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秋
医療経営論 田極 春美

秋
医療経営論 田極 春美 2 on order Marketing management  (15th ed., global ed.) Philip Kotler, Kevin Lane Keller

秋
医療経営論 田極 春美 1 or Ebook 336.1||P83 Competitive strategy : techniques for analyzing 

industries and competitors
Michael E. Porter http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=

true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=19645
32

秋
医療政策特論Ⅱ 小野 太一、

外部講師

秋
医療政策特論Ⅱ 小野 太一、

外部講師
1 or Ebook 498.1||P52 Health economics (6th ed.) Charles E. Phelps http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=

true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=15541
39

参考文献

秋
外交アカデミー 1, 2 粗 信仁

秋
科学技術イノベーション政策特論 Ⅰ 小林 俊哉 2 404||F56 科学技術社会論の技法 藤垣裕子編

秋
科学技術イノベーション政策特論 小林 俊哉 2 407||F56 科学コミュニケーション論 （新装版） 藤垣裕子, 廣野喜幸編

秋
科学技術イノベーション政策特論 小林 俊哉 1 only 404||H64 科学は誰のものか : 社会の側から問い直す 平川秀幸著

秋
科学技術イノベーション政策特論 小林 俊哉 Out of print 技術と人間の倫理 加藤尚武著

秋
科学技術イノベーション政策特論 小林 俊哉 2 507||Ka48 科学技術者倫理 : 本質から考え行動する 金沢工業大学・科学技術応用

倫理研究所編

秋
科学技術イノベーション政策特論 小林 俊哉 2 507||N49 理系のための科学技術者倫理 : JABEE基準対応 直江清隆, 盛永審一郎編

秋
科学技術イノベーション政策特論 小林 俊哉 1 or Ebook 361.5||G42 The new production of knowledge : the dynamics of 

science and research in contemporary societies
Michael Gibbons ... [et al.] http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=

true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=51899
1

秋
科学技術イノベーション政策特論 Ⅲ 諸賀 加奈 2 336.1||C58 The innovator's dilemma : when new technologies 

cause great firms to fail
Clayton M. Christensen

秋
科学技術イノベーション政策特論 諸賀 加奈 2 336.1||C58 イノベーションのジレンマ : 技術革新が巨大企業を滅ぼ

すとき (増補改訂版)
クレイトン・クリステンセン著 ; 
伊豆原弓訳

秋
科学技術イノベーション政策特論 諸賀 加奈 1 on order

or Ebook
Reverse innovation : create far from home, win 
everywhere

Vijay Govindarajan, Chris 
Trimble ; [foreword by Indra K. 
Nooyi]

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=67517
3

秋
科学技術イノベーション政策特論 諸賀 加奈 2 335.5||G74 リバース・イノベーション : 新興国の名もない企業が世

界市場を支配するとき
ビジャイ・ゴビンダラジャン, クリ
ス・トリンブル著/渡部典子訳

秋前
科学技術イノベーション政策特論 Ⅶ
＊昨年度のシラバスに基づいて記載しています

上山 隆大 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

秋前
科学技術イノベーション政策特論 上山 隆大 1 only 335||Sh12 大学発ベンチャー : 新事業創出と発展のプロセス S.シェーン著 ; 金井一頼, 渡辺

