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教科書目録 2023年版について 
 

ここに掲載している書目は、慶應義塾大学出版会の書籍で、2021 年度以降に、教科書としてお使いいた

だいた 「実績のある教科書定番」を一覧にしました。当社 HP＿教科書採用ページの「NEWS」欄にて随時、

新刊や改訂版について、ご案内いたします。 

 

例年のように、「学習実用書（語学を含む）」・「人文科学」・「社会科学」・「自然科学」の４つの分野別に掲

載いたしました。2023年度の教科書・参考書を選択する資料としてご利用いただければ深甚に存じます。 

 

 

 

 http://www.keio-up.co.jp/text/ 

◀こちらの QRコードを読み取っていただけますと、各教科書別に、書籍詳細・目次や採

用実績校・採用学部・科目名（講座）の一部などが閲覧でき、また、見本請求も容易

に行うことができます。どうぞ、ご利用ください。 

＊＊＊＊＊ 教科書目録のページ内容、見本請求方法について＊＊＊＊＊ 

▶採用としての見本請求は、献本の性質上、おひとり 1回 2点までのお申込みとさせていただきます。 

ご希望の方は、上記 URL、QRコードにて、教科書採用サイトよりお願いします。 

◇「ジャンルから探す」より、該当する大ジャンルを選び、●●の見本請求をするをクリックし、

必要事項を記入して、2点目をご希望の際は、「ご意見・ご感想」欄に、書名か教科書目録記 

載の 2023年度版 No.を記入してお申し付けください。 

◇なお、（「ジャンルから探す」にはなく）目録にのみ記載の教科書をご希望の場合は、同サイ 

ト TOP ページのバナーにある「見本請求」にて書名または、教科書目録 No.を入力し、同様に、

2点目をご希望の場合は、「ご意見・ご感想」欄にてお申込みください。 
 

★「教科書目録」・ 

「教科書」に関するお問い合わせ先 

          108-8346 東京都港区三田 2-19-30 
慶應義塾大学出版会㈱ 営業部＠教科書担当 小林 
☎ 090-6015-6568  
メールアドレス：text@keio-up.co.jp 

ジャンル（大・中） 
書名（副題） 
編著者名 
内容紹介 
装丁・頁数 ・発行年月日 
ISBN・価格（2022年 10月現在） 
電子版の有無             

書影 
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【学習実用書】 

 
■文章・論文の書き方   No.1-6 

 

■アカデミック・スキルズ No.7-20 
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学習実用書〈文章・論文の書き方〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（1）1 

思考を鍛えるレポート・論文作成法（第 3 版）   

井下千以子著 

累計３万部の好評レポート・論文入門書の第３版。文献の調べ方・読み方から、フォーマットを使った書き

方までを懇切丁寧に解説。また、「引用」時の注意点の追記や重要単語の索引を付し、利便性を向上。 

装丁・頁数: A5 判並製 176頁 発行年月日：2019/2/15  

ISBN:9784766425772 定価 1320 円（本体 1200 円） 

電子版教科書：（大学生協・丸善雄松堂）可   

学習実用書〈文章・論文の書き方〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（2）2 

レポート・論文の書き方入門（第 4 版）   
河野哲也著 

累計発行部数２０万部を超える当社最大のベスト＆ロングセラーを約１５年ぶりに改訂。「テキスト批評とい

う練習法」の解説を充実させ、注の形式に関する説明を整理・更新、参考文献とその解題も一新。初心者のた

めの決定版！ 

装丁・頁数: A5 判並製 128頁 発行年月日：2018/7/20   

ISBN:9784766425277 定価 1100 円（本体 1000 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

学習実用書〈アカデミック・スキルズ〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（3）3 

思考を鍛える大学の学び入門 第 2 版  

――論理的な考え方・書き方からキャリアデザインまで 

 

井下千以子著 

ワークシートで、大学での学びの基本的スキルが身につく好評解説書を改版。第２版では、自分が所属する

学部（学群・学系）で ４年間何をどのように学んでいったらいいのか、アカデミックプランニングについて

の内容を追加。 

装丁・頁数: A5 判並製 152頁 発行年月日：2020/1/30   

ISBN:9784766426519 定価 1320 円（本体 1200 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

学習実用書〈文章・論文の書き方〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（4）4 

英語論文の書き方入門   

迫桂・徳永聡子著 

学問の心得や英語論文ならではの特徴、テーマ探しから執筆・完成に至るまでの手順を、準備編と実践編に

わけて詳しく解説する。はじめて英語論文に取り組む人にも、きちんと学び直したい人にも、よくわかる一

冊。 

装丁・頁数: B5 判並製 188頁 発行年月日：2012/4/20   

ISBN:9784766419214 定価 2200 円（本体 2000 円） 

電子版教科書：なし   
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 学習実用書〈文章・論文の書き方〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（5）5 

アカデミックライティング入門（第 2 版）  ― 英語論文作成法  

吉田友子著 

英語論文を書きたい人のための、中・上級レベルのテキスト。本文を読み、練習問題をこなすうちに、必要な

スキルとステップをおさえることが出来る構成。文献調査のウェブ活用法や電子文献の使い方など、ネット

時代に対応した改訂版。 

装丁・頁数: A5 判並製 200頁 発行年月日：2015/4/20  

ISBN:9784766422122 定価 2200 円（本体 2000 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

 

 

 

 

 

学習実用書〈文章・論文の書き方〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（6）6 

シカゴ・スタイル 研究論文執筆マニュアル   
ケイト・Ｌ・トゥラビアン著 沼口隆・沼口好雄訳 

初版刊行以来７０年以上にわたって読み継がれる、学術論文の標準スタイル「シカゴ・マニュアル」。本書は

シカゴ・マニュアルに完全準拠し、研究手法と論文執筆を徹底ガイドする。最新版邦訳。 

装丁・頁数: A5 判並製 624頁 発行年月日：2012/11/10   

ISBN:9784766419771 定価 8800 円（本体 8000 円） 

電子版教科書：なし   

学習実用書〈アカデミック・スキルズ〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（7）7 

アカデミック・スキルズ（第 3 版）  ――大学生のための知的技法入門  
佐藤望編著 湯川武・横山千晶・近藤明彦著 

大学生向け学習指南書のベスト＆ロングセラーを８年ぶりに改版。ノートの取り方や情報の整理法など、大

学生の学習の基本を押さえた構成はそのままに、第３版では文献書式を一新し、弊社既刊『『アカデミック・

スキルズ』シリーズとの連携を強化。 

装丁・頁数: A5 判並製 192頁 発行年月日：2020/2/20   

ISBN:9784766426564 定価 1100 円（本体 1000 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

学習実用書〈アカデミック・スキルズ〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（8）8 

グループ学習入門 学びあう場づくりの技法  
新井和広・坂倉杏介著 

信頼できるグループの作り方、アイデアを引き出す技法、IT の活用法、ディベートの準備など、段階に合わ

せて、気をつけるポイントを紹介。“失敗しない” グループ学習の秘訣を伝授する。 

装丁・頁数: A5 判並製 160頁 発行年月日：2013/4/20   

ISBN:9784766420395 定価 1320 円（本体 1200 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

006



学習実用書〈アカデミック・スキルズ〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（9）9 

データ収集・分析入門  ―社会を効果的に読み解く技法  

西山敏樹・鈴木亮子・大西幸周著 

正しいデータ分析とは、どのようなものか？ 研究者、大学生、大学院生、社会人に向けて、モラルや道徳を

守りながら、人や組織の行動を決定づけるデータを収集・分析し、考察や提案にまとめる手法を紹介。 

装丁・頁数: A5 判並製 184頁 発行年月日：2013/6/28  

ISBN:9784766420500 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：なし   

 

 

 

 

 

 

 

 

学習実用書〈アカデミック・スキルズ〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（10）10 

資料検索入門  ― レポート・論文を書くために  

市古みどり編著 上岡真紀子・保坂睦著 

レポートや論文執筆を行う際に、自分が書こうとするテーマや考えを固めるために必要な資料（根拠や証拠）

を検索し、それらを入手するまでの「検索スキル」を身につけてもらうための入門書。 

装丁・頁数: A5 判並製 164頁 発行年月日：2014/1/31   

ISBN:9784766420517 定価 1320 円（本体 1200 円） 

電子版教科書：なし   

学習実用書〈アカデミック・スキルズ〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（11）11 

学生による学生のためのダメレポート脱出法   

慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員 

実際に大学の学習相談に寄せられた質問を元に、レポート・論文執筆のポイント／学習テクニックを、大学

の学生相談員が「学生の目線」から易しく解説。この一冊で、“ダメなレポート” から脱出せよ！ 

装丁・頁数: A5 判並製 184頁 発行年月日：2014/10/30   

ISBN:9784766421774 定価 1320 円（本体 1200 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

学習実用書〈アカデミック・スキルズ〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（12）12 

実地調査入門  社会調査の第一歩  

西山敏樹・常盤拓司・鈴木亮子 著 

はじめて社会調査を行う学生を対象に、調査の計画・実施とデータ分析の基礎について、事例を交えながら

説明。データの収集法や分析法はもちろん、成果をレポートやプレゼンテーションにまとめる際のポイント

まで解説した入門書。 

装丁・頁数: A5 判並製 144頁 発行年月日：2015/9/30   

ISBN:9784766422566 定価 1760 円（本体 1600 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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学習実用書〈アカデミック・スキルズ〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（13）13 

クリティカル・リーディング入門 人文系のための読書レッスン  

大出敦著 

大学生が直面する「レポート」や「論文」の執筆では、「テキストを読む」力が求められる。そのときに「ど

うやって読んだらいいのか」、「何を論じたらいいのか分からない」といった悩みに、人文系の例題を使って

答える一冊。 

装丁・頁数: A5 判並製 200頁 発行年月日：2015/10/30   

ISBN:9784766422740 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

学習実用書〈アカデミック・スキルズ〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（14）14 

プレゼンテーション入門  学生のためのプレゼン上達術  
大出敦編著／直江健介著 

社会人がビジネスで行うプレゼンテーションとは異なる、学生のためのアカデミック・プレゼンテーション

に必要なスキルを３段階にわけて解説。基礎・準備・実践の３点からプレゼンに臨む学生をサポートする。 

装丁・頁数: A5 判並製 168頁 発行年月日：2020/8/20   

ISBN:9784766425734 定価 1540 円（本体 1400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

学習実用書〈アカデミック・スキルズ〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（15）15 

大学 1 年生からの研究の始めかた   

西山敏樹著 

これから研究をはじめる大学生に、研究とは何かを考えさせ、自ら研究を進めるためのプロセスを、豊富な

事例とともにやさしく解説。主体的に学び、目標を達成しようとする姿勢を身に付けるための１冊。 

装丁・頁数: A5 判並製 128頁 発行年月日：2016/9/15   

ISBN:9784766423648 定価 1540 円（本体 1400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

学習実用書〈アカデミック・スキルズ〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（16）16 

大学１年生からのプロジェクト学習の始めかた   
常盤拓司・西山敏樹著 

プロジェクト学習（PBL）の初学者向けテキスト。プロジェクトを進めるうえでの基礎知識や手順をわかりや

すく解説するとともに、「炎上」したときの対処法、評価やふりかえりの方法を提供する。巻末には計画書の

テンプレートも付録。 

装丁・頁数: A5 判並製 128頁 発行年月日：2019/11/30   

ISBN:9784766426366 定価 1540 円（本体 1400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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学習実用書〈アカデミック・スキルズ〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（17）17 

論理的な考え方 伝え方 根拠に基づく正しい議論のために  

狩野光伸著 

グローバルに通じる考え方とは？ 科学や学問の考え方とは？ 反知性主義ってどうしたら回避できる？ 意

見の違いを受け止めて、新しい考えを広めるときに、感情や抑制でなく、理解と納得で進める「議論 argument」

の方法を解説。 

装丁・頁数: A5 判並製 176頁 発行年月日：2015/10/30   

ISBN:9784766422672 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

学習実用書〈アカデミック・スキルズ〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（18）18 

人文・社会科学のための研究倫理ガイドブック   

眞嶋俊造・奥田太郎・河野哲也編著 

研究の過程で遭遇する、研究倫理を問われる多様な場面を想定し、何が問題になるかを知り、自問し、実践

につなげるための、人文・社会科学系向けとしては初のガイドブック。ディスカッションにも使えて研究倫

理教育テキストに最適。 

装丁・頁数: A5 判並製 272頁 発行年月日：2015/10/30   

ISBN:9784766422559 定価 2970 円（本体 2700 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

学習実用書〈アカデミック・スキルズ〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（19）19 

大学生のための動画制作入門 言いたいことを映像で表現する技術  
黒岩亜純・宮徹著 

近年、スマホの登場などにより容易・廉価になった動画の制作について、その基本的なリテラシーを身につ

けられるテキスト。企画・撮影・編集の各段階について、報道現場のノウハウに基づきわかりやすく解説。 

装丁・頁数: A5 判並製 180頁 発行年月日：2017/4/28   

ISBN:9784766424287 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

学習実用書〈アカデミック・スキルズ〉 2023 年度目録 No. 学習実用書（20）20 

大学で学ぶ議論の技法   
Ｔ.W.クラシアス・C.E.チャネル著 杉野訳 

レポート・論文の論理を組み立てるための方法と実例が満載の、論理的な思考を育てる実践テキスト。アメ

リカの大学生向けロングセラー教科書の翻訳。議論の題材となるエッセイや論文は、読むだけでも示唆に富

む。 

装丁・頁数: A5 判並製 320頁 発行年月日：2004/9/25   

ISBN:9784766410853 定価 2200 円（本体 2000 円） 

電子版教科書：なし   
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哲学・思想〈西洋哲学（古代〜中世）〉 2023 年度目録 No. 人文科学（1）21 

トマス・アクィナス 肯定の哲学   

山本芳久著 

キリスト教の教義に基づいた抽象的概念を駆使する難解な神学者として解されてきた、中世最大の思想家ト

マス・アクィナス。その最大の主著『神学大全』を、生き抜く実践的な生の技法を説く書物として読みなお

す、意欲的な一冊。 

装丁・頁数: 四六判上製 282頁 発行年月日：2014/9/20   

ISBN:9784766421712 定価 3080 円（本体 2800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

哲学・思想〈分析哲学〉 2023 年度目録 No. 人文科学（3）23 

感情の哲学入門講義   

源河亨著 

感情と理性は対立する？ ロボットは感情をもてる？ 「感情」にまつわる疑問に答える、まったくの哲学

初心者にむけて書かれた入門書。哲学を知らなくても、感情や人間がどういうものか、哲学がどういうもの

かわかる一冊。 

装丁・頁数: 四六判並製 240頁 発行年月日：2021/1/30   

ISBN:9784766427196 定価 2200 円（本体 2000 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

