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我が国の経済外交 2020
著編者名 外務省経済局 発行年 2020 冊子版ISBN 9784818825581 

同時1アクセス（本体） ¥4,455 同時3アクセス（本体） ¥6,682 商品コード 1031670254

G20議長国、日米貿易協定・デジタル貿易協定の発効、日EU・EPA等我が国の積極的な21世紀型のルール作りの取組を特集。
参入規制緩和、資源外交等の最新の動きも紹介。資料集も充実。

地域構造の多様性と内発的発展 ―北海道の地域分析―改訂版（現代経済政策シリーズ 5）
著編者名 高原 一隆 発行年 2020 冊子版ISBN 9784818825567 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 同時3アクセス（本体） ¥7,425 商品コード 1031670253

最新のデータをもとに主要産業や多様な地域を概観し、北海道経済の発展には産業振興が重要であり、地域内外の諸力と連携
による内発的経済振興策が求められていることを提起。

禁忌の兵器 ―パーリア・ウェポンの系譜学―（明治大学国際武器移転史研究所研究叢書 4）
著編者名 榎本 珠良 発行年 2020 冊子版ISBN 9784818825505 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 同時3アクセス（本体） ¥14,850 商品コード 1031616147

「電話・メール・手紙・ES・履歴書」の書き方、「OB・OG訪問」の方法、「会社説明会・面接」での服装や座り方、あいさつや話し方、
表情などのチェックポイントを具体的に説明。直前対策用のマナー＆常識チェック本です。一問一答式の問題集やチェックシート
もついた持っていると安心の実践的な１冊です。

日本開国の原点 ―ペリーを派遣した大統領フィルモアの外交と政治―
著編者名 大島 正太郎 発行年 2020 冊子版ISBN 9784818825611 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 同時3アクセス（本体） ¥7,425 商品コード 1031983371

建国以来の南北対立に緊迫するアメリカが、日本に開国を求めえたのはなぜか。遣米使節はなにをみたのか。元外交官が史料
からよみとく太平洋国家米国の誕生と日米交渉の起源。

日本経済評論社

大妻ブックレット シリーズ
2020年 新規配信タイトル

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード

女子学生にすすめる60冊 （1）
大妻ブックレット
出版委員会

2019 9784818825390 ¥2,145 ¥3,217 1031137128

英国ファンタジーの風景 （2） 安藤 聡 2019 9784818825406 ¥2,145 ¥3,217 1031137129

カウンセラーになる ―心理専門職の世界―（3） 尾久 裕紀 2019 9784818825420 ¥2,310 ¥3,465 1031137130

AIのキホン ―人工知能のしくみと活用―（4） 市村 哲 2020 9784818825635 ¥2,145 ¥3,217 1032433726

4冊揃価格

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥8,745 ¥13,116 

大妻女子大学教員の優れた研究成果やユニークな教育活動を広く社会へ発信するシリーズ。
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政党システム
著編者名 岩崎 正洋 発行年 2020 冊子版ISBN 9784818825550 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 同時3アクセス（本体） ¥6,435 商品コード 1031616149

就職情報サイト『マイナビ』で活躍中の就職アドバイザー・才木弓加先生が、就職採用試験における面接＆エントリーシート対策を伝授！採用試験で行なわれ
る面接試験の基本知識や質問に対する答え方、集団面接や個人面接での対応法など、それぞれの面接における対策のポイントを分かりやすく解説。また、面
接で聞かれる具体的な質問例を取り上げながら、本番で役立つ回答例が多く掲載されているので、面接試験の直前対策としても効果的です。

公共施設とライフサイクルコスト
著編者名 中島 洋行 発行年 2020 冊子版ISBN 9784818825468 

同時1アクセス（本体） ¥6,930 同時3アクセス（本体） ¥10,395 商品コード 1031670249

老朽化した公共施設の適切な管理が急務となる中で、ライフサイクルコスト（LCC）が注目されている。大規模実態調査に基づき、
LCCの効率的な管理方法を考察する。

災害に強い地域づくり ―地域社会の内発性と計画―
著編者名 福与 徳文 発行年 2020 冊子版ISBN 9784818825642 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 同時3アクセス（本体） ¥7,920 商品コード 1032433727

