
 

  総合政策学部 2月の購入決定分リスト 

次ページより 35 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 個人、国家と家族 二宮周平(編集) 日本評論社 2020 9784535065239 ¥5,800

2 婚姻と離婚 二宮周平(編集) 日本評論社 2020 9784535065246 ¥5,500

3 後見・扶養 二宮周平(編集) 日本評論社 2020 9784535065260 ¥5,500

4
犯罪の証明なき有罪判決　23件の

暗黒裁判

吉弘 光男ヨシヒロ ミツオ(編集)

宗岡 嗣郎ムネオカ シロウ(編集)
九州大学出版会 2022 9784798503233 ¥3,200

5
裁判員制度の10年　市民参加の意

義と展望
牧野 茂 日本評論社 2020  9784535524590 ¥1,870

6
死刑制度と刑罰理論　死刑はなぜ

問題なのか
井田良 岩波書店 2022 9784000615136 ¥2,420

7
面会交流と養育費の実務と展望第2

版　子どもの幸せのために
棚村政行 日本加除出版 2017 9784817844187 ¥3,520

8

子どもの福祉と共同親権　別居・離

婚に伴う親権・監護法制の比較法

研究

離婚後の子どもの親権

及び監護に関する比較

法的研究会

日本加除出版 2007 9784817813404 ¥3,300

備品 小計 8点 ¥31,110



見計

書名 著者名 出版社 出版年 ISBN 本体価格

1 ベーシック監査論   九訂版 伊豫田隆俊
同文舘出

版
2022 9784495182595 ¥3,640

2
ケースでまなぶ財務会計   新聞記事のケース

を通して財務会計の基礎をまなぶ 第９版
永野則雄 白桃書房 2022 9784561352280 ¥2,700

3
国際関係の系譜学   外交・思想・理論

シリーズ転換期の国際政治
葛谷彩 晃洋書房 2022 9784771036482 ¥3,350

4
はじめての民法総則  第１１版

３日でわかる法律入門
尾崎哲夫

自由国民

社
2022 9784426122157 ¥1,340

5 民法  2 第４版 債権法 我妻榮 勁草書房 2022 9784326451197 ¥2,390

6 続・刑法の判例（総論） 松原芳博 成文堂 2022 9784792353797 ¥2,680

7 続・刑法の判例（各論） 松原芳博 成文堂 2022 9784792353803 ¥2,680

8
子どものための法律相談

最新青林法律相談

第一東京弁護士

会子ども法委員

会

青林書院 2022 9784417018421 ¥5,740

9 民事訴訟法への招待
伊藤眞（民事

訴訟法）
有斐閣 2022 9784641233041 ¥2,200

10
アメリカ契約法 第３版

アメリカ法ベーシックス
樋口範雄 弘文堂 2022 9784335303869 ¥3,640

11 独占禁止法   第１０版 村上政博 弘文堂 2022 9784335359200 ¥4,790

12 中国の投資・会計・税務Ｑ＆Ａ　第７版

デロイトトーマツ中

国サービスグルー

プ

中央経済

社
2022 9784502442513 ¥7,460

計 12点 ¥42,610



学生推薦

書名 著者名 出版社 ISBN 出版年 本体価格

1
MOS Word 365&2019 Expert 対策テキスト&

問題集

富士通エフ・

オー・エム

富士通エフ・

オー・エム
9784865104486 2021 ¥3,410

1点 ¥3,410



館内推薦

書名 著者名 出版社 ISBN 出版年 本体価格

1 おとなは子どもにテロをどう伝えればよいのか
ターハル ベン ジェ

ルーン
柏書房 9784760154913 2022 ¥1,800

2 大学生のための東アジア国際政治史講義 浜口裕子 一藝社 9784863592636 2022 ¥2,700

3
明解誰も書かなかったインボイス制度のポイント!!～

これが本当のインボイス対策～
黒永　哲至

税務経理

協会
9784419069025 2023 ¥1,800

4 世界一わかりやすい！　インボイス 永井 圭介 高橋書店 9784471212759 2023 ¥1,400

5
パーソナル・リスクマネジメントと保険～人身事故、医

療・介護、所得保障～
李 洪茂 博英社 9784910132174 2021 ¥2,700

6
保険論 (第2版)～実際とリスクマネジメントへの適

用～
李 洪茂 博英社 9784910132235 2022 ¥2,700

7 図説生命保険ビジネス 第2版
山本　祥司[ほ

か]

金融財政事情

研究会
9784322139563 2022 ¥2,000

8
これだけは押さえておきたい!社会保障制度の用語

事典～ケアマネ・相談援助職必携～
福島敏之

中央法規

出版
9784805884072 2022 ¥2,300

9 スタディスキルズ教育実習

後藤さゆり／平

岡さつき／藤井

佳世

実教出版 9784407355932 2022 ¥1,200

10 教壇に立つ20代のあなたに伝えたいこと
樋口万太郎／小

谷宗

東洋館出

版社
9784491050461 2022 ¥1,800

備品計 10点 ¥20,400

11
迫りくる核リスク～<核抑止>を解体する～(岩波新

書 新赤版 1946)
吉田 文彦 岩波書店 9784004319467 2022 ¥900

12
ルポ虐待サバイバー(集英社新書　集英社新書ノン

フィクション　1140N)
植原 亮太 集英社 9784087212402 2022 ¥950

13
世界で最初に飢えるのは日本～食の安全保障をど

う守るか～(講談社+α新書 860-1C)
鈴木 宣弘 講談社 9784065301739 2022 ¥900

14
何もしないほうが得な日本～社会に広がる「消極的

利己主義」の構造～(PHP新書　1331)
太田 肇 　著 ＰＨＰ研究所 9784569853437 2022 ¥1,000

消耗計 4点 ¥3,750

計 14点 ¥24,150