哲学・思想〈現代思想〉 2023 年度目録 No. 人文科学（2）22 

シモーヌ・ヴェイユの詩学   
今村純子著 

美学・詩学の視点からシモーヌ・ヴェイユの思想を体系的に論じる。「見える世界」が極度に重んじられる現

代にあって、「見えない世界」が根をもってはじめて「見える世界」が豊かに花開くことを提示するヴェイユ

思想の核心に迫る。 

装丁・頁数: 四六判上製 432頁 発行年月日：2010/6/25   

ISBN:9784766417289 定価 3080 円（本体 2800 円） 

電子版教科書：なし   

哲学・思想〈分析哲学〉 2023 年度目録 No. 人文科学（4）24 

音楽の哲学入門   
セオドア・グレイシック著／源河亨・木下頌子訳 

気鋭の研究者による、音楽の哲学および芸術の哲学の入門書。単なる音と音楽の違い、音楽鑑賞に必要な知

識、音楽と情動の関係、音楽経験がもたらすスピリチュアリティなど、古くから議論されてきた問題をとり

あげ、音楽を哲学的に考察する。 

装丁・頁数: 四六判上製 208頁 発行年月日：2019/3/15   

ISBN:9784766425888 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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哲学・思想〈倫理学〉 2023 年度目録 No. 人文科学（5）25 

倫理学案内 理論と課題  
小松光彦・樽井正義・谷寿美編 

なにが善いことなのか、正しいことなのか？ 生きていくうえで、一度はきちんと学んでおきたい「倫理学」

の現在を、主要な「理論」と新たな分野の「課題」の２つの軸でわかりやすく紹介する入門書。 

装丁・頁数: A5 判並製 320頁 発行年月日：2006/4/10  

ISBN:9784766412512 定価 3300 円（本体 3000 円） 

電子版教科書：なし   

哲学・思想〈倫理学〉 2023 年度目録 No. 人文科学（6）26 

小さな倫理学入門   
山内志朗著 

愛とは何か、正義とは何か、欲望とは何か、偶然性とは何か、人生に意味はあるのか、そして〈私〉とは何

か。身近な物事を通して、人間の弱さや卑しさに眼差しをむける、倫理学の入門書。 慶應義塾大学三田哲

学会叢書 ars incognita 

装丁・頁数: 新書判並製 104頁 発行年月日：2015/10/20   

ISBN:9784766422764 定価 770円（本体 700円） 

電子版教科書：なし   

哲学・思想〈言語学〉 2023 年度目録 No. 人文科学（7）27 

開放系言語学への招待 文化・認知・コミュニケーション  

唐須教光編 

「ことば」を開放せよ！ 言語を人間のコミュニケーションの中にとらえ直し、戦時体験の語りからネット

上の言語まで、現代の様々なコミュニケーション現象 

装丁・頁数: A5 判並製 260頁 発行年月日：2022-10-30  

ISBN:9784766415490 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：なし   

哲学・思想〈言語学/語学（英語）〉 2023 年度目録 No. 人文科学（8）28 

グローバルコミュニケーションのための英語学概論   
井上逸兵著 

英語は、グローバル化やテクノロジーの発展とともに日々変化を遂げている。アングロ・サクソンの民族語

としての英語という歴史を踏まえつつ、現代までの英語学のエッセンスを網羅的に紹介する。 

装丁・頁数: A5 判並製 262頁 発行年月日：2015/4/20   

ISBN:9784766422139 定価 2970 円（本体 2700 円） 

電子版教科書：なし   
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哲学・思想〈日本近世・近代思想〉 2023 年度目録 No. 人文科学（9）29 

通俗民権論 通俗国権論   
福澤諭吉著 寺崎修編 

たび重なる士族の反乱 ､ 国会開設運動など、噴出する様々な政治的課題を、｢官｣ にのみ依存するのではな

く、｢一身独立｣ した「民」の力を高め、その協調、調和によって解決していこうと説いた福澤の政治論集 ｡  

福澤諭吉著作集 7 

装丁・頁数: 四六判上製 392頁 発行年月日：2003/7/15  

ISBN:9784766408836 定価 2860 円（本体 2600 円） 

電子版教科書：なし   

哲学・思想〈日本近世・近代思想〉 2023 年度目録 No. 人文科学（10）30 

丁丑公論 瘠我慢の説   

福澤諭吉著 坂本多加雄編 

西郷隆盛を擁護した『丁丑公論』（ていちゅうこうろん）、武士の意気地を説いた『瘠我慢の説』など、16 著

作を収録。「伝統的なるもの」との関わりのなかで、一国独立のために、日本人の根本精神を説いた必読の一

冊。 福澤諭吉著作集 9 

装丁・頁数: 四六判上製 334頁 発行年月日：2002/9/17   

ISBN:9784766408850 定価 3300 円（本体 3000 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

哲学・思想〈日本近世・近代思想〉 2023 年度目録 No. 人文科学（11）31 

学問のすゝめ（コンパクト版）   
福澤諭吉著 

「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らずと云えり」の名言ではじまる、近代日本を代表する著作。

明治維新を迎え、これからの時代の新しい「知」のあり方を説いた、福澤思想のエッセンス。 

装丁・頁数: B6 変並製 288頁 発行年月日：2009/5/30   

ISBN:9784766416237 定価 1100 円（本体 1000 円） 

電子版教科書：なし   

哲学・思想〈日本近世・近代思想〉 2023 年度目録 No. 人文科学（12）32 

西周 現代語訳セレクション   
西周著／菅原光・相原耕作・島田英明／石井雅巳企画・構成 

「日本における哲学の父」西周の著作のうち、哲学に関する文章を現代語訳で紹介。収録された６つの論考

から、言語や文体をめぐる西の知的格闘のドラマが浮かび上がってくる。 

装丁・頁数: 四六判並製 320頁 発行年月日：2019/9/14   

ISBN:9784766426205 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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哲学・思想〈日本近世・近代思想〉 2023 年度目録 No. 人文科学（13）33 

大正デモクラットの精神史 東アジアにおける「知識人」の誕生  

武藤秀太郎著 

大正デモクラシー期に活躍した日本の知識人＝大正デモクラットたちは、中国をはじめ東アジアの知識人と

豊かな思想的交流をかわした「公共知識人」であった――。戦後民主主義にも影響を与えた彼らの営為を改

めて捉え直す。 

装丁・頁数: A5 判上製 368頁 発行年月日：2020/2/28   

ISBN:9784766426465 定価 6160 円（本体 5600 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

歴史〈歴史一般〉 2023 年度目録 No. 人文科学（14）34 

時を漂う感染症 国際法とグローバル・イシューの系譜  

新垣修著 

ペスト、コレラ、天然痘、エイズ、SARS、新型コロナウイルス…。感染症と国際法がどのように交わり、変化

し、次の世代に継承されていったのか。「国際法」というレンズを通して描きながら、現在世界が直面する問

題に切り込む意欲作。 

装丁・頁数: 四六判上製 370頁 発行年月日：2021/8/20   

ISBN:9784766427622 定価 2970 円（本体 2700 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

歴史〈日本史（古代〜近世）〉 2023 年度目録 No. 人文科学（15）35 

概説 キリシタン史   

浅見雅一著 

16 世紀半ばに日本にキリスト教が伝えられてから、江戸幕府による鎖国に至るまでのキリスト教の歴史を「キ

リシタン史」という。当時の史料に立脚したキリシタン史研究を、通史的に学べる入門書。 

装丁・頁数: A5 判並製 236頁 発行年月日：2016/4/30   

ISBN:9784766423297 定価 2860 円（本体 2600 円） 

電子版教科書：なし   

歴史〈民俗学〉 2023 年度目録 No. 人文科学（16）36 

民俗学の思考法 〈いま・ここ〉の日常と文化を捉える  
岩本通弥・門田岳久・及川祥平・田村和彦・川松あかり編 

いま・ここにある人びとの生を、その生活や日常、文化を、ミクロな視点と同時代の世相や社会との絡みの

なかで捉える民俗学。民俗学の基本的な考え方を初学者向けにわかりやすく解説する、決定版テキスト！ 

装丁・頁数: 四六判並製 272頁 発行年月日：2021/3/30   

ISBN:9784766427318 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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歴史〈西洋史（古代〜近世）〉 2023 年度目録 No. 人文科学（17）37 

古代エジプトの歴史 新王国時代からプトレマイオス朝時代まで  
山花京子著 

決定版！古代エジプト史入門。新王国時代以降 1500 年にわたる、およそ 120 人の王の、領土と覇権を巡る、

愛憎・戦争・祈りの系譜を辿る本格的入門書。学習に役立つ写真、地図、コラム、年表も豊富に掲載。 

装丁・頁数: A5 判並製 258頁 発行年月日：2010/9/25  

ISBN:9784766417654 定価 3080 円（本体 2800 円） 

電子版教科書：なし   

歴史〈西洋史（古代〜近世）〉 2023 年度目録 No. 人文科学（18）38 

マニラ・ガレオン貿易 陶磁器の太平洋貿易圏  
宮田絵津子著 

スペイン人による銀と絹の交易と考えられてきたマニラ・ガレオン貿易。しかしその実態は、より様々な勢

力とモノが入り乱れる、利権の坩堝だった。考古学と文献史料双方から解明する、新たな貿易像。 

装丁・頁数: A5 判上製 214頁 発行年月日：2017/11/10   

ISBN:9784766424713 定価 5500 円（本体 5000 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

歴史〈西洋史（ヨーロッパ各国）〉 2023 年度目録 No. 文科学（19）39 

女性たちのフランス革命   
クリスティーヌ・ル・ボゼック著 藤原翔太訳 

フランス革命期の女性といえば、マリー・アントワネット、オランプ・ド・グージュ、ロラン夫人、テロワー

ニュ・ド・メリクールなどがよく知られている。本書の主役は、これまで注目されていなかった、多様な職業

（教師、芸術家、企業経営者…）を営む民衆層の女性たちである。 

装丁・頁数: 四六判上製 224頁 発行年月日：2022/1/15   

ISBN:9784766427943 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

歴史〈西洋史（ヨーロッパ各国）〉 2023 年度目録 No. 人文科学（20）40 

第一次世界大戦への道 破局は避けられなかったのか  
ウィリアム・マリガン著／赤木完爾・今野茂充訳 

大国間の平和維持メカニズムはなぜ崩壊したのか。各国の国内情勢、外交の諸相、指導者の言動、軍部の計

画や認識、世論の動向などの分析を通じて明快に解き明かす。大国が世界規模で複雑に交錯する現代にこそ、

学ぶべき「歴史の教訓」がちりばめられた一冊。 

装丁・頁数: 四六判上製 424頁 発行年月日：2017/8/31   

ISBN:9784766424454 定価 3520 円（本体 3200 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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歴史〈西洋史（南北アメリカ）〉 2023 年度目録 No. 人文科学（21）41 

実験国家アメリカの履歴書 第 2 版 社会・文化・歴史にみる統合と多元化の軌跡  
鈴木透著 

植民地時代から現代までの変化をたどる新しい視点の好評テキストの改訂版。 本版では、2000 年代以降の

ブッシュ・オバマ政権時代を詳述する章を加筆。唯一の超大国アメリカを読みとくために必読の１冊。 

装丁・頁数: A5 判並製 264頁 発行年月日：2016/12/24  

ISBN:9784766423907 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

歴史〈西洋史（南北アメリカ）〉 2023 年度目録 No. 人文科学（22）42 

アメリカ大統領と南部 合衆国史の光と影  
奥田暁代著 

アメリカ大統領たちは、南部といかに向き合い、南部をいかに利用したのか。合衆国建国以来、いまだに衰

えない南部の存在感と影響力。南部がアメリカの形成と再生に果たした役割を詳細に読み解く。 

装丁・頁数: A5 判並製 344頁 発行年月日：2010/12/7   

ISBN:9784766417739 定価 3080 円（本体 2800 円） 

電子版教科書：なし   

歴史〈文化史〉 2023 年度目録 No. 人文科学（23）43 

中国料理の世界史 美食のナショナリズムをこえて  
岩間一弘著 

世界に広がり、人々に愛され「国民食」へと変貌をとげた「中国料理」。国家建設とナショナリズムに注目し

ながら、アジアからアメリカ、ヨーロッパを縦横無尽に旅して、中国料理と中国系料理の巨大で口福な歴史

を味わいなおす。 

装丁・頁数: 四六判並製 656頁 発行年月日：2021/9/20   

ISBN:9784766427646 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

歴史〈文化史〉 2023 年度目録 No. 人文科学（24）44 

愛と戦いのイギリス文化史 1951―2010 年   
川端康雄・大貫隆史・河野真太郎・佐藤元状・秦邦生編 

現代イギリス文化研究の最前線！ 冷戦、ビートルズ、サッカー、パンク、映画、王室、サッチャー、YBA、

そしてグローバリゼーション―。20 世紀後半＋現代のイギリスを領域横断的に語りつくす。 

装丁・頁数: A5 判並製 484頁 発行年月日：2011/9/30   

ISBN:9784766418781 定価 3520 円（本体 3200 円） 

電子版教科書：なし   
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歴史〈地理/経済（経済一般）〉 2023 年度目録 No. 人文科学（25）45 

ジオ･メディアの系譜 進化する地表象の世界  
杉浦章介・武山政直ほか著 

世界を俯瞰する上で最も優れたメディアの一つ、ジオメディア（位置・地理情報を扱うメディア）の歴史を

ひもとき、理解を深める。もっとも古典的なジオメディアである紙の地図から近年のインターネット・GISに

よるモバイル化・リアルタイム化したジオメディアまで、その系譜を明らかにする。 

装丁・頁数: A5 判並製 164頁 発行年月日：2010/5/25  

ISBN:9784766417395 定価 2200 円（本体 2000 円） 

電子版教科書：なし   

心理〈心理一般〉 2023 年度目録 No. 人文科学（26）46 

心理学が描くリスクの世界 第 3 版 行動的意思決定入門  
広田すみれ・増田真也・坂上貴之編著 

行動経済学を生み、医療や科学技術のリスクコミュニケーションにも欠かせない、意思決定とリスクに関す

る心理学的知見の基礎知識と最新の研究動向をいち早く紹介した入門書を全面改訂。幅広い分野の関心に応

える充実した１冊。教科書にも最適。 

装丁・頁数: A5 判並製 296頁 発行年月日：2018/1/30   

ISBN:9784766423341 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

心理〈臨床心理〉 2023 年度目録 No. 人文科学（27）47 

人間関係の理解と心理臨床 家庭・園・学校・施設・職場の問題解決のために  
吉川晴美・松井知子編著 

人は生涯発達するととらえ、各発達段階における人間関係の象徴的問題を解説。さらに、ロールプレイ（心

理劇）を用いた事例を紹介し、心理職を目指す者だけでなく教育現場でも役立つカウンセリングを通した問

題解決法の習得をめざす。 

装丁・頁数: A5 判並製 248頁 発行年月日：2017/9/30   

ISBN:9784766424669 定価 2420 円（本体 2200 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

