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春
21世紀博物館工学 森　洋久 2 518.8||H49 The power of place : urban landscapes as public

history
Dolores Hayden

春
21世紀博物館工学 森　洋久 1 only 112||L52 The production of space Henri Lefebvre ; translated by

Donald Nicholson-Smith

春
安全保障論 廣中 雅之 2 391.3||N95 戦略論の名著～孫子、マキアヴェリから現代まで～(中

公新書　2215)
野中郁次郎編著 1必読

春
安全保障論 廣中 雅之 2 391.3||Mi13 現代戦略論 : 戦争は政治の手段か 道下徳成 [ほか] 著 1推薦

春

安全保障論 廣中 雅之 1 or Ebook 392||Mi27||2 Military effectiveness  (v. 2) (New ed.) edited by Allan R. Millett and
Williamson Murray

https://doi.org/10.1017/CBO9780511762963 2必読

春
安全保障論 廣中 雅之 2 391||B29 Strategy in the contemporary world : an introduction

to strategic studies (6th ed.)
edited by John Baylis, James
J. Wirtz, Colin S. Gray

春
安全保障論 廣中 雅之 2 391||B29 Strategy in the contemporary world : an introduction

to strategic studies (5th ed.)
edited by John Baylis, James
J. Wirtz, Colin S. Gray

春
安全保障論 廣中 雅之 2 391||B29 Strategy in the contemporary world : an introduction

to strategic studies (4th ed.)
edited by John Baylis, James
J. Wirtz, Colin S. Gray

春
安全保障論 廣中 雅之 1 or Ebook 392||B52||1 Overview and action plan (Military engagement :

influencing armed forces worldwide to support
democratic transitions ; v. 1)

Dennis Blair, editor http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=56181
4

2推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 1 or Ebook 392||B52||2 Regional and country studies (Military engagement :

influencing armed forces worldwide to support
democratic transitions ; v. 2)

Dennis Blair, editor http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=23965
07

2推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 3 391.1||C76 On war Carl von Clausewitz 2推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 392.53||F17 Soldiers and civilians : the civil-military gap and

American national security
Peter D. Feaver and Richard
H. Kohn (eds.)

2推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 1 or Ebook 392.53||H98 The soldier and the state : the theory and politics of

civil-military relations
Samuel P. Huntington http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=

true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=19132
78

2推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 319.3||P23 Makers of modern strategy : from Machiavelli to the

nuclear age
edited by Peter Paret with the
collaboration of Gordon A.
Craig and Felix Gilbert

2推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 1 only 399.23||J64 Sun-tzu : the art of warfare : the first English

translation incorporating the recently discovered Yin-
chʿüeh-shan texts

Roger T. Ames 2推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 393.2||C83 Supreme command : soldiers, statesmen, and

leadership in wartime
Eliot A. Cohen 3必読

春

安全保障論 廣中 雅之 1 only 393.2||C83 戦争と政治とリーダーシップ : チャーチル、クレマン
ソー、リンカーン、ベングリオン世界を動かした4人の偉
大な政治指導者に学ぶ、危機的状況における決断と人
心掌握術

エリオット A.コーエン著 ; 中谷
和男訳

3必読

春
安全保障論 廣中 雅之 2 392.34||B81 Moltke, Schlieffen, and Prussian war planning Arden Bucholz 3推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 392.34||C88 The roots of Blitzkrieg : Hans von Seeckt and German

military reform
James S. Corum 3推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 1 only 392.53||Mi27 For the common defense : a military history of the

United States of America  (3rd. Rev. and expanded)
Allan R. Millett, Peter
Maslowski

3推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 Website The dynamics of doctrine : the changes in German

tactical doctrine during the First World War
Timothy Lupfer https://archive.org/details/dynamicsofdoctri00ti

mo 3推薦
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春
安全保障論 廣中 雅之 2 391.6||I89 サイバー戦争論 : ナショナルセキュリティの現在 伊東寛著 4推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 1 or Journal

section
391||F46 The revolution in strategic affairs

(Adelphi papers ; 318)
Lawrence Freedman https://www.tandfonline.com/toc/tadl19/38/31

8?nav=tocList
4推薦
e-journal あり

春
安全保障論 廣中 雅之 2 or Journal

section
392.53||F46 The transformation of strategic affairs

(Adelphi papers ; 379)
Lawrence Freedman https://www.tandfonline.com/toc/tadl20/45/37

9?nav=tocList
4推薦
e-journal あり

春
安全保障論 廣中 雅之 2 391.3||L97 Strategy : the logic of war and peace  (Rev. and enl.

ed)
Edward N. Luttwak 4推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 Website Nuclear posture review 2018 U.S. Department of Defense

Office of the Secretary of
Defense

https://dod.defense.gov/News/SpecialReports/
2018NuclearPostureReview.aspx

5必読

春
安全保障論 廣中 雅之 2 319.8||A38 「核の忘却」の終わり : 核兵器復権の時代 秋山信将, 高橋杉雄編 5推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 1 only 319.1053||Ku76 核兵器と日米関係 : アメリカの核不拡散外交と日本の

選択1960-1976
黒崎輝著 5推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 1 only 319.53||G12 Strategies of containment : a critical appraisal of

postwar American national security policy
John Lewis Gaddis 5推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 319.53||G12 Strategies of containment : a critical appraisal of

American national security policy during the Cold War
(Rev. and expanded ed)

John Lewis Gaddis 5推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 393.2||H71 軍人が政治家になってはいけない本当の理由 : 政軍

関係を考える
廣中雅之著 6必読, 14推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 393.2||H95 軍事と政治日本の選択 : 歴史と世界の視座から 細谷雄一編 6、10必読

春
安全保障論 廣中 雅之 1 390||A81||Year 防衛ハンドブック 朝雲新聞社編著 6推薦

参考図書コーナー

春
安全保障論 廣中 雅之 2 329.08||Ko51||10 安全保障 （日本と国際法の100年 / 国際法学会編, 第

10巻）
国際法学会編 6推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 Website 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告

書
安全保障の法的基盤の再構
築に関する懇談会

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyou2
/dai7/houkoku.pdf 6推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 329.1076||Sa13 自衛隊史論 : 政・官・軍・民の60年 佐道明広著 6推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 1 only 393.2||Ta82 日本の防衛法制 田村重信, 高橋憲一, 島田和

久編著
6推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 393.21||Ta82 新・防衛法制/The defence legislation 田村重信編著 6推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 1 only 392.1||H72 官僚と軍人 : 文民統制の限界　（シリーズ「日本の政

治」）
廣瀬克哉著 6推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 392.1||Ma26 自衛隊の歴史 前田哲男著 6推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 Website Myths and Realities of Japan's Security Policy Narushige Michishita https://www.wilsoncenter.org/event/myths-

and-realities-japans-security-policy 6推薦

春

安全保障論 廣中 雅之 Website The U.S.-Japan Alliance and Roles of the Japan Self-
Defense Forces : Past, Present, and Future

Yoshikazu Watanabe, Masanori
Yoshida, and Masayuki
Hironaka

https://spfusa.org/wp-
content/uploads/2017/01/US-Japan-Alliance-
JSDF.pdf

6、10推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 319.53||Mi87 現代アメリカの外交と政軍関係 : 大統領と連邦議会の

戦争権限の理論と現実
宮脇岑生著 7推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 Website Summary of the 2018 National Defense Strategy of the

United States of America
United States Department of
Defense
Office of the Secretary of

https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/
pubs/2018-National-Defense-Strategy-
Summary.pdf

7推薦
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春
安全保障論 廣中 雅之 Website National Security Strategy of the United States of

America
The White House https://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-
2017-0905.pdf

7推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 1 or

Website
392||B62||Year 日本の防衛 : 防衛白書 防衛省 https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/ 8、9推薦

参考図書コーナー

春
安全保障論 廣中 雅之 2 393.2||H95 軍事と政治日本の選択 : 歴史と世界の視座から 細谷雄一編 10必読

春
安全保障論 廣中 雅之 2 210.6||Ki72||2 安全保障 : 戦後50年の模索 田中明彦著 10推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 1 only 319||Ko51||2 脱冷戦後世界の紛争 （国際関係学叢書, 2） 加藤朗編 10推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 319.1053||Ta84 提言日米同盟を組み直す : 東アジアリスクと安全保障

改革
田中明彦, 日本経済研究セン
ター編

10推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 319.5301||G82 日米同盟 : 米国の戦略 マイケル・グリーン, パトリック・

クローニン編 ; リチャード・サ
ミュエルズ [ほか著] ; 川上高
司監訳

10推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 392.1076||Su74 同盟変貌 : 日米一体化の光と影 春原剛著 10推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 319.1053||N82 日米同盟再考 : 知っておきたい100の論点 平和・安全保障研究所編 10推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 319.1053||Ma29 日米同盟の正体 : 迷走する安全保障 孫崎享著 10推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 Website The U.S.-Japan Alliance and Roles of the Japan Self-

Defense Forces: Past, Present, and Future

https://spfusa.org/research/u-s-japan-
alliance-roles-japan-self-defense-forces-past-
present-future/

10推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 1 only 392.21||Ki41 最新朝鮮半島軍事情報の全貌 : 北朝鮮軍、韓国軍、

在韓米軍のパワーバランス
金元奉,光藤修編著 12推薦

春
安全保障論 廣中 雅之 2 319||Ko51||16 北朝鮮瀬戸際外交の歴史 : 1966〜2012年 道下徳成著 12推薦

テキストコーナー1、教員
著作コーナー1

春
安全保障論 廣中 雅之 2 312.9||Sh96 地政学原論 庄司潤一郎, 石津朋之編著 13推薦

未刊

春
安全保障論 廣中 雅之 Website How to Deter China : 陸上自衛隊への期待と課題

島嶼防衛と海上・航空優勢拒否との両立
吉富望 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/5138 13推薦

春
イノベーションと経済学 鈴木 潤 2 331.81||O38 イノベーションと技術変化の経済学 岡田羊祐著

春
2 336.17||Su96 変貌する日本のイノベーション・システム 鈴木　潤   安田　聡子   後藤

晃【編】

春
医療政策論 島崎 謙治

春
医療政策論 島崎 謙治 Website The Path to Universal Health Coverage : Experiences

and Lessons from Japan for Policy Actions
Kenji Shimazaki https://www.jica.go.jp/english/our_work/themati

c_issues/health/c8h0vm00005zn23n-
att/ThePathtoUniversalHealthCoverage.pdf

春後
応用国際金融論 伊藤 隆敏 2 or Ebook 332.1||I89 The Japanese economy  (2nd ed.) Takatoshi Ito and Takeo Hoshi http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=

true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=26206
74

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤,

根井 寿規,
2 409||A73 科学的助言 : 21世紀の科学技術と政策形成 有本建男, 佐藤靖, 松尾敬子

著 ; 吉川弘之特別寄稿

春後
科学技術イノベーション政策概論 隅藏 康一,

飯塚 倫子,
Website 研究開発の俯瞰報告書 科学技術振興機構　研究開発

戦略センター

https://www.jst.go.jp/crds/report/report02/ind
ex.html

春後
科学技術イノベーション政策概論 林 隆之,

外部講師
1 or

Website
409||O71||2018 OECD science, technology and innovation outlook,

2018 : Adapting to technological and societal disruption
OECD https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-

technology/oecd-science-technology-and-
innovation-outlook-2018_sti_in_outlook-2018-en

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 1 only 301||A38 公共政策学の基礎 秋吉貴雄, 伊藤修一郎, 北山

俊哉著

開講初日に指示する。
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春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 1 only 317.9||Si6 Handbook on science and public policy （Handbooks of

research on public policy）
edited by Dagmar Simon ... [et
al.]

