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RUNNERS DISCOVERY 利用方法：電子書籍はRUNNERS DISCOVERYで検索（検索結果を"電子リソース"で絞込可能）。このリスト以外にも多数の電子書籍がご利用いただけます。
VPN ご自宅など学外ネットワークから電子書籍やデータベースを利用する場合、お使いのデバイスにVPN（Virtual Private Network）接続の設定が必要です。
お問合せ 電子書籍のご利用にあたって、質問がありましたらAPUライブラリーまでお尋ねください。
Subject Title Author (著編者) Contract Publisher Imprint Publisher Pub Year ISBN eISBN

Japanese Graded Readers 屋久島 【音声付】（にほんご多読ブックス : Japanese 
Graded Readers vol.1-2, level 0）

NPO多言語多読 大修館書店

Japanese Graded Readers よだかの星 【音声付】（にほんご多読ブックス : 
Japanese Graded Readers vol.3-1, level 3）

宮沢, 賢治 大修館書店

Japanese Graded Readers 羅生門・トロッコ 【音声付】（にほんご多読ブックス 
: Japanese Graded Readers vol.6-1, level 4）

芥川, 龍之介 大修館書店

Japanese Graded Readers 京都 【音声付】（にほんご多読ブックス : Japanese 
Graded Readers vol.5-1, level 4）

小松, 和恵 大修館書店

Japanese Graded Readers 落語 ―「馬小屋の火事」「風呂敷包み」―【音声付】
（にほんご多読ブックス : Japanese Graded Readers 
vol.4-1, level 4）

NPO多言語多読 大修館書店

アジア史・東洋史 近代朝鮮の境界を越えた人びと 李, 盛煥 日本経済評論社 9784818825192
アジア史・東洋史 親日台湾の根源を探る ―台湾原住民神話と日本人― 諏訪, 春雄 勉誠出版 9784585222392
アジア史・東洋史 植民地台湾の自治―自律的空間への意思（早稲田大学エウプ

ラクシス叢書９）
野口 真広 Waseda University Press 早稲田大学出版部

9784657178077 9784657189028

アジア史・東洋史 五胡十六国 ―中国史上の民族大移動― 新訂版（東方
選書 43）

三崎, 良章 東方書店 9784497212221

アジア史・東洋史 中国の衝撃 溝口, 雄三 東京大学出版会 9784130130226
ジャーナリズム・新聞

よくわかるMicrosoft Access 2019 応用
富士通エフ・オー・エ
ム

富士通エフ・オ－・エ
ム

9784865103878

ジャーナリズム・新聞 文献管理ツール Mendeleyガイドブック 坂東 慶太（著） ATMS Co., Ltd. アトムス 9784904307847
ジャーナリズム・新聞 メディア・社会・世界 ―デジタルメディアと社会理論

―
ニック・クドリー 慶應義塾大学出版会 9784766425444 9784766494655

ジャーナリズム・新聞
データベーススペシャリスト教科書 平成31年度 （徹
底攻略）

瀬戸, 美月
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

9784295004820

ジャーナリズム・新聞 18歳からはじめる情報法 （From 18） 米丸, 恒治 法律文化社 9784589038333
ジャーナリズム・新聞 学生のための情報リテラシー ―Office 2016/Windows 

10版―
若山, 芳三郎 東京電機大学出版局 9784501554408 9784501973209

ジャーナリズム・新聞
よくわかるMicrosoft Access 2016　基礎

富士通エフ・オー・エ
ム

富士通エフ・オ－・エ
ム

9784865102932

ジャーナリズム・新聞 モバイルフロンティア ―よりよいモバイルUXを生み
出すためのデザインガイド―

Rachel Hinman 丸善出版 9784621086551

ジャーナリズム・新聞 情報リテラシー Office 2010 実教出版. Jikkyo Shuppan Co., Ltd. 実教出版
9784407322569 9784407327618

ジャーナリズム・新聞
情報リテラシー

富士通エフ・オー・エ
ム

富士通エフ・オ－・エ
ム

9784893118776

ジャーナリズム・新聞
情報リテラシー （総合編）

富士通エフ・オー・エ
ム

富士通エフ・オ－・エ
ム

9784893118790

運輸・交通・観光事業 新・観光立国論 ―イギリス人アナリストが提言する21
世紀の「所得倍増計画」―

デービッド・アトキン
ソン

東洋経済新報社 9784492502754

運輸・交通・観光事業 里山観光の資源人類学 ―京都府美山町の地域振興― 堂下, 恵 新曜社 9784788512740
運輸・交通・観光事業 近代日本の鉄道構想 （近代日本の社会と交通 3） 老川, 慶喜 日本経済評論社 9784818819955 9784818892040
運輸・交通・観光事業 近代日本公営交通成立史 高寄, 昇三 日本経済評論社 9784818817210 9784818892019
運輸・交通・観光事業 近世日本の川船研究 下 ―近世河川水運史― 川名, 登 日本経済評論社 9784818817067 9784818891883
運輸・交通・観光事業 地域交通体系と局地鉄道 ―その史的展開― 三木, 理史 日本経済評論社 9784818811867 9784818891289
運輸・交通・観光事業 南ウェールズ交通史研究 梶本, 元信 日本経済評論社 9784818810983 9784818891340
運輸・交通・観光事業 タイ経済と鉄道 ―1885～1935年― 柿崎, 一郎 日本経済評論社 2000 9784818811874 9784818891272
運輸・交通・観光事業 鉄道改革の国際比較 今城, 光英 日本経済評論社 1999 9784818810716 9784818891265
英語 英語学習者のためのGoogle・英辞郎検索術 （開拓社言

語・文化選書 48）
衣笠, 忠司 開拓社 2014 9784758925488

英語 留学不要の英語勉強法 ―留学はゼロ。それでも
TOEIC975点。英検1級。通訳案内士国家試験合格。―
（Beret books）

坂口, 雅彦 ベレ出版 2014 9784860643959

英語 ニッポン人の心 ―『カシャッ』ほか2編 = Click and 
Other Japanese Tales―（Read Smart Readers . Read 
Japan シリーズ 3-2）

ヒュー・アシュトン
マクミランランゲージ
ハウス

2013 9784777364961

英語 キクタン 4000 一杉武史 ALC Press Inc. アルク 2012 9784757422063 9784757421325
英語 キクタン 6000 一杉武史 ALC Press Inc. アルク 2012 9784757422070 9784757421332
英語 英語辞書をフル活用する7つの鉄則 磐崎, 弘貞 大修館書店 2011 9784469245639
英語 英語日記ドリル ―complete― Complete ed 石原, 真弓 アルク 2011 9784757420410 9784757416963
英語 中上級者がぶつかる壁を破る英語学習最強プログラム 土屋, 雅稔 ベレ出版 2010 9784860642686
英語 英語ネイティブ度判定テスト 小池, 直己 大修館書店 2009 9784469245493
英語 英日実務翻訳の方法 改訂版 田原, 利継 大修館書店 2009 9784469245400
英語 英語ジョーク見本帖 丸山, 孝男 大修館書店 2007 9784469245233
英語 英語上達完全マップ ―初級からTOEIC900点レベルま

での効果的勉強法―（Beret books）
森沢, 洋介 ベレ出版 2005 9784860641023

英語 英語ジョークの教科書 丸山, 孝男 大修館書店 2002 9784469244687
英語 ホワイトハウスの英語塾 ―comeとgoでここまで言え

る―
根岸, 裕 大修館書店 2002 9784469244786

英語 コンパクトビジネス英語入門 村上, 雅則 大修館書店 1996 9784469243970
化学工業 アイリスオーヤマ一目瞭然の経営術 三田村, 蕗子 東洋経済新報社 2012 9784492502426
化学工業 藩陶器専売制と中央市場 山形, 万里子 日本経済評論社 2008 9784818820227 9784818893085
海洋工学・船舶工学・兵器・
軍事工学

日英兵器産業史 ―武器移転の経済史的研究― 奈倉, 文二 日本経済評論社 2005 9784818817517 9784818892583

機械工学・原子力工学 トヨタの新興国車IMV：そのイノベーション戦略と組織 野村俊郎 Bunshindo Publishing 
Corporation

文眞堂
2015 9784830948473 9784830900402

◇新着電子書籍　(2020/9/23更新)

http://www.apu.ac.jp/media/library_search/opac/index.html/
http://www.apu.ac.jp/academic/page/apu-net.html/
https://secure.apu.ac.jp/forms/media/contact/inquiry/
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機械工学・原子力工学 戦時期航空機工業と生産技術形成 ―三菱航空エンジン
と深尾淳二―