心理〈臨床心理〉 2023 年度目録 No. 人文科学（28）48 

心理劇入門 理論と実践から学ぶ  
日本心理劇学会監修／土屋明美・茨木博子・吉川晴美編著 

モレノが創始した「サイコドラマ」は、日本では「心理劇」と訳され、集団心理療法のひとつとして発展して

きた。心理劇の基本を解説し、心理・医療・教育・福祉などの実践例を挙げることで、人間関係の問題解決や

幸福追求のメソッドとしての可能性を探る。 

装丁・頁数: A5 判並製 276頁 発行年月日：2020/10/30   

ISBN:9784766427035 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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宗教〈仏教〉 2023 年度目録 No. 人文科学（29）49 

空海の座標 存在とコトバの深秘学  
高木訷元著 

青年期から晩年まで時代背景にそくして空海の足跡を丁寧にたどりながら、『聾瞽指帰』『請来目録』『般若心

経秘鍵』などの代表著作を読み解き、その核心たるマンダラ思想の萌芽と体系化の流れを、迫力ある筆致で

描き出す。 

装丁・頁数: 四六判上製 312頁 発行年月日：2016/3/15  

ISBN:9784766423099 定価 3080 円（本体 2800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

宗教〈キリスト教〉 2023 年度目録 No. 人文科学（30）50 

入門講義 キリスト教と政治   
田上雅徳著 

キリスト教は、どのように世俗の権力（国家）から影響を受け、どのように影響を与えてきたのか？「共同

性」「終末意識」などをキーワードに語りおろした、キリスト教思想史の入門書。 

装丁・頁数: 四六判並製 292頁 発行年月日：2015/3/14   

ISBN:9784766421835 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

宗教〈イスラム教〉 2023 年度目録 No. 人文科学（31）51 

リベラルなイスラーム 自分らしくある宗教講義  
大川玲子著 

クルアーンという豊かなテクストを「リベラル」な解釈へと開き、変革を期すムスリムたちに着目。他者を

認め、自分らしくあることを目指す「読み」の奥深さと、その実践を見ていく。 

装丁・頁数: 四六判並製 288頁 発行年月日：2021/1/25   

ISBN:9784766427134 定価 2200 円（本体 2000 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

社会〈社会一般〉 2023 年度目録 No. 人文科学（32）52 

はじめて学ぶ社会学 第 2 版   
高木聖・村田雅之・大島武著 

はじめて社会学にふれる人のための好評テキスト第２版！ 基礎的な概念や用語を身近な事例を挙げながら

懇切丁寧に解説。社会を見る目、問題の本質を知る手がかりを得るのに最適の 1 冊。 

装丁・頁数: A5 判並製 160頁 発行年月日：2016/2/29   

ISBN:9784766423082 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：なし   
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社会〈社会一般〉 2023 年度目録 No. 人文科学（33）53 

分断と対話の社会学 グローバル社会を生きるための想像力  
塩原良和著 

効率化し分断され、常に自己革新を迫られる高度資本主義社会。一人一人の人間が生きていくために必要な

「批判的想像力」を養うための入門書。さらに深く考えたい読者に、各章末に「キーワード解説」「ブックガ

イド」も掲載。 

装丁・頁数: 四六判並製 224頁 発行年月日：2017/4/28  

ISBN:9784766424232 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

社会〈社会一般〉 2023 年度目録 No. 人文科学（34）54 

新しい消費者教育 第２版 これからの消費生活を考える  
日本消費者教育学会関東支部監修／神山久美・中村年春 ・細川幸一編著 

消費者問題・運動の歴史や消費者法・行政の基本的な仕組みと役割を平易に解説、楽しい授業アイデアを盛

り込んだ定番テキスト。第２版では国連 SDGsの採択や民法改正による成年年齢の引下げなどを反映、「環境」

の章を新設した。 

装丁・頁数: B5 判並製 120 頁 発行年月日：2019/10/30   

ISBN:9784766426335 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

社会〈社会調査〉 2023 年度目録 No. 人文科学（35）55 

はじめて学ぶ社会調査 リサーチ・マインドを磨く８つのレクチャー  
儘田徹著 

初学者必携、社会調査の入門書！社会調査の基本的な考え方と進め方を具体例を用いてわかりやすく紹介し、

量的データ・質的データともに収集方法と分析方法をバランスよく丁寧に解説します。学部生はもちろん、

社会調査の基礎を学びたい大学院生や社会人にもお薦めです。 

装丁・頁数: A5 判並製 176頁 発行年月日：2012/10/31   

ISBN:9784766419795 定価 2200 円（本体 2000 円） 

電子版教科書：なし   

社会〈社会調査〉 2023 年度目録 No. 人文科学（36）56 

キャンプ論 あたらしいフィールドワーク  
加藤文俊著 

今日から始められる、フィールドワーク入門！ 「キャンパス（教室）」に閉じこもった知の獲得方法から脱

し、まちへ出かけて、いろいろな人とコミュニケーションを築くあたらしいフィールドワークを提案する。 

装丁・頁数: A5 変並製 224頁 発行年月日：2009/11/5   

ISBN:9784766416954 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：なし   
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社会〈メディア論〉 2023 年度目録 No. 人文科学（37）57 

コミュニケーション研究 第５版 社会の中のメディア  
大石裕著 

広範なコミュニケーションを考える入門書。コミュニケーションが社会の中で果たす役割、ソーシャルメデ

ィアや新たなメディアの社会的影響などを体系的に整理し、図表を掲げわかりやすく解説。 

装丁・頁数: A5 判並製 330頁 発行年月日：2022/4/15  

ISBN:9784766428100 定価 2970 円（本体 2700 円） 

電子版教科書：なし   

社会〈メディア論〉 2023 年度目録 No. 人文科学（38）58 

批判する／批判されるジャーナリズム   
大石裕著 

メディア政治がポピュリズムの流れを加速する民主主義社会において、ジャーナリズムは鋭い問題提起を行

い続けることができるのだろうか？ 自由で多様な言論の場としてのメディアとこれからのジャーナリズム

のあるべき姿を探る。 

装丁・頁数: 四六判並製 224頁 発行年月日：2017/1/30   

ISBN:9784766423976 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

社会〈家族論〉 2023 年度目録 No. 人文科学（39）59 

純潔の近代 近代家族と親密性の比較社会学  

デビッド・ノッター著 

わたしたちが当たり前のように思っている「愛」や「恋愛」は、歴史の産物にほかならない。日米の比較を軸

に、近代日本における「愛」の歴史を辿り、日本近代の家族制度、結婚制度、文化の特徴をあきらかにする。 

装丁・頁数: 四六判上製 256頁 発行年月日：2007/11/10   

ISBN:9784766414233 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：なし   

社会〈家族論〉 2023 年度目録 No. 人文科学（40）60 

ワーク・ファミリー・バランス これからの家族と共働き社会を考える  
高橋美恵子編著 

スウェーデン・ドイツ・オランダの子育て世代にインタビュー調査し、男女が共に家族と仕事を両立するた

めの政策がどのように機能し、どんな課題があるのかを生活の中からリアルに描き出す。日本が目指すべき

稼得・ケア共同型社会のあり方を探る意欲的な一冊。 

装丁・頁数: 四六判並製 288頁 発行年月日：2021/10/20   

ISBN:9784766427790 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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社会〈スポーツ〉 2023 年度目録 No. 人文科学（41）61 

スポーツのちから 地域をかえるソーシャルイノベーションの実践  
松橋崇史・金子郁容・村林裕著 

活気のあるまちには理由がある。スポーツで人と人がつながれば、大きな「ちから」が生まれる。全国各地の

成功事例から豊かなまちをつくるための考え方と方法を示す！ 

装丁・頁数: 四六判並製 216頁 発行年月日：2016/10/31  

ISBN:9784766423723 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

教育〈教育一般〉 2023 年度目録 No. 人文科学（42）62 

クリエイティブ・ラーニング 創造社会の学びと教育  
井庭崇編著／鈴木寛・岩瀬直樹・今井むつみ・市川力著 

子どもたちの創造力を育む、クリエイティブ・ラーニングの可能性について、気鋭の研究者・井庭崇が、鈴木

寛、岩瀬直樹、今井むつみ、市川力という教育界のフロントランナーを迎え、徹底討論。 

リアリティ・プラス 

装丁・頁数: 四六判並製 672頁 発行年月日：2019/2/28 

ISBN:9784766425727 定価 3960 円（本体 3600 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

教育〈教育一般〉 2023 年度目録 No. 人文科学（43）63 

日本教育史 教育の「今」を歴史から考える  

山本正身著 

「国家による国民形成」から「個々人の生の充実」をめざして。教育とは何か？誰のための教育なのか？「近

代教育」が発足・確立した明治以降を中心とする、古代から現代までの日本の教育の歴史を概観。 

装丁・頁数: A5 判並製 516頁 発行年月日：2014/4/25   

ISBN:9784766421316 定価 3300 円（本体 3000 円） 

電子版教科書：なし   

教育〈教育一般〉 2023 年度目録 No. 人文科学（44）64 

西洋教育思想史 第 2 版   
眞壁宏幹編 

思想家の言説ばかりではなく、その周縁をも丁寧に考慮していくことにより、西洋教育思想の深淵にせまる。

教育思想史テキストの決定版。第 ２版ではモンテーニュの教育観、ユダヤの教育思想史、保守派の教育論が

加筆された。 

装丁・頁数: A5 判並製 688頁 発行年月日：2020/3/30   

ISBN:9784766426588 定価 4180 円（本体 3800 円） 

電子版教科書：なし   
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教育〈教育一般〉 2023 年度目録 No. 人文科学（45）65 

教育心理学   

安藤寿康・鹿毛雅治編 

教育を科学的に把握するための基本となる〈発達〉と〈学習〉の心理学的メカニズムや、教育における学習環

境のあり方と実践的な問題をわかりやすく解説している。最新の「教育心理学」の成果や現代的なトピック

は第一線で活躍する多彩な執筆者陣によりコラムで紹介している。慶應義塾大学の教育学研究にゆかりのあ

る研究者総勢 35 名の執筆者陣が「教育心理学」の多彩さ奥深さ楽しさを伝えている。 

装丁・頁数: A5 判並製 364頁 発行年月日：2013/5/15  

ISBN:9784766420357 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：なし   

教育〈初等・中等教育〉 2023 年度目録 No. 人文科学（46）66 

ことばの力を育む   
大津由紀雄・窪薗晴夫著 

新しい小学校学習指導要領で必修化された「外国語活動」の実践方法を示すサブテキスト。子どもたちがこ

とばの仕組みについての関心を深め、その楽しさに気づき、存分に活用できるようにするために理論と教材

を提示。 

装丁・頁数: B5 判並製 200頁 発行年月日：2008/4/25   

ISBN:9784766414714 定価 1760 円（本体 1600 円） 

電子版教科書：なし   

教育〈初等・中等教育〉 2023 年度目録 No. 人文科学（47）67 

学校の先生にも知ってほしい 慢性疾患の子どもの学校生活   
満留昭久編 

慢性疾患をもつ病弱児童が学校生活を送るにあたり、保護者と学校関係者が知っておくべき基礎的な知識を

コンパクトに収録。病気の基礎知識、学校生活での配慮事項などを病気ごとに解説。 子どものこころと体

シリーズ 

装丁・頁数: 四六判並製 240頁 発行年月日：2014/8/30   

ISBN:9784766420944 定価 2200 円（本体 2000 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

教育〈高等教育・大学論〉 2023 年度目録 No. 人文科学（48）68 

大学の IR 意思決定支援のための情報収集と分析  

小林雅之・山田礼子 編著 

学生募集、教育の質保証、外部評価対応、情報公開等々…… 大学につきつけられた喫緊の課題に対応する

ためには、学内の様々な情報を収集・分析する必要がある。大学改革の本丸ともいうべき IRとは何か。その

理論と実践を分かりやすく解説。 

装丁・頁数: A5 判並製 224頁 発行年月日：2016/4/25   

ISBN:9784766422795 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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教育〈高等教育・大学論〉 2023 年度目録 No. 人文科学（49）69 

大学改革を問い直す   
天野郁夫著 

これからの大学が備えるべきシステム、価値、理念を見定め、「全入」問題、高大接続、秋入学やファンドレ

イジングなど、具体的かつ喫緊の課題に重要な示唆を与える。全ての大学人にとって必読の１冊。 

装丁・頁数: A5 判並製 308頁 発行年月日：2013/6/28  

ISBN:9784766420531 定価 3080 円（本体 2800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

教育〈特別支援教育〉 2023 年度目録 No. 人文科学（50）70 

肢体不自由教育の基本とその展開   

日本肢体不自由教育研究会監修 

特別支援教育を前提に、肢体不自由教育で特に必要な知識、指導の考え方、指導内容など、基本を解説。重複

障害の増加と個々の教育的ニーズにも対応。また、動作法、作業療法や音楽療法などについても紹介する。 

肢体不自由教育シリーズ 1 

装丁・頁数: A5 判並製 264頁 発行年月日：2007/8/25   

ISBN:9784766414097 定価 2420 円（本体 2200 円） 

電子版教科書：なし   

教育〈特別支援教育〉 2023 年度目録 No. 人文科学（51）71 

障害の重い子どもの目標設定ガイド〈第 2 版〉  

授業における「S スケール」の活用 
 

徳永豊編著 

知的障害などで学ぶことの困難さが大きい子どもの学習評価の画期的なツールである「Ｓスケール（学習到

達度チェックリスト）」の仕組み、具体的な活用方法、実践事例を解説。 

装丁・頁数: A5 判並製 88 頁 発行年月日：2021/3/15   

ISBN:9784766427325 定価 1100 円（本体 1000 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

教育〈特別支援教育〉 2023 年度目録 No. 人文科学（52）72 

特別支援教育のカリキュラム・マネジメント  

段階ごとに構築する実践ガイド 
 

一木薫著 

特別支援学校等への指導実績が豊富な著者が、10 のステップに分けて、自校の課題の洗い出し、基本の解説

や事例を紹介。さらに筆者が開発したツールを用いて具体的な解決方法へ導く実践的な解説書。 

装丁・頁数: A5 判並製 96 頁 発行年月日：2021/7/30   

ISBN:9784766427561 定価 1210 円（本体 1100 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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教育〈特別支援教育〉 2023 年度目録 No. 人文科学（53）73 

五訂版 視覚障害教育に携わる方のために   
香川邦生編著 猪平眞理・大内進・牟田口辰己共同執筆 

視覚に障害をもつ子どもの特性や心理を踏まえ、乳幼児期から学校教育を経て社会的自立に至るまで、発達

段階に合わせた養育・指導上の配慮を解説。教員はもとより、保護者やボランティアにとっても必読の書。 

装丁・頁数: A5 判並製 320頁 発行年月日：2016/9/30  

ISBN:9784766423679 定価 3300 円（本体 3000 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