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 1 only 002||G42 現代社会と知の創造 : モード論とは何か マイケル・ギボンズ編著 ; 小林

信一監訳

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 2 602.1||U39||3 サイエンス型産業 （日本の産業システム / 植草益総編

集 ; 3 ）
後藤晃, 小田切宏之編

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 1 only 504||Y16 テクノヘゲモニー : 国は技術で興り、滅びる 薬師寺泰蔵著

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 Website STI for SDGsの具現化に向けて : 国連決議から４年、

新しいステージへ
国立研究開発法人科学技術
振興機構 経営企画部 持続可
能な社会推進室

https://www.jst.go.jp/sdgs/pdf/sti_for_sdgs_rep
ort_nov_2019.pdf

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 1 or

Website
The future is now : science for achieving sustainable
development  (Global sustainable development report
2019)

United Nations Independent
Group of Scientists 2019

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/24797GSDR_report_2019.pdf

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 Website Transformations to Achieve the Sustainable

Development Goals
Report prepared by The World
in 2050 initiative

http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/15347/1/TWI20
50_Report081118-web-new.pdf

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 Website The Digital Revolution and Sustainable Development :

Opportunities and Challenges
Report prepared by The World
in 2050 initiative

http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/15913/1/TWI20
50-for-web.pdf.

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 2 331.04||O42 経済学のパラレルワールド : 入門・異端派総合アプ

ローチ
岡本哲史編著 ; 小池洋一編著

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 2 490.15||H76 生命倫理ハンドブック : 生命科学の倫理的,法的,社会

的問題
菱山豊著

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 2 490.1||H76 ライフサイエンス政策の現在 : 科学と社会をつなぐ 菱山豊著

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 2 404||Ko12 トランス・サイエンスの時代 : 科学技術と社会をつなぐ 小林傳司著

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 1 501.6||I57||2019 World energy outlook 2019 International Energy Agency

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 2 501.6||I57||2017 Energy technology perspectives 2017 : catalysing

energy technology transformations
International Energy Agency

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Website 第6期科学技術・イノベーション基本計画 内閣府 https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/inde

x6.html

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Website ＳＤＧｓアクションプラン2021 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/index.ht

ml

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Website 統合イノベーション戦略2020 内閣府 https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Website 科学技術イノベーション政策の科学：コアコンテンツ GRIPS・SciREX編集委員会 https://scirex-core.grips.ac.jp/

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 2 409||A73 科学的助言 : 21世紀の科学技術と政策形成 有本建男, 佐藤靖, 松尾敬子

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Website 科学技術イノベーション政策における社会との関係深

化に向けて　我が国におけるELSI/RRIの構築と定着
科学技術振興機構・研究開発
戦略センター

https://www.jst.go.jp/crds/report/report04/CR
DS-FY2019-RR-04.html

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Website オープン化、国際化する研究におけるインテグリティ 科学技術振興機構・研究開発

戦略センター

https://www.jst.go.jp/crds/report/report04/CR
DS-FY2020-RR-04.html

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Website 研究開発の俯瞰報告書 科学技術振興機構・研究開発

戦略センター

https://www.jst.go.jp/crds/report/report02/ind
ex.html

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 2 402.53||Sa85 科学技術の現代史 : システム、リスク、イノベーション 佐藤靖著

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 2 404||Ko12 トランス・サイエンスの時代 : 科学技術と社会をつなぐ 小林傳司著
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春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 1 or

Website
409||Ko49||1,
409||Ko49||2

科学技術政策の国際的な動向 国立国会図書館調査及び立
法考査局

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/docum
ent/2011/201003.pdf

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 1 or

Website
333.8||U75||2019 The future is now : science for achieving sustainable

development  (Global sustainable development report
2019)

United Nations, the
Department of Economic and
Social Affairs

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/24797GSDR_report_2019.pdf

春前

科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Website Guidebook for the preparation of STI for SDGs
Roadmaps

United Nations Inter-Agency
Task Team on Science,
Technology and Innovation for
the SDGs (IATT)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26937Guidebook_STI_for_SDG_Road
maps_final_Edition.pdf

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Website The World in 2050 International Institute for

Applied Systems Analysis
(IIASA)

https://iiasa.ac.at/web/home/research/twi/TWI
2050.html

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Website

1 on order
Times of Crisis and Opportunity  (OECD science,
technology and innovation outlook 2021)

OECD https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-
technology/oecd-science-technology-and-
innovation-outlook-2021_75f79015-en

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 1 or

Website
409||O71||2018 Adapting to technological and societal disruption

(OECD science, technology and innovation outlook
2018)

OECD http://www.oecd.org/sti/oecd-science-
technology-and-innovation-outlook-
25186167.htm

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Website The Design and Implementation of mission-oriented

Innovation Policies
OECD https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-

technology/the-design-and-implementation-of-
mission-oriented-innovation-policies_3f6c76a4-
en

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Website Addressing societal challenges using transdisciplinary

research
OECD https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-

technology/addressing-societal-challenges-
using-transdisciplinary-research_0ca0ca45-en

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Website Policymakers choices during this disruption could

shape their economies for decades to come
Martin Sandbu https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/20

20/12/post-pandemic-brave-new-world-
sandbu.htm

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Website INGSA 2018 Conference, Tokyo, Conference Report International Network for

Government Science Advice
(INGSA), GRIPS, JST and EU

https://www.ingsa.org/ingsa2018/

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
3 317.1||N86 行政学  (新版) 西尾勝著

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
2 232.9||F67 行政法入門  (第7版) 藤田宙靖

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
1 or

Website
409||Ko49||1,
409||Ko49||2

科学技術政策の国際的な動向 国立国会図書館調査及び立
法考査局

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/docum
ent/2011/201003.pdf

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
1 or

Website
409||Ko49||1,
409||Ko49||2

国による研究開発の推進 : 大学・公的研究機関を中心
に

国立国会図書館調査及び立
法考査局

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3487150

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
1 only 335||E22 Handbook of innovation policy impact edited by Jakob Edler ... [et

al.]

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
Website

1 on order
Times of Crisis and Opportunity  (OECD science,
technology and innovation outlook 2021)

OECD https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-
technology/oecd-science-technology-and-
innovation-outlook-2021_75f79015-en

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
2 or Ebook 336.17||F11 The oxford handbook of innovation edited by Jan Fagerberg,

David C. Mowery and Richard
R. Nelson

http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286
805.001.0001

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
2 or Ebook 331.8||H21||1 Handbook of the economics of innovation v. 1 edited by Bronwyn H. Hall and

Nathan Rosenberg

http://www.sciencedirect.com/science/handbo
oks/22108807

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
2 or Ebook 331.8||H21||2 Handbook of the economics of innovation v. 2 edited by Bronwyn H. Hall and

Nathan Rosenberg

http://www.sciencedirect.com/science/handbo
oks/22108807

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
2 or Ebook 336.17||D81 The Oxford handbook of innovation management edited by Mark Dodgson, David

M. Gann, and Nelson Phillips

http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199694
945.001.0001

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
1 only 409||G48 Springer handbook of science and technology

indicators
Glänzel, W., Moed, H.F.,
Schmoch, U., Thelwall, M.
(Eds.)

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
1 or Ebook 331.81||G27 Handbook of innovation indicators and measurement edited by Fred Gault http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=

true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=60282
1

5/ 24

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/document/2011/201003.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/document/2011/201003.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26937Guidebook_STI_for_SDG_Roadmaps_final_Edition.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26937Guidebook_STI_for_SDG_Roadmaps_final_Edition.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26937Guidebook_STI_for_SDG_Roadmaps_final_Edition.pdf
https://iiasa.ac.at/web/home/research/twi/TWI2050.html
https://iiasa.ac.at/web/home/research/twi/TWI2050.html
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2021_75f79015-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2021_75f79015-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2021_75f79015-en
http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm
http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm
http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-design-and-implementation-of-mission-oriented-innovation-policies_3f6c76a4-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-design-and-implementation-of-mission-oriented-innovation-policies_3f6c76a4-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-design-and-implementation-of-mission-oriented-innovation-policies_3f6c76a4-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-design-and-implementation-of-mission-oriented-innovation-policies_3f6c76a4-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/addressing-societal-challenges-using-transdisciplinary-research_0ca0ca45-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/addressing-societal-challenges-using-transdisciplinary-research_0ca0ca45-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/addressing-societal-challenges-using-transdisciplinary-research_0ca0ca45-en
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/12/post-pandemic-brave-new-world-sandbu.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/12/post-pandemic-brave-new-world-sandbu.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/12/post-pandemic-brave-new-world-sandbu.htm
https://www.ingsa.org/ingsa2018/
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/document/2011/201003.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/document/2011/201003.pdf
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3487150
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2021_75f79015-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2021_75f79015-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2021_75f79015-en
http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286805.001.0001
http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286805.001.0001
http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/22108807
http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/22108807
http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/22108807
http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/22108807
http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199694945.001.0001
http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199694945.001.0001
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=602821
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=602821
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=602821


TEXTBOOKS FOR SPRING TERM FY2021 Textbooks are arranged by Call No.
↓

Updated on 12 April 2021

学期
Term

講　　　　義　　　　名
Course

担　当　教　官
Instructor

所蔵
冊数

Holdings

請求記号
Call No.