前田, 裕子 東京大学出版会 2001 9784130460682

技術・工学・工業 地熱資源をめぐる 水・エネルギー・食料ネクサス：学際・
超学際アプローチに向けて

【編著】馬場 健司,増原 
直樹,遠藤 愛子

Impress Corporation 近代科学社
2018 9784764905788

技術・工学・工業 品質管理の統計学 ―製造現場に生かす統計手法― 関根, 嘉香 オーム社 2012 9784274069024
技術・工学・工業 進歩の触手 ―帝国主義時代の技術移転― D.R. ヘッドリク 日本経済評論社 2005 9784818809055 9784818892446
技術・工学・工業 ある技術家の回想 ―明治草創期の日本機械工業界と小

野正作―
小野, 正作 日本経済評論社 2005 9784818817388 9784818892958

技術・工学・工業 戦後日本の技術形成 ―模倣か創造か― 中岡, 哲郎 日本経済評論社 2002 9784818813953 9784818892866
技術・工学・工業 設備投資と金融市場 ―情報の非対称性と不確実性― 鈴木, 和志 東京大学出版会 2001 9784130401777
教育 私立大学の財政分析ハンドブック 野中郁江 Otsuki Shoten 大月書店

2020 9784272412563 9784272940271

教育 逃避型ネット依存の社会心理 大野, 志郎 勁草書房 2020 9784326251384 9784326998234
教育 大学生のための実践的キャリア&就活講座 伊藤, 宏 中央経済社 2020 9784502328411
教育 隣国の言語を学び、教えるということ ―日韓の高校で

教える言語教師のライフストーリー―
澤邉, 裕子 ひつじ書房 2019 9784894769670 9784823491528

教育 戦後日本の教科書問題 石田, 雅春 吉川弘文館 2019 9784642038874 9784642213127
教育 大学教育の国際化への対応 池田, 佳子 関西大学出版部 2019 9784873547046
教育 「知の総合化ノート」で具体化する21世紀型能力 ―問

題解決力・論理的思考力・コミュニケーション力など
のスキルが身につく―

村川, 雅弘 学事出版 2015 9784761921040

教育 どうして就職活動はつらいのか 双木, あかり 大月書店 2015 9784272310517
教育 宿題なんかこわくない ―発達障害児の学習支援― 塚本, 章人 かもがわ出版 2014 9784780307290
教育 グローバル教育の授業設計とアセスメント 石森, 広美 学事出版 2013 9784761920302
教育 大学改革を問い直す 天野, 郁夫 慶應義塾大学出版会 2013 9784766420531 9784766491494
教育 フィンランド・イギリス・アメリカ教育の成功の秘密 

―現場教師が見つけた学校再生の決め手―
加藤, 十八 学事出版 2012 9784761919023

教育 企業研究資金の獲得法 永井, 正夫 丸善出版 2010 9784621083031
教育 教師のためのカウンセリングワークブック 菅野, 純 金子書房 2001 9784760822942
金属工学・鉱山工学 戦間期日本石炭鉱業の再編と産業組織 ―カルテルの歴

史分析―
長廣, 利崇 日本経済評論社 2009 9784818820623

金属工学・鉱山工学 欧州石炭鉄鋼共同体 ―EU統合の原点― 島田, 悦子 日本経済評論社 2004 9784818817005 9784818891517
金属工学・鉱山工学 日本戦時企業論序説 ―日本鋼管の場合― 長島, 修 日本経済評論社 2000 9784818810860 9784818891432
経済 金融グローバリズムの経済学 萩原伸次郎 Kamogawa Co., Ltd. かもがわ出版

2020 9784780310665

経済 損益の区分シフト 木村晃久 Chuokeizai-Sha, Inc. 中央経済社
2019 9784502294419

経済 長期停滞の資本主義: 新しい福祉社会とベーシックインカム 本田　浩邦 Otsuki Shoten 大月書店
2019 9784272111251 9784272910045

経済 グローバリゼーション下の韓国資本主義 大津　健登 Otsuki Shoten 大月書店 2019 9784272150441 9784272910076
経済 図説経済の論点 新版 柴田, 努 旬報社 2019 9784845115846
経済 理論経済学の新潮流 ―武野秀樹博士米寿記念論文集― 秋本, 耕二 勁草書房 2019 9784326504565 9784326997428
経済 アベノミクスの成否 （日本経済政策学会叢書 1） 佐竹, 光彦 勁草書房 2019 9784326546107 9784326997466
経済 貿易戦争の政治経済学 ―資本主義を再構築する― ダニ・ロドリック 白水社 2019 9784560096888 9784560454039
経済 SDGsとは何か? ―世界を変える17のSDGs目標― 安藤　顯 三和書籍 2019 9784862513984
経済 ふるさとって呼んでもいいですか ―6歳で「移民」に

なった私の物語―【スマホ・読上付】
ナディ 大月書店 2019 9784272330966

経済 デマンド・サイド経営学 ―顧客と共創する使用価値― 宮崎, 正也 中央経済社 2019 9784502312519
経済 変貌するコーポレート・ガバナンス ―企業行動のグ

ローバル化、中国、ESG―
羽田, 徹也 勁草書房 2019 9784326504640 9784326998036

経済 戦略的イノベーション・マネジメント 田中, 克昌 中央経済社 2019 9784502291616
経済 デジタル異業種連携戦略 ―IoT, AIで進化する共創のイ

ノベーション―
高橋, 透 中央経済社 2019 9784502318511

経済 イノベーション&マーケティングの経済学 金間, 大介 中央経済社 2019 9784502300813
経済 データドリブン経営入門 ―デジタル時代の意思決定と

行動指針―
安井, 望 中央経済社 2019 9784502326912

経済 職場における性別ダイバーシティの心理的影響 正木, 郁太郎 東京大学出版会 2019 9784130161213
経済 50の英単語で英文決算書を読みこなす 齋藤, 浩史 中央経済社 2019 9784502324611
経済 管理会計の再構築 ―本質的機能とメゾ管理会計への展

開―
高橋, 賢 中央経済社 2019 9784502321818

経済 貨幣経済と資本蓄積の理論 第2版 石倉, 雅男 大月書店 2019 9784272111268 9784272910052
経済 これからの銀行論 ―勝ち残る銀行員の必須知識― 階戸, 照雄 中央経済社 2019 9784502310713
経済 フィンテックの経済学 ―先端金融技術の理論と実践― 嘉治, 佐保子 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426137 9784766495027
経済 最新中国税務&ビジネス 近藤, 義雄 中央経済社 2019 9784502318818
経済 プレデール立地論と地政学―経済のグローバル化と国家の限

界（早稲田大学エウプラクシス叢書１１）
水野 忠尚 Waseda University Press 早稲田大学出版部

2018 9784657188014 9784657189042

経済 一橋MBAケースブック 戦略転換編 沼上, 幹 東洋経済新報社 2018 9784492522226
経済

マンキューマクロ経済学 1 入門篇 第4版
N・グレゴリー・マン
キュー

東洋経済新報社 2017 9784492315040

経済 我が国の経済外交 2017 外務省経済局 日本経済評論社 2017 9784818824560
経済 検証・アジア経済 ―深化する相互依存と経済連携― 石川, 幸一 文眞堂 2017 9784830949449
経済 躍動・陸のASEAN、南部経済回廊の潜在力 ―メコン

経済圏の新展開―
浦田, 秀次郎 文眞堂 2017 9784830949159

経済 スタンダード管理会計 第2版 小林　啓孝 東洋経済新報社 2017 9784492602256
経済 企業会計入門〔補訂版〕 斎藤 静樹 Yuhikaku Publishing Co., 

Ltd.
有斐閣

2016 9784641164772

経済 完全理解ゲーム理論・契約理論 鈴木, 豊 勁草書房 2016 9784326504305 9784326994298
経済 国際経済法 松下, 満雄 東京大学出版会 2015 9784130323758 9784130390132
経済 はじめての国際経営 = Introduction to international 

management （有斐閣ストゥディア）
中川, 功一 有斐閣 2015 9784641150171

経済 経営情報論 新版補訂（有斐閣アルマ Specialized） 遠山, 暁 有斐閣 2015 9784641220577
経済 はじめて学ぶ国際金融論 = Introduction to 

international finance （有斐閣ストゥディア）
永易, 淳 有斐閣 2015 9784641150249
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経済 海外企業買収　失敗の本質 松本茂 TOYO KEIZAI INC. 東洋経済新報社
2014 9784492533574 9784492918197

経済 ヤバい経営学 フリーク・ヴァーミュー
レン・本木隆一郎・山形
佳史

TOYO KEIZAI INC. 東洋経済新報社
2013 9784492502464 9784492916766

経済 善意で貧困はなくせるのか? ―貧乏人の行動経済学― ディーン・カーラン みすず書房 2013 9784622077268
経済 人の移動事典 ―日本からアジアへ・アジアから日本へ

―
吉原, 和男 丸善出版 2013 9784621087190

経済 はじめての経営学 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2013 9784492502501
経済 メイヨー=レスリスバーガー ―人間関係論―（経営学

