政治・法律・経済
賢者たちのダイアローグ 「トポス会議」の実践知
野中郁次郎
（のなか・いくじろう）
編著
千倉書房

紺野登
（こんの・のぼる）
編著

「トポス会議」とは、2012年より六本木ヒルズで開催されているビジネス・エグゼ
クティブを対象とした賢人会議のこと。21世紀における世界と日本の課題に、世界
の賢者たちが何を説いたかをまとめた講演録。

社会科学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎041 ■ケ 298p
冊子版 978-4-8051-1172-7 2019.05

*1030866908*
リスク学入門 1 リスク学とは何か 新装増補

社会科学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎301 件名◎リスク ■リ 217p
経済学・法律学・社会学など、各学問領域に通底する新しい学問として、リスク・ 冊子版 978-4-00-028476-9 2013.03
橘木俊詔
（たちばなき・としあき）
責任編集
岩波書店

長谷部恭男
（はせべ・やすお）
責任編集

マネジメントの総合化・体系化を目指し、問題の発見と整理を行なう。全編集委員
による座談会「リスク学の再定義と再構築」を付す。

*1031004521*
リスク学入門 2 経済からみたリスク 新装増補
橘木俊詔
（たちばなき・としあき）
責任編集
岩波書店

駒村康平
（こまむら・こうへい）
ほか著

結婚、出産・育児、失業、離婚、病気など、人生上の諸事象に注目して、人
はどのような対応策や準備をしているかを詳しく検討する。責任編集者による論考
「3.11後のリスク学のために」を付す。

社会科学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎301 件名◎リスク ■リ 190p
冊子版 978-4-00-028477-6 2013.03

*1031004522*
リスク学入門 3 法律からみたリスク 新装増補
長谷部恭男
（はせべ・やすお）
責任編集
岩波書店

島田聡一郎
（しまだ・そういちろう）
ほか著

刑法、ネット社会、環境行政、環境リスク、社会保障法、安全保障など、いくつ
かの事例を挙げながら、法学にリスク概念を導入し新たな知見を探求する。責任
編集者による論考「3.11後のリスク学のために」を付す。

社会科学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎301 件名◎リスク ■リ 181p
冊子版 978-4-00-028478-3 2013.03

*1031004523*
リスク学入門 4 社会生活からみたリスク 新装増補

社会科学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎301 件名◎リスク ■リ 171p
家族、教育、健康と医学、情報化などのリスクが生む格差社会や監視社会、そ 冊子版 978-4-00-028479-0 2013.03
今田高俊
（いまだ・たかとし）
責任編集
岩波書店

山田昌弘
（やまだ・まさひろ）
ほか著

れらに対処するための信頼関係の構築、リスク・コミュニケーションのあり方を考える。
責任編集者による論考「3.11後のリスク学のために」を付す。

*1031004524*
リスク学入門 5 科学技術からみたリスク 新装増補
益永茂樹
（ますなが・しげき）
責任編集
岩波書店

住明正
（すみ・あきまさ）
ほか著

科学技術の発達による新たな人為的リスク、定量化・モデル化といった評価・分
析方法など、豊富な具体例で科学とリスクの基礎知識を解説。責任編集者による
論考「3.11後のリスク学のために」を付す。

社会科学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎301 件名◎リスク ■リ 182p
冊子版 978-4-00-028480-6 2013.03

*1031004525*
政策情報論

An Introduction to Policy Sciences with Information Studies

佐藤慶一
（さとう・けいいち）
著
共立出版

大学生を対象に、社会や政策のことを学び、自分の興味関心をベースにした政策
リサーチを考えることを狙いとした入門書。グローバル化・情報化の潮流や政策とデー
タの関わりなどを説明し、政策科学の基礎や展開を解説する。

社会科学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎301 件名◎政策科学 サセ 233p
冊子版 978-4-320-09647-9 2019.04

*1031873832*
1

対立軸でみる公共政策入門
松田憲忠
（まつだ・のりただ）
編
法律文化社

三田妃路佳
（みた・ひろか）
編

「価値対立の不可避性」という観点から、公共政策について解説する入門書。価
値の対立の構図を、福祉、教育、経済、農業、エネルギー、ICTなど具体的な
政策課題に言及しながら明らかにする。

社会科学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎301 件名◎政策科学 ■タ 232p
冊子版 978-4-589-04037-4 2019.10

*1031629263*
近未来シミュレーション2050日本復活

社会科学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎302.1 件名◎日本 プキ 306p
2050年、日本は完全なる再生を果たした。技術や芸術、ビジネスやイノベーション 冊子版 978-4-492-39631-5 2016.08

クライド・プレストウィッツ著
東洋経済新報社

村上博美
（むらかみ・ひろみ）
監訳

など、さまざまな分野で世界トップを走っている－。著者の経験と、歴史や世界情勢
に対する私見に基づき近未来の日本を予測する。

*1030884621*
北海道で生きるということ 過去・現在・未来
清末愛砂
（きよすえ・あいさ）
編
法律文化社

松本ますみ
（まつもと・ますみ）
編

「植民地主義」をキーワードに、北海道の平和に関わる諸問題に着目し、大日本
帝国と日本国の政策によってもたらされてきたさまざまな事象・出来事の背景を探り、
北海道の未来の平和のありようを考える。コラムや座談会も収録。

社会科学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎302.11 件名◎北海道 ■ホ
141p
冊子版 978-4-589-03815-9 2016.12

*1032413711*
迷走する韓国をどうしたら救えるか 警告 !日本も韓国病を患っている
加瀬英明
（かせ・ひであき）
著
勉誠出版

どうして韓国が今日のような国になってしまったのか。できるだけ客観的に、韓国人
が背負ってきた歴史や、その中で培われた独特な精神構造、生活文化に配慮しな
がら、迷走する韓国を救う方法を探る。

社会科学
同時アクセス1 2,530円 + 税
同時アクセス3 3,520円 + 税
分類◎302.21 件名◎韓国 カメ 196p
冊子版 978-4-585-23073-1 2020.01

*1031434023*
2020年の中国 「新常態」がもたらす変化と事業機会
此本臣吾
（このもと・しんご）
編著
東洋経済新報社

松野豊
（まつの・ひろし）
編著

今後の中国ビジネスのポイントは、
「地方市場の底上げと市場ニーズの同質化」
「中
国式創新企業との協業と競争」の2点。現地コンサルタントが、最前線の動向を
踏まえ、日本企業のビジネスチャンスと新戦略を考える。

社会科学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎302.22 件名◎中国 ■ニ 288p
冊子版 978-4-492-44427-6 2016.03

*1030884626*
上海フリータクシー 野望と幻想を乗せて走る「新中国」の旅

社会科学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎中国 ラシ 335,7p
チャイニーズ・ドリームと現実との狭間で生きる人びとの本音とは ? アメリカ人ジャー 冊子版 978-4-560-09759-5 2020.05

フランク・ラングフィット著
白水社

園部哲
（そのべ・さとし）
訳

ナリストが「話してくれたら運賃タダ」という奇抜なタクシーで都市と地方を行き来し、
時代の重要な転換点にある中国を見つめた野心的ルポ。

DL不可 EPUB

*1031986334*
戦場ジャーナリストへの道 ―カシミールで見た
「戦闘」
と
「報
道」の真実―
桜木 , 武史
彩流社

インド軍とイスラム武装勢力との戦闘を最前線で取材中、顎に被弾した若きジャー
ナリストの決死のルポルタージュ！「私は絶好の被写体だった。取材される側の私
は大量の血を垂れ流しながら、複雑な思いでレンズを見つめていた」

2

社会科学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7791-1363-5

*1031272491*

2008

中東・エネルギー・地政学 全体知への体験的接近

社会科学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎302.27 件名◎アラブ諸国 テチ
独自の視点から国内外の経済、政治、外交、エネルギー政策、宗教と、幅広い 303p
分野での提言を続ける論客による中東・エネルギー論。一段と混迷を深めるユーラ 冊子版 978-4-492-44431-3 2016.09
寺島実郎
（てらしま・じつろう）
著
東洋経済新報社

シアの心臓部に関する認識を整理する試み。

*1030884610*
世界のエリートはなぜ「イスラエル」に注目するのか

社会科学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎イスラエル アセ 240p
最強イノベーション国家はなぜ生まれたか ? IT 業界有数のイスラエル・ウォッチャー 冊子版 978-4-492-50319-5 2020.06
新井均
（あらい・ひとし）
著
東洋経済新報社

が、超 エリート教育「タルピオット」の秘密を解き明かし、イスラエルから学べるこ
と、我々がなすべきことを考える。

*1031814555*
〈賄賂〉のある暮らし 市場経済化後のカザフスタン

社会科学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎302.2961 件名◎カザフスタン オ
カザフスタンの人びとは、生活や仕事の問題を解決するために、カネとコネをどの ワ 245,8p
ように駆使しているのか。その多様なサバイバル戦略を具体的に描き出すと同時に、 冊子版 978-4-560-09728-1 2019.11
岡奈津子
（おか・なつこ）
著
白水社

彼らの直面する厳しい現実、たくましい暮らしぶりも紹介する。

DL不可 EPUB

*1032023774*
専門知は、もういらないのか 無知礼賛と民主主義

社会科学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎302.53 件名◎アメリカ合衆国 ニ
社会を蝕む反知性主義とは ? 専門知が蔑ろにされてフェイクがまかり通り、好みの セ 284,16p
情報だけを取り入れてその正誤を顧みない風潮が高まっている現在。何が起きてい 冊子版 978-4-622-08816-5 2019.07

トム・ニコルズ 著
みすず書房

高里ひろ
（たかさと・ひろ）
訳

るのか、放置するとどうなるのか。アメリカの状況を考察する。

*1031274416*
東大塾現代アメリカ講義 トランプのアメリカを読む

社会科学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 14,784円 + 税
分類◎ 件名◎アメリカ合衆国 ■ト 249p
「トランプの時代のアメリカ」とは。今日のアメリカを宗教、メディア、政治、人種、 冊子版 978-4-13-033076-3 2020.08
矢口祐人
（やぐち・ゆうじん）
編
東京大学出版会

スポーツといった観点から学際的に概観し、今後のアメリカと世界の姿を考察する。
2018年東京大学で開催の講演会をもとに書籍化。

*1031983415*
ラテンアメリカ研究入門 〈抵抗するグローバル・サウス〉のアジェンダ

社会科学

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎302.55 件名◎ラテン アメリカ マ
「新自由主義的グローバル化」の下で、民衆は生活の困窮を強いられながらも、 ラ 8,230p
どのように抗い、立ち向かったのか。市場の論理を超える「抵抗するグローバル・ 冊子版 978-4-589-04047-3 2019.12
松下冽
（まつした・きよし）
著
法律文化社

サウス」の構築へ向けた試みと課題を探究する。

*1031760416*
異文化理解とオーストラリアの多文化主義

社会科学

同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎302.71 件名◎オーストラリア タイ
異文化理解についての背景や重要性を検証するとともに、異文化コミュニケーショ 239p
ンの手段や課題を示す。特に多文化主義のオーストラリアの国民性・価値観と様々 冊子版 978-4-86692-037-5 2019.09
田中豊裕
（たなか・とよひろ）
著
大学教育出版

な文化情報、自然環境を紹介する。

*1031272475*
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2020年日本はこうなる

社会科学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎304 ■ニ 273p
「激動の年」になる2020年。ポスト・グローバリズム、米中冷戦から、CASE、スマー 冊子版 978-4-492-39649-0 2019.11
三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング編
東洋経済新報社

トシティ、働き方改革、企業経営まで、2020年の日本と世界を82のキーワードで読
み解く。

*1031274495*
エコノミストの眼 開発の世界に埋もれて

社会科学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ イエ 167p
プラント輸出マン、援助機関スタッフ、開発経済学者として各国で活動した著者の、 冊子版 978-4-7791-2687-1 2020.05
今井正幸
（いまい・まさゆき）
著
彩流社

ヨーロッパで発表した論文集の要約、専門誌や学会誌に投稿した時事評論、自伝
と旅のエッセーなどを集めて収録する。

*1032019539*
ジム・ロジャーズ 大予測 激変する世界の見方
ジム・ロジャーズ 著
東洋経済新報社

花輪陽子
（はなわ・ようこ）
監修・訳

コロナショックで世界の経済、金融、マーケット、そして社会はどうなるのか。また、
長期的な国際政治や地政学的動向にどう影響するのか。世界的投資家が、驚愕
の未来予測と投資戦略を語る。

社会科学
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎ ロジ 142p
冊子版 978-4-492-37125-1 2020.05

*1031814561*
激動の世界に対処する思考の転換5つの鍵

社会科学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎304 件名◎日本 イゲ 271p
劣後する国力、つるべ落としの人口減少、社会道徳の混乱…末期症状を断ち切る 冊子版 978-4-585-23074-8 2020.04
飯田汎
（いいだ・ひろし）
著
勉誠出版

には、心の転換が不可欠。東京大学における講義録や、多数の講演から選び抜
いたキーワードをもとに課題を摘出。思考の転換5つの鍵として論じる。

*1031670258*
新しいナショナリズムの時代がやってきた!
加瀬英明
（かせ・ひであき）
著
勉誠出版

ケント・ギルバート著

コロナ禍と米大統領選、台頭する独裁者・習近平の共産中国、国家に権力を与
えない日本国憲法、コロナ以降の世界…。世界激変の時代に日本はどう対処すべ
きかを、加藤英明とケント・ギルバートが本音で語り合う。

社会科学
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 3,850円 + 税
分類◎ カア 188p
冊子版 978-4-585-23082-3 2020.07

*1031983373*
属国民主主義論 この支配からいつ卒業できるのか
白井聡
（しらい・さとし）
著
東洋経済新報社

内田樹
（うちだ・たつる）
著

「永続敗戦」レジームで対米従属を強化する日本。いつ、主権を回復できるのか。
どのようなかたちで、民主主義を実現できるのか。
「コスパ化」
「消費者化」
「数値化」
「幼稚化」「階級化」をキーワードに2人の知性が徹底討議。

社会科学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎304 シゾ 356p
冊子版 978-4-492-21227-1 2016.07

*1030884640*
丹羽宇一郎 令和日本の大問題 現実を見よ! 危機感を持て!

社会科学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎304 ニニ 237p
人口減少、大震災、温暖化、米中関係…。問題に取り組む姿勢と問題を乗り越え 冊子版 978-4-492-22395-6 2020.04
丹羽宇一郎
（にわ・ういちろう）
著
東洋経済新報社

る道を求めて。若者の未来を拓くために、困難な時代を生き抜く知恵と知識を語り尽
くす。

*1031670368*
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同時代史断片

社会科学

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
この本は雑多な論稿からなっているが、それでも本全体を貫く著者の思想的立場と 冊子版 978-4-88202-499-6
斉藤 , 孝
彩流社

いうものがないということではない。同時代の支配的な潮流に対して、たえず批判的
な姿勢を保ってきたという著者。70年代から各誌紙に載せた時評と折々のコラム、エッ
セイ。

日本の宿題 令和時代に解決すべき17のテーマ
竹中平蔵
（たけなか・へいぞう）
著
東京書籍

原英史
（はら・えいじ）
著

政官分離、道州制、東京独立、ベーシック・インカム、シェアリング・エコノミー、
デジタル・ガバメント、外国人労働法、脱原発…。令和の時代に避けて通れない
重要な政策問題17を議論する。

1998

*1032019518*
社会科学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ タニ 278p
冊子版 978-4-487-81374-2 2020.04
DL不可 EPUB

*1032267609*
不寛容という不安

社会科学

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎304 マフ 350p
「排外主義」という「敵意」が蔓延する世界の背後には、一体何が息づいている 冊子版 978-4-7791-2393-1 2017.10
真鍋厚
（まなべ・あつし）
著
彩流社

のか。現代のわたしたちの「不安」と「憂鬱」はどのように形成されてきたのか、
歴史的過程から掘り起こす。

*1031980181*
幼児化する日本は内側から壊れる
榊原英資
（さかきばら・えいすけ）
著
東洋経済新報社

「マスコミを懲らしめる」と発言する政治家、給食費を踏み倒す親、店員に土下座
を迫る客…。昨今の経済・社会現象を独自の視点で分析し、何でも単純に割り切
る二分割思考や企業とメディアの利益至上主義を糾弾する。

社会科学
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎304 サヨ 226p
冊子版 978-4-492-39630-8 2016.04

*1030884625*
参加型アクションリサーチ〈CBPR〉の理論と実践

社会変革のための研究方法論 〈関西学院大学研究叢書 第168編〉
武田丈
（たけだ・じょう）
著
世界思想社

調査されるコミュニティの人びとが満足できる形で調査成果を還元するため、諸技
法を体系的にまとめたCBPR。その歴史や理論的背景を紹介し、具体的なツール
の活用方法と実践例の検証から、CBPR のもつ力を立証する。

語り継ぐ戦後思想史 体験と対話から

社会科学
同時アクセス1 14,190円 + 税
同時アクセス3 28,380円 + 税
分類◎307 件名◎アクションリサーチ タ
サ 258p
冊子版 978-4-7907-1658-7 2015.03
DL不可 EPUB

*1030871152*
社会科学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎309.02 件名◎社会思想－歴史 シ
社会主義体制は内的に自壊したが、ファシズムは軍事的に敗れたのであり自壊した カ 215p
のではない。種子がある限り蘇る可能性があるのだ－。「遅れてきた世代」の社会 冊子版 978-4-7791-2556-0 2019.01
清水多吉
（しみず・たきち）
著
彩流社

思想家が、体験と知的交流の足跡を語る。

DL不可 EPUB

*1031460179*
自由論の討議空間 フランス・リベラリズムの系譜

社会科学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,410円 + 税
分類◎309.1 件名◎自由主義 ■ジ
自由とは何か ? 自由と平等の関係は ? 英語圏で共和主義ルネッサンスが語られる 270,17p
一方、共和国フランスでは政治的自由主義の見直しが進んでいる。個人・社会・ 冊子版 978-4-326-35150-3 2010.05
三浦信孝
（みうら・のぶたか）
編
勁草書房

国家の三角形のなかで改めて自由について考える。

*1032356314*
5

あさま山荘1972 下

社会科学

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎
戦後史で衝撃的な事件として記憶に新しいあさま山荘銃撃戦の当事者が、沈黙を 冊子版 978-4-88202-253-4
坂口 , 弘
彩流社

破って20年ぶりに筆をとり、内側から当時の状況を克明に描く。著者は連合赤軍事
件全体に係わっており、その詳細な証言は貴重な歴史的遺産となった。

1993

*1031272494*
あさま山荘1972 上

社会科学

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎
戦後史で衝撃的な事件として記憶に新しいあさま山荘銃撃戦の当事者が、沈黙を 冊子版 978-4-88202-252-7
坂口 , 弘
彩流社

破って20年ぶりに筆をとり、内側から当時の状況を克明に描く。著者は連合赤軍事
件全体に係わっており、その詳細な証言は貴重な歴史的遺産となった。

1993

*1031272493*
あさま山荘1972 続

社会科学

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎
戦後史で衝撃的な事件として記憶に新しいあさま山荘銃撃戦の当事者が、沈黙を 冊子版 978-4-88202-338-8
坂口 , 弘
彩流社

破って20年ぶりに筆をとり、内側から当時の状況を克明に描く。著者は連合赤軍事
件全体に係わっており、その詳細な証言は貴重な歴史的遺産となった。

1995

*1031301249*
テロ ―東アジア反日武装戦線と赤報隊―新装版
鈴木 , 邦男
彩流社

三菱重工ビル爆破事件など企業を標的にした爆弾闘争を展開した〈狼〉の行動
の深層に追った鈴木邦男衝撃のデビュー作（『腹腹時計と狼』の増補改訂版）。
収録内容 序 姿なきテロルの時代／1. 急接近する左右ラディカリストの群れ／2. 戦
争・原罪意識そして〈狼〉／3.〈狼〉恐怖を利用する権力の陰謀／4.〈赤報隊〉
と〈狼〉の共振／解説 猪野健治

連合赤軍27年目の証言

社会科学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-597-9

1999

*1030945536*
社会科学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎
「処刑を含め〈総括〉を担ったから、僕には逃げ道がないわけです…」日本中を 冊子版 978-4-88202-697-6
植垣 , 康博
彩流社

震撼させた歴史的事件の当事者が、同志殺害の真相解明と裁判闘争に賭けた27
年の獄中生活を出所後、初めて語る迫真の書。

2001

*1030945560*
カナダ・ライフ ―単身赴任レポート―

社会科学

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎
メガロポリス・トロント、大雪のモントリオール、陽春のバンクーバー、ナイアガラ、 冊子版 978-4-88202-242-8
池内 , 光久
彩流社

赤毛のアン……。ケベック問題で注目を浴びる多民族・多文化主義カナダの素顔を、
企業最前線に立つ著者が4年間の赴任生活を通して綴る異色のガイド。

1993

*1030945517*
永田洋子さんへの手紙 ―『十六の墓標』
を読む―
坂東 , 国男
彩流社

あさま山荘銃撃戦で逮捕され、75年の日本赤軍の在クアラルンプール米国大使館
占拠で人質との交換条件として出国した著者が、『十六の墓標』を読んだ返信とし
て書いた本書は、連合赤軍問題への国境をこえた一兵士の貴重な証言である。

社会科学
同時アクセス1 4,730円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-060-8

*1030945562*
6

1984

政治の絵本 学校で教えてくれない選挙の話 新版
たかまつなな著
弘文堂

日本の未来や政治をもっと気軽に、楽しく、考えてみませんか ? 民主主義や選挙、
日本の課題などをカラーイラストとともに解説します。本書内で紹介するゲームで使
用する切り取り式のカード付き。見返しにメッセージあり。

政治
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎310.4 件名◎政治 タセ 143p
冊子版 978-4-335-46040-1 2019.07
DL不可

*1031340507*
プレステップ政治学 第3版 〈PRE-STEP 01〉

政治

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎311 件名◎政治学 カプ 157p
学生の「学ぶ喜び」と教員の「伸ばす楽しみ」を実現する政治学の入門テキスト。 冊子版 978-4-335-00151-2 2020.03
甲斐信好
（かい・のぶよし）
著
弘文堂

国会や地方自治から、国際関係の歴史、紛争や格差といった地球規模の課題まで、
世界標準の知識を厳選し、豊富なイラストとともに解説する。

DL不可

*1031873792*
共通善の政治学 コミュニティをめぐる政治思想

政治

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎311 件名◎政治思想 キキ 239p
サンデルや現代コミュニタリアンは、なぜ今、古代からの西洋政治思想「共通善」 冊子版 978-4-326-30199-7 2011.04
菊池理夫
（きくち・まさお）
著
勁草書房

を改めて説くのか。現代コミュニタリアニズムやその中心的概念である共通善に関
して考察。新たな政治哲学の方向性を示す。

*1030884573*
政治学 〈アカデミックナビ〉

政治

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎311 件名◎政治学 ■セ 403p
政治を学問するってどういうこと? 政治学の基本的知識をていねいに説明するととも 冊子版 978-4-326-30283-3 2020.01
田村哲樹
（たむら・てつき）
著
勁草書房

近藤康史
（こんどう・やすし）
著

に、現実の政治のとらえ方、あるべき政治の論じ方、一つではない政治学の見方・
考え方を伝える。用語・人名解説、文献ガイド付き。

DL不可

*1031434001*
政治学の第一歩 INTRODUCTION TO POLITICAL
SCIENCE

新版 〈有斐閣ストゥディア〉

砂原庸介
（すなはら・ようすけ）
著
有斐閣

稗田健志
（ひえだ・たけし）
著

自由な意志を持つ個人が協力し合い、互いに望ましい状態をつくりだすためにはどう
すればよいのか。安定した秩序を築くためのルールづくりとそれを守っていくしくみを、
平易な言葉で説明した政治学の入門テキスト。

日常生活と政治 国家中心的政治像の再検討
田村哲樹
（たむら・てつき）
編
岩波書店

安藤丈将
（あんどう・たけまさ）
ほか著

家族、社会運動、環境問題、政治理論、フィリピンのムスリムとクリスチャンの「共
棲」や自民党の女性たち等、多様な角度から政治学における日常生活の欠落を問
い、学問としてのあり方を再検討。方法論的国家主義を問い直す。

政治
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎ 件名◎政治学 ■セ 247p
冊子版 978-4-641-15078-2 2020.09
DL不可

*1032433701*
政治
同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 53,460円 + 税
分類◎311.04 件名◎政治学 ■ニ
270p
冊子版 978-4-00-061381-1 2019.12
DL不可

*1031670273*
丸山眞男講義録 別冊1 日本政治思想史 1956/59

政治

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 17,556円 + 税
分類◎311.21 件名◎政治思想－日本 マ
1950年代後半の丸山眞男の講義を復元。古代へと視野を広げて、記紀神話、仏 マ 261,4p
教、武士道を論じ、近代日本の国体思想の源流を求めて壮大な通史を描く。国民 冊子版 978-4-13-034208-7 2017.10
丸山眞男
（まるやま・まさお）
著
東京大学出版会

精神のトータルな変革をめざした、丸山思想史学の新たな出発。

*1031224175*
7

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
（はんざわ・たかまろ）
著
みすず書房

長年第一線で真摯に追究する歴史的な政治思想史。やがてヨーロッパ2千年を貫
く自由意志論思想史へ－。学問的自伝の色合いを帯びた美しい回想記に導かれる
モノグラフ集成。

西洋政治思想史 視座と論点 〈岩波テキストブックス〉

政治
同時アクセス1 24,750円 + 税
同時アクセス3 37,125円 + 税
分類◎311.23 件名◎政治思想－ヨーロッ
パ ハカ 322,4p
冊子版 978-4-622-08808-0 2019.05

*1030990042*
政治

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 28,710円 + 税
分類◎311.23 件名◎政治思想－ヨーロッ
正義、自由、富、権力、性など、政治について考えるうえで重要な16のテーマを パ カセ 268,41p
取り上げ、時代横断的に諸思想を概観。各テーマの論点を整理するとともに、思 冊子版 978-4-00-028907-8 2012.01
川出良枝
（かわで・よしえ）
著
岩波書店

山岡龍一
（やまおか・りゅういち）
著

想の流れを浮かび上がらせ、現代の問題への分析視座を探る。

*1031004526*
西洋政治思想史講義 精神史的考察
小野紀明
（おの・のりあき）
著
岩波書店

哲学、文学、芸術、音楽、科学－。古代ギリシアから現代まで、精神史的遺産
を縦横に渉猟し、政治的思考の新たな可能性を探究する。神戸大学、京都大学
両法学部で行われた講義の記録。

政治
同時アクセス1 22,440円 + 税
同時アクセス3 67,320円 + 税
分類◎311.23 件名◎政治思想－ヨーロッ
パ オセ 510p
冊子版 978-4-00-061017-9 2015.02

*1031004532*
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

政治

同時アクセス1 12,375円 + 税
同時アクセス3 30,937円 + 税
分類◎311.233 件名◎ラスキ, ハロルド・
ジョーゼフ オハ 292,7p
学問と同時代評論の双方にわたり多産な著作を残した20世紀イギリスの政治学者 冊子版 978-4-13-036273-3 2019.03
大井赤亥
（おおい・あかい）
著
東京大学出版会

ラスキ。その思想内容の変遷を、アカデミズム批判、民衆への接触、
「代表 = 表象」
機能、労働者の政治的知性の涵養という視点から考察する。

功利とデモクラシー ジェレミー・ベンサムの政治思想

*1031224179*
政治

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 69,300円 + 税
分類◎311.233 件名◎ ベンサム,ジェリミ
ベンサムが掲げた〈功利〉と〈民主主義〉の新たな側面に光を当てた研究の成果。 スコ 500,99p
ベンサムの論理学が、功利性の原理と並び立つ彼の思想の基盤であることを説得 冊子版 978-4-7664-2642-7 2020.01

フィリップ・スコフィールド著
慶應義塾大学出版会

川名雄一郎
（かわな・ゆういちろう）
訳

的に示し、急進的民主主義へと転向した政治思想を詳らかにする。

*1031507102*
市民の義務としての〈反乱〉

イギリス政治思想史におけるシティズンシップ論の系譜
梅澤佑介
（うめざわ・ゆうすけ）
著
慶應義塾大学出版会

イギリス政治思想家たちの、国家論における「市民の義務」としての「抵抗・反
乱」の概念の生成を歴史的アプローチによって検証。その系譜によってハロルド・
ラスキの政治思想の可能性に新たな光を当てる。

日本人は右傾化したのか データ分析で実像を読み解く

政治
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎政治思想－イギリス ウシ
322,16p
冊子版 978-4-7664-2682-3 2020.06

*1031983488*
政治

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎311.3 件名◎ナショナリズム タニ
ネット右翼、日本礼賛番組、そして安倍政権の長期化…。日本人は本当に右寄り 270,60p
になったのか ? 印象論やイデオロギーを排し、大規模な社会調査と統計学で、日 冊子版 978-4-326-35179-4 2019.09
田辺俊介
（たなべ・しゅんすけ）
編著
勁草書房

本人の「右傾化」の実態を検証する。

*1030990057*
8

良き統治 大統領制化する民主主義
ピエール・ロザンヴァロン著
みすず書房

古城毅
（こじょう・たけし）
訳

機能不全を起こしている民主主義。大統領制化する民主主義に展望はあるのか。
権力の中心が立法権から執行権へと移行する統治の歴史を明らかにし、新たな民
主主義の展望をひらく。ロザンヴァロンの民主主義論の総決算。

政治
同時アクセス1 18,150円 + 税
同時アクセス3 27,225円 + 税
分類◎311.7 件名◎民主主義 ロヨ
375,57p
冊子版 978-4-622-08825-7 2020.03

*1031983377*
近代日本の統治と空間 私邸・別荘・庁舎

政治

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 37,950円 + 税
分類◎ 件名◎日本－政治・行政－歴史 サ
統治の中心はいかに形成されたのか。東京という新たな統治の中心が創成されてい キ 546,25p
く中で、統治 エリートらが実際に活動した空間に着目。近代におけるその全体像と 冊子版 978-4-13-036279-5 2020.07
佐藤信
（さとう・しん）
著
東京大学出版会

変容を壮大に描く。

*1031873746*
自由主義の危機 国際秩序と日本
船橋洋一
（ふなばし・よういち）
編著
東洋経済新報社

G.ジョン・アイケンベリー編著

安倍政権下での政策を分析・評価し、日本がアジア太平洋地域における自由で開
かれた国際秩序の維持と改革へ向けてどう取り組むべきかを示す。外交政策と国
内政治の両面から現状を分析・考察し、日本の役割を具体的に提案する。

政治
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎日本－政治・行政 ■ジ
410p
冊子版 978-4-492-44458-0 2020.08

*1032310436*
日本は
「右傾化」
したのか

政治

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎ 件名◎日本－政治・行政 ■ニ
ヘイトスピーチ、排外主義運動の顕在化、日本会議の台頭、改憲潮流、ネットに 364p
溢れかえる右派的言説－。はたして本当に、日本は「右傾化」したのか。学際的 冊子版 978-4-7664-2694-6 2020.10
小熊英二
（おぐま・えいじ）
編
慶應義塾大学出版会

樋口直人
（ひぐち・なおと）
編

な知見を集めて検証する。

*1032472534*
日本議会政治史事典 トピックス1881-2015

政治

同時アクセス1 47,300円 + 税
同時アクセス3 85,140円 + 税
分類◎ R312.1 件名◎日本－政治・行政
近現代日本の議会政治を一望する事典。帝国議会・国会の召集、衆議院・参議 －歴史－年表 ■ニ 460p
院の選挙、政党の変遷など、1881年～2015年の日本の議会政治に関するトピック 冊子版 978-4-8169-2582-5 2016.01

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

4690件を年月日順に掲載。分野別・事項名索引付き。

*1032442124*
日本政治の第一歩 INTRODUCTION TO JAPANESE
POLITICS 〈有斐閣ストゥディア〉

上神貴佳
（うえかみ・たかよし）
編
有斐閣

三浦まり
（みうら・まり）
編

私たちはどのように政治に関わっているのか。メディアからどのように影響を受けるの
か…。主権者視点の問いを読み解きながら、日本政治を解説する。各章末に読書
案内も掲載。引用・参考文献リストが見られるQRコード付き。

日本政治史 現代日本を形作るもの 〈有斐閣ストゥディア〉
清水唯一朗
（しみず・ゆいちろう）
著
有斐閣

瀧井一博
（たきい・かずひろ）
著

日本はどのように形作られてきたのか。幕末・維新期から55年体制の成立期までの
日本政治の歩みをたどり、歴史上の基本的な事実を説明するだけでなく、その相互
関係や変化を明らかにする。

政治
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎312.1 件名◎日本－政治・行政
■ニ 255p
冊子版 978-4-641-15054-6 2018.07
DL不可

*1031866390*
政治
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎312.1 件名◎日本－政治・行政－
歴史 ■ニ 294p
冊子版 978-4-641-15070-6 2020.01
DL不可

*1031873769*
9

習近平の政治思想形成 〈フィギュール 彩 50〉

政治

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎312.22 件名◎中国－政治・行政
独裁化を強めつつある中国の習近平国家主席。地方政府在任時期の論文など、 シシ 189p
現地語の多様な論文・資料を読み解き、習近平の思考構造に迫る。父・習仲勲 冊子版 978-4-7791-7052-2 2016.03
柴田哲雄
（しばた・てつお）
著
彩流社

の思想との異同や、毛沢東の影響についても論考する。

*1031980200*
習近平の政治思想形成 〈フィギュール 彩 50〉

政治

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎312.22 件名◎中国－政治・行政
独裁化を強めつつある中国の習近平国家主席。地方政府在任時期の論文など、 シシ 189p
現地語の多様な論文・資料を読み解き、習近平の思考構造に迫る。父・習仲勲 冊子版 978-4-7791-7052-2 2016.03
柴田哲雄
（しばた・てつお）
著
彩流社

の思想との異同や、毛沢東の影響についても論考する。

DL不可 EPUB

*1031980209*
中国司法の政治史 1928-1949

政治

同時アクセス1 8,745円 + 税
同時アクセス3 21,862円 + 税
分類◎ 件名◎中国－政治・行政－歴史
1928年から1949年まで中国を統治した中国国民党政権を、一党独裁という側面か ヨチ 211,18p
らではなく、立憲主義や民主主義といった憲政という視角から再考。司法制度をめ 冊子版 978-4-13-026166-1 2020.06
吉見崇
（よしみ・たかし）
著
東京大学出版会

ぐる政治情勢を新史料から克明に描き出す。

*1031814467*
EU 政治論 国境を越えた統治のゆくえ 〈有斐閣ストゥディア〉

政治

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎ 件名◎ヨーロッパ－政治・行政 ■
EU 政治の全体像をわかりやすく解説。ヨーロッパ統合の歴史的展開を前史から振 イ 309p
り返り、複雑なEU の政治諸制度、政策決定過程、経済・社会政策を中心とした 冊子版 978-4-641-15073-7 2020.07
池本大輔
（いけもと・だいすけ）
著
有斐閣

板橋拓己
（いたばし・たくみ）
著

主なEU の政策の特徴や揺れ動くEU の正統性について論じる。

DL不可

*1032433702*
忘却する戦後ヨーロッパ 内戦と独裁の過去を前に
飯田芳弘
（いいだ・よしひろ）
著
東京大学出版会

内戦と独裁をめぐる忌まわしい過去…。何が記憶を封じ、何が忘却を促すのか。
恩赦、戦犯の解放、「神話」の創造など、民主化過程に現れた「忘却の政治」
の具体的内容を明らかにする。

政治
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 18,975円 + 税
分類◎312.3 件名◎ヨーロッパ－政治・
行政－歴史 イボ 320p
冊子版 978-4-13-030165-7 2018.04

*1031224172*
ロシア・ソ連・ロシア ―断絶と継承の軌跡―
木村 , 明生
彩流社

「社会主義国家の誕生と消滅」。第一部で、ソ連を生んだ帝政ロシアの社会構造
の特質を検討。第二部で、社会主義ソ連が追い求めた理想を共産党の綱領・規約・
憲法に即して解明し、その達成度を実証。第三部では、新生ロシア国家の骨格と
なったロシア憲法と第一党のロシア共産党の綱領・規約等を分析。

自由なき世界 フェイクデモクラシーと新たなファシズム 上

政治
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-548-1

2000

*1032019522*
政治

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎312.38 件名◎ロシア－政治・行
ロシアはなぜクリミアに侵攻したのか－。法の支配を無効化し、民主主義を混乱に 政 スジ 227,38p
陥れる「永遠の政治」。純潔無垢なるロシアの復活を唱え、EU の破壊を画策す 冊子版 978-4-7664-2665-6 2020.03
ティモシー・スナイダー著
慶應義塾大学出版会

池田年穂
（いけだ・としほ）
訳

るプーチンの思想に鋭くメスを入れ、右傾化する世界の実態を捉える。

*1031814548*
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自由なき世界 フェイクデモクラシーと新たなファシズム 下
ティモシー・スナイダー著
慶應義塾大学出版会

池田年穂
（いけだ・としほ）
訳

相次ぐ右派政権の誕生、イギリスの EU 離脱、トランプ 大統領誕生…。西側を結
束させてきた民主主義の価値観は、なぜ動揺し、世界は混乱しているのか。民主
主義や法による支配を脅かす、新たなファシズムの台頭に警鐘を鳴らす。

政治
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎312.38 件名◎ロシア－政治・行
政 スジ 190,50p
冊子版 978-4-7664-2666-3 2020.03

*1031814549*
争われる正義 旧 ユーゴ地域の政党政治と移行期正義

政治

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎312.393 件名◎バルカン諸国－
紛争終結から約20年。「過去と向き合う」 取り組みは、どこまで進み、人々に何を 政治・行政 クア 282p
もたらしたのか。旧 ユーゴ 地域の移行期正義について、独自に集めたデータや現 冊子版 978-4-641-14931-1 2019.12
久保慶一
（くぼ・けいいち）
著
有斐閣

地の政治的ダイナミズムをふまえて分析する。

*1031616161*
アメリカ政治入門

政治

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 12,936円 + 税
分類◎312.53 件名◎アメリカ合衆国－
アメリカ政治の読み解き方の入門書。建国から混迷の21世紀まで、アメリカ政治 政治・行政 ニア 241p
の特徴を制度、思想、文化など多様な側面に着目し、日本やヨーロッパとの比較を 冊子版 978-4-13-032227-0 2018.04
西山隆行
（にしやま・たかゆき）
著
東京大学出版会

念頭に置きつつわかりやすく解説する。

*1031224174*
アメリカ歴代大統領大全 第2シリーズ6 アンドリュー・ジャクソン
伝記事典 マーティン・ヴァン・ビューレン伝記事典

西川秀和
（にしかわ・ひでかず）
編著
大学教育出版

第7代大統領アンドリュー・ジャクソンと第8代マーティン・ヴァン・ビューレンの生涯
と業績を紹介。大統領の政権の特色と課題のみならず、その経歴や政治哲学、
血縁者、引退後の活動、日本との関係など仔細にわたって論じる。

分極化するアメリカとその起源 共和党中道路線の盛衰

政治
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎アメリカ合衆国－政治・行
政－歴史 ■ア 16,500p
冊子版 978-4-86692-078-8 2020.04

*1031853775*
政治

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎312.53 件名◎アメリカ合衆国－
80年代初頭以降急速に保守化し始めた共和党と、60年代の終わりごろから緩やか 政治・行政－歴史 ニブ 338p
にリベラル化し続けている民主党。共和党保守化の過程を分析することで、アメリ 冊子版 978-4-8051-1073-7 2015.11
西川賢
（にしかわ・まさる）
著
千倉書房

カの二大政党におけるイデオロギー的分極化の起源と原因を探る。

*1031115493*
現代地政学事典

政治

同時アクセス1 79,200円 + 税
同時アクセス3 118,800円 + 税
分類◎ R312.9 件名◎政治地理－便覧
地球社会の脅威を認識し乗り越えるための「新しい地政学」の構築を目指す事典。 ■ゲ 23,859p
私たちを取り巻くさまざまな脅威や不安に関する認識、その構図、伝統地政学、批 冊子版 978-4-621-30463-1 2020.01
現代地政学事典編集委員会編
丸善出版

判地政学、ボーダースタディーズなどで構成。

*1031537711*
地政学で読む世界覇権2030

政治

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎312.9 件名◎政治地理 ゼチ
中国と欧州は消滅、ロシアは自壊、イランは中東を混乱に陥れる。その時、アメリ 496p
カは…。影の CIAとも呼ばれる情報機関「ストラトフォー」の元幹部で、気鋭の 冊子版 978-4-492-44425-2 2016.02
ピーター・ゼイハン著
東洋経済新報社

木村高子
（きむら・たかこ）
訳

地政学ストラテジストが、2030年以降の世界地図を読み解く。

*1030884633*
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富国と強兵 地政経済学序説

政治

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎312.9 件名◎政治地理 ナフ
地政学だけでは、世界覇権のゆくえはわからない－。経済力と政治力・軍事力との 590,48p
間の密接不可分な関係を解明しようとする社会科学の新たな一分野「地政経済学」 冊子版 978-4-492-44438-2 2016.12
中野剛志
（なかの・たけし）
著
東洋経済新報社

を開拓し、一貫性のある理論体系として提示する。

*1030884644*
13歳からの天皇制 憲法の仕組みに照らして考えよう
堀新
（ほり・しん）
著
かもがわ出版

天皇・皇室を知れば、憲法がわかる－。「天皇制とは何か」を改めて定義し、憲
法上の地位、国民との関係、国民が憲法でどのような基本的人権を保障されてい
るかなどを解説。天皇・皇室と憲法の両方についての理解を深める本。

政治
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎313.61 件名◎天皇制 ホジ 158p
冊子版 978-4-7803-1076-4 2020.02

*1031843681*
なぜ民主化が暴力を生むのか 紛争後の平和の条件

政治

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎313.7 件名◎民主化 タナ 263p
内戦が終わって、やっと選挙が実現しても、暴力は繰り返される。民主化のほかに 冊子版 978-4-326-30281-9 2019.08
田中
（坂部）
有佳子
（たなか・ゆかこ）
著
勁草書房

何が必要なのか。政治暴力の因果メカニズムを計量分析、ゲーム理論、東ティモー
ルの事例分析で明らかにし、平和の条件を導き出す。

*1030990060*
比較議院内閣制論 政府立法・予算から見た先進民主国と日本
佐々木毅
（ささき・たけし）
編
岩波書店

阪野智一
（さかの・ともかず）
ほか執筆

政府立法と予算という角度から、大統領制のアメリカを含めて欧米と日本とを共時
的に比較。さらに、帝国議会と現在の国会とを通時的に比較することによって、議
院内閣制のダイナミズムを多角的に描き出す。

政治
同時アクセス1 19,470円 + 税
同時アクセス3 58,410円 + 税
分類◎313.7 件名◎議院内閣制 ■ヒ
262p
冊子版 978-4-00-024538-8 2019.09
DL不可

*1032433711*
立法学 序論・立法過程論 第4版

政治

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎ 件名◎国会 ナリ 415p
立法過程を包括的に考察した体系書。立法学の意義・体系・課題について論じ 冊子版 978-4-589-04040-4 2020.04
中島誠
（なかじま・まこと）
著
法律文化社

た後、立法過程に関する実務を含めた静態・動態両面を整理し、立法過程とその
背景にある統治機構の課題を論じる。政治情勢の動向を織り込んだ第4版。

*1031959575*
EU データ保護法
石井夏生利
（いしい・かおり）
著
勁草書房

EU のデータ保護法（GDPR、刑事司法司令、ePrivacy 規則案）を俯瞰的に捉
えるための素材を整理し、考察を深めるべき制度上・解釈上の論点を提示。日本
の個人情報保護関連法の改正を巡る論点も取り上げる。

政治
同時アクセス1 19,140円 + 税
同時アクセス3 28,710円 + 税
分類◎316.1 件名◎プライバシー イイ
382p
冊子版 978-4-326-40370-7 2020.01

*1031533225*
アジアの人権ガバナンス

〈アジア地域統合講座 専門研究シリーズ 1〉
勝間靖
（かつま・やすし）
編著
勁草書房

アジアにおける人権ガバナンスの模索について、その現状と課題をとらえる。国際
人権規範の地域的な促進と実施、人権の主流化とネットワーク形成、深刻な人権
侵害の解決へ向けた地域協力について考察する。
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政治
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎316.1 件名◎人権擁護 カア
253p
冊子版 978-4-326-54629-9 2011.11

*1032356319*

救援 縮刷版 第1集 1968.12→1977.8 1号→100号 復刻版

政治

同時アクセス1 26,070円 + 税
同時アクセス3 39,050円 + 税
分類◎316.1 件名◎人権擁護 ■キ
1969年、政治的街頭闘争への大量逮捕弾圧に対処して発足した「救援連絡セン 16,640,46p
ター」が発刊する『救援』の縮刷版。第1集は、1968.12（1号）～1977.8（100 冊子版 978-4-7791-1551-6 2010.04
救援連絡センター著
彩流社

号）を収録。解説、年表、事項索引付き。

*1030945566*
個人情報の保護と利用

Protection and Utilization of Personal Information

宇賀克也
（うが・かつや）
著
有斐閣

医療ビッグデータ、データ・ポータビリティ権、プライバシー・バイ・デ ザイン、忘
れられる権利、統計データの利活用…。個人情報の保護と利用をめぐる最先端の
議論をまとめた論文集。

個人情報保護法 第3版

政治
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 22,000円 + 税
分類◎316.1 件名◎プライバシー ウコ
371p
冊子版 978-4-641-22778-1 2019.11

*1031434031*
政治

同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎316.1 件名◎個人情報保護法 オ
個人情報保護法が平成27年に大幅改正、関連法も平成28年に改正されて、これ コ 685p
らの特別法ともいうべき番号利用法も制定・改正された。法整備内容を織り込み、 冊子版 978-4-7857-2534-1 2017.06
岡村久道
（おかむら・ひさみち）
著
商事法務

現時点における到達点を整理。最新の個人情報保護法を詳説する。

*1032352864*
個人情報保護法制

Legal System of Personal Information Protection

政治

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎316.1 件名◎個人情報保護法 ウ
コ 367p
個人情報保護法制の全体像とその特色をはじめ、行政機関や独立行政法人等の 冊子版 978-4-641-22774-3 2019.09
宇賀克也
（うが・かつや）
著
有斐閣