書名
Title

著者
Author

URL Note

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
Website 科学技術指標2020 = Japanese Science and

Technology Indicators 2019
文部科学省 科学技術・学術政
策研究所 科学技術・学術基盤
調査研究室

https://www.nistep.go.jp/research/science-
and-technology-indicators-and-
scientometrics/indicators

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
Website Main science and technology indicators

Principaux indicateurs de la science et de la
technologie

OECD https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-
technology/main-science-and-technology-
indicators_2304277x

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
1 or

Website
509||O71||2017 The digital transformation  (OECD Science, Technology

and Industry Scoreboard 2017)
OECD science, technology and
industry scoreboard

https://www.oecd.org/sti/oecd-science-
technology-and-industry-scoreboard-
20725345.htm

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
1 or

Website
007.3||O71 Measuring the digital transformation : a roadmap for

the future
OECD https://www.oecd.org/publications/measuring-

the-digital-transformation-9789264311992-
en.htm

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
Website The State of U.S. Science and Engineering 2020 National Science Board (NSB)

and National Science
Foundation (NSF)

https://ncses.nsf.gov/indicators

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
Website European Innovation Scoreboard 2020 European Comission https://ec.europa.eu/docsroom/documents/429

81

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
1 or

Website
507||O71||2015 Frascati Manual 2015 : Guidelines for Collecting and

Reporting Data on Research and Experimental
Development

The measurement of scientific,
technological and innovation
activities

https://www.oecd.org/publications/frascati-
manual-2015-9789264239012-en.htm

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
Website Oslo manual 2018 : guidelines for collecting, reporting

and using data on innovation
OECD https://www.oecd.org/science/oslo-manual-

2018-9789264304604-en.htm

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
Website Connecting ODA and STI for inclusive development :

measurement challenges from a DAC perspective
(DCD/DAC(2019)38)

OECD http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdi
splaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2019)38&d
ocLanguage=En

春前
科学技術行政システムと指標 林 隆之,

飯塚 倫子
Website Innovation Indicators: for a critical reflection on their

use in Low- and Middle-Income Countries (LMICs)
IIZUKA Michiko,
HOLLANDERS Hugo

http://doi.org/10.24545/00001723

春
科学技術イノベーション政策特論Ⅱ 小林 俊哉 2 318.6||N84 地域再生システム論 : 「現場からの政策決定」時代へ 御園慎一郎, 大前孝太郎, 服

部敦編

春
科学技術イノベーション政策特論Ⅱ 小林 俊哉 2 318.937||P98 哲学する民主主義 : 伝統と改革の市民的構造 ロバート・D.パットナム著 ; 河

田潤一訳

春
科学技術イノベーション政策特論Ⅱ 小林 俊哉 2 498||Ka91 不平等が健康を損なう イチロー・カワチ, ブルース・P・

ケネディ著 ; 社会疫学研究会
訳

春
科学技術とアントレプレナーシップ 隅藏 康一 2 321.3||Mo66 実証分析入門 : データから「因果関係」を読み解く作法 森田果著

春
外交アカデミー ３, 4 粗 信仁

春
外交概論 飯村 豊 2 319||H95 国際秩序 : 18世紀ヨーロッパから21世紀アジアへ 細谷雄一著 2参考

春
外交概論 飯村 豊 2 319||N71 外交 H.ニコルソン[著] ; 斎藤眞, 深

谷満雄訳
2参考

春
外交概論 飯村 豊 2 319.53||Ki59||1 外交 上 ヘンリー・A・キッシンジャー著 ;

岡崎久彦監訳
2参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 312.9||Sp9 平和の地政学 : アメリカ世界戦略の原点 ニコラス・J・スパイクマン著 ;

奥山真司訳
2参考

春

外交概論 飯村 豊 1 only 319||W72 International theory : the three traditions Martin Wight ; edited by
Gabriele Wight and Brian
Porter ; with an introductory
essay by Hedley Bull

2参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319||B97 Diplomatic investigations : essays in the theory of

international politics
edited by Herbert Butterfield
and Martin Wight

2参考

授業ごとに事前あるいは事後に指定するのでその都度参照すること
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https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2019)38&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2019)38&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2019)38&docLanguage=En
http://doi.org/10.24545/00001723


TEXTBOOKS FOR SPRING TERM FY2021 Textbooks are arranged by Call No.
↓

Updated on 12 April 2021

学期
Term

講　　　　義　　　　名
Course

担　当　教　官
Instructor

所蔵
冊数

Holdings

請求記号
Call No.

書名
Title

著者
Author

URL Note

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319.3||G92 Europe's classical balance of power : a case history of

the theory and practice of one of the great concepts
of European statecraft

by Edward Vose Gulick 2参考

春
外交概論 飯村 豊 2 319||N99 国際紛争 : 理論と歴史 ジョセフ・S・ナイ・ジュニア, デ

イヴィッド・A・ウェルチ著 ; 田
中明彦, 村田晃嗣訳

3参考
原著第10版 (Pearson
Education, c2017) の翻
訳

春
外交概論 飯村 豊 1 only 209.74||C67 第二次大戦回顧録抄 ウィンストン・チャーチル著 ; 毎

日新聞社編訳
3参考

春
外交概論 飯村 豊 2 319.53||Ki59||2 外交 下 ヘンリー・A・キッシンジャー著 ;

岡崎久彦監訳
3参考

春
外交概論 飯村 豊 各2 289.1||Y86||1-4 回想十年 第1-4巻 吉田茂著 3参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319.53||Ke46 アメリカ外交50年 ジョージ・F・ケナン [著] ; 近藤

晋一, 飯田藤次, 有賀貞訳
3参考

春
外交概論 飯村 豊 2 319.1||I61 戦後日本外交史 （第3版補訂版） 五百旗頭真編 3参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319.1022||Ta84 日中関係1945-1990 田中明彦著 3参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319||H98 文明の衝突 サミュエル・ハンチントン著 ; 鈴

木主税訳
4参考

春
外交概論 飯村 豊 1 set only 201.1||F85||1-2 歴史の終わり 上・下 フランシス・フクヤマ著 ; 渡部

昇一訳・特別解説
4参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 312.1||I61 外交激変 : 元外務省事務次官柳井俊二 柳井俊二 [述] ; 五百旗頭真,

伊藤元重, 薬師寺克行編
4参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319||C87 国家の崩壊 : 新リベラル帝国主義と世界秩序 ロバート・クーパー著 ; 北沢格

訳
4参考

春
外交概論 飯村 豊 2 312.53||Ku11 アメリカ政治史 久保文明著 5参考

春
外交概論 飯村 豊 2 319.3||E59 欧州複合危機 : 苦悶するEU、揺れる世界 遠藤乾著 5参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319||V53 「国家」の復権 : アメリカ後の世界の見取り図 ユベール・ヴェドリーヌ[著] ; 橘

明美訳
5参考

春
外交概論 飯村 豊 2 319||Ta84 ポストモダンの「近代」 : 米中「新冷戦」を読み解く 田中明彦著 5参考

春
外交概論 飯村 豊 3 333.6||St6 世界を不幸にしたグローバリズムの正体 ジョセフ・E・スティグリッツ著 ;

鈴木主税訳
6参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 361.5||Ma62 グローバリゼーション : 現代はいかなる時代なのか 正村俊之著 6参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 333.6||St3 グローバリゼーション  1冊でわかる  新版 マンフレッド・B・スティーガー

[著] ; 櫻井公人, 櫻井純理, 高
嶋正晴訳

6参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 333.6||R59 グローバリゼーション・パラドクス : 世界経済の未来を

決める三つの道
ダニ・ロドリック著 ; 柴山桂太,
大川良文訳

6参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 331.86||Mi26 大不平等 : エレファントカーブが予測する未来 ブランコ・ミラノヴィッチ [著] ;

立木勝訳
6参考

春
外交概論 飯村 豊 2 319.1053||H95 日米関係史 : 摩擦と協調の一四〇年 （新版） 細谷千博, 本間長世編 7参考

春
外交概論 飯村 豊 2 312.53||Ku11 アメリカ政治史 久保文明著 7参考
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春
外交概論 飯村 豊 1 only 319.53||Ke46 アメリカ外交50年 ジョージ・F・ケナン [著] ; 近藤

晋一, 飯田藤次, 有賀貞訳
7参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 361.5||J64 アメリカ人の日本観 : ゆれ動く大衆感情 シーラ・ジョンソン著 ; 鈴木健

次訳
7参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 209.74||D89 容赦なき戦争 : 太平洋戦争における人種差別 ジョン・W.ダワー著 ; 斎藤元一

訳
7参考 『人種偏見 : 太平
洋戦争に見る日米摩擦
の底流』の改題

春
外交概論 飯村 豊 1 only 334.453||N98 強制収容とアイデンティティ・シフト : 日系二世・三世の

「日本」と「アメリカ」
野崎京子著 7参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319.5302||Ma22 平和はいかに失われたか : 大戦前の米中日関係・もう

一つの選択肢
ジョン・アントワープ・マクマリー
原著 ; アーサー・ウォルドロン
編著 ; 衣川宏訳

7参考

春

外交概論 飯村 豊 1 only 312.53||To16 Democracy in America : and two essays on America Alexis de Tocqueville ;
translated by Gerald E. Bevan
; with an introd. and notes by
Isaac Kramnick

7参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319.53||Sp9 America's strategy in world politics : the United States

and the balance of power
Nicholas J. Spykman ; with a
new introduction by Francis P.
Sempa

7参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319.53||Me11 The Israel lobby and U.S. foreign policy John J. Mearsheimer and

Stephen M. Walt
7参考

春
外交概論 飯村 豊 2 319||H36 現代の国際政治 : 変容するグローバル化と新たなパ

ワーの台頭 （第4版）
長谷川雄一, 金子芳樹編著 8, 9参考

春
外交概論 飯村 豊 2 319.22||Ka97 中国の外交戦略と世界秩序 : 理念・政策・現地の視線 川島真 [ほか] 編 8, 9参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 312.22||A46 中国はなぜ軍拡を続けるのか 阿南友亮著 8, 9参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319.5302||Ma45 米中奔流 ジェームズ・マン著 ; 鈴木主税

訳
8, 9参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319.2205||F47 支配への競争 : 米中対立の構図とアジアの将来 アーロン・L・フリードバーグ著 8, 9参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319.5302||A37 乱流 : 米中日安全保障三国志 秋田浩之著 8, 9参考

春
外交概論 飯村 豊 1 or Website 319.8||B62||Year 東アジア戦略概観 防衛省 防衛研究所 http://www.nids.mod.go.jp/publication/east-

asian/index.html 10, 11参考

春
外交概論 飯村 豊 2 333.7||I76 アジアの経済統合と保護主義 : 変わる通商秩序の構

図
石川幸一, 馬田啓一, 清水一
史編著

10, 11参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319.2||O11 重層的地域としてのアジア : 対立と共存の構図 大庭三枝著 10, 11参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319.23||Sh12 Where great powers meet : America & China in

Southeast Asia
David Shambaugh 10, 11参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319.27||Y46 中東複合危機から第三次世界大戦へ : イスラームの

悲劇
山内昌之著 12参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319.27||I35 サイクス=ピコ協定百年の呪縛 池内恵著 12参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319.27||I35 シーア派とスンニ派 池内恵著 12参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 312.272||Ko58 変貌するイラン : イスラーム共和国体制の思想と核疑

惑問題
駒野欽一著 12参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 319.5302||B75 王様と大統領 : サウジと米国、白熱の攻防 レイチェル・ブロンソン著 ; 佐

藤陸雄訳
12参考
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春
外交概論 飯村 豊 2 319.3||E59 欧州複合危機 : 苦悶するEU、揺れる世界 遠藤乾著 13参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 312.38||Ki39 プーチンとロシア人 木村汎著 13参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 311.7||Mi96 ポピュリズムとは何か : 民主主義の敵か、改革の希望

か
水島治郎著 13参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 333.8||W46 ODA (政府開発援助) : 日本に何ができるか 渡辺利夫, 三浦有史著 14参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 333.8||Y19 新しい国際協力論 改訂版 山田満編 14参考