史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 3）
吉原, 正彦 文眞堂 2013 9784830947339 9784830900136

経済 バーリ=ミーンズ （経営学史叢書 : 経営学史学会創立
20周年記念 5）

三戸, 浩 文眞堂 2013 9784830947353 9784830900150

経済 グーテンベルク （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20
周年記念 12）

海道, ノブチカ 文眞堂 2013 9784830947421 9784830900228

経済 日本の経営学説 1 （経営学史叢書 : 経営学史学会創立
20周年記念 13）

小笠原, 英司 文眞堂 2013 9784830947438 9784830900235

経済 日本の経営学説 2 （経営学史叢書 : 経営学史学会創立
20周年記念 14）

片岡, 信之 文眞堂 2013 9784830947445 9784830900242

経済
東北企業の資源発掘・展開・発展 （地域発イノベー
ション 2）

地域発イノベーション
事例調査研究プロジェ
クト

河北新報出版センター 2013 9784873412887

経済 金融商品 （IFRS設定の背景） 山田, 辰己 税務経理協会 2013 9784419059798
経済 ＥＶｉｅｗｓによる計量経済分析（第２版） 松浦　克己・コリン・マ

ツケンジー
TOYO KEIZAI INC. 東洋経済新報社

2012 9784492314210 9784492916575

経済 データで読み解く中国経済 川島博之 TOYO KEIZAI INC. 東洋経済新報社
2012 9784492443927 9784492915592

経済 日本経済の明日を読む 2013 みずほ総合研究所 東洋経済新報社 2012 9784492395783
経済 イノベーション・エコシステムと新成長戦略 齋藤, 茂樹 丸善出版 2012 9784621085417
経済 経営学史事典 ―経営学史学会創立20周年記念―第2版 経営学史学会 文眞堂 2012 9784830947230 9784830900259
経済 テイラー （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記

念 1）
中川, 誠士 文眞堂 2012 9784830947315 9784830900112

経済 フォレット （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年
記念 4）

三井, 泉 文眞堂 2012 9784830947346 9784830900143

経済 ウッドワード （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周
年記念 8）

岸田, 民樹 文眞堂 2012 9784830947384

経済 アンソフ （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記
念 9）

庭本, 佳和 文眞堂 2012 9784830947391 9784830900198

経済 ドラッカー （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年
記念 10）

河野, 大機 文眞堂 2012 9784830947407

経済 ニックリッシュ ―経営共同体の思想―（経営学史叢書 
: 経営学史学会創立20周年記念 11）

田中, 照純 文眞堂 2012 9784830947414 9784830900211

経済

東北からの挑戦 （地域発イノベーション 1）
地域発イノベーション
事例調査研究プロジェ
クト

河北新報出版センター 2012 9784873412696

経済 歴史の中の貨幣 ―貨幣とは何か― 楊枝, 嗣朗 文眞堂 2012 9784830947582
経済 ユーロと国債デフォルト危機 代田, 純 税務経理協会 2012 9784419057695
経済 永久差異 ―IFRSの嵐の次に来るもの― 山田, 有人 税務経理協会 2011 9784419055981
経済 日本近代経済発達史 第1巻 高橋, 亀吉 東洋経済新報社 2011 9784492061800
経済 日本近代経済発達史 第2巻 高橋, 亀吉 東洋経済新報社 2011 9784492061817
経済 日本近代経済発達史 第3巻 高橋, 亀吉 東洋経済新報社 2011 9784492061824
経済 アメリカに頼れない時代 2012（日本経済の明日を読

む）
みずほ総合研究所 東洋経済新報社 2011 9784492395639

経済 ファヨール ―ファヨール理論とその継承者たち―（経
営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 2）

佐々木, 恒男 文眞堂 2011 9784830947322

経済 バーナード （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年
記念 6）

藤井, 一弘 文眞堂 2011 9784830947360

経済 サイモン （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記
念 7）

田中, 政光 文眞堂 2011 9784830947377

経済 企業と会計 = Business & accounting 水口, 剛 税務経理協会 2011 9784419056896
経済 環境会計の理論 ―kikyo : 生き物に聞く生物多様性の尺

度―
吉田, 寛 東洋経済新報社 2011 9784492602102

経済 金融工学のための遺伝的アルゴリズム 伊庭, 斉志 オーム社 2011 9784274068430
経済 マクロ経済の分析 石橋, 春男 慶應義塾大学出版会 2010 9784766416336 9784766490893
経済 大正昭和財界変動史 上 高橋, 亀吉 東洋経済新報社 2010 9784492061749
経済 大正昭和財界変動史 中 高橋, 亀吉 東洋経済新報社 2010 9784492061756
経済 大正昭和財界変動史 下 高橋, 亀吉 東洋経済新報社 2010 9784492061763
経済 会計士の誕生 ―プロフェッションとは何か― 友岡, 賛 税務経理協会 2010 9784419054366
経済 金融ビジネスモデルの変遷 ―明治から高度成長期まで

―
粕谷, 誠 日本経済評論社 2010 9784818821064

経済 Rによる計量経済学 ―Econometrics― 秋山, 裕 オーム社 2009 9784274067488
経済 『国富論』とイギリス急進主義 鈴木, 亮 日本経済評論社 2009 9784818820142
経済 実践経営学 （講座/経営教育 1） 日本経営教育学会 中央経済社 2009 9784502667800
経済 経営者論 （講座/経営教育 2） 日本経営教育学会 中央経済社 2009 9784502667909
経済 経営教育論 （講座/経営教育 3） 日本経営教育学会 中央経済社 2009 9784502668005
経済

経営哲学を展開する ―株主市場主義を超えて―
京都大学京セラ経営哲
学寄附講座

文眞堂 2009 9784830946486

経済 虚構ビジネス・モデル ―観光・鉱業・金融の大正バブ
ル史―

小川, 功 日本経済評論社 2009 9784818820418

経済 Excelで学ぶ原価計算 長坂, 悦敬 オーム社 2009 9784274067587
経済 海外拠点の創発的事業展開 : トヨタのオーストラリア・タ

イ・トルコの事例研究
折橋伸哉 Hakuto-Shobo Publishing 

Company
白桃書房

2008 9784561254775 9784561284772
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経済 東畑精一の経済思想 ―協同組合、企業者、そして地域
―

篠崎, 尚夫 日本経済評論社 2008 9784818819832 9784818890947

経済 シュンペーターの未来 ―マルクスとワルラスのはざま
で―

ハインツ・D.クルツ 日本経済評論社 2008 9784818819795 9784818890916

経済 国際ビジネス理論 （シリーズ国際ビジネス 2） 江夏, 健一 中央経済社 2008 9784502396106
経済 国際ビジネス入門 （シリーズ国際ビジネス 1） 江夏, 健一 中央経済社 2008 9784502396908
経済 国際ビジネス研究の新潮流 （シリーズ国際ビジネス 

5）
江夏, 健一 中央経済社 2008 9784502398100

経済 グローバル企業の市場創造 （シリーズ国際ビジネス 
3）

江夏, 健一 中央経済社 2008 9784502664700

経済 アメリカ会計理論発達史 ―資本主理論と近代会計学の
成立―

桑原, 正行 中央経済社 2008 9784502281600

経済 中国経済論 ―高度成長のメカニズムと課題― 周, 牧之 日本経済評論社 2007 9784818819344 9784818891708
経済 都市の展開と土地所有 ―明治維新から高度成長期まで

の大阪都心―
名武, なつ紀 日本経済評論社 2007 9784818819399 9784818891616

経済 渋沢栄一の企業者活動の研究 ―戦前期企業システムの
創出と出資者経営者の役割―

島田, 昌和 日本経済評論社 2007 9784818819016

経済 満州企業史研究 鈴木, 邦夫 日本経済評論社 2007 9784818819221 9784818890992
経済 満鉄  増補 原田, 勝正 日本経済評論社 2007 9784818819474
経済 グローバル資本主義と巨大企業合併 奥村, 皓一 日本経済評論社 2007 9784818819320
経済 韓国財閥史の研究 ―分断体制資本主義と韓国財閥― 鄭, 章淵 日本経済評論社 2007 9784818819207 9784818891586
経済 経済地理学 ―立地・地域・都市の理論― 松原, 宏 東京大学出版会 2006 9784130402262
経済 経営学入門 （経営学イノベーション 1） 十川, 廣國 中央経済社 2006 9784502384103
経済 経営戦略論 （経営学イノベーション 2） 十川, 廣國 中央経済社 2006 9784502384202
経済 経営組織論 （経営学イノベーション 3） 十川, 廣國 中央経済社 2006 9784502384301
経済 経済学の現在 2 （経済思想 2） 吉田, 雅明 日本経済評論社 2005 9784818817319 9784818890770
経済 黎明期の経済学 （経済思想 3） 坂本, 達哉 日本経済評論社 2005 9784818817609 9784818890787
経済 経済学の古典的世界 1 （経済思想 4） 鈴木, 信雄 日本経済評論社 2005 9784818817654 9784818890794
経済 経済学の古典的世界 2 （経済思想 5） 大森, 郁夫 日本経済評論社 2005 9784818817890 9784818890800
経済 社会主義と経済学 （経済思想 6） 太田, 一広 日本経済評論社 2005 9784818817999 9784818890817
経済 数量調整の経済理論 ―品切回避行動の動学分析― 森岡, 真史 日本経済評論社 2005 9784818817975 9784818892774
経済 東海地域の産業クラスターと金融構造 ―躍進する名古