芸術〈美術〉 2023 年度目録 No. 人文科学（54）74 

浮世絵とパトロン 天皇・将軍・大名の愛した名品たち  
内藤正人著 

葛飾北斎『西瓜図』、歌川国芳『山王祭礼』、などの名品の数々を、天皇や将軍や大名たちはどのように愛し収

集したのか。江戸初期から幕末までの作品を丁寧に読み解き、浮世絵の文化的・歴史的背景を浮き彫りにす

る。 

装丁・頁数: 四六判並製 216頁 発行年月日：2014/3/31   

ISBN:9784766421187 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：なし   

芸術〈デザイン〉 2023 年度目録 No. 人文科学（55）75 

デザイン言語 2.0 インタラクションの思考法  

脇田玲・奥出直人編 

『デザイン言語』の第 2 弾。より実作（デザインプロセス）に重きを置いた構成で、優れたデザインが創造

される現場の思考法がわかる。身体性と知覚のデザインを基軸に、テクノロジーと感覚の新しい関係性に着

目する。 

装丁・頁数: A5 判並製 352頁 発行年月日：2006/5/8   

ISBN:9784766412369 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：なし   

文学〈日本文学〉 2023 年度目録 No. 人文科学（56）76 

小説は、わかってくればおもしろい 文学研究の基本１５講  
小平麻衣子著 

自由に読むには、修業がいる。テクスト分析のポイントを知り、資料を探し、〈あなたらしく〉と〈客観性〉

をレポートで表現しよう！ 

装丁・頁数: A5 判並製 264頁 発行年月日：2019/3/22   

ISBN:9784766425918 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：なし   
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文学〈海外文学〉 2023 年度目録 No. 人文科学（57）77 

中国文学史   

佐藤 一郎 著 

本書は、「先秦時代の文学」から時代を追って「清代の文学」までの文学の流れと共に、それぞれの文学者が

果たした役割その民族的特色をも鮮明に浮かび上らせている。 

装丁・頁数: A5 判並製 158頁 発行年月日：1985/1  

ISBN:9784766401943 定価 1320 円（本体 1200 円） 

電子版教科書：なし   

文学〈英米文学〉 2023 年度目録 No. 人文科学（58）78 

アメリカ文学史 駆動する物語の時空間  

巽孝之著 

「ロード・ナラティヴ」としてのアメリカ文学史という、第一人者によるまったく新しい魅力的な「通史」。

初学者のためのすぐれた読書ガイドであり、それ自体、読む楽しみを満喫できる 1冊でもある。 

装丁・頁数: A5 判並製 320頁 発行年月日：2003/1/25   

ISBN:9784766409147 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：なし   

文学〈随筆〉 2023 年度目録 No. 人文科学（59）79 

小泉信三エッセイ選 2 私と福澤諭吉   

小泉信三著 

福澤諭吉の膝下に育ち、慶應義塾長を長く務めた小泉が描く、追憶の福澤像の数々。近代日本の偉人を温か

い眼差しで見つめ、独立自尊の精神を継承する。慶應義塾ひいては近代日本の一つの思想体系をあぶり出す。 

装丁・頁数: 四六判上製 304頁 発行年月日：2017/1/25   

ISBN:9784766423846 定価 3080 円（本体 2800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

文学〈文献学〉 2023 年度目録 No. 人文科学（60）80 

テクストとは何か 編集文献学入門  
明星聖子・納富信留編 

テクストを疑え！ 印刷されたテクスト、検索されたテクストをより主体的に、より深く楽しく読み解くた

めの知の技法。 

装丁・頁数: A5 判並製 274頁 発行年月日：2015/10/30   

ISBN:9784766422801 定価 2420 円（本体 2200 円） 

電子版教科書：なし   
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語学〈英語〉 2023 年度目録 No. 語学（61）81 

英語史入門   
橋本功著 

英語の成り立ちとその背景にある歴史と文化、言語としての特徴（英語の方言や、文字と音声、語形、語法な

ど）、西洋文化の軸である聖書との関係をわかりやすく解説した「英語史」の入門書。 

装丁・頁数: A5 判並製 352頁 発行年月日：2005/9/10  

ISBN:9784766411799 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：なし   

語学〈英語〉 2023 年度目録 No. 語学（62）82 

もっともシンプルな英語ライティング講義   
井上逸兵著 

日本語を英語に置き換えるだけでは、伝わる英文にはならない！ 

段落とパラグラフの違いや、日本と欧米におけるライティングの思考の違いをふまえ、英文の基本構造をも

っともシンプルに解説する。アカデミックなシーンでも、ビジネスにおいても、英語で、書く・読む・プレゼ

ンする技術を獲得できる一冊。 

装丁・頁数: A5 判並製 160頁 発行年月日：2022/2/18   

ISBN:9784766427899 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

語学〈英語〉 2023 年度目録 No. 語学（63）83 

大学で学ぶ英語の教科書   
奥田暁代著 

英語力を身につけながら「大学で学ぶ」ことを学び、発見し、自ら学んでいくことを楽しむための最適なテ

キスト。 

装丁・頁数: A5 判並製 192 頁 発行年月日：2016/2/29   

ISBN:9784766423105 定価 2200 円（本体 2000 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

語学〈英語〉 2023 年度目録 No. 語学（64）84 

Study Skills for College English 2nd Edition   
慶應義塾大学経済学部英語部会編 

大学の勉強に必要なアカデミック・イングリッシュの 3 つの基本的技能――Writing、Reading、Presentation

を集中的に訓練する必携テキストの改訂版。Writing Sectionでは、自分の考えを論理的に提示する英文パラ

グラフの書き方を習得し、短いレポートにまとめる方法を紹介。Reading Section では、主題や論理構成を的

確に把握し、「必要な情報を得るためのリーディング」を習得。 

装丁・頁数: B5 判並製 100頁 発行年月日：2011/4/10   

ISBN:9784766417944 定価 1100 円（本体 1000 円） 

電子版教科書：なし   
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語学〈中国語〉 2023 年度目録 No. 語学（65）85 

初級中国語テキスト まなんで（CD 付）   
村越貴代美編著 

先生が授業で繰り返し説明する重要ポイントをまとめて掲載、本文中の中国語や区分をすべて掲載した「新

しいタイプの教科書」。 

装丁・頁数: B5 判並製 166頁 発行年月日：2014/10/30  

ISBN:9784766421897 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：なし   

語学〈ロシア語〉 2023 年度目録 No. 語学（66）86 

白い金 推理小説によるロシア語中級コース  
ナコルチェフスキー・アンドレイ・金沢大東著 

モスクワと東京を舞台にしたロシア語による推理小説をテキストに、ロシアと日本の風土・文化に根づいた

ロシア語表現、文法・語法を学ぶことができるように工夫された、多機能かつユニークなテキスト。CD-ROM 

付。 

装丁・頁数: B5 判並製 202頁 発行年月日：2002/5/20   

ISBN:9784766408935 定価 3960 円（本体 3600 円） 

電子版教科書：なし   
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法律〈法律一般〉 2023 年度目録 No. 社会科学（1）87 

法学概論【第二版】   

霞信彦編／原禎嗣 ・神野潔・兒玉圭司・三田奈穂・髙田久実著 

本書は、法の世界に興味を有する入門者への「道しるべ」となるために、また多く「法学」と称せられた学科

目を学ぶための一助になれば、という意図のもとに編まれた入門書。法律学を学び、法律を理解するために

は、何をすればよいのか。法律世界への実践的アプローチまで踏み込みながら、法律学における共通認識や

基礎的事項を理解する。随所に基礎的事項や法制史的なコラムを折り込みながら読者を法の世界へと誘う。

日本法制史の研究者の手により書き上げられた特色ある法学入門の最新版。 

装丁・頁数: A5 判並製 204頁 発行年月日日: 2022/03/25 

ISBN:9784766428148 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

法律〈法律一般〉 2023 年度目録 No. 社会科学（2）88 

法解釈学入門   
ヘルムート・コーイング著 松尾弘訳 

法律学の基礎中の基礎である、法律解釈の歴史や手法、裁判官による法形成、法体系の捉え方等を、コンパ

クトかつ本格的に学べる入門書。法律学に取り組む方すべての人に向けたドイツ法律学の泰斗コーイングの

名著。 

装丁・頁数: 四六判並製 144頁 発行年月日日：2016/09/30 

ISBN:9784766423655 定価 2420 円（本体 2200 円） 

電子版教科書：なし   

法律〈法律一般〉 2023 年度目録 No. 社会科学（3）89 

新版 大学生が知っておきたい生活のなかの法律   

細川幸一著 

1 章 6 頁・全 15 章のコンパクトな分量で、生活に必要な法律の基礎知識をライフステージごとに解説する入

門書。「アパートの契約」「SNS トラブル」といった、18 歳成人によって大学生活でより身近になったトラブ

ルから、「就職」「結婚生活」「老後の生活」などの今後直面する問題まで取り上げる大好評書の最新版！ 

装丁・頁数: B5 判並製 112頁 発行年月日： 2022/03/15 

ISBN:9784766428155 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

法律〈法律一般〉 2023 年度目録 No. 社会科学（4）90 

大学生が知っておきたい消費生活と法律   
細川幸一著 

18 歳成人はもう近い！ 大学生をとりまく消費社会を理解し、陥りやすい消費トラブルを解決する「法律の

知恵」を身に付ける。「賢い消費者」へのパスポート！ 

装丁・頁数: B5 判並製 112頁 発行年月日：2018/10/12  

ISBN:9784766425697 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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法律〈憲法〉 2023 年度目録 No. 社会科学（5）91 

大学生のための日本国憲法入門   
吉田成利著 

「憲法」には何が書いてあるか？憲法はなぜあるのだろう？ 基礎教養としての日本国憲法を、話題となっ

た事例や、身近なニュース事例などをとり上げながらわかりやすく説明する日本国民の必読書！付録として、

日本国憲法全文を掲載。 

装丁・頁数: A5 判並製 168頁 発行年月日：2020/01/25  

ISBN:9784766426472 定価 1650 円（本体 1500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

法律〈民法〉 2023 年度目録 No. 社会科学（6）92 

新標準講義 民法債権総論 全訂 3 版   
池田真朗著 

はじめて債権法を学ぶ一般読者から法曹実務家を志す学生まで、すべての人が実社会で民法の知識を役立て

ることを目指した「法律学習の新標準」テキスト。2020 年改正民法に対応し、全面的に書き直された待望の

第３版。 

装丁・頁数: A5 判上製 304頁 発行年月日：2019/11/30 

ISBN:9784766426281 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

法律〈民法〉 2023 年度目録 No. 社会科学（7）93 

新標準講義 民法債権各論 第 2 版   
池田真朗著 

「ルール創り」の発想から説く法律学の最新「標準」授業。2020 年改正民法に対応し、契約不適合責任、定

型約款等の改正項目に加え、配偶者居住権や QR コード決済にまで言及。進路アドバイスや出題形式解説な

ど、学習者のためのノウハウも満載！ 

装丁・頁数: A5 判上製 264頁 発行年月日：2019/04/25   

ISBN:9784766425789 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

法律〈民法〉 2023 年度目録 No. 社会科学（8）94 

民法の体系 第 6 版   
松尾弘著 

2020 年改正民法に完全対応し、現行民法と新民法対比記述を充実させ、現行民法から改正の内容の理解がで

きる最新版。司法試験に必要となる知識を１冊で網羅するロースクール生必携の基本書。 

装丁・頁数: A5 判上製 832頁 発行年月日：2016/10/31  

ISBN:9784766422771 定価 5720 円（本体 5200 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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法律〈民法〉 2023 年度目録 No. 社会科学（9）95 

物権法改正を読む 令和 3 年民法・不動産登記法改正等のポイント  

松尾弘著 

法制審議会（民法・不動産登記法部会）幹事、松尾弘教授による、好評「改正法を読む」シリーズの最新作。

2021 年 4 月に成立した、物権法改正・不動産登記法改正、新法・相続取得土地の国庫帰属法のポイントを解

説する必読の改正民法解説書 

装丁・頁数: A5 判並製 200頁 発行年月日：2021/08/30  

ISBN:9784766427592 定価 2420 円（本体 2200 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

法律〈民法〉 2023 年度目録 No. 社会科学（10）96 

新・考える民法 Ⅲ 債権総論   

平野裕之著 

本番形式の問題に対して、出題の趣旨、論点の重要度、答案作成に関するコメントなどを随所につけ、改正

民法に対応した解説で重要論点を徹底解明。答案構成サンプルも付し、実際の論文試験で圧倒的な論文を書

く力を養う、究極の民法事例演習書、第Ⅲ巻！ 

装丁・頁数: A5 判並製 240頁 発行年月日：2020/04/30  

ISBN:9784766426687 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

法律〈民法〉 2023 年度目録 No. 社会科学（11）97 

新・考える民法 Ⅳ 債権各論   
平野裕之著 

考えに考え抜き、改正民法をコンプリートする至高の演習書・第Ⅳ巻・債権各論！ 受験生に支持のあつい

著者が、完璧な改正民法の論点・論述を解き明かす。司法試験受験生必携。「改正民法演習シリーズ」（全４

巻）完結巻。 

装丁・頁数: A5 判並製 352頁 発行年月日：2020/10/20  

ISBN:9784766426991 定価 3080 円（本体 2800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

法律〈民法〉 2023 年度目録 No. 社会科学（12）98 

新世紀民法学の構築 民と民との法を求めて  

池田真朗著 

池田民法学の核心となる債権譲渡の学問的発展から、債権譲渡から金融法への発展、法学教育、日本民法の

国際的展開など、池田先生の著作を読む全ての方に対して、池田民法学の全体像、そして今後の民法学の発

展を伝える！ 

装丁・頁数: 四六判上製 224頁 発行年月日：2015/04/30   

ISBN:9784766422238 定価 2310 円（本体 2100 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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法律〈民事法（その他）〉 2023 年度目録 No. 社会科学（13）99 

イギリス取引法入門   
島田真琴著 

最も国際競争力のある取引法として認知されているイギリス法を、近年の法令・判例に基づき、契約から過

失責任、信託、担保までわかりやすく解説。国際訴訟、国際契約交渉、英文契約書作成といった取引法務の実

践面も紹介。 

装丁・頁数: A5 判並製 344頁 発行年月日：2014/04/05  

ISBN:9784766421125 定価 4180 円（本体 3800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

法律〈商法〉 2023 年度目録 No. 社会科学（14）100 

入門講義 会社法 第 2 版   

鈴木千佳子著 

初学者が会社法の全体像をつかめるようまとめた入門書の第２版！「コーポレート・ガバナンスの強化」「親

子会社に関する規律の整備」等の平成 26 年の会社法改正に対応。会社法をこれから学びはじめようとする方

が手に取る最適の一冊！ 

装丁・頁数: A5 判並製 320頁 発行年月日：2017/04/28   

ISBN:9784766424270 定価 3080 円（本体 2800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