保有する個人情報の保護に関する法律などについて、2012年以降に著した論文を
集成。施行令の改正の内容・意義についての論考も収録する。

個人情報保護法制と実務対応

*1031137097*
政治

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎316.1 件名◎個人情報保護法 ■
個人情報保護法について、実務的な留意点を示しながら説明し、プライバシー侵 コ 492p
害が生じた場合の民事上の責任を実例を踏まえて解説。また、「忘れられる権利」 冊子版 978-4-7857-2573-0 2017.12
太田洋
（おおた・よう）
編著
商事法務

柴田寛子
（しばた・ひろこ）
編著

や米国・EU 等の個人情報保護法制などにも言及する。

*1032352871*
不快な表現をやめさせたい !? こわれゆく
「思想の自由市場」

政治

同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎316.1 件名◎表現の自由 カフ
表現を規制することはどこまで許されるのか。「表現の不自由展」 事件、献血ポス 205p
ター炎上など実際の出来事を切り口に、自分にとって不快な表現にどう向き合えばい 冊子版 978-4-7803-1084-9 2020.04
紙屋高雪
（かみや・こうせつ）
著
かもがわ出版

いのかを考える。

*1031843687*
テロリズムとは何か 〈恐怖〉を読み解くリテラシー

政治

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎ 件名◎テロリズム コテ 325p
終わることのないテロの問題。「テロ」とは果たして何なのか。テロの歴史や特徴、 冊子版 978-4-7664-2680-9 2020.06
小林良樹
（こばやし・よしき）
著
慶應義塾大学出版会

テロ発生のメカニズム、未然防止するための諸施策、近年のテロの情勢など、
理論と実際の両面からテロ問題の全体像の本質を鋭く描く。

*1032310425*
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ヘイトスピーチとは何か 民族差別被害の救済

〈別冊法学セミナー No.258 新・総合特集シリーズ 12〉
法学セミナー編集部編
日本評論社

明戸隆浩
（あけど・たかひろ）
ほか著

日本における民族差別に基づくヘイトスピーチ被害の過酷な実態を2つの事例や、
法廷の場で明らかにされ「発見」されてきたことをなどをあげて紹介。その本質的
な意味を捉え、被害救済と予防の方向性を考える。

ヘイトスピーチに立ち向かう 差別のない社会へ

〈別冊法学セミナー No.260 新・総合特集シリーズ 13〉

政治
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎316.81 件名◎人種差別 ■ヘ
172p
冊子版 978-4-535-40352-9 2019.09

*1031927324*
政治

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
法学セミナー編集部編 明戸隆浩
（あけど・たかひろ）
ほか著
分類◎316.81 件名◎ヘイトクライム ■
日本評論社
ヘ 232p
法はヘイトスピーチに立ち向かうことができるのか。憲法学と刑事法学の研究者らが、 冊子版 978-4-535-40353-6 2019.10

ヘイトスピーチ被害の予防と救済のために法制度上何ができるのかを検討。ヘイト
スピーチ対策の最先端を担う地方公共団体の例なども紹介する。

琉球 奪われた骨 遺骨に刻まれた植民地主義

*1031927325*
政治

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎316.81 件名◎民族問題－日本 マ
帝国日本に奪われた琉球人遺骨の苦難をたどり、日本の大学や博物館の「学知に リ 264,16p
よる植民地主義」を歴史的に検証し、差別と偏見、支配と暴力の構造を明らかに 冊子版 978-4-00-025579-0 2018.10
松島泰勝
（まつしま・やすかつ）
著
岩波書店

する。民族の自己決定権行使としての遺骨返還運動の意義も論じる。

*1031340498*
よい移民 現代イギリスを生きる21人の物語

政治

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎316.833 件名◎人種問題 ■ヨ
21世紀のイギリス社会で「有色の人間」であるとはどういうことなのか。イギリス 326p
で生まれた移民2世・3世の著名なクリエイター21人が、自己存在の意味や葛藤、 冊子版 978-4-422-36011-9 2019.08

ニケシュ・シュクラ編
創元社

栢木清吾
（かやのき・せいご）
訳

社会の偏見などを繊細かつ巧みに表現する。

DL不可 EPUB

*1031325331*
「ヘイト」の時代のアメリカ史 人種・民族・国籍を考える

政治

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎316.853 件名◎民族問題－アメリ
アメリカを「人種・民族・国籍・ジェンダー」の観点から論じた、日本を問い直す カ合衆国 ■ヘ 292p
ためのアメリカ史研究。「先住民族の大地」「アメリカ難民政策の問題点」 等の 冊子版 978-4-7791-2292-7 2017.02
兼子歩
（かねこ・あゆむ）
編
彩流社

貴堂嘉之
（きどう・よしゆき）
編

論考を収録。各章末に読書案内、ディスカッションのポイントも掲載。

*1031980203*
「ヘイト」の時代のアメリカ史 人種・民族・国籍を考える

政治

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎316.853 件名◎民族問題－アメリ
アメリカを「人種・民族・国籍・ジェンダー」の観点から論じた、日本を問い直す カ合衆国 ■ヘ 292p
ためのアメリカ史研究。「先住民族の大地」「アメリカ難民政策の問題点」 等の 冊子版 978-4-7791-2292-7 2017.02
兼子歩
（かねこ・あゆむ）
編
彩流社

貴堂嘉之
（きどう・よしゆき）
編

論考を収録。各章末に読書案内、ディスカッションのポイントも掲載。

DL不可 EPUB

*1031980212*
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

政治

同時アクセス1 20,790円 + 税
同時アクセス3 31,240円 + 税
分類◎316.853 件名◎人種問題－歴史
スア 551,45p
アメリカ・センサスはマイノリティをどのように調査し、管理し、監視し、それが如 冊子版 978-4-326-20059-7 2020.01
菅
（七戸）
美弥
（すが・みや）
著
勁草書房

何なる排斥につながったのか。センサスの記録と日本側査証史料等の相互参照に
より、「ホワイトネス」への包摂と排除の歴史を繙く。
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*1031533223*

アメリカ黒人と北部産業 ―戦間期における人種意識の形
成―【スマホ・読上】
（※）
樋口 映美
彩流社

南部から北部産業都市への人口移動、黒人ゲトーの拡大、北部産業都市の黒人
指導者と企業経営者の交錯などを通して後の公民権運動に引き継がれる人種意識
形成のプロセスを実証する。“ 差別される黒人 ”という従来の史観を越えて、黒人
のアイデンティティ問題に迫る社会史。

オーストラリア多文化社会論

移民・難民・先住民族との共生をめざして

政治
同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-448-4

1997

DL不可 EPUB

*1031272500*
政治

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
関根政美
（せきね・まさみ）
編著 塩原良和
（しおばら・よしかず）
編著
分類◎316.871 件名◎民族問題－オース
法律文化社
トラリア ■オ 304p
オーストラリアの歴史と現状をふまえ、移民・難民・先住民族との共生を包括的に 冊子版 978-4-589-04053-4 2020.02

論じた書。新自由主義の下での政策の見直しを批判的に検証し、急速に多文化
社会化する日本に示唆を与える。

ユダヤ世界に魅せられて 増補新版
広瀬佳司
（ひろせ・よしじ）
著
彩流社

独自の規律や風習にのっとり生きるユダヤの人々。イディッシュ語に導かれ、その
世界に足を踏み入れた文学研究者が、ユニークな文化と人々の素顔を紹介する。
「2019年ロサンゼルス講演」等を加えた増補新版。

*1031959571*
政治
同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎316.88 件名◎ユダヤ人 ヒユ
307p
冊子版 978-4-7791-2661-1 2020.03

*1031980185*
日章旗のもとでユダヤ人はいかに生き延びたか
ユダヤ人から見た日本のユダヤ政策

政治

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎316.88 件名◎ユダヤ人 メニ
336,60p
なぜ日本政府と日本軍は ユダヤ 人迫害政策を採用しなかったのか。1930年代と 冊子版 978-4-585-22260-6 2020.02
メロン・メッツィーニ著
勉誠出版

水内龍太
（みずうち・りゅうた）
訳

1940年代の日本統治下におけるユダヤ人の体験と、日本の対 ユダヤ人政策を、
ユダヤ人の視点で追跡する。

官僚制の思想史 近現代日本社会の断面
中野目徹
（なかのめ・とおる）
編
吉川弘文館

日本社会を形作ったひとつの編成原理、官僚制。その職務に従事する官吏の意識
や専門知、官界内外で議論された彼らの行動規範を追究し、官僚制がもつ思想的
な側面をさまざまな観点から分析する。

*1031670257*
政治
同時アクセス1 14,300円 + 税
同時アクセス3 21,450円 + 税
分類◎ 件名◎官僚制 ■カ 318,9p
冊子版 978-4-642-03893-5 2020.06

*1031873776*
官僚はなぜ規制したがるのか レッド・テープの理由と実態

政治

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎317.1 件名◎行政学 カカ 115p
誰からも嫌われる「官僚主義」はどこから来るのか。解決策はどこにあるのか。こ 冊子版 978-4-326-30245-1 2015.12

ハーバート・カウフマン著
勁草書房

今村都南雄
（いまむら・つなお）
訳

の問題に正面から挑んだ古典的名著を完訳。煩わしいレッド・テープの原因は私た
ちにあり、官僚制の病理を直す万能薬など存在しないことを訴える。

*1032356301*
行政学 Public Administration 新版

政治

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎ 件名◎行政学 マギ 639p
「理論と日本行政」「国家行政」「地方行政」の3部構成で、明快な制度記述と 冊子版 978-4-641-14935-9 2020.06
真渕勝
（まぶち・まさる）
著
有斐閣

具体的な実態分析を試みた、行政学の体系的テキスト。近年の制度改革の成果
や行政学研究の進展をふまえて、全体を見直した新版。

DL不可

*1032310325*
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公務員制 〈行政学叢書 11〉

政治

同時アクセス1 4,785円 + 税
同時アクセス3 13,398円 + 税
分類◎317.3 件名◎公務員 ニコ
政府職員の地位・能力・役割・行動・処遇・規律などを枠づける公式・非公式の 232,8p
政治行政システムである公務員制。その特徴と傾向、天下りや民主的統制といっ 冊子版 978-4-13-034241-4 2018.04
西尾隆
（にしお・たかし）
著
東京大学出版会

た課題、および改革のゆくえを、近現代日本の行政史の中で考える。

*1031224176*
国家公務員の中途採用 日英韓の人的資源管理システム
小田勇樹
（おだ・ゆうき）
著
慶應義塾大学出版会

日本を含め各国で導入が進んでいる、民間出身者の国家公務員への中途採用。
独自に収集した海外の職歴データを基に、キャリアパスの実態や組織業績への影
響を分析。民間任用者の有効活用策を国際比較から探る。

政治
同時アクセス1 20,020円 + 税
同時アクセス3 30,030円 + 税
分類◎317.33 件名◎国家公務員 オコ
266p
冊子版 978-4-7664-2632-8 2019.10

*1031137209*
マイナンバー法と情報セキュリティ

My Number Law and Information Security

政治

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎317.6 件名◎共通番号法 ウマ
254p
マイナンバー法について、特定個人情報保護評価を始め、多面的に検討するとと 冊子版 978-4-641-22781-1 2020.02
宇賀克也
（うが・かつや）
著
有斐閣

もに、サイバーセキュリティ基本法、衛星リモートセンシング法についても検討を行
う。2013～17年に発表した論文全9編を収録。

情報公開・オープンデータ・公文書管理 Information

*1031616243*
政治

Disclosure,Open Data and Management of Public Documents

同時アクセス1 17,490円 + 税
同時アクセス3 23,320円 + 税
宇賀克也
（うが・かつや）
著
分類◎317.6 件名◎情報公開法 ウジ
有斐閣
388p
情報公開の国際的動向、請求対象の捉え方、地質地盤情報の共有化と公開、オー 冊子版 978-4-641-22779-8 2019.11

プンデータ政策の展望と課題、行政による食品安全に関する情報提供と国の責任
…。情報法の各法制度の理念と実践を追い、多様な問題を論じた論文集。

政策はなぜ検証できないのか 政策評価制度の研究

*1031434032*
政治

同時アクセス1 14,410円 + 税
同時アクセス3 21,670円 + 税
分類◎ 件名◎政策評価 ニセ 224p
政策評価制度の本質的問題は何か ? 評価をする側の行政職員がどのような意図を 冊子版 978-4-326-30291-8 2020.06
西出順郎
（にしで・じゅんろう）
著
勁草書房

持ち、それがどのような評価結果に至るのかを実証的に解明。制度の運用を決める
要因を提示し、評価がゆがんでいく構造を浮き彫りにする。

*1031873786*
番号を創る権力 日本における番号制度の成立と展開

政治

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 18,975円 + 税
分類◎317.6 件名◎行政－データ処理
日本において国民番号制度が挫折を繰り返してきたのはなぜか。日本の国民番号 ナバ 225p
制度を、韓国やアメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデンなど他国と比較し、その 冊子版 978-4-13-036271-9 2019.03
羅芝賢
（な・じひょん）
著
東京大学出版会

発展過程を考察する。

*1031224177*
犯罪捜査のためのテキストマイニング

文章の指紋を探り, サイバー犯罪に挑む計量的文体分析の手法

財津亘
（ざいつ・わたる）
著
共立出版

金明哲
（きん・めいてつ）
監修

テキストマイニングの基礎知識から、犯罪者プロファイリングを想定した性別・年
齢層の推定、犯罪捜査に適応する可能性まで、近年の国内外のテキストマイニン
グ法を用いた法科学に関連する研究の成果を、平易にまとめる。

16

政治
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎317.75 件名◎犯罪捜査 ザハ
223p
冊子版 978-4-320-12442-4 2019.01

*1031670312*

指定管理者制度問題解決 ハンドブック
宮脇淳
（みやわき・あつし）
編著
東洋経済新報社

井口寛司
（いぐち・ひろし）
著

指定管理者制度を活用する上で、地方公共団体と民間企業等の間の信頼関係の
構築は欠かせない。地公体の権限、両者の業務の切り分け、リスク対応など、官
民が留意すべき実務上の要点を徹底解説する。

政治
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎318 件名◎指定管理者制度 ミシ
223p
冊子版 978-4-492-21239-4 2019.10

*1031137215*
地域政策学事典

政治

増田正
（ますだ・ただし）
編著
勁草書房

友岡邦之
（ともおか・くにゆき）
編著

「地域政策学とは何か」という問いを初学者にも分かりやすく解説。地域政策学の
骨格である「基本政策」、必須キーワード「基礎知識」、分野別に整理された「個
別領域」により、学問を体系的に示す。

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,410円 + 税
分類◎ R318.036 件名◎地方行政－便
覧 ■チ 293p
冊子版 978-4-326-30200-0 2011.08

*1032356304*
東京事務所の政治学 都道府県からみた中央地方関係
大谷基道
（おおたに・もとみち）
著
勁草書房

全47都道府県が中央省庁との連絡調整のため「東京事務所」を設置している。
東京事務所はなぜ残り続けるのか ? その実態をアンケートやインタビューで調査し、
中央地方関係の変遷と実像に新たな光を当てる。

政治
同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎318.2 件名◎地方行政 オト 247p
冊子版 978-4-326-30282-6 2019.10

*1031274394*
地方議会改革の進め方
木下健
（きのした・けん）
著
八千代出版

加藤洋平
（かとう・ようへい）
著

地方議会は「住民のため」の存在でなければならないが、そのように受け止められ
ていない実態がある。市区町村議会の改革を検証し、その結果を踏まえ、これか
らの改革の進め方を提示する。

政治
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,450円 + 税
分類◎318.4 件名◎地方議会 キチ
176p
冊子版 978-4-8429-1760-3 2020.01

*1032413810*
AI×地方創生 データで読み解く地方の未来
広井良典
（ひろい・よしのり）
著
東洋経済新報社

須藤一磨
（すとう・かずま）
著

「地方創生」と「AI（人工知能）」という二者を結びつけて、人口減少と高齢化
が着実に進行していく現在そして未来の日本における、様々な社会問題の解決に寄
与する新しいアプローチを提案する。

政治
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎318.6 件名◎地域開発 ■エ
156p
冊子版 978-4-492-39651-3 2020.03

*1031579403*
持続可能なまちづくり データで見る豊かさ

政治

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎318.6 件名◎地域開発 ■ジ
GDP 等の経済指標では測れない豊かさ、持続可能性を計測できる「新国富指標」。 255p
その実用例を自治体ランキングとともに紹介し、社会課題を解決するソーシャル・ア 冊子版 978-4-502-29151-7 2019.06
馬奈木俊介
（まなぎ・しゅんすけ）
著 中村寛樹
（なかむら・ひろき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

ントレプレナーシップを論じる。

*1031274402*
地方創生2.0 強い経済を牽引する「ローカルハブ」のつくり方
神尾文彦
（かみお・ふみひこ）
著
東洋経済新報社

松林一裕
（まつばやし・かずひろ）
著

地方創生の鍵を握るローカルハブ。地方にありながら世界中とつながる機能を有す
る都市、ローカルハブの必要性を説き、ローカルハブ再生のステップと7つの処方
箋を提示。サステイナブルな地方創生に向けての課題を読み解く。

政治
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎318.6 件名◎地域開発 カチ
211p
冊子版 978-4-492-21224-0 2016.11

*1030884593*
17

地方創生の総合政策論 “DWCM” 地域の人々の幸せを高めるた

政治

めの仕組み、ルール、マネジメント 〈淑徳大学研究叢書 33〉

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,410円 + 税
矢尾板俊平
（やおいた・しゅんぺい）
著
分類◎318.6 件名◎地域開発 ヤチ
勁草書房
206p
地域創生を失敗させないために必要なこととは? 地方創生を「経済政策」「人口と 冊子版 978-4-326-50436-7 2017.03

都市政策」「地域づくり」の3つの視点から考え、居住者が幸せを感じられるような
地域を作るための仕組みとマネジメントについて解説する。

地方創生大全

*1032356295*
政治

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎318.6 件名◎地域開発 キチ
ネタの選び方、モノの使い方、ヒトのとらえ方…。5つの視点で、地方は劇的にお 302p
もしろくなる! 地方が生き残るための28の知恵を伝授。まちの「危険度チェックシート」 冊子版 978-4-492-21225-7 2016.10
木下斉
（きのした・ひとし）
著
東洋経済新報社

付き。『東洋経済オンライン』連載に加筆し書籍化。

*1030884602*
都市のリスクとマネジメント 〈リスク工学シリーズ 9〉
糸井川栄一
（いといがわ・えいいち）
編著
コロナ 社

村尾修
（むらお・おさむ）
ほか共著

都市域において平常時ならびに災害時に発生するリスク問題を、さまざまな具体的
事例によって解説し、分析した結果を紹介するとともに、リスクを低減させるマネジ
メントを提示する。

政治
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎318.7 件名◎都市行政 イト 193p
冊子版 978-4-339-07929-6 2013.12

*1031840318*
首都改造 東京の再開発と都市政治

〈歴史文化ライブラリー 500〉
源川真希
（みながわ・まさき）
著
吉川弘文館

2つのオリンピックの間で東京はどう変わってきたか。都知事のキャラクター、経済
と不動産、世界都市化、行政とディベロッパーとの連携から、東京の変貌を浮き彫
りにする。

南部メキシコの内発的発展とNGO 補訂版
北野収
（きたの・しゅう）
著
勁草書房

運動としての内発的発展論（ポスト開発論）の見地から、メキシコ南部のオアハ
カ州における市民社会および社会運動について、人と組織という視点でアプローチ
する。一部を削除・圧縮し、結論部に加筆した補訂版。

政治
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎318.736 件名◎東京都－政治・
行政 ミシ 216p
冊子版 978-4-642-05900-8 2020.05

*1031814488*
政治
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎318.956 件名◎地域開発 キナ
322p
冊子版 978-4-326-60323-7 2019.11

*1031340503*
グローバル・コモンズのための国際関係論

International Relations for the Global Commons

森彰夫
（もり・あきお）
著
彩流社

持続不可能な天文学的な格差拡大が、GAFAなどのデジタル・プラットフォーマー
によってもたらされている。コモンズを独占する民間企業や、政府の強大な権力に
よる「コモンズの悲劇」を克服するための国際関係を論じる。

国境を越える危機・外交と制度による対応

アジア太平洋と中東 〈危機対応学〉
東大社研編 保城広至
（ほしろ・ひろゆき）
編
東京大学出版会

国際危機はなぜ起こり、どのような社会的帰結をもたらすのか。そして、それはどう
したら予防できるのか。アジア太平洋と中東を主な対象とし、国境を越える政治的
危機と経済危機について、3つの視点から分析する。
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政治
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎319 件名◎国際政治 モグ 306p
冊子版 978-4-7791-2684-0 2020.04

*1031980186*
政治
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 23,925円 + 税
分類◎ 件名◎国際政治 ■コ 326,7p
冊子版 978-4-13-030218-0 2020.06

*1031814470*

国際関係から学ぶゲーム理論 国際協力を実現するために
岡田章
（おかだ・あきら）
著
有斐閣

国際紛争や国際協力の多くの題材を用いてゲーム理論を学習するための入門書。
初学者向けに基本概念と例の説明を多くする。国際協力に関わるさまざまな人間・
国家の行動と社会現象のメカニズムを、ゲーム理論から解き明かす。

政治
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
分類◎319 件名◎国際政治 オコ 224p
冊子版 978-4-641-16564-9 2020.04

*1031983390*
国際行政の新展開 国連・EUとSDGs のグローバル・ガバナンス

政治

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎ 件名◎国際政治 フコ 237p
国連システムとEUという国際機構の制度と組織、国際行政資源の調達と管理に 冊子版 978-4-589-04094-7 2020.08
福田耕治
（ふくだ・こうじ）
著
法律文化社

坂根徹
（さかね・とおる）
著

ついて解説。先端的なSDGs のグローバルガバナンスにおける国際行政活動と国
際公共政策の具体例も紹介し、各政策分野の喫緊の課題を論じる。

*1032413725*
「経済大国」
日本の外交 エネルギー資源外交の形成1967～
1974年 〈叢書21世紀の国際環境と日本 005〉

白鳥潤一郎
（しらとり・じゅんいちろう）
著
千倉書房

資源小国日本が選択した「先進国間協調」の実像とは。戦後処理を終え、高度
成長と共に国際社会への復帰を進める日本を襲った石油危機。「経済大国」とし
ての責任を求められることになった日本が展開した外交戦略の全容を描く。

芦田均と日本外交 連盟外交から日米同盟へ
矢嶋光
（やじま・あきら）
著
吉川弘文館

戦後、吉田茂の軽武装論に対立し、再軍備論を唱えた芦田均。外交官時代の経
験からいかなる国際政治観を形成したのか。芦田の政治的足跡を辿ることで再軍
備論を内在的に分析し、戦後日本の外交路線の形成と対立の諸相を考察。

政治
同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 18,700円 + 税
分類◎319.1 件名◎日本－対外関係－歴
史 シケ 410p
冊子版 978-4-8051-1067-6 2015.08

*1031115490*
政治
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎319.1 件名◎日本－対外関係－歴
史 ヤア 318,8p
冊子版 978-4-642-03890-4 2019.12

*1031340536*
国際関係理論と日本外交史 「分断」を乗り越えられるか

政治

同時アクセス1 15,950円 + 税
同時アクセス3 23,980円 + 税
分類◎319.1 件名◎日本－対外関係－歴
日本外交を舞台にフロンティアを切り拓き、国際政治学の次の進化をめざす一冊。 史 ■コ 343p
長らく断絶してきた国際関係理論と外交史の研究を交錯させ、新たな日本外交論を 冊子版 978-4-326-30285-7 2020.02
大矢根聡
（おおやね・さとし）
編
勁草書房

浮かび上がらせる。

*1031533219*
松岡外交 日米開戦をめぐる国内要因と国際関係
服部聡
（はっとり・さとし）
著
千倉書房

異端の外相・松岡洋右は熾烈な外交戦に如何に挑んだのか。大東亜共栄圏の確
立を狙って松岡が目論んだ外交戦略とは。アメリカ国立公文書館所蔵の暗号解読
史料を用いて、松岡外交像を再構成する。

政治
同時アクセス1 15,620円 + 税
同時アクセス3 23,430円 + 税
分類◎319.1 件名◎日本－対外関係－歴
史 ハマ 448p
冊子版 978-4-8051-1007-2 2012.12

*1031115492*
人口・資源・領土 近代日本の外交思想と国際政治学
〈叢書21世紀の国際環境と日本 004〉
春名展生
（はるな・のぶお）
著
千倉書房

ダーウィンの進化論を通じて人口・資源・領土の均衡を保つ難しさに不安を募らせ、
そこから地政学へと思索をめぐらせた日本の近代知識人を取り上げ、その展開と、
そこから国際政治学が分化する経緯について詳細に考察する。

政治
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎319.1 件名◎日本－対外関係－歴
史 ハジ 330p
冊子版 978-4-8051-1066-9 2015.08

*1031115489*
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日本安全保障史事典 トピックス1945-2017

政治

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 83,160円 + 税
分類◎ R319.1 件名◎日本－対外関係－
1945年から2017年までの日本の安全保障に関する出来事2932件を年月日順に掲載 歴史－年表 ■ニ 448p
した記録事典。政府の国防政策、自衛隊の活動、近隣国の動向など幅広いテー 冊子版 978-4-8169-2723-2 2018.06
日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

マを収録。分野別及び事項名索引付き。

*1032442121*
日本外交史講義 新版 〈岩波テキストブックス〉

政治

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 26,730円 + 税
分類◎319.1 件名◎日本－対外関係－歴
160年前の開国から現在まで、日本はいくつもの選択肢の中で、国内政治と相互に 史 イニ 274p
影響しあいながら、ある外交政策を実行してきた。なぜ、その選択がなされ、今が 冊子版 978-4-00-028911-5 2014.03
井上寿一
（いのうえ・としかず）
著
岩波書店

あるのか。日本外交の軌跡を検証し、あるべき外交の姿を示す。

*1031004528*
日本国際交流史事典 ―トピックス1853-2008―
日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

黒船来航以来の日本と外国の国際交流に関する出来事を年月日順に一望できる記
録事典。外交、戦争・紛争、貿易、文化交流、著名人の来日、オリンピックなど
各分野の主要なトピックス7,713件を収録。
「国別索引」
「分野別索引」
「人名索引」
付き。

あの時、ぼくらは13歳だった 誰も知らない日韓友好史

政治
同時アクセス1 47,300円 + 税
同時アクセス3 85,140円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-2155-1

2009

*1032442128*
政治

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎319.1021 件名◎日本－対外関係
日本の植民地時代、ふたりの少年はともに朝鮮の公立中学に通い、学んだ－。ひと －韓国－歴史 サア 239p
りはテレビ制作者の寒河江正、もうひとりは天文学者の羅逸星。41年ぶりに再会し 冊子版 978-4-487-80604-1 2011.09
寒河江正
（さかえ・ただし）
著
東京書籍

羅逸星
（な・いるそん）
著

た彼らが、当時経験した近代日韓関係を語る。

DL不可 EPUB

*1032267598*
戦後最悪の日韓関係 その責任は安倍政権にある

政治

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎319.1021 件名◎日本－対外関係
2018年10月、韓国政府が日韓 GSOMIAを終了させる決定を日本政府に通告。戦 －韓国 フセ 203p
後最悪の日韓関係に至った顚末と原因はなにか。日本政府を厳しく批判し、関係 冊子版 978-4-7803-1071-9 2020.01

深草徹
（ふかくさ・とおる）
著
かもがわ出版

悪化をどのように克服するかを考える。

*1031843675*
日韓が和解する日 両国が共に歩める道がある

政治

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎319.1021 件名◎日本－対外関係
日韓関係はこのままずるずると悪化を続けるのか。それともいつの日か、和解する時 －韓国 マニ 189p
は来るのか。日韓の主張の断絶を読み解き、安倍晋三首相にも文在寅大統領にも 冊子版 978-4-7803-1059-7 2019.11
松竹伸幸
（まつたけ・のぶゆき）
著
かもがわ出版

受け入れ可能な解決策を提示する。

*1031657028*
東南アジアから見た近現代日本

「南進」
・占領・脱植民地化をめぐる歴史認識

政治

同時アクセス1 22,440円 + 税
同時アクセス3 67,320円 + 税
分類◎319.1023 件名◎日本－対外関係
－東南アジア－歴史 ゴト 363,6p
日本では、支配・被支配の過去はどう歴史化されているのか。「南進」「占領」「独 冊子版 978-4-00-025842-5 2012.05
後藤乾一
（ごとう・けんいち）
著
岩波書店

立と脱植民地化」をキーワードに、日本と東南アジアのあいだの戦前・戦中・戦
後関係史を辿り、未決着の歴史認識問題に一石を投じる。
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*1031004519*

カナダと日本 ―21世紀への架橋―
ジョン・アルフレッド・シュルツ
彩流社

多元主義国家カナダと国際化にゆらぐ日本……極端に非対称的な両国には百余年
の “ 知られざる交流 ” があった。環太平洋国家として経済的・文化的つながりを強
める二国間交流の諸相 ( 移民、宣教師、太平洋戦争、政治・経済等 )を描く労作。
日本・カナダ関係史研究の基本図書。。

近代 ユーラシア外交史論集 日露独中の接近と抗争

政治
同時アクセス1 12,493円 + 税
同時アクセス3 18,740円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-206-0

1991

*1031980176*
政治

同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎319.2 件名◎アジア－対外関係
後藤新平の外交構想とユーラシア、日独伊三国同盟、日ソ中立条約と独ソ開戦、 －歴史 ミキ 352p
共産主義国家ソ連の崩壊…。ユーラシア大陸の東西で繰り広げられた熾烈な外 冊子版 978-4-8051-1063-8 2015.10

三宅正樹
（みやけ・まさき）
著
千倉書房

交戦のダイナミズムを、半世紀に及ぶ研究をもとに明らかにする。

*1031115491*
幻の新秩序とアジア太平洋 ―第二次世界大戦期の米中
同盟の軋轢―
馬 , 暁華
彩流社

西欧のアジア侵出にはじまる「近代国際関係＝不平等条約体制」の崩壊と再編
過程を、第二次世界大戦期の国際関係、とりわけ米・中・日の三国間の「新秩序」
をめぐる政治的駆け引きと米国内における、いわゆる「排華法」撤廃の力学など、
国家・人種・民族関係の新しい視点と枠組みで立体的に検証する労作。

国際コミュニケーションとメディア 東アジアの諸相

政治
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-557-3

2000

*1032019527*
政治

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎319.2 件名◎国際文化交流 ■コ
国家と云う枠組みと国家を越えた枠組みにおいて、マス・メディアを介したコミュニケー 315p
ションがそれぞれの国、あるいは国の枠組みを超えた文化現象によってどのような影 冊子版 978-4-7620-2907-3 2019.03
山本賢二
（やまもと・けんじ）
編著
学文社

小川浩一
（おがわ・こういち）
編著

響を受けているのかを、直接、間接の視点から論じる。

*1030910478*
東アジアの重層的サブリージョンと新たな地域アーキテクチャ

政治

同時アクセス1 15,950円 + 税
同時アクセス3 23,980円 + 税
分類◎319.2 件名◎アジア
（東部）
－対
大図們江圏、環日本海圏、環黄海圏、環東シナ海圏…。東アジアで重層的に 外関係 ■ヒ 275p
展開するサブリージョン
（下位地域）に注目し、内部の実態を実証的に解明。サブリー 冊子版 978-4-326-30286-4 2020.02
多賀秀敏
（たが・ひでとし）
編著
勁草書房

五十嵐誠一
（いがらし・せいいち）
編著

ジョンが東アジアの地域秩序に与える影響を掘り起こす。

*1031670282*
冷戦後の東アジア秩序 秩序形成をめぐる各国の構想

政治

同時アクセス1 13,420円 + 税
同時アクセス3 20,130円 + 税
分類◎319.2 件名◎アジア
（東部）
－対
主要国は東アジアの国際秩序をどのように認識し、どんな秩序構想を立てたのか。 外関係 ■レ 303p
そして、その帰結はいかなるものだったのか。気鋭の執筆陣が冷戦後の軌跡を追い、 冊子版 978-4-326-30288-8 2020.03
佐橋亮
（さはし・りょう）
編
勁草書房

日本の役割と東アジアの将来を見極める。

*1031616128*
現代中国外交

政治

同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 30,690円 + 税
分類◎319.22 件名◎中国－対外関係
新興国から大国へと変貌した中国外交70年の軌跡をたどり、中国にとって重要な位 モゲ 316p
置を占める対日関係、対ロシア関係、対米関係を柱に外交の展開を解明・分析す 冊子版 978-4-00-061305-7 2018.12
毛里和子
（もうり・かずこ）
著
岩波書店

る。学習に役立つ文献ガイド、現代中国政治・外交略年表も収録。

*1031434047*
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一にして多のヨーロッパ 統合のゆくえを問う
宮島喬
（みやじま・たかし）
著
勁草書房

「国境なきヨーロッパの挑戦」は、どこまで進み、どんな壁にぶつかり、ゆくえにはど
んな困難や課題が待ち構えているのか。歴史の原点に立ち返り、過去と現在の緊
張関係の中で考える。

政治
同時アクセス1 9,790円 + 税
同時アクセス3 14,630円 + 税
分類◎319.3 件名◎ヨーロッパ統合 ミイ
291,12p
冊子版 978-4-326-65356-0 2010.11

*1030884581*
フランスと世界

政治

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎319.35 件名◎フランス－対外関
フランスの外交・政治と社会文化を解説したテキスト。第三共和制から現代までの 係－歴史 ■フ 260p
フランス外交史を概観したうえで、各国・地域との関係を読み解く。また、トピック 冊子版 978-4-589-04034-3 2019.11
渡邊啓貴
（わたなべ・ひろたか）
編著
法律文化社

上原良子
（うえはら・よしこ）
編著

別にフランスのスタンスを論じる。

*1031656998*
カナダ外交政策論の研究 ―トルドー期を中心に―
櫻田 , 大造
彩流社

特異な外交を展開するカナダ外交政策の本質を国際関係理論の枠組みで再構築
する労作。従来のパワー・イメージ・アプローチ（ミドル、スモール、プリンシパ
ルパワー論等）の弱点を補完した理論を提示するとともに、実際の事例の理論的
整合性と実証分析面での有用性を示し、外交政策理論・国際関係論の新たな地
平を切り拓く大著。

冷戦と
「アメリカの世紀」 アジアにおける「非公式帝国」の秩序形成

政治
同時アクセス1 21,780円 + 税
同時アクセス3 32,670円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-549-8

1999

*1032019523*
政治

同時アクセス1 21,120円 + 税
同時アクセス3 63,360円 + 税
分類◎319.5302 件名◎アメリカ合衆国
「リベラルなアメリカ」は何を目指していたのか。1945年から74年にかけてのアメ －対外関係－アジア－歴史 カレ 332p
リカの対外政策とアジア諸国の多様な対応から、冷戦秩序の形成と転換を描く。 冊子版 978-4-00-025667-4 2016.08
菅英輝
（かん・ひでき）
著
岩波書店

日本の対米協力の実態をも明らかにする、冷戦史研究の集大成。

*1031004518*
米国と戦後東アジア秩序 中国大国化構想の挫折

政治

同時アクセス1 14,190円 + 税
同時アクセス3 18,920円 + 税
分類◎319.53022 件名◎アメリカ合衆
第二次世界大戦後、中国大国化構想に挫折したアメリカは、日本をパートナーと 国－対外関係－中国 タベ 292p
する東アジア政策の基本路線を確立する。こうしたアメリカの東アジア政策の転 冊子版 978-4-641-14934-2 2019.12
高橋慶吉
（たかはし・けいきち）
著
有斐閣

換過程を、米国対外援助法の制定などを軸に検証する。

*1031533262*
米中激突で中国は敗退する 南シナ 海での習近平の誤算

政治

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎319.53022 件名◎アメリカ合衆
完全に追いつめられた中国の命運は ? 米中激突の背景と行方、人民解放軍の本 国－対外関係－中国 ハベ 207p
当の実力、南シナ海を舞台に水面下で起きていること、崩壊に向かう中国経済と 冊子版 978-4-492-44426-9 2016.02
長谷川慶太郎
（はせがわ・けいたろう）
著
東洋経済新報社

小原凡司
（おはら・ぼんじ）
著

人民解放軍などについて語る。

*1030884632*
米中新冷戦の幕開け アフター・シャープパワー
小原凡司
（おはら・ぼんじ）
著
東洋経済新報社

桑原響子
（くわはら・きょうこ）
著

中国の5G 技術の排除、出口の見えない米中貿易戦争、加速する米中の軍事力増
強…。米中覇権争いは軍事衝突へと発展するのか ? 複雑化する国際社会のなか
で、日本はどのように行動していくべきかを考察する。

政治
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎319.53022 件名◎アメリカ合衆
国－対外関係－中国 オベ 286p
冊子版 978-4-492-44455-9 2019.12

*1031340604*
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グアンタナモ アメリカ・キューバ関係にささった棘
渡邉優
（わたなべ・まさる）
著
彩流社

グアンタナモ米軍基地をめぐるアメリカ合衆国とキューバ共和国の関係について、
著者が3年余のキューバ赴任中に調査した成果。グアンタナモが両国関係の中で
どう扱われてきたかを振り返り、将来進展し得る方向を考察する。

政治
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎319.530591 件名◎アメリカ合衆
国－対外関係－キューバ－歴史 ワグ 256p
冊子版 978-4-7791-2655-0 2020.03
DL不可 EPUB

*1031579552*
SDGs 時代の平和学
佐渡友哲
（さどとも・てつ）
著
法律文化社

冷戦時代に誕生した平和学が、戦争や紛争の解明から貧困、飢餓、地球的諸問
題の解決にまで発展していく過程を踏まえながら、今日の SDGs 時代に果たすべき
役割を分析する。平和学の課題と展望も示す。

政治
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎319.8 件名◎平和 サエ 128p
冊子版 978-4-589-04045-9 2019.12

*1031760414*
アメリカ外交と核軍備競争の起源 ―1942－1946―
西岡 達裕
彩流社

冷戦の起源や原子爆弾の投下といった主題については、論文がいくつも書かれるほ
ど多くの議論がなされてきた。原爆の製造・投下、戦後の国際政治のなかで、さま
ざまな選択肢から「原爆外交」 へ傾斜するアメリカの政策過程を検証。米ソ核
軍拡はどのように始まったのか。今後の核管理への教訓と「核外交」の負の側面
をえぐる。

ガルトゥング平和学の基礎

政治
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-478-1

1999

*1031980145*
政治

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎319.8 件名◎平和 ガガ 188p
現代平和学の方法の開発におけるパイオニアであり、世界の平和運動のリーダー 冊子版 978-4-589-04027-5 2019.09

ヨハン・ガルトゥング著
法律文化社

藤田明史
（ふじた・あきふみ）
編訳

としても知られる、ヨハン・ガルトゥングの代表的な論文・エッセイを集成。ガルトゥ
ング平和学の進化・深化のダイナミックな過程の断面を示す。

*1031458213*
ナガサキ 核戦争後の人生

政治

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎319.8 件名◎原子爆弾－被害 サ
原子雲真下のあの日から、苦難とともに生きのびた戦後まで、当時10代の若者達だっ ナ 449,7p
た長崎被爆者の人生を、聞き書きや医師らの証言などをもとに描く。被爆者の側に 冊子版 978-4-622-08818-9 2019.07

スーザン・サザード著
みすず書房

宇治川康江
（うじがわ・やすえ）
訳

徹底的に寄り添った、アメリカ人女性によるノンフィクション。

*1031274415*
越境する平和学 アジアにおける共生と和解
金敬黙
（きむ・ぎょんむく）
編著
法律文化社

現場から模索する平和学の新しい方法論、日本という空間の内なる越境と共生、
平和の主体となるアプローチ…。抜き差しならない現場から平和を問い直す。フォト
ジャーナリスト・安田菜津紀との対談も収録。

政治
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎319.8 件名◎平和 キエ 215p
冊子版 978-4-589-04031-2 2019.10

*1031629260*
核のある世界とこれからを考えるガイドブック 〈RECNA 叢書 5〉
中村桂子
（なかむら・けいこ）
著
法律文化社

長崎大学の教養教育科目「核兵器とは何か」から生まれた、核問題を多角的、
主体的に学ぶための本。
「もっと考えてみよう」等のコーナーを設け、
「核がない世界」
を創るための基礎的思考力が身につくよう工夫する。

政治
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎319.8 件名◎核兵器 ナカ 157p
冊子版 978-4-589-04076-3 2020.04

*1031959586*
23

核軍縮の現代史 北朝鮮・ウクライナ・イラン

政治

瀬川高央
（せがわ・たかお）
著
吉川弘文館

東西冷戦後、核軍縮が進んだ。現在までに行われた核軍縮と非核化交渉の過程
を辿り、安全保障上の利害を異にする国々がどのようにして核拡散の脅威を低減す
る合意を成立させてきたのかを明らかにする。

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎319.8 件名◎核兵器 セカ 249p
冊子版 978-4-642-08362-1 2019.11

*1031274384*
人はなぜ戦争をするのか

政治

戸田清
（とだ・きよし）
著
法律文化社

子どもたちから出てくる、「そもそも、なぜ大人は戦争をするのか」「なぜ原爆は投
下されたのか」という2つの疑問。それにどう応えるべきかについて、関連するテー
マとともに論じ、平和教育の方向性を考える。

同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎319.8 件名◎戦争 トヒ 66p
冊子版 978-4-589-04020-6 2019.07

*1031477117*
入門講義安全保障論

政治

宮岡勲
（みやおか・いさお）
著
慶應義塾大学出版会

欧米の政治思想や国際政治理論をベースにした安全保障論の入門書。国際環境
や日米の国家戦略、さらに核兵器から海洋、宇宙、サイバー空間までの現代の課
題を読みとく。各章末に文献案内も掲載。

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎ 件名◎安全保障 ミニ 235p
冊子版 978-4-7664-2679-3 2020.05

*1031873881*
平和のための安全保障論 軍事力の役割と限界を知る

政治

渡邊隆
（わたなべ・たかし）
著
かもがわ出版

元陸将で日本初の PKO 大隊長でもある著者の、現場での体験と模索が凝縮され
た講義録。戦争の起源からPKO、日米同盟、テロとの戦いまで、世界や我が国
の安全保障に関連するさまざまなことを取り上げる。

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎319.8 件名◎安全保障 ワヘ
302p
冊子版 978-4-7803-1063-4 2019.12

*1031657031*
平和学入門 1 平和を理解するための思考のドリル

政治

多賀秀敏
（たが・ひでとし）
著
勁草書房

「平和学」という学問体系の基礎的理解とともに、平和構築方法論を身につけるた
めのテキスト。1は、「平和学と国際関係論」「構造的暴力と積極的平和」「紛
争関連資料の集め方・読み方」など全13講を収録する。

同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎ 件名◎平和 タヘ 227p
冊子版 978-4-326-30289-5 2020.05
DL不可

*1031873789*
保護する責任 変容する主権と人道の国際規範

政治

同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎319.8 件名◎国際紛争 マホ
人命を救うための武力行使は許されるのか ? 深刻な人道危機が起こった時、国際 256p
社会では主権と人権をめぐる激しい論争が繰り広げられた。蹂躙された人々を救う 冊子版 978-4-326-30284-0 2020.01
政所大輔
（まどころ・だいすけ）
著
勁草書房

ための新たな規範が広がっていくさまを描き出す。

*1031434002*
問題演習基本七法

憲法 / 行政法 / 民法 / 商法 / 民事訴訟法 / 刑法 / 刑事訴訟法

法学教室編集室編
有斐閣

2019

『法学教室』2018年4月号～2019年3月号掲載の演習をまとめたもの。7分野（憲法・
行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法）
、各12問の実戦的な設問と、
詳しい解説などを収録。各分野の論点索引つき。
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法律
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎320 件名◎法律 ■モ 182p
冊子版 978-4-641-12613-8 2019.12
DL不可

*1031616156*

ライフステージと法 第8版 〈有斐閣アルマ Interest〉
副田隆重
（そえだ・たかしげ）
著
有斐閣

浜村彰
（はまむら・あきら）
著

恋愛、就職、結婚…。女性がライフステージごとに出会う様々な出来事を、法律
に照らしてQ＆A 方式でアドバイスする法学入門書。さまざまな分野において進行
しつつある重要な改革や動向をフォローした第8版。

法律
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎320.4 件名◎法律 ■ラ 314p
冊子版 978-4-641-22143-7 2020.04
DL不可

*1031983380*
子どもと法

法律

丹羽徹
（にわ・とおる）
編
法律文化社

「権利主体としての子ども」の位置付けを行い、家庭、学校、社会の各場面で子
どもが出会う法の具体的有り様を論じる。さらに、子どもの未来という視点から大人
の責任についても考える。

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎320.4 件名◎法律 ■コ 174p
冊子版 978-4-589-03786-2 2016.07

*1031064001*
法の世界へ 第8版 〈有斐閣アルマ Interest〉
池田真朗
（いけだ・まさお）
著
有斐閣

犬伏由子
（いぬぶし・ゆきこ）
著

就職、結婚、契約、事故といった日常のトラブルから法学の基本をわかりやすく解
説した、初めて法律を学ぶ人のためのテキスト。成年年齢についての民法改正等、
最新の判例や立法の動向を織り込むとともに全体を見直した第8版。

法律
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎320.4 件名◎法律 ■ホ 299p
冊子版 978-4-641-22163-5 2020.03
DL不可

*1031814480*
リーガル・リサーチ LEGAL RESEARCH 第5版

法律

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎320.7 件名◎法律学－研究法 ■
進化する法情報を、目的に沿って横断的かつ体系的に整理・解説し、必要な情報 リ 439p
へのアプローチを的確に示した「リーガル・リサーチ」のハンド・ブック。最新の 冊子版 978-4-535-52162-9 2016.04

いしかわまりこ著
日本評論社

藤井康子
（ふじい・やすこ）
著

デジタルコンテンツ、データベースの情報をフォロー。

DL不可 EPUB

*1032295356*
リーガル・リサーチ＆リポート 法学部の学び方 第2版

法律

同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎320.7 件名◎法律学 ■リ 240p
法律学習におけるレジュメの書き方やディスカッションの注意点、ゼミ等での法律ディ 冊子版 978-4-641-12611-4 2019.12
田高寛貴
（ただか・ひろたか）
著
有斐閣

原田昌和
（はらだ・まさかず）
著

ベートの実施のしかたなどを解説。法令情報や判例情報、文献情報の調査方法な
ども詳しく紹介する。

DL不可

*1031533254*
法を学ぶ人のための文章作法

Writing Strategies for Those Studying Law
井田良
（いだ・まこと）
著
有斐閣

第2版

佐渡島紗織
（さどしま・さおり）
著

法律分野と国語教育分野の研究者がタッグを組み、法律家の文章に求められるも
のや、法的文章の形式的条件、基礎となる日本語の文章作法を丁寧に解説。練
習問題も収録する。