春
外交概論 飯村 豊 1 only 333.8||O87 グローバリゼーションと開発 大坪滋編 14参考

春
外交概論 飯村 豊 Website ポスト・パンデミックのインド太平洋の国際秩序の安定

と国際協力の推進に向けて

https://www.grips.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/10/GRIPS.pdf 15参考

春
外交概論 飯村 豊 Website インド太平洋時代の日本外交 日本国際問題研究所 http://www2.jiia.or.jp/pdf/resarch/H26_Indo-

Pacific/H26_Japanese_Diplomacy_in_the_Indo-
Pacific_Age.pdf

15参考

春
外交概論 飯村 豊 Website Indo-Pacific Strategy Report United States of America

Deparment of Defense

https://media.defense.gov/2019/Jul/01/200215
2311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-
INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-
2019.PDF

15参考

春
外交概論 飯村 豊 Website A Free and Open Indo-Pacific : Advancing a Shared

Vision
United States of America
Department of State

https://www.state.gov/wp-
content/uploads/2019/11/Free-and-Open-
Indo-Pacific-4Nov2019.pdf

15参考

春
外交概論 飯村 豊 Website The Indo-Pacific: Australia’s Perspective Secretary of the Department

of Foreign Affairs and Trade,
Frances Adamson

https://www.dfat.gov.au/news/speeches/Pages
/the-indo-pacific-australias-perspective 15参考

春
外交戦略論 兼原 信克 2 319.1||Ka52 戦略外交原論 : A grand strategy of Japan for the 21st

century
兼原信克著

春
外交戦略論 兼原 信克 2 319.1||Y12 「論集」日本の外交と総合的安全保障 谷内正太郎編

春
外交戦略論 兼原 信克 2 319.1||Ka52 歴史の教訓 : 「失敗の本質」と国家戦略 兼原信克著

春
外交戦略論 兼原 信克 forthcoming 安全保障戦略 兼原信克著

春
危機管理政策 武田 文男

春前
行政法の基礎 濱西 隆男 2 323.9||N96 行政法　（第2版） 野呂充 [ほか] 著

春前
行政法の基礎 濱西 隆男 2 323.9||G99||1 行政判例百選　第7版 1　（別冊ジュリスト,no. 235) 宇賀克也, 交告尚史, 山本隆

司編
雑誌コーナー 1 / 一般
書架 1

春前
行政法の基礎 濱西 隆男 2 323.9||G99||2 行政判例百選　第7版 2　（別冊ジュリスト, no.236) 宇賀克也, 交告尚史, 山本隆

司編
雑誌コーナー 1 / 一般
書架 1

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 3 317.1||N86 行政学  (新版) 西尾勝著

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 3 317.1||Mu48 行政学教科書 : 現代行政の政治分析 (第2版) 村松岐夫著

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 317.1||F57 コレーク行政学 藤井浩司, 縣公一郎編

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 317.1||I44 行政学 （ホーンブック) （改訂版） 今村都南雄 [ほか] 著

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 317.1||I44 基礎行政学 （ホーンブック) （改訂版） 今村都南雄 [ほか] 著 行政学の改訂版

講義においては、テーマに応じ、資料を配布し、それをもとに授業を行う。
なお、参考文献があれば、授業の中で適宜提示する。

9/ 24
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春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 317.1||I44 基礎行政学 （ホーンブック) （第3版） 今村都南雄 [ほか] 著 行政学の改訂版、最新

版

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 317.1||Ma12 行政学　第2刷(補訂) 真渕勝

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 317.1||Ma12 行政学 真渕勝

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 317.1||So25 行政学　（有斐閣アルマ, Specialized） 曽我謙悟著

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 318.1||So25 日本の地方政府 : 1700自治体の実態と課題 曽我謙悟著

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 317.1||H85 行政活動の理論 クリストファー・フッド [著] ; 森

田朗訳

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 317.1||H85 Administrative analysis : an introduction to rules,

enforcement, and organizations
Christopher Hood

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 1 only 317.209||Ta84 行政改革　（新版） 田中一昭編著

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 318||Mu48 公務改革の突破口 : 政策評価と人事行政 村松岐夫編著

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 318||Mi76 行政サービス供給の多様化 宮川公男, 山本清編著

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 317.1||Y47 公共部門の評価と管理 山谷清志編著

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 1 on order 317.953||Ke63 The politics of the administrative process (8th ed.) Donald F. Kettl Latest edition

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 317.953||Ke63 The politics of the administrative process (7th ed.) Donald F. Kettl

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 317.953||Ke63 The politics of the administrative process (6th ed.) Donald F. Kettl

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 1 or Ebook 317.1||P77 Public management reform : a comparative analysis :

into the age of austerity  (4th ed.)
Christopher Pollitt and Geert
Bouckaert

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&AN=1546722

Latest edition

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 or Ebook 317.1||P77 Public management reform : a comparative analysis

(3rd ed.)
Christopher Pollitt http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=

true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=40592
3

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 317||V96 Global trends in public sector reform Michiel S. de Vries, Juraj

Nemec

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 317.933||F35 Public sector management (7th ed.) Norman Flynn & Alberto

Asquer

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 2 317.933||F35 Public sector management (6th ed.) Norman Flynn

春
行政の改革・革新と政策評価 堀江 正弘 3 317||Sa53 The tools of government : a guide to the new

governance
Lester M. Salamon (ed.)

春
計画と評価の数理 諸星 穂積 2 417||F66 Excelで学ぶOR 藤澤克樹, 後藤順哉, 安井雄

一郎共著

春
計画と評価の数理 諸星 穂積 2 336.1||O67 Excelで学ぶオペレーションズリサーチ 大野勝久, 逆瀬川浩孝, 中出

康一著

春
計画と評価の数理 諸星 穂積 3 301||P77 Operations research and the public sector

 (Handbooks in operations research and management
science v.6)

edited by S.M. Pollock, M.H.
Rothkopf, A. Barnett

春
計画と評価の数理 諸星 穂積 7 301||P77 公共政策ORハンドブック S. M. Pollock, M. H. Rothkopf,

A. Barnett [編] ; 大山達雄監
訳
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春
計画と評価の数理 諸星 穂積 1 only 335.1||W77 Practical management science  (6th ed.) Wayne L. Winston, S. Christian

Albright

春
計画と評価の数理 諸星 穂積 1

1 on order
417||W85 Integer programming  (2nd ed.) Laurence A. Wolsey

春
計画と評価の数理 諸星 穂積 4 336.83||C87 Introduction to data envelopment analysis and its uses

: with DEA-solver software and references
William W. Cooper, Lawrence
M. Seiford, Kaoru Tone

春後
景観・デザイン論 福井 恒明 2 513.1||Sa75 景観とデザイン 佐々木葉著 必携

春後
景観・デザイン論 福井 恒明 2 518.8||Sh67 景観用語事典  (増補改訂第2版) 篠原修編

春後
景観・デザイン論 福井 恒明 2 513||Sh67 土木デザイン論 : 新たな風景の創出をめざして 篠原修著

春後
景観・デザイン論 福井 恒明 Website Principles of infrastructure : case studies and best

practices
Hideo Nakamura, ... [et al.] https://www.adb.org/sites/default/files/publica

tion/502801/adbi-principles-infrastructure-
case-studies-best-practices.pdf

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 331.121||G17 Macroeconomics J. K.Galbraith & W.Darity Jr.

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 331.121||G17 現代マクロ経済学 ジェームス・K・ガルブレイス,

ウィリアム・A・ダリティ Jr.著 ;
塚原康博 [ほか] 訳

Macroeconomicsの邦訳

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 331.121||Ma44 Macroeconomics (10th ed.) N. Gregory Mankiw

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 331.121||Ma44 Macroeconomics (9th ed., international ed.) N. Gregory Mankiw

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 331.121||Ma44||1 マンキューマクロ経済学 　１： 入門篇 （第4版) N・グレゴリー・マンキュー著 ;

足立英之 [ほか] 訳
新版

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 331.121||Ma44||1 マンキューマクロ経済学 　１： 入門篇 （第3版) N・グレゴリー・マンキュー著 ;

足立英之 [ほか] 訳

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 331.121||Ma44||2 マンキューマクロ経済学　2： 応用篇 （第4版) N・グレゴリー・マンキュー著 ;

足立英之 [ほか] 訳

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 331.121||Ma44||2 マンキューマクロ経済学　2： 応用篇 （第3版) N・グレゴリー・マンキュー著 ;

足立英之 [ほか] 訳

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 331.122||St6 Principles of microeconomics (4th ed.) Joseph E.Stiglitz

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 331.122||St6 スティグリッツミクロ経済学 （第4版） ジョセフ・E・スティグリッツ, カー

ル・E・ウォルシュ著 ; 藪下史郎
[ほか] 訳

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 331.19||J72 Introduction to economic growth (3rd ed.) Charles I. Jones

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 3 331.19||J72 経済成長理論入門 : 新古典派から内生的成長理論へ チャールズ I.ジョーンズ著 ; 香

西泰監訳
Introduction to
economic growthの邦訳

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 5 332.107||Ma88 「人口減少経済」の新しい公式 : 「縮む世界」の発想と

システム
松谷明彦著

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 334.31||Ma88 2020年の日本人 : 人口減少時代をどう生きる 松谷明彦 テキストコーナー/教員

著作コーナー

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 318.6||Ma88 人口流動の地方再生学 松谷明彦

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 332.107||Ma88 人口減少時代の大都市経済 : 価値転換への選択 松谷明彦 テキストコーナー/教員

著作コーナー

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 332.136||Ma88 東京劣化 : 地方以上に劇的な首都の人口問題 松谷明彦
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春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 4 332.107||Ko65 現代日本経済 : マクロ的展開と国際経済関係 小宮隆太郎

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 332.107||H22 日本経済のマクロ分析 浜田宏一[ほか]編

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 332.107||N71 日本の社会経済システム : 21世紀にむけての展望 日本経済政策学会編

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 3 332.1||G34||6 現代日本経済システムの源流 岡崎哲二他編

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 7 601.1||Ko65 日本の産業政策 小宮隆太郎他編

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 602.1||Ko65 日本の産業・貿易の経済分析 小宮隆太郎

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 332.53||Sc5 The illusion of choice : how the market economy

shapes our destiny
Andrew Bard Schmookler

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 332.53||Sc5 選択という幻想 : 市場経済の呪縛 A・B・シュムークラー著 ; 河田

富司訳

春後
計量経済学 黒澤　昌子

春後
計量経済学 黒澤　昌子 2 331.19||Ta84 計量経済学の第一歩 : 実証分析のススメ 田中隆一

春後
計量経済学 黒澤　昌子 1 only 331.19||W87 Introductory econometrics : a modern approach (7th

ed.)
Jeffrey M. Wooldridge 最新版

春後
計量経済学 黒澤　昌子 2 or Ebook 331.19||W87 Introductory econometrics : a modern approach (6th

ed., student ed)
Jeffrey M. Wooldridge https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail

/Id/3000046731

春後
計量経済学 黒澤　昌子 1 only 331.19||W87 Introductory econometrics : a modern approach Jeffrey M. Wooldridge 初版指定（複本入手不

可）

春後
計量経済学 黒澤　昌子 2 or Ebook 331.19||St7 Introduction to econometrics, Updated 4th ed. James H. Stock, Mark W.