法律〈刑事訴訟法〉 2023 年度目録 No. 社会科学（15）101 

刑事訴訟法講義 第 5 版   
安冨潔著 

平成 28 年改正刑事訴訟法全施行後の重要判例、実務の動き、犯罪捜査規範および通信傍受規則等のその後の

改正など、をフォロー加筆修正。前版や他の刑事訴訟法テキストでは分かりづらい部分をよりイメージしや

すく理解しやすく解説した最新版！ 

装丁・頁数: A5 判上製 464頁 発行年月日：2021/01/15   

ISBN:9784766427189 定価 3740 円（本体 3400 円） 

電子版教科書：なし   

法律〈刑事政策・刑事法全般〉 2023 年度目録 No. 社会科学（16）102 

犯罪学入門 ガバナンス・社会安全政策のアプローチ  
小林良樹著 

あなたが当事者ならどう考えますか？ 犯罪等の問題を必ずしも専門に取り扱ったことのない読者を主な対

象とする入門テキスト。類書にはない領域「ガバナンス」「社会安全政策」の観点から犯罪学の考え方や手法

をやさしく解説。 

装丁・頁数: A5 判並製 224頁 発行年月日：2019/07/30   

ISBN:9784766425949 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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法律〈諸法〉 2023 年度目録 No. 社会科学（17）103 

災害復興法学   

岡本正著 

東日本大震災直後から無料法律相談を通じて集められた４万人を超える被災者の「声」を元に、法律的課題

の発見から政策提言まで、巨大災害時の生活再建支援、災害復旧・復興支援に必要となる「防災リーガル・リ

テラシー」を提唱する。 

装丁・頁数: A5 判並製 320頁 発行年月日：2014/09/20  

ISBN:9784766421637 定価 3080 円（本体 2800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

法律〈諸法〉 2023 年度目録 No. 社会科学（18）104 

災害復興法学 II   
岡本正著 

東日本大震災４万件、広島土砂災害 250 件、そして熊本地震 1 万 2 千件のリーガル・ニーズを徹底解析。更

なる復興、そして防災・減災へ。リーガル・レジリエンスの獲得を目指し、新たな防災教育をデザインする第

Ⅱ巻。 

装丁・頁数: A5 判並製 352頁 発行年月日：2018/07/20   

ISBN:9784766425369 定価 3080 円（本体 2800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

政治〈政治史〉 2023 年度目録 No. 社会科学（19）105 

日本行政史   
笠原英彦編 

古代から近代に至るまで幅広い実績のある編者による「日本行政史」のテキスト。日本の「行政文化」「官僚

文化」を明らかにし、真の政治主導による政策形成に必要な歴史的視点を提示する。 

装丁・頁数: A5 判並製 336頁 発行年月日：2010/10/30   

ISBN:9784766417845 定価 3300 円（本体 3000 円） 

電子版教科書：なし   

政治〈政治史〉 2023 年度目録 No. 社会科学（20）106 

入門講義 戦後日本外交史   
添谷芳秀著 

憲法、日米安保、歴史問題、沖縄基地問題、北方領土問題……。日本が抱える外交問題の起源はここにあっ

た。占領期から現在までの日本外交を、変動する国際政治のなかで読みとき、将来への視界を切りひらく、

日本外交史入門の決定版。 

装丁・頁数: A5 判並製 332頁 発行年月日：2019/03/15   

ISBN:9784766425833 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：なし   
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政治〈アジア・太平洋政治〉 2023 年度目録 No. 社会科学（21）107 

中国共産党の歴史   
高橋伸夫著 

国際的影響力を強める中国と、その政権を握る結党 100 年を迎えた中国共産党。壮大な理想とリアリズムの

間で揺れ動いた毛沢東、鄧小平、習近平らの思想と行動、そして彼らが引き起こした歴史的事件を通じてそ

の実像を解き明かす。 

装丁・頁数: 四六判上製 384頁 発行年月日：2021/07/30  

ISBN:9784766427547 定価 2970 円（本体 2700 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

政治〈アジア・太平洋政治〉 2023 年度目録 No. 社会科学（22）108 

東南アジア地域研究入門 1 環境   
山本信人監修 井上真編著 

これから東南アジアを本格的に学ぶ方へ、研究ガイドの決定版！本巻では、東南アジアの生態史を概観し、

人間と自然生態系の関係である「生業」に着目するとともに、近年の重要な論点や現代トピックを整理し将

来の課題を展望する。 

装丁・頁数: A5 判並製 368頁 発行年月日：2017/02/28   

ISBN:9784766423945 定価 3960 円（本体 3600 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

政治〈アジア・太平洋政治〉 2023 年度目録 No. 社会科学（23）109 

東南アジア地域研究入門 2 社会   
山本信人監修 宮原曉編著 

これから東南アジアを本格的に学ぶ方へ、研究ガイドの決定版！本巻では、人々が生きる日常、そして「社

会」の根底にある構造を、「あいだ」という視点から人類学的に問い直し、その多様性の淵源を描き出す。 

装丁・頁数: A5 判並製 344頁 発行年月日：2017/02/28   

ISBN:9784766423952 定価 3960 円（本体 3600 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

政治〈アジア・太平洋政治〉 2023 年度目録 No. 社会科学（24）110 

新興大国インドの行動原理 独自リアリズム外交のゆくえ  
伊藤融著 

日本にとって「重要だが理解できない国」インド。中国が存在感を増すなかで、アジアの一大パワーを狙う、

インド外交の見えざる行動様式をあぶりだす。 

装丁・頁数: 四六判並製 260頁 発行年月日：2020/09/22   

ISBN:9784766426953 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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政治〈EU・ロシア政治〉 2023 年度目録 No. 社会科学（25）111 

現代ロシア政治入門 第２版   
横手慎二著 

現代ロシアの政治を学ぶために、最初に読むべき 1 冊。わが国にとって、そして世界にとって、ロシアのあ

りようが目まぐるしく変化した最近の 10 年間についての記述を加えた、待望の第２版。 

装丁・頁数: A5 判並製 188頁 発行年月日：2016/05/25  

ISBN:9784766423464 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：なし   

政治〈南北アメリカ政治〉 2023 年度目録 No. 社会科学（26）112 

ブラウン判決の遺産 アメリカ公民権運動と教育制度の歴史  
ジェイムズ・T・パターソン著 籾岡宏成訳 

1954 年のブラウン判決の影響を詳述しながら、アメリカ公民権運動史を描く。当時の状況を伝える写真や図

版（黒人差別・暴行の実態、公民権運動に携わった当事者等の写真、風刺漫画）も多数掲載。巻末の統計資料

も充実。 

装丁・頁数: A5 判上製 412頁 発行年月日：2010/03/31   

ISBN:9784766417265 定価 4180 円（本体 3800 円） 

電子版教科書：なし   

政治〈軍事・戦争〉 2023 年度目録 No. 社会科学（27）113 

入門講義 安全保障論   
宮岡勲著 

これからの安全保障を考えるために――。欧米の政治思想や国際政治理論をベースに、国際環境や日米の国

家戦略、さらには海洋・宇宙・サイバー空間をめぐる課題までを一望する入門書。 

装丁・頁数: A5 判並製 256頁 発行年月日：2020/05/30   

ISBN:9784766426793 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

政治〈国際政治〉 2023 年度目録 No. 社会科学（28）114 

入門講義 戦後国際政治史   
森聡・福田円 編著 

第二次世界大戦終結後、国際政治の構図はどのように変化してきたのか？アメリカ・中国・ロシアの外交と

ヨーロッパ、中東、アジアの地域情勢が複雑に絡み合う現代。主要国の外交や地域政治の構図とその変化を

浮き彫りにする、新しい視点の入門書。各章に日本に焦点を当てる節を設け、激動する国際情勢に日本がそ

れぞれの時代でどのように向き合ってきたかもたどる。 

装丁・頁数: A5 判並製 320頁 発行年月日：2022/02/25   

ISBN:9784766427936 定価 2860 円（本体 2600 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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経済〈経済一般〉 2023 年度目録 No. 社会科学（29）115 

経済学ではこう考える   
中島隆信著 

世の中の「なぜ？」を経済学的思考で解き明かす！「伝統文化」や「宗教活動」のなかにも潜む経済合理性

を、わかりやすく切れ味鋭い文章で解説。人間の幸せを実現する道具としての経済学の懐の深さを学べる入

門書。 

装丁・頁数: 四六判並製 224頁 発行年月日：2014/05/15  

ISBN:9784766421330 定価 1650 円（本体 1500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

経済〈経済一般〉 2023 年度目録 No. 社会科学（30）116 

はじめて学ぶ経済学 第 3 版  
 

関谷喜三郎・池野秀弘・安田武彦・大島考介・木村雄一著 

経済学初学者のための入門書『はじめて学ぶ経済学 第 2 版』を最新の動向にあわせて改訂した第３版。経済

学部はもちろん、会計・マーケティング・経営戦略などを学ぶ商学部や経営学部の皆さんにも必要なミクロ

／マクロ経済学の基礎知識を精選、徹底して平易・丁寧に解説する。また、ゲーム理論や情報の経済学など

新しい動向を加え、環境・資源問題や経済格差など現代日本の政策課題もわかりやすく解説。身近なトピッ

クを扱うコラム「そこが知りたい！」に、重要学説を紹介する「この経済学者がスゴイ！」を追加、さらに充

実して楽しさも UP! 

装丁・頁数: A5 判並製 170頁 発行年月日：2022/02/05   

ISBN:9784766427950 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

経済〈経済一般〉 2023 年度目録 No. 社会科学（31）117 

マーケティングと消費者   

朝岡敏行編著 

マーケティングの誕生から発展への歴史、4P などマネジリアル・マーケティングの基礎知識、そして情報技

術革新・法令遵守・環境保護など最新の課題までを網羅した超入門テキスト。入門 消費経済学 5 

 

装丁・頁数: A5 判並製 248頁 発行年月日：2012/04/30   

ISBN:9784766415087 定価 3190 円（本体 2900 円） 

電子版教科書：なし   

経済〈経済一般〉 2023 年度目録 No. 社会科学（32）118 

日本の資本主義とフクシマ ― 制度の失敗とダイナミック・ケイパビリティ  
谷口和弘著 

ケイパビリティ論など経営組織研究の先端理論を駆使して福島原発事故の発生・拡大メカニズムを描写、日

本の資本主義社会を「呪縛」する根源的要因を浮き彫りにした問題作。日本社会の再生を担う各界リーダー

必読の書。 

装丁・頁数: 四六判上製 372頁 発行年月日：2012/10/31  

ISBN:9784766419917 定価 3850 円（本体 3500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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経済〈経済一般〉 2023 年度目録 No. 社会科学（33）119 

「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／嶋津格訳 

現代社会において「競争」を倫理的に擁護できるのか。ドイツの応用倫理学者が経済のみならず、教育・環

境・医療・政治・メディアの分野における競争の重要性を説く。資本主義が嫌いな人のための「競争の倫理」。 

装丁・頁数: 四六判上製 240頁 発行年月日：2020/08/15  

ISBN:9784766426380 定価 2420 円（本体 2200 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

経済〈経済一般〉 2023 年度目録 No. 社会科学（34）120 

子育ての経済学 愛情・お金・育児スタイル  
マティアス・ドゥプケ、ファブリツィオ・ジリボッティ著／鹿田昌美訳／大垣昌夫解説 

先進国の子育てが全体的に「過保護」に変容してきたのはなぜか？ 基本となる 3 つの育児スタイル、経済

学的な仮説をベースに、世界各国のデータ・歴史資料等を駆使して分析する。「教育の経済学」のスタンダー

ドとなる一冊。 

装丁・頁数: 四六判並製 416頁 発行年月日：2020/12/25   

ISBN:9784766427110 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

経済〈経済史〉 2023 年度目録 No. 社会科学（35）121 

日本経済史 1600-2015 歴史に読む現代  
浜野潔・井奥成彦・中村宗悦・岸田真・永江雅和・牛島利明著 

近世の経済学的遺産が近代的工業化に果たした役割を重視しながら近世から現代までを鳥瞰する、日本経済

史の好評テキストの改訂版。各章末尾に新たな視点でのトピックを追加したほか、アベノミクス等の経済動

向についても増補・改稿。 

装丁・頁数: A5 判並製 384頁 発行年月日：2017/04/28  

ISBN:9784766423358 定価 3080 円（本体 2800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

経済〈経済理論〉 2023 年度目録 No. 社会科学（36）122 

よくわかる！ ミクロ経済学入門   
石橋春男・橋口宏行・中藤和重著 

現実経済と経済学の発展の歴史から、市場の仕組みと働き、そして喫緊の政策課題まで、経済学を学ぶ人に

必須の基礎知識を厳選し、やさしく解説した初学者のためのミクロ経済学「超入門」テキスト！ 

装丁・頁数: A5 判並製 172頁 発行年月日：2014/04/25   

ISBN:9784766421378 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：なし   
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経済〈経済理論〉 2023 年度目録 No. 社会科学（37）123 

よくわかる！ マクロ経済学入門 

石橋春男・橋口宏行・河口雄司著 

景気の不思議を解明する！ニュースに出てくる経済指標の読み方から、為替と貿易の関係、政府・日本銀行

の役割と現実の取り組みまで、マクロ経済を理解するための基礎知識を厳選し、やさしく解説した「超」入

門テキスト！ 

装丁・頁数: A5 判並製 192頁 発行年月日：2015/05/08  

ISBN:9784766421514 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）  

経済〈経済理論〉 2023 年度目録 No. 社会科学（38）124 

マクロ経済統計と構造分析 もう一つの国民経済勘定体系を求めて

辻村雅子・辻村和佑著 

経済活動の把握に挑んだ人々の紆余曲折の歴史を辿りつつ、SNA 諸勘定の理論と構造を体系的に説明。実物

経済への影響力をますます強める金融市場の動きを精緻に捉えるべく、新たなマクロ経済統計のあり方を考

察する。 

装丁・頁数: A5 判並製 400頁 発行年月日：2021/09/10   

ISBN:9784766427615 定価 3740 円（本体 3400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）  

経済〈経済理論〉 2023 年度目録 No. 社会科学（39）125 

新版 市場を創る バザールからネット取引まで 

ジョン・マクミラン著／瀧澤弘和 木村 友二 訳 

古今東西の市場の豊富な事例と、経済学の先端研究をベースにした「市場設計」について理論・実践ともに

一流の学者が書いた先駆的な書。初学者には経済学入門として、ビジネスパーソンには実際の市場を考える

上で参考になる。 

装丁・頁数: A5 判並製 384頁 発行年月日：2021/10/30  

ISBN:9784766427837 定価 2970 円（本体 2700 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）  

