 扶桑社 9784594090913 2022 ¥1,500

12

池上彰の世界の見方 東欧・旧ソ連の

国々～ロシアに服属するか、敵となるか

～

池上 彰 小学館 9784093888509 2022 ¥1,400

13
世界のSDGsスマートシティ～フォトリアル

CGで見る～
エリン・グリフィス 原書房 9784562071654 2022 ¥3,800

14
やさしい大学図書館員のサバイバルイン

グリッシュ

早稲田大学アカ

デミックソリューショ

ン

早稲田大学出

版部
9784657220066 2022 ¥1,100

15 地域歴史文化継承ガイドブック
天野 真志／後

藤 真
文学通信 9784909658722 2022 ¥1,600

16
日本でわたしも考えた～インド人ジャーナ

リストが体感した禅とトイレと温泉と～

パーラヴィ・アイ

ヤール
白水社 9784560098912 2022 ¥2,300

17 契約法入門-を兼ねた民法案内 窪田　充見 弘文堂 9784335359033 2022 ¥2,300

18

データ利活用の教科書～データと20年

向き合ってきたマクロミルならではの成功

法則～

マクロミル／渋谷

智之
翔泳社 9784798173467 2022 ¥2,200

19
教師育成体系～10年目までにもってい

てほしい視点～
森滋彦 東洋館出版社 9784491045214 2022 ¥1,700



館員推薦

書名 著編者 出版社名 ISBN 刊行年月 本体価格

20
生きづらい子を諦めない(マンガでわかる

境界知能とグレーゾーンの子どもたち 3)
宮口 幸治 扶桑社 9784594090142 2022 ¥1,500

21 エシカルフード(角川新書　K-388) 山本　謙治 KADOKAWA 9784040822600 2022 ¥900

22 ビギナーズ少年法 第3版補訂版
守山 正／後藤

弘子
成文堂 9784792353650 2022 ¥2,900

23 未来を変える目標SDGsアイデアブック

Think the

Earth・蟹江　憲

史・ロビン西

紀伊國屋書店 9784877385132 2018 ¥1,800

24

ソーシャル・プロジェクトを成功に導く12ス

テップ～コレクティブな協働なら解決でき

る!SDGs時代の複雑な社会問題～

佐藤　真久・広

石　拓司
みくに出版 9784840307154 2018 ¥1,800

25 かべねこ 吉田　裕吏洋 北海道新聞社 9784894539136 2018 ¥1,200

26 ゆきねこ 吉田　裕吏洋 北海道新聞社 9784894539129 2018 ¥1,200

27 いちばんやさしいSDGs入門

三瓶　裕喜／髙

橋　則広／夫馬

賢治

宝島社 9784299001887 2020 ¥900

28
SDGsを考える～歴史・環境・経営の視

点からみた持続可能な社会～

高井　亨／甲田

紫乃
ナカニシヤ出版 9784779514685 2020 ¥2,800

29
すぐに役立つ３６６日記念日事典　第

４版　【上下巻】

加瀬 清志・日本

記念日協会
創元社 9784422021164 2020 ¥3,000

30
すぐに役立つ366日記念日事典<下巻

> 第4版 7月～12月

加瀬 清志・日本

記念日協会
創元社 9784422021157 2020 ¥1,500

31
すぐに役立つ366日記念日事典<上巻

> 第4版 1月～6月

加瀬 清志・日本

記念日協会
創元社 9784422021140 2020 ¥1,500

32 虚構の森 田中 淳夫 新泉社 9784787721198 2021 ¥2,000

33 大学生活と法学 江藤 祥平[ほか] 有斐閣 9784641126312 2022 ¥1,800

34 社会調査で描く日本の大都市 埴淵　知哉 古今書院 9784772242288 2022 ¥3,600

35
一生使える勉強法～勉強本100冊のベ

ストセラーを1冊にまとめた～
金川　顕教 総合法令出版 9784862808356 2022 ¥1,400

36

脱炭素革命への挑戦～世界の潮流と日

本の課題～(SDGs時代の環境問題最

前線)

堅達京子・NHK

取材班
山と渓谷社 9784635310444 2021 ¥1,600

37
世界を変える100の技術～2030年を

予測～(日経テクノロジー展望　2022)
日経BP 日経ＢＰ社 9784296000401 2021 ¥2,400

38 物価とは何か(講談社選書メチエ 758) 渡辺 努 講談社 9784065267141 2022 ¥1,950



館員推薦

書名 著編者 出版社名 ISBN 刊行年月 本体価格

39
五色のメビウス～「外国人」とともにはたら

きともにいきる～
信濃毎日新聞社 明石書店 9784750353166 2022 ¥1,800

40

イラストでわかるDCDの子どものサポート

ガイド～不器用さのある子の「できた!」が

増える134のヒントと45の知識～

中井昭夫／若林

秀昭／春田大志
合同出版 9784772614771 2022 ¥2,600

41
この国の危機管理失敗の本質～ドキュメ

ンタリー・ケーススタディ～
柳田 邦男 毎日新聞出版 9784620327259 2022 ¥1,900

42
海を越えたジャパン・ティー～緑茶の日米

交易史と茶商人たち～
ロバート・ヘリヤー 原書房 9784562071487 2022 ¥2,500

43
大学生が知っておきたい生活のなかの法

律 新版
細川 幸一

慶應義塾大学

出版会
9784766428155 2022 ¥1,800

備品小計 43 ¥92,650

44
なぜ信用金庫は生き残るのか(祥伝社

新書　650)
鳥羽田継之 祥伝社 9784396116507 2022 ¥860

消耗品計 1 ¥860


