
 

  総合政策学部 1月の購入決定分リスト 

次ページより 43 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 ISBN 本体価格

1 実録!あるこーる白書
西原　理恵子

[ほか]
徳間書店 2013 9784198635862 ¥1,200

2
上を向いてアルコール～「元アル中」コラムニスト

の告白～
小田嶋　隆 ミシマ社 2018 9784909394033 ¥1,500

3
コロナ危機、経済学者の挑戦～感染症対策と

社会活動の両立をめざして～

仲田 泰祐／

藤井 大輔
日本評論社 2022 9784535540361 ¥1,600

4 家事は大変って気づきましたか? 阿古 真理 亜紀書房 2022 9784750517667 ¥1,800

5 母親になって後悔してる オルナ・ドーナト 新潮社 2022 9784105072711 ¥2,000

6
数学も英語も強くなる!直訳では伝わらない意

外な数学英語たち
馬場 博史 技術評論社 2022 9784297127213 ¥2,200

7
地域デザイン技法～地域を「読み・解く」55のア

プローチ～(地域デザイン科学シリーズ　2)

地域デザイン科

学研究会
北樹出版 2022 9784779306945 ¥2,300

8 学生のための現代公衆衛生 改訂8版
苅田 香苗[ほ

か]
南山堂 2022 9784525620387 ¥2,300

9
Net Positive～「与える>奪う」で地球に貢献

する会社～

ポール・ポルマン

[ほか]
日経ＢＰ社 2022 9784296001071 ¥2,300

10
医療従事者のための医療経済学入門～経済

学を知らずに医療ができるか!?～
康永秀生 金芳堂 2020 9784765318341 ¥2,400

11
2020年代初頭の医療・社会保障～コロナ禍・

全世代型社会保障・高額新薬～
二木　立 勁草書房 2022 9784326701247 ¥2,500

12
セックスロボットと人造肉～テクノロジーは性、

食、生、死を“征服”できるか～

ジェニー・クリー

マン
双葉社 2022 9784575317367 ¥2,500

13
直立二足歩行の人類史～人間を生き残らせた

出来の悪い足～

ジェレミー・デシ

ルヴァ
文藝春秋 2022 9784163915838 ¥2,600

14 パブリックヘルスの今日・明日

京都大学　大

学院医学研究

科　社会健康

医学系専攻

インターメディカ 2021 9784899964377 ¥2,800

15
実践グローバルヘルス～現場における実践力向

上をめざして～ 新訂版

日本国際保健

医療学会
杏林書院 2022 9784764405417 ¥2,800

16
地球の限界～温暖化と地球の危機を解決する

方法～

ヨハン・ロックスト

ローム／オー

ウェン・ガフニー

河出書房新

社
2022 9784309254425 ¥2,850

17 コンパクト公衆衛生学 第7版
松浦 賢長[ほ

か]
朝倉書店 2022 9784254640502 ¥2,900

18

この国の医療のかたち医療政策の動向と課題

～2025年のヘルスケアシステム～(看護管理

実践Guide)

尾形裕也
日本看護協

会出版会
2022 9784818025264 ¥3,000

19 医療の価値と価格～決定と説明の時代へ～ 田倉 智之 医学書院 2021 9784260043526 ¥3,500

20

人口減少・超高齢社会と外国人の包摂～外

国人労働者・日本語教育・民俗文化の継承

～

成澤　徳子[ほ

か]
明石書店 2022 9784750353715 ¥4,500

21
症例で学ぶ疫学・生物統計学～臨床研究入

門～

B.

Kestenbaum
朝倉書店 2023 9784254301274 ¥4,800

22 歴史の屑拾い 藤原 辰史 講談社 2022 9784065293713 ¥1,400



教員推薦

書名 著者名 出版社 出版年 ISBN 本体価格

23
どうして男はそうなんだろうか会議～いろいろ語り

合って見えてきた「これからの男」のこと～

澁谷　知美[ほ

か]
筑摩書房 2022 9784480864796 ¥1,500

24
外国人の生存権保障ガイドブック～Q&Aと国

際比較でわかる生活保護と医療～

生活保護問題

対策全国会議
明石書店 2022 9784750354590 ¥1,600

25
外国人と共生するための実践ガイドブック～

SDGs多文化共生へのエビデンス～
友原 章典 日本評論社 2022 9784535540392 ¥1,700

26 告発と呼ばれるものの周辺で 小川 たまか 亜紀書房 2022 9784750517322 ¥1,800

27 哲学の門前 吉川浩満
紀伊國屋書

店出版部
2022 9784314011938 ¥1,800

28 水俣病闘争史 米本 浩二
河出書房新

社
2022 9784309228624 ¥2,500

29
システムを作らせる技術～エンジニアではないあ

なたへ～

白川 克／濵

本 佳史

日本経済新

聞出版社
2021 9784532323998 ¥2,600

30
暴力のエスノグラフィー～産業化された屠殺と視

界の政治～

ティモシー・パチ

ラット
明石書店 2022 9784750354477 ¥2,800

備品 小計 30点 ¥72,050



見計らい

書名 著者名 出版社 出版年 ISBN 本体価格

1 日本の社会保障システムの持続可能性 山重慎二 中央経済社 2022 9784502438516 ¥3,300

2 日本経済３０の論点 小黒一正 日経ＢＰ 2022 9784296115259 ¥1,870

3 金融商品取引法の基本知識 小谷融
税務経理協

会
2022 9784419068615 ¥3,740

4 会計学を索ねて 友岡賛
慶應義塾大

学出版会
2022 9784766428490 ¥2,750

5 財務諸表監査の基礎理論 イアン・デニス 中央経済社 2022 9784502438318 ¥4,620

6 環境変化に対応する農業市場と展望 野見山敏雄 筑波書房 2022 9784811906379 ¥3,080

7 国際経済学１５講 伊藤恵子
新世社（渋

谷区）
2022 9784883843572 ¥2,530

8 はじめての金融リテラシー 奥田真之
昭和堂（京

都）
2022 9784812222010 ¥1,980

9 政治と経済はどうつながっているのか 羽田翔
日本経済評

論社
2022 9784818826182 ¥3,300

10 ウクライナ戦争と激変する国際秩序 森本敏 並木書房 2022 9784890634279 ¥2,970

11 監査役の誕生 高田晴仁 国元書房 2022 9784765805766 ¥3,850

備品計 11点 ¥33,990

12 これからの日本の論点２０２３
日本経済新

聞社
日経ＢＰ 2022 9784296115549 ¥2,200

消耗計 1点 ¥2,200

計 12点 ¥36,190



館員推薦

書名 著者名 出版社 出版年 ISBN 本体価格

1
ロシアのなかのソ連～さびしい大国、人と暮らしと戦争と

～
馬場朝子 現代書館 2022 9784768459256 ¥1,800

計 1点 ¥1,800

ソ連に留学し帰国後はロシア関係の番組を制作してきた著者による、ソ連、ロシアや今のロシア人がわかる資料。

読みやすい言葉で書かれているためぜひ読みたいと思っております。
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