屋経済の強さを探る―
多和田, 真 中央経済社 2005 9784502654107

経済 競争秩序のポリティクス ―ドイツ経済政策思想の源流
―

雨宮, 昭彦 東京大学出版会 2005 9784130402200

経済 アメリカ資本主義とニューディール 楠井, 敏朗 日本経済評論社 2005 9784818817807 9784818892538
経済 北米における総合商社の活動 ―1896～1941年の三井

物産―
上山, 和雄 日本経済評論社 2005 9784818817586 9784818891531

経済 戦前期三井物産の財務 麻島, 昭一 日本経済評論社 2005 9784818817951
経済 戦略的マネジメント （ストラテジック コミュニケー

ション 7）
岩下, 貢 慶應義塾大学出版会 2005 9784766409437 9784766490541

経済 オーストラリアの金融・経済の発展 石田, 高生 日本経済評論社 2005 9784818817470
経済 戦時下アジアの日本経済団体 柳沢, 遊 日本経済評論社 2004 9784818815681 9784818892514
経済 経済学の現在 1 （経済思想 1） 塩沢, 由典 日本経済評論社 2004 9784818817081 9784818890763
経済 日本の経済思想世界 ―「十九世紀」の企業者・政策

者・知識人―
川口, 浩 日本経済評論社 2004 9784818817074 9784818890930

経済 明治前期の日本経済 ―資本主義への道― 高村, 直助 日本経済評論社 2004 9784818817104 9784818892521
経済 何が間違いか日本の経済政策 ―マドリングスルーの時

代―（丸善ライブラリー 364）
白川, 一郎 丸善出版 2004 9784621053645

経済 中央アジア体制移行経済の制度分析 ―政府-企業間関
係の進化と経済成果―

岩崎, 一郎 東京大学出版会 2004 9784130460828

経済 現代ロシアの経済構造 塩原, 俊彦 慶應義塾大学出版会 2004 9784766410679 9784766490688
経済 ベーシック経営学辞典 片岡, 信之 中央経済社 2004 9784502375903
経済 近代流通組織化政策の史的展開 ―埼玉における産地織

物業の同業組合・産業組合分析―
白戸, 伸一 日本経済評論社 2004 9784818815766 9784818891494

経済 イタリア社会的経済の地域展開 田中, 夏子 日本経済評論社 2004 9784818817098
経済 社会的企業 (ソーシャルエンタープライズ) ―雇用・福

祉のEUサードセクター―
C. ボルザガ 日本経済評論社 2004 9784818815582 9784818891371

経済 組織行動の考え方 ―ひとを活かし組織力を高める９つ
のキーコンセプト―

金井　寿宏 東洋経済新報社 2004 9784492521465

経済 日本型賃金制度の行方 ―日英の比較で探る職務・人・
市場―

須田, 敏子 慶應義塾大学出版会 2004 9784766410884 9784766490695

経済 論理的コミュニケーション戦略 （ストラテジック コ
ミュニケーション 5）

岩下, 貢 慶應義塾大学出版会 2004 9784766409413 9784766490527

経済 ディベート戦略 （ストラテジック コミュニケーショ
ン 6）

岩下, 貢 慶應義塾大学出版会 2004 9784766409420 9784766490534

経済 アメーバ経営論 三矢裕 TOYO KEIZAI INC. 東洋経済新報社
2003 9784492531624 9784492916728

経済 日本占領の経済政策史的研究 三和, 良一 日本経済評論社 2002 9784818814110 9784818891456
経済 渋沢栄一の経世済民思想 坂本, 慎一 日本経済評論社 2002 9784818814394 9784818891647
経済 キリスト教社会主義と協同組合 ―E.V.ニールの協同居

住福祉論―（明治大学社会科学研究所叢書）
中川, 雄一郎 日本経済評論社 2002 9784818814134 9784818892378

経済 ロジカル・シンキング 照屋華子・岡田恵子 TOYO KEIZAI INC. 東洋経済新報社
2001 9784492531129 9784492915912

経済 ドイツ資本主義と鉄道 山田, 徹雄 日本経済評論社 2001 9784818813755 9784818891296
経済 グローバリゼーションと国民経済の選択 秋元, 英一 東京大学出版会 2001 9784130401753
経済 ドイツの協同組合制度 ―歴史・構造・経済的潜在力― 

新版
G.アシュホフ 日本経済評論社 2001 9784818810853 9784818892361

経済 公共事業と経済学 （近代経済学古典選集 第2期 ; 1） デュピュイ 日本経済評論社 2001 9784818813779 9784818891074
経済 アメリカ金融システムの転換 ―21世紀に公正と効率を

求めて―（ポスト・ケインジアン叢書 30）
ディムスキ 日本経済評論社 2001 9784818813694 9784818890718

経済 日本銀行金融政策史 石井, 寛治 東京大学出版会 2001 9784130401760



5/9

経済 銀行貸出の経済分析 堀江, 康煕 東京大学出版会 2001 9784130401807
経済 経済学の領域と方法 （近代経済学古典選集 第2期 ; 

10）
J. N. ケインズ 日本経済評論社 2000 9784818812086 9784818891104

経済 創設者の経済学 （渡辺輝雄経済学史著作集 第1巻） 渡辺, 輝雄 日本経済評論社 2000 9784818812772 9784818890879
経済 ケネー経済学研究 1 （渡辺輝雄経済学史著作集 第2

巻）
渡辺, 輝雄 日本経済評論社 2000 9784818812789 9784818890886

経済 ケネー経済学研究 2 （渡辺輝雄経済学史著作集 第3
巻）

渡辺, 輝雄 日本経済評論社 2000 9784818812796 9784818890893

経済 マルサス派の経済学者たち 中矢, 俊博 日本経済評論社 2000 9784818812581 9784818892712
経済 戦略的アウトソーシングの進化 西口, 敏宏 東京大学出版会 2000 9784130401715
経済 協同組合企業とコミュニティ ―モンドラゴンから世界

へ―
グレッグ・マクラウド 日本経済評論社 2000 9784818813199 9784818892385

経済 国際会計論 ―相違と調和― 徳賀, 芳弘 中央経済社 2000 9784502174636
経済 貨幣と信用 ―純粋資本主義批判― 大黒, 弘慈 東京大学出版会 2000 9784130401722
経済 金融危機と革新 ―歴史から現代へ― 伊藤, 正直 日本経済評論社 2000 9784818812611 9784818892828
経済 日本の経済学と経済学者 ―戦後の研究環境と政策形成

―
池尾, 愛子 日本経済評論社 1999 9784818810525 9784818892729

経済 アメリカ人の経済思想 ―その歴史的展開― 田中, 敏弘 日本経済評論社 1999 9784818810846 9784818892736
経済 国民経済学原理 （近代経済学古典選集 第2期 ; 4） メンガー 日本経済評論社 1999 9784818811898 9784818891098
経済 F.A.ハイエクの研究 江頭, 進 日本経済評論社 1999 9784818810914 9784818890961
経済 ケインズ経済学研究 ―「一般理論」基本体系の吟味― 川口, 弘 日本経済評論社 1999 9784818810747 9784818891715
経済 19世紀アメリカの法と経済 折原, 卓美 慶應義塾大学出版会 1999 9784766407587 9784766490305
経済 福祉社会と非営利・協同セクター ―ヨーロッパの挑戦

と日本の課題―
川口, 清史 日本経済評論社 1999 9784818810761 9784818892392

経済 占領地通貨金融政策の展開 柴田, 善雅 日本経済評論社 1999 9784818810501 9784818891777
経済 旧北海道拓殖銀行論 齋藤, 仁 日本経済評論社 1999 9784818810594 9784818891760
建設工学・土木工学 地域から考える環境と経済 八木 信一-関 耕平 Yuhikaku Publishing Co., 

Ltd.
有斐閣

2019 9784641150676

建設工学・土木工学 老舗企業の存続メカニズム ―宮大工企業のビジネスシ
ステム―

曽根, 秀一 中央経済社 2019 9784502299810

建設工学・土木工学 科学的に見るSDGs時代のごみ問題 松藤, 敏彦 丸善出版 2019 9784621304716
建設工学・土木工学 時間の中のまちづくり ―歴史的な環境の意味を問いな