法学テキストの読み方

法律
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎320.7 件名◎法律学 ■ホ 216p
冊子版 978-4-641-12612-1 2019.12
DL不可

*1031616157*
法律

同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎320.7 件名◎法律学 オホ 114p
大学のテキストは高校までの教科書とどこが違うのですか ? テキストはどこで買えま 冊子版 978-4-641-12616-9 2020.04
大橋洋一
（おおはし・よういち）
著
有斐閣

すか ? 法律学習でのテキストの必要性、選び方・読み方から発展学習まで。法
律学の学び方を30の質問に答える形でガイドする。

DL不可

*1031814479*
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法律文書作成の基本 Legal Reasoning and Legal Writing
第2版

田中豊
（たなか・ゆたか）
著
日本評論社

相談過程の文書、訴状、答弁書、判決書、契約書といった法律文書の「書き方」
を学ぶためのテキスト。演習問題を多数収録し、実際の事件における文書例も収
録する。平成29年債権法改正を反映して大改訂した第2版。

アメリカから見た日本法

An American Perspective on Japanese Law

J. マーク・ラムザイヤー著
有斐閣

長谷部恭男
（はせべ・やすお）
著

砂川事件、三菱樹脂事件…。日本の重要判例について、ラムザイヤー教授が英
語で事案・判旨・解説・見解を示したのち、それぞれの判例につき各分野の研究
における第一人者による日本語のコメントを掲載する。

アソシエイト法学 第2版
大橋憲広
（おおはし・のりひろ）
著
法律文化社

後藤光男
（ごとう・みつお）
著

憲法・民法・刑法の骨格的構造を理解できる初学者向けのテキスト。具体例を示
しながら基礎的知識を解説し、あらゆる法律に共通する法律用語や法律の条文の
読み方、裁判所と法律家の実際も紹介する。民法改正に対応した第2版。

法律
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎320.7 件名◎法律 タホ 479p
冊子版 978-4-535-52384-5 2019.08

*1031927342*
法律
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎320.981 件名◎判例集 ■ア
313p
冊子版 978-4-641-12591-9 2019.10
DL不可

*1031533253*
法律
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎321 件名◎法律学 ■ア 262p
冊子版 978-4-589-04056-5 2020.04

*1031656994*
はじめての法律学 HとJ の物語 第6版

〈有斐閣アルマ Basic〉
松井茂記
（まつい・しげのり）
著
有斐閣

松宮孝明
（まつみや・たかあき）
著

ごく普通の大学生、HとJ が遭遇した「一瞬のできごと」から始まる物語を通して、
法律の世界を見ていこう。私たちの生活を支える法律の枠組みをわかりやすく解説
する。民法改正、成人年齢改正などを採り入れた第6版。

現代実定法入門 人と法と社会をつなぐ 第2版

法律
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎321 件名◎法律学 ■ ハ 283p
冊子版 978-4-641-22160-4 2020.03
DL不可

*1031873758*
法律

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎321 件名◎法律学 ハゲ 299p
法の世界の全体像が見える、学生と社会人のための法学入門。条文の背景にあ 冊子版 978-4-335-35823-4 2020.03
原田大樹
（はらだ・ひろき）
著
弘文堂

る各法分野に共通の基本的な考え方をわかりやすく解説。図表やイラスト、コラム、
発展学習、文献案内などが満載。重要な法改正を盛り込んだ第2版。

DL不可

*1031670242*
日本の法学とマルクス主義

21世紀の社会編成理論の構築をめざして

大島和夫
（おおしま・かずお）
著
法律文化社

マルクスとエンゲルスによる法と経済についての叙述を確認するとともに、戦前から
現在までのマルクス主義法学と呼ばれた学問の流れを概観。マルクス主義法学
が現代の市民社会へどのような示唆を与えるかについて考察する。

法と経済学の基礎と展開 民事法を中心に
細江守紀
（ほそえ・もりき）
編著
勁草書房

経済学と法学の共同作業として法および法政策の研究を行う学際領域「法と経済
学」の基礎と応用を学ぶテキスト。日本民法を素材とした基礎分析、契約法と消
費者契約法、不法行為法と民事訴訟の現代的課題、競争政策等を扱う。

法律
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎321 件名◎法律学 オニ 350p
冊子版 978-4-589-04044-2 2019.12

*1031760417*
法律
同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎321 件名◎法律学 ホホ 356p
冊子版 978-4-326-50470-1 2020.04

*1031983403*
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法学 ナビ 16の物語から考える

法律

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 8,360円 + 税
分類◎321 件名◎法律学 ワホ 139p
大学生を対象とした法学入門書。法学の主要領域を「法学トリセツ」「憲法ナビ」 冊子版 978-4-7628-3020-4 2018.05
渡邊博己
（わたなべ・ひろみ）
著
北大路書房

右近潤一
（うこん・じゅんいち）
著

「民事法ナビ」「刑事法ナビ」「法と法学の未来」に分け、16の身近なテーマか
ら“ 法にかかわる基礎知識と問題群のいまと未来 ”を考える。

*1031574985*
法学への招待 社会生活と法 第2版

法律

同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎321 件名◎法律学 タホ 265p
これから法専門科目を学ぼうとする人を対象とした法学入門テキスト。法専門科目 冊子版 978-4-589-04058-9 2020.02
高橋明弘
（たかはし・あきひろ）
著
法律文化社

に共通する知識を提示したうえで、現代的問題や課題をとりあげ、各法の特徴を解
説する。民法の改正等に対応。

*1031959585*
正義論 ベーシックスからフロンティアまで

法律

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎321.1 件名◎正義 ■セ 277p
古典的学説・学派から最近の論点まで、正義論の基本をわかりやすく説明したうえで、 冊子版 978-4-589-04028-2 2019.10
宇佐美誠
（うさみ・まこと）
著
法律文化社

児玉聡
（こだま・さとし）
著

貧困・格差や環境破壊などに正義論がどのように応用されうるかを論じる。架空例・
コラムも交え、哲学的思考を鍛える豊富な素材を提供する。

*1031959577*
法の支配と遵法責務

The Rule of Law and the Duty to Obey the Law

那須耕介
（なす・こうすけ）
著
勁草書房

法の一般理論である法概念論との高い類縁性という特徴のもと、学位論文「法の
支配を支えるもの」を中心に論考群をまとめる。個人と社会と国家の関係をめぐる思
考を通じて「法とは何か」を多角的に問い直す。

社会の音響学 ルーマン派システム論から法現象を見る
毛利康俊
（もうり・やすとし）
著
勁草書房

ドイツの社会理論家、ニクラス・ルーマンの理論を法現象の分析に応用する試み。
ルーマン理論の概要とその前提、ルーマン派システム論の方法の実施例、全体
社会レベルでの機能分析について述べる。

法律
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎ 件名◎法の支配 ナホ 255,3p
冊子版 978-4-326-40380-6 2020.07

*1032310340*
法律
同時アクセス1 13,420円 + 税
同時アクセス3 20,130円 + 税
分類◎321.3 件名◎法社会学 モシ
328,27p
冊子版 978-4-326-60262-9 2014.01

*1032356309*
法と経済の心理学 2 トラブル 回避の心構え
立石孝夫
（たていし・たかお）
著
大学教育出版

「恒常性維持」から人の行動が生まれるという認識に立ち、その結果生ずるトラブ
ルを回避するためにどんな心構えが必要か、身近な例を上げて、法と経済と心理
の関係を論じる。恒常性維持機能を獲得するに至った経緯にも触れる。

法律
同時アクセス1 2,420円 + 税
同時アクセス3 4,840円 + 税
分類◎321.4 件名◎法心理学 タホ
197p
冊子版 978-4-88730-965-4 2010.04

*1031537738*
法と経済の心理学 3 快を求める人の行動
立石孝夫
（たていし・たかお）
著
大学教育出版

快（安心や満足）を求める人の性質（恒常性維持）は、法や経済にどのように作
用するのか。法や道徳などの規範、経済活動、商売、紛争解決などと人の心理
がどのように影響し合うかを分析する。

法律
同時アクセス1 2,420円 + 税
同時アクセス3 4,840円 + 税
分類◎321.4 件名◎法心理学 タホ
227p
冊子版 978-4-86429-259-7 2014.04

*1031537739*
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日本近代法史の探究 2 経済法の歴史

法律

同時アクセス1 22,330円 + 税
同時アクセス3 33,550円 + 税
分類◎322.16 件名◎法制史－日本 ■
第二次大戦期の経験に着目し、経済の国家－法による操舵が企図された総力戦の ニ 255p
なかで、「経済法」という観念自体がどのように構想され、鍛造されたかに迫る。 冊子版 978-4-326-44982-8 2020.04
伊藤孝夫
（いとう・たかお）
編著
勁草書房

経済法をめぐる米・独・日の経験、日本の戦時経済等を取り上げる。

*1031814497*
中国職官辞典 秦から南宋まで
吉田誠夫
（よしだ・のぶお）
編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

古代中国の職官及び官署について記載した辞典。始皇帝の秦から南宋までの職
官・官署を立項。見出し語を、その末尾の漢字から逆に見て、漢字1文字ずつの
本文での読み順・画数順に並べ替えた逆引き索引付き。

法律
同時アクセス1 69,960円 + 税
同時アクセス3 125,928円 + 税
分類◎ 件名◎官職－歴史－辞典 ヨチ
732p
冊子版 978-4-8169-2841-3 2020.07

*1032442118*
イスラーム法の子ども観 ジェンダーの視点でみる子育てと家族

法律

同時アクセス1 17,930円 + 税
同時アクセス3 26,950円 + 税
分類◎322.28 件名◎イスラム法 オイ
神の意に沿う子育てや家族のあり方とは? 世界のムスリム人口が増加するなか、ム 227,51p
スリムの日常生活における規範を記すイスラーム法を、「子ども」や「家族」、「子 冊子版 978-4-7664-2641-0 2019.11
小野仁美
（おの・ひとみ）
著
慶應義塾大学出版会

育て」をキーワードに、ジェンダー視点を交えて考察する。

*1031274488*
人を知る法、待つことを知る正義 東アフリカ農村からの法人類学

法律

同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎322.9454 件名◎法律－ケニア イ
東アフリカのある農村では、即効性のない呪物を使い、時間をかけて解決を図る。 ヒ 286p
待つことを知る者の姿がそこにあった。正義を希求し、法を探究する人間、社会を 冊子版 978-4-326-65423-9 2019.11
石田慎一郎
（いしだ・しんいちろう）
著
勁草書房

語る人間の姿を描き、法とは何かを問い直す。

*1031340504*
アメリカ高齢者法 〈アメリカ法 ベーシックス 12〉
樋口範雄
（ひぐち・のりお）
著
弘文堂

早くから高齢者法の重要性に注目してきたアメリカ社会。高齢者が抱える多種多様
な問題への対処をめざす法的プランニングと支援の全体像を示す。超高齢社会
において「法」にできることは何かを考えるための一冊。

法律
同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎322.953 件名◎法律－アメリカ合
衆国 ヒア 287p
冊子版 978-4-335-30382-1 2019.08
DL不可

*1030990066*
入門アメリカ法 第4版

法律

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎322.953 件名◎法律－アメリカ合
アメリカの法制度の特徴と民事手続・契約法をわかりやすく解説。法令や判例の 衆国 マニ 219p
変更を反映させ、変貌し続けるアメリカ法の全体像に迫る。法令や判例の変更に 冊子版 978-4-335-35824-1 2020.03
丸山英二
（まるやま・えいじ）
著
弘文堂

対応した第4版。

DL不可

*1031873795*
ブラジル 法概論 Introdução ao Direito do Brasil

法律

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎322.962 件名◎法律－ブラジル
実務にも有用なブラジル法の概説書。ブラジルの法と司法制度を解説し、さらに、 アブ 233p
会社法、
競争法、
腐敗防止法および仲裁法の主題からブラジル法の特質を追究する。 冊子版 978-4-86692-069-6 2020.03
阿部博友
（あべ・ひろとも）
著
大学教育出版

*1031629249*
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リスクの立憲主義 権力を縛るだけでなく、生かす憲法へ

法律

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎323.01 件名◎憲法 ヴリ■■バ
意思決定理論の知見をもとに憲法ルールの最適なデ ザインの基礎を探究。アメリ 268,47p
カ憲法史の豊富な例から、過度の予防原則が却って政治的リスクを増大させる可 冊子版 978-4-326-45117-3 2019.12
エイドリアン・ヴァーミュール 著
勁草書房

吉良貴之
（きら・たかゆき）
訳

能性を分析。権力の最適なパフォーマンスを生かす立憲主義を構想する。

*1031616137*
リベラル・ナショナリズム憲法学

日本のナショナリズムと文化的少数者の権利

栗田佳泰
（くりた・よしやす）
著
法律文化社

リベラル・ナショナリズム憲法学の理論、日本における基底的価値やその他のリベ
ラルな諸価値・ナショナルな諸価値・憲法価値との関係、日本における文化的小
数者の権利について論じる。既公表論文に書き下ろしを加えて書籍化。

憲法の円環 circus constitutionis

法律
同時アクセス1 14,960円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎323.01 件名◎憲法 クリ 312p
冊子版 978-4-589-04049-7 2020.01

*1031760410*
法律

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎323.01 件名◎憲法 ハケ 263p
法は実践理性においてどのような役割を果たしているのか。その問いへの探究から、 冊子版 978-4-00-022791-9 2013.05
長谷部恭男
（はせべ・やすお）
著
岩波書店

「国民代表」の意義や司法権・違憲審査の果たすべき役割をめぐる考察へ。原
理的問題から現代的課題まで縦横無尽に論じる。

*1031004511*
憲法解釈権力

法律

蟻川恒正
（ありかわ・つねまさ）
著
勁草書房

憲法制定権力（憲法を制定する権力）との類比で著者が仮設した概念、憲法解
釈権力（憲法を解釈する権力）。権力が憲法に拘束される構造を徹底的に分析し、
憲法秩序の意味をも変えられる憲法解釈権力について考察する。

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,410円 + 税
分類◎323.01 件名◎憲法 アケ 310p
冊子版 978-4-326-45121-0 2020.02

*1031533220*
情報化社会の表現の自由 電脳世界への憲法学の視座
辻雄一郎
（つじ・ゆういちろう）
著
日本評論社

プロバイダ責任法、P2P、児童ポルノとわいせつ規制…。米国の裁判例と理論
に依拠しながら、憲法学の表現の自由の原理・理念の今日的な意義を考える。

法律
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎323.01 件名◎表現の自由 ツジ
295p
冊子版 978-4-535-51833-9 2011.09

*1032442134*
都市と環境の公法学 磯部力先生古稀記念論文集
磯部力先生古稀記念論文集刊行委員会編
勁草書房

磯部力先生の古稀を祝した記念論文集。フランス公法学の泰斗オーリウの公法
理論の研究に取り組んできた先生の研究課題を踏まえ、「都市環境法」「自治体行
政法」「フランス公法」の3部構成の下、19篇の論文を収録。

法律
同時アクセス1 31,900円 + 税
同時アクセス3 47,850円 + 税
分類◎323.04 件名◎公法 ■ト 526p
冊子版 978-4-326-40317-2 2016.04

*1032356300*
いちばんやさしい憲法入門 第6版 〈有斐閣アルマ Interest〉
初宿正典
（しやけ・まさのり）
著
有斐閣

高橋正俊
（たかはし・まさとし）
著

映画、マンガ、小説、新聞記事等から、日本国憲法に関わる22のテーマを選び、
対話方式やゼミナール方式、大胆なたとえ話で解説。「ブラック校則」や安保法
制などの新情報を盛り込んだ第6版。

法律
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 ■イ
258p
冊子版 978-4-641-22150-5 2020.03
DL不可

*1031814481*
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トピックからはじめる統治制度 憲法を考える 第2版
笹田栄司
（ささだ・えいじ）
著
有斐閣

原田一明
（はらだ・かずあき）
著

具体的なイメージで憲法の統治制度を理解できる一冊。統治制度において何が問
題なのかを直感的につかめるように、23の身近な話題を取り上げながら、分かりやす
く解説する。最新の判例や新たな動向を織り込んだ第2版。

法律
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 ■ト
258p
冊子版 978-4-641-22780-4 2019.09
DL不可

*1031274420*
リーガルリテラシー法学・憲法入門

法律

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 アリ
現行憲法をしっかり学び社会常識としての憲法・法律の知識を身につけていくことを 135p
目的にしたテキスト。憲法のみならず、民法、刑法という基本的な法律や、教育 冊子版 978-4-589-04079-4 2020.04
浅川千尋
（あさかわ・ちひろ）
著
法律文化社

法や労働法に属する法律までさまざまな法律をわかりやすく解説。

*1031959587*
憲法 第2版 〈新・コンメンタール〉
木下智史
（きのした・さとし）
編
日本評論社

只野雅人
（ただの・まさひと）
編

日本国憲法の条文の趣旨を、関連法令、重要判例、学説を踏まえ、丁寧に解説
したコンメンタール。歴史的資料や国会における答弁を参照し、条文の規範的意
味内容をも明らかにする。天皇の生前退位など近時の論点もフォロー。

法律
同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 ■ケ
819p
冊子版 978-4-535-52433-0 2019.06

*1031927276*
憲法 1 人権 第7版 〈有斐閣アルマ Specialized〉
渋谷秀樹
（しぶたに・ひでき）
著
有斐閣

赤坂正浩
（あかさか・まさひろ）
著

憲法のおもしろさにふれることができる入門書。1では、「人身の自由」から「社会
的・経済的権利」「受益権」「精神的自由権」へと進み、「新しい人権」及び人
権全体にかかわる一般理論「人権の意義」「人権通則」を学ぶ。

法律
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 シケ
403p
冊子版 978-4-641-22127-7 2019.03
DL不可

*1031533255*
憲法 2 統治 第7版 〈有斐閣アルマ Specialized〉

法律

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 シケ
憲法のおもしろさにふれることができる入門書。2では、「立法と行政」「司法」「地 430p
方自治」から「統治の基本原理」 へと進み、「憲法の意義と歴史」で憲法はな 冊子版 978-4-641-22128-4 2019.03
渋谷秀樹
（しぶたに・ひでき）
著
有斐閣

赤坂正浩
（あかさか・まさひろ）
著

ぜ存在するかを考え、日本における憲法の歴史的な歩みを総括する。

DL不可

*1031533256*
憲法を楽しむ
憲法を楽しむ研究会編
法律文化社

法律
民谷渉
（たみや・わたる）
ほか著

君が代への敬意は義務 ? なぜ同性同士は結婚できない? 様々な憲法問題を取り上
げ、何が問題となっているかをわかりやすく伝えるとともに、学説・判例の簡単な説
明をふまえた上で、どのような考え方があるのかを示す。

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎憲法－日本 ■ケ 226p
冊子版 978-4-589-04086-2 2020.05

*1031959588*
憲法基本判例を読み直す Rereading the basic
constitutional cases

法律

第2版 〈法学教室 LIBRARY〉

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
野坂泰司
（のさか・やすじ）
著
分類◎323.14 件名◎憲法－日本－判例
有斐閣
ノケ 573p
憲法の基本判例を読み直すことで、当の判例に関する理解を深めるとともに、日本 冊子版 978-4-641-22755-2 2019.09

の憲法訴訟がどのようなものとして実現されているかを明らかにする。判例のその後
の動きを補充し、アップデイトした第2版。
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DL不可

*1031137096*

憲法講話 24の入門講義

法律

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 ハケ
日本の社会で、憲法は現実にどのように機能しているか。社会の中で生きる私たち 442p
にとって、憲法とはどのようなものか。学ぶ人すべてに、わかりやすく、まっすぐに語る、 冊子版 978-4-641-22782-8 2020.03
長谷部恭男
（はせべ・やすお）
著
有斐閣

憲法の教科書。

DL不可

*1031616242*
憲法事例演習教材

法律

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 ■ケ
憲法の現代的な事例をもとに、実践的な視点から考え、最先端の理論を学ぶ演習 285p
テキスト。段階的な修得を目指した2部構成の32題と、4例の授業のイメージを掲載。 冊子版 978-4-641-13067-8 2009.12
渋谷秀樹
（しぶたに・ひでき）
著
有斐閣

大沢秀介
（おおさわ・ひでゆき）
著

DL不可

*1031537731*
憲法入門 ! 市民講座

法律

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 ■ケ
憲法はなぜ必要 ? 憲法9条と自衛隊はどう関係している? 市民の素朴な疑問や「わ 213p
からない」に応える憲法入門書。各講の最後には質疑応答として、説明の足りな 冊子版 978-4-589-04068-8 2020.03
大久保卓治
（おおくぼ・たくじ）
編
法律文化社

小林直三
（こばやし・なおぞう）
編

いところを補う。

*1031959572*
憲法判例50! 第2版 〈START UP〉
上田健介
（うえだ・けんすけ）
著
有斐閣

尾形健
（おがた・たけし）
著

憲法の最重要判例50件を易しく丁寧に解説。事案と判旨だけでは難解な事例も、
「読み解きポイント」「この判決 / 決定が示したこと」で着実な理解に導く。欄外
に発展的な内容などを掲載する。

法律
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本－判例
■ケ 172p
冊子版 978-4-641-22786-6 2020.03
DL不可

*1031873759*
大学生のための日本国憲法入門

法律

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 ヨダ
日本国憲法をわかりやすく説明した入門書。日本国憲法の主たる論点や知っておく 158p
べき条文や判例などを取捨選択し、章別にまとめる。話題となった事例を題材にし 冊子版 978-4-7664-2647-2 2020.01
吉田成利
（よしだ・なるとし）
著
慶應義塾大学出版会

たコラムも掲載。巻末に憲法全文付き。

*1031670375*
注釈日本国憲法 3 国民の権利及び義務（2）
・国会
〈有斐閣コンメンタール〉
長谷部恭男
（はせべ・やすお）
編
有斐閣

川岸令和
（かわぎし・のりかず）
著

憲法をめぐる最新の議論を踏まえた本格的コンメンタール。条文の成り立ちから最
新の判例・学説の動向に至るまでを、各条に即して注釈する。3は、日本国憲法
第3章の後半と、第4章を収録。

入門憲法学 憲法原理から日本社会を考える
京都憲法会議監修
法律文化社

木藤伸一朗
（きとう・しんいちろう）
編

日本国憲法の基本原理、憲法制度および基本的人権について、具体的な憲法解
釈と解説を加える。現在の憲法問題に対する見解や問題提起、今日的問題を憲
法原理に引き付けて考えるためのコラムも掲載。

法律
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 48,400円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 ■チ
891p
冊子版 978-4-641-01798-6 2020.03

*1031873760*
法律
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ 件名◎憲法－日本 ■ニ 189p
冊子版 978-4-589-04081-7 2020.04

*1031959576*
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9条入門 〈「戦後再発見」双書 8〉
加藤典洋
（かとう・のりひろ）
著
創元社

戦後日本の象徴として、多くの日本人から熱烈に支持されてきた憲法9条。多くの異
説や混乱が存在するなか、あらゆる政治的立場から離れ、憲法9条の「出生の秘
密」から「昭和天皇」「日米安保」との相克までを描き出す。

法律
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎323.142 件名◎憲法－日本 カキ
345p
冊子版 978-4-422-30058-0 2019.04
DL不可 EPUB

*1031325326*
憲法九条は世界遺産

法律

古賀誠
（こが・まこと）
著
かもがわ出版

憲法九条の改正だけは許さない。それは自分の母も含め、無数の戦争未亡人をつ
くった歴史を二度と繰り返さないためだ－。自由民主党元幹事長・古賀誠が、憲法
九条を、自身の生まれ、育ちとともに語る。

同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎323.142 件名◎憲法－日本 コケ
95p
冊子版 978-4-7803-1045-0 2019.09

*1031657018*
「憲法上の権利」入門

法律

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎323.143 件名◎人権 ■ケ 247p
憲法が保障する人権（自由・権利）と一般で使われる「人権」の相違をよみとくこ 冊子版 978-4-589-04016-9 2019.06
井上典之
（いのうえ・のりゆき）
編
法律文化社

門田孝
（もんでん・たかし）
著

とから、憲法の基本的な考え方を学ぶ入門書。最高裁違憲判決の事案・争点・
判旨については、特に詳細に提示する。

*1031629265*
基本的人権の事件簿 憲法の世界へ 第6版

〈有斐閣選書 185〉

棟居快行
（むねすえ・としゆき）
著
有斐閣

松井茂記
（まつい・しげのり）
著

いま、私たちの基本的人権はどうなっているか。
「再婚の自由」「表現の自由」など、
身のまわりに起こりうる24の興味深い裁判例をとおして、気鋭の憲法学者6人が解
説。新しい判例や社会の動きを織り込んだ第6版。

人権論入門 日本国憲法から考える

法律
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎323.143 件名◎人権 ■キ 274p
冊子版 978-4-641-28147-9 2019.09
DL不可

*1031274421*
法律

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎323.143 件名◎人権 オジ 173p
憲法学とりわけ日本国憲法の視点から「人権論」にアプローチ。大震災・原発事故、 冊子版 978-4-589-04021-3 2019.08
奥野恒久
（おくの・つねひさ）
著
法律文化社

刑事権力、教育、外国人、労働や平和といったテーマを取り上げ、人権問題を考
える概説書。

*1031458210*
アクチュアル 行政法 第3版

法律

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎ 件名◎行政法 ■ア 365p
行政法の基本的な原理と仕組みをおさえたうえで、制度変化や担い手の多様化を 冊子版 978-4-589-04082-4 2020.04
市橋克哉
（いちはし・かつや）
著
法律文化社

榊原秀訓
（さかきばら・ひでのり）
著

視野にいれ、判例を中心に行政法運用について解説する骨太の教科書。第2版
（2015年刊）以降の動向を盛り込んだ第3版。

*1031722609*
行政法 ADMINISTRATIVE LAW 第2版 〈有斐閣ストゥディア〉
野呂充
（のろ・みつる）
著
有斐閣

野口貴公美
（のぐち・きくみ）
著

はじめて行政法を学ぶ人に向けたテキスト。基本的な制度や理論をわかりやすく説
明し、具体例・判例をもとに実際の法の役割を解説。行政法の骨格と基本的な思
考方法が身につく。法改正や判例の動きなどに対応した第2版。

法律
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎323.9 件名◎行政法 ■ギ 289p
冊子版 978-4-641-15074-4 2020.03
DL不可

*1031873761*
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行政法概説 Administrative Law Text 1 行政法総論 第7版
宇賀克也
（うが・かつや）
著
有斐閣

基本から応用まで段階的に解説した、法学部・法科大学院生のみならず、法曹実
務・行政実務にも役立つ基本テキスト。著者が大学で行った行政組織法などの講
義内容をまとめる。法令の改正に対応しアップデートした第7版。

法律
同時アクセス1 8,140円 + 税
同時アクセス3 12,210円 + 税
分類◎323.9 件名◎行政法 ウギ 530p
冊子版 978-4-641-22783-5 2020.03
DL不可

*1031814482*
実務解説行政訴訟 〈勁草法律実務シリーズ〉
大島義則
（おおしま・よしのり）
編著
勁草書房

行政事件訴訟法の定める各訴訟類型の制度概説を行い、争点となりやすい個別
論点を取り上げて論点解説する。訴状、準備書面、仮の救済の申立書等の主張
書面において各要件の該当性に関する主張を起案する際のハンドブック。

法律
同時アクセス1 15,290円 + 税
同時アクセス3 22,990円 + 税
分類◎ 件名◎行政争訟 オジ 414p
冊子版 978-4-326-40376-9 2020.04
DL不可

*1031873791*
判例から考える行政救済法 第2版

法律

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎323.96 件名◎行政救済－判例
最高裁の重要判例に、下級審の注目すべき判決も含めた「主要判例」を中心にして、 ■ ハ 283p
判例の論理・動向を明らかにしつつ、行政事件訴訟法と国家補償法という行政救 冊子版 978-4-535-52448-4 2019.09

岡田正則
（おかだ・まさのり）
編
日本評論社

榊原秀訓
（さかきばら・ひでのり）
編

済法に関する論点を整理・検討し、評価を加える。

*1031927273*
シェブロン法理の考察

法律

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎323.9953 件名◎司法審査 ツシ
法文言を重視する立場、目的を重視する立場を並べながら、30年以上前のシェブ 216p
ロン判決のなかで示された解釈手法を整理して検討。シェブロン判決の生み出し 冊子版 978-4-535-52360-9 2018.09
辻雄一郎
（つじ・ゆういちろう）
著
日本評論社

た2段階審査が「法理」として生き残っていけるかを検証する。

*1032442133*
18歳からはじめる民法 第4版 〈From 18〉
潮見佳男
（しおみ・よしお）
編
法律文化社

中田邦博
（なかた・くにひろ）
編

18歳の大学生が日常生活において経験する可能性の高い典型的なトラブルや、
家族・友人をめぐる身近な法的問題を取り上げて、その法的問題の所在と内容をや
さしく解説する。民法の重要な骨格を示したテキスト。

法律
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ジ 104p
冊子版 978-4-589-04024-4 2019.09

*1031722607*
ここが変わった! 民法改正の要点がわかる本
有吉尚哉
（ありよし・なおや）
著
翔泳社

消滅時効、法定利率、保証、債権譲渡など、120年ぶりの民法大改正による実務
のポイントを、士業、法務・総務・経理担当者に向けてわかりやすく解説。現行
民法と改正民法の内容を比較して記述する。

法律
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,610円 + 税
分類◎324 件名◎民法 アコ 267p
冊子版 978-4-7981-4195-4 2017.06
DL不可 EPUB

*1031579520*
ユーリカ民法 1 民法入門・総則

法律

同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ユ 309p
法学部で専門科目としての民法を学ぶ学生を対象に編まれた、論理的・合理的に 冊子版 978-4-589-04019-0 2019.07
田井義信
（たい・よしのぶ）
監修
法律文化社

考える仕掛けが満載の教科書。設例やコラム、問題演習等を随所に配置する。1
では、民法全体についての入門と民法総則の概説を収録。

*1031477119*
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我妻・有泉コンメンタール 民法 総則・物権・債権 第6版
我妻榮
（わがつま・さかえ）
著
日本評論社

有泉亨
（ありいずみ・とおる）
著

「現代用語化」された民法財産法編の全条文を検討し、歴史的経緯、判例、学
説を踏まえて、現在の水準を客観的に解説した注釈書。債権法・成年年齢・相続
法に対応した第6版。

法律
同時アクセス1 25,740円 + 税
同時アクセス3 38,610円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ワ 1633p
冊子版 978-4-535-52444-6 2019.08

*1031927274*
新・考える民法 3 債権総論
平野裕之
（ひらの・ひろゆき）
著
慶應義塾大学出版会

司法試験の論文試験で圧倒的な論文を書く力を養う、民法事例演習書。3は、債
権に関する本番形式の問題に対して、出題趣旨、論点の重要度等を付し、改正
民法に対応した解説で重要論点を解明。答案構成 サンプル付き。

法律
同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ヒシ 225p
冊子版 978-4-7664-2668-7 2020.04

*1031873879*
新プリメール 民法 1 民法入門・総則 第2版 〈αブックス〉
中田邦博
（なかた・くにひろ）
著
法律文化社

後藤元伸
（ごとう・もとのぶ）
著

はじめて民法を学ぶ人のために、読みやすさ・わかりやすさを追求した民法総則の
テキスト。民法入門として、民法の全体像や基礎的知識も解説する。成年年齢の
引下げ等の民法改正に対応した第2版。

法律
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■シ 340p
冊子版 978-4-589-04061-9 2020.04

*1031656989*
新プリメール 民法 3 債権総論 第2版 〈αブックス〉
松岡久和
（まつおか・ひさかず）
著
法律文化社

山田希
（やまだ・のぞみ）
著

はじめて民法を学ぶ人のために、読みやすさ・わかりやすさを追求した債権総論の
テキスト。できるだけ身近な具体例を示し、図表で視覚的な理解を促す。遺留分
制度の見直しなどの相続法の改正に対応した第2版。

法律
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■シ 270p
冊子版 978-4-589-04063-3 2020.04

*1031656990*
新プリメール 民法 4 債権各論 第2版 〈αブックス〉
青野博之
（あおの・ひろゆき）
著
法律文化社

谷本圭子
（たにもと・けいこ）
著

はじめて民法を学ぶ人のために、読みやすさ・わかりやすさを追求した債権各論の
テキスト。契約、事務管理、不当利得および不法行為という4つの債権の発生原
因を扱う。2020年4月1日施行の債権法改正に対応した第2版。

法律
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■シ 246p
冊子版 978-4-589-04064-0 2020.04

*1031656991*
新プリメール 民法 5 家族法 第2版 〈αブックス〉

法律

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■シ 246p
はじめて民法を学ぶ人のために、読みやすさ・わかりやすさを追求した家族法のテ 冊子版 978-4-589-04065-7 2020.03
床谷文雄
（とこたに・ふみお）
著
法律文化社

神谷遊
（かみたに・ゆう）
著

キスト。民法第4編（親族編）
・第5編（相続編）を中心とした家族法分野を扱う。
成年年齢の引下げまでの家族法関連の法改正に対応した第2版。

*1031656992*
新基本民法 Nouveau droit civil fondamental 1 総則編 第2版
大村敦志
（おおむら・あつし）
著
有斐閣

大学の法学部における民法の教育・学習のためのテキスト。1は、民法総則を、
実質的な意味での契約法をなす「契約一般の法」と捉えるとともに、「基本原則と
基本概念の法」として把握できるよう解説する。法改正に完全対応。

法律
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎324 件名◎民法 オシ 265p
冊子版 978-4-641-13816-2 2019.11
DL不可

*1031434034*
34

新基本民法 Nouveau droit civil fondamental 4 債権編 第2版
大村敦志
（おおむら・あつし）
著
有斐閣

大学の法学部における民法の教育・学習のためのテキスト。4は、民法第3編債
権第1章総則を、契約によって成立した債権の実現に関する法ととらえ、社会が債
権の実現のためにいかなる法を持つべきかを解説する。法改正に対応。

法律
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎324 件名◎民法 オシ 234p
冊子版 978-4-641-13820-9 2019.12
DL不可

*1031533258*
新基本民法 Nouveau droit civil fondamental 5 契約編 第2版
大村敦志
（おおむら・あつし）
著
有斐閣

大学の法学部における民法の教育・学習のためのテキスト。5は、民法「第3編
第2章契約」を契約類型に着目し、「各種契約の法」として把握できるよう解説。
売買を中心に、契約法制のかたちを概観する。債権法改正に対応。

法律
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎324 件名◎民法 オシ 245p
冊子版 978-4-641-13831-5 2020.04
DL不可

*1031983383*
新基本民法 Nouveau droit civil fondamental 6 不法行為編
第2版

大村敦志
（おおむら・あつし）
著
有斐閣

大学の法学部における民法の教育・学習のためのテキスト。6は、約定とならぶ債
権の発生原因である不法行為・不当利得・事務管理（= 法定債権）を、
「救済（あ
るいは責任）の法」として再構成することを試みる。法改正に対応。

破産から新民法がみえる 民法の盲点と破産法入門
小林秀之
（こばやし・ひでゆき）
著
日本評論社

「新・破産から民法がみえる」を全面リニューアル。平成29年の民法（債権法）
改正による民法の大きな変容にも十分留意しながら、民法と破産法とがいかに密接
な関係にあるかを詳しく説明する。

法律
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎324 件名◎民法 オシ 205p
冊子版 978-4-641-13834-6 2020.04
DL不可

*1031983384*
法律
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎324 件名◎民法 コハ 248p
冊子版 978-4-535-52330-2 2018.06

*1031927338*
法務担当者のためのもう一度学ぶ民法 契約編 第2版
田路至弘
（とうじ・よしひろ）
著
商事法務

企業間取引の引き合いから契約交渉、契約書の作成、契約の履行、解除、損害
賠償、強制執行まで、実際の裁判例や実例を紹介しながら、企業の法務担当者
が押さえておくべき勘所を解説する。債権法改正を踏まえた第2版。

法律
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎324 件名◎民法 トホ 235p
冊子版 978-4-7857-2662-1 2018.08

*1032352891*
民事法入門 第8版 〈有斐閣アルマ Basic〉

法律

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎324 件名◎民事法 ノミ 247p
特定の法律科目を学ぶ際には、その分野の概括的な知識を得ておくことが望ましい。 冊子版 978-4-641-22136-9 2019.11
野村豊弘
（のむら・とよひろ）
著
有斐閣

民法を中心に、商法・民事訴訟法にも言及して、民事法全体の骨組みを明快・コ
ンパクトに示した入門書。成年年齢などの改正に対応した第8版。

DL不可

*1031434033*
民法 2 物権 第4版補訂 〈有斐閣 Sシリーズ 13〉
淡路剛久
（あわじ・たけひさ）
著
有斐閣

鎌田薫
（かまた・かおる）
著

第一線の執筆陣によるスタンダード・テキスト。コンパクトな体裁の中に、必要か
つ充分な情報を網羅し、重要部分を明示して詳しく解説する。平成30年民法改正
に対応し、最新の裁判例なども追加した第4版補訂。

法律
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ミ 381p
冊子版 978-4-641-15953-2 2019.09
DL不可

*1031274422*
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民法 2 物権 第3版 〈LEGAL QUEST〉

法律

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ミ 418p
物権の基本的な概念・知識から具体的事例へ応用可能な理解までを得られるよう 冊子版 978-4-641-17942-4 2019.11
石田剛
（いしだ・たけし）
著
有斐閣

武川幸嗣
（むかわ・こうじ）
著

分析・解説したテキスト。物権法を取り巻く最新の動向や新判例を織り込んだ第3版。
平成30年民法改正に対応。

DL不可

*1031434035*
民法 5 事務管理・不当利得・不法行為 第2版

〈LEGAL QUEST〉

橋本佳幸
（はしもと・よしゆき）
著
有斐閣

大久保邦彦
（おおくぼ・くにひこ）
著

事務管理・不当利得・不法行為を対象に、制度の基本的枠組みや主要な判例準
則の内容、それらの基礎にある考え方を解説し、問題点の所在や議論の対立状況
を的確に叙述する。練習問題も収録。法改正・重要判例に対応した第2版。

民法 7 親族・相続 第6版 〈有斐閣アルマ Specialized〉
高橋朋子
（たかはし・ともこ）
著
有斐閣

床谷文雄
（とこたに・ふみお）
著

社会生活の基本にある民法の骨格を、しっかり身につけることができるテキスト。図
表やケースを用い、親族法・相続法の基本的事項を平易に解説する。遺留分制
度の見直し等、家族法をとりまく最新の法状況を反映した第6版。

法律
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ミ 363p
冊子版 978-4-641-17943-1 2020.03
DL不可

*1031873763*
法律
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ミ 467p
冊子版 978-4-641-22161-1 2020.03
DL不可

*1031873764*
民法 3 親族法・相続法 第4版
我妻榮
（わがつま・さかえ）
著
勁草書房

有泉亨
（ありいずみ・とおる）
著

現時点における通説の到達した最高水準を簡明に解説するテキスト。法制度に対
する歴史をふまえ、深い社会的洞察力と市民感覚で親族法・相続法を解釈する。
相続法、成年年齢、特別養子に関する法改正に対応した第4版。

法律
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ミ 430p
冊子版 978-4-326-45120-3 2020.03
DL不可

*1031814498*
民法概論 4 債権各論

法律

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ヤミ 520p
平成29年民法（債権関係）改正後の条文に基づき、契約法序説から不法行為ま 冊子版 978-4-641-13833-9 2020.04
山野目章夫
（やまのめ・あきお）
著
有斐閣

でを扱う。簡潔な体系的概説を基調としつつ、民法の理解を深め、民法への関心
を高めることに資する題材を展開する。

DL不可

*1031983382*
民法入門ノート
渡邊力
（わたなべ・つとむ）
編
法律文化社

法律の入門者に向けて、民法の全体像（財産法・家族法）を分かりやすく解説。
民法の全範囲を75のトピックに分類し、具体例、論証例を提示する。巻末に重要
項目を厳選した練習問題を掲載。

法律
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ミ 165p
冊子版 978-4-589-04032-9 2019.11

*1031760415*
性法・大学・民法学 ポスト司法制度改革の民法学
大村敦志
（おおむら・あつし）
著
有斐閣

時代・場所・視点によって異なる姿をみせる「droit naturel」。それをだれがどの
ようにして生成させるのか。社会法学的な民法学の伝統を発展させ、さらに法学の
枠を拡張させる試み。

法律
同時アクセス1 24,750円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎324.01 件名◎民法 オセ 321p
冊子版 978-4-641-13823-0 2019.12

*1031616158*
36

比較民法学の将来像 岡孝先生古稀記念論文集
沖野眞已
（おきの・まさみ）
編
勁草書房

笠井修
（かさい・おさむ）
編

比較民法学の研究と教育に尽力した学習院大学法学部教授・岡孝の古稀を記念
した論文集。「江戸時代における後見法」「契約上の債務が原始的不能の場合
の損害賠償について」などの論稿を収録する。

法律
同時アクセス1 51,040円 + 税
同時アクセス3 76,560円 + 税
分類◎324.04 件名◎民法 ■ヒ 868p
冊子版 978-4-326-40371-4 2020.01

*1031533226*
民事判例 19 2019年前期
現代民事判例研究会編
日本評論社

2019年1～6月公刊の裁判例登載誌に掲載された裁判例をとりあげ、民事裁判例
の動向、専門領域裁判例の動向を紹介する。さらに、それらのうち、とくに注目す
べき裁判例について検討する。今期の裁判例索引付き。

法律
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎324.098 件名◎民法－判例 ■ミ
128p
冊子版 978-4-535-00247-0 2019.10

*1031927288*
民法 総則・物権 第7版 〈有斐閣アルマ Basic〉
山野目章夫
（やまのめ・あきお）
著
有斐閣

社会生活を送る上で不可欠の存在である民法をわかりやすく、かつおもしろく解説す
る入門書。民法を楽しく学びつづけるためのアドバイスも収録。消費者契約法の
改正等、平成30（2018）年民法改正を織り込んだ第7版。

法律
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎324.1 件名◎民法－総則 ヤミ
260p
冊子版 978-4-641-22147-5 2020.02
DL不可

*1031616244*
物権 第2版 〈有斐閣ブックス 98 エッセンシャル 民法 2〉
永田眞三郎
（ながた・しんざぶろう）
著
有斐閣

松本恒雄
（まつもと・つねお）
著

はじめて物権法を学ぶひとのために、法制度の仕組みや基本的な内容を、具体的
なケースに即してわかりやすく解説した入門書。現代的な視点から書かれたコラム
や、多数の図表も掲載。債権法・相続法改正を織り込んだ第2版。

法律
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎324.2 件名◎物権法 ■ブ 236p
冊子版 978-4-641-18444-2 2019.10
DL不可

*1031340525*
民法〈財産法〉講義 Property and Obligation Law

法律

同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎ 件名◎財産法 ナミ 402p
判例ルールの明文化を目的とした平成29年改正民法のうち、財産法（総則・物権・ 冊子版 978-4-326-40379-0 2020.07
長坂純
（ながさか・じゅん）
著
勁草書房

債権）の基礎的な概念や基本的な制度を理解できるよう、民法典の体系に即して
わかりやすく解説する。2020年施行の改正債権法に対応。

DL不可

*1032310339*
スタートライン債権法 第7版
池田真朗
（いけだ・まさお）
著
日本評論社

アイディアにあふれた、やさしく臨場感のある解説で、初めて民法を学ぶ人でも無
理なく読み通せる「本当の」入門書。他学部からの法科大学院希望者にも最適。
2020年施行の民法大改正に完全対応した第7版。

法律
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権法 イス 392p
冊子版 978-4-535-52455-2 2020.03

*1031927296*
一問一答・民法〈債権関係〉改正 〈一問一答シリーズ〉
筒井健夫
（つつい・たけお）
編著
商事法務

村松秀樹
（むらまつ・ひでき）
編著

法務省の立案担当者による民法（債権関係）改正の解説書。民法改正法と整備
法による多岐にわたる改正項目について、一問一答の形式で、改正の趣旨やその
内容を簡潔に説明する。

法律
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権法 ■イ 397p
冊子版 978-4-7857-2601-0 2018.03

*1032352861*
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講義債権法改正

法律

中田裕康
（なかた・ひろやす）
著
商事法務

大村敦志
（おおむら・あつし）
著

契約法の部分がリニューアルされ、国民生活においても大きな影響ををうける民法
改正。法制審議会メンバーの4人が、法案について各所で行ってきた講演内容を
基礎に、債権法改正の要点を概説する。

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権法 ■コ 311p
冊子版 978-4-7857-2581-5 2017.12

*1032352876*
債権回収基本のき 第4版
権田修一
（ごんだ・しゅういち）
著
商事法務

債権回収の流れを基本用語を絡めて解説する第1部と、想定場面ごとに実務対処
法を解説した第2部との2部構成。債権管理・回収の初学者向けに、必要最小限
の知識が短時間で身に付くようまとめる。債権法改正を踏まえた第4版。

法律
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権回収 ゴサ
265p
冊子版 978-4-7857-2563-1 2017.10

*1032352868*
実践 ! 債権保全・回収の実務対応

担保の取得と実行のポイント 第2版

法律

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権回収 ■ジ
493p
「平常時」「信用不安時」「非常時（倒産）」の各ステージにおける債権保全・ 冊子版 978-4-7857-2692-8 2019.02
中井康之
（なかい・やすゆき）
監修
商事法務

大川治
（おおかわ・おさむ）
編著

回収の実務と担保の取扱いについて、具体的、実践的に解説。最新の情報を盛
り込み、債権法改正についても実務的な視点で踏み込んで解説した第2版。

実務解説改正債権法附則
中込一洋
（なかごみ・かずひろ）
著
弘文堂

改正債権法の附則（施行や経過措置に関する規定）について、趣旨や実務上の
注意点、実務への影響等を解説。債権法改正における附則の意義、附則におけ
る基本概念、改正債権法附則における経過措置についても説明する。

*1032290779*
法律
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権法 ナジ 177p
冊子版 978-4-335-35813-5 2020.03
DL不可

*1032310344*
重要論点実務民法〈債権関係〉改正
鎌田薫
（かまた・かおる）
著
商事法務

内田貴
（うちだ・たかし）
著

契約の成立から債権債務関係、各種の契約まで、民法〈債権関係〉改正の厳選
した重要テーマについて、実務の最前線で活躍する弁護士らが実務と理論の両
面からわかりやすく解説する。

法律
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権法 ■ジ 356p
冊子版 978-4-7857-2725-3 2019.07