多発する災害。どう向き合うか。多くの教訓を遺した東日本大震災で浮かび上がった災害に強い地域。その秘密は何か。復興計
画づくりを支援した経験から解明。

米国の巨大水害と住宅復興 ―ハリケーン・カトリーナ後の政策と実践―
著編者名 近藤 民代 発行年 2020 冊子版ISBN 9784818825598 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 同時3アクセス（本体） ¥8,910 商品コード 1031670251

日本と大きく異なる米国の復興。自治体からの復興プログラムの提案や市場を介した住宅再生、ボランティアによる支援など、公
共事業に依存しない復興の特徴と問題を分析する。

人口政策の比較史 ―せめぎあう家族と行政―（家族研究の最前線 4）
著編者名 小島 宏 発行年 2019 冊子版ISBN 9784818825352 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 同時3アクセス（本体） ¥11,880 商品コード 1031137124

人口抑制政策、少子化対策、優生政策、家族計画、母子保健、ジェンダー政策――。人口変動に影響を与える政策を実施する
政府・行政と変容する家族の、日本、東アジア、西欧の比較史。

参加による自治と創造 ―新・地域社会論―（シリーズ社会・経済を学ぶ）
著編者名 内田 和浩 発行年 2019 冊子版ISBN 9784818825307 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 同時3アクセス（本体） ¥6,930 商品コード 1031137126

いま、共同体として見直しが進む「地域社会」とは何か。現代に至るまでの地域社会の歴史と構造を学び、高齢者、エスニック、女
性、ボランティア等々、多様な住民の地域への参加を考える。

社会保障の財政学 改訂版
著編者名 小西 砂千夫 発行年 2019 冊子版ISBN 9784818825475 

同時1アクセス（本体） ¥6,105 同時3アクセス（本体） ¥9,157 商品コード 1031137125

社会保障を支える財政のしくみは、どう変わったのか？ 財政学と社会福祉の橋渡しを試みた最新の社会保障財政入門。平成
30年度からの国民健康保険制度の抜本改革を盛り込んだ改訂版。

近代日本の戦傷病者と戦争体験
著編者名 松田 英里 発行年 2019 冊子版ISBN 9784818825444 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 同時3アクセス（本体） ¥8,910 商品コード 1031340515

「戦争の惨禍」や国家・社会の矛盾の象徴とされる一方、待遇改善の声をあげ、戦時は総力戦体制に組込まれた「癈兵」。日露戦
争から日中戦争までの軌跡と戦場・戦争体験の固有性を明らかにする。

戦後日本の地域形成と社会運動 ―生活・医療・政治―
著編者名 鬼嶋 淳 発行年 2019 冊子版ISBN 9784818825017 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 同時3アクセス（本体） ¥11,880 商品コード 1031137131

「戦後社会」の形成期、人びとは地域のあり方や「民主主義」をめぐって、どのように議論し行動したのか。運動主体の動機や意識、
運動と社会との関係に注目し歴史的に検証する。

2020年 新規配信タイトル
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2020年 新規配信タイトル
スタージュ ―フランス版「インターンシップ」 : 社会への浸透とインパクト―

著編者名 五十畑 浩平 発行年 2020 冊子版ISBN 9784818825529 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 同時3アクセス（本体） ¥12,870 商品コード 1031616145
「就活が忙しくて筆記試験対策のための学習時間がない」「筆記試験対策をとにかく短期間で終わらせたい」「短い時間で効率よく対策を進められる問題集を
探している」そんな忙しい就活生のための、SPI対策問題集です。実際の試験で出題されやすい項目の問題順に学習できるのはもちろん、 すべての問題に掲
載されている「難易度」を利用すれば、最短時間でSPI対策が可能。自己分析や面接対策に時間を割きたい人や、 本番の試験まで、あまり時間がない人に、
うってつけのSPI対策問題集です。