おす―
黒石, いずみ 鹿島出版会 2019 9784306073524 9784306970205

建設工学・土木工学 環境政策の変遷 ―環境リスクと環境マネジメント― 勝田, 悟 中央経済社 2019 9784502321115
建設工学・土木工学 環境経済学の政策デザイン ―資源循環・低炭素・自然

共生―
細田, 衛士 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426007 9784766494921

建設工学・土木工学 環境経営とイノベーション ―経済と環境の調和を求め
て―

所, 伸之 文眞堂 2017 9784830949395

建設工学・土木工学

350兆円市場を制するグリーンビジネス戦略
ローランド・ベルガー
グリーンビジネス・コ
ンピタンス・センター

東洋経済新報社 2012 9784492443873

建設工学・土木工学 水ビジネスの戦略とビジョン ―日本の進むべき道― 服部, 聡之 丸善出版 2011 9784621083574
建設工学・土木工学 水ビジネスの現状と展望 ―水メジャーの戦略・日本と

しての課題―
服部, 聡之 丸善出版 2010 9784621082386

建設工学・土木工学 環境経営イノベーションの理論と実践 （環境経営イノ
ベーション 1）

植田, 和弘 中央経済社 2010 9784502680304

建設工学・土木工学 環境経営の経済分析 （環境経営イノベーション 2） 馬奈木, 俊介 中央経済社 2010 9784502680403
建設工学・土木工学 環境概論 勝田, 悟 中央経済社 2006 9784502656804
建設工学・土木工学 まちづくりデザインゲーム 佐藤, 滋 学芸出版社 2005 9784761531270
建設工学・土木工学 環境情報の公開と評価 ―環境コミュニケーションと

CSR―
勝田, 悟 中央経済社 2004 9784502653308

建設工学・土木工学 日本の都市景観100選 松葉, 一清 建築資料研究社 2001 9784874607183
建設工学・土木工学 廃棄物とリサイクルの公共政策 山谷, 修作 中央経済社 2000 9784502640537
建築学

京都 ―建築と町並みの「遺伝子」―（建築Library 6） 山本, 良介 建築資料研究社 1999 9784874605851

言語 コミュニケーションとは何か 佐藤慎司 編 Kurosio Publishers くろしお出版
2019 9784874248010 9784865048339

言語 バイリンガルの世界へようこそ ―複数の言語を話すと
いうこと―

フランソワ・グロジャ
ン

勁草書房 2018 9784326299300 9784326996698

言語 市民性形成とことばの教育 Mariotti, Marcella Kurosio Publishers くろしお出版 2016 9784874247051 9784865047547
言語 ことばをめぐる諸問題 ―言語学・日本語論への招待― 松本, 克己 三省堂 2016 9784385362762
国防・軍事 米軍基地問題の基層と表層 高作, 正博 関西大学出版部 2019 9784873546858
財政 グローカル財政論 兼村, 高文 税務経理協会 2012 9784419058135
財政 総説 ; 財政会計制度 （昭和財政史 : 昭和49-63年度 第

1巻）
財務省財務総合政策研
究所財政史室

東洋経済新報社 2005 9784492818008

財政 統計 ; 機構 ; 人事 ; 年表 ; 索引 （昭和財政史 : 昭和49-
63年度 第12巻）

財務省財務総合政策研
究所財政史室

東洋経済新報社 2005 9784492818138

財政 最適課税と環境税の経済分析 鎌苅, 宏司 中央経済社 2005 9784502656200
財政 ビジネス・タックス ―企業税制の理論と実務― 中里, 実 有斐閣 2005 9784641129757
財政

予算 （昭和財政史 : 昭和49-63年度 第2巻）
財務省財務総合政策研
究所財政史室

東洋経済新報社 2004 9784492818015

財政 国債・財政投融資 （昭和財政史 : 昭和49-63年度 第5
巻）

財務省財務総合政策研
究所財政史室

東洋経済新報社 2004 9784492818046

財政 国際金融・対外関係事項 ; 関税行政 （昭和財政史 : 昭
和49-63年度 第7巻）

財務省財務総合政策研
究所財政史室

東洋経済新報社 2004 9784492818060

財政 財政政策 ; 財政制度 ; 予算 ; 特別会計 ; 政府関係機関 ; 
国有財産 ―資料 ; 1―（昭和財政史 : 昭和49-63年度 
第8巻）

財務省財務総合政策研
究所財政史室

東洋経済新報社 2004 9784492818077

財政 特別会計・政府関係機関・国有財産 （昭和財政史 : 昭
和49-63年度 第3巻）

財務省財務総合政策研
究所財政史室

東洋経済新報社 2002 9784492818022

財政 財政投融資・金融 ―資料 ; 3―（昭和財政史 : 昭和49-
63年度 第10巻）

財務省財務総合政策研
究所財政史室

東洋経済新報社 2002 9784492818107
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財政 戦時日本の特別会計 柴田, 善雅 日本経済評論社 2002 9784818814004 9784818891449
財政 イギリス財政思想史 ―重商主義期の戦争・国家・経済

―
大倉, 正雄 日本経済評論社 2000 9784818811997 9784818891654

財政 総説 （昭和財政史 : 昭和27-48年度 第1巻） 大蔵省財政史室 東洋経済新報社 2000 9784492814017
財政 財政投融資 （昭和財政史 : 昭和27-48年度 第8巻） 大蔵省財政史室 東洋経済新報社 2000 9784492814086
財政 年表・索引 （昭和財政史 : 昭和27-48年度 第20巻） 大蔵省財政史室 東洋経済新報社 2000 9784492814208
財政 費用便益分析の基礎 常木, 淳 東京大学出版会 2000 9784130401739
財政 特別会計・政府関係機関・財政投融資・国有財産 ―資

料 ; 4―（昭和財政史 : 昭和27-48年度 第16巻）
大蔵省財政史室 東洋経済新報社 1999 9784492814161

財政 統計 （昭和財政史 : 昭和27-48年度 第19巻） 大蔵省財政史室 東洋経済新報社 1999 9784492814192
財政 財政--政策及び制度 （昭和財政史 : 昭和27-48年度 第

2巻）
大蔵省財政史室 東洋経済新報社 1998 9784492814024

財政 総括・制度・機構・人事 ―資料 ; 1―（昭和財政史 : 
昭和27-48年度 第13巻）

大蔵省財政史室 東洋経済新報社 1998 9784492814130

財政 金融 ―資料 ; 5―（昭和財政史 : 昭和27-48年度 第17
巻）

大蔵省財政史室 東洋経済新報社 1998 9784492814178

財政 国際金融・対外関係事項 ―資料 ; 6―（昭和財政史 : 
昭和27-48年度 第18巻）

大蔵省財政史室 東洋経済新報社 1998 9784492814185

産業 地域開発の来歴 ―太平洋岸ベルト地帯構想の成立― 藤井, 信幸 日本経済評論社 2004 9784818815889 9784818891500
産業 都市化と在来産業 中村, 隆英 日本経済評論社 2002 9784818814424 9784818892477
社会 社会システム　上 ニクラス・ルーマン 勁草書房 2020 9784326603244 9784326998432
社会 格差から見る中国 : 急激な社会変動が引き起こした「光と

影」の政治経済学
李養浩-杉山直美 Hakuto-Shobo Publishing 

Company
白桃書房

2019 9784561923039 9784561983033

社会 社会保障入門2019 社会保障入門編集委員会
＝編集

Chuohoki Publishing Co 中央法規出版
2019 9784805858219 9784805866696

社会 知の社会学の可能性 栗原, 亘 学文社 2019 9784762028861
社会

女性リーダー育成のために ―グローバル時代のリー
ダーシップ論―

お茶の水女子大学グ
ローバルリーダーシッ
プ研究所

勁草書房 2019 9784326654215 9784326997442

社会 文化的進化論 ―人びとの価値観と行動が世界をつくり
かえる―

ロナルド・イングル
ハート

勁草書房 2019 9784326603183 9784326997701

社会 EU経済統合における労働法の課題 ―国際的経済活動
の自由との相克とその調整―

井川, 志郎 旬報社 2019 9784845115709

社会 「同一労働同一賃金」のすべて 新版 水町, 勇一郎 有斐閣 2019 9784641243248
社会 ひれふせ、女たち ―ミソジニーの論理― ケイト・マン 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426359 9784766495232
社会 女子のたしなみと日本近代 ―音楽文化にみる「趣味」

の受容―
歌川, 光一 勁草書房 2019 9784326654192 9784326997527

社会 逸脱の文化史 ―近代の「女らしさ」と「男らしさ」― 小倉, 孝誠 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425925 9784766494860
社会 大災害と情報・メディア ―レジリエンスの向上と地域