*1032290765*
新標準講義民法債権総論 全訂3版
池田真朗
（いけだ・まさお）
著
慶應義塾大学出版会

債権譲渡制限特約、事業債務保証、詐害行為取消権…難化した債権総論を本
質から解き明かす。民法判例の読み方・判例学習の仕方等を取り上げた学習ガイ
ダンスも収録する。2020年施行の民法大改正に対応した全訂3版。

法律
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権法 イシ 283p
冊子版 978-4-7664-2628-1 2019.11

*1031670374*
必携債権法を実務から理解する21講

法律

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権法 ■ヒ 257p
債権法の改正事項について、具体的な設例を設定しながら、現行法との異同等を 冊子版 978-4-7857-2622-5 2018.08
虎門中央法律事務所編
商事法務

柴田征範
（しばた・まさのり）
著

含め、
きめ細かい問題点をQA 方式で懇切・丁寧に解説する。用語・キーワード解説、
有用な書式も収録。

*1032352888*
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メーカー取引の法律実務 Q＆A
筬島裕斗志
（おさじま・ひろとし）
編著
商事法務

島田邦雄
（しまだ・くにお）
編著

「個数の桁を誤って発注した」「契約書に印紙を貼り忘れた」「ストが起きて製品が
納められなかった」…。経験豊富な弁護士が、メーカー取引の様々な場面で生じう
る法律問題に回答。解決のための実務的な視点を示す。

法律
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎324.52 件名◎契約 ■メ 506p
冊子版 978-4-7857-2752-9 2020.01

*1032290758*
契約業務の実用知識 第2版
堀江泰夫
（ほりえ・やすお）
著
商事法務

会社間の「ビジネス契約」について、著者の契約業務の経験をもとにして、契約
書の審査・作成に必要な知識を網羅的に解説する。債権法改正の契約実務への
影響もコンパクトに整理する。最新の実務をふまえた第2版。

法律
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎324.52 件名◎契約 ホケ 296p
冊子版 978-4-7857-2549-5 2017.09

*1032352866*
契約類型別債権法改正に伴う契約書レビューの実務

法律

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎324.52 件名◎契約 タケ 447p
債権法改正は契約実務にどのような影響を与えるのか。改正の概要を説明しながら、 冊子版 978-4-7857-2748-2 2019.10
滝琢磨
（たき・たくま）
著
商事法務

本改正に伴って見直すべき契約条項について、当事者ごとに留意すべきポイントを
示しながら、実際のサンプルを用いて具体的に解説する。

*1032290760*
民法改正と売買における契約不適合給付
古谷貴之
（ふるたに・たかゆき）
著
法律文化社

2017年5月に成立した改正民法において、新たに契約不適合責任制度が設けられ
た。契約不適合責任をめぐるわが国の議論を整理し、理論的観点から分析。重
要論点について解釈論を提示する。

法律
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎324.52 件名◎瑕疵担保 フミ
367p
冊子版 978-4-589-04046-6 2020.01

*1031959582*
家族法 第4版 〈民法を学ぶ〉
窪田充見
（くぼた・あつみ）
著
有斐閣

はじめて家族法を学ぶ学生向けに、親族法や相続法の基本的な制度やルールを詳
しく説明。誤解しやすい部分についても丁寧に叙述する。2018年の相続法改正、
成年年齢・特別養子・子の引渡しに関する法改正に対応した第4版。

法律
同時アクセス1 9,460円 + 税
同時アクセス3 14,190円 + 税
分類◎324.6 件名◎家族法 クカ
22,646p
冊子版 978-4-641-13818-6 2019.12
DL不可

*1031533260*
家族法改正を読む 親族・相続法改正のポイントとトレンド
松尾弘
（まつお・ひろし）
著
慶應義塾大学出版会

成年年齢の引き下げ、女性の婚姻開始年齢の引き上げ、自筆証書遺言の方式の
緩和、遺留分侵害額請求権の創設…。平成30年から令和元年にかけて相次い
で行われた家族法の改正と、今後の改正の動向を解説する。

法律
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,470円 + 税
分類◎324.6 件名◎家族法 マカ
8,148p
冊子版 978-4-7664-2629-8 2019.09

*1031137205*
日本近代家族法史論
村上一博
（むらかみ・かずひろ）
著
法律文化社

明治・大正期家族法史研究の今日的到達点を整理し、親族相続法に関する裁判
例と学説の検討に新たな視点を提示。家族法の未来像を模索するうえで、日本近
代家族法の軌跡を浮き彫りにし、混迷する現在の家族法に示唆を与える。

法律
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎324.6 件名◎家族法－歴史 ムニ
305p
冊子版 978-4-589-04080-0 2020.04

*1032413716*
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民法 親族・相続 第6版 〈有斐閣アルマ Basic〉
松川正毅
（まつかわ・ただき）
著
有斐閣

家族法の基礎知識について、判例理論をベースに、フランスの考え方との比較等
も織り込んでわかりやすく解説する。相続法・成年年齢・特別養子等の法改正に
対応した第6版。

法律
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎324.6 件名◎親族法 マミ 384p
冊子版 978-4-641-22140-6 2019.12
DL不可

*1031533259*
Q＆A 成年被後見人死亡後の実務と書式 改訂版
日本財産管理協会編集
新日本法規出版

成年被後見人死亡後の事務遂行の義務と権限から、被後見人死亡への備え、被
後見人死亡後の実務、後見業務終了後の実務まで、遺産承継を含む被後見人
死亡後の実務と書式についてQ＆A 形式で解説する。法改正に対応した改訂版。

法律
同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎ 件名◎成年後見制度 ■キ 440p
冊子版 978-4-7882-8746-4 2020.05

*1031840236*
実務成年後見法 〈勁草法律実務シリーズ〉

法律

同時アクセス1 16,610円 + 税
同時アクセス3 24,970円 + 税
分類◎324.65 件名◎成年後見制度 ■
家庭裁判所で成年後見事件を担当していた現職の裁判官らが、法改正を含む法 ジ 462p
令・直近の裁判例を踏まえて、実務の運用を詳細に解説。基礎的な理論から応用 冊子版 978-4-326-40372-1 2020.01
松原正明
（まつばら・まさあき）
編著
勁草書房

浦木厚利
（うらき・あつとし）
編著

までを広くカバーする。

DL不可

*1031533227*
成年後見制度の社会化に向けたソーシャルワーク実践

判断能力が不十分な人の自立を目指す社会福祉協議会の取り組み

香山芳範
（かやま・よしのり）
著
法律文化社

官（国および自治体）専（専門職）民（市民）各々の要素を有する社会福祉協
議会が、判断能力が不十分な人への自立支援として、成年後見制度の社会化を
どのように推進していくべきかについて考察する。

一問一答・新しい相続法 平成30年民法等（相続法）改正、遺言

書保管法の解説 〈一問一答シリーズ〉
堂薗幹一郎
（どうぞの・かんいちろう）
編著
商事法務

野口宣大
（のぐち・のぶひろ）
編著

平成30年7月に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と「法
務局における遺言書の保管等に関する法律」について、立案担当者らが一問一
答形式で、改正の趣旨やその内容を分かりやすく解説する。

相続・贈与と生命保険をめぐるトラブル 予防・対応の手引
中込一洋
（なかごみ・かずひろ）
共著
新日本法規出版

遠山聡
（とおやま・さとし）
共著

トラブルが起きやすい生命保険と相続・贈与の交差する領域について各専門家が
解説する。相続・贈与に伴い保険給付で問題となる場面を設定したQ＆Aと、重
要な判例・裁決例を取り上げ、裁判所等の判断を紹介した事例編を収録。

法律
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ 件名◎成年後見制度 カセ 108p
冊子版 978-4-589-04095-4 2020.07

*1032413721*
法律
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎324.7 件名◎相続法 ■イ 274p
冊子版 978-4-7857-2707-9 2019.03

*1032290767*
法律
同時アクセス1 6,765円 + 税
同時アクセス3 15,785円 + 税
分類◎324.7 件名◎相続法 ■ソ 413p
冊子版 978-4-7882-8618-4 2019.10

*1031115506*
法律家のための相続預貯金をめぐる実務
本橋総合法律事務所
新日本法規出版

第1章では、預貯金の相続に関係する法制度や手続、判例などを網羅的に取り上
げ、実務上の論点を解説しています。第2章では、預貯金の相続で問題になりや
すい事案をケースとして設定し、対応時のポイントを示しています。

法律
同時アクセス1 4,455円 + 税
同時アクセス3 10,395円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7882-8629-0

*1031115505*
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2019

コンメンタール 借地借家法 第4版

法律

同時アクセス1 17,490円 + 税
同時アクセス3 26,235円 + 税
分類◎324.81 件名◎借地・借家法 ■コ
これからの理論と実務の指針を示す、借地借家法のコンメンタール。民事調停法、 548p
サブリース概説も収録。借地条件の変更等の裁判手続に関する平成23年改正法、 冊子版 978-4-535-52331-9 2019.06
稻本洋之助
（いなもと・ようのすけ）
編
日本評論社

澤野順彦
（さわの・ゆきひこ）
編

平成29年の民法改正整備法に完全対応。

*1031927277*
信託法をひもとく

法律

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎324.82 件名◎信託法 サシ 218p
信託法に特徴的な規律を理論的に整序することを通して、信託の本質を浮き彫りに 冊子版 978-4-7857-2693-5 2019.01
佐久間毅
（さくま・たけし）
著
商事法務

する。また、現行信託法で想定される法的紛争も意識して、信託法の規定や考え
方を検討する。『NBL』連載に加筆修正。

*1032290773*
信託法理の展開と法主体 会社法・民事訴訟法・倒産法との交錯
岡伸浩
（おか・のぶひろ）
著
有斐閣

会社法における取締役、民事訴訟法における訴訟代理人としての弁護士、倒産法
における破産管財人や再生債務者などを取り上げ、日本における既存の法律と信
託法理との親和性を分析。解釈論への影響を考察する。

法律
同時アクセス1 25,740円 + 税
同時アクセス3 34,320円 + 税
分類◎324.82 件名◎信託法 オシ 443p
冊子版 978-4-641-13821-6 2019.12

*1031616159*
一問一答・平成30年商法改正 〈一問一答シリーズ〉
松井信憲
（まつい・のぶかず）
編著
商事法務

大野晃宏
（おおの・あきひろ）
編著

平成30年に公布された「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」
による改正項目の趣旨や内容について、一問一答形式で分かりやすく解説する。
条文の実質的な対応関係を示す新旧対照表、事項索引も収録。

法律
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎325 件名◎商法 ■イ 321p
冊子版 978-4-7857-2678-2 2018.12

*1032290769*
成長戦略法制 イノベーションを促進する企業法制設計

〈成長戦略と企業法制〉
成長戦略法制研究会編
商事法務

経済成長を本当に促進するためには、法体系の考え方自体を変えていくことが必要。
経済成長とイノベーションを支える企業法制の設計のあり方を、第一線の研究者と
実務家が考察・提言する。

商法総則・商行為法 第3版 〈有斐閣アルマ Specialized〉
大塚英明
（おおつか・ひであき）
著
有斐閣

川島いづみ
（かわしま・いずみ）
著

商法総則・商行為法を、教育的な視点から6つの編に分けてわかりやすく解説。
現代の商法総則・商行為法を骨太に理解できるよう工夫したテキスト。平成29年
民法改正、平成30年商法改正に対応。

法律
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎325 件名◎商法 ■セ 220p
冊子版 978-4-7857-2683-6 2019.02

*1032290786*
法律
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎325.1 件名◎商法－総則 ■シ
368p
冊子版 978-4-641-22137-6 2019.11
DL不可

*1031434036*
会社法実務問答集 2
前田雅弘
（まえだ・まさひろ）
著
商事法務

北村雅史
（きたむら・まさし）
著

会社法制上の諸問題について設問を提示し、研究者が解説を行う、大阪株式懇
談会の法規研究分科会。平成22年～23年の成果を、平成26年改正会社法にも
対応したかたちでまとめる。大阪株式懇談会『会報』掲載を書籍化。

法律
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎325.2 件名◎会社法 マカ 469p
冊子版 978-4-7857-2615-7 2018.03

*1032352885*
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会社法実務問答集 3
前田雅弘
（まえだ・まさひろ）
著
商事法務

北村雅史
（きたむら・まさし）
著

会社法制上の諸問題について設問を提示し、研究者が解説を行う、大阪株式懇
談会の法規研究分科会における研究成果。大阪株式懇談会『会報』2012年1月
号～2013年11月・12月合併号の「法規問答集」を書籍化。

法律
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎325.2 件名◎会社法 マカ 454p
冊子版 978-4-7857-2747-5 2019.10

*1032352886*
合同会社の法と実務

法律

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎325.2 件名◎合同会社 ■ゴ
合同会社について、法と実務の両面から総合的に検討。法理論と解釈論の精緻 407p
化を図り、実務上の課題とその解決指針を示す。さらに、法務省資料等を引用し 冊子版 978-4-7857-2697-3 2019.02
森本滋
（もりもと・しげる）
編
商事法務

つつ登記手続きを詳細に記述する。利用形態に応じた定款例も多数収録。

*1032352899*
初めてでも分かる・使える会社分割の実務ハンドブック 第2版

法律

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎325.2 件名◎会社分割 ■ ハ
各種手続き・届出から会計処理、税務処理まで、会社分割の実務すべてをまとめ 253p
たハンドブック。実務上の留意点や事例を示しながら、Q＆A 方式で解説する。ス 冊子版 978-4-502-23961-8 2017.09
山田＆パートナーズ 編著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

ピンオフ等の税制改正に対応した第2版。

*1032352930*
図解新会社法のしくみ 第4版

法律

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎会社法 ハズ 280p
会社法の全貌を128項目、2ページ見開きでわかりやすく解説。
「株主総会の電子化」 冊子版 978-4-492-09330-6 2020.05
浜辺陽一郎
（はまべ・よういちろう）
著
東洋経済新報社

が上場会社で義務化され、ガバナンス改革で「役員報酬規制」も変わる。令和
元年12月に成立した改正と実務対応を盛り込んだ第4版。

*1031670370*
指名諮問委員会・報酬諮問委員会の実務 第2版

法律

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎325.24 件名◎コーポレートガバナ
指名諮問委員会はどこまで答申（決定）するべきか ? 報酬諮問委員会の望ましい ンス ■シ 201p
構成とは? 任意の委員会の規則は誰が決めるべきか ? 任意の委員会の設置・運用 冊子版 978-4-7857-2699-7 2019.02
澤口実
（さわぐち・みのる）
編著
商事法務

渡辺邦広
（わたなべ・くにひろ）
編著

に関する実務上の問題点をQ＆A 形式で解説する。

*1032290772*
初めてでも分かる・使える株式交換・株式移転の実務 ハン
ドブック 第2版
山田＆パートナーズ 編著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

株式交換・株式移転のスケジュールや登記手続きから、会計処理、税務まで、株
式交換・株式移転の実務をまとめたハンドブック。実務上の留意点や事例を示しな
がら、Q＆A 方式で解説する。スクイーズアウト等の税制改正に対応。

新株予約権 ハンドブック 第4版

法律
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎325.242 件名◎株式 ■ ハ 200p
冊子版 978-4-502-23971-7 2017.09

*1032352931*
法律

同時アクセス1 9,460円 + 税
同時アクセス3 18,920円 + 税
分類◎325.242 件名◎新株予約権 ■シ
新株予約権について、法律の立案を担当した執筆陣が、制度の概要や実務的な 965p
論点等をわかりやすく解説。実務の最新事例も盛り込む。平成29年度税制改正に 冊子版 978-4-7857-2608-9 2018.03
太田洋
（おおた・よう）
編集代表
商事法務

山本憲光
（やまもと・のりみつ）
編集代表

対応し、抜本的に改訂した第4版。

*1032352884*
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バーチャル 株主総会の実務

法律

同時アクセス1 2,420円 + 税
同時アクセス3 4,840円 + 税
分類◎325.243 件名◎株主総会 サバ
公的な指針も公表され、日本でも動き出したバーチャル株主総会は、コロナ対策と 180p
しても注目されている。上場企業の役職員を対象に、実施の要否・方法に関する 冊子版 978-4-7857-2783-3 2020.04
澤口実
（さわぐち・みのる）
編著
商事法務

近澤諒
（ちかさわ・りょう）
著

判断材料を提供する。

*1032352895*
株主総会・取締役会・監査役会の議事録作成ガイドブック

法律

第2版補訂版

同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 8,140円 + 税
三井住友信託銀行証券代行コンサルティング部編
分類◎325.243 件名◎株主総会 ■カ
商事法務
356p
株主総会・取締役会・監査役会の議事録作成について、多数の記載例を掲載し、 冊子版 978-4-7857-2706-2 2019.03

判例等も交え、実務に即して解説する。取締役に対する株式報酬の付与など新規
記載例を追加し、最新の統計資料も踏まえた第2版補訂版。

株主総会判例インデックス

*1032290770*
法律

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎325.243 件名◎株主総会－判例
株主総会にかかわる123件の重要判例を厳選し、体系化。各判例の事実関係、 ■カ 254p
要旨、位置づけなどを見開き2頁で整理し、「実務上の対応」欄で、判例やソフト 冊子版 978-4-7857-2694-2 2019.01
本村健
（もとむら・たけし）
著
商事法務

冨田雄介
（とみた・ゆうすけ）
著

ロー等をふまえた最先端の株主総会実務の勘所をコンパクトに解説。

*1032290780*
企業グループの経営と取締役の法的責任

法律

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎325.243 件名◎取締役 ハキ
企業グループの上位の親会社は、企業グループ 全体の企業価値の維持・向上を 291p
図るために、子会社・グループ 会社の管理をする責務がある。親会社取締役の義 冊子版 978-4-502-30841-3 2019.06
畠田公明
（はただ・こうめい）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

務・責任および多重代表訴訟の諸問題について論究する。

*1031340508*
執行役員の実務

法律

倉橋雄作
（くらはし・ゆうさく）
著
商事法務

多くの企業で導入され、多様に活用されている執行役員制度。執行役員の法律上
の位置づけを整理した上で、実務上の制度設計のポイントや留意点について解説
する。

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎325.243 件名◎取締役 クシ
210p
冊子版 978-4-7857-2638-6 2018.05

*1032290792*
少数株主権等の理論と実務 〈勁草法律実務シリーズ〉

法律

同時アクセス1 15,290円 + 税
同時アクセス3 22,990円 + 税
分類◎325.243 件名◎株主 ■シ 418p
株主総会、役員会運営、株式買取請求等、会社法上の機関業務で主に問題と 冊子版 978-4-326-40368-4 2019.10
上田純子
（うえだ・じゅんこ）
編著
勁草書房

植松勉
（うえまつ・つとむ）
編著

なる、マイノリティ株主の権利に関する法律実務書。条文をベースとした詳細な理
論面の解説に加え、実務上のノウハウもわかりやすく提示する。

DL不可

*1031274395*
役員のための法律知識 第2版
中村直人
（なかむら・なおと）
著
商事法務

取締役がすべき、経営の基本方針等の策定、経営者に対する監督、内部統制の
統括、重要な業務執行の決定といった仕事を分かりやすく解説。取締役会の進め
方なども紹介する。最先端の情報を盛り込み全面的に改訂した第2版。

法律
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎325.243 件名◎取締役 ナヤ
264p
冊子版 978-4-7857-2724-6 2019.06

*1032290766*
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M＆A 法大全 Corpus Juris M＆A 上 全訂版

法律

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 20,900円 + 税
分類◎325.247 件名◎企業買収 ■エ
M＆A 取引に関する最先端の問題に取り組む西村あさひ法律事務所の弁護士たち 1280p
が、現在の M＆A 法の到達点を示す。上は、M＆A の法と経済学のエッセンス 冊子版 978-4-7857-2686-7 2019.01
西村あさひ法律事務所編
商事法務

をまとめ、M＆A 取引を取り巻く法制度を体系的・網羅的に解説する。

*1032290784*
M＆A 法大全 Corpus Juris M＆A 下 全訂版

法律

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 20,900円 + 税
分類◎325.247 件名◎企業買収 ■エ
M＆A 取引に関する最先端の問題に取り組む西村あさひ法律事務所の弁護士たち 1111p
が、現在の M＆A 法の到達点を示す。下は、M＆A のより実務的な側面を解説 冊子版 978-4-7857-2687-4 2019.01
西村あさひ法律事務所編
商事法務

するとともに、M＆A 法の先端的分野の取引を類型的に整理・紹介する。

*1032290785*
事業再生大全

法律

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 20,900円 + 税
分類◎325.247 件名◎企業再生 ■ジ
事業再生に関する法制度・実務を体系的・網羅的にまとめた本。事業再生の実務 826p
にかかわる法律家が、資本調達、負債のリストラクチャリング、M＆Aといった様々 冊子版 978-4-7857-2751-2 2019.12
西村あさひ法律事務所編
商事法務

な視点・分野ごとに、事業再生をめぐる論点を解説する。

*1032290759*
初めてでも分かる・使える合併の実務 ハンドブック 第2版

法律

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎325.247 件名◎企業合併 ■ ハ
各種手続き・届出から会計処理、税務処理まで、合併の実務すべてをコンパクト 217p
に収録したハンドブック。実務上の留意点や事例を示しながら、Q＆A 方式で解 冊子版 978-4-502-23951-9 2017.09
山田＆パートナーズ 編著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

説する。スクイーズアウト等の税制改正に対応した第2版。

*1032352932*
M＆A の新たな展開 「公正なM＆A の在り方に関する指針」の意

法律

義 〈ジュリストBOOKS Professional〉

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
藤田友敬
（ふじた・ともたか）
編
分類◎〈325.247〉 件名◎企業買収 ■エ
有斐閣
216p
2019年6月に公表された「公正なM＆A の在り方に関する指針」の内容およびそ 冊子版 978-4-641-13835-3 2020.05

れがもたらす影響について、M＆A 指針の作成に関与した研究者・実務家らが検
討。実務と理論双方の視点から指針の意義を説き明かす。

基本刑法 1 総論 第3版
大塚裕史
（おおつか・ひろし）
著
日本評論社

十河太朗
（そごう・たろう）
著

判例実務の立場から、基本的な条文解釈力と具体的事例を解決できる事案処理
能力を養成できるよう工夫を凝らした刑法総論のテキスト。豊富な事例と設問を使い、
平明に解説する。共同正犯論等について全面的に見直した第3版。

*1032433699*
法律
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎326 件名◎刑法 ■キ 500p
冊子版 978-4-535-52383-8 2019.03

*1031927308*
刑法案内 1 〈勁草法学案内シリーズ〉
藤木英雄
（ふじき・ひでお）
著
勁草書房

板倉宏
（いたくら・ひろし）
著

「しろうとにもわかる刑法を」との想いでまとめた刑法の入門書。1は刑法全体の概
論から構成要件、違法性、正当防衛・誤想防衛、責任の錯誤までを収録する。

法律
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎326 件名◎刑法 フケ 221,18p
冊子版 978-4-326-49931-1 2011.01

*1030884574*
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刑法案内 2 〈勁草法学案内シリーズ〉

法律

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎326 件名◎刑法 フケ 224,18p
「しろうとにもわかる刑法を」との想いでまとめた刑法の入門書。2は期待可能性から、 冊子版 978-4-326-49932-8 2011.01
藤木英雄
（ふじき・ひでお）
著
勁草書房

板倉宏
（いたくら・ひろし）
著

責任能力、原因において自由な行為、過失や未遂、共犯、刑罰論までを収録する。

*1030884575*
現代刑法入門 第4版 〈有斐閣アルマ Basic〉

法律

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎326 件名◎刑法 ■ゲ 339p
初めて刑法を学ぶ人が現在の法律・学説・実務について基本的な理解を得られる 冊子版 978-4-641-22149-9 2020.03
浅田和茂
（あさだ・かずしげ）
著
有斐閣

内田博文
（うちだ・ひろふみ）
著

ように、具体的事例を挙げながら、総論・各論をバランスよく解説。「共謀罪」（テ
ロ等準備罪）の創設、性犯罪規定の見直しなどを反映した第4版。

DL不可

*1031616245*
現代日本刑事法の基礎を問う 〈笑うケースメソッド 3〉
木庭顕
（こば・あきら）
著
勁草書房

代表的な古典の遺産である政治システムの生命線、刑事司法。学生たちが立場
を超えて、刑事司法の問題の根本を古典的に、ゆえに新たに掘り下げる。東大法
科大学院の授業を単行本化。

法律
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎326 件名◎刑事法 コゲ 250p
冊子版 978-4-326-40366-0 2019.07
DL不可

*1031137118*
実戦演習刑法 予備試験問題を素材にして
関根徹
（せきね・つよし）
著
弘文堂

平成23～30年の司法試験予備試験論文過去問を素材にした、刑法の演習型問
題解説書。基礎的事項から、予備試験問題、それに関連する発展的な問題まで、
刑法の実力が段階的に身につくように解説。参考答案も掲載。

法律
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎326 件名◎刑法 セジ 252p
冊子版 978-4-335-35808-1 2020.03
DL不可

*1031983405*
どこでも刑法 # 総論

法律

和田俊憲
（わだ・としのり）
著
有斐閣

刑法総論の入門的テキスト。すべての項目を4頁あるいは6頁で解説し、前から順
に読めば刑法総論の全体像が摑めるように構成。1巡目で犯罪の基本構造を理解
し、2巡目で肉づけを行う。

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎326.1 件名◎刑法 ワド 189p
冊子版 978-4-641-13939-8 2019.10
DL不可

*1031340526*
ハイブリッド刑法総論 第3版

法律

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎326.1 件名◎刑法 ■ ハ 321p
刑法の基礎理論・犯罪論・刑罰論を「Case」「Topic」「Further Lesson」な 冊子版 978-4-589-04073-2 2020.04
松宮孝明
（まつみや・たかあき）
編
法律文化社

どを使い、基礎から発展へとアクセントをつけて、口語体表記でわかりやすく解説
する。法改正等に対応した第3版。

*1031760412*
刑法総論 CRIMINAL LAW：GENERAL PART 〈有斐閣ストゥディア〉
内田幸隆
（うちだ・ゆきたか）
著
有斐閣

杉本一敏
（すぎもと・かずとし）
著

初学者に向けた「刑法総論」のテキスト。各章に「CASE」として具体的な事
例をあげ、それに対する「解答」を示すとともに、「CHECK」 項目を設けて重要
点を質問の形で箇条書きにしてまとめる。

法律
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎326.1 件名◎刑法 ウケ 284p
冊子版 978-4-641-15065-2 2019.11
DL不可

*1032310318*
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刑法総論の悩みどころ

Key Points of Criminal Law：General Part 〈法学教室 LIBRARY〉
橋爪隆
（はしずめ・たかし）
著
有斐閣

刑法総論の理解が難しい解釈上の論点 = 悩みどころについて、判例・学説の状況
を平易に説明し、どのような思考過程・根拠から一定の結論を導き出そうとしている
のかを具体的に示す。『法学教室』連載を加筆修正。

人の精神の刑法的保護
薮中悠
（やぶなか・ゆう）
著
弘文堂

「刑法における傷害概念」と「人の精神的機能の障害」との関係について、日本
における判例・学説の議論の現状から課題を析出し、比較法的検討などをふまえ
て考察。人の精神も傷害罪や各種の致傷罪の保護法益であることを示す。

法律
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎326.1 件名◎刑法 ハケ 470p
冊子版 978-4-641-13940-4 2020.03
DL不可

*1031814483*
法律
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎326.23 件名◎傷害 ヤヒ 306p
冊子版 978-4-335-35740-4 2020.01
DL不可

*1031533238*
ケースで学ぶ犯罪心理学

法律

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 8,360円 + 税
分類◎326.34 件名◎犯罪心理学 オケ
大学心理学科の専門科目用の犯罪心理学のテキスト。連続殺人、
テロリズム、
レイプ、 169p
ストーキング、DV、放火などの事例（罪種）ごとに知見を紹介し、実際の事件の 冊子版 978-4-7628-2815-7 2013.09
越智啓太
（おち・けいた）
著
北大路書房

解説を盛り込む。まとめと設問も収録。

*1031115517*
監獄と工場 ―刑務所制度の起源―
ダリオ・メロッシ
彩流社

本書は、フーコーの『監獄の誕生』と同時期にイタリアで出版されたもので、権力
機構の形而上学的展開として旧来の説を転倒した先書に対し、“ 監獄とは何か ”と
いう初源的な問いを資本主義の成立とその歴史の中で解明。社会統制と権力構造
の分析。

憲法判例と裁判官の視線 その先に見ていた世界

法律
同時アクセス1 10,253円 + 税
同時アクセス3 15,380円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-164-3

1990

*1031980173*
法律

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 14,080円 + 税
分類◎327.01 件名◎憲法裁判 チケ
最高裁の憲法判例の形成において、各裁判官が、司法の立ち位置を踏まえ、そ 260,6p
の視線の先にどのような世界を見ていたのか。それぞれの裁判官の思いをその法 冊子版 978-4-641-22777-4 2019.10
千葉勝美
（ちば・かつみ）
著
有斐閣

思考と共に紹介する。事項索引、判例索引付き。

*1031340524*
司法試験・予備試験この勉強法がすごい !
平木太生
（ひらき・たいき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

『公認会計士有資格者 jijiたんが予備試験ルートで司法試験に合格したブログ』
の著者が、実際に使ったテキストやノートなども示しながら、司法試験・予備試験
に特化した勉強方法を多数紹介。ブログ非公開の勉強法も収録。

法律
同時アクセス1 4,675円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎327.079 件名◎司法試験 ヒシ
163p
冊子版 978-4-502-29131-9 2019.02

*1031670248*
現代検察官論
川崎 英明
日本評論社

戦後刑事司法改革の指導理念に「検察の民主化」があった。しかし、刑事訴訟
法施行から50年あまりたった今日、その実態は理念と乖離している。ドイツの史的
研究もふまえて、その課題の実現を考察する。

法律
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-535-51102-6

*1031927314*
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1997

知れば怖くない ! 弁護士法72条の正体
吉岡 , 翔
彩流社

弁護士法72条に違反してはいけないのは当然だ。しかし、それを怖がり、困ってい
る人の要求に応えられないことはもっと問題だ。「72条」の問題点とは何か。現場
の最前線に立つ行政書士でライターによる渾身のルポルタージュ。

法律
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7791-1341-3

2008

*1030945528*
Law Practice 民事訴訟法 第3版

法律

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎327.2 件名◎民事訴訟法 ヤロ
法学部生、法科大学院未修者などを対象に、判例を基礎にした事例を用いて、 411p
法的思考のプロセスを示しつつ民事訴訟法の基礎を平易に解説する。実践的な 冊子版 978-4-7857-2587-7 2018.01
山本和彦
（やまもと・かずひこ）
編著
商事法務

安西明子
（あんざい・あきこ）
著

応用力が身につく演習書。

*1032290774*
裁判上の各種目録記載例集 当事者目録、物件目録、請求債権

目録、差押・仮差押債権目録等

改訂版

佐藤裕義
（さとう・ひろよし）
編著
新日本法規出版

民事訴訟事件のほか執行・保全・家事事件等において作成する当事者目録、物
件目録、請求債権目録、差押・仮差押債権目録等について、具体的な書式・記
載例を示し、作成上の留意点を解説する。会社法などの改正に対応。

民事訴訟法 第3版

法律
同時アクセス1 7,755円 + 税
同時アクセス3 18,095円 + 税
分類◎327.2 件名◎民事裁判 ササ
558p
冊子版 978-4-7882-8628-3 2019.10

*1031115508*
法律

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 33,660円 + 税
分類◎327.2 件名◎民事訴訟法 ハミ
民事訴訟の基本的な考え方の理解から、徐々に高度な論点をたどっていけるように 485p
工夫したスタンダードテキスト。むずかしいといわれる民事訴訟法を学習するのに 冊子版 978-4-00-024890-7 2020.02
長谷部由起子
（はせべ・ゆきこ）
著
岩波書店

最適な一冊。民法改正などに対応し、新判例を多数収録した第3版。

DL不可

*1031983399*
民事訴訟法概説 The Remedial Structure of Civil Procedure
and Evidence

第3版

法律

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎327.2 件名◎民事訴訟法 カミ
574p
学習書に徹した、民事訴訟法のテキスト。民事訴訟法の「全体構造」を図表を 冊子版 978-4-335-35801-2 2019.12
川嶋四郎
（かわしま・しろう）
著
弘文堂

駆使して概説するとともに、制度趣旨や定義を明示し、判例・学説が対立する「論
点」について網羅的に言及する。民法改正に完全対応。

権利保護保険のすべて
LAC 研究会編
商事法務

権利保護保険（弁護士費用保険）についての諸外国の制度や歴史、制度内容、
今日の課題、将来の課題等を詳細に論述。事例研究として、「弁護のちから」「弁
護士費用保険 Mikata」を取り上げ、各約款を逐条解説する。

DL不可

*1031434008*
法律
同時アクセス1 2,860円 + 税
同時アクセス3 5,720円 + 税
分類◎327.21 件名◎民事訴訟法 ■ケ
272p
冊子版 978-4-7857-2578-5 2017.12

*1032352874*
民事執行・保全法 第6版 〈有斐閣アルマ Specialized〉

法律

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎327.3 件名◎強制執行 ■ミ
金融機能と密接な関わりを持つ担保・執行制度を手続面で支える民事執行法・民 374p
事保全法をわかりやすく解説したテキスト。法改正、新判例・最新の実務動向を 冊子版 978-4-641-22153-6 2020.03
上原敏夫
（うえはら・としお）
著
有斐閣

織り込んだ第6版。

長谷部由起子
（はせべ・ゆきこ）
著

DL不可

*1031873765*
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破産実務の基礎 〈裁判実務シリーズ 11〉

法律

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎327.36 件名◎破産法 ■ ハ
東京地裁破産再生部に所属する裁判官がまとめた、破産実務の基礎を理解するた 408p
めの実務書。破産事件の申立てや管財手続における諸問題など、破産手続にお 冊子版 978-4-7857-2730-7 2019.08
永谷典雄
（ながや・のりお）
編著
商事法務

上拂大作
（うえはらい・だいさく）
編著

いて基本的かつ重要と考えられる項目について、分かりやすく解説する。

*1032290763*
民事再生の手引 第2版 〈裁判実務シリーズ 4〉
鹿子木康
（かのこぎ・やすし）
編著
商事法務

再生手続に携わる関係者との協議に基づき培われた、東京地方裁判所民事第20
部における再生手続の運用について、裁判官・書記官が具体例と共に手続の段
階ごとに解説する。民事再生法等の関連法の改正などに対応した第2版。

法律
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎327.37 件名◎民事再生法 カミ
529p
冊子版 978-4-7857-2582-2 2017.12

*1032352877*
一問一答・平成30年人事訴訟法・家事事件手続法等改正

法律

国際裁判管轄法制の整備 〈一問一答シリーズ〉

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
内野宗揮
（うちの・むねき）
編著
分類◎327.4 件名◎人事訴訟法 ウイ
商事法務
218p
平成31年4月1日から施行される「人事訴訟法等の一部を改正する法律」について、 冊子版 978-4-7857-2698-0 2019.02

立法担当者が法改正の趣旨・内容を一問一答形式でわかりやすく解説する。

刑事訴訟法 第3版 〈新・コンメンタール〉

*1032290768*
法律

同時アクセス1 22,110円 + 税
同時アクセス3 33,165円 + 税
分類◎327.6 件名◎刑事訴訟法 ■ケ
刑事訴訟法の条文の基本的な意味と立法趣旨を、学説と有機的に関連させながら 1297p
分かりやすく解説。判例の引用は最高裁判所の判例を中心とし、下級審裁判例は 冊子版 978-4-535-52334-0 2018.07

後藤昭
（ごとう・あきら）
編
日本評論社

白取祐司
（しらとり・ゆうじ）
編

とくに重要なものに限り掲載。2016年の法改正を踏まえた第3版。

*1031927275*
刑事訴訟法 Criminal Procedure 第2版

法律

同時アクセス1 9,460円 + 税
同時アクセス3 14,190円 + 税
分類◎ 件名◎刑事訴訟法 サケ 682p
刑事手続の諸制度の趣旨・目的とそこから導かれる法解釈論の筋道を丁寧に解説。 冊子版 978-4-641-13942-8 2020.07
酒巻匡
（さかまき・ただし）
著
有斐閣

刑事手続きの全体構造と作動過程が理解できる。重要な新判例や法改正を織り込
み、編末や章末に参考文献を掲記した第2版。

DL不可

*1032310320*
刑事訴訟法 第6版 〈有斐閣アルマ Specialized〉
田中開
（たなか・ひらく）
著
有斐閣

寺崎嘉博
（てらさき・よしひろ）
著

入門者から上級者まで、常に基本として押さえるべき事柄を凝縮した刑事訴訟法の
スタンダードテキスト。取調べの録音録画制度、刑事免責制度の創設、通信傍
受の対象事件の範囲拡大等にかかる法改正に対応した第6版。

法律
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎刑事訴訟法 ■ケ 422p
冊子版 978-4-641-22157-4 2020.05
DL不可

*1032433700*
交通事故事件弁護学入門 第2版

法律

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎327.6 件名◎刑事裁判 タコ
交通事故事件の科学的弁護のあり方を論じ、具体的な事件を受任した際の手引と 175p
なるよう、調査し資料を収集する、対決鑑定を科学的に批判する等の基本活動を 冊子版 978-4-535-52272-5 2019.07
高山俊吉
（たかやま・しゅんきち）
著
日本評論社

解説。交通法をめぐる新たな動向に対応し、全面的に加筆補正を加える。

*1031927316*
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司法通訳人という仕事 知られざる現場
小林裕子
（こばやし・やすこ）
著
慶應義塾大学出版会

司法通訳は、外国人が被疑者となる場合に必須の存在であるが、その仕事の実
情は知られていない。司法通訳に求められるものは何か。トップクラスの司法通訳
人である著者からの、プロフェッショナリズムに満ちたメッセージ。

法律
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,470円 + 税
分類◎327.6 件名◎司法通訳 コシ
195p
冊子版 978-4-7664-2637-3 2019.11

*1031533214*
入門刑事手続法 第8版

法律

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎327.6 件名◎刑事訴訟法 ミニ
日本の刑事手続の制度・運用について、その概要を図表を用いてわかりやすく解説。 412p
裁判員裁判の実情を基軸に、刑事司法の「今」をビビッドに描き出すなど、統計、 冊子版 978-4-641-13943-5 2020.04
三井誠
（みつい・まこと）
著
有斐閣

酒巻匡
（さかまき・ただし）
著

判例・実務の動向を最新にした第8版。

DL不可

*1032310319*
中国の近代的刑事裁判 刑事司法改革からみる中国近代法史
久保茉莉子
（くぼ・まりこ）
著
東京大学出版会

20世紀前半、とりわけ1920～30年代の中国における刑法・刑事訴訟法の立法過
程と運用実態の具体的様相を考察。当該時期に中国の近代的刑事司法制度の基
盤が形成されたことを実証し、その歴史的意味を検討する。

法律
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎ 件名◎刑事裁判－歴史 クチ
305,19p
冊子版 978-4-13-026165-4 2020.06

*1031814466*
その証言、本当ですか ? 刑事司法手続きの心理学

法律

同時アクセス1 13,420円 + 税
同時アクセス3 20,130円 + 税
分類◎327.953 件名◎刑事訴訟法 サソ
被害者や目撃者がそろって犯人であるとし、本人も自白した事件。しかし、彼は無 381p
実であった－。刑事司法手続きの始まりから終わりまでを俯瞰し、段階ごとに問題を 冊子版 978-4-326-25137-7 2019.10

ダン・サイモン著
勁草書房

福島由衣
（ふくしま・ゆい）
監訳

検討。誤った証言を生み出すメカニズムに迫る。

*1031274393*
わかりやすい米国民事訴訟の実務

法律

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 8,360円 + 税
分類◎327.953 件名◎民事訴訟法 セワ
豊富な実務経験をもつ弁護士4名が、米国民事訴訟の全体像や、訴状を受け取っ 260p
た後の初期対応をわかりやすく解説。訴訟を回避する手段についても提示する。
「日 冊子版 978-4-7857-2673-7 2018.11
関戸麦
（せきど・むぎ）
編著
商事法務

高宮雄介
（たかみや・ゆうすけ）
著

本企業のための米国民事訴訟対策」の後継書。

*1032290789*
民事訴訟における当事者の主張規律

The Principles Relevant to the Parties' Submission of Factual
and Legal Contentions in Civil Procedure
金美紗
（きむ・みさ）
著
慶應義塾大学出版会

主張過程固有の規律とは何か。アメリカ法を比較法的対象とし、日本に適した法律、
そして実務における当事者および訴訟代理人の主張活動を効果的に律することので
きる基準として主張規律を考察する。

国際機構論講義

法律
同時アクセス1 20,020円 + 税
同時アクセス3 30,030円 + 税
分類◎327.953 件名◎民事訴訟法 キミ
377p
冊子版 978-4-7664-2667-0 2020.03

*1031873876*
法律

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎329.3 件名◎国際組織 モコ
国際機構はなぜ創設され、どのような意義と可能性をもつのか。国家中心かつ国連 360p
中心であった既存のパラダイムを根本から問い直し、国際機構という存在を〈マル 冊子版 978-4-00-022954-8 2016.12
最上敏樹
（もがみ・としき）
著
岩波書店

ティラテラリズム〉の原理から読み解く。

*1031004513*
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国際機構論入門

法律

同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 12,012円 + 税
分類◎329.3 件名◎国際組織 ヤコ
20世紀以降、数多く設立されてきた国際機構は、激変する国際情勢により存在意 238p
義が問われつつある。その現在の姿を根本から問い直し、歴史、思想から実態と 冊子版 978-4-13-032224-9 2018.08
山田哲也
（やまだ・てつや）
著
東京大学出版会

展望まで、初歩的な用語解説と応用的な理論分析をまじえ論じる。

*1031224173*
はじめて学ぶ EU 歴史・制度・政策

法律

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎329.37 件名◎ヨーロッパ共同体
EU の歴史的な発展とその取り組みについての導入的、教養的な話題をとりあげ、 イハ 209p
全24講で解説。各講の冒頭に学びのねらいを掲載し、末尾には論点と題した復習 冊子版 978-4-589-04060-2 2020.03
井上淳
（いのうえ・じゅん）
著
法律文化社

問題を付す。コラムも収録。

*1031656993*
欧州の危機 Brexitショック

法律

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎329.37 件名◎ヨーロッパ共同体
欧州債務危機、難民への対応、イギリスの離脱決定と、EUは極めて困難な状況 シオ 254p
に直面している。欧州統合の歴史を踏まえ、
「2速度式欧州」
「アラカルト欧州」をキー 冊子版 978-4-492-44435-1 2016.10
庄司克宏
（しょうじ・かつひろ）
著
東洋経済新報社

ワードとして、EU が抱える課題の行方を読み解く。

*1030884604*
新 EU 法 基礎篇 〈岩波テキストブックス〉
庄司克宏
（しょうじ・かつひろ）
著
岩波書店

2009年末発効のリスボン条約をへて大変化をとげたEU 法の教科書。基礎篇は、
統治機構、法秩序、基本的人権という視点から、EU 法のロジックと仕組みが体
系的に理解できるように説明する。

法律
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 33,660円 + 税
分類◎329.37 件名◎法律－ヨーロッパ
共同体 シシ 375p
冊子版 978-4-00-028910-8 2013.06
DL不可

*1031004527*
新 EU 法 政策篇 〈岩波テキストブックス〉
庄司克宏
（しょうじ・かつひろ）
著
岩波書店

2009年末発効のリスボン条約をへて大変化をとげたEU 法の教科書。政策篇は、
EU 市民権と域内市場、EU 競争法、経済通貨同盟を中心に、豊富な判例法を駆
使して最先端の内容を体系的、理論的に説明する。

法律
同時アクセス1 13,530円 + 税
同時アクセス3 40,590円 + 税
分類◎329.37 件名◎法律－ヨーロッパ
共同体 シシ 428p
冊子版 978-4-00-028913-9 2014.10
DL不可

*1031004529*
国際平和活動の理論と実践 南スーダンにおける試練
井上実佳
（いのうえ・みか）
編著
法律文化社

川口智恵
（かわぐち・ちぐみ）
編著

国際社会において平和の構築と定着を目指して取り組まれている「国際平和活動」
に焦点を当て、その基本概念等を解説。さらに、南スーダンにおける複合的危機
の事例を素材に、国際平和活動の実践を分析する。

法律
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎329.5 件名◎国連平和維持活動
■コ 17,165p
冊子版 978-4-589-04084-8 2020.04

*1031722608*
ルソーの戦争 / 平和論

『戦争法の諸原理』
と
『永久平和論抜粋・批判』

法律

同時アクセス1 18,150円 + 税
同時アクセス3 27,280円 + 税
分類◎ 件名◎戦争
（国際法）ルル
388,39p
断片化した草稿を綿密なテクスト生成研究により校訂、ルソーが意図していた形に 冊子版 978-4-326-10281-5 2020.07

ジャン=ジャック・ルソー著 ブレーズ・バコフェン監修
勁草書房

復元。「戦争法の諸原理」に「永久平和論抜粋・批判」の新訳を合わせ解説も
加えて、ルソーの戦争 / 平和論に迫る。
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*1032310338*

イラストと読む
〈現代語訳〉ポツダム宣言

法律

同時アクセス1 2,739円 + 税
同時アクセス3 4,108円 + 税
分類◎329.66 件名◎ポツダム宣言 タイ
アジア・太平洋戦争の終結を告げ、戦後民主主義を生み出す端緒となった「ポツ 39p
ダム宣言」13項目を平易な日本語とイラストで収録。巻末に英語原文と対訳（旧訳）
、 冊子版 978-4-7791-2153-1 2015.07
田中等
（たなか・ひとし）
作・画
彩流社

関連略年表も掲載。

*1032019543*
国際私法 第7版 〈有斐閣 Sシリーズ 55〉
櫻田嘉章
（さくらだ・よしあき）
著
有斐閣

国際私法の全体像が端的にわかる入門書。序論から総論、各論にいたるまで、
国際私法の重要な論点を分かりやすくコンパクトに解説する。近時の法改正、判例・
学説に対応した第7版。

法律
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎国際私法 サコ 429p
冊子版 978-4-641-15954-9 2020.05
DL不可

*1032310324*
国際法務概説
大江橋法律事務所監修
有斐閣

法律
国谷史朗
（くにや・しろう）
編

国際契約、国際貿易、M＆Aといった国際法務の基礎、紛争解決の代表的な手
続である国際民事訴訟と国際仲裁をわかりやすく説明。国際知的財産、国際労務
など代表的な専門分野については、一定程度まで掘り下げて解説する。