孝監訳

秋前
科学技術イノベーション政策特論 上山 隆大 2 579.9||O17 バイオテクノロジーの経済学 : 「越境するバイオ」のた

めの制度と戦略
小田切宏之著

秋前
科学技術イノベーション政策特論 上山 隆大 2 507.2||B63 「反」知的独占 : 特許と著作権の経済学 ミケーレ・ボルドリン, デヴィッ

ド・K・レヴァイン著 ; 山形浩生, 
守岡桜訳

秋前
科学技術イノベーション政策特論 上山 隆大 2 377.253||U51 アカデミック・キャピタリズムを超えて : アメリカの大学と

科学研究の現在
上山隆大著

秋前
科学技術イノベーション政策特論 上山 隆大 2 336.1||C58 イノベーションのジレンマ : 技術革新が巨大企業を滅ぼ

すとき (増補改訂版)
クレイトン・クリステンセン著 ; 
伊豆原弓訳

秋前
科学技術イノベーション政策特論 上山 隆大 Out of print 現代の二都物語 : なぜシリコンバレーは復活し、ボスト

ン・ルート128は沈んだか
アナリー・サクセニアン著 ; 山
形浩生, 柏木亮二訳

日本語のテキストおよび参考文献は開講初日に指示する。

各講義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。

必携のテキスト等は特になし。
参考文献については、講義中に適宜指示する。
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http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1964532
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1964532
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1964532
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1554139
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1554139
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1554139
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=518991
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=518991
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=518991
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=675173
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=675173
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=675173
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秋
科学技術イノベーション政策と評価 林　隆之 2 409||Sh12 Learning from science and technology policy evaluation 

: experiences from the United States and Europe
edited by Philip Shapira, 
Stefan Kuhlmann

秋
科学技術イノベーション政策と評価 林　隆之 1 336.17||C13 The strategic management of research and technology 

: evaluation of programmes
Michel Callon, Philippe Larédo, 
Philippe Mustar

秋
科学技術イノベーション政策と評価 林　隆之 1 only 369||L64 Handbook on the theory and practice of program 

evaluation
edited by Albert N. Link, 
Nicholas S. Vonortas

秋
科学技術イノベーション政策と評価 林　隆之 1 only 335||E22 Handbook of innovation policy impact edited by Jakob Edler...[et al.]

秋
科学技術イノベーション政策と評価 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

秋
科学技術イノベーション政策と評価 林　隆之 2 317.1||R98 「政策評価」の理論と技法 (増補改訂版) 龍慶昭, 佐々木亮

秋
科学技術イノベーション政策と評価 林　隆之 2 361.9||R73 プログラム評価の理論と方法 : システマティックな対人

サービス・政策評価の実践ガイド
ピーター・H・ロッシ, マーク・W・
リプセイ, ハワード・E・フリーマ
ン著 ; 大島巌 [ほか] 監訳

秋
科学技術イノベーション政策と評価 林　隆之 1 only 317.1||H42 政策評価入門 : 結果重視の業績測定 ハリー・P・ハトリー著 ; 上野宏, 

上野真城子訳

秋後
科学技術イノベーション政策のためのミクロ
経済学

長根 裕美 2 331.122||Kr8 クルーグマンミクロ経済学　第2版 ポール・クルーグマン, ロビン・
ウェルス著 ; 大山道広 [ほか] 
訳

秋後
2 331.122||Kr8 Microeconomics  6th ed. Paul Krugman, Robin Wells

秋後
2 331.122||Kr8 Microeconomics  5th ed. Paul Krugman, Robin Wells

秋後
Out of print Microeconomics  8th ed. Robert S. Pindyck, Daniel L. 

Rubinfeld

秋後
1 only 331.122||P66 Microeconomics  9th ed., global ed. Robert S. Pindyck, Daniel L. 

Rubinfeld

秋
科学技術イノベーション政策論文演習　Ⅰ/
Ⅱ

関係教員 3 301||I89 政策リサーチ入門 : 仮説検証による問題解決の技法 伊藤修一郎

秋
科学技術イノベーション政策特論 小林 俊哉 2 002.7||C92 Research design : qualitative, quantitative, and mixed 

methods approaches  (5th ed.)
John W. Creswell and J.David 
Creswell

秋
科学技術イノベーション政策特論 小林 俊哉 2 002.7||C92 人間科学のための混合研究法 : 質的・量的アプローチ

をつなぐ研究デザイン
J.W.クレスウェル, V.L.プラノ ク
ラーク著/大谷順子訳

Designing and 
conducting mixed 
methods research (初

秋
科学技術イノベーション政策特論 小林 俊哉 1 only 002.7||C92 研究デザイン : 質的・量的・そしてミックス法 John W. Creswell著 ; 操華子, 

森岡崇訳
Research design（第2版）
の翻訳

秋
科学技術イノベーション政策特論 小林 俊哉 2 301.6||Y71 Applications of case study research  (3rd ed.) Robert K. Yin