社会の再興に向けて―
三友, 仁志 勁草書房 2019 9784326504572 9784326997589

社会 孤児と救済のエポック ―十六～二〇世紀にみる子ど
も・家族規範の多層性―

土屋, 敦 勁草書房 2019 9784326603169 9784326997541

社会 フェイクニュースを科学する ―拡散するデマ、陰謀
論、プロパガンダのしくみ―（DOJIN選書 79）

笹原, 和俊 化学同人 2018 9784759816792 9784759828177

社会 社会科学のためのデータ分析入門 上巻 今井, 耕介 岩波書店 2018 9784000612456 9784007103124
社会 社会科学のためのデータ分析入門 下巻 今井, 耕介 岩波書店 2018 9784000612463 9784007103131
社会 入門メディア・コミュニケーション ―media 

communication―
山腰, 修三 慶應義塾大学出版会 2017 9784766424447 9784766494068

社会 集団と組織の社会学 ―集合的アイデンティティのダイ
ナミクス―

山田, 真茂留 世界思想社教学社 2017 9784790717010

社会 はじめてのジェンダー論 （有斐閣ストゥディア） 加藤, 秀一 有斐閣 2017 9784641150393
社会 政治変動期の圧力団体 辻中, 豊 有斐閣 2016 9784641149182
社会 知的障害発達障害のある人への合理的配慮 ―自立のた

めのコミュニケーション支援―
坂爪, 一幸 かもがわ出版 2015 9784780307474 9784780307719

社会 東北地域の産業・社会の復興と再生への提言 ―復興過
程の現実に向き合い、地域の可能性を探る―（東日本
大震災復興研究 2）

東北大学大学院経済学
研究科地域産業復興調
査研究プロジェクト

河北新報出版センター 2013 9784873412894

社会 誰かのためにできること ―3・11生協の決断― 山本, 明文 商業界 2012 9784785504212
社会 東日本大震災からの地域経済復興への提言 ―被災地の

大学として何を学び、伝え、創るのか―（東日本大震
災復興研究 1）

東北大学大学院経済学
研究科地域産業復興調
査研究プロジェクト

河北新報出版センター 2012 9784873412702

社会 日米の社会保障とその背景 （アメリカ・アジア太平洋
地域研究叢書 第4巻）

杉田, 米行 大学教育出版 2010 9784887309913 9784864298834

社会 アジアにおける工場労働力の形成 ―労務管理と職務意
識の変容―

大野, 昭彦 日本経済評論社 2007 9784818819283

社会 失業問題の政治と経済 加瀬, 和俊 日本経済評論社 2000 9784818811928 9784818892798
社会 土地と住宅市場の経済分析 山崎, 福寿 東京大学出版会 1999 9784130401678
社会 ドイツ経済民主主義論史 大橋, 昭一 中央経済社 1999 9784502639357
社会科学 グローバリズムを越えて自立する日本 加瀬英明・馬渕睦夫　著 Bensei Publishing Inc. 勉誠出版 2019 9784585230694
社会科学 奥深く知る中国 ―天安門事件から人々の暮らしまで― 筧, 文生 かもがわ出版 2019 9784780310306
社会科学 パレスチナのちいさないとなみ ―働いている、生きて

いる―
高橋, 美香 かもがわ出版 2019 9784780310269

社会科学 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 2019 9784326451166 9784326997619

社会科学 中国「強国復権」の条件 ―「一帯一路」の大望とリス
ク―

柯, 隆 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425093 9784766494273

社会科学 「スコットランド問題」の考察 ―憲法と政治から― 倉持, 孝司 法律文化社 2018 9784589039392
社会科学 新自由主義的グローバル化と東アジア ―連携と反発の

動態分析―（立命館大学人文科学研究所研究叢書 第20
輯）

中谷, 義和 法律文化社 2016 9784589037992

社会科学 アメリカ観の変遷. 杉田米行 University Education 
Press

大学教育出版
2014 9784864292894 9784864298339



7/9

社会科学 アメリカ観の変遷 下巻: 社会科学系 （アメリカ研究シ
リーズ no. 4）

杉田, 米行 大学教育出版 2014 9784864292900 9784864298346

社会科学 英語で知るアメリカ 杉田米行 University Education 
Press

大学教育出版
2013 9784864292313 9784864298230

社会科学 アメリカを知るための 18章 杉田米行 University Education 
Press

大学教育出版
2013 9784864292375 9784864297004

社会科学
セブン-イレブンの「物流」研究 ―国内最大の店舗網
を結ぶ世界最強ロジスティクスのすべて―

信田, 洋二 商業界 2013 9784785504120

社会科学
フードサービス店長法律ハンドブック ―すぐ使える
100設問―

神田, 孝 商業界 2013 9784785504458

社会科学
仕事をまかせるシンプルな方法 ―9割がパート・アル
バイトでも繁盛店になれる!―

岡本, 文宏 商業界 2013 9784785504489

社会科学
小さくても光り輝くブランド ―あなたの店にも「価値
のタネ」は眠っている―

櫻田, 弘文 商業界 2013 9784785504496

社会科学
なぜこの会社に人財が集まるのか ―10%の超優良企業
だけがやっている人を幸せにする"経営―"

坂本, 光司 商業界 2013 9784785504502

社会科学
情熱商人 ―ドン・キホーテ創業者の革命的小売経営論
―

安田, 隆夫 商業界 2013 9784785504519

社会科学
中国市場の真相 ―縮む日本伸びる中国マーケットは救
世主となるか?―

川出, 圭司 商業界 2013 9784785504526

社会科学
俺のイタリアン俺のフレンチ ―ぶっちぎりで勝つ競争
優位性のつくり方―

坂本, 孝 商業界 2013 9784785504540

社会科学
どんな人でも一流に育つしくみ ―マクドナルドの教え
方ユニクロの鍛え方―

有本, 均 商業界 2013 9784785504564

社会科学 無印良品 ―世界戦略と経営改革― 渡辺, 米英 商業界 2012 9784785504182

社会科学
ウォルグリーン ―世界No.1のドラッグストア : = : 
Walgreens― 改訂版

松村, 清 商業界 2012 9784785504229

社会科学
江頭匡一に叱られて ―レストランを産業化させた日本
の外食王―

梅谷, 羊次 商業界 2012 9784785504274

社会科学 僕は人も街も再生する酒場のプロデューサー 浜倉, 好宣 商業界 2012 9784785504298
社会科学 日本人の買物を変えた「コストコ」がなぜ強いのか 佐藤, 生美雄 商業界 2012 9784785504311

社会科学
生涯うなぎ職人 ―二百年続く老舗「野田岩」の心と技
―

金本, 兼次郎 商業界 2011 9784785504052

社会科学
ディズニーランドで「気づいた」企業継続力 ―どうす
ればあなたの会社は存続できるか―

小松田, 勝 商業界 2011 9784785504076

社会科学 帝国崩壊とひとの再移動 ―引揚げ、送還、そして残留
―（アジア遊学 145）

蘭, 信三 勉誠出版 2011 9784585226116

社会科学 マーチャンダイジング入門 築山, 明徳 商業界 2010 9784785503659

社会科学
サム・ウォルトンと倉本長治 ―不朽の商人哲学、その
実践者と提唱者―

石原, 靖曠 商業界 2010 9784785503703

社会科学
スーパーマーケットのブルーオーシャン戦略 ―未曾有
の時代のバイブル : 「常識」はすべての可能性の芽を
潰してしまう。―

水元, 均 商業界 2009 9784785503543

社会科学 コンビニのレジから見た日本人 竹内, 稔 商業界 2008 9784785503307
社会科学 ラテンアメリカ開発の思想 今井, 圭子 日本経済評論社 2004 9784818817197
宗教 Pilgrimages in the Secular Age: From El Camino to Anime Okamoto, Ryosuke Japan Publishing Industry 

Foundation for Culture
JPIC(出版文化産業振
興財団) 2019 9784866580647 9784866580937

商業 顧客価値を創造するコト・マーケティング ―ビジョン
で紡ぐ共創関係―

東, 利一 中央経済社 2019 9784502300615

商業 製品開発と市場創造 ―技術の社会的形成アプローチに
よる探求―

宮尾, 学 白桃書房 2016 9784561266808 9784561286806

商業 わかりやすい消費者行動論 黒田重雄-金成洙 Hakuto-Shobo Publishing 
Company

白桃書房
2013 9784561652038 9784561682035

商業 日本のTPP戦略 ―課題と展望― 馬田, 啓一 文眞堂 2012 9784830947551 9784830900082
商業 英文契約書を読みこなす 新版 大崎, 正瑠 大修館書店 2011 9784469245622
商業 東日本大震災とコンビニ ―便利さ(コンビニエンス)を