同時アクセス1 14,190円 + 税
同時アクセス3 18,920円 + 税
分類◎329.8 件名◎国際私法 ■コ
454p
冊子版 978-4-641-04685-6 2019.12

*1031616246*
新・ケースで学ぶ国際私法 新版

法律

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎329.8 件名◎国際私法 ■シ
国際私法と国際民事手続法を通じて、国際的なビジネスや家族生活に実際に使え 16,299p
る法的な考え方を紹介。具体例を用いて問題を浮かび上がらせ、主要な法的なルー 冊子版 978-4-589-04077-0 2020.04
野村美明
（のむら・よしあき）
編著
法律文化社

高杉直
（たかすぎ・なおし）
編著

ルは条文の形で本文中に引用する。

*1031760413*
国際取引の法と交渉

法律

同時アクセス1 3,850円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎329.85 件名◎国際私法 タコ
契約交渉から紛争解決まで、国際取引の段取りを時系列で追いながら、各ステー 350p
ジごとに、主要分野で当事者が行う交渉を軸に実務と問題点を解説し、トラブル 冊子版 978-4-86429-088-3 2011.09
立石孝夫
（たていし・たかお）
著
大学教育出版

の原因を分析する。トラブルの代表的事例の概要と解決結果も収録。

*1031537740*
ケース別相続登記添付情報のチェックポイント

法律

同時アクセス1 4,785円 + 税
同時アクセス3 11,165円 + 税
分類◎
相続登記の具体的な場面をケースとして設定し、必要な添付情報を表形式でまと 冊子版 978-4-7882-8615-3
山北 , 英二
新日本法規出版

めています。各ケースでは登記申請時の留意点や添付情報の確認すべきポイント
を解説しています。相続法改正に対応した最新の内容です。

2019

*1030988260*
元登記官からみた抹消登記のポイント
青木 , 登
新日本法規出版

所有権や抵当権、仮登記などのさまざまな権利に関する登記の抹消について実務
のポイントを示し、わかりやすく解説しています。事案に応じた登記記録例を適宜
掲載しています。実務に精通した元登記官が、豊富な経験に基づき執筆した信頼
できる内容です。

法律
同時アクセス1 4,785円 + 税
同時アクセス3 11,165円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7882-8617-7

2019

*1030988263*
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相続登記相談対応マニュアル

法律

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎
相談・受任から登記後の処理まで、手続の流れに沿ってわかりやすくまとめています。 冊子版 978-4-7882-8616-0

おおさか法律事務所
新日本法規出版

業務の手順を【フローチャート】で示し、そのポイントを【アドバイス】や【ケース
スタディ】【補助者業務のポイント】【参考書式】を交えて解説しています。改正
相続法にも言及した最新の内容です。

法律学概要 改訂版
大西 , 斎
大学教育出版

憲法・民法・刑法を初学者向けにわかりやすく解説した法律学入門書である。特
に憲法の人権に関わる事柄については、学説や判例を事例に即して解説し、これ
から本格的に法律の勉強をする方にもお勧めである。

2019

*1030988262*
法律
同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 4,400円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-86692-023-8

2019

*1030939873*
世界大激変 次なる経済基調が定まった!
長谷川慶太郎
（はせがわ・けいたろう）
著
東洋経済新報社

イギリスの EU 離脱という大衝撃が世界を駆け回って、株価の暴落、為替の乱高
下をもたらした。世界的「価格破壊」はこれから本格化する。独自の視点から世
界の政治、経済の大局を読み解く。

経済
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎304 ハセ 193p
冊子版 978-4-492-44430-6 2016.08

*1030884619*
法律家をめざす人のための経済学 〈岩波テキストブックスS〉
常木淳
（つねき・あつし）
著
岩波書店

法律学と経済学のそれぞれが持っている思考 パターンの差異を踏まえて、経済学
の最も基礎的かつ中心的な部分を丁寧に解説する。法科大学院における講義ノー
トをもとに書籍化。

経済
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 37,620円 + 税
分類◎321 件名◎法律学 ツホ 248p
冊子版 978-4-00-028916-0 2015.01

*1031004531*
北欧式お金と経済がわかる本 12歳から考えたい9つのこと
グンヒル・J.エクルンド著
翔泳社

枇谷玲子
（ひだに・れいこ）
訳

経済の専門家が、12歳以上の子どもたちに知っておいてほしいと感じた「お金や経
済のしくみ」をやさしく解説。お金の稼ぎ方、借り方、扱い方、税金、銀行、失業
と貧困などについて、ノルウェーと日本を比較しながら説明する。

経済
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎ K330 件名◎経済 エホ 111p
冊子版 978-4-7981-5517-3 2019.02
DL不可 EPUB

*1031210723*
時代の「見えない危機」
を読む 迷走する市場の着地点はどこか
黒瀬浩一
（くろせ・こういち）
著
慶應義塾大学出版会

時代の大きな動きを捉えなければ、短期的な相場変動に振り回される。長期の投資
哲学、世界の覇権国・米国の経済・金融史、日本経済の動向を3本柱に据えた、
スケールの大きな現代経済・金融論。

経済
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎ 件名◎経済 クジ 556p
冊子版 978-4-7664-2677-9 2020.05

*1031873880*
クルーグマンマクロ経済学 MACROECONOMICS 第2版

経済

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎331 件名◎マクロ経済学 クク
現実的な事例やデータを使って概念をわかりやすく、
かつ面白く例解した経済学入門、 777p
マクロ編。マクロ経済学の全体像、長期の経済成長と短期の経済変動、安定化 冊子版 978-4-492-31490-6 2019.09

ポール・クルーグマン著 ロビン・ウェルス著
東洋経済新報社

政策、開放経済などを収載。見返しに目次一覧あり。

*1030988247*
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ダグラス・ノース制度原論

経済

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎331 件名◎経済学 ノダ 286,19p
人類は停滞の歴史から抜け出せるのか ? 経済学に絶大な影響を与えた権威、ノー 冊子版 978-4-492-31474-6 2016.03

ダグラス・C.ノース著
東洋経済新報社

瀧澤弘和
（たきざわ・ひろかず）
監訳

ス教授の最後の提言。人間の認知、信念体系から制度を読み解き、主流派経済
学では捉えきれなかった経済変化の過程に迫る。

*1030884630*
ブランシャールマクロ経済学 上 基礎編 第2版
オリヴィエ・ブランシャール 著
東洋経済新報社

中泉真樹
（なかいずみ・まき）
訳

IMF チーフエコノミストとして経済危機を体験した著者の現実感溢れるマクロ経
済学のテキスト。マクロ経済学の基礎的な事実と論点を紹介し、
「短期」「中期」
「長期」の分析に焦点を当てて解説する。見返しに記号一覧等あり。

経済
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎331 件名◎マクロ経済学 ブブ
594p
冊子版 978-4-492-31528-6 2020.04

*1031670362*
ブランシャールマクロ経済学 下 拡張編 第2版
オリヴィエ・ブランシャール 著
東洋経済新報社

中泉真樹
（なかいずみ・まき）
訳

IMF チーフエコノミストとして経済危機を体験した著者の現実感溢れるマクロ経
済学のテキスト。「短期」「中期」の期待の役割に焦点を当てて解説し、開放マ
クロ経済学、マクロ経済政策を検討する。見返しに記号一覧等あり。

経済
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎331 件名◎マクロ経済学 ブブ
532p
冊子版 978-4-492-31529-3 2020.04

*1031670363*
マクロ経済学 入門の「一歩前」から応用まで 新版

〈有斐閣ストゥディア〉

経済

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎331 件名◎マクロ経済学 ヒマ
306p
経済学の基礎をなす分野のひとつであるマクロ経済学を、入門の「一歩前」から 冊子版 978-4-641-15076-8 2020.04
平口良司
（ひらぐち・りょうじ）
著
有斐閣

稲葉大
（いなば・まさる）
著

応用まで丁寧に解説。実際の日本経済や国際経済の動向を通して、そのメカニズ
ムをわかりやすく説明する。練習問題、ウェブサポートつき。

マンキュー経済学 1 ミクロ編 第4版
N.グレゴリー・マンキュー著
東洋経済新報社

足立英之
（あだち・ひでゆき）
訳

経済学のグローバル・スタンダード・テキスト。1は、「経済学の十大原理」「市
場における需要と供給の作用」などを解説する。豊富なケース・スタディ、復習問題、
応用問題も収録。見返しに全体目次あり。

DL不可

*1032310326*
経済
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎331 件名◎経済学 ママ 755p
冊子版 978-4-492-31519-4 2019.10

*1031579416*
マンキュー経済学 2 マクロ編 第4版

経済

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎331 件名◎経済学 ママ 690p
経済学のグローバル・スタンダード・テキスト。2は、「長期の実物経済」「長期に 冊子版 978-4-492-31520-0 2019.10
N.グレゴリー・マンキュー著
東洋経済新報社

足立英之
（あだち・ひでゆき）
訳

おける貨幣と価格」「開放経済のマクロ経済学」などを解説する。豊富なケース・
スタディ、復習問題、応用問題も収録。見返しに全体目次あり。

*1031579417*
マンキュー入門経済学 第3版

経済

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎331 件名◎経済学 ママ 563p
経済学入門のグローバル・スタンダード・テキスト。各項目についてケース・スタディ、 冊子版 978-4-492-31521-7 2019.10
N.グレゴリー・マンキュー著
東洋経済新報社

足立英之
（あだち・ひでゆき）
訳

復習・応用問題などを交えながら解説する。「マンキュー経済学」ミクロ編、マク
ロ編から主要な内容を選んで再構成。見返しに全体目次あり。

*1031579418*
53

ミクロ経済学って大体こんな感じです

経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎331 件名◎ミクロ経済学 タミ
「わかりやすさ」を最優先にしたミクロ経済学の入門書。全貌を最初に大づかみで 313p
きる構成や、消費者行動と生産者行動の両理論の対称性を明確にすることで効率 冊子版 978-4-641-16555-7 2019.12
竹内健蔵
（たけうち・けんぞう）
著
有斐閣

的に学べる。各章末に練習問題も収録。

DL不可

*1031533263*
ものがたりで学ぶ経済学入門
根井雅弘
（ねい・まさひろ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

経済学者と出会った高校3年生の経太。歴史や政経の教科書を読み返したり、夢
で経済学の巨人と会話したりするうちに、偉大な経済学者と夢の中で対話するまで
になり…。小説形式で描いた経済学の入門書。

経済
同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎331 件名◎経済学 ネモ 253p
冊子版 978-4-502-31791-0 2019.08

*1031340511*
人工知能と経済 Artificial Intelligence and the Economy
山本勲
（やまもと・いさむ）
編著
勁草書房

人工知能は経済をいかに変容させるのか。経済学の多様なフィールドを取り上げ、
技術進歩のエピソードや研究動向を整理し、さまざまな知見をもとに、今後の技術
進歩の社会経済に与える影響や留意点、政策含意を検討する。

経済
同時アクセス1 15,950円 + 税
同時アクセス3 23,980円 + 税
分類◎331 件名◎経済学 ヤジ 347p
冊子版 978-4-326-50462-6 2019.08

*1031274396*
選択しないという選択 ビッグデータで変わる「自由」のかたち

経済

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎331 件名◎行動経済学 サセ
ネットに氾濫する「あなたへのおすすめ」の数々。来たるべき世界はユートピアか ? 237,23p
ディストピアか ? ビッグデータ時代にふさわしい自由と選択を追い求め、リバタリアン・ 冊子版 978-4-326-55077-7 2017.01
キャス・サンスティーン著
勁草書房

伊達尚美
（だて・なおみ）
訳

パターナリズムの有用性と問題について考察する。

*1032356294*
動学マクロ経済学へのいざない

経済

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎331 件名◎マクロ経済学 ハド
ソローモデルに始まり、ラムゼイモデル、実物的景気循環モデルを経てニューケ 205p
インジアン・モデルに至るまでの一連の動学マクロ経済モデルの考え方を紹介。 冊子版 978-4-535-55949-3 2020.03
蓮見亮
（はすみ・りょう）
著
日本評論社

プログラムとデータはダウンロード可能。

*1031927334*
ナッジ!?

自由でおせっかいなリバタリアン・パターナリズム

那須耕介
（なす・こうすけ）
編著
勁草書房

橋本努
（はしもと・つとむ）
編著

ナッジという技法とその背後にあるリバタリアン・パターナリズムの思想の意義と問
題点を、思想史的な来歴と今日の理論的達成、そして将来への実践的展望という
3つの柱を軸に考察する。

経済
同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎ 件名◎行動経済学 ■ナ 256p
冊子版 978-4-326-55084-5 2020.05

*1031873790*
ヤバすぎる経済学 常識の箱から抜け出す最強ロジック

経済

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎331.04 件名◎経済学 レヤ
銀行襲うならいつ ? 絶滅危惧種を守る法律で絶滅が早まる? 世界的スター経済学 409,11p
者による、テロ、犯罪、戦争から家族や人生の問題、エロい話まで、いま世界で起こっ 冊子版 978-4-492-31477-7 2016.04

スティーヴン・D.レヴィット著 スティーヴン・J.ダブナー著
東洋経済新報社

ているすべてを解決する131話。

*1030884655*
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宇沢弘文傑作論文全ファイル 1928-2014
宇沢弘文
（うざわ・ひろふみ）
著
東洋経済新報社

経済・社会の様々な問題に取り組んだ哲人経済学者・宇沢弘文。その思想の根
幹である社会的共通資本の概念、人間のための経済学の考え方を一望できる論攷
集。ジョセフ・スティグリッツ教授による追悼シンポジウムの講演も収録。

経済
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎331.04 件名◎経済学 ウウ 420p
冊子版 978-4-492-31486-9 2016.11

*1030884596*
経済学は悲しみを分かち合うために 私の原点
神野直彦
（じんの・なおひこ）
著
岩波書店

人間を幸福にする経済とは ? 新自由主義に抗い、人間のための経済を提唱する著
者の思想はどのようにして育まれてきたのか。自らの人生、偉大な師や友人らとの交
流などを振り返りながら、経済学の使命を根源から問う。

経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎331.04 件名◎経済学 ジケ 252p
冊子版 978-4-00-061277-7 2018.06

*1031137111*
仏教経済学 暗い学問－経済学－に光明をあてる

経済

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,430円 + 税
分類◎331.04 件名◎経済学 ブブ
私たちが全ての人に慈悲の気持ちを持ち、人生のかえ難い瞬間を自覚することによ 191,29p
り、真の幸せは自己の内面から来る。お互いの思いやりを反映し、世界の資源を 冊子版 978-4-326-55083-8 2020.02
クレア・ブラウン著
勁草書房

村瀬哲司
（むらせ・てつじ）
訳

持続的に分かち合える経済の仕組み作りを提唱する。

*1031616132*
福祉国家体制の危機と経済倫理学の再興

ドイツ語圏における展開 〈神戸大学経済学叢書 第23輯〉
永合位行
（なごう・たかゆき）
著
勁草書房

ドイツ語圏における新たな経済倫理学の諸研究を展望。1980年代以降の経済倫
理学の代表的論者に焦点をあて、かれらが自らの経済倫理学の体系の中でいかな
る経済秩序構想を展開してきたかを明らかにする。

複雑系としての経済・社会 〈複雑系叢書 3〉
早稲田大学複雑系高等学術研究所編
共立出版

複雑系の視点から経済・社会を論じる5編の論文を収録。内部状態を持った個体
が集まってできた系の集団的・統計的性質に着目し、各個体の情報からいかに集
団を特徴づけ、いかに新たな集団的性質を発見するかという問いを示す。

経済
同時アクセス1 13,420円 + 税
同時アクセス3 20,130円 + 税
分類◎331.1 件名◎経済倫理 ナフ
226p
冊子版 978-4-326-54645-9 2016.01

*1032356321*
経済
同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎331.16 件名◎経済学 ■フ
146p
冊子版 978-4-320-03447-1 2019.04

*1031983448*
やさしい計量経済学 プログラミングなしで身につける実証分析

経済

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎331.19 件名◎計量経済学 カヤ
計量経済学の基本的な概念と、それを実際に応用するためのソフトウェア「gretl」 268p
の使い方を解説。手を動かして体験することで、データ分析の基礎力が養える。 冊子版 978-4-274-22453-9 2019.11

加藤久和
（かとう・ひさかず）
著
オーム社

練習問題も収録。サンプルデータのダウンロードサービス付き。

DL不可

*1031873822*
契約と法の経済分析 〈中京大学総合政策研究叢書 第13号〉
佐藤茂春
（さとう・しげはる）
著
勁草書房

不完備契約がもたらす非効率性を克服するため、どのような方策があるのか。不完
備契約に対する契約当事者間の自主的解決としてのオプション契約の有効性や、
市場の効率性に与える契約不完備性の問題などについて考察する。

経済
同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎331.19 件名◎経済分析 サケ
203p
冊子版 978-4-326-50469-5 2020.01

*1031533229*
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経済系のための情報活用 Office2019対応 1

〈専門基礎ライブラリー〉

経済

同時アクセス1 4,125円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
櫻本健
（さくらもと・たけし）
編著 倉田知秋
（くらた・ともあき）
ほか著
分類◎331.19 件名◎経済統計学－デー
実教出版
タ処理 サケ 166p
実際の経済データをExcel で加工して表やグラフを作成し、それらをもとにWord 冊子版 978-4-407-34826-2 2019.10

での論文作成や、PowerPoint での資料作成ができるように、各ソフトの活用法を
解説。Office2019対応。

計量経済学 Econometrics：Statistical Data Analysis for
Empirical Economics 〈New Liberal Arts Selection〉

*1032310372*
経済

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
西山慶彦
（にしやま・よしひこ）
著 新谷元嗣
（しんたに・もとつぐ）
著
分類◎331.19 件名◎計量経済学 ■ケ
有斐閣
726p
確率・統計の基礎からミクロデータを用いた因果関係を識別するための手法、マク 冊子版 978-4-641-05385-4 2019.07

ロデータを用いた時系列分析手法までを、臨場感のある実証例とともに解説。練習
問題で用いるデータセット等をダウンロードできるQRコード付き。

計量経済学のための数学

DL不可

*1030990048*
経済

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎331.19 件名◎計量経済学 タケ
入門レベルの統計学から中・上級の計量経済学への橋渡しとなることを企図して、 257p
線形代数と確率論の基礎を解説。測度論的確率論の入門書にも最適。
『経済セミ 冊子版 978-4-535-55929-5 2019.08

田中久稔
（たなか・ひさとし）
著
日本評論社

ナー』連載を書籍化。

*1031927313*
実証分析のための計量経済学 正しい手法と結果の読み方
山本勲
（やまもと・いさむ）
著
中央経済社

計量経済学を用いたさまざまな実証分析を適切に実施したり、推定結果を正しく読
み取ったりできるように、計量経済学の最低限の概念やルールを、推定結果の具
体例を多く紹介しながら、直感的かつ実践的に解説する。

経済
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎331.19 件名◎計量経済学 ヤジ
245p
冊子版 978-4-502-16811-6 2015.11

*1032352929*
社会科学者のための進化 ゲーム理論 ―基礎から応用まで―
大浦 宏邦
勁草書房

ひとびとが試行錯誤したり他人のすることを真似したりするときに、ひとびとの全体の
行動にはどのような変化が生じるか。「動学化されたゲーム理論」の論理と可能性。

経済
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-60213-1

2008

*1032356308*
入門空間計量経済学

経済

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎331.19 件名◎計量経済学 ルニ
空間計量経済学の入門書。空間計量経済モデルの動機付けと解釈から、ペイズ 349p
空間計量経済、限定従属変数空間 モデルまで、空間計量経済 モデルを用いて 冊子版 978-4-7791-6001-1 2020.04
J. ルサージ著
彩流社

R.K. ペース著

実証分析を行うにあたって必要な理論や実証例をコンパクトにまとめる。

*1032019537*
部分識別入門 計量経済学の革新的アプローチ
奥村綱雄
（おくむら・つなお）
著
日本評論社

計量経済学の分野で近年急速に発展している新しい手法「部分識別」を、実証
例とともに、丁寧にわかりやすく解説。従来の計量経済学の常識を覆す強力なアプ
ローチの全体像がわかる。『経済セミナー』連載をベースに単行本化。

経済
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎331.19 件名◎計量経済学 オブ
238p
冊子版 978-4-535-55893-9 2018.09

*1031927341*
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日本の経済学史
橘木俊詔
（たちばなき・としあき）
著
法律文化社

輸入学問である経済学に日本人がいかに取りくんできたか。幅広い視点から、江戸
時代から現代までの軌跡を歴史として探究、評価する。日本人はなぜノーベル経
済学賞を取れないのかも論じる。

経済
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎331.21 件名◎経済学－歴史 タニ
279,7p
冊子版 978-4-589-04035-0 2019.10

*1031656996*
定本現代イギリス経済学の群像 正統から異端へ

経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎331.233 件名◎経済学者 ネテ
社会主義がベルリンの壁と共に崩れた1989年、現代経済学の起源を米主流派で 262p
はなく英ケンブリッジ学派に見出した記念碑的著作を復刊。現代経済学の形成に 冊子版 978-4-560-09723-6 2019.09
根井雅弘
（ねい・まさひろ）
著
白水社

関わった経済学者たちの理論と思想がもつダイナミックな意味を考察。

DL不可 EPUB

*1031301255*
マルクス経済学 Marxian economics 第3版

経済

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎331.6 件名◎経済学－社会主義
マルクス経済学講義のためのテキスト。置塩理論と新古典派経済学理論を参考 オマ 355p
に作り上げた「マルクス派最適成長論」という方法論により、マルクス経済学と 冊子版 978-4-7664-2675-5 2020.04
大西広
（おおにし・ひろし）
著
慶應義塾大学出版会

近代経済学が橋渡し可能であることを示す。説明の追加等を行った第3版。

*1031873878*
武器としての「資本論」
白井聡
（しらい・さとし）
著
東洋経済新報社

なぜ格差社会が生まれるのか。なぜ自己啓発書を何冊読んでも救われないのか。
なぜ上司がイヤな態度をとるのか。今の時代を考える上で特に役に立つと考えられ
る概念を取り上げ、「資本論」の魅力を伝えるまったく新しい入門書。

経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎331.6 件名◎資本論 シブ 290p
冊子版 978-4-492-21241-7 2020.04

*1031670369*
An ever normal granary and the solution for global
economic prosperity

What we should learn from J.M.Keynes and Yamada Houkoku
三宅康久
（みやけ・やすひさ）
著
大学教育出版

経済
同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 4,400円 + 税
分類◎331.74 件名◎ケインズ ,ジョン・メ
イナード ミア 182p
冊子版 978-4-86692-061-0 2019.12

ケインズの一般理論と山田方谷藩政改革を対比し、その理論の限界を明らかにし
た一冊。方谷の改革理念と、ケインズの一般理論によって否定され、その問題点
が広く認知されるようになったセイの法則との関係性を解く。

社会的選択と個人的評価

*1031537745*
経済

同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎331.74 件名◎経済学－厚生経済
「アローの不可能性定理（一般可能性定理）」として知られる社会的選択理論を 学 アシ 181p
創設し、1972年にノーベル経済学賞を受賞したケネス・J.アローの代表的著作。 冊子版 978-4-326-50373-5 2013.01
ケネス・J. アロー著
勁草書房

長名寛明
（おさな・ひろあき）
訳

エリク・S・マスキンの緒言を新たに収録。原著第3版の翻訳。

*1032356289*
「競争」は社会の役に立つのか 競争の倫理入門
クリストフ・リュトゲ著 嶋津格
（しまず・いたる）
訳
慶應義塾大学出版会

競争を正しく行うことは倫理的である－。医療、教育、環境などの分野での多くの
改善の問題が、経済的メカニズムのより強力な導入を通して、またより深化した競
争によってのみ解決することを明らかにする。

経済
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎ 件名◎競争
（経済学）リキ 229p
冊子版 978-4-7664-2638-0 2020.08

*1032433805*
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消費経済学入門 サステイナブルな社会への選択
樋口一清
（ひぐち・かずきよ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

ネット社会の出現、超高齢化社会の到来、グローバルな経済の拡大、GAFAなど
のプラットフォーマーの登場…。現代社会を「消費者の視点」で捉え直す、実践
的な経済学の入門書。

経済
同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎331.87 件名◎消費 ヒシ 181p
冊子版 978-4-502-30751-5 2019.06

*1031274403*
スミス・マルクス・ケインズ よみがえる危機の処方箋

経済

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎332.06 件名◎資本主義 ヘス
経済危機はなぜ起こるのか。貧富の差はなぜ固定するのか。お金の役割は－。ス 393,11p
ミス「国富論」、マルクス「資本論」、ケインズ「一般理論」のポイントと彼らの 冊子版 978-4-622-08867-7 2020.02
ウルリケ・ヘルマン著
みすず書房

鈴木直
（すずき・ただし）
訳

時代を記述し、逆説に満ちた資本主義というシステムを明らかにする。

*1031873755*
ホモ・デジタリスの時代 AIと戦うための（革命の）哲学

経済

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎332.06 件名◎経済－歴史 コホ
1968年5月の学生運動を起点にして、現在までの思潮と今後の展望を、経済学、 222,17p
社会学、哲学、科学技術、心理学などから学際的に総括。新たな人文知のために、 冊子版 978-4-560-09721-2 2019.10

ダニエル・コーエン著
白水社

林昌宏
（はやし・まさひろ）
訳

デジタル社会における「経済成長」の真実に迫る。

DL不可 EPUB

*1031210726*
みんなを幸せにする資本主義 公益資本主義のすすめ
大久保秀夫
（おおくぼ・ひでお）
著
東洋経済新報社

これから世界経済の中心となるべきは、日本が発する、社会全体の利益を考える「公
益資本主義」であると提唱する著者が、企業のあるべき姿、経営者のあるべき精
神を説く。

経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎332.06 件名◎資本主義 オミ
256p
冊子版 978-4-492-39628-5 2016.03

*1030884628*
最後の資本主義
ロバート・B.ライシュ著
東洋経済新報社

雨宮寛
（あめみや・ひろし）
訳

なぜ50年前にはうまく分配できていた繁栄が、現代の仕組みではできないのか。中
間層の消滅を警告し続けたアメリカの経済学者が、市場のルール、所得や富の
分配について詳論し、富裕層に対抗する勢力の構築について述べる。

経済
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎332.06 件名◎資本主義 ラサ
346,17p
冊子版 978-4-492-44440-5 2016.12

*1030884654*
資本主義世界の現在 ―マルクス主義 “ 復活 ” 宣言―
旭 凡太郎
彩流社

新左翼の活動家によるソ連崩壊以降の現代世界─アメリカ一極化の政治と経済
的混乱─の基本的見方と新たなる社会革命＝革命への理論とイメージの共有を求
める史的総括と可能性を問う。

経済
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-473-6

1998

*1031980142*
無形資産が経済を支配する 資本のない資本主義の正体

経済

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎332.06 件名◎資本主義 ハム
スターバックスの店舗マニュアル、コカ・コーラの製法とブランド、グーグルのアル 359,29p
ゴリズム…。無形資産の増大は生産性や格差にどのような影響をもたらすのか ? こ 冊子版 978-4-492-31524-8 2020.01
ジョナサン・ハスケル 著 スティアン・ウェストレイク著
東洋経済新報社

れまで計測できなかった無形資産の全貌を包括的に分析する。

*1031439221*
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日本経済史

経済

武田晴人
（たけだ・はるひと）
著
有斐閣

明治維新と原始的蓄積、帝国主義的経済構造の形成、戦後改革と経済復興…。
19世紀の半ばから150年余りの日本における経済構造の変化を中心に解説する。
東京大学での講義をもとにした日本経済史のテキスト。

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎332.106 件名◎日本－経済－歴
史 タニ 446p
冊子版 978-4-641-16528-1 2019.03
DL不可

*1031340527*
デービッド・アトキンソン新・所得倍増論

潜在能力を活かせない「日本病」の正体と処方箋

経済

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
デービッド・アトキンソン著
分類◎332.107 件名◎日本－経済 アデ
東洋経済新報社
305p
先進国でもっとも生産性が低く、もっとも貧困率が高い日本。これからの日本経済に 冊子版 978-4-492-39635-3 2016.12

は何が必要で、どう改善していったらいいのか。日本が落ちぶれた「原因」を特定
し、復活への「秘策」を明らかにする。

経済がわかる論点50 2020
みずほ総合研究所著
東洋経済新報社

東京五輪の効果とその後の反動、激化するキャッシュレス戦争の行方、泥沼化す
る米中貿易摩擦…。日本経済、海外経済、金融・マーケットなど、みずほ総合研
究所が2020年の経済がわかる50の論点を解説する。

*1030884617*
経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎332.107 件名◎日本－経済 ■ケ
232p
冊子版 978-4-492-39648-3 2019.11

*1031274493*
最新｜日本経済入門 第6版

経済

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎332.107 件名◎日本－経済 コサ
経済的な真実とは何か ? 最新のデータと問題意識に基づいて日本経済を解説する。 336p
アメリカの TPP からの離脱、消費税率の引き上げ、マイナス金利の採用など、 冊子版 978-4-535-55902-8 2020.03
小峰隆夫
（こみね・たかお）
著
日本評論社

村田啓子
（むらた・けいこ）
著

2016年以降の新しい動きを取り込んだ第6版。

*1031927318*
地域創生 ,そして日本創生へ 〈日本経済政策学会叢書 2〉
小淵洋一
（おぶち・よういち）
編
勁草書房

谷口洋志
（たにぐち・ようじ）
編

国の重要政策の一つである「地域創生」を行政と企業の取り組みから切り込み、
わかりやすく解説。また、少子・高齢化が進む現代に必要な社会保障政策を含む
財政政策について展望する。

経済
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎332.107 件名◎経済政策－日本
■チ 172p
冊子版 978-4-326-54611-4 2020.02

*1031670283*
現代大阪経済史 大都市産業集積の軌跡
沢井実
（さわい・みのる）
著
有斐閣

日本の製造業の行く末、日本経済の将来を見据えるために－。戦中・戦後から90
年代にかけての大阪経済を支えたものづくり産業の軌跡を追いつつ、地域経済政
策の実態を探究する。

経済
同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎332.163 件名◎大阪府－経済－
歴史 サゲ 334p
冊子版 978-4-641-16549-6 2019.09

*1031137098*
中国・新興国ネクサス 新たな世界経済循環
末廣昭
（すえひろ・あきら）
編
東京大学出版会

田島俊雄
（たじま・としお）
編

今後の世界経済の発展のフロンティアは中国と新興国にあり、両者の安定的な発
展が世界経済にとって重要な意味を持つようになる。中国と新興国の経済関係の現
状を現場に近い視点から明らかにするとともに、今後の課題も示す。

経済
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 20,625円 + 税
分類◎332.22 件名◎中国－経済関係
■チ 369p
冊子版 978-4-13-046126-9 2018.12

*1031224183*
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中国が世界を攪乱する AI・コロナ・デジタル 人民元

経済

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎中国－経済 ノチ 261,15p
ファーウェイ排除、米中貿易戦争、新型コロナ制圧…問題の本質はすべてつながっ 冊子版 978-4-492-44457-3 2020.06
野口悠紀雄
（のぐち・ゆきお）
著
東洋経済新報社

ている。中国の成長を歴史の過程の中で位置付け、中国のハイテク産業の動向
やその意味を論じる。ウェブ版『現代ビジネス』連載を元に書籍化。

*1031814560*
ベトナム経済発展論 中所得国の罠と新たなドイモイ

経済

同時アクセス1 9,790円 + 税
同時アクセス3 14,630円 + 税
分類◎332.231 件名◎ ベトナム－経済
ベトナムはいかにして市場経済への移行を展開してきたか。中所得国の罠を避ける トベ 322p
ための新たなドイモイは何か。ベトナムの経済発展・市場への移行過程を分析し、 冊子版 978-4-326-50339-1 2010.09

トラン・ヴァン・トウ著
勁草書房

現段階の課題を明らかにする。

*1030884577*
ナチス破壊の経済 1923-1945 上

経済

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎332.34 件名◎ドイツ－経済－歴
ナチスの経済政策は、いかに付け焼き刃に過ぎなかったか。雇用創出、アウトバー 史 トナ 415,62p
ン建設など、ナチ経済政策につきまとう神話の実像を暴きつつ、戦争遂行に向けた、 冊子版 978-4-622-08812-7 2019.08
アダム・トゥーズ 著
みすず書房

山形浩生
（やまがた・ひろお）
訳

外貨確保を中心とした金融経済政策や動員体制の確立を詳述する。

*1031340518*
ナチス破壊の経済 1923-1945 下
アダム・トゥーズ 著
みすず書房

山形浩生
（やまがた・ひろお）
訳

ナチスの経済政策は、いかに付け焼き刃に過ぎなかったか。ホロコーストの経済
的側面の全貌、シュペーアによる軍備の奇跡の実態など、西部戦線の開戦から敗
戦まで、破壊に向かって突き進む総動員経済の終幕を描く。

経済
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎332.34 件名◎ドイツ－経済－歴
史 トナ p417～783 79p
冊子版 978-4-622-08813-4 2019.08

*1031340519*
中世末期西ヨーロッパの市場と規制

15世紀フランデレンの穀物流通 〈神戸大学経済学叢書 第20輯〉

経済

同時アクセス1 14,410円 + 税
同時アクセス3 21,670円 + 税
分類◎332.358 件名◎ ベルギー－経済
－歴史 オチ 298p
ベルギーの東フランデレン州にあるヘントの文書館に保管されている史料を用いて、 冊子版 978-4-326-54642-8 2013.11
奥西孝至
（おくにし・たかし）
著
勁草書房

穀物流通・取引・価格の分析などにより、15世紀フランデレンの穀物流通におけ
る市場機能を考察する。

なぜ中間層は没落したのか アメリカ二重経済のジレンマ

*1032356320*
経済

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎ 件名◎アメリカ合衆国－経済 テナ
所得格差が拡大し、中間層が消えつつあるアメリカ。二極化した階層を固定化す 325p
る政策、低賃金、大量投獄、人種差別…。世界でもっとも裕福な国であるアメリ 冊子版 978-4-7664-2674-8 2020.06
ピーター・テミン著 栗林寛幸
（くりばやし・ひろゆき）
訳
慶應義塾大学出版会

カの現状を、「二重経済モデル」によって描き出す。

*1031983487*
いまこそ経済成長を取り戻せ

崩壊の瀬戸際で経済学に何ができるか

経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎333 件名◎経済政策 モイ
201,35p
政治・経済・社会を覆う「短期志向」、諸悪の根源としての「近視眼的思考」を 冊子版 978-4-560-09718-2 2019.09

ダンビサ・モヨ著
白水社

若林茂樹
（わかばやし・しげき）
訳

いかに乗り越え、
リベラル・デモクラシーの凋落と権威主義体制の隆盛に対するのか ?
「経済成長」を軸にこれからのデモクラシーを展望する。
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DL不可 EPUB

*1031301254*

経済政策入門

経済

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎333 件名◎経済政策 ■ケ 254p
経済学・経済政策の知識を平易に解説した入門書。ミクロ・マクロ経済政策から 冊子版 978-4-589-04085-5 2020.04
藤川清史
（ふじかわ・きよし）
編
法律文化社

説きおこし、財政・金融・経済成長政策を説明。今後の豊かさを考えるものとして、
貿易・社会保障・環境政策を取りあげる。

*1031959574*
国際経済法 International Economic Law 第3版
中川淳司
（なかがわ・じゅんじ）
著
有斐閣

清水章雄
（しみず・あきお）
著

国際経済法を体系的かつ分かりやすく解説するテキスト。政府調達に関する協定
の改正、環太平洋 パートナーシップに関する包括的および先進的な協定（CPTPP
〈TPP11〉）などをフォローした第3版。

経済
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎333.6 件名◎国際経済法 ■コ
485p
冊子版 978-4-641-04683-2 2019.07
DL不可

*1030990046*
中原圭介の経済はこう動く 2017年版

経済

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎333.6 件名◎世界経済 ナナ
EU 分裂は進むのか。中国経済の減速はあと何年続くのか。円高は続くのか。もっ 252p
とも予測が当たる経済アナリストが、経済の本質を見据えたうえで、米国、欧州、 冊子版 978-4-492-39632-2 2016.11
中原圭介
（なかはら・けいすけ）
著
東洋経済新報社

中国、日本などの近未来を予測する。

*1030884599*
入門国際経済学

経済

大川良文
（おおかわ・よしふみ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

貿易戦争とは何 ? 誰が得するの ? 自国ファーストで世界はよくなるの ? 国際経済学
の基本的な考え方が学べる、初学者向けのテキスト。日々変化する世界経済に関
するニュースを読み解く力が身に付く。練習問題も掲載。

同時アクセス1 7,975円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎333.6 件名◎国際経済 オニ
267p
冊子版 978-4-502-32341-6 2019.10

*1031533240*
貧困なき世界 途上国初の世銀チーフ・エコノミストの挑戦

経済

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎333.8 件名◎開発経済学 リヒ
市場原理主義では貧困を脱することはできない。資源やお金、人材が不足してい 27,309,32p
る国や、政府が腐敗している国などが、今すぐ手をつけられる開発戦略のロードマッ 冊子版 978-4-492-44433-7 2016.10
ジャスティン・リン
（りん・いーふー）
著
東洋経済新報社

小浜裕久
（こはま・ひろひさ）
監訳

プを解説する。

*1030884601*
日本の東南アジア援助政策 日本型 ODA の形成
大海渡桂子
（おおかいど・けいこ）
著
慶應義塾大学出版会

日本型 ODA の戦略とは。第二次世界大戦後の賠償から生まれ、東西冷戦を背景
に日本の経済復興と東南アジアの開発が結びついた過程と、「日本型 ODA」の
特徴が生まれた背景およびその戦略を探る。

経済
同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎333.823 件名◎経済協力 オニ
262,4p
冊子版 978-4-7664-2623-6 2019.09

*1031137203*
子どもを持たないこころ ―少子化問題と福祉心理学―
青木 , 紀久代
北大路書房

「お金がかかる」「自由がなくなる」から子どもを産まない？ 少子化対策は各視点
から議論されているが，止まる兆しを見せない。本書では，もっと人の心の問題に踏
み込むべきだと主張し，166名の面接調査をもとに，子どもを持ち，育てることの意味，
子どもを持たない心を考察，解決策の一つを福祉心理学の構築に求める。

経済
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7628-2169-1

2000

*1031031535*
61

人口半減社会と戦う 小樽からの挑戦

経済

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎334.3117 件名◎日本－人口 ■
人口を増やす産業はあるのか ? 観光重視は果たしてプラスか ? 小樽市と小樽商科 ジ 266,1p
大学が行った人口減少についての共同研究の結果を紹介する。研究報告を受け 冊子版 978-4-560-09729-8 2019.11

小樽市人口減少問題研究会著
白水社

た大学研究者と市職員の座談会も収録。

DL不可 EPUB

*1031477128*
エクソダス 移民は世界をどう変えつつあるか

経済

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎334.4 件名◎移民・植民 コエ
〈移民自身〉〈受入国の住民〉〈送出国に残された人々〉という3つの立場にバラン 264,16p
スよく目配りしつつ、移住のグローバルな経済的、社会的、文化的影響を分析する。 冊子版 978-4-622-08833-2 2019.09
ポール・コリアー著
みすず書房

松本裕
（まつもと・ゆう）
訳

*1031434024*
移民の経済学

経済

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎334.4 件名◎移民・植民 ■イ
移民が来ると国が貧しくなる? 移民のもたらす経済的、文化的、政治的な効果につ 313,35p
いての研究成果を提示。さらに、これまでの研究成果、およびそれらとは異なった 冊子版 978-4-492-31488-3 2016.11
ベンジャミン・パウエル 編
東洋経済新報社

藪下史郎
（やぶした・しろう）
監訳

価値観、視点に基づく、様々な移民政策の功罪も論じる。

*1030884597*
移民受け入れと社会的統合のリアリティ

現代日本における移民の階層的地位と社会学的課題

是川夕
（これかわ・ゆう）
著
勁草書房

国勢調査 マイクロデータから移民の社会経済的状況を定量的に分析、その傾向
と特徴を明らかにする。文化的共生に重点が置かれてきた日本における移民研究
を階層概念を軸に再構成し、移民の社会的統合の具体的な課題を展望する。

資源クライシス ―だれがその持続可能性を維持するのか ?―

経済
同時アクセス1 19,140円 + 税
同時アクセス3 28,710円 + 税
分類◎334.41 件名◎移民・植民 コイ
300p
冊子版 978-4-326-60321-3 2019.08

*1032356292*
経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎
資源枯渇について、「産業社会の持続可能性の究極の条件は何か」を考え、そ 冊子版 978-4-621-07993-5
加藤 , 尚武
丸善出版

の究極の可能性から逆算して、現代の戦略を具体的に明らかにする資源環境論。

2008

*1031210653*
資源地政学 グローバル・エネルギー競争と戦略的 パートナーシップ
稲垣文昭
（いながき・ふみあき）
編
法律文化社

玉井良尚
（たまい・よしなお）
編

「資源の輸送をめぐる貿易障壁」「資源貿易と政治体制の構図」「資源貿易と民
族問題の構図」の3つに分けて、地政学的観点から、資源をめぐる国際政治を考察。
資源地政学の今後についても言及する。

経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎334.7 件名◎資源 ■シ 170p
冊子版 978-4-589-04059-6 2020.03

*1031959573*
アントレプレナーの教科書

シリコンバレー式イノベーション・プロセス 新装版
スティーブン・G.ブランク著
翔泳社

堤孝志
（つつみ・たかし）
訳

大多数のスタートアップが倒産してしまう原因は、製品開発のみに集中し、市場作
りを怠っていることにある。新規事業の典型的な失敗 パターンを回避し、大企業へ
と成長するための経営手法「顧客開発モデル」を紹介する。
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経済
同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎335 件名◎ ベンチャー ビジネス ブ
ア 316p
冊子版 978-4-7981-4383-5 2016.01
DL不可 EPUB

*1031579523*

いますぐプライベートカンパニーを作りなさい !