Watson

https://ebookcentral.proquest.com/lib/gripsebo
ok/detail.action?docID=5640381 新版

春後
計量経済学 黒澤　昌子 2 331.19||St7 Introduction to econometrics, Updated 3rd ed., Global

ed.
James H. Stock, Mark W.
Watson

春後
計量経済学 黒澤　昌子 1 only 331.19||St7 Introduction to econometrics James H. Stock, Mark W.

Watson
指定

春後
計量経済学 黒澤　昌子 2 331.19||A49 Mastering 'metrics : the path from cause to effect Joshua D. Angrist and Jörn-

Steffen Pischke

春後
ゲーム理論 渡部 真弘

春後
ゲーム理論 渡部 真弘 2 417.2||O74 An introduction to game theory Martin J. Osborne

春後
ゲーム理論 渡部 真弘 2 331.19||W46 ゼミナールゲーム理論入門 渡辺隆裕著

春前
公法 板垣 勝彦 2 323.9||O28 行政法判例50! 大橋真由美, 北島周作, 野口

貴公美著

春前
公法 板垣 勝彦 2 323.9||I86 公務員をめざす人に贈る行政法教科書 板垣勝彦著

春前
公法 板垣 勝彦 2 520.9||I86 住宅市場と行政法 : 耐震偽装、まちづくり、住宅セーフ

ティネットと法
板垣勝彦著

春前
公法 板垣 勝彦 2 318.1||I86 地方自治法の現代的課題 板垣勝彦著

春前
公法 板垣 勝彦 2 318.1||I86 自治体職員のためのようこそ地方自治法 (第3版) 板垣勝彦著

講義は毎回講義ノートを配布しながら行うが、以下の参考文献を用いて予習・復習を行うことが望ましい。

教科書は指定しない。担当教員が執筆した講義資料を配布する。
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春後
公的機関からのイノベーション創出 隅藏 康一, 飯

塚 倫子, 林 隆
之, 外部講師

2 336.17||Ki24 場のイノベーション : 異なるコト・モノの協創のための理
論と実践

菊池純一, 小林直人編

春後
公的機関からのイノベーション創出 隅藏 康一, 飯塚

倫子, 林 隆之,
外部講師

2 336.1||I46 図解ビジネスモデル・ジェネレーションワークショップ 今津美樹著

春後

公的機関からのイノベーション創出 隅藏 康一, 飯塚
倫子, 林 隆之,
外部講師

1 or Ebook 336.1||O78 Business model generation : a handbook for visionaries,
game changers, and challengers

written by Alexander
Osterwalder and Yves Pigneur
; design, Alan Smith ; editor
and contributing co-author,
Tim Clark ; production, Patrick
van der Pijl

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=33536
6

春後
公的機関からのイノベーション創出 隅藏 康一, 飯塚

倫子, 林 隆之,
外部講師

1 or Ebook 336.1||O78 Value proposition design : how to create products and
services customers want. get started with…

written by Alexander
Osterwalder, Yves Pigneur,
Gregory Bernarda, Alan Smith

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=94573
0

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 391||P42 The art of wargaming : a guide for professionals and

hobbyists
Peter P. Perla 必読

春

国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 on order Peter Perla's the art of wargaming : a guide for
professionals and hobbyist

Peter P Perla; John Curry 必読
First published in 1990
as The art of
wargamming by the
United States Naval

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 2 319.1022||Su74 暗闘尖閣国有化 春原剛著 必読

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 2 361.3||Ta73 武器としての交渉思考 瀧本哲史著 必読

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 336.49||F57 プロフェッショナル・ネゴシエーターの頭の中 : 「決ま

る!」7つの交渉術
藤井一郎著 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 2 336.49||Ta82 戦略的交渉入門 田村次朗, 隅田浩司著 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 361.3||F28 ハーバード流交渉術 ロジャー・フィッシャー, ウィリア

ム・ユーリー著 ; 金山宣夫, 浅
井和子

推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 361.3||Ma89 おとしどころの見つけ方 : 世界一やさしい交渉学入門

How to find an agreement
松浦正浩著 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 678.3||I76 メガFTAと世界経済秩序 : ポストTPPの課題 石川幸一, 馬田啓一, 渡邊頼

純編著
推薦
所在：テキストコーナー

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 678.3||U63 TPPの期待と課題 : アジア太平洋の新通商秩序 馬田啓一, 浦田秀次郎, 木村

福成編著
推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 2 332.22||H64 一帯一路の政治経済学 : 中国は新たなフロンティアを

創出するか
平川均 [ほか] 編著 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 611.48||Mi67 農産物貿易交渉の政治経済学 : 貿易自由化をめぐる

政策過程
三浦秀之著 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 2 678.21||W44 日米間の産業軋轢と通商交渉の歴史 : 6つのケースで

読み解く : 商品・産業摩擦から構造協議、そして広域経
済圏域内の共通ルール設定競争へ

鷲尾友春著 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 611.48||F74 貿易交渉の多層化と農産物貿易問題 : 自由貿易体制

の進展と停滞
福田竜一著 ; 農林水産省農林
水産政策研究所編

推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 678.1||I73 国際貿易交渉と政府内対立 : 2レベルゲーム分析 石黒馨著 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 only 519.19||H61 環境物品交渉・貿易の経済分析 : 国際貿易の活用に

よる環境効果の検証
日野道啓著 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 2 342.1||Ko12 財政破綻後 : 危機のシナリオ分析 小林慶一郎編著 ; 小黒一正

[ほか著]
必読
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春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 only 342.1||I25 財政再建は先送りできない 井堀利宏著 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 2 342.1||I25 財政赤字の正しい考え方 : 政府の借金はなぜ問題な

のか
井堀利宏著 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 332.107||O26 日本経済の再構築 小黒一正著 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 2 319.1||Ku95 なぜ日本の「正しさ」は世界に伝わらないのか : 日中韓

熾烈なイメージ戦
桒原響子著 必読

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 2 319.1022||U94 尖閣諸島が本当に危ない! 潮匡人, 北村淳, 時任兼作 [ほ

か] 著
必読

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 2 392.22||Mo55 “海洋国家"中国にニッポンはどう立ち向かうか 森本敏編著/金田秀昭 [ほか

著]
必読

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 311.16||Ku37 原因を推論する : 政治分析方法論のすゝめ

Causal inference and political analysis
久米郁男著 1必読

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 391.3||To13 失敗の本質 : 日本軍の組織論的研究 戸部良一 [ほか] 著 14必読

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 301.6||H92 歴史から理論を創造する方法 : 社会科学と歴史学を統

合する
保城広至著 1参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 or Ebook 301.6||Ki43 Designing social inquiry : scientific inference in

qualitative research
Gary King, Robert O. Keohane,
Sidney Verba

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=75114 1参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 301.6||Ki43 社会科学のリサーチ・デザイン : 定性的研究における

科学的推論
G.キング, R.O.コヘイン, S.
ヴァーバ著 ; 真渕勝監訳

1参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 301.6||Ka61 The conduct of inquiry : methodology for behavioral

science
Abraham Kaplan ; with a new
introduction by Charles Wolf,
Jr

1参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 319||N99 Understanding global conflict and cooperation : an

introduction to theory and history
Joseph S. Nye, Jr., David A.
Welch

2必読

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 319||N99 国際紛争 : 理論と歴史 ジョセフ・S・ナイ・ジュニア, デ

イヴィッド・A・ウェルチ著 ; 田
中明彦, 村田晃嗣訳

2, 5, 8必読
原著第10版 (Pearson
Education, c2017) の翻
訳

春

国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 319||W72 International theory : the three traditions Martin Wight ; edited by
Gabriele Wight and Brian
Porter ; with an introductory
essay by Hedley Bull

2参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 4 319.8||W37 Man, the state and war : a theoretical analysis Kenneth N. Waltz 2参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 319.8||W37 Man, the state and war : a theoretical analysis

(Anniversary ed.)
Kenneth N. Waltz 2参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 4 319||W37 Theory of international politics Kenneth N. Waltz 2参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 319||Ke53 Power and interdependence (4th ed.) Robert O. Keohane, Joseph S.

Nye
2参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 5 332.06||W36 The capitalist world-economy : essays by Immanuel Wallerstein 2参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 4 319||Sm5||67 Social theory of international politics Alexander Wendt 2参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 319||Ta84 ポスト・クライシスの世界 : 新多極時代を動かすパワー

原理
田中明彦著 3必読

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 319||Ta84 ポストモダンの「近代」 : 米中「新冷戦」を読み解く 田中明彦著 3, 6必読

教員著作コーナー1,  テ
キストコーナー1
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春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 361.43||B67 Three faces of power Kenneth E. Boulding 3参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 114.2||Se11 Mind, language and society : philosophy in the real

world
John R. Searle 3参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 319||N71 Diplomacy (3rd ed.) Harold Nicolson 3参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 319||H95 外交 : 多文明時代の対話と交渉 細谷雄一著 3参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 319||St2 International negotiation in a complex world (4th ed.) Brigid Starkey, Mark A. Boyer,

and Jonathan Wilkenfeld
3参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 333.6||W72 Geo-economics and power politics in the 21st century

: the revival of economic statecraft
edited by Mikael Wigell, Sören
Scholvin, and Mika Aaltola

3参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 319.8||Ts32 安全保障の国際政治学 : 焦りと傲り （第2版） 土山實男著 4, 5必読

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 319.8||Ts32 安全保障の国際政治学 : 焦りと傲り 土山實男著 4, 5必読

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 319||N71||1 学としての国際政治 (日本の国際政治学 / 日本国際

政治学会編 ; 1)
田中明彦, 中西寛, 飯田敬輔
責任編集

4必読

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 4 319.5303||A41 Essence of decision : explaining the Cuban Missile

Crisis (2nd ed)
Graham Allison, Philip Zelikow 4参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 4 311.1||St3 The cybernetic theory of decision : new dimensions of

political analysis
John D. Steinbruner 4参考

Hardback:2, Pbk:2

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 319.99||W37 The origins of alliances Stephen M. Walt 5参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 319.3||Sn Alliance politics Glenn H. Snyder 5参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 319||O71 World politics (2nd rev.) by A. F. K. Organski 6参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 4 333.6||Ke53 After hegemony : cooperation and discord in the world

political economy
Robert O. Keohane 6参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 319.5302||A41 Destined for war : can America and China escape

Thucydide's trap?
Graham Allison 6参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 319||Ta84 新しい中世 : 相互依存の世界システム 田中明彦著 7必読

教員著作コーナー1, テ
キストコーナー1

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 333.6||H75 National power and the structure of foreign trade