経済〈経済理論〉 2023 年度目録 No. 社会科学（40）126 

産業組織 理論と実証の接合 

石橋孝次著 

ミクロ経済学初級を学んだ学習者に向け、発展著しい産業組織論を体系的に解説する。基礎から最先端まで

の理論を丹念に解説することで理解を深め、研究論文への橋渡しを行う。

装丁・頁数: B5 判並製 560頁 発行年月日：2021/09/25   

ISBN:9784766427639 定価 4950 円（本体 4500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）  
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経済〈マルクス経済学〉 2023 年度目録 No. 社会科学（41）127 

マルクス経済学 第 3 版   

大西広著 

新古典派経済学とマルクス経済学を接合し、現代資本主義社会を鋭く分析する慶應のマル経教科書、決定版

が完成！著者の不断の研究活動に基づいた解説の改良・追加が全章にわたって行われ、より本格的で“生き

たマル経”を学べる１冊に。 

装丁・頁数: A5 判並製 368頁 発行年月日：2020/04/30  

ISBN:9784766426755 定価 2970 円（本体 2700 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

経済〈マルクス経済学〉 2023 年度目録 No. 社会科学（42）128 

マルクス派数理政治経済学   
大西広編著 

中間層の動向や税制・社会保障政策が政権交代に与える影響、米中覇権争いと経済の再ブロック化の意味な

ど、具体的・今日的課題を取り上げ、精緻な数理モデルを用いて新たな視角と知見を提供する。現代に呼吸

するマルクス経済学の最前線へ！ 

装丁・頁数: A5 判上製 240頁 発行年月日：2021/10/01   

ISBN:9784766427776 定価 2970 円（本体 2700 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

経済〈経済学史・経済思想〉 2023 年度目録 No. 社会科学（43）129 

経済学の歴史   
小畑二郎著 

経済学がこれまでどのような問題と取り組み、どのような考え方を重視し、何について議論してきたのかを

明らかにし、経済学の歴史、多様性、方法論を理解することで、現代の経済学がどのような問題に答えよう

としているのかを知るための一冊。 

装丁・頁数: A5 判並製 314頁 発行年月日：2014/11/28   

ISBN:9784766421750 定価 2860 円（本体 2600 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

経済〈日本経済〉 2023 年度目録 No. 社会科学（44）130 

家計簿と統計 数字から見える日本の消費生活  

佐藤朋彦著 

千差万別の家計簿も、集めてみると時代の傾向が浮き彫りになる。日本の生活スタイルの変化から統計数字

を読むコツ、ネット上での様々な数値の探し方まで、楽しく読みながら、自分の生活に数字をどう活かすか

も学べるおもしろ読み物。 

装丁・頁数: 四六判並製 224頁 発行年月日：2020/07/20   

ISBN:9784766426892 定価 1760 円（本体 1600 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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経済〈日本経済〉 2023 年度目録 No. 社会科学（45）131 

経済政策論 日本と世界が直面する諸課題  
瀧澤弘和・小澤太郎・塚原康博・中川雅之・前田章・山下一仁 著 

財政、社会保障、労働市場、エネルギー、環境、農業など、日本経済の抱える課題を切り口として経済政策を

論じるという新しいアプローチの教科書。政策の背後にある考え方を丁寧に解説、現実の経済政策を評価す

る「目」を養う。 

装丁・頁数: A5 判並製 408頁 発行年月日：2016/01/30  

ISBN:9784766422627 定価 3520 円（本体 3200 円） 

電子版教科書：なし   

経済〈金融〉 2023 年度目録 No. 社会科学（46）132 

よくわかる！ ファイナンス入門   
石橋春男・髙木信久・橋口宏行著 

貨幣誕生の歴史から、証券会社・銀行の行動と役割、金融商品の仕組み、そして近年の金融政策の目的や背

景まで、ファイナンスを知るための基礎知識を厳選し、やさしく解説した初学者向けの「超入門」テキスト！ 

装丁・頁数: A5 判並製 172頁 発行年月日：2014/04/25   

ISBN:9784766421255 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：なし   

経済〈金融〉 2023 年度目録 No. 社会科学（47）133 

金融経済 第 3 版 ― 実際と理論  

吉野直行・山上秀文著 

経済、財政、国際金融などの関連分野に触れつつ、金融経済の実際面から解説することで理論にも興味を持

ち学習できるよう工夫したテキスト。第３版ではマイナス金利政策はじめアベノミクスの下での政策など、

新しい大きな変化に対応。 

装丁・頁数: A5 判並製 288頁 発行年月日：2017/04/15   

ISBN:9784766424027 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：なし   

経済〈金融〉 2023 年度目録 No. 社会科学（48）134 

地域金融の経済学 人口減少下の地方活性化と銀行業の役割  
小倉義明著 

多様化する金融サービスへの適合、激化する融資競争、金融機関同士の経営統合など、現在地方金融機関が

直面する喫緊の課題への対応策を丁寧に分析し、地域社会とともにどう生き延びていくかを解説する。 

装丁・頁数: 四六判上製 272頁 発行年月日：2021/07/30   

ISBN:9784766427578 定価 2970 円（本体 2700 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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経済〈金融〉 2023 年度目録 No. 社会科学（49）135 

フィンテックの経済学 先端金融技術の理論と実践  
嘉治佐保子・中妻照雄・福原正大編 

キャッシュレス化は進むのか？変革に付随した新しいビジネスはどう展開されるか？ 実務にとどまらず経

済学的視点を踏まえて第一線の研究者・専門家が先端金融技術の現在と未来、リスクや問題を総合的に解説・

展望する最良の入門書。 

装丁・頁数: A5 判並製 292頁 発行年月日：2019/08/30  

ISBN:9784766426137 定価 2970 円（本体 2700 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

経済〈産業〉 2023 年度目録 No. 社会科学（50）136 

ハロルド・ヴォーゲルのエンタテインメント・ビジネス  

―その産業構造と経済・金融・マーケティング 
 

ハロルド・ヴォーゲル著 助川たかね訳 

米国のトップアナリスト、ハロルド・ヴォーゲルが、経済・マーケティング・財務・会計の視点からエンタテ

インメントビジネスの製作プロセスと産業構造を横断的・網羅的に分析した名著の待望の邦訳。 

装丁・頁数: A5 判並製 728頁 発行年月日：2013/10/15  

ISBN:9784766420647 定価 8800 円（本体 8000 円） 

電子版教科書：なし   

経済〈社会保障〉 2023 年度目録 No. 社会科学（51）137 

地域包括ケアシステム ―「住み慣れた地域で老いる」社会をめざして  
西村周三監修 国立社会保障・人口問題研究所編 

人々が住み慣れた地域で、親しい人々に囲まれながら、充実した医療・ケアを享受できる社会を実現するた

めの「地域包括ケアシステム」を提唱する。 国立社会保障・人口問題研究所研究叢書 

装丁・頁数: A5 判上製 344頁 発行年月日：2013/03/30  

ISBN:9784766420227 定価 5280 円（本体 4800 円） 

電子版教科書：なし   

経済〈社会保障〉 2023 年度目録 No. 社会科学（52）138 

日本のセーフティーネット格差 労働市場の変容と社会保険  
酒井正著 

誰が「皆保険」から漏れ落ちているのか 「雇用が不安定な者ほどセーフティーネットも脆弱」というパラ

ドキシカルな現状にどう対応すべきか。今後の改革のための指針を、「エビデンス」をもとに模索する力作！ 

装丁・頁数: 四六判上製 352頁 発行年月日：2020/02/15   

ISBN:9784766426496 定価 2970 円（本体 2700 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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経済〈地域経済（アジア）〉 2023 年度目録 No. 社会科学（53）139 

アジア都市の成長戦略 ――「国の経済発展」の概念を変えるダイナミズム  
後藤康浩著 

アジア各国の首都のみならず、主要都市が軒並み拡張を続け、「国単位」のメルクマールに代わる「都市 ( 地

域 ) 単位」の成長・発展モデルがアジアで育成されたことを解説する。アジアのこれからを読むユニークな

都市経済論。 

装丁・頁数: 四六判上製 292頁 発行年月日：2018/06/20  

ISBN:9784766425246 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

経済〈地域経済（アジア）〉 2023 年度目録 No. 社会科学（54）140 

「ネオ・チャイナリスク」研究 ヘゲモニーなき世界の支配構造  

柯隆著 

中国とビジネスを行う企業にとってだけでなく国際社会にとって、「チャイナリスク」の定義がいま大きく変

わりつつある。新旧体制が複雑に混在しつつも覇権奪取へと邁進する強国の実態を、中国人エコノミストが

切れ味よく解説する本格的現代中国論。 

装丁・頁数: 四六判上製 352頁 発行年月日：2021/05/15  

ISBN:9784766427479 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

経済〈地域経済（その他）〉 2023 年度目録 No. 社会科学（55）141 

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  

ピーター・テミン著/栗林寛幸訳・猪木武徳解説 

深刻な対立が続くアメリカの「分断」はなぜ起こったのか。富裕部門と貧困部門の二極化を固定化する政策、

教育制度、人種・ジェンダー差別の存在。発展途上国を想定したアーサー・ルイスの「二重経済」モデルによ

ってアメリカの「現実」を明快に分析する。 

装丁・頁数: 四六判上製 352頁 発行年月日：2020/05/28  

ISBN:9784766426748 定価 2970 円（本体 2700 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

経済〈統計学〉 2023 年度目録 No. 社会科学（56）142 

読む統計学 使う統計学（第 2 版）   
広田すみれ著 

社会の事象を説明する学問として統計学を説明する、ユニークで親切な教科書の好評に応える改訂版。解説

を充実させ、統計ソフト「R」を使った演習を導入、事例データもコラムも刷新。初学者が「読んでわかり、

必ず使える」１冊。 

装丁・頁数: A5 判並製 260頁 発行年月日：2013/05/30   

ISBN:9784766420364 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：なし   
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経済〈統計学〉 2023 年度目録 No. 社会科学（57）143 

統計学基礎講義 第 3 版   

秋山裕著 

回帰分析が最短距離で使えるようになると好評の中級教科書。初学者向けに数式の解説を充実させた第３

版！統計学テキストでは最後に解説されることが多い回帰分析を、必要最小限の基礎を積み重ねた上でまず

学び、その後、そこまでに扱わなかった重要項目を加えていく構成になっているのが本書最大の特長。演習

問題の豊富さ、解説の丁寧さ、Excel 操作手順の詳細な記述等はそのままに、数式の解説を随所に追加、数学

力の低下傾向にも細やかに対応する。 

装丁・頁数: B5 判並製 426頁 発行年月日：2022/04/15  

ISBN:9784766428070 定価 3960 円（本体 3600 円） 

電子版教科書：なし   

経営・ビジネス〈経営一般〉 2023 年度目録 No. 社会科学（58）144 

消えゆく手 株式会社と資本主義のダイナミクス  
リチャード・N・ラングロワ著 谷口和弘訳 

広く経済人に贈る、ラングロワ理論の入門書。シュンペーター、チャンドラーなどの業績をたどりつつ、企

業家、株式会社、資本主義市場の関係を明らかにし、企業の境界論・ケイパビリティ論のエッセンスを伝え

る名著。 

装丁・頁数: A5 判上製 208頁 発行年月日：2011/09/30   

ISBN:9784766418750 定価 3080 円（本体 2800 円） 

電子版教科書：なし   

経営・ビジネス〈経営組織・マネジメント〉 2023 年度目録 No. 社会科学（59）145 

日本型 IPO の不思議 価格形成の歪みを解き明かす  

金子隆著 

新興企業も投資家も健全に育つ市場へ。リスクに見合った値付けこそ「貯蓄から投資へ」を促す鍵である。 

本書は公募価格の「値付け」に着目して、この“不思議な” 現象の原因を明らかにし、日本の成長戦略に不

可欠な証券市場改革に一石を投じる。 

装丁・頁数: 四六判並製 256頁 発行年月日：2022/03/25 

ISBN:9784766428162 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

経営・ビジネス〈保険〉 2023 年度目録 No. 社会科学（60）146 

保険学講義   
堀田一吉著 

身近でありながら、よく理解されていない「保険」を体系的に学ぶための新スタンダードテキスト。保険の

歴史と理論、市場・金融・行政との関わり、そして IT・グローバル化の影響まで、保険の役割と最新潮流を

分かりやすく解説。 

装丁・頁数: A5 判並製 256頁 発行年月日：2021/02/27   

ISBN:9784766427240 定価 2420 円（本体 2200 円） 

電子版教科書：なし   
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経営・ビジネス〈マーケティング〉 2023 年度目録 No. 社会科学（61）147 

アメリカ・マーケティング研究史 15 講 対象と方法の変遷  
堀越比呂志著 

研究対象としての企業実践とそれを説明する研究方法の歴史から、マーケティング研究の過去・現在・未来

を読み解く決定版テキスト！卒業論文・修士論文の執筆に役立つ文献一覧も充実、研究の潮流を俯瞰でき、

読むべき重要論文も見つかる！ 

装丁・頁数: A5 判並製 272頁 発行年月日：2022/09/24  

ISBN:9784766428445 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

経営・ビジネス〈仕事術・自己啓発〉 2023 年度目録 No. 社会科学（62）148 

プレゼンテーション・パターン 創造を誘発する表現のヒント  
井庭崇・井庭研究室著 

魅了するプレゼンは当たり前。聴いた人まで触発されて、アイデアを次々と出してしまうような創造的なプ

レゼンのヒントを 34 パターンで解説。グッドデザイン賞受賞。 

装丁・頁数: 四六判並製 170頁 発行年月日：2013/02/10  

ISBN:9784766419894 定価 1540 円（本体 1400 円） 

電子版教科書：なし   

経営・ビジネス〈仕事術・自己啓発〉 2023 年度目録 No. 社会科学（63）149 

ワークショップデザイン論 第 2 版 創ることで学ぶ  
山内祐平・森玲奈・安斎勇樹著 

ワークショップの「企画―運営―評価」のサイクルを、理論をもとにわかりやすく解説する構成はそのまま

に、第２版では、適切な課題設定の仕方や、ファシリテーションについての最新の知見も盛り込み、さらに

利便性を向上。 

装丁・頁数: A5 変並製 264頁 発行年月日：2021/01/15   

ISBN:9784766427202 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

経営・ビジネス〈会計・財務〉 2023 年度目録 No. 社会科学（64）150 

会計学   

友岡賛編 

会計は誰のためのものなのか、何のためにあるのか、などといった本質的な問題に始まり、会計の諸原則、

財務諸表の基本的な仕組み、財務諸表の分析方法、会計制度などを簡潔かつ明瞭に解説した新スタンダード・

テキスト。本文２色刷。 

装丁・頁数: A5 判並製 258頁 発行年月日：2007/10/15   

ISBN:9784766414271 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：なし   
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経営・ビジネス〈会計・財務〉 2023 年度目録 No. 社会科学（65）151 