サラリーマンが給料の上がらない時代にお金を残す方法

石川貴康
（いしかわ・たかやす）
著
東洋経済新報社

サラリーマンはプライベートカンパニーという“お金の貯水池 ”を作れ ! プライベート
カンパニーを武器に、不動産や小規模事業による節税効果を目一杯活用すること
で確実に資産を築くノウハウを公開する。

シリコンバレーの VC= ベンチャーキャピタリストは何を見て
いるのか Perspective of venture capitalist in Silicon Valley

経済
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎335 件名◎個人事業 イイ 238p
冊子版 978-4-492-73333-2 2016.04

*1030884624*
経済

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
山本康正
（やまもと・やすまさ）
著
分類◎ 件名◎ ベンチャー ビジネス ヤシ
東洋経済新報社
293p
テクノロジーがビジネスや生活をどう変えようとしているのか。シリコンバレー独自のコミュ 冊子版 978-4-492-55797-6 2020.07

ニティでは、どのような情報が流通しているのか。新しいテクノロジーがビジネスに
与えるインパクトについて、ミクロの視点で解説する。

テクノロジー・スタートアップが未来を創る テック起業家をめざせ

*1031873870*
経済

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎335 件名◎ ベンチャー ビジネス カ
東京大学の人気講座・アントレプレナー道場の講師であり、エンジェル投資家でも テ 252p
ある著者が、豊富な経験をもとに、大学発イノベーションの創出、スタートアップ 流 冊子版 978-4-13-043040-1 2017.12
鎌田富久
（かまだ・とみひさ）
著
東京大学出版会

モノづくり、起業家への道などを指南する。

DL不可 EPUB

*1031553458*
はじめてのアントレプレナーシップ論

経済

同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎335 件名◎アントレプレナーシップ
アントレプレナーシップを「生きがい・生業・やりがい」の3つのキーワードで考える。 ナハ 249p
自分自身の人生にビジョンやミッションを見つけ、社会を生き抜く力を養うために、ア 冊子版 978-4-502-32631-8 2020.01
中村寛樹
（なかむら・ひろき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

ントレプレナーシップの基本的な知識をまとめる。

*1031670246*
企業法入門 第5版
龍田節
（たつた・みさお）
著
日本評論社

経済

杉浦市郎
（すぎうら・いちろう）
著

法律についての初心者に向けて、生活に身近な企業の活動や組織にかかわる法の
あり方をわかりやすく解説。会社法、独占禁止法など、企業に特有の法律につい
ての改正や、改正民法の成立に対応した第5版。

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎335 件名◎企業法 タキ 211p
冊子版 978-4-535-52343-2 2018.03

*1032295355*
起業 ナビゲーター NAVIGATING ENTREPRENEURSHIP
菅野健一
（すがの・けんいち）
著
東洋経済新報社

淵邊善彦
（ふちべ・よしひこ）
著

事業の立ち上げから金融機関とのつきあい方、知財戦略、撤退まで、起業の基礎
知識を凝縮した一冊。成功する起業家が押さえているポイントを詳細に解説し、失
敗を避けるためのノウハウも紹介する。

経済
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎335 件名◎経営 スキ 368p
冊子版 978-4-492-53374-1 2016.12

*1030884595*
新型コロナ 危機下の企業法務部門

経済

同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎ 件名◎企業法 ■シ 312p
新型コロナ危機に直面する企業法務部門は、
どのように行動しているだろうか。また、 冊子版 978-4-7857-2792-5 2020.06
経営法友会編
商事法務

将来にわたって何を模索するべきだろうか。企業法務団体である経営法友会の会
員企業の英知を結集する。

*1032352896*
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直感で発想 論理で検証 哲学で跳躍 経営の知的思考

経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎経営 イチ 295p
論理の蓄積が直感を生み、論理の堅牢さが哲学を支える－。経営学の第一人者が、 冊子版 978-4-492-31530-9 2020.07
伊丹敬之
（いたみ・ひろゆき）
著
東洋経済新報社

本田宗一郎など名経営者たちの「直感的発想」
「論理的検証」
「哲学をもった跳躍」
のそれぞれの歴史を追いながら、経営の論理を読み解く。

*1031873871*
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
（みやざき・まさや）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

需要家視点の経営論を体系的に整理。自社のサービスや製品に対する「顧客受
容可能性」を確保・維持・向上させるための企業活動の組み立て方、協力企業と
の連携について、デマンド・サイド視点から解説する。

経済
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎335.1 件名◎経営学 ミデ 192p
冊子版 978-4-502-31251-9 2019.07

*1031340510*
プレステップ経営学 第2版 〈PRE-STEP 05〉
北中英明
（きたなか・ひであき）
著
弘文堂

組織、人的資源管理、経営戦略、生産管理、マーケティング、意思決定…。社
会人として最小限知っておきたい経営学の基本的な知識を、各章ごとの会話形式
の導入や豊富なイラストとともにわかりやすく解説する。

経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎335.1 件名◎経営学 キプ 157p
冊子版 978-4-335-00150-5 2020.03
DL不可

*1031873793*
経営学ファーストステップ

経済

同時アクセス1 5,830円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎ 件名◎経営学 ■ケ 172p
基本的な知識を伝え、能動的・主体的に学ぶための方法を伝える経営学の入門書。 冊子版 978-4-8429-1774-0 2020.05
北居明
（きたい・あきら）
著
八千代出版

松本雄一
（まつもと・ゆういち）
著

各章の冒頭に全体のイメージをイラストで紹介するほか、具体的なケース、コラム、
問いなども掲載する。

*1032413817*
限定合理性への謬見 はじめに組織があった
米川清
（よねかわ・きよし）
著
税務経理協会

ハーバート・サイモンの主著「経営行動」（第2版）の文脈の中で、限定合理性
や満足化原論を論じる。また、組織と市場について、ハーバート・サイモンの視点
に立ったつもりでオリバー・ウィリアムソンへの否定的な言及を行う。

経済
同時アクセス1 7,656円 + 税
同時アクセス3 11,484円 + 税
分類◎335.1 件名◎経営学 ヨゲ 152p
冊子版 978-4-419-06610-9 2019.08

*1031210640*
SDGs 思考 2030年のその先へ17の目標を超えて目指す世界

経済

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎ 件名◎企業の社会的責任 ■エ
SDGsを経営に組み込む際に躓きがちなポイントを押さえ、アイデアの源泉となる思 340p
考法を解説。「人権」「ESG」など、SDGsを推進する上で欠かせない重要なテー 冊子版 978-4-295-00997-9 2020.09

田瀬和夫
（たせ・かずお）
著
インプレス

SDG パートナーズ 著

マについて、世界の潮流と事例を交えながら説明する。

*1032433782*
日弁連 ESGガイダンスの解説とSDGs 時代の実務対応

経済

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎335.15 件名◎企業の社会的責任
日弁連 ESGガイダンスの内容を、ガイダンスの策定・監修にかかわった弁護士・ ■ニ 239p
専門家が逐条解説。さらに、日弁連 ESGガイダンスに基づく非財務情報開示・エ 冊子版 978-4-7857-2726-0 2019.06
ESG SDGs 法務研究会編
商事法務

ンゲージメント・融資の実践例や法的論点を紹介する。

*1032290764*
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はじめて学ぶ下請法

経済

鎌田明
（かまだ・あきら）
編著
商事法務

下請法について事例を活用しつつ解説した入門書。下請法の条文の順ではなく、
取引価格の決定、発注、納品・役務提供、下請代金の支払いといった取引の流
れに沿い、図を多く用いてポイントを説明する。

同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎335.207 件名◎下請代金支払遅
延等防止法 カハ 222p
冊子版 978-4-7857-2569-3 2017.11

*1032352869*
イノベーションの歴史 日本の革新的企業家群像
橘川武郎
（きっかわ・たけお）
著
有斐閣

江戸から現代までに繰り広げられた企業家による革新的な経営行動をとらえ、日本
経済の礎を築いたイノベーターたちの生き様を描き出した書。彼らの成功への道筋
を浮き彫りにする。

経済
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎335.21 件名◎経営－歴史 キイ
268p
冊子版 978-4-641-16552-6 2019.11
DL不可

*1031434038*
関与と越境 日本企業再生の論理
軽部大
（かるべ・まさる）
著
有斐閣

長引く低迷を克服するには、直面する現実への関与のあり方を刷新し、摩擦を恐れ
ず越境を志向することが必要である。多様な視点と方法論から日本企業社会の本
源的課題を解明し、日本企業再生の道を示す。

経済
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎335.21 件名◎企業－日本 カカ
305p
冊子版 978-4-641-16500-7 2017.04

*1032288269*
国際競争を勝ち抜くマネジメント MANAGEMENT FOR

経済

GLOBAL COMPETITIVENESS 〈MSOL MI SERIES〉

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
内山鉄朗
（うちやま・てつろう）
著
分類◎335.21 件名◎企業－日本 ウコ
東洋経済新報社
222p
英語が出来るだけではうまくいかない !? 激化する国際競争市場を生き抜くため、日 冊子版 978-4-492-96170-4 2019.11

本企業に求められるものは何か ? グローバルプロジェクトを推進してきた著者が、日
本人が意識すべきマネジメントの本質を解説する。

ASEAN 企業地図 有力企業グループの全体像がわかる! 第2版

*1031274496*
経済

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎335.223 件名◎企業－東南アジ
ASEAN でビジネスを展開するなら最低限知っておきたい企業グループや、日系企 ア カア 215p
業との提携に意欲的な企業グループを厳選。企業グループの全体像がひと目でわ 冊子版 978-4-7981-5672-9 2019.01
桂木麻也
（かつらぎ・まや）
著
翔泳社

かる相関図も収録。

*1031210655*
寡占企業と推測的変動

OLIGOPOLY AND CONJECTURAL VARIATIONS

竹中康治
（たけなか・こうじ）
著
慶應義塾大学出版会

小林信治
（こばやし・しんじ）
著

寡占企業の行動を表す指標となる「推測的変動」。産業組織論において理論と実
証をつなぐ「推測的変動」を徹底的に解析する。日本の軽乗用車産業の実証分
析も収録。

産業組織論 理論・戦略・政策を学ぶ

経済
同時アクセス1 12,980円 + 税
同時アクセス3 19,470円 + 税
分類◎335.3 件名◎産業構造 タカ
288p
冊子版 978-4-7664-2664-9 2020.03

*1031814551*
経済

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎335.3 件名◎産業構造 オサ
理解を深めるためのさまざまな仕掛けを施した、産業組織論のスタンダード・テキスト。 314p
基礎、戦略、政策を、理論・実証・事例研究という多彩なアプローチからバラン 冊子版 978-4-641-16553-3 2019.11
小田切宏之
（おだぎり・ひろゆき）
著
有斐閣

スよく解説する。練習問題も掲載。

DL不可

*1031340528*
65

中小企業経営入門

Introduction to Small Business Management

経済

同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
井上善海
（いのうえ・ぜんかい）
編著 木村弘
（きむら・ひろし）
編著
分類◎335.35 件名◎中小企業 ■チ
中央経済社
209p
中小企業のマネジメントが学べるテキスト。中小企業を理解するための基本的な 冊子版 978-4-502-11761-9 2014.10

知識を紹介するとともに、中小企業が存続・成長していくための環境適応と資源統
合のマネジメントについて体系的に解説する。

中小企業等の健全な経営に関する新しいガイドラインの課
題と展望 〈事業再生研究叢書 18〉
事業再生研究機構編
商事法務

中小企業の平時における経営健全化の取組みを紹介するとともに、第一線で活躍
する多様な専門家が中小企業の経営健全化に関するガイドラインの必要性と検討
課題を議論する。2019年5月開催のシンポジウムをもとに書籍化。

コーポレートガバナンス・コードの実務 第3版

*1031986273*
経済
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎335.35 件名◎中小企業 ■チ
151p
冊子版 978-4-7857-2765-9 2020.01

*1032352894*
経済

同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎335.4 件名◎コーポレートガバナン
コーポレートガバナンス・コードへの実務対応について検討を行う上場企業の役職 ス ■コ 249p
員が知っておくべき情報を網羅。コード適用後3年の対応状況を振り返り、改訂コー 冊子版 978-4-7857-2682-9 2018.12
澤口実
（さわぐち・みのる）
編著
商事法務

内田修平
（うちだ・しゅうへい）
編著

ド対応のための留意事項を整理した第3版。

*1032290787*
コーポレートガバナンス・コードの読み方・考え方 第2版

経済

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎335.4 件名◎コーポレートガバナン
コーポレートガバナンス・コードの概要や実務上の対応方針などを示した上で、コー ス ナコ 219p
ドが定める73の原則を逐条形式でわかりやすく解説。ベストプラクティスとして各 冊子版 978-4-7857-2681-2 2018.12
中村直人
（なかむら・なおと）
著
商事法務

倉橋雄作
（くらはし・ゆうさく）
著

種開示例も紹介する。コードの改訂などに対応した第2版。

*1032290788*
会社は誰のものか 経済事件から考えるコーポレート・ガバナンス

〈フィギュール 彩 2-2〉

経済

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎335.4 件名◎コーポレートガバナン
ス カカ 214p
会社とは何か、会社は誰のものか。日産自動車、関西電力、オリンパス、東芝の 冊子版 978-4-7791-7106-2 2020.02
加藤裕則
（かとう・ひろのり）
著
彩流社

事件の経過をつぶさにたどり、会社と民主主義の関係を考える。コーポレート・ガバ
ナンスの動きや、渋沢栄一と日本型経営の利点なども収録。

会社は誰のものか 経済事件から考えるコーポレート・ガバナンス

〈フィギュール 彩 2-2〉

*1031980201*
経済

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎335.4 件名◎コーポレートガバナン
ス カカ 214p
会社とは何か、会社は誰のものか。日産自動車、関西電力、オリンパス、東芝の 冊子版 978-4-7791-7106-2 2020.02
加藤裕則
（かとう・ひろのり）
著
彩流社

事件の経過をつぶさにたどり、会社と民主主義の関係を考える。コーポレート・ガバ
ナンスの動きや、渋沢栄一と日本型経営の利点なども収録。

商社・卸売業 〈業種別人事制度 3〉
山口俊一
（やまぐち・しゅんいち）
著
中央経済社

自社の経営課題に沿った営業職を育成するための人事制度とは? 営業職の活性化
に重点を置き、具体的な事例を数多く盛り込みながら、商社・卸売業における人事
制度の構築のポイントやノウハウを解説する。

DL不可 EPUB

*1031980210*
経済
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎335.4 件名◎商事会社 ヤシ
183p
冊子版 978-4-502-11071-9 2014.09

*1032352902*
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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

経済

同時アクセス1 15,620円 + 税
同時アクセス3 23,430円 + 税
花崎正晴
（はなざき・まさはる）
編著
分類◎335.4 件名◎コーポレートガバナン
勁草書房
ス ハヘ 396p
企業行動の新しい潮流とコーポレート・ガバナンスとの関係、経済発展を続ける中 冊子版 978-4-326-50464-0 2019.08

国のコーポレート・ガバナンス、企業のサステナビリティに対する取り組み姿勢…。
コーポレート・ガバナンスの新たな視点に焦点を当てて論じる。

会社補償の実務 〈成長戦略と企業法制〉
会社補償実務研究会編
商事法務

攻めのガバナンスの礎として役員を不当請求から守る会社補償。実務で関心を集
めている会社補償について、会社補償実務指針（案）の紹介等を通じて、現行
法下での最先端の論点・指針を説明する。

*1030990062*
経済
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎335.43 件名◎取締役 ■カ
165p
冊子版 978-4-7857-2593-8 2018.02

*1032352879*
実務家のための役員報酬の手引き 第2版
高田剛
（たかだ・つよし）
著
商事法務

俸給、賞与、退職慰労金等をめぐる役員報酬の設計実務の疑問に対し、監査役
設置会社を念頭に、法務・税務の視点からこたえる。平成26年会社法改正による
監査等委員会設置会社の創設など、実務の最新動向を反映した第2版。

経済
同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎335.43 件名◎取締役 タジ 309p
冊子版 978-4-7857-2570-9 2017.11

*1032352870*
役員のための株主総会運営法 第3版
中村直人
（なかむら・なおと）
著
商事法務

役員が株主総会運営に必要な知識を獲得するための一冊。株主総会の基本や株
主総会運営モデル、問題株主撃退型の総会運営法について解説する。第1章「株
主満足度向上策」を追加するなどした第3版。

経済
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎335.43 件名◎株主総会 ナヤ
259p
冊子版 978-4-7857-2590-7 2018.01

*1032352878*
ケーススタディ・上場準備実務 具体的事例でしっかり頭に入る
3訂版

EY 新日本有限責任監査法人編
税務経理協会

コーポレートガバナンス、内部統制、コンプライアンス、ディスクロージャー及び資
本政策等の視点から、上場準備で過去によく発生した課題や問題の実例をケース
スタディの形で説明する。IPO 実務検定試験記述問題に準拠。

中小企業オーナーのための財産・株式管理と承継の法律実務
今川嘉文
（いまがわ・よしふみ）
著
弘文堂

認知症対策、株式・財産・事業の承継対策、争族対策は、中小企業が高齢化
社会において生き残るための最重要案件。短期迅速に取り組むべき実務上の対処
と長期計画の策定を提言し、具体的事案の妥当な解決策への道筋を提示する。

経済
同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎ 件名◎新規株式公開 ■ケ 430p
冊子版 978-4-419-06719-9 2020.06

*1031927269*
経済
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎335.44 件名◎株式 イチ 328p
冊子版 978-4-335-35814-2 2020.03
DL不可

*1031983406*
M＆Aシナジーを実現するPMI

事業統合を成功へ導く人材マネジメントの実践

ウイリス・タワーズワトソン編
東洋経済新報社

要慎吾
（かなめ・しんご）
著

M＆Aにおいて、事業シナジーを創出し企業としての成長を実現するためには、
PMI（買収に伴う事業・組織・機能の統合）の的確な実行が必要不可欠である。
買収後の PMI のノウハウを体系的に解説した実務ガイドブック。

経済
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎335.46 件名◎企業合併 ■エ
238p
冊子版 978-4-492-53379-6 2016.06

*1030884648*
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M＆Aにおける財務・税務 デュー・デリジェンスのチェックリスト

経済

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎335.46 件名◎企業買収 サエ
M＆Aにおいて財務・税務デュー・デリジェンスをより効果的に行うためのチェック 290p
リスト＆解説書。ストラクチャリングへの影響分析や企業評価との関係、海外案 冊子版 978-4-502-19871-7 2016.09
佐和周
（さわ・あまね）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

件での留意点にも言及する。

*1032352906*
M＆A の契約実務 第2版
藤原総一郎
（ふじわら・そういちろう）
編著 大久保圭
（おおくぼ・けい）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

M＆A 取引で締結される契約の概要を解説するとともに、典型的な契約条項につ
いて、その法的性質、意図・趣旨、条項の相互関係、留意点などを詳説する。
債権法改正の影響等をフォローした第2版。

経済
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎335.46 件名◎企業買収 フエ
330p
冊子版 978-4-502-27471-8 2018.09

*1032352907*
M＆A 契約 モデル 条項と解説
戸嶋浩二
（としま・こうじ）
著
商事法務

内田修平
（うちだ・しゅうへい）
著

日本でも定着してきたM＆A。その最前線で10年以上活躍してきた弁護士らが、
実践的なモデル条項をもとに、M＆A 契約の作成・交渉のノウハウを解説し、わ
かりにくい専門用語に説明を加える。

経済
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎335.46 件名◎企業買収 ■エ
330p
冊子版 978-4-7857-2600-3 2018.03

*1032352881*
この1冊でわかる!M＆A 実務のプロセスとポイント
はじめてM＆Aを担当することになったら読む本

日本 M＆A アドバイザー協会編
中央経済社

大原達朗
（おおはら・たつあき）
著

中堅・中小企業でM＆Aに取り組むことになった担当者のために、M＆A の実務
プロセスの全体像や各専門家の特徴、戦略的なM＆A の活用などを体系的に整
理し、わかりやすくまとめた実務マニュアル。

財務 デューデリジェンスの実務 M＆Aを成功に導く 第4版

経済
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎335.46 件名◎企業買収 ■コ
200p
冊子版 978-4-502-12491-4 2014.12

*1032352910*
経済

同時アクセス1 15,950円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎335.46 件名◎企業買収 ■ザ
グローバル化されたM＆A 戦国時代を勝ち抜く要は、財務デューデリジェンスにあ 648p
る。著者の経験を踏まえ、財務デューデリジェンスに関するあらゆる情報をまとめる。 冊子版 978-4-502-11781-7 2014.09
プライスウォーターハウスクーパース株式会社編
中央経済社

カーブアウト、財務モデル等との関係も詳解した第4版。

*1032352908*
法務 デューデリジェンスの実務 M＆Aを成功に導く 第3版

経済

同時アクセス1 12,650円 + 税
同時アクセス3 15,180円 + 税
分類◎335.46 件名◎企業買収 ■ホ
法務デューデリジェンスの実務を概観し、関連する実務上・法律上の問題点を検討。 475p
知的財産法や労働法関連の法改正、会社法改正法案も盛り込んだ第3版。
冊子版 978-4-502-07870-5 2014.04
長島・大野・常松法律事務所編
中央経済社

*1032352909*
インバウンド会社設立ガイド 和英対照

経済

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎335.47 件名◎外資系企業 ミイ
外資系企業の日本進出を支援しているなかで、本国の本社に対して説明している 237p
事柄を中心に、実務の観点からQ＆A で解説。事業体の選択、設立手続、現地 冊子版 978-4-502-32221-1 2019.12

三宅周兵
（みやけ・しゅうへい）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

税制などを取り上げ、左 ページに日本語文、右 ページに英語文を掲載する。

*1031670245*
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シチュエーション別提携契約の実務 第3版

経済

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎335.5 件名◎企業提携 フシ
企業成長・再生の切り札「提携」 契約の実務について、具体的な交渉の中で各 483p
契約条項がどのようにまとまり、交渉上どのような点に留意すべきかを、流れに沿っ 冊子版 978-4-7857-2603-4 2018.03
淵邊善彦
（ふちべ・よしひこ）
編著
商事法務

て解説。共同開発とエリア・フランチャイズの新章を設けた第3版。

*1032290755*
ベーシック経済法 独占禁止法入門 第5版

経済

〈有斐閣アルマ Basic〉

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
川浜昇
（かわはま・のぼる）
著 瀬領真悟
（せりょう・しんご）
著
分類◎335.57 件名◎独占禁止法 ■ベ
有斐閣
383p
経済活動の中心をなす独占禁止法のエッセンスを説き明かす入門書。学習のはじ 冊子版 978-4-641-22141-3 2020.03

めに理解したい、「どうして独禁法違反行為は規制されるのか」「規制の全体像は
どうなっているのか」を、豊富なCaseとともに重点的に解説する。

経済法 独占禁止法と競争政策 第9版
大槻文俊
（おおつき・ふみとし）
著

ダイナミズムに富んだ独占禁止法を、コンパクトかつわかりやすく解説。判決や審
決例を丁寧に紹介しながら、法規制の考え方や法運用を正確に説明・検討する。
確約手続の導入、課徴金減免の柔軟化といった動きを反映した第9版。

条文から学ぶ独占禁止法

Antimonopoly Law：Text,Outline,and Cases

土田和博
（つちだ・かずひろ）
著
有斐閣

*1031873768*
経済

〈有斐閣アルマ Specialized〉
岸井大太郎
（きしい・だいたろう）
著
有斐閣

DL不可

第2版

栗田誠
（くりた・まこと）
著

独占禁止法を条文に沿って学べるテキスト。各条文の内容を、関連する判例・審
決等を紹介しながら、丁寧に解説。条文相互の関係や隣接他分野なども取上げる。
折り込み式の「独占禁止法全体の見取り図」付き。法改正等に対応。

独禁法講義 第9版
白石忠志
（しらいし・ただし）
著
有斐閣

独禁法の基本構造を、図を交えてわかりやすく概説。さらに日本法における違反要
件を論じ、違反要件に与える影響の観点からエンフォースメントを検討する。令和
元年改正に対応した第9版。

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎335.57 件名◎独占禁止法 ■ケ
487p
冊子版 978-4-641-22151-2 2020.03
DL不可

*1032310323*
経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎335.57 件名◎独占禁止法 ■ジ
361p
冊子版 978-4-641-24314-9 2019.04
DL不可

*1030990047*
経済
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎335.57 件名◎独占禁止法 シド
256p
冊子版 978-4-641-24332-3 2020.03
DL不可

*1031616241*
独禁法務の実践知 〈LAWYERS' KNOWLEDGE〉
長澤哲也
（ながさわ・てつや）
著
有斐閣

どのようにすれば独禁法違反とならないのか。第一線で活躍する弁護士が、企業
活動において慎むべき行動に加え、競争の場で適切かつ積極果敢に戦略を立案・
遂行するための判断軸を提示する。

経済
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 16,720円 + 税
分類◎ 件名◎独占禁止法 ナド 430p
冊子版 978-4-641-13840-7 2020.06

*1032310322*
独占禁止法 第9版
村上政博
（むらかみ・まさひろ）
著
弘文堂

独占禁止法の実体ルールと手続について、重要な判審決および平成元年改正の
内容をふまえて詳しく解説する。「国際標準の競争法へ」を体系化した基本書。
不公正な取引方法関連の規定・告示一覧、事項・判審決索引付き。

経済
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎335.57 件名◎独占禁止法 ムド
614p
冊子版 978-4-335-35805-0 2020.03
DL不可

*1032310343*
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独占禁止法 第3版

経済

菅久修一
（すがひさ・しゅういち）
編著
商事法務

品川武
（しながわ・たけし）
著

現行の独占禁止法の規定とその考え方、そして現在の公正取引委員会や裁判所
での独占禁止法の実際の運用と考え方に特化した解説書。平成29年の流通・取
引慣行ガイドラインの全面改正などをふまえた第3版。

同時アクセス1 4,510円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎335.57 件名◎独占禁止法 スド
422p
冊子版 978-4-7857-2633-1 2018.06

*1032352890*
優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析

Examination and Analysis of Regulations against Abuse of
Superior Bargaining Position 第3版

長澤哲也
（ながさわ・てつや）
著
商事法務

独禁法・下請法上の優越的地位濫用規制の全体を体系立てて整理し、高度な実
務を豊富な事例とともに分かりやすく解説する。下請法運用方針の大幅見直しをふ
まえた第3版。

論点解析経済法 第2版
川浜昇
（かわはま・のぼる）
編著
商事法務

経済
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎335.57 件名◎独占禁止法 ナユ
470p
冊子版 978-4-7857-2602-7 2018.03

*1032290775*
経済

武田邦宣
（たけだ・くにのぶ）
編著

学部生、法科大学院生のための演習教材。共同行為12問、企業結合4問、私
的独占・不公正な取引方法12問の事例問題（司法試験の過去問含）を収録し解
答のポイントを解説。重要な論点について自ら考え判断する力が身につく。

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎335.57 件名◎独占禁止法 ■ロ
301p
冊子版 978-4-7857-2459-7 2016.10

*1032352862*
三菱財閥形成史

経済

同時アクセス1 14,025円 + 税
同時アクセス3 35,062円 + 税
分類◎ 件名◎三菱 タミ 517,5p
岩崎家の奥帳場の存在、海運業、そしてその後の造船業、銀行業の経営発展…。 冊子版 978-4-13-040293-4 2020.08
武田晴人
（たけだ・はるひと）
著
東京大学出版会

関口かをり
（せきぐち・かおり）
著

明治初期から第一次世界大戦期を対象に、三大財閥のひとつ三菱の事業発展に
ついて、新たな史料に基づき明らかにする。

*1031873743*
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・シュナイダー著 月谷真紀
（つきたに・まき）
訳
東洋経済新報社

テックカルチャーが企業や国家に代わる新しい社会を作る! さまざまな切り口から協
同組合の事例や新しい試みを紹介し、ポスト資本主義を生み出す協同組合事業の
意義や新たな可能性を提示する。

経済
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎ 件名◎協同組合 シネ 358,27p
冊子版 978-4-492-21242-4 2020.08

*1031983492*
ロビイングの政治社会学

NPO 法制定・改正をめぐる政策過程と社会運動

原田峻
（はらだ・しゅん）
著
有斐閣

近年、日本においても活発化してきた草の根のロビイング（ロビー活動）。特定非
営利活動促進法（NPO 法）の制定・改正をめぐる社会運動のロビイングの分析
を通して、政策過程と社会運動の動態的な相互作用を明らかにする。

「つながる世界」のサイバーリスク・マネジメント
「Society 5.0」時代のサプライチェーン戦略

経済
同時アクセス1 14,190円 + 税
同時アクセス3 18,920円 + 税
分類◎335.89 件名◎特定非営利活動
促進法 ハロ 332p
冊子版 978-4-641-17455-9 2020.03

*1032433704*
経済

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎336 件名◎サプライチェーンマネジ
メント キツ 204p
IoT やデータの利活用等を通じたサプライチェーンの構造やビジネスモデルの変 冊子版 978-4-492-53421-2 2020.03
木下翔太郎
（きのした・しょうたろう）
著
東洋経済新報社

佐々木良一
（ささき・りょういち）
監修

化は、新たなリスクを企業にもたらす。つながる世界のリスク対応における重要度
の高い観点ごとに、信頼性確保の考え方とプラクティスを紹介する。
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*1031873869*

BCG 経営コンセプト 市場創造編

経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎336 件名◎経営管理 ■ビ 191p
日本で設立50年を迎えた、ボストンコンサルティンググループの最新の経営手法を 冊子版 978-4-492-55772-3 2016.11
内田和成
（うちだ・かずなり）
著
東洋経済新報社

紹介。市場創造編では、新興国市場で勝ちパターンを構築、持続する方法や変
化適応力を高めるシナリオプランニングなどを解説する。

*1030884591*
BCG 経営コンセプト 構造改革編

経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎336 件名◎経営管理 ■ビ 190p
日本で設立50年を迎えた、ボストンコンサルティンググループの最新の経営手法を 冊子版 978-4-492-55773-0 2016.11
菅野寛
（かんの・ひろし）
著
東洋経済新報社

紹介。構造改革編では、企業が非連続な成長を実現する組織体に変革していくた
めの手法を解説する。

*1030884592*
GAMIFY エンゲージメントを高めるゲーミフィケーションの新しい未来
ブライアン・バーク著
東洋経済新報社

鈴木素子
（すずき・もとこ）
訳

IT の力で人や組織の行動が変わる! 米国、日本の成功事例をもとに、人や組織の
目標達成を動機づける最先端手法「ゲーミフィケーション」の正しい理解と導入方
法を解説する。

経済
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎336 件名◎経営管理 バゲ
287,10p
冊子版 978-4-492-53370-3 2016.01

*1030884635*
KPI 大全 重要経営指標100の読み方＆使い方

経済

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎ 件名◎目標管理 ■ケ 478p
データ＆デジタル時代に必須の経営リテラシーをまとめたKPI（重要業績評価指標） 冊子版 978-4-492-52227-1 2020.09

グロービス著 嶋田毅
（しまだ・つよし）
執筆
東洋経済新報社

事典。KPI の意義を紹介するとともに、代表的なKPI100個の意味合いや使い方な
どを解説する。KPI の実例ストーリーも収録。

*1032310431*
MBAエグゼクティブズ

戦略、マネジメント・コントロール、会計の総合力
山根節
（やまね・たかし）
著
中央経済社

経営の全体像を把握するのに役立つ教科書。経営の全体像とビジネスモデル、
経営環境と会計情報、マネジメント・コントロールなどについて説明し、ケースとケー
ス解説を掲載する。

インターネット・SNSトラブルの法務対応
深澤諭史
（ふかざわ・さとし）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

インターネットトラブルの実情や傾向、関連する法律の基本、有用な裁判例から、
裁判に至らない事案まで、網羅的に解説。ネットトラブルの予防と解決に必要な知
識や、紛争に勝つ方法、弁護士の使い方なども伝授する。

経済
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎336 件名◎経営管理 ヤエ 257p
冊子版 978-4-502-14241-3 2015.03

*1032352911*
経済
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎336 件名◎危機管理
（経営）フイ
222p
冊子版 978-4-502-33541-9 2020.03

*1031983409*
グローバル 時代の経営管理
湯川恵子
（ゆかわ・けいこ）
著
八千代出版

企業の仕組みやあり方を学ぶと、ヒトや組織、社会をみる目を養い、現代社会の諸
問題にも多様な視点からアプローチできるようになる。グローバル時代にキャリア形
成に役立つ経営管理の諸理論を解説する。

経済
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎336 件名◎経営管理 ユグ 191p
冊子版 978-4-8429-1755-9 2019.09

*1032413809*
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ダークサイドオブ MBAコンセプト

経済

グロービス著 嶋田毅
（しまだ・つよし）
執筆
東洋経済新報社

裏側（ダークサイド）を知らずに現場（リアル）では勝てない! より正しい企業経営
を行う上で知っておきたい、MBA で学ぶべき重要な裏技コンセプトを紹介。フレー
ムワークや思考法に潜む落とし穴・副作用・裏技を解説する。

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎336 件名◎経営管理 ■ダ 265p
冊子版 978-4-492-55793-8 2019.10

*1031137218*
チェンジ・ワーキング イノベーションを生み出す組織をつくる

経済

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎336 件名◎経営管理 ヒチ 255p
働き方変革を進めたいリーダー層に向けて、社内で新規に立ち上げるプロジェクト 冊子版 978-4-7981-5492-3 2017.11
平山信彦
（ひらやま・のぶひこ）
著
翔泳社

メンバーの選び方から、マネージャ層を巻き込む方法や、トップとして関与すべき範
囲に至るまで、成功に導く手法を事細かに解説する。

DL不可 EPUB

*1031579534*
よりよくわかるプロジェクトマネジメント

経済

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎336 件名◎プロジェクト管理 ■ヨ
プロジェクトマネジメントはどのように行われ、
どのような役割を果たすのか。
「家づくり」 124p
を題材として、プロジェクトマネジメントの基本を図解とともにやさしく紹介する。
冊子版 978-4-274-22424-9 2019.10
日本プロジェクトマネジメント協会編
オーム社

DL不可

*1031439215*
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
（のなか・いくじろう）
著
東洋経済新報社

竹内弘高
（たけうち・ひろたか）
著

企業の競争力の源泉は情報処理ではなく知識創造である。その知識を絶えざる実
践を通じて知恵にまで高めることの重要性と、その知恵を獲得・活用するための方
法を示す。「知識創造企業」の続編。

経済
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎経営管理 ノワ 470,51p
冊子版 978-4-492-52230-1 2020.09

*1032310433*
映画に学ぶ経営管理論

Business management theory：Learn from the movies

第3版

松山一紀
（まつやま・かずき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

「踊る大捜査線」「スーパーの女」「ウォール街」 …。映画の名シーンを切り口に
経営管理論を本格的に学ぶテキスト。
「経営管理の原則」から「企業統治・倫理論」
まで重要テーマを7つ取り上げ、10本の映画を参考に解説する。

企業危機・不祥事対応の法務 第2版

経済
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎336 件名◎経営管理 マエ 246p
冊子版 978-4-502-32711-7 2019.11

*1031533242*
経済

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎336 件名◎危機管理
（経営）■キ
企業危機・不祥事対応全般に共通する事項について、基本的な考え方や勘所を 517p
説明。さらに企業危機・不祥事の類型ごとに、事案の発覚、初動対応から再発 冊子版 978-4-7857-2652-2 2018.07
森・濱田松本法律事務所編
商事法務

防止策の策定までを実務的な観点から解説する。新章を追加した第2版。

*1032290791*
在宅 HACKS! 自分史上最高のアウトプットを可能にする新しい働き方
小山龍介
（こやま・りゅうすけ）
著
東洋経済新報社

在宅勤務は、これまでとは違う、何倍ものアウトプットを実現する新しいキャリアの
可能性がある。環境整備、行動管理、コミュニケーションなど、自宅で会社以上
の生産性＆創造性を発揮するためのアイデアを多数紹介する。

経済
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎ 件名◎会社実務 コザ 228p
冊子版 978-4-492-04670-8 2020.07

*1031873873*
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組織の危機管理入門 ―リスクにどう立ち向えばいいのか―
（京大人気講義シリーズ）
林 , 春男
丸善出版

本書では、組織の危機管理能力向上のために必要不可欠な業務継続マネジメント・
プロセスの基本的な考え方、リスクの評価・戦略計画・一元的な危機対応・教育・
訓練の実施方法について平易に解説し、これらを継続的に行っていく大切さを力説
する。

中小企業と小規模事業者の BCP 導入マニュアル
事業継続計画策定ですべきことがわかる本

阿部裕樹
（あべ・ひろき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

災害リスクから中小企業を守る! 知識ゼロから始めるBCP（事業継続計画）策定
の指南書。架空の温泉旅館をモデルとした物語仕立てで、BCP の本質を解説。
巻末の書式（テンプレート）がダウンロードできるQRコード付き。

入門ガイダンスプロジェクトマネジメント

経済
同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 10,395円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-07951-5

2008

*1031272449*
経済
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎336 件名◎事業継続管理 アチ
195p
冊子版 978-4-502-33881-6 2020.03

*1031873798*
経済

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎336 件名◎プロジェクト管理 コニ
世界標準であるPMBOK（第6版）に準拠した、プロジェクトマネジメントの入門書。 203p
プロジェクトの実行に最低限必要な知識を、体系的かつ簡潔に解説する。
冊子版 978-4-502-33461-0 2020.03
古殿幸雄
（こどの・ゆきお）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

*1032310348*
ビジネス実務法務検定試験2級完全合格テキスト
ビジネス実務法務検定試験学習書

2019年版 〈法務教科書〉

塩島武徳
（しおじま・たけのり）
著
翔泳社

ビジネス実務法務検定試験は大学生や社会人から人気を集めており、本書の対
象である2級受験者の規模は年間約2万人と、比較的大きな試験となっています。
業界内でも信頼の厚いベテラン講師が、要点を押さえた解説文で合格へと手引き
します。随所に確認問題を掲載し、改正民法にもきめ細かく対応済です。

ビジネス実務法務検定試験2級精選問題集
ビジネス実務法務検定試験学習書

菅谷貴子
（すがや・たかこ）
編著
翔泳社

2019年版 〈法務教科書〉

厚井久弥
（こうい・ひさや）
編著

毎年刊行されているので、効率よく学習が進められると評判の、実践的な過去問題
集です。問題文 ページの裏に、続けて解答・解説が載っているので、問題を読む
ときには解答が目に入らないなど、細かな工夫も凝らしています。巻末には最新2回
の試験の全問を掲載。受験者の毎年の心配ごとである「民法改正」にもきちんと
対応しています。

ビジネス実務法務検定試験3級テキストいらずの問題集
ビジネス実務法務検定試験学習書

菅谷貴子
（すがや・たかこ）
編著
翔泳社

2019年版 〈法務教科書〉

厚井久弥
（こうい・ひさや）
編著

例年、Amazonに自己採点レビューがつくほど大人気の「テキストいらずの」 過
去問題集です。民法大改正に対応し、試験によく出る104問を厳選。これ1冊で合
格ラインを楽々突破できます。テーマ別に問題をまとめているので、テキストがなくと
も、問題を解きながらテーマの理解を深められます。

OODA Management

現場判断で成果をあげる次世代型組織のつくり方
原田勉
（はらだ・つとむ）
著
東洋経済新報社

PDCA 重視の日本型組織の常識を覆す、超スピード経営の実践スキルとは。世
界の主要な軍事組織で採用されている「OODA」を、ビジネスの領域で具体的
に適用していくための方法を、実例を交えながら解説する。

経済
同時アクセス1 12,650円 + 税
同時アクセス3 25,410円 + 税
分類◎ S336.07 件名◎会社実務 シビ
487p
冊子版 978-4-7981-5939-3 2019.01

*1031210688*
経済
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎ S336.07 件名◎会社実務 ■ビ
471p
冊子版 978-4-7981-5940-9 2019.02

*1031210689*
経済
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎ S336.07 件名◎会社実務 ■ビ
277p
冊子版 978-4-7981-5941-6 2019.02

*1031210690*
経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎意思決定
（経営管理）ハウ
247p
冊子版 978-4-492-53429-8 2020.08

*1031983495*
73

ゼロからつくるビジネスモデル

The Complete Guidebook for Business Model Design

井上達彦
（いのうえ・たつひこ）
著
東洋経済新報社

アイデア創出、ビジネスモデル構築、事業の循環－。実務の最前線で活用され
ている方法、海外のイノベーション教育プログラム、学術の先端領域を、数多く
の事例とともに紹介する。早稲田大学の授業を書籍化。

デザインマネジメント原論

デザイン経営のための実践ハンドブック 〈デザインマネジメントシリーズ〉

経済
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎336.1 件名◎経営計画 イゼ
516p
冊子版 978-4-492-53417-5 2019.12

*1031274491*
経済

同時アクセス1 9,462円 + 税
同時アクセス3 14,193円 + 税
デイビッド・ハンズ 著 篠原稔和
（しのはら・としかず）
監訳
分類◎336.1 件名◎経営管理 ハデ
東京電機大学出版局
223p
デ ザインの理論と実践という、2つの専門領域の狭間を前進し続けてきたデ ザイン 冊子版 978-4-501-63180-2 2019.05

マネジメントを学べるテキスト。主要な概念を明確なケーススタディで肉付けし、
世界各地の事例も多数紹介する。

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
（たかはし・とおる）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

IoT や AI 等のデジタルテクノロジーを活用し、自社が持つ経営資産を異業種の
経営資産と組み合わせ、新たな事業を創造するための戦略の立て方とその実践法
を具体的に解説。各フェーズにおけるリスクや人材育成も取り上げる。

*1032326663*
経済
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎336.1 件名◎経営計画 タデ
265p
冊子版 978-4-502-31851-1 2019.11

*1031533243*
ピボット・ストラテジー 未来をつくる経営軸の定め方、動かし方

経済

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎336.1 件名◎経営計画 ■ピ
変化し続ける企業だけが高収益を実現できる!「潜在的収益価値」を発見する「賢 413p
明なピボット（方向転換）」の方法を、アクセンチュア、ウォルマート、ユニクロな 冊子版 978-4-492-53418-2 2019.10

オマール・アボッシュ著 ポール・ヌーンズ 著
東洋経済新報社

ど100社以上の事例で解説する。

*1031137217*
マッキンゼーホッケースティック戦略 成長戦略の策定と実行
クリス・ブラッドリー著
東洋経済新報社

マーティン・ハート著

企業の戦略策定は、なぜゆがめられるのか。戦略の成功確率を左右する変動要
因や、企業がコントロール可能な要因と「大胆」 施策の条件などを明らかにし、
実用的かつ有効なアドバイスを提案する。

経済
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎336.1 件名◎経営計画 ■マ
366p
冊子版 978-4-492-53416-8 2019.11

*1031137210*
一橋 MBA 戦略分析ケースブック 事業創造編
沼上幹
（ぬまがみ・つよし）
著
東洋経済新報社

加藤俊彦
（かとう・としひこ）
著

セブン銀行、弁護士ドットコム、メルカリ、磯丸水産、アットコスメ…。新しい市場
を開拓するベンチャー企業から、儲けの上限が確定しているような規制産業まで、
事業を創造していくための戦略を分析する。

経済
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎ 件名◎経営計画 ■ヒ 237p
冊子版 978-4-492-52226-4 2020.05

*1031670365*
経営戦略 〈ベーシック+〉

経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎336.1 件名◎経営計画 ■ケ
難しく語られる経営戦略を、日常生活に引き込み、会社での課題をイメージしながら、 232p
頭を使い、手を動かして基礎を体系的に学べるテキスト。最初に知っておくと役立 冊子版 978-4-502-32501-4 2020.01
井上達彦
（いのうえ・たつひこ）
編著 中川功一
（なかがわ・こういち）
編著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

つ内容を厳選して解説する。

*1031986272*
74

詳説 デザインマネジメント 組織論とマーケティング論からの探求

経済

〈デザインマネジメントシリーズ〉

同時アクセス1 13,810円 + 税
同時アクセス3 20,716円 + 税
ソティリス・ララウニス著 篠原稔和
（しのはら・としかず）
監訳
分類◎336.1 件名◎経営管理 ラシ
東京電機大学出版局
375p
各分野の発展に役立つデザインの戦略・プロセス・実装について、人間と社会を 冊子版 978-4-501-63220-5 2020.03

中心にしてマネジメントすることの重要性を探求。デ ザインマネジメントの最新情
報を豊富に盛り込み、分かりやすく解説する。

世界最高峰の頭脳集団 NASAに学ぶ決断技法
不可能の壁を破る思考の力

*1032326665*
経済

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
中村慎吾
（なかむら・しんご）
著
分類◎336.1 件名◎意思決定
（経営管
東洋経済新報社
理）ナセ 410,4p
不確実との闘いを制する先駆者のロジックとは? NASAの「不確実性に対する構え」 冊子版 978-4-492-53383-3 2016.10

をバックボーンに、限られた情報から最善手を導き出す科学的アプローチの数々を、
NASA の事例とともに紹介する。

戦略の創造学

ドラッカーで気づきデザイン思考で創造しポーターで戦略を実行する
山脇秀樹
（やまわき・ひでき）
著
東洋経済新報社

デ ザイン思考、ピーター・ドラッカーのマネジメント、競争戦略。それぞれの本質
を紡ぐと糸になり、織ると普遍的な戦略 モデルのキャンバスとなる。欧米ビジネス
スクールで初の日本人学長による、イノベーションのための戦略論。

戦略硬直化のスパイラル どうして企業は変われなくなるのか

*1030884607*
経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎経営計画 ヤセ 267p
冊子版 978-4-492-53423-6 2020.05

*1031670367*
経済

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎336.1 件名◎経営計画 ナセ
変革が叫ばれる時代にあって、なぜ経営は同じ判断を繰り返し、危機に陥ってしま 222p
うのか。気鋭の経営学者が、多くの企業が抱える本当の問題「どうすれば変革で 冊子版 978-4-641-16547-2 2019.09
中川功一
（なかがわ・こういち）
著
有斐閣

きる土壌を育めるのか」を考える。

*1031137099*
日本電産流「V 字回復経営」の教科書
川勝宣昭
（かわかつ・のりあき）
著
東洋経済新報社

営業力強化とコストダウンの両輪で、企業をハイスピードかつ抜本的に立て直す !
日本電産永守流「スピードと徹底」の経営手法をベースに、自動車産業の「もの
づくり」アプローチを融合させた詳細かつ具体的なメソッドを紹介。

経済
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎336.1 件名◎経営計画 カニ
302p
冊子版 978-4-492-53385-7 2016.12

*1030884627*
論理思考×PowerPointで企画を作り出す本
田中耕比古
（たなか・たがひこ）
著
翔泳社

着想、ターゲットの整理、市場・ニーズの分析、差別性の見極め…。PowerPoint
を活 用した、論 理 的な企 画 立 案の方 法を指 南する。 企 画 資 料 作 成に役 立つ
PowerPoint 図形 パーツのダウンロードサービス付き。

経済
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎336.1 件名◎企画
（経営）タロ
255p
冊子版 978-4-7981-5181-6 2017.06
DL不可 EPUB

*1031579525*
ＭＯＴ知識創造経営とイノベーション（ＭＯＴテキスト・シリーズ）
野中 郁次郎
丸善出版

企業がどのように知識を継続的に創造し、その知識をもって経営をおこなっていくか、
それが本巻のテーマ。ビジネス経営書分野で斬新な切り口で定評のある一橋大学
教授・野中郁次郎責任編集による知識創発マネジメント経営論。

経済
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-07684-2

2006

*1032352842*
75

いちばんやさしい DX の教本

人気講師が教えるビジネスを変革する攻めの IT 戦略

亀田重幸
（かめだ・しげゆき）
著
インプレス

進藤圭
（しんとう・けい）
著

DX のために必要な知識と実行ステップを、ペーパーレス化など小さく始められるデ
ジタル化から行い、徐々にビジネスプロセス、ビジネスモデルの変革を目指せるよ
うに、豊富な図を用いて解説。電子書籍付き。

イラスト＆図解でわかるDX

デジタル 技術で爆発的に成長する産業、破壊される産業

兼安暁
（かねやす・さとる）
著
彩流社

鈴木祥代
（すずき・さちよ）
画

DX（デジタル・トランスフォーメーション）に対応できない企業は、デジタル競争
の敗者になる。DXとは何かから、デジタル技術が生み出したビジネスモデル、
破壊される産業、発展する産業、DX 生き残り策までを解説する。

オープン化戦略 境界を越えるイノベーション

経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎ 件名◎経営情報 カイ 190p
冊子版 978-4-295-00980-1 2020.09

*1032433786*
経済
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎336.17 件名◎経営情報 カイ
293p
冊子版 978-4-7791-2619-2 2019.10

*1031460163*
経済

同時アクセス1 12,870円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎336.17 件名◎技術経営 ■オ
オープン・イノベーション、ビジネス・エコシステム、プラットフォーム、国際標準化など、 377p
企業活動のオープン化に関する議論が盛んになってきている。企業の従来の枠組 冊子版 978-4-641-16465-9 2017.12
安本雅典
（やすもと・まさのり）
編
有斐閣

真鍋誠司
（まなべ・せいじ）
編

みを超えた取組みに、戦略とマネジメントの視角から迫る。

*1031272451*
クラウド＆データセンター完全ガイド

戦略的 ITインフラがビジネスを強くする 2020年冬号 〈特集〉データ
センター向けサーバー製品最新トレンド 〈impress mook〉

経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎336.17 件名◎経営情報 ■ク
インプレス
143p
「クラウド&データセンター完全ガイド」は国内唯一のITインフラ専門誌です。選定・ 冊子版 978-4-295-00831-6 2019.12

利用に携わる読者に向けてディープかつタイムリーに情報発信しています。特集は
データセンター向けサーバー製品最新トレンド。

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
（やすい・のぞむ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

デジタル化によるデータドリブン経営を実践するために必要な基本的知識から、経
営戦略とデータの重要性、整備すべき仕組み・基盤、理論的な背景までを、欧米
企業の事例を交えながら解説する。

*1032464481*
経済
同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎336.17 件名◎経営情報 ヤデ
189p
冊子版 978-4-502-32691-2 2019.12

*1031616142*
データの法律と契約

経済

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎336.17 件名◎情報管理 フデ
DX（デジタルトランスフォーメーション）の実現や AI の開発に不可欠なビッグデー 432p
タに関する法律と契約の重要ポイントを徹底解説。改正不競法についても説明する。 冊子版 978-4-7857-2696-6 2019.01
福岡真之介
（ふくおか・しんのすけ）
著
商事法務

松村英寿
（まつむら・ひでとし）
著

モデル契約・規約付き。

*1032290781*
データ取引の契約実務 書式と解説

経済

同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎336.17 件名◎情報管理 フデ
データ取引に関する契約・規約と法律知識を、実務的な観点からわかりやすく解説 222p
する。汎用性の高い形のデータ取引契約のモデル契約・データ共有プラットフォー 冊子版 978-4-7857-2746-8 2019.10
福岡真之介
（ふくおか・しんのすけ）
著
商事法務