問い直す―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に
考える 3）

川辺, 信雄 早稲田大学出版部 2011 9784657113030

商業 ゲーミング産業の成長と社会的正当性 ―カジノ企業を
中心に―

佐々木, 一彰 税務経理協会 2011 9784419056780

商業 エリア・マーケティングアーキテクチャー 岩田, 貴子 税務経理協会 2011 9784419056162
商業 小売業の業態革新 （シリーズ流通体系 1） 石井, 淳蔵 中央経済社 2009 9784502668807
商業 流通チャネルの再編 （シリーズ流通体系 2） 崔, 相鐵 中央経済社 2009 9784502668906
商業 小売企業の国際展開 （シリーズ流通体系 3） 向山, 雅夫 中央経済社 2009 9784502669002
商業 地域商業の競争構造 （シリーズ流通体系 4） 加藤, 司 中央経済社 2009 9784502669101
商業 日本の流通政策 （シリーズ流通体系 5） 石原, 武政 中央経済社 2009 9784502669200
商業 サービス産業の国際展開 （シリーズ国際ビジネス 4） 江夏, 健一 中央経済社 2008 9784502664601
商業 ホスピタリティ・マネジメント学原論 ―新概念として

のフレームワーク―
服部, 勝人 丸善出版 2006 9784621076934

商業 日本の小売業と流通政策 南方, 建明 中央経済社 2005 9784502653407
商業 三菱財閥の不動産経営 旗手, 勲 日本経済評論社 2005 9784818817753
商業 商品流通と東京市場 ―幕末～戦間期― 老川, 慶喜 日本経済評論社 2000 9784818812765 9784818892309
商業 WTO体制の法構造 小寺, 彰 東京大学出版会 2000 9784130311670
図書・書誌学 大学１年生からの　社会を見る眼のつくり方 大学初年次教育研究会 Otsuki Shoten 大月書店

2020 9784272412426 9784272940288

図書・書誌学 情報を集める技術・伝える技術 : 情報社会の一員として備え
ておくべき基礎知識

飯尾淳 Impress Corporation 近代科学社Digital
2019 9784764960039 9784764972063

水産業 戦間期日本の水産物流通 高, 宇 日本経済評論社 2009 9784818820180
数学 Excel で学ぶ統計解析入門 菅民郎 Ohmsha オーム社 2016 9784274218705 9784274802720
数学 関数の基礎とファイナンス数学 （初歩からの数学 1） Raymond A. Barnett 丸善出版 2015 9784621089828
数学 線形方程式と線形計画法 （初歩からの数学 2） Raymond A. Barnett 丸善出版 2015 9784621089835
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数学 待ち行列理論の基礎と応用 （未来へつなぐデジタルシ
リーズ = Connection to the future with digital series 
29）

塩田, 茂雄 共立出版 2014 9784320123496 9784320983298

数学 Excelで学ぶ統計解析入門 ―Excel2013/2010対応版― 菅, 民郎 オーム社 2013 9784274069277 9784274800979
数学 Excelで学ぶOR 藤澤, 克樹 オーム社 2011 9784274068522
数学 The R tips ―データ解析環境Rの基本技・グラフィッ

クス活用集― 第2版
舟尾, 暢男 オーム社 2009 9784274067839

数学 Rによるやさしい統計学 山田剛史 Ohmsha オーム社
2008 9784274067105 9784274800115

政治 不快な表現をやめさせたい!? 紙屋高雪 Kamogawa Co., Ltd. かもがわ出版 2020 9784780310849
政治 ファシズムの教室: なぜ集団は暴走するのか 田野大輔 Otsuki Shoten 大月書店

2020 9784272211234 9784272920037

政治 アメリカ・センサスと「人種」をめぐる境界 ―個票に
みるマイノリティへの調査実態の歴史―

菅（七戸）　美弥 勁草書房 2020 9784326200597 9784326998364

政治 入門講義安全保障論 宮岡, 勲 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426793 9784766495720
政治 トランプ報道のフェイクとファクト 立岩　陽一郎 Kamogawa Co., Ltd. かもがわ出版 2019 9784780310122
政治 だれが日韓「対立」をつくったのか 岡本　有佳-加藤　圭木 Otsuki Shoten 大月書店 2019 9784272211227 9784272920020
政治 回想のケンブリッジ ―政治思想史の方法とバーク、

コールリッジ、カント、トクヴィル、ニューマン―
半澤, 孝麿 みすず書房 2019 9784622088080

政治 ハロルド・ラスキの政治学 ―公共的知識人の政治参加
とリベラリズムの再定義―

大井, 赤亥 東京大学出版会 2019 9784130362733

政治 ポピュリズムの現代 ―比較政治学的考察― 土倉, 莞爾 関西大学出版部 2019 9784873546957
政治 「社会を変えよう」といわれたら 【スマホ・読上付】 木下, ちがや 大月書店 2019 9784272211210
政治 地域SNSによるガバナンスの検証 ―情報通信技術を活

用した住民参加―（KDDI総研叢書 8）
中野, 邦彦 勁草書房 2019 9784326302789 9784326997626

政治 持続可能なまちづくり ―データで見る豊かさ― 馬奈木, 俊介 中央経済社 2019 9784502291517
政治 米国と戦後東アジア秩序 ―中国大国化構想の挫折― 高橋　慶吉 有斐閣 2019 9784641149342
政治 人はなぜ戦争をするのか 戸田　清 法律文化社 2019 9784589040206
政治 思想の政治学―アイザィア・バーリン研究（早稲田大学エウ

プラクシス叢書１３）
森 達也 Waseda University Press 早稲田大学出版部

2018 9784657188038 9784657189066

政治 帝国日本の外交と民主主義 酒井, 一臣 吉川弘文館 2018 9784642038775 9784642211666
政治 「日韓連帯運動」の時代 ―1970-80年代のトランスナ

ショナルな公共圏とメディア―
李, 美淑 東京大学出版会 2018 9784130561150 9784130590167

政治 ポピュリズムのグローバル化を問う ―揺らぐ民主主義
のゆくえ―（立命館大学人文科学研究所研究叢書 第21
輯）

中谷, 義和 法律文化社 2017 9784589038395

政治 モディが変えるインド ―台頭するアジア巨大国家の
「静かな革命」―【スマホ・読上】

笠井, 亮平 白水社 2017 9784560095546 9784560452998

政治 中国対外行動の源泉 （慶應義塾大学東アジア研究所・
現代中国研究シリーズ）

加茂, 具樹 慶應義塾大学出版会 2017 9784766424089 9784766493665

政治 比較政治学の考え方 久保 慶一-末近 浩太-高橋 
百合子

Yuhikaku Publishing Co., 
Ltd.

有斐閣
2016 9784641150317

政治 民主主義の内なる敵 ツヴェタン・トドロフ みすず書房 2016 9784622085126
政治 政治学の第一歩 砂原 庸介-稗田 健志-多湖 

淳
Yuhikaku Publishing Co., 
Ltd.

有斐閣
2015 9784641150256

政治 政治とマスメディア （シリーズ日本の政治 10） 谷口, 将紀 東京大学出版会 2015 9784130321303 9784130390248
政治

ヘイト・スピーチという危害
ジェレミー・ウォルド
ロン

みすず書房 2015 9784622078739

政治 第6巻　政治哲学と現代 小野　紀明，川崎　修　
編集代表，川出　良枝，
犬塚　元，宇野　重規，
杉田　敦，齋藤　純一　
編集委員

Iwanami Shoten 岩波書店

2014 9784000113564 9784007103117

政治 安全保障の国際政治学 ―焦りと傲り― 第2版 土山, 実男 有斐閣 2014 9784641149038
政治 アメリカの大統領はなぜジョークを言うのか ―名句・

迷言・ジョーク集―
丸山, 孝男 大修館書店 2011 9784469245646

政治 「南進」の系譜 矢野暢 Chikura Publishing Co., 
Ltd.

