
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 Pub Year ISBN eISBN

法律
インドのビジネス法務 西村あさひ法律事務所  

編
有斐閣

2020 9784641048263

農業
農産物貿易交渉の政治経済学 ―貿易自由化をめぐる政策過
程―

三浦, 秀之 勁草書房
2020 9784326504732

日本史 教養としての歴史問題 倉橋, 耕平 東洋経済新報社 2020 9784492062135

地球科学・地学
はじめて学ぶ大学教養地学 = Earth science for liberal arts 
students

杉本, 憲彦 慶應義塾大学出版会
2020 9784766426625

地球科学・地学
海岸と人間の歴史 ―生態系・護岸・感染症― オーリン・H・ピル

キー
築地書館

2020 9784806716020

政治 パワーシェアリング ―多民族国家マレーシアの経験― 中村, 正志 東京大学出版会 2015 9784130362566
政治 維新支持の分析 ―ポピュリズムか,有権者の合理性か― 善教, 将大 有斐閣 2018 9784641149274
政治 新しい地政学 北岡 伸一 東洋経済新報社 2020 9784492444566

数学
ビッグデータ統計解析入門 ―経済学部/経営学部で学ばない
統計学―

照井　伸彦 日本評論社
2018 9784535559011

情報産業
ITナビゲーター 2020年版 野村総合研究所ICTメ

ディア・サービス産業
コンサルティング部

東洋経済新報社
2019 9784492503119

宗教
日本宗教史研究の軌跡 （日本宗教史 = History of Japanese 
religions 6）

佐藤, 文子 吉川弘文館
2020 9784642017466

社会科学 東大塾現代アメリカ講義 ―トランプのアメリカを読む― 矢口, 祐人 東京大学出版会 2020 9784130330763
社会 社会システム　下 ニクラス・ルーマン 勁草書房 2020 9784326603251

社会
格差は心を壊す ―比較という呪縛― リチャード・ウィルキ

ンソン
東洋経済新報社

2020 9784492315262

国防・軍事
基地の消長 ―1968-1973 : 日本本土の米軍基地「撤退」政
策―

川名, 晋史 勁草書房
2020 9784326302901

言語 今そこにある多言語なニッポン 柿原　武史 くろしお出版 2020 9784874248362
言語 やさしい日本語のしくみ ―日本語学の基本―改訂版 庵　功雄 くろしお出版 2020 9784874248300

言語
キクタン韓国語 上級編 ―聞いて覚える韓国語単語帳―【音
声付】

金　京子 アルク
2020 9784757433991

言語
留学生のための考えを伝え合うプレゼンテーション ―中級
後半〜上級日本語学習者向け―

仁科　浩美 くろしお出版
2020 9784874248423

建設工学・土木工学 都市計画 第3版 川上, 光彦 森北出版 2017 9784627496132
経済 大脱出 ―健康、お金、格差の起原― アンガス・ディートン みすず書房 2014 9784622078708

経済
技術進歩と日本経済 ―新時代の市場ルールと経済社会のゆ
くえ―

福田　慎一 東京大学出版会
2020 9784130402941

経済
ネクスト・シェア ―ポスト資本主義を生み出す「協同」プ
ラットフォーム―

ネイサン・シュナイ
ダー

東洋経済新報社
2020 9784492212424

経済
ストレンジャーの人類学 ―移動の中に生きる人々のライフ
ストーリー―

リーペレス ファビオ 明石書店
2020 9784750350295

経済

最新タイのビジネス法務 第2版 Chandler MHM 
Limited森・濱田松本法
律事務所バンコクオ
フィス

商事法務

2019 9784785727611

経済 知財会計論入門 金田, 堅太郎 中央経済社 2020 9784502334719

経済
ワイズカンパニー ―知識創造から知識実践への新しいモデ
ル―

野中 郁次郎 東洋経済新報社
2020 9784492522301

経済 「競争」は社会の役に立つのか ―競争の倫理入門― クリストフ・リュトゲ 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426380

経済
現代中国を読み解く三要素 ―経済・テクノロジー・国際関
係―

川島, 真 勁草書房
2020 9784326504718

経済 国際協力の戦後史 荒木, 光弥 東洋経済新報社 2020 9784492062159

経済
日本の消費者は何を考えているのか？ 松下東子著,林裕之著,日

戸浩之著
東洋経済新報社

2019 9784492557907

経済 日本経済読本 大守隆編 東洋経済新報社 2019 9784492100349
経済 日本経済史 武田 晴人 著 有斐閣 2019 9784641165281
経済 イノベーションを生む“改善” 岩尾 俊兵 著 有斐閣 2019 9784641165571
経済 アジア共同体構想と地域協力の展開 朱　永浩 文眞堂 2018 9784830949920 9784830901485
経済 ２０３０年アパレルの未来 福田稔著 東洋経済新報社 2019 9784492762486

経済
アジアロジスティクスと海運・港湾　－貿易・海運データ
の分析・予測・リスク評価－

渡部富博・小林潔司編
著

技報堂出版
2020 9784765518680 9784765550611

経済
グローバル東アジア資本主義のアポリア: 日韓中台の「農
村」的領域から考える

加藤 光一 大月書店
2020 9784272150458 9784272910083

経済 ポートフォリオ理論 仁科一彦 中央経済社 2009 9784502669606 9784502496707
経済 ＭＢＡエッセンシャルズ 内田学編著 東洋経済新報社 2019 9784492533994

経済
ダークサイドオブＭＢＡコンセプト グロービス著,嶋田　毅

執筆
東洋経済新報社

2019 9784492557938

経済 マーケティングのための統計分析 生田目　崇 オーム社 2017 9784274221019
経営管理 文系ＡＩ人材になる 野口竜司著 東洋経済新報社 2020 9784492762516

◇新着電子書籍　(2021/3/23更新)

1/2

https://www.apu.ac.jp/media/library_search/opac/index.html/
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教育
科研費獲得の方法とコツ ―実例とポイントでわかる申請書
の書き方と応募戦略―改訂第7版

児島, 将康 羊土社
2020 9784758121071

教育 教育研究のための質的研究法講座 関口　靖広 北大路書房 2013 9784762828096
運輸・交通・観光事業 地域公共交通の統合的政策 ―日欧比較からみえる新時代― 宇都宮, 浄人 東洋経済新報社 2020 9784492212431
医学 ハンセン病の社会史 ―日本「近代」の解体のために― 田中　等 彩流社 2017 9784779123306

コンピュータ
IT Text ヒューマンコンピュータインタラクション（改訂2
版）

岡田　謙一-西田　正吾
-葛岡　英明-仲谷　美
江-塩澤　秀和

オーム社
2016 9784274218637
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