新訳蜂の寓話 ―私悪は公益なり―
著編者名 バーナード・マンデヴィル 発行年 2019 冊子版ISBN 9784818825482 

同時1アクセス（本体） ¥9,075 同時3アクセス（本体） ¥13,612 商品コード 1031434022

18世紀、西欧に到来しつつある商業社会の本質を冷徹に見通していた思想家・マンデヴィル。思想の一部はアダム・スミスが事
実上継承し、ケインズ、ハイエク、マルクスらの想源となった作品の新訳。

平田清明著作解題と目録
著編者名 平田清明記念出版委員会 発行年 2019 冊子版ISBN 9784818825383 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 同時3アクセス（本体） ¥11,880 商品コード 1031340516

記念碑的な『経済科学の創造』にはじまる著書12点の解題は、初出との比較、および反響も記載。著作目録は小文を含めた完全版。

フランス古典経済学研究
著編者名 平田 清明 発行年 2019 冊子版ISBN 9784818825376 

同時1アクセス（本体） ¥10,725 同時3アクセス（本体） ¥16,087 商品コード 1031340517

フィジオクラシーの思想的基礎。小農経営と危機的な再生産＝蓄積。英国古典派に拮抗するもう一つの古典経済学。著者初期
の苦闘の跡を遺す、未公刊学位論文。

テュルゴーとアダム・スミス
著編者名 中川 辰洋 発行年 2019 冊子版ISBN 9784818825321 

同時1アクセス（本体） ¥13,530 同時3アクセス（本体） ¥20,295 商品コード 1031274407

スミスのテュルゴーとの「友情と尊敬の念」に基づく交流は、テュルゴー理論の継承と『国富論』完成への道でもあった。経済学黎
明期の偉人たちの交流の謎に挑む本邦初の研究書。

途上国財政論 ―グローバリゼーションと財政の国際化―
著編者名 船津 潤 発行年 2019 冊子版ISBN 9784818825451 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 同時3アクセス（本体） ¥11,880 商品コード 1031274410

援助国政府と国際金融機関は途上国の重要なパートナーだが、その姿勢は途上国財政を強く規定する。途上国財政、そして途
上国との国際協力・国際協調の全体像と実態に迫る。

昭和戦前期の選挙システム ―千葉県第一区と川島正次郎―
著編者名 車田 忠継 発行年 2019 冊子版ISBN 9784818825369 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 同時3アクセス（本体） ¥15,840 商品コード 1031274409

大正末の男子普通選挙法で激変した日本の選挙。普選直前から翼賛選挙まで、戦前7回にわたる一人の候補者と支持基盤を分
析。戦後との架橋も見据え、これまでの選挙研究に新たな視座を与える。

韓国ジャーナリズムと言論民主化運動 ―『ハンギョレ新聞』をめぐる歴史社会学―
著編者名 森 類臣 発行年 2019 冊子版ISBN 9784818825413 

同時1アクセス（本体） ¥11,220 同時3アクセス（本体） ¥16,830 商品コード 1031137132

韓国の言論民主化運動から形成された同紙は、なぜ権力を監視する報道を持続できたのか。創刊過程と理念、報道・論評活動
を分析し、韓国のジャーナリズムと社会変化のプロセスを解明する。

現代社会は持続可能か ―基本からの環境経済学―増訂版（シリーズ社会・経済を学ぶ）
著編者名 古林 英一 発行年 2019 冊子版ISBN 9784818825314 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 同時3アクセス（本体） ¥7,425 商品コード 1031137127

環境問題の解決なくして人類の将来はない。環境問題の歴史と環境経済学の理論を概説し、実施されている政策と現状を環境
問題の諸領域別に幅広く解説する。
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2020年 新規配信タイトル