(Expanded ed)
by Albert O. Hirschman 7参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 or Ebook 331.85||Mi26 Global inequality : a new approach for the age of

globalization
Branko Milanovic 7参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 209||P66 The better angels of our nature : why violence has

declined
Steven Pinker 8参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 319.8||G61 Winning the war on war : the decline of armed conflict

worldwide
Joshua S. Goldstein 8参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 201.1||F85 The end of history and the last man Francis Fukuyama 9参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 4 319||H98 The clash of civilizations and the remaking of world

order
Samuel P. Huntington 9参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 319.1||Sa85 「死の跳躍」を越えて : 西洋の衝撃と日本 佐藤誠三郎著 11必読

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 312.8||N89 Leaders Richard Nixon 11参考
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春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 209.74||Ta98 The war lords A. J. P. Taylor 11参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 312.8||O36 近代日本の政治家 岡義武著 11参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 289.1||Y22 山県有朋 : 明治日本の象徴 岡義武著 11参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 289.1||O36 近衛文麿 : 「運命」の政治家 岡義武著 11参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 312.53||N67 Presidential power : the politics of leadership from

FDR to Carter
Richard E. Neustadt 11参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 319.1053||Ki72 門戸開放政策と日本 北岡伸一著 12必読

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 396.21||Ki72 日本陸軍と大陸政策 : 1906-1918年 北岡伸一著 12参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 209.74||Ta98 The origins of the Second World War : with a preface

for the American reader ; and a new introduction,
Second thoughts

A.J.P. Taylor 12参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 209.74||Ta98 第二次世界大戦の起源 A.J.P.テイラー [著] ; 吉田輝夫

訳
12参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 set 210.76||I61||1-2 米国の日本占領政策 : 戦後日本の設計図 五百旗頭真著 12参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 221.07||O53 朝鮮分断の起源 : 独立と統一の相克 小此木政夫著 12参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 4 319.102||Ta84 Japan in Asia : post-Cold-War diplomacy Tanaka Akihiko ; translated by

Jean Connell Hoff
12参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 or Ebook 319.2||H36 East Asia's haunted present : historical memories and

the resurgence of nationalism
edited by Tsuyoshi Hasegawa
and Kazuhiko Togo

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=11618
87

13必読

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 3 or Ebook 392.1||Sa59 Securing Japan : Tokyo's grand strategy and the future

of East Asia
Richard J. Samuels http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=

true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=67368
9

13参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 392.1||Sa59 日本防衛の大戦略 : 富国強兵からゴルディロックス・コ

ンセンサスまで
リチャード・J・サミュエルズ著 ;
中西真雄美訳

13参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 319.53||Me11 Special providence : American foreign policy and how it

changed the world
Walter Russel Mead 13参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 319||Ko51||16 北朝鮮瀬戸際外交の歴史 : 1966〜2012年 道下徳成著 13参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 338.93||Ko39 経済的相互依存と国家 : 国際収支不均衡是正の政治

経済学
古城佳子著 13参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 391.3||To13 失敗の本質 : 日本軍の組織論的研究 戸部良一 [ほか] 著 14必読

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 319.5303||N67 Alliance politics Richard E. Neustadt 14参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 2 319.53||Ta18 武力行使の政治学 : 単独と多角をめぐる国際政治とア

メリカ国内政治
多湖淳著 14参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 319||Ko51||18 社会科学としての日本外交研究 : 理論と歴史の統合を

めざして
川崎剛著 14参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 319.22||O37 中国外交 : 政策決定の構造 岡部達味編 15必読

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 319||Ma73 国際政治の数理・計量分析入門 松原望, 飯田敬輔編 15参考
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春
国際食料・農業論 外部講師

春
災害対策各論Ⅰ 小山内 信智 2 656.5||N73 ダムと緑のダム : 狂暴化する水災害に挑む流域マネジ

メント
日経コンストラクション編集

春

災害対策各論Ⅰ 小山内 信智 Website 日本の砂防 : Sabo in Japan 国土交通省砂防部 Supervised
by Sabo Department,Ministry
of Land,Infrastructure and
Transport

http://www.sabo-
int.org/projects/saboinjapan.pdf

春後
災害リスクマネジメント 菅原 賢

春後
災害リスクマネジメント 菅原 賢 Website 日本の災害対策 = Disaster Management in Japan 内閣府 = Cabinet Office http://www.bousai.go.jp/1info/pdf/saigaipamphl

et_je.pdf

春後
災害リスクマネジメント 菅原 賢 Website National Incident Management System Federal Emergency

Management Agency U.S.
Department of Homeland
Security

https://www.fema.gov/pdf/emergency/nims/NI
MS_core.pdf

春後
災害リスクマネジメント 菅原 賢 Website Introduction to the Incident Command System (ICS

100)
Federal Emergency
Management Agency U.S.
Department of Homeland
Security

https://emilms.fema.gov/is100c/curriculum/1.ht
ml

春
社会保障総論 小野 太一 2 364||O67 社会保障、その政策過程と理念 小野太一

春
社会保障総論 小野 太一 1 or Website 参考図書コーナー

498||Ko83||2020
令和時代の社会保障と働き方を考える
(厚生労働白書 令和2年版)

厚生労働省編 https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei
/19/

春
社会保障総論 小野 太一 Website Global social security and economic development :

Retrospect and prospect
Zheng Gongcheng and
Wolfgang Scholz

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
asia/---ro-bangkok/---ilo-
beijing/documents/publication/wcms_723404.pd
f

春
社会保障総論 小野 太一 2 364||Mu28 はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ （第18版） 椋野美智子, 田中耕太郎

春
社会保障総論 小野 太一 2 364||Mu28 はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ （第17版） 椋野美智子, 田中耕太郎

春
食料・農業・農村政策概論 大口 篤志 1 or

Website
参考図書コーナー
610||N96||2020

食料・農業・農村白書 （令和2年版） 農林水産省編 https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r1/ind
ex.html

春
Website 611.1||Sh96 食料・農業・農村基本計画 : 2020年3月閣議決定 「食料・農業・農村基本計画

(2020年3月閣議決定)」編集委
員会編集

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/

春
2 611||Sh95 農業と人間 : 食と農の未来を考える（岩波現代全書, 014） 生源寺眞一

春
2 611||E28 農業経済学 (第5版) 荏開津典生, 鈴木宣弘著

春
2 611||E28 農業経済学 (第4版) 荏開津典生, 鈴木宣弘著

春
2 611.1||Sh95 改革時代の農業政策 : 最近の政策研究レビュー 生源寺眞一編著

春
2 611.3||Ta33 食料経済 : フードシステムからみた食料問題 (第5版) 高橋正郎編著

春
2 611.3||Ta33 食料経済 : フードシステムからみた食料問題 (第4版) 高橋正郎編著

春
2 611.1||Sh95||2 続・農業と農政の視野 : 論理の力と歴史の重み 生源寺眞一著

春
2 611.15||O17 農山村再生に挑む : 理論から実践まで 小田切徳美編

春
2 332.107||So28||3 現代日本農業の政策過程 本間正義著 研究室（農業政策）所在

毎回パワーポイントを事前配信し、場合により資料を追加配布

初回授業にて通知
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春
1

1 on order
611.1||Kn8 Agricultural and food policy  (6th ed.) Ronald D. Knutson ... [et al.]

春
2 611.1||E48 Agricultural policies in developing countries Frank Ellis

春
1 or Ebook 611||C84 Principles of agricultural economics : markets and

prices in less developed countries
David Colman and Trevor
Young

春
食料・農業・農村政策特論Ⅰ 岡島 正明

春後
実践データサイエンス 竹之内 高志

春
政策過程論
Policy Process

飯尾 潤

春
政策過程論
Policy Process

飯尾 潤 6 301||H96 Studying public policy : policy cycles and policy
subsystems

Michael Howlett and M.
Ramesh

参考

春
政策過程論
Policy Process

飯尾 潤 2 312.53||Ki43 Agendas, alternatives, and public policies  2nd ed.,
Pearson new international ed

John W. Kingdon 参考

春
政策過程論
Policy Process

飯尾 潤 2 311.1||H58 Implementing public policy : an introduction to the
study of operational governance  3rd ed.

Michael Hill & Peter Hupe 参考

春
政策研究演習 増山　幹高

春
政策研究演習 増山　幹高 1 or Ebook 310||G65 The Oxford handbook of political science edited by Robert E. Goodin https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.109

3/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-
9780199604456

春
政策研究演習 増山　幹高 2 or Ebook 301.6||Ki43 Designing social inquiry : scientific inference in

qualitative research
Gary King, Robert O. Keohane,
Sidney Verba

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=75114

春
政策研究演習 増山　幹高 2 301.6||G35 Case studies and theory development in the social

sciences
Alexander L. George and
Andrew Bennett

春
政策研究演習 増山　幹高 1 or Ebook 301.6||B71 Rethinking social inquiry : diverse tools, shared

standards  (2nd ed.)
edited by Henry E. Brady and
David Collier

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=34194
6

春
政治過程論特別演習 飯尾 潤

春
政治過程論特別演習 飯尾 潤 2 312.53||Ki43 Agendas, alternatives, and public policies  2nd ed.,

Pearson new international ed
John W. Kingdon

春
政治過程論特別演習 飯尾 潤 2 312.53||Ki43 アジェンダ・選択肢・公共政策 : 政策はどのように決ま

るのか
ジョン・キングダン著 ; 笠京子
訳

春
政治過程論特別演習 飯尾 潤 Ebook Explaining institutional change : Ambiguity, Agency, and

Power
James Mahoney http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511806414

春
政治過程論特別演習 飯尾 潤 Ebook Designing public policies : principles and instruments

(2nd ed.)
Michael Howlett https://www.taylorfrancis.com/books/97813152

32003

春
政治過程論特別演習 飯尾 潤 1 or Ebook 317.1||P45 Comparative governance : rediscovering the functional

dimension of governing
B. Guy Peters, Jon Pierre https://doi.org/10.1017/CBO9781316681725

春

政治過程論特別演習 飯尾 潤 1 only 311||L56 The policy sciences edited by Daniel Lerner and
Harold D. Lasswell ; with the
editorial collaboration of
Harold H. Fisher ... [et. al]

春
政治過程論特別演習 飯尾 潤 Ebook Reframing public policy : discursive politics and

deliberative practices
Frank Fischer http://dx.doi.org/10.1093/019924264X.001.0001

春
世界とSDGs 田中 明彦 2 319||Ta84 ポストモダンの「近代」 : 米中「新冷戦」を読み解く 田中明彦著 [Required] 1

春
世界とSDGs 田中 明彦 2 or Ebook 333.8||Sa12 The age of sustainable development Jeffrey D. Sachs [Required] 1-5

指定テキストなし

講義の中で適宜紹介する

指定テキストなし
推奨文献と参考文献を、講義のなかで提示する。

指定テキストなし

使用する文献に関しては、初回に参加者の専門などを聞いた上で適宜調整し、指定する。
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https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-9780199604456
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春
世界とSDGs 田中 明彦 1 or Website 302||U75||2016 Human development for everyone  (Human

development report 2016)
United Nations Development
Programme (UNDP)

http://hdr.undp.org/en/content/human-
development-report-2016-human-
development-everyone

[Required] 1-4, 6

春
世界とSDGs 田中 明彦 2 209||Ma23 The human web : a bird's-eye view of world history J.R. McNeill and William H.