日本会計史   
友岡賛著 

奈良時代の納税管理から江戸期・豪商たちが編み出した日本固有の帳合法を経て、明治期・複式簿記の受容、

そして会計原則と監査制度をめぐる昭和期の挑戦と挫折…。会計制度・会計学の発展過程をたどった、初め

ての日本会計通史！ 

装丁・頁数: 四六判上製 232頁 発行年月日：2018/09/28  

ISBN:9784766425468 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

経営・ビジネス 2023 年度目録 No. 社会科学（66）152 

日本型企業文化論【電子版のみ】 水平的集団主義の理論と実証  
佐藤 和 著 

社会・企業文化の 3 層構造を示してハイブリッド型文化移転モデルを展開、日韓比較も交えグローバル社会

における日本企業の変容をその底辺から探る。社会学・宗教学・心理学など学際的知見を導入した、新たな

「日本企業論」の誕生！ 慶應経営学叢書 5 

装丁・頁数: A5 判上製 352頁 発行年月日：2009/04/20   

ISBN:9784766415780 定価 4180 円（本体 3800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）  電子版のみのため、見本献本は応相談。 
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教科書目録 
 

 

【自然科学】 

■理工 No.（01）153-（06）158 

■医学 No.（07）159-（10）162 
 

 

慶應義塾大学出版会 

 2023 年度版（2022.10） 
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理工〈物理学〉 2023 年度目録 No. 自然科学（1）153 

現代物理学を学びたい人へ 原子から宇宙まで  
青木健一郎著 

すべての自然現象は物理学によって説明できる。私たちの身近で起こる「なぜ」を、ミクロからマクロの世

界で詳細に解説。実際の実験授業の内容と結果を反映しているため、大変分かりやすく実践的な書。 

装丁・頁数: A5 判並製 342頁 発行年月日：2011/05/20  

ISBN:9784766418309 定価 3080 円（本体 2800 円） 

電子版教科書：なし   

理工〈地学〉 2023 年度目録 No. 自然科学（2）154 

はじめて学ぶ大学教養地学   
杉本憲彦・杵島正洋・松本直記著 

固体地球、大気海洋、天文の３部構成で、それぞれの専門家が基礎から最新の知識まで、わかりやすく解説。

文系・理系を問わず、すべての大学生に向けた新しい地学テキスト！ 

装丁・頁数: A5 判並製 336頁 発行年月日：2020/06/05   

ISBN:9784766426625 定価 2750 円（本体 2500 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

理工〈地学〉 2023 年度目録 No. 自然科学（3）155 

自然地理学（第 6 版） 地球環境の過去・現在・未来  
松原彰子著 

地球環境の保全および防災・減災のために必要な基礎知識とものの見方を自然地理学の立場から解説した入

門書。大気・海洋・地盤環境の過去から現在までの変化過程とその原因、さらに将来予測について、図表のデ

ータを更新して詳細な説明を追加した第６版。 

装丁・頁数: B5 判並製 248頁 発行年月日：2020/02/20   

ISBN:9784766426526 定価 2640 円（本体 2400 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

理工〈生物学〉 2023 年度目録 No. 自然科学（4）156 

ノーベル賞に二度も輝いた不思議な生物 テトラヒメナの魅力  

沼田治著 

ダイニン、テロメア、リボザイム、ヒストンアセチラーゼ、テロメア RNA、スキャン RNAと、次々と（2 件の

ノーベル賞受賞を含む）重要な発見に結びついた、優れた生物・テトラヒメナの魅力を紹介。 

装丁・頁数: 四六判並製 128頁 発行年月日：2018/10/12 

ISBN:9784766425383 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   
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理工〈生物学〉 2023 年度目録 No. 自然科学（5）157 

バイオインフォマティクス入門 第 2 版   
日本バイオインフォマティクス学会編 

発行部数１万部を超える、バイオインフォマティクス技術者認定試験公式教科書の改訂版。近年の研究・開

発動向を反映して、深層学習や AI、研究倫理・法令について増補。同分野に関心を持つ全ての初学者におす

すめの一冊。 

装丁・頁数: B5 判並製 200頁 発行年月日：2021/12/25  

ISBN:9784766427912 定価 2970 円（本体 2700 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

コンピュータ 2023 年度目録 No. 自然科学（6）158 

サイバーセキュリティ入門：図解×Q&A【第 2 版】 
 

羽室英太郎著 

新型コロナにより、サイバーセキュリティの考え方は大きく変わった。これから、個人や家庭、企業や組織

のセキュリティ管理を的確に行うためには何が必要なのか？企業のセキュリティ部門担当者から、一般のユ

ーザーまで、すべての立場の方を対象に、Q&Aと豊富なイラストで、押さえておくべきセキュリティのポイン

トと基本を視覚的に理解しながらやさしく解説。 

装丁・頁数: A5 判並製 512頁 発行年月日：2022/05/25   

ISBN:9784766428278 定価 3520 円（本体 3200 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

医学〈医学専門〉 2023 年度目録 No. 自然科学（7）159 

抗加齢医学入門 第３版   
米井嘉一著 

健康長寿を目指し、身体年齢を若く保つために、今、何をなすべきか。老化の仕組みを追及し、加齢や老化現

象多角的に立ち向かう。抗加齢医療を実践する医師が、抗加齢医学をわかりやすく詳説。最新の知見を取り

入れた第３版。 

装丁・頁数: A5 判上製 320頁 発行年月日：2019/01/30   

ISBN:9784766425819 定価 4400 円（本体 4000 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

医学〈医学専門〉 2023 年度目録 No. 自然科学（8）160 

遠城寺式 乳幼児分析的発達検査法（改訂新装版）  

九州大学小児科改訂新装版 
 

遠城寺宗徳著 

簡便な検査法によって、子どもの発達を各機能に分析して測定。心身障害児の状態、発達の様相を短時間に

診断でき、正常児においては、発達指導の基礎資料を得るのに便利である。装丁、検査カードのイラストや

一部解説文を刷新。 

装丁・頁数: A5 判並製 64 頁 発行年月日：2009/05/20   

ISBN:9784766416213 定価 880円（本体 800円） 

電子版教科書：なし   
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医学〈家庭の医学〉 2023 年度目録 No. 自然科学（9）161 

おまかせしない医療 自立した患者になるために  
神崎仁・隈部まちこ著 

新しい医師と患者関係をかたちづくり、良質の医療を受けるために必要な情報をまとめた患者のための医療

案内ガイド。希望する医療を受けるために医師と患者から送る「おまかせしない医療」のメッセージ。 

装丁・頁数: 四六判並製 282頁 発行年月日：2005/10/25  

ISBN:9784766411973 定価 1980 円（本体 1800 円） 

電子版教科書：有（大学生協・丸善雄松堂・紀伊國屋書店）   

医学〈薬学〉 2023 年度目録 No. 自然科学（10）162 

薬剤師のための症候学（第 2 版）   

服部豊著 慶應義塾大学薬学部生涯学習センター監修 

新コアカリキュラムに準拠した疾患を網羅し、各症状ごとに「定義」「病態生理」「分類と考えられる疾患」

「トリアージ」を丁寧に解説。薬剤処方や服薬指導のための最新の基礎知識を提供する。 

装丁・頁数: A4 判並製 128頁 発行年月日：2012/04/20   

ISBN:9784766419283 定価 3300 円（本体 3000 円） 

電子版教科書：なし   
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目録No. 教科書名 採用実績校（2021年度以降）

1 思考を鍛えるレポート・論文作成法
（第3版）

お茶の水女子大学、亜細亜大学、愛知学院大学、旭川医科大学、岡山理科大学、関西学院大学、吉田学園医療歯科専門学校、
久留米大学、京都市立芸術大学、京都女子大学、共栄大学、玉川大学、近畿大学、金城大学、駒澤大学、熊本学園大学、郡山健
康科学、郡山健康科学専門学校、公務員ゼミナール、甲南女子大学、甲南大学、香川県立保健医療大学、高岡法科大学、国際医
療福祉大学、桜美林大学、札幌国際大学、山梨英和大学、産業医科大学、実践女子大学、就実大学、十文字学園女子大学、淑
徳大学、尚絅学院大学、昭和女子大学、昭和大学、松山大学、杉野服飾大学、西武文理大学、青森中央短期大学、静岡文化芸
術大学、千葉科学大学、川村学園女子大学、大阪商業大学、大東文化大学、筑波大学、中央学院大学、中央大学、中京大学、中
部大学、長崎シーボルト大学、長崎県立大学、長崎純心大学、帝京大学、帝京平成大学、天理大学、東海大学、東京医療保健大
学、東京純心女子大学、東北学院大学、東北電子計算機、東北電子専門学校、東北文教大学、東洋大学、同志社大学、奈良教
育大学、日本女子大学、日本大学、梅花女子大学、白梅学園大学、飯田女子短期大学、富山大学、武蔵野大学、文京学院大学、
文教大学女子短期大学部、平安女学院大学、法政大学、防衛大学校、北海学園大学、明治大学、明星大学、立正大学、龍谷大
学、國學院大学

2 レポート・論文の書き方入門（第4版） エリザベト音楽大学、愛知県立大学、旭川厚生看護専門学校、茨城大学、横浜商科大学、学習院大学、関西学院大学、岐阜女子
大学、宮城学院女子大学、京都女子大学、共愛学園前橋国際大学、金沢学院大学、熊本大学、慶應義塾大学、県立広島大学、
広島修道大学、高野山大学、国士舘大学、佐賀大学、札幌大学、山口大学、自由学園、十文字学園女子大学、尚絅学院大学、松
山大学、松本大学、上智大学、新潟経営大学、神戸松蔭女子学院大学、神奈川大学、成蹊大学、星槎大学、清泉女学院大学、聖
学院大学、西南学院大学、青森中央学院大学、石巻専修大学、跡見学園女子大学、専修大学、早稲田大学、大阪経済法科大
学、大阪産業大学、大阪物療大学、大分大学、中部大学、長崎大学、長野大学、津田塾大学、津島市立看護専門学校、帝京大
学、帝京短期大学、天理大学、島根大学、東海大学、東京外国語大学、東京女子大学、東京福祉大学、東北学院大学、同志社大
学、日本経済大学、日本大学、白鴎大学、富山大学、武蔵野大学、福岡歯科大学、福島図書館、福島大学、法政大学、防衛大学
校、北海道大学、名古屋市立大学、名城大学、明海大学、明星大学、立教大学、立命館大学、和洋女子大学、國學院大学

3 思考を鍛える大学の学び入門　第2版 亜細亜大学、安田女子大学、沖縄国際大学、広島工業大学、甲南女子大学、香川県立保健医療大学、桜美林大学、椙山女学園
大学、西南学院大学、東京学芸大学、東京農工大学、法政大学、明治学院大学、明治大学、立正大学、琉球大学

4 英語論文の書き方入門 安田女子大学、一橋大学、岐阜女子大学、亀田医療大学、釧路教育大学、慶應義塾（一貫教育校）、神戸女学院大学、楠隼高等
学校、明治学院大学、明治大学

5 アカデミックライティング入門（第2版） 山形大学、神戸女学院大学、大阪経済大学、東洋英和女学院大学、日本外国語専門学校、武庫川女子大学、名古屋外国語大
学、立教大学

6 シカゴ・スタイル　研究論文執筆マ
ニュアル

跡見学園女子大学、東京工業大学、日本女子大学

7 アカデミック・スキルズ（第3版） ノートルダム清心女子大学、フェリス女学院大学、愛知学院大学、愛知教育大学、愛知大学、愛媛大学、旭川教育大学、旭川大
学、一宮研伸大学、茨城女子短期大学、茨城大学、宇部フロンティア大学、横浜国立大学、岡崎女子短期大学、岡山大学、沖縄
国際大学、学習院女子大学、学習院大学、活水女子大学、関西医科大学、関西学院大学、関西大学、岩見沢教育大学、岩手県
立大学、岐阜医療科学大学、京都外国語大学、京都橘大学、京都市立芸術大学、京都女子大学、京都精華大学、京都造形芸術
大学、京都大学、共愛学園前橋国際大学、玉川大学、近畿大学、金沢工業大学、駒沢女子大学、駒澤大学、熊本学園大学、熊本
県立大学、慶應義塾大学、県立広島大学、工学院大学、広島県立広島高校、広島市立大学、甲南大学、高知県立大学、高知大
学、佐賀大学、埼玉県立大学、埼玉工業大学、札幌医科大学、札幌大学、山形大学、山梨英和大学、産業医科大学、四国大学、
四條畷学園大学、鹿児島大学、就実大学、駿河台大学、順天堂大学、小樽商科大学、昭和女子大学、松蔭大学、松山大学、上智
大学、常葉大学、信州大学、新潟県立大学、新潟大学、神戸女子大学、椙山女学園大学、星槎大学、清泉女子大学、聖心女子大
学、聖徳大学、西南学院大学、西武文理大学、青山学院大学、静岡英和学院大学、静岡大学、跡見学園女子大学、川崎医療福
祉大学、創価大学、早稲田大学、大妻女子大学、大阪医科大学、大阪教育大学、大阪経済法科大学、大阪市立大学、大東文化
大学、大分大学、大和大学、拓殖大学、筑紫女学園大学、中央大学、中京大学、中国学園大学、長崎純心大学、長野県立大学、
長野大学、鳥取大学、鶴見大学、帝京大学、帝塚山大学、都留文科大学、東海大学、東京慈恵会医科大学、東京成徳大学、東京
成徳短期大学、東京都市大学、東京都立大学、東京農工大学、東北芸術工科大学、東北大学、東北福祉大学、東洋大学、桃山
学院大学、同志社女子大学、同志社大学、同朋大学、奈良学園大学、日本女子大学、日本赤十字広島看護大学、日本大学、梅
光学院大学、尾道大学、浜松医科大学、富山福祉短期大学、福岡歯科大学、福岡大学、福山市立大学、福山大学、福島図書館、
福島大学、文京学院大学、文教大学、兵庫県立大学、法政大学、北海学園大学、北里大学、名古屋学芸大学、名古屋市立大学、
名古屋商科大学、名古屋大学、名桜大学、名城大学、明海大学、明治学院大学、明治大学、立正大学、立命館大学、琉球大学、
麗澤大学、和洋女子大学、獨協大学

8 グループ学習入門 順天堂大学、昭和学院短期大学、東京慈恵会医科大学、目白大学

9 データ収集・分析入門 清泉女子大学、東京都市大学、東京農業大学

10 資料検索入門 札幌大学、聖徳大学、静岡英和学院大学、立正大学

11 ダメレポート脱出法 沖縄国際大学、久留米大学、共立女子大学、九州共立大学、九州産業大学、高知大学、城西国際大学、西南学院大学、青山学
院大学、長岡こども福祉カレッジ、東北学院大学、日本大学、法政大学、北海学園大学、明海大学、立正大学、龍谷大学