イギリス鉄道業の生成と発展 ―事業構造の変化と鉄道政策―
著編者名 冨田 新 発行年 2020 冊子版ISBN 9784818825604 

同時1アクセス（本体） ¥8,910 同時3アクセス（本体） ¥13,365 商品コード 1031983370

上下分離・オープン形態から垂直的統合・クローズド形態へ。今日の問題でもある鉄道の事業構造を分析し、19世紀前半の初期
イギリス公共鉄道の経営を再検討する。

備後福山の社会経済史 ―地域がつくる産業・産業がつくる地域―
著編者名 張 楓 発行年 2020 冊子版ISBN 9784818825499 

同時1アクセス（本体） ¥10,230 同時3アクセス（本体） ¥15,345 商品コード 1031616144

地方都市に花ひらく多様な企業の成功と蹉跌を、戦前・戦後を貫く視角から鋭く描きだす。地域で技術や資源を継承し発展する
中小商工業から、東京一極集中を問い直す野心作。

幕末・明治の茶業と日米交流 ―中山元成とG・R・ホールを中心に―
著編者名 櫻井 良樹 発行年 2020 冊子版ISBN 9784818825628 

同時1アクセス（本体） ¥7,425 同時3アクセス（本体） ¥11,137 商品コード 1032433725

開港後、日本茶は生糸に次ぐ輸出品であった。横浜からの輸出を率先した豪農・豪商中山元成と、ウォルシュ商会初代横浜代表
G・R・ホールの活動から見た、グローバル・ヒストリー。

航空の二〇世紀 ―航空熱・世界大戦・冷戦―（明治大学国際武器移転史研究所研究叢書 5）
著編者名 高田 馨里 発行年 2020 冊子版ISBN 9784818825512 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 同時3アクセス（本体） ¥14,850 商品コード 1031670250

人類の空飛ぶ夢は20世紀の「航空熱」を引き起こし、やがて航空技術、航路、大衆ともに戦争へと駆り立てられることになる。航空
黎明期から冷戦期までの軍民航空の世界史。

満州国の自動車産業 ―同和自動車工業の経営史―
著編者名 老川 慶喜 発行年 2020 冊子版ISBN 9784818825543 

同時1アクセス（本体） ¥6,105 同時3アクセス（本体） ¥9,157 商品コード 1031670252

満州国の国策会社として設立された同和自動車工業が、満州自動車製造に合併されるまでの経営史を解明。遼寧省档案館所
蔵の満鉄档案などを用いて、満州自動車産業の実態にせまる。

語られざるGM社 ―多国籍企業と戦争の試練―
著編者名 西牟田 祐二 発行年 2020 冊子版ISBN 9784818825536 

同時1アクセス（本体） ¥10,230 同時3アクセス（本体） ¥15,345 商品コード 1031616146

新卒採用試験で数多くの企業が取り入れている筆記試験『SPI』のコンパクトサイズの問題集（SPI3完全対応版）です。実際の試験で出題頻度の高
い項目順に問題が掲載されているので、ページ順に問題を解いていくだけで、一番、効率よく学習できるようになっています。短期間で試験対策を
行ないたい就活生にとってうってつけの問題集です。

日本地域電化史論 ―住民が電気を灯した歴史に学ぶ―
著編者名 西野 寿章 発行年 2020 冊子版ISBN 9784818825574 

同時1アクセス（本体） ¥8,910 同時3アクセス（本体） ¥13,365 商品コード 1031616148

新卒採用試験で扱われる『一般常識』の直前対策問題集。『マイナビ』Webサイト内のコンテンツ『筆記試験＋一般常識・時事完
全突破塾』から、頻出問題を厳選。シンプルでわかりやすい構成によって、時間がない時でもさっと取り出して、使いやすいスタイ
ルになっています。

ドイツにおける運輸連合制度の意義と成果
著編者名 青木 真美 発行年 2019 冊子版ISBN 9784818825345 

同時1アクセス（本体） ¥6,105 同時3アクセス（本体） ¥9,157 商品コード 1031274408

ドイツにおいて都市の公共交通の調整と運営を担ってきた「運輸連合」。その創成期から現在までの40年を交通政策と行政の視
点から分析し、他国との比較や日本への示唆も提示する。

4