McNeill
[Recommended] 1

春
世界とSDGs 田中 明彦 1 or Ebook 333.6||Ma25 The world economy （Development Centre studies） [Angus Maddison] https://read.oecd-

ilibrary.org/development/the-world-
economy_9789264104143-en#page1

[Recommended] 1

春
世界とSDGs 田中 明彦 2 319||N99 Understanding global conflict and cooperation : an

introduction to theory and history  (10th ed.)
Joseph S. Nye and David A.
Welch

[Recommended] 1

春
世界とSDGs 田中 明彦 2 417||W71 R for data science : import, tidy, transform, visualize,

and model data
Hadley Wickham and Garrett
Grolemund

[Recommended] 1

春
世界とSDGs 田中 明彦 Website Transforming our world : the 2030 Agenda for

Sustainable Development (A/RES/70/1)
United Nations https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sy

mbol=A/RES/70/1&Lang=E

春
世界とSDGs 田中 明彦 1 or Ebook 333.8||H53 Human security and cross-border cooperation in East

Asia
Carolina Hernandez, Eun Mee
Kim, Yoichi Mine and Ren Xiao
(eds.)

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=18841
44

[Required] 2,
[Recommended] 2

春
世界とSDGs 田中 明彦 1 or Website 319.8||C85 Human security now Commission on Human

Security

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/re
sources/91BAEEDBA50C6907C1256D19006A93
53-chs-security-may03.pdf

[Recommended] 2

春
世界とSDGs 田中 明彦 1 or Website 333.8||U75 Handbook on the least developed country category :

inclusion, graduation, and special support measures
(2nd ed.)

United Nations https://www.un.org/development/desa/dpad/w
p-
content/uploads/sites/45/publication/2015cdp
handbook.pdf

[Recommended] 3

春
世界とSDGs 田中 明彦 2 or Ebook 333.8||A15 Why nations fail : the origins of power, prosperity, and

poverty
Daron Acemoglu and James A.
Robinson

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=14783
95

[Recommended] 4

春
世界とSDGs 田中 明彦 1 or Ebook 331.85||Mi26 Global inequality : a new approach for the age of

globalization
Branko Milanovic http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=

true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=121389
5

[Recommended] 4

春
世界とSDGs 田中 明彦 2 007.3||Sc8 Shaping the future of the fourth industrial revolution :

a guide to building a better world
Klaus Schwab, with Nicholas
Davis

[Recommended] 4

春
世界とSDGs 田中 明彦 Website Climate change 2014 : synthesis report : A report of

the Intergovernmental Panel on Climate Change
Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC)

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf [Recommended] 5

春
世界とSDGs 田中 明彦 2 209||P66 The better angels of our nature : why violence has

declined
Steven Pinker [Recommended] 6

春
世界とSDGs 田中 明彦 1 or Ebook 333.8||Ka55 Governing through goals : sustainable development

goals as governance innovation
edited by Norichika Kanie and
Frank Biermann

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=15196
07

[Recommended] 6

春
地方行政論 横道 清孝 1 only 318||G16||2021 地方自治小六法 (令和3年版) 学陽書房編集部編 参考図書コーナー

春
地方行政論 横道 清孝 2 318||Ma81 逐条地方自治法 新版, 第9次改訂版 松本英昭著 参考図書コーナー  1/

一般書架 1

春
地方行政論 横道 清孝 3 318||N86||1 地方制度改革 横道清孝著

春

地方行政論 横道 清孝 Website Local Government in Japan 2016  (2018 Revised ed.) Council of Local Authorities
for International Relations
(自治体国際化協会)

http://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/jichi20
18-en.pdf

春
地方行政論 横道 清孝 各1 318||H76||1-10 Historical development of Japanese local governance

(vol.1-10)
Council of Local Authorities
for International Relations :
Institute for Comparative
Studies in Local Governance

比較地方自治コーナー

春
地方行政論 横道 清孝 4 318||St3 Local government in Japan Kurt Steiner

春
地方財政特論 高田 寛文

春
地方財政特論 高田 寛文 Website White Paper on Local Public Finance, 2020  (FY2018

Settlement)
Ministry of Internal Affairs and
Communications

https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/r02data/c
hihouzaisei_2020_en.pdf

テキストは用いない。
参考文献等については、授業の中で適宜紹介する。
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http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2016-human-development-everyone
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2016-human-development-everyone
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2016-human-development-everyone
https://read.oecd-ilibrary.org/development/the-world-economy_9789264104143-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/development/the-world-economy_9789264104143-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/development/the-world-economy_9789264104143-en#page1
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https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1884144
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1884144
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1884144
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/91BAEEDBA50C6907C1256D19006A9353-chs-security-may03.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/91BAEEDBA50C6907C1256D19006A9353-chs-security-may03.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/91BAEEDBA50C6907C1256D19006A9353-chs-security-may03.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/2015cdphandbook.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/2015cdphandbook.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/2015cdphandbook.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/2015cdphandbook.pdf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1478395
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1478395
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1478395
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=1213895
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=1213895
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=1213895
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1519607
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1519607
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1519607
http://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/jichi2018-en.pdf
http://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/jichi2018-en.pdf
https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/r02data/chihouzaisei_2020_en.pdf
https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/r02data/chihouzaisei_2020_en.pdf
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春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 317.1||To79 行政学 （第2版） 外山公美編

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 364||P62 曲がり角にきた福祉国家 : 福祉の新政治経済学 クリストファー・ピアソン著 ; 田

中浩, 神谷直樹訳

春

地方自治と行政学 木村 俊介 2 sets 361.234||W51||2.9.1-
2.9.4
361.234||W51||2.9.5-
2.9.7

支配の社会学 マックス・ウェーバー [著] ; 世
良晃志郎訳

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 317||So25 現代日本の官僚制 曽我謙悟著

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 336||Si6 経営行動 : 経営組織における意思決定過程の研究

（新版）
ハーバート・A・サイモン著 ; 二
村敏子 [ほか] 訳

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 336.3||Ma51 オーガニゼーションズ : 現代組織論の原典 (第2版) ジェームズ・G・マーチ, ハー

バート・A・サイモン著 ; 高橋伸
夫訳

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 311.7||P76 民主政治はなぜ「大統領制化」するのか : 現代民主主

義国家の比較研究
T. ポグントケ, P. ウェブ編

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 sets 312.53||To16||1.1-

2.2
アメリカのデモクラシー トクヴィル著 ; 松本礼二訳

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 312.33||B14 イギリス憲政論 バジョット [著] ; 小松春雄訳

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 318.2||Ma81 山縣有朋の挫折 : 誰がための地方自治改革 松元崇著

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 317.953||O74 行政革命 デビッド・オズボーン, テッド・

ゲーブラー著 ; 高地高司訳

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 sets 319.5303||A41||1-2 決定の本質 : キューバ・ミサイル危機の分析 グレアム・アリソン, フィリップ・

ゼリコウ著 ; 漆嶋稔訳

春
中小企業経営と地域経済 橋本 久義 7 601.1||Ko65 日本の産業政策 小宮隆太郎他編

春
中小企業経営と地域経済 橋本 久義 1 or

Website
335||C67||2020.1 新たな「価値」を生み出す中小企業 （中小企業白書

2020年版）
中小企業庁編 https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo

/2020/PDF/2020_pdf_mokujityuu.htm 参考図書コーナー

春
中小企業経営と地域経済 橋本 久義 2 332.107||Se24 空洞化を超えて : 技術と地域の再構築 関満博

春
中小企業経営と地域経済 橋本 久義 2 331.74||Ma52 Principles of economics Alfred Marshall

春
中小企業経営と地域経済 橋本 久義 Ebook Principles of economics (8th ed.) Alfred Marshall http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=

true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=78653
2

春
中小企業経営と地域経済 橋本 久義 Website Industry and trade Alfred Marshall http://www.library.fa.ru/files/Marshall-Industry-

Trade.pdf

春
中小企業経営と地域経済 橋本 久義 1 or

Website
331.74||Sa59 Economics : an introductory analysis  (7th

ed.,International student edition)
[by] Paul A. Samuelson https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.501

26/page/n3/mode/2up

春

中小企業経営と地域経済 橋本 久義 1 or Ebook 331.72||Sc8 The theory of economic development : an inquiry into
profits, capital, credit, interest, and the business cycle

Joseph A. Schumpeter ;
translated from the German by
Redvers Opie ; with a new
introduction by John E. Elliott

https://www.taylorfrancis.com/books/97813151
35564

春前
データサイエンス基礎 土谷 隆

春
都市政策の空間分析 金本 良嗣 2 448.9||Ka91||1 経済・政策分析のためのGIS入門 : ArcGIS Pro対応

（1：基礎）
河端瑞貴著

春
都市政策の空間分析 金本 良嗣 2 448.9||Ka91||2 空間統計ツールと応用 （経済・政策分析のためのGIS

入門：ArcGIS Pro対応 2）
河端瑞貴著

講義の中で適宜紹介する
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https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/PDF/2020_pdf_mokujityuu.htm
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春
都市政策の空間分析 金本 良嗣 Website ArcGIS ArcGIS Pro 2.7 逆引きガイド ESRI ジャパン株式会社 https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-

content/uploads/documents/arcgis_pro_user_gui
de.pdf

春
都市政策の空間分析 金本 良嗣 2 331.19||Y31 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
山本勲著

春
都市政策の空間分析 金本 良嗣 1 or Ebook 448.9||G38 Getting to know ArcGIS pro 2.6 Michael Law, Amy Collins http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=

true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=25747
82

春
都市政策の空間分析 金本 良嗣 1

1 on order
448.9||G68 Gis tutorial for Arcgis Pro 2.6 Wilpen L. Gorr, Kristen S.

Kurland

春
日本政治と理論分析 竹中 治堅 2 313.7||L62 民主主義対民主主義 : 多数決型とコンセンサス型の

36ヶ国比較研究
アレンド・レイプハルト著 ; 粕谷
祐子訳

春
日本政治と理論分析 竹中 治堅 2 210.6||Ki72||1 自民党 北岡伸一

春
日本政治と理論分析 竹中 治堅 2 312.1||Ta64 首相支配—日本政治の変貌 竹中治堅

春
日本政治と理論分析 竹中 治堅 6 312.1||I27 日本の統治構造 : 官僚内閣制から議院内閣制へ 飯尾潤著 

春
日本政治と理論分析 竹中 治堅 2 312.1||Ta64 二つの政権交代 : 政策は変わったのか 竹中治堅

春
日本政治と理論分析 竹中 治堅 2 312.1||Ta64 コロナ危機の政治 : 安倍政権vs.知事 竹中治堅

春
日本政治と理論分析 竹中 治堅 1 or Ebook 312.1||Sa16 Looking for leadership : the dilemma of political

leadership in Japan
edited by Ryo Sahashi, James
Gannon ; [Yuka Uchida Ando ...
et al.]