千倉書房
2009 9784805109267 9784805110805

政治 グローバリゼーションとアメリカ・アジア太平洋地域 
（アメリカ・アジア太平洋地域研究叢書 第3巻）

杉田, 米行 大学教育出版 2009 9784887309012 9784864298711

政治 アジア太平洋地域における平和構築 ―その歴史と現状
分析―

杉田, 米行 大学教育出版 2007 9784887307599 9784864295420

政治 アジア太平洋戦争の意義 ―日米関係の基盤はいかにし
て成り立ったか―

杉田, 米行 三和書籍 2005 9784916037916

政治 旧ソ連地域と紛争 ―石油・民族・テロをめぐる地政学
―

廣瀬, 陽子 慶應義塾大学出版会 2005 9784766411928 9784766490749

政治 ヨーロッパ統合と国際関係 木畑, 洋一 日本経済評論社 2005 9784818817982 9784818893061
政治 毛沢東と周恩来 ―中国共産党をめぐる権力闘争 : 1930

年-1945年―
トーマス・キャンペン 三和書籍 2004 9784916037541

政治 政治の発見 ジグムント・バウマン 日本経済評論社 2002 9784818814349
製造工業 シャネルの戦略 長沢伸也・杉本香七 TOYO KEIZAI INC. 東洋経済新報社 2010 9784492502006 9784492916698
製造工業 ルイ・ヴィトンの法則 ―最強のブランド戦略― 長沢, 伸也 東洋経済新報社 2007 9784492501719
地理・地誌・紀行 現代アジア事典 上原, 秀樹 文眞堂 2009 9784830946493
地理・地誌・紀行 大旅行記 5 （東洋文庫 675） イブン・バットゥータ 平凡社 2000 9784582806755
逐次刊行物・一般年鑑 ツァーリと大衆 ―近代ロシアの読書の社会史― 巽, 由樹子 東京大学出版会 2019 9784130261616
中国語 キクタンベトナム語会話【入門編】 吉本 康子-今田 ひとみ ALC Press Inc. アルク 2016 9784757426917 9784757434929
中国語 キクタンインドネシア語 【入門編】 阿良田 麻里子 ALC Press Inc. アルク 2015 9784757426146 9784757434936
中国語 部首ときあかし辞典 円満字, 二郎 研究社 2013 9784767434759
中国文学 マハーバーラタ入門 ―インド神話の世界― 沖田, 瑞穂 勉誠出版 2019 9784585210528
伝記 ガーンディーの性とナショナリズム ―「真理の実験」

としての独立運動―
間, 永次郎 東京大学出版会 2019 9784130561198

伝記 張作霖 ―爆殺への軌跡一八七五-一九二八― 杉山, 祐之 白水社 2017 9784560095348 9784560452912
伝記 大塚久雄論 楠井, 敏朗 日本経済評論社 2008 9784818819993 9784818892569
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電気工学 Q&Aで読み解く情報通信技術の進化 【著】 三宅 真 Impress Corporation 近代科学社Digital 2019 9784764960053 9784764972087
電気工学 社会システム・デザイン組み立て思考のアプローチ ―

「原発システム」の検証から考える―
横山, 禎徳 東京大学出版会 2019 9784130430425

電気工学 日本電気事業経営史 ―9電力体制の時代― 中瀬, 哲史 日本経済評論社 2005 9784818817371 9784818892576
電気工学 中国に生きる日米生産システム ―半導体生産システム

の国際移転の比較分析―
苑, 志佳 東京大学出版会 2001 9784130460675

東洋思想 聖なるものへ 佐藤弘夫 Iwanami Shoten 岩波書店
2014 9784000113182 9784007101571

東洋思想 自然と人為 佐藤弘夫 Iwanami Shoten 岩波書店 2013 9784000113144 9784007101533
東洋思想 身と心 佐藤弘夫 Iwanami Shoten 岩波書店 2013 9784000113151 9784007101540
東洋思想 秩序と規範 佐藤弘夫 Iwanami Shoten 岩波書店 2013 9784000113168 9784007101557
東洋思想 儀礼と創造 佐藤弘夫 Iwanami Shoten 岩波書店

2013 9784000113175 9784007101564

日本語 マイナスの待遇表現行動 ―対象を低く悪く扱う表現へ
の規制と配慮―

西尾, 純二 くろしお出版 2015 9784874246450

日本語 敬語マスター ―まずはこれだけ三つの基本― 蒲谷, 宏 大修館書店 2014 9784469222357
日本語 動詞編 （日本語多義語学習辞典 : イメージでわかる言

葉の意味と使い方）
森山, 新 アルク 2012 9784757420496 9784757417922

日本語 英語を通して学ぶ日本語のツボ （開拓社言語・文化選
書 33）

菅井, 三実 開拓社 2012 9784758925334

日本語 どんなときどう使う日本語表現文型500短文完成練習
帳 ―中・上級― 改訂版

友松, 悦子 アルク 2011 9784757420526 9784757416826

日本語 新明解語源辞典 小松, 寿雄 三省堂 2011 9784385139906
日本語 名詞編 （日本語多義語学習辞典 : イメージでわかる言

葉の意味と使い方）
荒川, 洋平 アルク 2011 9784757420472 9784757417908

日本語 形容詞・副詞編 （日本語多義語学習辞典 : イメージで
わかる言葉の意味と使い方）

今井, 新悟 アルク 2011 9784757420489 9784757417915

日本語 マンガでわかる実用敬語 初級編 釜渕, 優子 アルク 2009 9784757416338 9784757429482
日本語 漢字系学習者のための漢字から学ぶ語彙 1 日常生活編 佐藤, 保子 アルク 2008 9784757413665 9784757415089
日本語 漢字系学習者のための漢字から学ぶ語彙 2 学校生活編 佐藤, 保子 アルク 2008 9784757413672 9784757415096
日本語 敬語表現教育の方法 蒲谷, 宏 大修館書店 2006 9784469221831
日本史 日中戦争の正体―中共・ソ連・ドイツにだまされた 鈴木荘一 Bensei Publishing Inc. 勉誠出版 2020 9784585222712
日本史 国際化時代「大正日本」 （日本近代の歴史 4） 櫻井, 良樹 吉川弘文館 2017 9784642068154 9784642206297
日本史 第二次世界大戦の遺産 杉田米行 University Education 

Press
大学教育出版

2015 9784864293808 9784864296274

日本史 東京オリンピックの社会経済史 老川, 慶喜 日本経済評論社 2009 9784818820609
日本史 第一次世界大戦と日本海軍 ―外交と軍事との連接― 平間, 洋一 慶應義塾大学出版会 1998 9784766406870 9784766490268
日本文学 開花の人 ―福原有信の資生堂物語― 山崎, 光夫 東洋経済新報社 2013 9784492061886
農業 大豆と人間の歴史―満州帝国・マーガリン・熱帯雨林破壊か

ら遺伝子組み換えまで
クリスティン・デュボワ
［著］　和田佐規子
［訳］

Tsukiji Shokan 
Publishing Co., Ltd.

築地書館
2019 9784806715894

農業 近代中国の食糧事情 ―食糧の生産・流通・消費と農村
経済―（金沢大学人間社会研究叢書）

弁納, 才一 丸善出版 2019 9784621304426

農業 農林水産業を見つめなおす （自然資源経済論入門 1） 寺西, 俊一 中央経済社 2010 9784502680601
農業 中国経済の構造転換と農業 ―食料と環境の将来― 高橋, 五郎 日本経済評論社 2008 9784818819900
農業 戦間期の日本農村社会 ―農民運動と産業組合― 森, 武麿 日本経済評論社 2005 9784818817500 9784818891852
農業 農協と加工資本 ―ジャガイモをめぐる攻防― 小林, 国之 日本経済評論社 2005 9784818817746
農業 南洋日系栽培会社の時代 柴田, 善雅 日本経済評論社 2005 9784818817326 9784818891524
農業 コーヒーと南北問題 ―「キリマンジャロ」のフードシ

ステム―
辻村, 英之 日本経済評論社 2004 9784818815704

農業 南部アフリカの農村協同組合 ―構造調整政策下におけ
る役割と育成―

辻村, 英之 日本経済評論社 1999 9784818810549 9784818891388

風俗習慣・民俗学・民族学 基地と聖地の沖縄史 フェンスの内で祈る人びと 山内　健治　著 Yoshikawa Kobunkan 吉川弘文館
2019 9784642083454 9784642212441

法律 「憲法上の権利」入門 門田　孝 法律文化社 2019 9784589040169
法律 18歳からはじめる民法 第4版 潮見　佳男 法律文化社 2019 9784589040244
法律 18歳から考える家族と法 二宮, 周平 法律文化社 2018 9784589039620
法律 法の世界へ 第7版　◆新版配信中(第8版)（有斐閣アル

マ Interest）
池田, 真朗 有斐閣 2017 9784641220881

法律 基礎から学ぶ刑事法 第6版（有斐閣アルマ Basic） 井田, 良 有斐閣 2017 9784641220997
法律 一歩先への憲法入門 片桐, 直人 有斐閣 2016 9784641131965
法律 法の世界へ 第6版　◆新版配信中(第8版)（有斐閣アル

マ Interest）
池田, 真朗 有斐閣 2014 9784641220317

法律 民事法入門 第6版　◆新版配信中(第8版)（有斐閣アル
マ Basic）

野村, 豊弘 有斐閣 2014 9784641220294

法律 国境政策のパラドクス 森, 千香子 勁草書房 2014 9784326602698 9784326990801
法律 基礎から学ぶ刑事法 第5版　◆新版配信中(第6版)（有

斐閣アルマ Basic)
井田, 良 有斐閣 2013 9784641220140

倫理学・道徳 メタ倫理学の最前線 蝶名林, 亮 勁草書房 2019 9784326102754 9784326998081
歴史・世界史・文化史 歴史科学の思想と運動 歴史科学協議会 Otsuki Shoten 大月書店 2019 9784272510122 9784272950126
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