松村英寿
（まつむら・ひでとし）
著

ムのモデル利用規約、契約・規約作成時のチェックリストも掲載。

*1032352892*
76

共同研究開発契約の法務

経済

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎336.17 件名◎研究管理 ■キ
イノベーションの重要性が叫ばれる今、企業にとって有用な手法のひとつとなってい 252p
る共同研究開発。その開始から終了までのプロセスに沿って、契約や法的なポイ 冊子版 978-4-502-31841-2 2019.11
重冨貴光
（しげとみ・たかみつ）
著 酒匂景範
（さこう・かげのり）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

ントを解説する。裁判例も紹介。

*1031616140*
プロフェッショナルシンキング 未来を見通す思考力

〈BBT 大学シリーズ〉

大前研一
（おおまえ・けんいち）
監修 ビジネス・ブレークスルー大学編
東洋経済新報社

“ 答えのない世界 ”において、
ひるむことなく答えを模索する“ 思考力 ”と、行動する“ 勇
気 ”を徹底的に鍛えるための一冊。オンラインベースの「教えない大学」ビジネス・
ブレークスルー大学のカリキュラムの一端を伝える。

プロフェッショナルシンキング 未来を見通す思考力

〈BBT 大学シリーズ〉

大前研一
（おおまえ・けんいち）
監修 ビジネス・ブレークスルー大学編
東洋経済新報社

“ 答えのない世界 ”において、
ひるむことなく答えを模索する“ 思考力 ”と、行動する“ 勇
気 ”を徹底的に鍛えるための一冊。オンラインベースの「教えない大学」ビジネス・
ブレークスルー大学のカリキュラムの一端を伝える。

マンガでわかる業務改善プロジェクト 新米プロマネ、奮闘中 !
広兼修
（ひろかね・おさむ）
著
オーム社

松木れな
（まつき・れな）
作画

PMBOK の基本、スコープ、ステークホルダー、コミュニケーション…。会社や組
織で行われる、業務改善プロジェクトの管理手法（プロジェクトマネジメント）に
ついて、マンガを交えてわかりやすく解説する。

経済
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎336.2 件名◎問題解決 ■プ
271p
冊子版 978-4-492-52215-8 2015.08

*1031245262*
経済
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎336.2 件名◎問題解決 ■プ
271p
冊子版 978-4-492-52215-8 2015.08
DL不可 EPUB

*1031245263*
経済
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ 件名◎経営管理 ヒマ 214p
冊子版 978-4-274-22582-6 2020.08
DL不可

*1032433737*
右脳思考を鍛える 「観・感・勘」を実践 ! 究極のアイデアのつくり方
内田和成
（うちだ・かずなり）
著
東洋経済新報社

インプットの労力を最小化し、アウトプットを最大化する、ムダな努力いらずの発想
法を紹介。右脳を使ってユニークな発想をするために必要な情報収集と整理術、
そして、情報を発酵させてアイデアを生み出す方法論について語る。

経済
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎336.2 件名◎問題解決 ウウ
236p
冊子版 978-4-492-55791-4 2019.10

*1031137211*
入社1年目から差がつくロジカル・シンキング練習帳
グロービス著 岡重文
（おか・しげふみ）
執筆
東洋経済新報社

考えが自然にまとまる、「伝わらない」がなくなる、苦手な数字にも強くなる! すぐに使
えて一生役に立つロジカル・シンキングの技術が身につくテキスト。「根拠を具体
化する」「経緯をみる」など、20のレッスンを収録する。

経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎問題解決 ■ニ 191p
冊子版 978-4-492-53424-3 2020.07

*1031873872*
武器としての図で考える習慣 「抽象化思考」のレッスン
平井孝志
（ひらい・たかし）
著
東洋経済新報社

頭のいい人たち、仕事のできる人たちの多くが、図を使って考え、決断している。
「図
で考える」メソッドと、図を書く上で役に立つ「ピラミッド」
「田の字」
「矢バネ」
「ルー
プ」の4つの「型」を紹介する。

経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎問題解決 ヒブ 278p
冊子版 978-4-492-04668-5 2020.07

*1031983490*
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10秒で新人を伸ばす質問術

経済

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎336.3 件名◎管理者
（経営管理）
指導者が育成にかける時間を最小限にしつつ、最速で新入社員を一人前にするた シジ 277,8p
めの、質問を活用した仕事の教え方を紹介する。叱り方＆ほめ方のコツや困ったと 冊子版 978-4-492-50291-4 2019.10
島村公俊
（しまむら・きみとし）
著
東洋経済新報社

きの解決法なども収録。「匠の時短質問」一覧付き。

*1030988241*
MBAでは教えてくれないリーダーにとって一番大切なこと

経済

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎336.3 件名◎リーダーシップ モエ
5歳児に伝わらないことは、大人にも伝わらない。バラバラだった組織のチーム力を 178p
アップさせ、わずか5年で幼稚園経営をV 字回復させた若き副園長が、リーダーシッ 冊子版 978-4-7791-2601-7 2019.11
森田晴彦
（もりた・はるひこ）
著
彩流社

プについて説く。組織マネジメント論。

DL不可 EPUB

*1031460175*
Unlocking Creativity チームの創造力を解き放つ最強の戦略
マイケル・A.ロベルト著
東洋経済新報社

花塚恵
（はなつか・めぐみ）
訳

「計画どおりにやること」が目的化していないか ? 特定のライバル企業との比較ばか
りしていないか ? 創造力の発揮を妨げる、職場にはびこる6つの「思い込み」を取
り除く具体的な方策を解説する。

経済
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎336.3 件名◎経営組織 ロア
269,29p
冊子版 978-4-492-04661-6 2020.03

*1031579405*
アンチ・サボタージュ・マニュアル 職場防衛篇

経済

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎336.3 件名◎経営組織 ■ア
CIAの前身（OSS）が1944年に作成した「組織をダメにする」ためのスパイマニュ 203p
アルをもとに、現代の著名な経営戦略家たちがシンプル・サボタージュを低減させ 冊子版 978-4-7628-3003-7 2018.01
R.M.ガルフォード著
北大路書房

B.フリッシュ著

る戦術を逆提案。成長組織を作るための英知を伝える。

*1031828329*
グローバル 組織開発 ハンドブック
3つの複雑性を5つの視点から考える

経済

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎336.3 件名◎経営組織 ■グ
223p
組織に愛想を尽かしたグローバル人材の流出を防ぐには ? 組織を強固かつ健全に 冊子版 978-4-492-53386-4 2016.12

ピープルフォーカス・コンサルティング著
東洋経済新報社

する「グローバル組織開発」の考え方や進め方、スキルやノウハウを事例ととも
に解説する。

リード・ザ・ジブン ユニクロで人材育成の責任者をやってみた。
宇佐美潤祐
（うさみ・じゅんすけ）
著
東洋経済新報社

過去最高の自分を育て、仲間を育て、最強 チームをつくる! ユニクロで人材育成
機関（FRMIC）担当役員を務めた著者による人材＆チーム育成術。踊り場にい
る若手、会社人生後半戦の40代・50代へのヒントが満載。

*1030884588*
経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎336.3 件名◎リーダーシップ ウリ
259p
冊子版 978-4-492-50314-0 2020.01

*1031439223*
実践デザインマネジメント 創造的な組織デザインのためのツール・

経済

プロセス・プラクティス 〈デザインマネジメントシリーズ〉

同時アクセス1 9,462円 + 税
同時アクセス3 14,193円 + 税
イゴール・ハリシキヴィッチ著 篠原稔和
（しのはら・としかず）
監訳
分類◎336.3 件名◎経営組織 ハジ
東京電機大学出版局
222p
チームのブレーンストーミングを通じたアイデアからのスムーズな移行について解説。 冊子版 978-4-501-63200-7 2019.10

また、新しいビジネスモデルをデザインするための体系的な方法と、それをサポー
トするテクノロジーの選択方法も取り上げる。演習も収録。
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*1032326664*

生命体的企業とは何か

生命のシステムに学ぶ成長し続ける企業の創り方

松岡孝敬
（まつおか・たかのり）
著
大学教育出版

「経営のすべては生物に宿る」として、経営理念は DNA、リーダーは核、社員は
細胞と見立てる企業経営論。生命体のシステムを考察し、企業が持続的に成長
繁栄する方法や仕組みを類推する。

組織学の生成と展開

経済
同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎336.3 件名◎経営組織 マセ
184p
冊子版 978-4-86692-051-1 2019.10

*1031272482*
経済

同時アクセス1 19,470円 + 税
同時アクセス3 25,960円 + 税
分類◎336.3 件名◎経営組織 キソ
システム論の視点から人間－組織－環境の相互関係を捉え、Organizing（組織化・ 368p
組織生成）の理論、Organized（構造化・構造統制）の理論、革新のプロセス 冊子版 978-4-641-16551-9 2019.11
岸田民樹
（きしだ・たみき）
著
有斐閣

の理論として体系化。組織学の確立に向けた第一歩。

*1031434037*
「介護離職ゼロ」の職場のつくりかた 「大介護時代」に備える!

経済

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎336.4 件名◎労務管理 ■カ
介護離職を防ぐには ? 「仕事と介護の両立」を可能にするために最低限知っておく 159p
べき施策をわかりやすく解説。働きながら介護するという状況をイメージできる事例も 冊子版 978-4-7981-4842-7 2016.12
社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング著
翔泳社

紹介。2017年1月施行「改正育児・介護休業法」に対応。

*1031579505*
コンフリクト・マネジメントの教科書
職場での対立を創造的に解決する

ピーター・T.コールマン著 ロバート・ファーガソン著
東洋経済新報社

ダイバーシティ、働き方の多様化の時代、異なる立場の人とどのようにうまくやってい
くか。ビジネス現場に必須のスキルとマインドセットを第一人者が解き明かす。7
つの戦略と70の戦術など、すぐに使えるメソッドが満載。

セルフ・キャリアドック入門

キャリアコンサルティングで個と組織を元気にする方法

経済
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎ 件名◎人事管理 ココ 359p
冊子版 978-4-492-55795-2 2020.09

*1032310432*
経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎336.4 件名◎キャリアデザイン タ
セ 297p
セルフ・キャリアドックという枠組みを用い、個人と組織を活性化しうるキャリアコン 冊子版 978-4-7608-2673-5 2019.09
高橋浩
（たかはし・ひろし）
著
金子書房

増井一
（ますい・はじめ）
著

サルティングの考え方や理論・技法を紹介。個別面談よりも高い視座で「個人と
組織の関係性」を捉えて、「個を超えた支援方法」を提示する。

なぜ組織は個を活かせないのか
馬塲杉夫
（ばば・すぎお）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

変化の時代に、なぜ個を活かせない組織が多いのか。これまでの個を活かす議論
を整理しながら、その原因を明らかにするとともに、個を活かし、組織が存続してい
くことに向けた視座を提供する。

DL不可 EPUB

*1031325337*
経済
同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎336.4 件名◎人事管理 バナ
208p
冊子版 978-4-502-32231-0 2019.11

*1031616141*
新しい人事労務管理 第6版 〈有斐閣アルマ Specialized〉

経済

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎336.4 件名◎人事管理 ■ア
様々な課題を抱えつつ変化を続ける日本の企業や労働経済の制度・実態をしっかり 345p
と踏まえ、現代の人事労務管理の基本的な考え方と機能をわかりやすく解説する。 冊子版 978-4-641-22144-4 2019.12
佐藤博樹
（さとう・ひろき）
著
有斐閣

藤村博之
（ふじむら・ひろゆき）
著

労働法制の改正に加え、近年の雇用環境の変化をとらえた第6版。

DL不可

*1031533265*
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人材育成と職場の人間関係 人を育てる職場や仕事のデザイン
坂本理郎
（さかもと・まさお）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

企業の貴重な人的資源である若手従業員の成長に対して大きな影響力を持つ職場
の人間関係。それを運や個人に任せるのではなく、多様でインフォーマルな関係
性が形成される組織的な要因や、そのメカニズムを解明する。

経済
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎336.4 件名◎人事管理 サジ
229p
冊子版 978-4-502-33141-1 2020.03

*1032310349*
人材開発研究大全 The Complete Handbook of Research

経済

on Human Resource Development

同時アクセス1 20,240円 + 税
同時アクセス3 30,360円 + 税
中原淳
（なかはら・じゅん）
編
分類◎336.4 件名◎人事管理 ■ジ
東京大学出版会
870p
組織社会化、面接、OJT、メンタリング、プロアクティブ 行動…。多岐にわたる 冊子版 978-4-13-040280-4 2017.04

分野で活躍する研究者たちの人材開発（= 人的資源開発）に関連する研究論文
や論考を集成。最新の知見をまとめた人材開発研究大全。

人事労務の法律問題対応の指針と手順
佐藤久文
（さとう・ひさふみ）
著
商事法務

企業の人事労務担当者が、人事労務問題へ対応する際に必要な事項を網羅。
労働関係法の概念や法律知識の説明は必要最小限度にとどめ、実務で生じる典
型的な事例ごとに対応の指針と手順を解説する。働き方改革関連法に対応。

DL不可 EPUB

*1031553452*
経済
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎336.4 件名◎人事管理 サジ
333p
冊子版 978-4-7857-2665-2 2018.10

*1032290790*
法律家が教えるLGBTフレンドリーな職場づくりガイド

従業員が安心して実力を発揮できる職場をつくるために
LGBTとアライのための法律家ネットワーク著
法研

藤田直介
（ふじた・なおすけ）
編著

多様な人々と共に安心して働き、個々の能力を発揮できる職場を築いていくための
必要な知識や考え方、気をつけるべき点などをわかりやすく解説。具体的な事例、
想定される問題と解決法なども紹介する。

採用のストラテジー
中村天江
（なかむら・あきえ）
著
慶應義塾大学出版会

もはや戦略なく、熾烈な人材獲得競争を勝ち抜くことはできない。採用の戦略を立
てるには、企業内部の人材マネジメントも考慮しなければならない。企業の人材獲
得の現状を明らかにし、採用のパターンを構造化する。

経済
同時アクセス1 1,760円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎336.4 件名◎ダイバーシティ
（経営）
■ホ 223p
冊子版 978-4-86513-608-1 2019.12
EPUB

*1031986337*
経済
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎336.42 件名◎雇用 ナサ 308p
冊子版 978-4-7664-2672-4 2020.04

*1031814552*
経営学習論 人材育成を科学する

経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎336.47 件名◎企業内教育 ナケ
「経営学習論」という学際的研究領域を扱う学術書。グローバル化の進展や労働 267p
市場の流動化に対処する、日本企業の新たな人材育成のあり方を模索し、海外で 冊子版 978-4-13-040257-6 2012.08
中原淳
（なかはら・じゅん）
著
東京大学出版会

も活躍できる日本人マネジャーの適応と革新を展望する。

DL不可 EPUB

*1031553453*
研修設計マニュアル 人材育成のためのインストラクショナルデザイン
鈴木克明
（すずき・かつあき）
著
北大路書房

教え方のノウハウを学ぶ「インストラクショナルデ ザイン（教育設計学）」の基礎
を研修設計の文脈で解説した入門書。事例や書き込み式の練習問題も収録する。
「教材設計マニュアル」「授業設計マニュアル」の姉妹編。

経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎336.47 件名◎企業内教育 スケ
284p
冊子版 978-4-7628-2894-2 2015.04

*1031115510*
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職場学習の心理学 知識の獲得から役割の開拓へ
伊東昌子
（いとう・まさこ）
著
勁草書房

渡辺めぐみ
（わたなべ・めぐみ）
著

新入社員はどのような学びに遭遇し、どのような学びを展開して熟達していくのか。
理論的手がかりと実例から、実践現場における人と職場と組織の接点を解明する。
関連する事例やトピックを綴ったコラムも収録。

経済
同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎336.47 件名◎企業内教育 イシ
218p
冊子版 978-4-326-25139-1 2020.02
DL不可

*1031533217*
職場学習論 仕事の学びを科学する

経済

中原淳
（なかはら・じゅん）
著
東京大学出版会

人は職場で「他者」とどのようにかかわり、学び、成長するのか ? 人材育成に有
効な職場の原動力を、ビジネスパーソンに必要な3つのキーワード「業務支援」「内
省支援」「精神支援」から解き明かす。

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎336.47 件名◎企業内教育 ナシ
188p
冊子版 978-4-13-040250-7 2010.11
DL不可 EPUB

*1031553451*
Q＆A 発達障害・うつ・ハラスメントの労務対応
女性活躍・ハラスメント規制法に対応 !

第2版

布施直春
（ふせ・なおはる）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

発達障害や精神疾患、各種 ハラスメントの基礎知識をはじめ、メンタルヘルス不
調者に配慮した労務管理のポイントをQ＆A 形式でわかりやすく解説する。女性活
躍・ハラスメント規制法についての説明を加筆した第2版。

EQ「感じる力」の磨き方 自分を変え、人生の質を高める
高山直
（たかやま・なお）
著
東洋経済新報社

すべては「今の気持ち」を自覚することから始まる! 日本のビジネス界におけるEQ
（感情能力）導入の第一人者が、感情を上手に管理する「感情マネジメント力」
とは何か、そしてその鍛え方（開発方法）を紹介する。

経済
同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎336.48 件名◎労働衛生 フキ
12,319p
冊子版 978-4-502-33231-9 2020.01

*1031814458*
経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎336.49 件名◎人間関係 タイ
226p
冊子版 978-4-492-04555-8 2016.06

*1030884651*
シンプル×PowerPoint 社内プレゼンの決定力を上げる本

経済

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎336.49 件名◎プレゼンテーション
PowerPointを使って、「引き算」をキーワードに主に社内プレゼンの決定力を上 アシ 255p
げるコツを伝授する。作業時間の短縮に役立つテンプレートのダウンロードサービ 冊子版 978-4-7981-5226-4 2017.09
天野暢子
（あまの・のぶこ）
著
翔泳社

ス付き。

DL不可 EPUB

*1031579535*
まんがでわかるThink CIVILITY

「礼儀正しさ」
こそ最強の生存戦略である
クリスティーン・ポラス原著
東洋経済新報社

星井博文
（ほしい・ひろふみ）
シナリオ

課長に抜擢された彩花は、「理不尽な上司」や「周りを見下す部下」に振り回さ
れ思うような結果が出せない。だが、礼節を身につけることで問題を解決していき…。
職場の礼節を高める方法を、マンガで解説する。

やる気をなくす悪魔の言葉 VS やる気を起こす魔法の言葉

経済
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎ 件名◎人間関係 ポマ 158p
冊子版 978-4-492-04673-9 2020.09

*1032310437*
経済

心を動かす励ましのメッセージ

同時アクセス1 4,125円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
岩崎由純
（いわざき・よしずみ）
著
分類◎336.49 件名◎コミュニケーション
中央経済社
イヤ 225p
ほんの少しの気配りで、相手の心への響き方が変わる。人を元気にしてやる気を引 冊子版 978-4-502-69760-9 2012.06

き出す具体的な方法論と、そのために必要な相手に対する心づかいを紹介。「悪
魔の言葉」を「魔法の言葉」に変換する事例一覧も収録する。

*1032352915*
81

ITILはじめの一歩 スッキリわかるITIL の基本と業務改善のしくみ
最上千佳子
（もがみ・ちかこ）
著
翔泳社

ITILを学ぶと技術力に「サービス力」と「マネジメント力」がプラスされる!「八百
屋にITILを導入したら」など、ユニークなケーススタディを交えつつ、ITIL の概
要や導入のメリットについて丁寧に説明する。

経済
同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎336.57 件名◎経営管理－データ
処理 モア 255p
冊子版 978-4-7981-5888-4 2019.03
DL不可 EPUB

*1031210695*
ITエンジニアのための〈業務知識〉
がわかる本 第5版

経済

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,700円 + 税
分類◎336.57 件名◎経営管理－データ
IT エンジニアが現場で必要とする最低限の知識を、会社経営・財務会計・販売 処理 ミア 399p
管理・人事管理など6分野に整理し、各業務のポイントを明示して解説。章末チェッ 冊子版 978-4-7981-5738-2 2018.12

三好康之
（みよし・やすゆき）
著
翔泳社

ク付き。連動 Web ページが閲覧できるQRコードを付した第5版。

DL不可 EPUB

*1031210696*
Microsoft Teams 全事典 テレワーク必携 〈できるポケット〉

経済

同時アクセス1 4,224円 + 税
同時アクセス3 8,448円 + 税
分類◎ 件名◎経営管理－データ処理 ■
「Microsoft Teams」の基本的な機能と活用法を画面写真とともにわかりやすく解 マ 222p
説。初期設定からメッセージやチャット、ビデオ会議と通話、ファイルの共有、チー 冊子版 978-4-295-00999-3 2020.09
インサイトイメージ著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

ムの管理まで、117ワザを取り上げる。

*1032433781*
Windowsでできる小さな会社の LAN 構築・運用ガイド 第3版
橋本和則
（はしもと・かずのり）
著
翔泳社

様々なメーカー、PCスペック、Windows OS が混在する環境であっても、全く問
題のないサーバークライアント環境を低コストで構築＆運用する方法を解説する。
Windows 10/8.1/7に対応。

経済
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎336.57 件名◎経営管理－データ
処理 ハウ 279p
冊子版 978-4-7981-5284-4 2017.05

*1031579483*
オープンソースで作る!RPAシステム開発入門
設計・開発から構築・運用まで

経済

同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
分類◎336.57 件名◎オフィス オートメー
ション コオ 329p
オープンソースを利用したRPAシステム開発を行ってきた著者がノウハウをわかり 冊子版 978-4-7981-5239-4 2018.12
小佐井宏之
（こさい・ひろゆき）
著
翔泳社

やすくまとめた入門書。業務自動化システムの開発手法についてSikuliXを軸に解
説する。SikuliX1.1.1対応。

ビジネスチャット時短革命

メールは時間泥棒 メールを48.6%も減らす働き方 〈できるビジネス〉

DL不可 EPUB

*1031210703*
経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎336.57 件名◎経営管理－データ
処理 コビ 182p
「脱メール」こそが時短実現のカギ ! 仕事を効率化するチャット活用術や、オンライ 冊子版 978-4-295-00842-2 2020.03
越川慎司
（こしかわ・しんじ）
著
インプレス

ン会議の使い方・浸透方法、メールの特性を生かすチャットとの使い分けテクなど、
チャットを使った時短術を成功 パターンとともに紹介する。

プロセスマイニングの衝撃

シーメンスや BMW、Uberは、なぜ本気で取り組むのか ?

*1032464495*
経済

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎ 件名◎経営管理－データ処理 ラ
プ 232p
大量のログデータから日々の業務プロセスの実態を可視化・分析する「プロセス 冊子版 978-4-295-01000-5 2020.09

ラース・ラインケマイヤー編著
インプレス

百瀬公朗
（ももせ・きみお）
訳

マイニング」。デジタル時代に必須のツールを、シーメンス、BMW、Uberなど欧
米先進企業11社の12のユースケースを通じて紹介する。

82

*1032433783*

よくわかるMicrosoft Excel 2019/2016/2013関数テクニック

経済

同時アクセス1 5,692円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎336.57 件名◎経営管理－データ
Excel の基本機能をマスターしている人を対象に、知っていると業務効率が抜群に 処理 ■ヨ 231p
上がる関数を厳選して紹介する。総合問題、関数一覧も掲載。Excelテクニック集、 冊子版 978-4-86510-401-1 2019.07
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

学習ファイルと解答のダウンロードサービス付き。

*1031458190*
基礎がよくわかる!ゼロからの RPA UiPath 超実践テクニック
吉田将明
（よしだ・まさあき）
著
オーム社

「作り方」と「考え方」がロジカルに身につくUiPath のテキスト。開発中のつまず
きポイントを題材にした演習問題を多数収録するほか、業務ですぐに使える安定性、
保守性向上のテクニックも紹介する。

経済
同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎ RPA ヨキ 305p
冊子版 978-4-274-22572-7 2020.07
DL不可

*1032433733*
小さな会社の Access データベース作成・運用ガイド

Windows 10、Access 2016/2013/2010対応 〈Small Business
Support‐時間がない 予算がない 知識がない そんな御社でも大丈夫 ‐
!〉
丸の内とら
（まるのうち・とら）
著
翔泳社

経済
同時アクセス1 9,020円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎336.57 件名◎経営管理－データ
処理 マチ 295p
冊子版 978-4-7981-4452-8 2016.07

中小企業のためのデータベースアプリケーション開発の入門書。Accessを利用し
た業務アプリの作成および運用方法を解説する。Windows 10、Access2016～
2010対応。

コーポレート・ファイナンス CFOを志す人のために

*1031579481*
経済

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎336.8 件名◎財務管理 イコ
経営判断の軸となる考え方を学べる一冊。ファイナンス、とりわけコーポレート・ファ 261p
イナンスについて考えようとする人に向けて、株式会社とその資金調達、投資家行 冊子版 978-4-502-46730-1 2013.01
岩村充
（いわむら・みつる）
著
中央経済社

動と資本市場、MM 命題と最適資本構成などを解説する。

*1032352913*
コーポレートファイナンス実践講座
The Practice of Corporate Finance

経済

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎336.8 件名◎財務管理 ホコ
448p
企業の経営者や現場でファイナンスに携わるビジネスマンに向けて、金融機関を 冊子版 978-4-502-11601-8 2014.10
堀内勉
（ほりうち・つとむ）
著
中央経済社

通じた必要資金の調達という、最も基本的な財務活動に軸足を置いて、実践的なファ
イナンス手法を解説する。

ザ・ビッグ・ゼロ

成長、イノベーション、競争優位をもたらすゼロベースのアプローチ

クリス・ティマーマンス著 クリス・ロアーク著
東洋経済新報社

競争上のアジリティを高めるゼロベース戦略。社員のマインドセットを変化させ、
大企業がスタートアップのような柔軟性と敏捷性を獲得できる経営管理手法を、ウォ
ルマート、ユニリーバ等の先進事例とともに紹介する。

企業価値の神秘 コーポレートファイナンス理論の思考回路
宮川壽夫
（みやがわ・ひさお）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

「企業価値」という概念を中心に、コーポレートファイナンス理論が持つ独特の思
考回路とそのおもしろさを説いた本。「なぜ資本にコストがかかる?」「MM 理論は
なぜスゴい?」といった基本の理論を嚙み砕きながら解説する。

*1032352938*
経済
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎予算管理 ■ザ 225,12p
冊子版 978-4-492-53426-7 2020.08

*1031983493*
経済
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎336.8 件名◎財務管理 ミキ
249p
冊子版 978-4-502-20191-2 2016.11

*1032352919*
83

対訳英語で学ぶコーポレートファイナンス入門

A Bilingual Introduction to Corporate Finance

第2版

経済

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
本合暁詩
（ほんごう・あかし）
著
分類◎336.8 件名◎財務管理 ホタ
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）
298p
米国大学の講義内容を紙上で再現。コーポレートファイナンスの基本的知識を、英語・ 冊子版 978-4-502-30201-5 2019.05

日本語の2カ国語で解説する。新たに「リスクヘッジとデリバティブ」の項目を加
えた第2版。

物語
（ストーリー）
でわかるベンチャーファイナンス入門

*1031873799*
経済

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎336.8 件名◎財務管理 ナス
社会人10年めの中堅社員が脱 サラして起業することに。彼は企業財務が専門の 214p
ゼミの教授に相談に赴き…。起業から株式公開（または売却）まで、会社のステー 冊子版 978-4-502-47840-6 2013.03
中井透
（なかい・とおる）
著
中央経済社

ジごとに必要なファイナンスの知識を、物語を通して解説する。

*1032352937*
金融マンのためのエクイティ・ファイナンス講座

経済

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎336.82 件名◎エクイティファイナ
ベンチャー企業を含む非上場企業、IPO、上場企業のエクイティ・ファイナンスに ンス ヤキ 280p
ついて、基本的な考え方、立場による思考の違いを、順を追って解説する。エク 冊子版 978-4-502-30011-0 2019.07
山下章太
（やました・しょうた）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

セルのテンプレートがダウンロードできるパスワード付き。

*1032352920*
資金調達 ハンドブック 第2版

経済

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎336.82 件名◎資金管理 ■シ
企業の資金調達に関する実務の全体像を示したハンドブック。企業の資金調達に 376p
ついて概説し、会社法・金融商品取引法上の規律や実務上の諸論点を解説する。 冊子版 978-4-7857-2574-7 2017.12
武井一浩
（たけい・かずひろ）
編著
商事法務

郡谷大輔
（こおりや・だいすけ）
編著

法改正や CGコードの導入等による制度・実務の変化に対応した第2版。

*1032352872*
50の英単語で英文決算書を読みこなす

経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎336.83 件名◎経営分析 サゴ
最小のキーワードで英語の決算書は読める! 貸借対照表や損益計算書、キャッシュ 145p
フロー計算書を見るポイントや、バフェット流英文決算書の分析術をわかりやすく解 冊子版 978-4-502-32461-1 2019.11
齋藤浩史
（さいとう・ひろし）
著 伊藤勝幸
（いとう・かつゆき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

説する。コラムや巻末附録「会計英単語50」も収録。

*1031616139*
対訳英語で学ぶ バリュエーション入門

A Bilingual Introduction to Valuation

本合暁詩
（ほんごう・あかし）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

米国大学の講義内容を紙上で再現。企業価値評価（バリュエーション）の基本
的知識を、英語・日本語の2カ国語で解説する。財務分析・企業価値評価ファイ
ルのダウンロードサービス付き。

ケースから考える内部統制システムの構築

経済
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎336.83 件名◎経営分析 ホタ
269p
冊子版 978-4-502-31671-5 2019.08

*1031873800*
経済

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎336.84 件名◎内部統制 ナケ
第一人者が内部統制とはどのいうものかを説明した上で、内部統制システム構築・ 212p
運用にかかわる義務の内容と水準について検討。内部統制の全体像を示し、主要 冊子版 978-4-7857-2580-8 2017.12
中村直人
（なかむら・なおと）
著
商事法務

な判例を検討しながら備えるべき具体策を明らかにする。

*1032352875*
84

スペシャリストをめざせ !CIA 公認内部監査人合格へのパス
ポート 第2版

経済

同時アクセス1 3,168円 + 税
同時アクセス3 4,752円 + 税
三輪豊明
（みわ・とよあき）
著
分類◎336.84 件名◎内部監査 ミス
税務経理協会
263p
内部監査人協会（IIA）認定の国際資格、公認内部監査人（CIA）の受験テキスト。 冊子版 978-4-419-06636-9 2019.08

試験科目ごとに重要ポイントを解説し、練習問題を掲載。内部統制・内部監査の
業務や、試験制度の概要も説明する。2019年新試験に対応。

マンガでわかる管理会計 はじめてでもわかる儲けのからくり

*1031210642*
経済

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ 件名◎管理会計 ハマ 188p
女子高生が父親の会社を救うために立ち上がる!? ストーリーマンガを通して、
リーダー 冊子版 978-4-274-22530-7 2020.06

原尚美
（はら・なおみ）
著
オーム社

鎌尾こんぶ
（かまお・こんぶ）
作画

のための必勝ツール「管理会計」を楽しく学べる一冊。ワークショップも掲載。

DL不可

*1032433735*
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
（たかはし・まさる）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

管理会計は時代の要請に合わせ、さまざまな変化を遂げてきた。管理会計におけ
る過去・現在・未来を検討してその全体像を解明し、来るべき人口減少社会での
あるべき姿を探る。

経済
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎336.84 件名◎管理会計 タカ
238p
冊子版 978-4-502-32181-8 2019.10

*1031340512*
基礎管理会計 Basic Management Accounting

経済

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎336.84 件名◎管理会計 シキ
初めて管理会計の世界にふれる人を対象に、管理会計の基礎を解説した入門書。 283p
理解を深められるよう実践的な例題や章末問題を掲載するとともに、企業内の人々 冊子版 978-4-502-30341-8 2019.04
清水孝
（しみず・たかし）
著 庵谷治男
（おおたに・はるお）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

が持つべき考え方やツールを列挙する。

*1031137121*
ミャンマー会計制度の研究
谷口隆義
（たにぐち・たかよし）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

アジア最後のフロンティアとして注目されるミャンマー経済。聞き取り調査や質問票
調査の結果により、ミャンマーの会計規制政策や企業会計、監査実務、会計教育
等の問題を包括的に分析する。

経済
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎336.9 件名◎会計 タミ 138p
冊子版 978-4-502-32441-3 2019.09

*1031434011*
ヨーロッパの会計規制 〈大阪経済大学研究叢書 第90冊〉
本田良巳
（ほんだ・よしみ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

EU の公式文書によりながら、会計に関連する問題、とりわけ会計（基準）指令、
国際会計基準、監査、税務等の問題を歴史的、体系的、かつ相互関連的に考察。
ヨーロッパにおける会計規制の現状を明らかにする。

経済
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎336.9 件名◎会計 ホヨ 389p
冊子版 978-4-502-32861-9 2020.02

*1031814461*
会計とコーポレート・ガバナンスの英語 ネイティブに伝わる!
田中智子
（たなか・ともこ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

会計とコーポレート・ガバナンスの知識を日本語と英語で学べる書。企業の財務諸
表を読み解く形で主な会計科目や会計基準等を解説。さらにコーポレート・ガバナ
ンスを中心に企業の在り方を考察する。テーマ別例文集も収録。

経済
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎336.9 件名◎会計 タカ 267p
冊子版 978-4-502-27001-7 2018.08

*1031983411*
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会計の力 The Power of Accounting
全在紋
（ちょん・じぇむん）
著
中央経済社

会計は、企業の言語である。20世紀を代表する思想家 =ミシェル・フーコーの言
語観を参照し、会計現象を言語論的に解明する。英文要約付き。「会計言語論
の基礎」の続編。

経済
同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎336.9 件名◎会計 チカ 243p
冊子版 978-4-502-16081-3 2015.10

*1032352918*
財務報告論 Financial Reporting Theory 第2版
矢部孝太郎
（やべ・こうたろう）
編著 原田保秀
（はらだ・やすひで）
ほか著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

「財務情報が読める」ことは、できるビジネスパーソンになるための必須スキル。
財務情報をどう使いこなすか、利用者側の視点から、企業会計と企業分析の基礎
を解説する。練習問題も収録。

経済
同時アクセス1 7,975円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎336.9 件名◎会計 ヤザ 274p
冊子版 978-4-502-32911-1 2020.01

*1031814459*
実験制度会計論 未来の会計をデザインする

経済

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎336.9 件名◎会計 タジ 266p
「制度会計論」+「実験会計学」→よりよい社会を考究する! 会計基準のコンバー 冊子版 978-4-502-13731-0 2015.03
田口聡志
（たぐち・さとし）
著
中央経済社

ジェンスおよび会計不正等の問題をゲーム理論と経済実験により分析し、将来をデ
ザインする「前向き」な会計の新しい姿を提示する。

*1032352928*
パブロフ流でみんな合格日商簿記2級商業簿記テキスト＆
問題集 第5版 〈簿記教科書〉
よせだあつこ著・画
翔泳社

マンガ & 詳しい解説で「よくわかる! 」と大好評！2019年度以降の新範囲に完全対
応！範囲改定のあった3級の復習も掲載し、試験範囲の改定による勉強の抜けもしっ
かりフォローしています。

パブロフ流でみんな合格日商簿記2級商業簿記総仕上げ
問題集 第4版 〈簿記教科書〉
よせだあつこ著・画
翔泳社

本書は、問題を解くとき「自分でどのように手を動かせばいいか」を明確にしている
点が最大の特徴です。掲載している問題は、過去60回 (20年 ) 分の試験問題と新
出題範囲のサンプル問題を分析し、出題される可能性の高いパターンをすべて網
羅しました。

パブロフ流でみんな合格日商簿記3級テキスト＆問題集
第4版 〈簿記教科書〉

よせだあつこ著・画
翔泳社

マンガ & 詳しい解説で「よくわかる! 」と大好評！2019年度以降の新範囲に完全対
応！2本書は、日商簿記の最新の出題範囲に完全対応していますので、安心してお
使いいただけます。純資産、クレジット売掛金、法人税等など、新論点を網羅して
います。

パブロフ流でみんな合格日商簿記3級総仕上げ問題集
第3版 〈簿記教科書〉

よせだあつこ著・画
翔泳社

2019年度以降の試験範囲に完全対応！本書は、日商簿記の最新の出題範囲に完
全対応していますので、安心してお使いいただけます。純資産、クレジット売掛金、
法人税等など、新論点を網羅しています。省略なしの「下書き」を全問掲載しており、
本番で必ず解けるようになる「パブロフ流」解説で確実に実力が付きます。
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経済
同時アクセス1 5,390円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ S336.91 件名◎簿記 ヨパ 495p
冊子版 978-4-7981-5829-7 2019.02

*1031210684*
経済
同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎ S336.91 件名◎簿記 ヨパ 351p
冊子版 978-4-7981-5828-0 2019.02

*1031210685*
経済
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,350円 + 税
分類◎ S336.91 件名◎簿記 ヨパ 391p
冊子版 978-4-7981-5830-3 2019.02

*1031210686*
経済
同時アクセス1 5,390円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ S336.91 件名◎簿記 ヨパ 319p
冊子版 978-4-7981-5831-0 2019.02

*1031210687*

教養としての簿記 ゼロから学ぶ簿記理論
太田佑馬
（おおた・ゆうま）
編著
大学教育出版

須藤芳正
（すとう・よしまさ）
監修

簿記の基本理論をストーリーとして一気に学べる、初学者に最適な一冊。複式簿
記の理論を、簡単な取引の積み重ねで説明する。書き込み式の総合問題あり。

経済
同時アクセス1 1,760円 + 税
同時アクセス3 3,520円 + 税
分類◎336.91 件名◎簿記 オキ 94p
冊子版 978-4-86692-047-4 2019.12

*1031537742*
会社法決算書作成 ハンドブック 2018年版

経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎336.92 件名◎決算・決算報告 オ
会社法 ベースの計算書類の作成、監査などについて、2017年12月31日現在の法 カ 688p
令・規則等に準拠して、総合的に解説。2017年3月期の適用事例を盛り込み、会 冊子版 978-4-7857-2605-8 2018.03
太田達也
（おおた・たつや）
著
商事法務

計基準等の改正に係る新たな論点をカバーした2018年版。

*1032352882*
連結会計の基本と実務がわかる本 図解＆設例
飯塚幸子
（いいずか・さちこ）
著
中央経済社

連結の基本から資本連結の論点、連結貸借対照表・連結損益計算書以外の開
示書類まで、わかりやすく解説。多くの設例から具体的な仕訳がわかる。平成25
年改正連結会計基準等に対応。

経済
同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎336.92 件名◎連結財務諸表 イレ
326p
冊子版 978-4-502-09120-9 2014.04

*1032352934*
連結決算の業務マニュアル 図解＆設例

経済

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎336.92 件名◎決算・決算報告 イ
連結決算担当の誰もが悩む作業上の問題をスッキリ解決 ! 内部取引の消去から在 レ 285p
外子会社の連結まで、実務上の課題に関する対処方法をまとめる。管理表 サンプ 冊子版 978-4-502-15081-4 2015.08
飯塚幸子
（いいずか・さちこ）
著
中央経済社

ルも多数収録。

*1032352935*
知財会計論入門

経済

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎336.94 件名◎無形資産 カチ
発明、考案、商標、ブランドなど、知的財産について会計学の観点から徹底的に 195p
わかりやすく解説した入門書。各章末に理解度を確認できる練習問題も収録する。 冊子版 978-4-502-33471-9 2020.03
金田堅太郎
（かねた・けんたろう）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

*1032310351*
国際タックスプランニングの実務

経済

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎336.98 件名◎税務会計 カコ
海外ビジネス、M＆A のテキスト。海外展開する日本企業の目線で、国際タック 204p
スプランニングの「現場」で実際に検討され、実行されていることを、実務家の 冊子版 978-4-502-10751-1 2014.08
加本亘
（かもと・わたる）
著
中央経済社

立場から体系的にわかりやすく解説する。

*1032352926*
税務調査官の着眼力 顧問税理士や社長にも教えてあげよう

経済

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎336.98 件名◎税務調査 ウゼ
交際費が経費で落ちる? 費途不明金と使途秘匿金の違いは? 海外リゾートマンショ 236p
ンは福利厚生施設になる? 30以上の事例を掲げて、税務調査に対する調査官の 冊子版 978-4-502-15181-1 2015.06
薄井逸走
（うすい・いっそう）
著
中央経済社

姿勢や着眼点を紹介する。

*1032352936*
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お金原論 30代で知っておきたい「お金の知性」の高め方
泉正人
（いずみ・まさと）
著
東洋経済新報社

「お金」という軸を通した自己啓発書。お金との付き合い方を各ステージに分類し、
具体的な行動リストを紹介しながら、徐々にレベルアップをしていき、お金に縛られ
ない自由でゆとりある人生を送るための方法を考える。

経済
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎337.1 件名◎貨幣 イオ 277p
冊子版 978-4-492-31481-4 2016.08

*1030884620*
岩井克人「欲望の貨幣論」
を語る
岩井克人
（いわい・かつひと）
述
東洋経済新報社

丸山俊一
（まるやま・しゅんいち）
著

仮想通貨 = 暗号資産が生まれ、キャッシュレス化が進行する時代の貨幣、市場、
資本主義とは。その本質に日本を代表する経済学者が迫る。NHK 経済教養ドキュ
メントを書籍化。未放送部分も多数収録。

経済
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎337.1 件名◎貨幣 イイ 203,9p
冊子版 978-4-492-37124-4 2020.03

*1031507097*
信用貨幣の生成と展開 近世～現代の歴史実証

経済

同時アクセス1 20,020円 + 税
同時アクセス3 30,030円 + 税
分類◎ 件名◎貨幣－日本 ■シ 445p
現代の貨幣システムが形成される経緯について、歴史的視点から考察。ヨーロッ 冊子版 978-4-7664-2693-9 2020.08
鎮目雅人
（しずめ・まさと）
編
慶應義塾大学出版会

パで発展した「専業銀行」中心史観のレンズを外し、アジアの視点から独自の
発展を遂げた「信用貨幣」の本質に迫る。

*1032433807*
不況の経済理論
小野善康
（おの・よしやす）
編
岩波書店

経済
橋本賢一
（はしもと・けんいち）
編

新古典派経済学やニュー・ケインジアンが採用した方法論を踏襲しながら、貨幣
需要の非飽和性に注目し、経済学の新たな領域を描き出す。さらに、不況の動学
的一般均衡モデルに基づいて、従来とは異なった政策提言を行う。

同時アクセス1 18,480円 + 税
同時アクセス3 55,440円 + 税
分類◎337.9 件名◎景気 ■フ 317p
冊子版 978-4-00-024673-6 2012.08

*1031004515*
いちばんやさしいキャッシュレス決済の教本
人気講師が教える新たな経済圏のビジネス

川野祐司
（かわの・ゆうじ）
著
インプレス

キャッシュレスの仕組み、海外の事例、社会問題への対策、キャッシュレスにかか
わる新ビジネスなどについて、図表を交えてわかりやすく解説する。PDF 版電子書
籍のダウンロードサービス付き。

エンジニアが学ぶ金融システムの「知識」
と
「技術」

経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎338 件名◎電子決済 カイ 206p
冊子版 978-4-295-00785-2 2019.12

*1031137153*
経済

同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎338 件名◎フィンテック ■エ
金融ビジネス、勘定系、決済、デリバティブから、FinTech、機械学習、ブロックチェー 333p
ンまで、最新の金融 IT や金融システムの特徴など、金融全般について解説する。 冊子版 978-4-7981-5533-3 2019.01
大和総研フロンティアテクノロジー本部著
翔泳社

金融 IT 用語集のダウンロードサービス付き。

DL不可 EPUB

*1031210702*
これからの銀行論 勝ち残る銀行員の必須知識
階戸照雄
（しなと・てるお）
著 加藤孝治
（かとう・こうじ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

AI、FinTech、人員削減、異業種参入、コンプライアンス…。経済・社会環境
が激変する時代に、銀行と銀行員はどうサバイバルするか。これからの厳しい時
代に銀行員として生き残るための知識を伝える。

経済
同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎338 件名◎銀行 シコ 178p
冊子版 978-4-502-31071-3 2019.10

*1031274404*
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ブロックチェーンビジネスとICO のフィジビリティスタディ

経済

同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎338 件名◎ブロックチェーン オブ
最先端の企業法務を担う法律事務所の弁護士らが、ブロックチェーンビジネスをど 374p
のような戦略で展開すべきか、どのような法律に注意すべきかを体系的・具体的に 冊子版 978-4-7857-2674-4 2018.11
小笠原匡隆
（おがさわら・まさたか）
編著
商事法務

解説。ICOについても詳説する。

*1032290754*
ブロックチェーンをめぐる実務・政策と法
久保田隆
（くぼた・たかし）
編 秋葉賢一
（あきば・けんいち）
ほか執筆
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

仮想通貨を支えるブロックチェーン。第一級の専門家が、政策や経済学、商品開
発面の検討を深めたうえで、実務と政策、日本の法制度について詳細に分析し、
一般向けにわかりやすく解説する。

経済
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎338 件名◎ブロックチェーン ■ブ
258p
冊子版 978-4-502-25351-5 2018.04

*1032352914*
決定版リブラ 世界を震撼させるデジタル 通貨革命

経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎338 件名◎仮想通貨 キケ 271p
一国にとどまらないグローバル通貨、主要通貨のバスケットに連動、大手プラットフォー 冊子版 978-4-492-68146-6 2019.12
木内登英
（きうち・たかひで）
著
東洋経済新報社

マーが主導…。世界の金融当局が強い警戒心を抱くデジタル通貨「リブラ」のイ
ンパクトと問題点を解説する。

*1031340607*
最高に得するキャッシュレス決済 〈impress mook〉

経済

同時アクセス1 2,574円 + 税
同時アクセス3 5,148円 + 税
分類◎338 件名◎電子決済 ■サ 79p
令和元年10月から、キャッシュレス決済をすると消費税が還元される! お得を享受で 冊子版 978-4-295-00759-3 2019.10

岩田昭男
（いわた・あきお）
監修
インプレス

きるよう、キャッシュレス決済の基本や、さまざまな決済 サービスについて丁寧に紹
介する。LINE Pay の割引クーポン付き。

*1031338967*
人工知能が金融を支配する日

経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎338 件名◎金融－データ処理 サ
10の360乗のパターンを分析するロボットが、自ら学習する能力を身につけたとき、 ジ 226p
人の居場所は残されているのか ? 人工知能の進歩に大きな影響を受けると言われる 冊子版 978-4-492-58108-7 2016.09
櫻井豊
（さくらい・ゆたか）
著
東洋経済新報社

金融業界の現状と未来を喝破する。

*1030884612*
Adaptive Markets 適応的市場仮説 危機の時代の金融常識

経済

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎ 件名◎金融 ロア 618,71p
金融市場は経済法則では動かない。金融市場は人間の進化の産物であり、むしろ 冊子版 978-4-492-65489-7 2020.06

アンドリュー・W.ロー著
東洋経済新報社

望月衛
（もちずき・まもる）
訳

生物学の法則で動く－。気鋭の経済学者が、社会生物学、進化心理学などを応
用した金融の新理論「適応的市場仮説」を提唱する。

*1031814554*
最適投資戦略 ポートフォリオ・テクノロジーの理論と実践
〈FinTechライブラリー〉

経済

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎338.01 件名◎ポートフォリオセレク
ション コサ 193p
投資理論と現実のマーケットを理解する上で役立つ一冊。市場変動に対応した資 冊子版 978-4-254-27585-8 2018.12
小松高広
（こまつ・たかひろ）
著
朝倉書店

津田博史
（つだ・ひろし）
監修

産運用の考え方を解説するとともに、伝統的な手法と、機械学習など新たなデータ
解析ツールを踏まえた進化の両面を紹介する。

*1031340557*
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グローバル 投資のための地政学入門

経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎338.1 件名◎金融市場 フグ
英国のEU 離脱、米国の大統領選、中国経済の減速、テロの多発…。為替、原油、 221p
株価、金利はどうなるのか ? 世界の地政学的要因とそれらが世界の金融市場に与 冊子版 978-4-492-73338-7 2016.09
藤田勉
（ふじた・つとむ）
著
東洋経済新報社

倉持靖彦
（くらもち・のぶひこ）
著

える影響を、わかりやすく解説する。

*1030884613*
アクティビストの衝撃 変革を迫る投資家の影響力

経済

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎338.15 件名◎証券市場 キア
世界的低金利を背景に、今後も日本企業への投資増加が予想されるアクティビスト。 227p
彼らは何を考え、どう行動するのか。企業はどう対応すべきか。国内外のアクティ 冊子版 978-4-502-33971-4 2020.03
菊地正俊
（きくち・まさとし）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

ビストの最新動向と、今後の日本企業や投資家への影響を考察。

*1032310350*
入門・証券投資論 〈有斐閣ブックス 479〉
岸本直樹
（きしもと・なおき）
著
有斐閣

池田昌幸
（いけだ・まさゆき）
著

証券投資に関する重要概念や計算方法を、文系学生を念頭に、数学や統計学の
初歩から丁寧に解説。証券取引の仕組みや、分析ツールの利用方法なども取り上
げる。練習問題も掲載。Web 教材が見られるQRコード付き。

経済
同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎338.15 件名◎証券市場 キニ
373p
冊子版 978-4-641-18447-3 2019.12
DL不可

*1031533264*
1勝4敗でもしっかり儲ける新高値ブレイク投資術
DUKE。
（でゅーく）
著
東洋経済新報社

新高値で買って、さらに高値で売る「新高値ブレイク投資術」とは。サラリーマ
ン投資家の著者が、毎日30分の習慣で1億円儲けた買い方、売り方を教えます。

経済
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎338.155 件名◎株式 デイ 221p
冊子版 978-4-492-73336-3 2016.07

*1030884643*
さらば10倍株、短期で狙う2倍株

景気減速局面での大化け株の見つけ方、狙い方

朝香友博
（あさか・ともひろ）
著
彩流社

2019年以降の相場見通しと投資戦略を解説し、金利や株価、主な経済指標で構
成される33指標の分析による長期相場のリスク管理法を公開。今後有望な2倍株
の狙い方や成長期待株、景気の読み方と投資の知恵なども紹介する。

テンバガー超有力銘柄20＆注目銘柄77
2020株 バブル !10倍株量産の予感 !