春後
費用便益分析 城所 幸弘 2 343.7||B61 Cost-benefit analysis : concepts and practice (5th ed.) Anthony E. Boardman ... [et

al.]

春
ビブリオメトリクスとその応用 林 隆之 2 401||F56 研究評価・科学論のための科学計量学入門 藤垣裕子[ほか]著

春
ビブリオメトリクスとその応用 林 隆之 1 only 409||G48 Springer handbook of science and technology

indicators
Glänzel, W., Moed, H.F.,
Schmoch, U., Thelwall, M.
(Eds.)

春
ビブリオメトリクスとその応用 林 隆之 Website Bibliometric indicators and analysis of research

systems : methods and examples （STI working papers,
1997/1）（OECD working papers, v. 5, no. 35）

Yoshiko Okubo https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-
technology/bibliometric-indicators-and-
analysis-of-research-systems_208277770603

春
ビブリオメトリクスとその応用 林 隆之 1 only 401||Mo14 Handbook of quantitative science and technology

research : the use of publication and patent statistics
in studies of S&T systems

edited by Henk F. Moed,
Wolfgang Glänzel and Ulrich
Schmoch

春
ビブリオメトリクスとその応用 林 隆之 1 or Ebook 002.7||A48 Measuring academic research : how to undertake a

bibliometric study
Ana Andrés http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=

true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=68918
8

春
ビブリオメトリクスとその応用 林 隆之 2 020||C93 Beyond bibliometrics : harnessing multidimensional

indicators of scholarly impact
edited by Blaise Cronin and
Cassidy R. Sugimoto

春
文化政策研究の基礎 垣内 恵美子

春
文化政策研究の基礎 垣内 恵美子 1 or Ebook 701.3||Th8 The economics of cultural policy David Throsby https://doi.org/10.1017/CBO9780511845253

春
防災と復旧・復興 森地　茂 2 343.7||Sa95 公共投資100年の歩み : 日本の経済発展とともに 沢本守幸

春
防災と復旧・復興 森地　茂 2 510.92||Ko45 国土を創った土木技術者たち 国土政策機構編

春

防災と復旧・復興 森地　茂 各1 DVD
369.3||D81　小学校
低学年/小学校高学
年/中学・高校・一般
向け

DVD日本に住むための必須!!防災知識 土木学会平成16年度会長特
別委員会編集

適宜、資料、レジュメ等を配布する。
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春
防災と復旧・復興 森地　茂 2 319.1||Ku37||1-5 特命全権大使米欧回覧実記　1 - 5 久米邦武編

春
防災と復旧・復興 森地　茂 Website 国土強靱化基本計画 内閣官房 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyouji

nka/kihon.html

春
防災と復旧・復興 森地　茂 Website 国土強靱化アクションプラン 内閣官房 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyouji

nka/kihon.html

春
防災と復旧・復興 森地　茂 Website 社会資本の老朽化対策 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/sosei_

point_mn_000003.html

春

防災と復旧・復興 森地　茂 Website Integrated Research & Survey Team on Disaster
Mitigation using Information and Communication
Technology (Third Survey Team)

The Japan Society of Civil
Engineers and the Institute of
Electrical Engineers of Japan

http://www.jsce-
int.org/system/files/Summary%20of%20Urgent%
20Recommendations.pdf

春

防災と復旧・復興 森地　茂 Website Lessons for the Social Sciences from the 2011 Great
East Japan Earthquake
（Report of the Social Scientific Research Committee
on the Great East Japan Earthquake）

Social Scientific Research
Committee on the Great East
Japan Earthquake
Japan Society for the
Promotion of Science

https://www.jsps.go.jp/j-
gakujutsuchosa/e_report.html

春
防災と復旧・復興 森地　茂 1 on order America in ruins : the decaying infrastructure Pat Choate and Susan Walter

春後
まちづくりと公共経済 中川 雅之 2 341||N32 公共経済学と都市政策 中川雅之著

春後
まちづくりと公共経済 中川 雅之 2 341||D83 入門公共経済学　（第2版） 土居丈朗著

春後
まちづくりと公共経済 中川 雅之 2 341||D83 入門公共経済学 土居丈朗著

春後
まちづくりと公共経済 中川 雅之 2 361.78||Mi81 現代都市経済学　（第2版） 宮尾尊弘著

春前
まちづくり法の基礎 高橋 正史 1 only 参考図書コーナー

510.9||Ke51||2019
国土交通六法 : 社会資本整備編 (令和元年版) 建設行政研究会編集

春前
まちづくり法の基礎 高橋 正史 1 only 参考図書コーナー

510.9||Ke51||2018
国土交通六法 : 社会資本整備編 (平成30年版) 建設行政研究会編集

春前
まちづくり法の基礎 高橋 正史 1 only 参考図書コーナー

601.1||Ko45||2010
国土交通六法 : 国土編 (平成22年版) 国土交通省

春前
まちづくり法の基礎 高橋 正史 2 518.8||Mi34 地域共生の都市計画 (第2版) 三村浩史著

春前
まちづくり法の基礎 高橋 正史 2 518.8||Ka86 新・都市計画概論 (改訂2版) 加藤晃, 竹内伝史編著

春前
まちづくり法の基礎 高橋 正史 Website WHITE PAPER ON LAND, INFRASTRUCTURE,

TRANSPORT AND TOURISM IN JAPAN
国土交通省 = Ministry of
Land, Infrastructure, Transport
and Tourism

http://www.mlit.go.jp/en/statistics/white-
paper-mlit-index.html

春前
ミクロ経済学Ⅰ 畠中 薫里 2 331.122||H43||1 市場の失敗と政府の失敗への対策 (プログレッシブ経

済学シリーズ, ミクロ経済学:1)
八田達夫著

春前
ミクロ経済学Ⅰ 畠中 薫里 3 331.122||H43||2 効率化と格差是正 (プログレッシブ経済学シリーズ, ミク

ロ経済学:2)
八田達夫著

春前
ミクロ経済学Ⅰ 畠中 薫里 2 331.122||H43 ミクロ経済学Expressway 八田達夫著

春前
ミクロ経済学Ⅰ 畠中 薫里 2 331.122||I89 ミクロ経済学 (第3版) 伊藤元重著

春前
ミクロ経済学Ⅰ 畠中 薫里 2 331.122||St6 スティグリッツミクロ経済学  (第4版) ジョセフ・E・スティグリッツ, カー

ル・E・ウォルシュ著 ; 藪下史郎
[ほか] 訳
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春前
ミクロ経済学Ⅰ 畠中 薫里 2 331||Ma44||1 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 ;

足立英之 [ほか] 訳

春前
ミクロ経済学Ⅰ 畠中 薫里 2 331||Ma44||1 マンキュー経済学　1: ミクロ編 (第3版) N・グレゴリー・マンキュー著 ;

足立英之 [ほか] 訳

春前
ミクロ経済学Ⅰ 畠中 薫里 2 331.122||Ka51 ミクロ経済学の力 : micro economics 神取道宏著

春前
ミクロ経済学Ⅰ 畠中 薫里 2 331.122||Kr8 Microeconomics (5th ed.) Paul Krugman, Robin Wells

春前
ミクロ経済学Ⅰ 小川 博雅 2 331.122||A47 ミクロ経済学の第一歩 安藤至大著

春前
ミクロ経済学Ⅰ 小川 博雅 2 331||Ma44||1 マンキュー経済学　1: ミクロ編 (第3版) N・グレゴリー・マンキュー著 ;

足立英之 [ほか] 訳

春前
ミクロ経済学Ⅰ 小川 博雅 2 331||Mi27 The economics of public issues (20th ed.) Roger LeRoy Miller, Daniel K.

Benjamin, Douglass C. North

春前
ミクロ経済学Ⅰ 小川 博雅 2 331||I89 ひたすら読むエコノミクス : read me 1st 伊藤秀史著

春前
ミクロ経済学Ⅰ 小川 博雅 2 331.122||Ka51 ミクロ経済学の力 : micro economics 神取道宏著

春前
ミクロ経済学Ⅰ 小川 博雅 2 331.122||H43||1 市場の失敗と政府の失敗への対策 (プログレッシブ経

済学シリーズ, ミクロ経済学:1)
八田達夫著

春前
ミクロ経済学Ⅰ 小川 博雅 3 331.122||H43||2 効率化と格差是正 (プログレッシブ経済学シリーズ, ミク

ロ経済学:2)
八田達夫著

春後
ミクロ経済学Ⅱ 田中 誠 2 331.122||H43||1 市場の失敗と政府の失敗への対策 (プログレッシブ経

済学シリーズ, ミクロ経済学:1)
八田達夫著 テキスト

春後
ミクロ経済学Ⅱ 田中 誠 3 331.122||H43||2 効率化と格差是正 (プログレッシブ経済学シリーズ, ミク

ロ経済学:2)
八田達夫著 テキスト

春後
ミクロ経済学Ⅱ 田中 誠 2 331.122||I89 ミクロ経済学 (第3版) 伊藤元重著 参考文献

春後
ミクロ経済学Ⅱ 田中 誠 2 331.122||I89 ミクロ経済学 (第2版) 伊藤元重著 参考文献

春後
ミクロ経済学Ⅱ 田中 誠 2 331||Ma44||1 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 ;

足立英之 [ほか] 訳
参考文献

春後
ミクロ経済学Ⅱ 田中 誠 2 331||Ma44||1 マンキュー経済学　1: ミクロ編 (第3版) N・グレゴリー・マンキュー著 ;

足立英之 [ほか] 訳
参考文献

春後
ミクロ経済学Ⅱ 田中 誠 2 331.122||A47 ミクロ経済学の第一歩 安藤至大著 参考文献

春後
ミクロ経済学Ⅱ 田中 誠 2 331.122||Ka51 ミクロ経済学の力 : micro economics 神取道宏 参考文献

春後
ミクロ経済学Ⅱ 田中 誠 2 331.122||O56 ミクロ経済学 奥野正寛編著 参考文献

春後
ミクロ経済学Ⅰ 藤原 徹 2 331.122||Ka51 ミクロ経済学の力 : micro economics 神取道宏著

春後
ミクロ経済学Ⅰ 藤原 徹 2 331||I89 ひたすら読むエコノミクス : read me 1st 伊藤秀史著

春後
ミクロ経済学Ⅰ 藤原 徹 1

1 on order
335.3||O17 産業組織論 : 理論・戦略・政策を学ぶ 小田切宏之著

春後
ミクロ経済学Ⅰ 藤原 徹 2 331.122||H43||1 市場の失敗と政府の失敗への対策 (プログレッシブ経

済学シリーズ, ミクロ経済学:1)
八田達夫著

春後
ミクロ経済学Ⅰ 藤原 徹 3 331.122||H43||2 効率化と格差是正 (プログレッシブ経済学シリーズ, ミク

ロ経済学:2)
八田達夫著
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春前
民法 塩澤 一洋 2 320.91||I76||2021 法学六法 : major laws for beginners (2021年版) 池田真朗 [ほか] 編集代表
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