12 実地調査入門 関西大学、共立女子大学、敬愛大学、常葉大学、倉敷市立短期大学、東海大学、名桜大学

13 クリティカル・リーディング入門 慶應義塾大学、上越看護専門学校、西南学院大学、明海大学

14 プレゼンテーション入門 花園大学、慶應義塾大学、中央大学、追手門学院大学、法政大学

15 大学1年生からの研究の始めかた 神戸女子大学、目白大学

16 大学１年生からのプロジェクト学習の
始めかた

清泉女学院大学、盛岡大学、聖徳大学、大阪経済法科大学

17 論理的な考え方　伝え方 岡山大学、丹波市立看護専門学校

18 人文・社会科学のための研究倫理ガ
イドブック

学習院大学、京都大学、阪南大学、東京工業大学

19 大学生のための動画制作入門 デジタルアーツ仙台専門学校、花園大学、九州龍谷短期大学、慶應義塾大学、桜美林大学、産業能率大学、尚美学園大学、湘南
工科大学、上武大学、大阪経済法科大学、大阪芸術大学、大分県立芸術文化短期大学、同志社大学、読売理工医療福祉専門学
校、和光大学

20 大学で学ぶ議論の技法 学習院女子大学、学習院大学、関西大学、広島修道大学

21 トマス・アクィナス 肯定の哲学 東京大学

22 シモーヌ・ヴェイユの詩学 日本ウェルネススポーツ大学

23 感情の哲学入門講義 岡山大学、九州大学、高崎経済大学、札幌教育大学、神戸大学、千葉大学、日本大学、立教大学、國學院大学

24 音楽の哲学入門 学習院大学、九州大学、東京大学、立教大学、國學院大学

25 倫理学案内 鎌倉女子大学、桜美林大学、尚絅学院大学、中央学院大学、東北福祉大学、日本大学
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26 小さな倫理学入門 立命館大学

27 開放系言語学への招待 杏林大学、成蹊大学、大東文化大学

28 グローバルコミュニケーションのための
英語学概論

高知大学、山口県立大学、山口大学、四天王寺大学、滋賀大学、実践女子大学、信州大学、大東文化大学、東洋英和女学院大
学、福岡女学院大学、名古屋外国語大学、名古屋短期大学

29 通俗民権論　通俗国権論 慶應義塾大学、成蹊大学

30 丁丑公論 瘠我慢の説 慶應義塾大学

31 学問のすゝめ（コンパクト版） 慶應義塾大学、中央大学、武蔵野大学

32 西周 現代語訳セレクション 駒澤大学、専修大学

33 大正デモクラットの精神史 新潟大学

34 時を漂う感染症 国際基督教大学、大東文化大学、法政大学、明治学院大学

35 概説 キリシタン史 慶應義塾大学

36 民俗学の思考法 茨城大学、玉川大学、慶應義塾大学、高崎経済大学、芝浦工業大学、十文字学園女子大学、成城大学、立教大学

37 古代エジプトの歴史 慶應義塾大学、東海大学

38 マニラ・ガレオン貿易 立教大学

39 女性たちのフランス革命 身延高等学校、福岡女子大学

40 第一次世界大戦への道 慶應義塾大学、成蹊大学、東洋英和女学院大学

41 実験国家アメリカの履歴書　第2版 宇都宮大学、玉川大学、慶應義塾大学、実践女子大学、北海学園大学

42 アメリカ大統領と南部 慶應義塾大学

43 中国料理の世界史 慶應義塾大学、静岡県立大学

44 愛と戦いのイギリス文化史　1951―
2010年

宮城学院女子大学、慶應義塾大学、専修大学、南山大学、日本女子大学

45 ジオ･メディアの系譜 慶應義塾大学

46 心理学が描くリスクの世界　第3版 関西学院大学、慶應義塾大学、東京都市大学

47 人間関係の理解と心理臨床 昭和女子大学、帝京平成大学、田園調布学園大学、東京福祉大学、武蔵野大学

48 心理劇入門 西九州大学、倉吉総合看護専門学校、北海道医療大学

49 空海の座標 高野山大学

50 入門講義　キリスト教と政治 慶應義塾大学

51 リベラルなイスラーム 明治学院大学

52 はじめて学ぶ社会学　第2版 九州テクノカレッジ、慶應義塾大学、千葉学園高等学校、東京工芸大学

53 分断と対話の社会学 大東文化大学、佛教大学

54 新しい消費者教育 第２版 愛知学泉大学、旭川教育大学、京都華頂大学、金城学院大学、国立音楽大学、札幌学院大学、山梨大学、四国大学、大東文化
大学、追手門学院大学、東海学園大学、東京家政学院大学、同志社女子大学、福岡教育大学、鳴門教育大学

55 はじめて学ぶ社会調査 慶應義塾大学、広島国際大学

56 キャンプ論 札幌大学

57 コミュニケーション研究　第５版 茨城大学、慶應義塾大学、東海大学、東京都市大学

58 批判する／批判されるジャーナリズム 成城大学

59 純潔の近代 立正大学、佛教大学

60 ワーク・ファミリー・バランス 愛知教育大学、関西国際大学、松山大学

61 スポーツのちから 淑徳大学

62 クリエイティブ・ラーニング 慶應義塾大学、東北芸術工科大学

63 日本教育史 慶應義塾大学、弘前学院大学

64 西洋教育思想史　第2版 慶應義塾大学、昭和音楽大学、早稲田大学、立教大学

65 教育心理学 慶應義塾大学、工学院大学、東京福祉大学、明治学院大学

66 ことばの力を育む 宮崎大学、宮城学院女子大学、東京国際大学

67 学校の先生にも知ってほしい　慢性疾
患の子どもの学校生活

亀田医療大学、名古屋学芸大学

68 大学のIR フォーライフ企画、桜美林大学、東海大学

69 大学改革を問い直す 桜美林大学

70 肢体不自由教育の基本とその展開 植草学園大学、新見公立大学、仙台大学、大和大学、明星大学

71 障害の重い子どもの目標設定ガイド
〈第2版〉

若草特別支援学校、松戸特別支援学校、南紀支援学校、立命館大学

72 特別支援教育のカリキュラム・マネジメ
ント

ひのくに高等支援学校、佐世保特別支援学校、西崎特別支援学校
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73 五訂版　視覚障害教育に携わる方の
ために

岡山大学、宮城教育大学、九州産業大学、仙台大学、帝京平成大学、北星学園大学、明星大学、佛教大学

74 浮世絵とパトロン 慶應義塾大学

75 デザイン言語2.0 名古屋芸術大学

76 小説は、わかってくればおもしろい 愛知学院大学、宮城学院女子大学、恵泉女学園大学、慶應義塾大学、弘前大学、皇學館大学、埼玉大学、三重大学、鹿児島県
立短期大学、鹿児島大学、尚絅大学、石巻専修大学、早稲田大学、奈良女子大学、富山大学、明治大学、立教大学

77 中国文学史 米沢女子短期大学、鶴見大学、國學院大学

78 アメリカ文学史 神奈川大学、成城大学

79 小泉信三エッセイ選 2　私と福澤諭吉 慶應義塾大学

80 テクストとは何か 成城大学

81 英語史入門 宮崎公立大学、山口学芸大学、島根大学、明海大学

82 もっともシンプルな英語ライティング講
義

大東文化大学、東京農工大学

83 大学で学ぶ英語の教科書 慶應義塾大学、酪農学園大学

84 Study Skills for College English 2nd
Edition

岐阜聖徳学園大学、慶應義塾大学、神戸国際大学、成蹊高等学校、聖心女子大学、白鴎大学、法政大学

85 初級中国語テキスト　まなんで（CD
付）

慶應義塾大学

86 白い金 海上保安大学校、警察大学校、早稲田大学

87 法学概論【第二版】 海上保安大学校、山梨学院大学、山梨学院短期大学、帝京大学、東京IT会計専門学校、舞鶴工業高等専門学校

88 法解釈学入門 関西大学、広島修道大学

89 新版　大学生が知っておきたい生活
のなかの法律

宇都宮共和大学、宇都宮短期大学、京都女子大学、近畿大学、松蔭大学、新潟法律大学校、大阪大谷大学、追手門学院大学、
東京経済大学、東京工業高等専門学校、東北学院大学、奈良高等工業専門学校、日本女子大学、日本薬科大学、文化学園大
学、北里大学、明海大学

90 大学生が知っておきたい消費生活と
法律

お茶の水女子大学、愛知学院大学、愛知学泉大学、愛知産業大学、鎌倉女子大学、共立女子大学、九州産業大学、札幌大学、
大妻女子大学、大阪信愛女学院短期大学、朝日大学、長岡大学、東京経済大学、東京工業高等専門学校、桃山学院大学、日本
女子大学、日本大学、文化学園大学、立教大学、和歌山信愛女子短期大学

91 大学生のための日本国憲法入門 トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校、愛国学園大学、横浜薬科大学、九州女子大学、精華女子短期大学、千葉経済大学短
期大学部、大阪国際大学、東京女子体育大学、日本経済大学、比治山大学、北洋大学、明海大学

92 新標準講義　民法債権総論　全訂3
版

駿台法律経済＆ビジネス専門学校、常葉大学、中央学院大学

93 新標準講義 民法債権各論 第2版 京都女子大学、常葉大学、中央学院大学、日本大学

94 民法の体系　第6版 慶應義塾大学

95 物権法改正を読む 広島修道大学、大東文化大学

96 新・考える民法 Ⅲ　債権総論 慶應義塾大学

97 新・考える民法 Ⅳ　債権各論 慶應義塾大学

98 新世紀民法学の構築 武蔵野大学

99 イギリス取引法入門 京都大学、神戸大学、専修大学

100 入門講義 会社法 第2版 横浜市立大学、慶應義塾大学

101 刑事訴訟法講義　第5版 海上保安大学校、京都産業大学、財務省、専修大学、明治学院大学

102 犯罪学入門 デジタルハリウッド大学、岩手大学

103 災害復興法学 岩手大学、慶應義塾大学

104 災害復興法学II 慶應義塾大学

105 日本行政史 中京大学、桃山学院大学

106 入門講義　戦後日本外交史 近畿大学、慶應義塾大学、同志社女子大学、立命館アジア太平洋大学

107 中国共産党の歴史 京都産業大学、慶應義塾大学、中央大学

108 東南アジア地域研究入門　1 環境 早稲田大学

109 東南アジア地域研究入門　2 社会 尚絅学院大学

110 新興大国インドの行動原理 中央大学、防衛大学校

111 現代ロシア政治入門　第２版 神奈川大学

112 ブラウン判決の遺産 旭川教育大学

113 入門講義　安全保障論 群馬県立女子大学、慶應義塾大学、中央大学、東京大学、日本原子力、名古屋商科大学

114 入門講義　戦後国際政治史 学習院大学、慶應義塾大学、城西国際大学、専修大学

115 経済学ではこう考える 山口大学、大阪商業大学

116 はじめて学ぶ経済学　第3版 愛知学院大学、環太平洋大学、常葉大学、大阪経済法科大学、東京福祉大学、日本大学

117 マーケティングと消費者 常葉大学、椙山女学園大学、中部大学、北見工業大学、北星学園大学、名古屋短期大学
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118 日本の資本主義とフクシマ 慶應義塾大学

119 「競争」は社会の役に立つのか 京都薬科大学

120 子育ての経済学 関西大学

121 日本経済史1600-2015 京都産業大学、阪南大学、専修大学、大東文化大学、帝京大学、東京立正短期大学、徳山大学、日本大学、富士大学、武蔵学
園、明星大学

122 よくわかる！ ミクロ経済学入門 環太平洋大学、大東文化大学、東洋大学

123 よくわかる！　マクロ経済学入門 長岡技術科学大学

124 マクロ経済統計と構造分析 立正大学

125 新版　市場を創る 青森公立大学、中央大学、長崎大学、北九州市立大学

126 産業組織 一橋大学、慶應義塾大学

127 マルクス経済学　第3版 慶應義塾大学、桃山学院大学

128 マルクス派数理政治経済学 慶應義塾大学

129 経済学の歴史 立教大学、立正大学

130 家計簿と統計 中村学園大学

131 経済政策論 環太平洋大学、慶應義塾大学、札幌大学、中央大学、長崎県立大学、琉球大学

132 よくわかる！ ファイナンス入門 上武大学、大東文化大学

133 金融経済　第3版 近畿大学、駒澤大学、熊本学園大学

134 地域金融の経済学 日本大学

135 フィンテックの経済学 金沢大学、慶應義塾大学

136 ハロルド・ヴォーゲルのエンタテインメ
ント・ビジネス

関西国際大学

137 地域包括ケアシステム 帝京科学大学

138 日本のセーフティーネット格差 青森公立大学、千葉商科大学、法政大学

139 アジア都市の成長戦略 亜細亜大学、中央大学

140 「ネオ・チャイナリスク」研究 高知大学、同志社大学

141 なぜ中間層は没落したのか 愛媛大学、駒澤大学、東北学院大学

142 読む統計学 使う統計学（第2版） 九州情報大学、大阪市立大学、東京都市大学

143 統計学基礎講義　第3版 愛媛大学、慶應義塾大学、奈良女子大学

144 消えゆく手 慶應義塾大学

145 日本型IPOの不思議 九州産業大学

146 保険学講義 九州産業大学、慶應義塾大学

147 アメリカ・マーケティング研究史15講 慶應義塾大学

148 プレゼンテーション・パターン 京都文教大学、福岡教育大学

149 ワークショップデザイン論 第2版 慶應義塾大学、専修大学、東京大学、藤女子大学、武蔵野大学、明治大学

150 会計学 慶應義塾大学

151 日本会計史 慶應義塾大学

152 日本型企業文化論【電子版のみ】 慶應義塾大学

153 現代物理学を学びたい人へ 慶應義塾大学、帯広畜産大学

154 はじめて学ぶ大学教養地学 慶應義塾大学、早稲田大学、大妻女子大学、中央学院大学、麻布大学、明治大学

155 自然地理学（第6版） 岡山理科大学、鎌倉女子大学、近畿大学、群馬大学、慶應義塾大学、前橋工科大学、帝京大学、東京女子大学、佛教大学

156 ノーベル賞に二度も輝いた不思議な
生物

法政大学

157 バイオインフォマティクス入門　第2版 久留米大学、京都大学、玉川大学、千葉大学、長浜バイオ大学、東京電機大学、東京薬科大学、東京理科大学、福岡大学、木更
津工業高等専門学校

158 サイバーセキュリティ入門　第2版 浜松情報専門学校

159 抗加齢医学入門　第３版 同志社大学

160 遠城寺式 乳幼児分析的発達検査法
（改訂新装版）

アール医療福祉専門学校、国際医療福祉大学、鹿児島第一医療リハビリ専門学校、新林保育園、大分リハビリテーション専門学
校、長崎リハビリテーション学院、北海道立旭川高等看護学院、北翔大学、龍桜高等学校

161 おまかせしない医療 日本歯科大学

162 薬剤師のための症候学（第2版） 慶應義塾大学、静岡県立大学、名城大学
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