朝香友博
（あさか・ともひろ）
著
彩流社

中小型株急騰相場が到来 ! 10倍株発掘のエキスパートが、1999年の10倍株事
例から、今後テンバガーになりそうな銘柄発掘のヒントを探り、発掘した「時価総
額300億円以下の10倍有力銘柄20」を紹介する。

マンガでわかるDr.K の株式投資戦術

忙しい医師でもできるエビデンスに基づく投資

Dr.K
（どくたー けー）
著
中外医学社

保田正和
（やすだ・まさかず）
作画

医業のかたわら株式投資もバリバリこなすスーパー勤務医「Dr.K」が、医師に向
けて日本株式への投資戦術を基礎のキソからマンガで徹底解説。自身の失敗体
験談も掲載する。
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経済
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎338.155 件名◎株式 アサ 237p
冊子版 978-4-7791-2570-6 2019.04

*1030945569*
経済
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎338.155 件名◎株式 アテ 203p
冊子版 978-4-7791-2646-8 2019.12

*1031460167*
経済
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎338.155 件名◎株式 ドマ 243p
冊子版 978-4-498-04882-9 2020.03

*1031670336*

リピート系自動売買・裁量トレードのトリセツ

トレーダー1年目から億り人になる!
ついてる仙人
（ついてる せんにん）
著
彩流社

すべてのトレーダーに贈る相場の取扱説明書。トレードシステムの作り方・始め方、
リピート系自動売買、裁量売買などについて解説。生涯勝ち続けられるトレード脳、
トレード術、トレード習慣が身につく。

順張りスイングトレードの極意

最強トレーダーの知恵からボラティリティブレイクアウト活用術まで !
荻窪禅
（おぎくぼ・ぜん）
著
彩流社

トレーダーに必要な資質、順張りスイングトレードの秘訣、株価に翻弄されないため
の心得…。暴騰相場からコロナショックまで、いかなる相場でも利益を積み上げて
きた最強トレーダーが、短期トレードのマル秘スキルを伝授する。

順張りスイングトレードの極意

最強トレーダーの知恵からボラティリティブレイクアウト活用術まで !
荻窪禅
（おぎくぼ・ぜん）
著
彩流社

トレーダーに必要な資質、順張りスイングトレードの秘訣、株価に翻弄されないため
の心得…。暴騰相場からコロナショックまで、いかなる相場でも利益を積み上げて
きた最強トレーダーが、短期トレードのマル秘スキルを伝授する。

初心者にもできる逆張りデイトレードの極意

ロスカットが下手でも、コツコツドカンでも勝てる!
Rょーへー
（りょーへー）
著
彩流社

上がる株がわからなくても大丈夫 ! 無理に利を伸ばす必要なし! たまに大負けしても
OK! 毎日コツコツ少額を稼ぐデイトレーダーが、メンタル面や心理を読むという部分
に重点を置いたデイトレード術を紹介する。

勝率9割の投資セオリーは存在するか
長期 データを検証し分析する

馬渕治好
（まぶち・はるよし）
著
東洋経済新報社

セル・イン・メイ、干支と株価の関係、外国人投資家の売買と株価の関係…。過
去のデータをもとに、投資セオリーやマーケットの俗説と、市場や経済を分析する
指標の有効性を検証する。

超ど素人が極める株

経済
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎338.155 件名◎株式 ツリ 254p
冊子版 978-4-7791-2584-3 2019.06

*1031164236*
経済
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎ 件名◎株式 オジ 204p
冊子版 978-4-7791-2685-7 2020.06

*1032019544*
経済
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎ 件名◎株式 オジ 204p
冊子版 978-4-7791-2685-7 2020.06
DL不可 EPUB

*1032019547*
経済
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎338.155 件名◎株式 リシ 237p
冊子版 978-4-7791-2633-8 2019.12
DL不可 EPUB

*1031460177*
経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎338.155 件名◎株式 マシ 204p
冊子版 978-4-492-73334-9 2016.05

*1030884653*
経済

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎338.155 件名◎株式 ヒチ 159p
株式投資の仕組みやトレードを開始する手順を解説。投資の心構え、投資スタイ 冊子版 978-4-7981-5026-0 2017.03
hina
（ ひな）
著
翔泳社

ルと情報収集術、チャートの読み方や売買のコツ、リスクヘッジの仕方なども、図
を多用してわかりやすく解説する。

DL不可 EPUB

*1031579514*
得する株をさがせ ! 会社四季報公式ガイドブック

経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎株式 ■ト 263p
儲かっている会社・将来性のある会社・安全な会社の見つけ方、株価を動かす要因、 冊子版 978-4-492-73356-1 2020.07
会社四季報編集部編
東洋経済新報社

売買チャンスのつかみ方、お宝株発掘の実践テクニック…。株式投資と会社情報
のバイブル「会社四季報」の実践的活用法をわかりやすく紹介する。

*1031873874*
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金融商品取引法 公開買付制度と大量保有報告制度編
鈴木克昌
（すずき・かつまさ）
著
商事法務

久保田修平
（くぼた・しゅうへい）
著

M＆A、キャピタル・マーケッツに携わる人に役立つよう、資本市場・M＆A 市場
の健全な発展に資するための建設的・合理的な、金融商品取引法の解釈および
実務のあり方を示す。平成29年9月30日現在の法令等に準拠。

経済
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎338.16 件名◎金融商品取引法
■キ 655p
冊子版 978-4-7857-2577-8 2017.12

*1032352873*
金融商品取引法アウトライン
中村聡
（なかむら・さとし）
著
商事法務

金融商品取引法の全体像を、図表を多く用いてわかりやすく解説した、法科大学
院生やこれから実務に携わる企業法務担当者に最適の書。証券用語集、証券年
表も資料として収録する。

経済
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 8,140円 + 税
分類◎338.16 件名◎金融商品取引法
ナキ 342p
冊子版 978-4-7857-2524-2 2017.05

*1032352863*
金融商品取引法の理論・実務・判例 〈勁草法律実務シリーズ〉
河内隆史
（かわち・たかし）
編集代表
勁草書房

膨大で複雑な金融商品取引法の理論と実務を架橋する本。金融商品取引法の諸
制度の意義や立法の変遷、周辺諸法との交錯・接点などを考察し、重要な判例
等を整理。主張・立証に関する訴訟上の留意点も盛り込む。

経済
同時アクセス1 25,520円 + 税
同時アクセス3 38,280円 + 税
分類◎338.16 件名◎金融商品取引法
■キ 612p
冊子版 978-4-326-40369-1 2019.12
DL不可

*1031533234*
適時開示の実務 Q＆A 第2版

経済

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 8,360円 + 税
分類◎338.16 件名◎ディスクロージャー
適時開示への適切な対応を図るために理解すべき、制度の趣旨と意義などについ （経営）■テ 363p
て解説するとともに、適時開示の提出に際してよくある質問に答える。関連規定、 冊子版 978-4-7857-2617-1 2018.03
宝印刷株式会社編
商事法務

ディスクロージャー＆IR 総合研究所編

記載事例も掲載。決算短信の簡素化に関する論点を追加した第2版。

*1032352887*
世界を見てきた投資のプロが新入社員にこっそり教えてい
る驚くほどシンプルで一生使える投資の極意
加藤航介
（かとう・こうすけ）
著
東洋経済新報社

プロがこっそりやっている投資の全スキルを、入社1年目に教えてみた－。世界有
数の投資会社の “ 秘密の ” 社内研修を初公開 !「人生と社会を豊かで幸せにする投
資の本質」を、読みやすくわかりやすい会話形式で紹介する。

超ど素人がはじめる資産運用

経済
同時アクセス1 4,785円 + 税
同時アクセス3 7,177円 + 税
分類◎ 件名◎投資 カセ 262p
冊子版 978-4-492-73357-8 2020.07

*1031873875*
経済

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎338.18 件名◎利殖 フチ 159p
幸せなお金との付き合い方が学べる本。
「少しお金のことも考えてみよう」と思い立っ 冊子版 978-4-7981-5562-3 2018.03
風呂内亜矢
（ふろうち・あや）
著
翔泳社

た資産運用の超ど素人を対象に、大切なお金を守り、できれば増やしていく“やりくり”
を丁寧にわかりやすく解説する。

DL不可 EPUB

*1031579512*
新興国市場のファイナンス分析

経済

同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 12,650円 + 税
分類◎338.2 件名◎金融 ナシ 312p
新興国に存在する、主要先進国とは異なる経済システムとはどのような仕組みであ 冊子版 978-4-502-29531-7 2019.03
永野護
（ながの・まもる）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

るのか。新興国の「国際資本取引」「銀行システム」「債券市場」「株式市場」
の実証分析を行い、新興国市場の普遍的特徴を明らかにする。

*1031137119*
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日本金融の誤解と誤算 通説を疑い検証する
伊藤修
（いとう・おさむ）
編著
勁草書房

植林茂
（うえばやし・しげる）
編著

大きな変貌を遂げつつある日本の金融。これまで通説と理解されてきたものを再検証
なしに受け入れてもよいのか。データと事実関係に依拠した虚心坦懐な分析作業に
基づいて、金融における通説を見直す。

経済
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎ 件名◎金融－日本 ■ニ 250p
冊子版 978-4-326-50472-5 2020.07

*1032310341*
中国の金融制度

経済

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎338.222 件名◎金融－中国 ドチ
計画経済から市場経済への移行にあたって、中国の金融制度はどのように整備さ 250p
れてきたのか、その現状はどうなっているのか。今後、中国の金融制度はどの方向 冊子版 978-4-326-50382-7 2013.07
童適平
（どう・てきへい）
著
勁草書房

に向かうのか。中国金融制度の全容を解明する。

*1030884578*
グローバル 金融規制入門 厳格化する世界のルールとその影響

経済

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎338.3 件名◎金融政策 フグ
英米法制と大陸法制の違いに注目しながら、グローバルな金融規制について解説。 261p
特に、金融・財務の専門家が理解すべき制度改革（バーゼルⅢやドッド・フランク 冊子版 978-4-502-13241-4 2015.02
藤田勉
（ふじた・つとむ）
著
中央経済社

法など）を紹介し、大手金融機関への影響を分析する。

*1032352912*
ファイナンス法大全 CORPUS JURIS FINANCE 上 全訂版

経済

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎338.32 件名◎金融－法令 ■フ
ファイナンス取引実務の最前線で活躍する気鋭のローヤー達が、高度な実務上の 1254p
問題意識に打ち出された最先端の法的分析と法解釈論を展開。上では、
キャピタル・ 冊子版 978-4-7857-2543-3 2017.08
西村あさひ法律事務所編
商事法務

マーケッツ、アセット・マネジメント、ローン等を解説。

*1032352897*
ファイナンス法大全 CORPUS JURIS FINANCE 下 全訂版
西村あさひ法律事務所編
商事法務

ファイナンス取引実務の最前線で活躍する気鋭のローヤー達が、高度な実務上の
問題意識に打ち出された最先端の法的分析と法解釈論を展開。下では、REIT、
プロジェクト・ファイナンス、保険、証券化の展開等を解説。

経済
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎338.32 件名◎金融－法令 ■フ
1091p
冊子版 978-4-7857-2548-8 2017.12

*1032352898*
詳説犯罪収益移転防止法・外為法 第4版

経済

同時アクセス1 15,125円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎338.32 件名◎犯罪収益移転防
「犯罪収益移転防止法」と「外国為替及び外国貿易法」を中心に、為替取引・ 止法 ナシ 20,521p
貿易において重要な規制を詳細に解説。実務上の疑問点にも言及する。外国為 冊子版 978-4-502-32511-3 2019.10
中崎隆
（なかざき・りゅう）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

替検査ガイドライン改定など2019年8月までの改正に対応。

*1031533241*
金融マンのための実践 デリバティブ講座 第2版

〈FINANCE COURSE〉

経済

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎338.5 件名◎銀行実務 ヤキ
263p
「何となく聞いたことがある」から「説明・提案できる」 への橋渡しとなる、中級レ 冊子版 978-4-502-17611-1 2016.02
山下章太
（やました・しょうた）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

ベルのテキスト。一般的に取引されるデリバティブについて、事例を交えながら解
説する。経済環境の変化にあわせて内容を改訂した第2版。

*1032352921*
93

支払決済法 手形小切手から電子マネーまで 第3版
小塚荘一郎
（こずか・そういちろう）
著
商事法務

森田果
（もりた・はつる）
著

電子 マネー・クレジットカード・銀行振込・手形・小切手といったさまざまな支払手
段をめぐる法ルートのあり方について、機能的かつ統一的に説明する。民法、資
金決済法、割賦販売法の改正に対応した第3版。

経済
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎338.5 件名◎支払 コシ 261p
冊子版 978-4-7857-2604-1 2018.03

*1032290776*
地域金融機関の経営行動 ―経済構造変化への対応―
堀江 , 康煕
勁草書房

地域間・地域内の格差拡大に関連して、貸出行動を中心に金融の役割を考察。
また、地域金融機関の収益構造や企業との関係の変化、貸出行動の特徴、合併
の意義等を分析する。

経済
同時アクセス1 11,660円 + 税
同時アクセス3 17,490円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-50310-0

2008

*1030884576*
シンジケート・ローンの法的課題

経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎338.54 件名◎銀行貸付 ■シ
世界各国で広く用いられている金融手法であるシンジケート
・ローン。その法的課題を、 267p
各国の市場、契約実務、法律問題等を比較しながら、実地調査の成果もふまえて 冊子版 978-4-7857-2705-5 2019.03
森下哲朗
（もりした・てつお）
編著
商事法務

道垣内弘人
（どうがうち・ひろと）
編著

多角的に検討する。

*1032290771*
金融マンのための実践ファイナンス講座 第2版

〈FINANCE COURSE〉

経済

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎338.54 件名◎銀行貸付 ヤキ
298p
金融マンが知っておくべきファイナンスの仕組みとは ? 事業計画の作成、資金繰り 冊子版 978-4-502-14691-6 2015.06
山下章太
（やました・しょうた）
著
中央経済社

の基本、融資の基本、担保設定、ストックオプション、リスク管理、会計監査など
をわかりやすく解説する。新事例を追加した第2版。

実務解説資金決済法 第4版
堀天子
（ほり・たかね）
著
商事法務

資金決済法を中心とした決済 サービスの全体像について、実務上の観点から網羅
的に解説。約款記載例や Q＆A、図表を豊富に盛り込む。2019年改正資金決済
法に完全対応。

*1032352922*
経済
同時アクセス1 4,510円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎338.57 件名◎資金決済法 ホジ
420p
冊子版 978-4-7857-2744-4 2019.09

*1032290783*
金融マンのための不動産ファイナンス講座 第2版

〈FINANCE COURSE〉
山下章太
（やました・しょうた）
著
中央経済社

不動産をファイナンスとして利用するための基礎知識やさまざまな特徴、担保価値
を把握するための手法を、事例を交えながらやさしく解説する。投資不動産の維持
管理などを新たに加えた第2版。

ファンド契約の実務 Q＆A 第2版

経済
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎338.65 件名◎不動産金融 ヤキ
298p
冊子版 978-4-502-16751-5 2015.10

*1032352923*
経済

同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎338.8 件名◎投資信託 モフ
ファンド契約の作成・レビューに関する必要知識を、Q＆A 形式で網羅的に解説。 264p
基本的に投資事業有限責任組合を念頭に置き、ファンド契約の条項の理解のため 冊子版 978-4-7857-2629-4 2018.05
本柳祐介
（もとやなぎ・ゆうすけ）
著
商事法務

に多くの条文を引用する。新たな法規制などに対応した第2版。

*1032352889*
94

金融グローバリズムの経済学

格差社会の形成と世界金融危機の勃発

経済

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
萩原伸次郎
（はぎわら・しんじろう）
著
分類◎338.9 件名◎国際金融 ハキ
かもがわ出版
143p
金融グローバリズムの資本主義世界の形成の歴史を、主にアメリカを中心に解説。 冊子版 978-4-7803-1066-5 2020.01

巨大金融資本封じ込め政策と新自由主義との決別によって、格差社会と世界金融
危機を乗り越えるルールある経済社会の創生を展望する。

深く学べる国際金融 持続可能性と未来像を問う
奥田宏司
（おくだ・ひろし）
編
法律文化社

代田純
（しろた・じゅん）
編

国際金融の基本を深く掘り下げて学べるテキスト。国際収支、外国為替と国際通
貨体制、現代の国際金融・資本市場、アメリカ金融市場・金融政策の現状、新
興国の金融問題、日本の経常収支と金融政策などについて平易に解説する。

*1031657032*
経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎338.9 件名◎国際金融 ■フ
170p
冊子版 978-4-589-04067-1 2020.03

*1031760408*
暴落 金融危機は世界をどう変えたのか 上

経済

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎338.9 件名◎国際金融－歴史 ト
グローバル時代初の金融危機について、全世界にわたる危機前史とその破壊的 ボ 370,46p
影響を壮大に描く。上は、サブプライム危機の前史から、リーマンショックをはじめ 冊子版 978-4-622-08874-5 2020.03
アダム・トゥーズ 著
みすず書房

江口泰子
（えぐち・たいこ）
訳

とする金融危機の勃発、オバマ政権による刺激プログラムまでを扱う。

*1031983378*
暴落 金融危機は世界をどう変えたのか 下

経済

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎338.9 件名◎国際金融－歴史 ト
グローバル時代初の金融危機について、全世界にわたる危機前史とその破壊的 ボ p373～757 50p
影響を壮大に描く。下は、ギリシャ経済危機、ソブリン危機の欧州全域への拡大、 冊子版 978-4-622-08875-2 2020.03
アダム・トゥーズ 著
みすず書房

江口泰子
（えぐち・たいこ）
訳

ウクライナ危機、トランプ 大統領の誕生から、2017年までを扱う。

*1031983379*
グローバル 中堅企業のためのアジア戦略
中国・ASEAN・インドの海外事業マネジメント

日本経営システム著
東洋経済新報社

約40社の海外事業展開の事例をとり上げ、中堅企業がアジア進出でどのような局
面・困難に直面してきたか、それをどのように乗り切ってきたかを紹介。成功のポイ
ントや失敗の背景を掘り下げて分析する。

最新中国税務＆ビジネス
近藤義雄
（こんどう・よしお）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

日本人の公認会計士として初めて中国に赴任した著者が、中国ビジネスの歴史的
背景、経済社会、実際の商慣習をふまえて、中国の増値税、企業所得税、個人
所得税の実務を解説する。

経済
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎338.922 件名◎国際投資 ■グ
250p
冊子版 978-4-492-44428-3 2016.06

*1030884647*
経済
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎338.9222 件名◎国際投資 コサ
217p
冊子版 978-4-502-31881-8 2019.10

*1031434012*
中国の会計・税務・法務 Q＆A 第2版 〈海外進出の実務シリーズ〉
EY 新日本有限責任監査法人編
税務経理協会

中国でビジネスを展開するうえで必要となる会計・税務・会社法務などの知識につ
いて、Q＆A 形式でわかりやすく解説。増値税、関税について独立の章を設け、
個人所得税法の改正内容も盛り込んだ第2版。

経済
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎338.9222 件名◎国際投資 ■チ
314p
冊子版 978-4-419-06592-8 2020.02

*1031866377*
95

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 バンコクオフィス編
商事法務

日系企業がタイにおいて遭遇するであろうビジネスローの重要論点について概説。
タイの法制度、新規進出・外資規制、会社法、知的財産法、労働法、汚職防
止法制、紛争解決制度などを取り上げる。取引競争法の改正などに対応。

経済
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎338.92237 件名◎国際投資 ■
サ 380p
冊子版 978-4-7857-2761-1 2019.12

*1032290756*
ミャンマー法務最前線 理論と実務 第2版

経済

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎338.92238 件名◎国際投資 ■
ミャンマーの法整備や数多くの案件に関与した弁護士が、実態と背景にある法理論 ミ 371p
を説明した、ミャンマー法実務の本格的な解説書。新投資法および新会社法の改 冊子版 978-4-7857-2560-0 2017.09
武川丈士
（むかわ・たけし）
著
商事法務

眞鍋佳奈
（まなべ・かな）
著

正動向にも対応した第2版。

*1032352867*
マレーシアの会計・税務・法務 Q＆A 〈海外進出の実務シリーズ〉

経済

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎338.92239 件名◎国際投資 ■
日本企業がマレーシアでビジネスを行うにあたり必要となる会計・税制・会社法な マ 195p
どの基本をまとめた実務書。基礎情報から各種法律・手続きまで、項目ごとにQ＆ 冊子版 978-4-419-06634-5 2020.03
EY 新日本有限責任監査法人編
税務経理協会

A 形式で解説する。

*1031866376*
為替リスク管理の教科書

基本方針の設定から具体的な実践方法まで

経済

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎338.95 件名◎外国為替 カカ
293p
企業経営に従事する人たちが為替リスクの悩みから解放されて本業に専念できるよ 冊子版 978-4-502-13281-0 2015.02
金森亨
（かなもり・とおる）
著
中央経済社

うに、為替リスク管理の考え方や対応法を、イメージ図を交え、平易な言葉を使っ
て説明する。期間別為替リスク管理の実務と事例も紹介。

人民元切り下げ 次のバブルが迫る
村田雅志
（むらた・まさし）
著
東洋経済新報社

大量の資本が中国から流出している。人民元が大幅切り下げに追い込まれると、
世界の金融市場は? 外資系通貨ストラテジストが、国や国際組織といった公的機
関が発表したデータを用いて、明快なロジックで予測する。

*1032352916*
経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎338.952 件名◎外国為替 ムジ
247p
冊子版 978-4-492-44439-9 2016.12

*1030884584*
だれも書けなかった円安誘導政策批判
金井晴生
（かない・はるお）
著
大学教育出版

長年外為市場の真っただ中にいた為替ディーラーが、変動相場制移行後のドル/
円相場の動きを追いながら、これまでの円安誘導政策の正体を明らかにし、今日の
日本と世界の金融・実体経済が非常に危うい状況にあることを示す。

経済
同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎338.953 件名◎為替政策 カダ
175p
冊子版 978-4-86692-045-0 2019.10

*1031272474*
為替商品取引の実務 外国為替の基礎から管理の戦略まで
蜂須賀一誠
（はちすか・ひとせ）
著
中央経済社

外国為替の基礎事項から為替商品の仕組みまでを解説。さらに、企業財務での為
替商品の活用法、管理実務のプロセスならびに各商品の活用ポイント、海外投
資での為替戦略などを紹介する。章末問題も収録。

経済
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎338.954 件名◎外国為替 ハカ
285p
冊子版 978-4-502-48570-1 2013.08

*1032352917*
96

超ど素人が極めるFX

経済

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎338.954 件名◎外国為替証拠金
最速で無理なく取引が開始できる! 知識ゼロでもFX の仕組みが直感的に理解でき 取引 ヒチ 160p
るよう、大きな図やイラストをふんだんに使って解説する。大きな失敗を回避しつつ、 冊子版 978-4-7981-4416-0 2016.05
羊飼い
（ひつじかい）
著
翔泳社

初心者でもすぐに儲けられるコツも伝授。

DL不可 EPUB

*1031579513*
読みながら考える保険論 増補改訂第4版
田畑康人
（たばた・やすひと）
編著
八千代出版

岡村国和
（おかむら・くにかず）
編著

保険の成立から現状、理論、経営までをわかりやすく解説。初学者でも批判し、
考えることができる入門書。練習問題やコラムも掲載。世界の多様な変化を意識し、
内容を見直した増補改訂第4版。

経済
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎339 件名◎保険 ■ヨ 338p
冊子版 978-4-8429-1765-8 2020.04

*1032413819*
アクチュアリーのための生命保険数学入門
京都大学理学部アクチュアリーサイエンス部門編
岩波書店

生命保険数学を初めて勉強する人に向けた確率的アプローチによるテキスト。確
率の応用分野として理論的・実務的な面白みも感じられるように解説。確率過程を
用いたモデルなど生命保険数学の広がりも紹介する。

経済
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 34,650円 + 税
分類◎339.1 件名◎保険 ■ア 289p
冊子版 978-4-00-006280-0 2014.07

*1031004503*
保険数理と統計的方法 〈理論統計学教程 従属性の統計理論〉

経済

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎339.1 件名◎保険数学 シホ
保険数理の理論を古典論から現代的リスク理論までの変遷と共に概観。実学の面 367p
もおろそかにせず、それらの統計的問題と対処法に対しても保険数理という文脈で 冊子版 978-4-320-11351-0 2018.10
清水泰隆
（しみず・やすたか）
著
共立出版

一定の方法論を与えることで、より実践に活かせるよう解説する。

*1031533278*
書けばわかる!わが家にピッタリな保険の選び方

家計と保険の節約が一緒にできる
末永健
（すえなが・けん）
著
翔泳社

生命保険と医療保険の商品を自分で選ぶことをゴールに、保険の基礎的な仕組み
から、保障額の算出、お勧めの保険・ダメな保険、医療保険の代わりになる方法
までを解説する。穴埋め式の計算式など書き込みページあり。

生命保険数学の基礎 アクチュアリー数学入門 第3版

経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,670円 + 税
分類◎339.4 件名◎生命保険 スカ
121p
冊子版 978-4-7981-4840-3 2016.11

*1031579504*
経済

同時アクセス1 6,435円 + 税
同時アクセス3 18,018円 + 税
分類◎ 件名◎生命保険 ヤセ 509p
アクチュアリーのみならず生命保険を学ぼうとする人が身につけるべき基礎を網羅し 冊子版 978-4-13-062924-9 2020.06
山内恒人
（やまうち・つねと）
著
東京大学出版会

た入門書。生命保険商品・生命保険契約の基本的事項から、実際の現場で役
立つ計算練習まで丁寧に解説。生命表に係わる数表等を改訂した第3版。

*1031983412*
傷害保険の約款構造 原因事故の捉え方と2種類の偶然性を中心に
吉澤卓哉
（よしざわ・たくや）
著
法律文化社

受傷原因となった事故をどう捉えるか。原因事故発生と結果発生の偶然性（2種
類の偶然性）をいかに位置づけるか。傷害保険の保険約款と従来の学説を詳細
に分析し、最高裁判例では示されていない一貫した理論を提示する。

経済
同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎339.47 件名◎傷害保険 ヨシ
268p
冊子版 978-4-589-04054-1 2020.03

*1032413714*
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社会資本整備の空間経済分析

汎用型空間的応用一般均衡モデル
（RAEM-Light）
による実証方法

小池淳司
（こいけ・あつし）
著
コロナ 社

空間的応用一般均衡分析の概要をなるべく簡単に説明したテキスト。著者らが開
発した汎用型空間的応用一般均衡モデル（RAEM-Light）を用いた実証分析を
通じて、経験の浅い実務者でもこの手法が利用できるように解説。

政府と経済成長 税と公共支出の配分

〈中京大学総合政策研究叢書 第9号〉
大森達也
（おおもり・たつや）
著
勁草書房

政府の役割のひとつである経済成長。内生的経済成長モデルを用いて、理論的
な側面より税と公共支出が経済成長に及ぼす効果について検討する。

財政
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎343.7 件名◎社会資本 コシ
147p
冊子版 978-4-339-05234-3 2019.01

*1031533284*
財政
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎343.7 件名◎公共支出 オセ
168p
冊子版 978-4-326-50420-6 2016.01

*1032356318*
公会計テキスト Public Sector Accounting
黒木淳
（くろき・まこと）
編著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

公会計について学習するためのテキスト。国や地方公共団体だけではなく、独立
行政法人や公営企業、公益法人、社会福祉法人、学校法人まで含めて、公的
組織における財務分析の基本的な考え方と事例を解説する。

財政
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 7,150円 + 税
分類◎343.9 件名◎官庁会計 クコ
208p
冊子版 978-4-502-29521-8 2019.04

*1030990069*
13歳からの税

財政

三木義一
（みき・よしかず）
監修
かもがわ出版

税の使い方はどう決める? 世界の消費税のちがいは? 税の集め方・使い方のしくみ
から、税の種類とその使い道、税の歴史、海外の税制度まで、社会を支えている「税」
についてわかりやすく解説する。

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎ K345 件名◎租税 ■ジ 151p
冊子版 978-4-7803-1070-2 2020.01

*1031843680*
ホームラン・ボールを拾って売ったら二回課税されるのか
新しい「税」の教科書

浅妻章如
（あさつま・あきゆき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

交通事故の加害者が金持ちである場合、損害賠償額を高くすべきか ? 保育園利
用料を低くすべきか、お金を貸すべきか ? 「税」を通して、社会のあり方や「二重
課税」について考える。

デジタル 課税と租税回避の実務詳解
藤枝純
（ふじえだ・あつし）
著 遠藤努
（えんどう・つとむ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

国際課税実務の最前線で活躍している弁護士と税理士が、GAFA 等を中心とす
る電子経済への対応策とわが国や各国の動向等を網羅的かつ平易に解説する。

財政
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎345 件名◎租税 アホ 250p
冊子版 978-4-502-33171-8 2020.02

*1031983407*
財政
同時アクセス1 10,175円 + 税
同時アクセス3 12,210円 + 税
分類◎345.1 件名◎国際課税 ■デ
320p
冊子版 978-4-502-32821-3 2019.12

*1031670247*
信託課税研究の道標

Milestones in Trust Taxation Research

中里実
（なかざと・みのる）
編著
有斐閣

渕圭吾
（ふち・けいご）
編著

信託課税の研究の成果をまとめた論文集。信託法理の生成を振り返るとともに、信
託の有する財産権の転換機能に伴って生じる課税上の諸問題および租税法理論の
新たな可能性を検討する16篇を収録する。
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財政
同時アクセス1 20,460円 + 税
同時アクセス3 27,280円 + 税
分類◎345.1 件名◎租税制度 ■シ
333p
冊子版 978-4-641-22770-5 2019.12

*1031533257*

日本・国際税務発展史

財政

同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎345.1 件名◎国際課税 ヤニ
第2次世界大戦後から現代までの日本における国際税務の発展を歴史的にまとめ 272p
る。法制度と執行面の両面について、膨大な資料および著者の独自の知見をもとに、 冊子版 978-4-502-27991-1 2018.09
矢内一好
（やない・かずよし）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

形成の軌跡を詳解する。

*1031137123*
よくわかる税法入門 第14版 〈有斐閣選書 206〉

財政

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎345.12 件名◎租税－法令 ミヨ
税理士・春香と後輩ゼミ生のやりとり、そして先生の解説の2部構成で、人々の日 382p
常生活に深く関わっている税法全体をわかりやすく鳥瞰する入門書。2020年から適 冊子版 978-4-641-28149-3 2020.03

三木義一
（みき・よしかず）
編著
有斐閣

用される基礎控除の引下げ等を反映した第14版。

DL不可

*1031873762*
現代税法と納税者の権利 三木義一先生古稀記念論文集
三木義一先生古稀記念論文集編集委員会編
法律文化社

税法研究の第一人者であり、公益活動や税制のご意見番としても活躍している三
木義一の古稀を記念する論文集。「税法における実質主義と外観論の関係」「譲
渡所得における対価概念」など、16編の論文を収録。

財政
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎ 件名◎租税－法令 ■ゲ 376p
冊子版 978-4-589-04069-5 2020.05

*1032413718*
税法がわかる30話

財政

阿部徳幸
（あべ・のりゆき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

身近な存在である税金を定める法制度でありながら、学ぼうとすると難しさが先に立
つ税法。その学修の入り口となるよう、30テーマを選び、エッセンスのみを解説した
入門書。事項索引、判例索引付き。

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎345.12 件名◎租税－法令 アゼ
210p
冊子版 978-4-502-33061-2 2020.03

*1031873796*
税法学原論 第8版

財政

同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎345.12 件名◎租税－法令 キゼ
民主主義税法学の発展に寄与してきた「北野税法学」の哲学が収斂された体系書。 448p
日本税法学を、憲法理論を基底とする「納税者権利論の体系の学問」として確立・ 冊子版 978-4-326-40374-5 2020.02
北野弘久
（きたの・ひろひさ）
著
勁草書房

展開する。法改正と重要判例等を盛り込んだ第8版。

DL不可

*1031616130*
租税条約入門 条文の読み方から適用まで

財政

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎345.12 件名◎租税条約 キソ
多くの租税条約のベースとされるOECD モデル租税条約（2017年版）を素材とし 214p
て、租税条約の一般的な解釈を解説。重要な条文には日本語仮訳コメントを注記し、 冊子版 978-4-502-24661-6 2017.12
木村浩之
（きむら・ひろゆき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

複雑な事例には図表を用いる。

*1031595622*
租税法 第2版 〈有斐閣アルマ Specialized〉
岡村忠生
（おかむら・ただお）
著
有斐閣

酒井貴子
（さかい・たかこ）
著

租税に関する基本的なルールとその考え方をわかりやすくコンパクトに解説。租税
総論から所得税・消費税・手続法までをあますところなく網羅する。2018・2019年
の法改正および2020年度の税制改正に対応した第2版。

財政
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎345.12 件名◎租税－法令 ■ソ
323p
冊子版 978-4-641-22152-9 2020.03
DL不可

*1032310317*
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租税法判例六法

Tax Law：Principal Statutes,Regulations,and Cases

中里実
（なかざと・みのる）
編
有斐閣

第4版

増井良啓
（ますい・よしひろ）
編

租税法に特化した判例付きの法令集。国税通則法、国税徴収法、所得税法、法
人税法、相続税法、消費税法を中心に収録。総論的に重要な判例は租税法総論
として独立の項目にまとめる。平成31年税制改正までを織り込んだ第4版。

入門課税要件論

財政
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 12,760円 + 税
分類◎ R345.12 件名◎租税－法令 ■ソ
512p
冊子版 978-4-641-00154-1 2019.07

*1031274419*
財政

木山泰嗣
（きやま・ひろつぐ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

課税要件とは何か ? なぜ税務調査対応などの実務に必要 ? 課税要件の考え方を多
くの具体例とともに解説する。税理士、公認会計士、弁護士向けのセミナー・勉
強会など、さまざまな場面で行った研修・講演内容を網羅した一冊。

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎345.12 件名◎租税－法令 キニ
279p
冊子版 978-4-502-34121-2 2020.04

*1031983410*
納税者のための租税の納付・徴収手続

財政

同時アクセス1 11,110円 + 税
同時アクセス3 16,720円 + 税
分類◎345.12 件名◎国税徴収法 ■ノ
納税者の権利を守るためにはどうすればよいか。租税徴収制度について、第二次 277p
納税義務、滞納処分、換価の猶予など実務家として知っておくべき内容を網羅する。 冊子版 978-4-326-40367-7 2019.10
中村芳昭
（なかむら・よしあき）
監修
勁草書房

東京地方税理士会編

2017年度の討論会における研究報告書を基に加筆修正し書籍化。

DL不可

*1031137112*
実務に役立つ租税基本判例精選100

財政

同時アクセス1 9,504円 + 税
同時アクセス3 14,256円 + 税
分類◎345.19 件名◎租税－判例 ハジ
税法の理論と実務の概略について理解できるように、昭和期の重要判例と平成期 301p
の判例の中から、実務の視点で100事例を精選。各判例の解説、事案の概要と 冊子版 978-4-419-06635-2 2019.09
林仲宣
（はやし・なかのぶ）
著
税務経理協会

経緯、判決要旨、検討、論点を掲載する。

*1031210641*
人はなぜ税を払うのか 超借金政府の命運

財政

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎ 件名◎租税－日本 ハヒ 234p
税金の正体を見極め、その本質を見定める、日本人のための税の教科書。税金を 冊子版 978-4-492-61063-3 2020.05
浜矩子
（はま・のりこ）
著
東洋経済新報社

巡る現状、租税の歴史、今の日本における消費税の状況などを取り上げ、人はな
ぜ税を払うのかを論じる。

*1031814558*
日本・税務会計形成史 法人税・企業会計・商法の関連性

財政

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎345.35 件名◎法人税－歴史 ヤ
日本の税務会計に関連する事項を基準に時代を区分。各時代の「メインプレイヤー」 ニ 228p
とその考え方を膨大な資料に基づき明らかにし、現在における法人税法と企業会 冊子版 978-4-502-31731-6 2019.08
矢内一好
（やない・かずよし）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

計等の関係を分析する。

*1031137122*
消費税「増税」の政治過程
岩崎健久
（いわさき・たけひさ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

安倍政権下での5% から8% への消費税引き上げ・2度にわたる増税延期・軽減税
率導入は、いかに議論されてきたのか。2012～16年の政治過程を、政府・与党、
野党、利益集団、マス・メディアの動向をもとに分析する。

財政
同時アクセス1 9,460円 + 税
同時アクセス3 11,825円 + 税
分類◎345.71 件名◎消費税－歴史 イシ
377p
冊子版 978-4-502-30871-0 2019.08

*1030990071*
100

消費税法講義録

財政

熊王征秀
（くまおう・まさひで）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

初学者を対象に、消費税法を基礎からわかりやすく解説。職業会計人における消
費税実務の礎となる本。消費税率引上げ・軽減税率に完全対応。『税務弘報』
連載をもとに書籍化。

同時アクセス1 19,250円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎345.71 件名◎消費税法 クシ
644p
冊子版 978-4-502-32471-0 2019.12

*1031670244*
財政調整制度下の地方財政 健全化への挑戦
西川雅史
（にしかわ・まさし）
著
勁草書房

自立・自律の意識を高めるために、地方財政はどうあるべきか ? 危機に直面する地
方財政を地方交付税制度を中心に論じ、地方自治体間の格差を縮小し、自律を促
す改革を提言する。

財政
同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎349 件名◎地方財政 ニザ 233p
冊子版 978-4-326-50352-0 2011.09

*1032356316*
地方財政改革の現代史

Modern History of Local Public Finance Reform

財政

同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 16,280円 + 税
分類◎349.21 件名◎地方財政－日本 コ
チ 320p
平成の改革は何をもたらしたのか。地方財政に関する諸改革について、戦後の制 冊子版 978-4-641-16563-2 2020.04
小西砂千夫
（こにし・さちお）
著
有斐閣

度形成の過程を振り返り、その底流にある考え方を掘り起こして、「統治の知恵」
の重要性を指摘する。

地方財政健全化法とガバナンスの経済学
制度本格施行後10年での実証的評価

*1031983391*
財政

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 16,720円 + 税
分類◎349.21 件名◎地方財政－日本 ア
チ 396p
本格施行から10年を迎えた地方財政健全化法は、個別自治体の財政健全化に寄 冊子版 978-4-641-16545-8 2019.07
赤井伸郎
（あかい・のぶお）
著
有斐閣

石川達哉
（いしかわ・たつや）
著

与したのか ? 制度の丁寧な解説と共に、データ・事例の丹念な考察と緻密な実証
分析により、同法のガバナンス効果を解明。今後の課題を提示する。

実例新地方公会計統一基準と財務書類の活用

*1030990049*
財政

同時アクセス1 12,375円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎349.3 件名◎地方財政 ■ジ
地方公共団体の効率的な運営のために、新地方公会計統一基準に基づく固定資 240p
産台帳および財務書類の分析方法、公会計情報の活用方法について実例を多く 冊子版 978-4-502-32491-8 2020.02
鈴木豊
（すずき・ゆたか）
編著 山本清
（やまもと・きよし）
編著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

示しながら解説する。

*1031814462*
政府間競争の経済分析 地方自治体の戦略的相互依存の検証
田中宏樹
（たなか・ひろき）
著
勁草書房

自治体間競争は、地方に利益をもたらすのか。地方分権の経済的帰結を、地方
政府間の政策競争という視点から実証的手法を中心的に用いて検証し、分権化の
効果・含意を読み解く。

財政
同時アクセス1 13,420円 + 税
同時アクセス3 20,130円 + 税
分類◎349.3 件名◎地方財政 タセ
203p
冊子版 978-4-326-50384-1 2013.08

*1032356317*
統計と日本社会 データサイエンス時代の展開
国友直人
（くにとも・なおと）
編
東京大学出版会

山本拓
（やまもと・たく）
編

ビッグデータの時代を迎えた現代において、日本社会における統計科学の展開、
統計教育の進化、公的統計の改革はどうあるべきか。統計学の有識者18人が論
考する。

統計
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 15,675円 + 税
分類◎350.1 件名◎統計学 ■ト 293p
冊子版 978-4-13-043401-0 2019.02

*1031224182*
101

国際比較統計索引 2020

統計

同時アクセス1 49,500円 + 税
同時アクセス3 89,100円 + 税
分類◎ R350.31 件名◎統計－索引 ■コ
2015～19年刊行の国際統計集・白書に収載された統計表やグラフ2964点を収録。 965p
257項目の国名・地域見出しと17種のテーマ見出しの下に図表タイトルを一覧でき 冊子版 978-4-8169-2821-5 2020.04

日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

るように構成。キーワードから引ける事項名索引付き。

*1031889399*
世界国勢図会 世界がわかるデータブック 2019/20
矢野恒太記念会編集
矢野恒太記念会

各国政府や公的機関あるいは業界団体が公表した原数値、修正値、推計値など
をもとに、世界の社会・経済情勢を表とグラフでわかりやすく解説したデータブック。
現代社会の実像をうつし出す。折り込み地図あり。

統計
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎ R350.9 件名◎統計 ■セ 478p
冊子版 978-4-87549-453-9 2019.09

*1031866379*
データでみる県勢 2020
矢野恒太記念会編集
矢野恒太記念会

47都道府県の現状を代表的な統計指標で示し、多数の社会・経済統計により府
県別の比較を行い、全国792市、東京23区、926町村の主要統計を掲載。最新
のデータをもとに、地方の情勢を明らかにする。

統計
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎ R351 件名◎日本－統計 ■デ
510p
冊子版 978-4-87549-345-7 2019.12

*1031866380*
日本国勢図会 日本がわかるデータブック 2019/20

統計

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎ R351 件名◎日本－統計 ■ニ
厳選した最新のデータをもとに、日本の社会・経済情勢を表とグラフでわかりやすく 526p
解説したデータブック。国土と気候、人口、工業、財政など、さまざまな分野の基 冊子版 978-4-87549-150-7 2019.06
矢野恒太記念会編集
矢野恒太記念会

本統計を収録する。府県別主要・生産統計も収載。

*1031329047*
日本国勢図会 日本がわかるデータブック 2018/19

統計

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎ R351 件名◎日本－統計 ■ニ
統計表とグラフに解説、
トピックスを加えて、日本の社会・経済情勢を明らかにしたデー 526p
タブック。国土と気候、人口、工業、貿易など、さまざまな分野の基本統計を収録 冊子版 978-4-87549-149-1 2018.06
矢野恒太記念会編集
矢野恒太記念会

する。府県別主要・生産統計も収載。

*1031866378*
日本国勢図会 日本がわかるデータブック 2020/21

統計

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎ 件名◎日本－統計 ■ニ 527p
厳選した最新のデータをもとに、日本の社会・経済情勢を表とグラフでわかりやすく 冊子版 978-4-87549-151-4 2020.06
矢野恒太記念会編集
矢野恒太記念会

解説したデータブック。国土と気候、人口、工業、財政など、さまざまな分野の基
本統計を収録する。府県別主要・生産統計も収載。

*1031866381*
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