秋後
科学技術外交論 廣木 謙三 Website Transforming our World : The 2030 Agenda for 

Sustainable Development
United Nations https://sdgs.un.org/publications/transforming-

our-world-2030-agenda-sustainable-
development-17981

秋後
科学技術外交論 廣木 謙三 Website The UN convention on the law of the non-navigational 

uses of international watercourses
United Nations https://unece.org/environment-

policy/water/un-watercourses-convention

秋
気象と災害 鈴木 靖

秋
教育政策概論 今野 雅裕 Website 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校

の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について
（答申）

中央教育審議会 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/c
hukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/01/10
/1380902_0.pdf

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。
参考文献があれば、授業の中で適宜提示する。
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https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981
https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981
https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981
https://unece.org/environment-policy/water/un-watercourses-convention
https://unece.org/environment-policy/water/un-watercourses-convention
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/01/10/1380902_0.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/01/10/1380902_0.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/01/10/1380902_0.pdf
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秋
教育政策概論 今野　雅裕 Website 新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と

地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について
（答申）

中央教育審議会 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/c
hukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/01/05
/1365791_1.pdf

秋
教育政策概論 今野　雅裕 1 or Ebook 378||H51 Giving kids a fair chance James J. Heckman

秋
教育政策概論 今野　雅裕 2 376.1||H51 幼児教育の経済学 ジェームズ・J.ヘックマン著 ; 古

草秀子訳

秋
教育政策概論 今野　雅裕 2 378||Ts39 特別支援教育 : 多様なニーズへの挑戦 柘植雅義著

秋
教育政策概論 今野　雅裕 2 378||Su49 発達障害の子どもたち 杉山登志郎著

秋
教育政策概論 今野　雅裕 1 only 379||Ma88 社会教育の終焉 (新版) 松下圭一著

秋
教育政策概論 今野　雅裕 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

秋
教育政策概論 今野　雅裕 2 361.6||P98 孤独なボーリング : 米国コミュニティの崩壊と再生 ロバート・D・パットナム著 ; 柴

内康文訳

秋
教育政策概論 今野　雅裕 2 361.3||I51 ソーシャル・キャピタル入門: 孤立から絆へ 稲葉陽二著

秋
教育政策概論 今野　雅裕 2 373.2||Sh62 教育委員会 : 何が問題か 新藤宗幸著

秋
経済シミュレーション分析  (Economic 
Simulation Analysis)

細江 宣裕 2 331.19||H93 テキストブック応用一般均衡モデリング : プログラムか
らシミュレーションまで（第2版）

細江宣裕, 我澤賢之, 橋本日
出男著

テキスト

秋
経済シミュレーション分析 細江 宣裕 2 333.8||C57 発展途上国の開発政策と計画 : モデル化と計画の立

て方
アニス・チョードゥリー, コリン・
カークパトリック著 ; 嶋田晴行 
[ほか] 訳

参考文献

秋
経済シミュレーション分析 細江 宣裕 Website GAMS A User's Guide Anthony Brooke, David 

Kendrick, Alexander Meeraus, 
Ramesh Raman

https://www.gams.com/latest/docs/UG_MAIN.h
tml 参考文献

秋
経済シミュレーション分析 細江 宣裕 Website Social accounting matrices : a basis for planning Graham Pyatt and Jeffery I. 

Round (eds.)

http://documents.worldbank.org/curated/en/91
9371468765880931/Social-accounting-
matrices-a-basis-for-planning

参考文献

秋
経済シミュレーション分析 細江 宣裕 1 only 331.84||Ta56 Spatial and temporal price and allocation models Takashi Takayama and George 

G. Judge
参考文献

秋
経済シミュレーション分析 細江 宣裕 2 540.921||H43 規制改革の経済分析 : 電力自由化のケース・スタディ 八田達夫, 田中誠編著 参考文献

テキスト 1/ 教員著作 1

秋
経済政策分析 川崎 研一 1 or Website 333||W88||Year World economic outlook International Monetary Fund 参考図書コーナー

秋
経済政策分析 川崎 研一 Online OECD economic outlook Organisation for Economic 

Co-operation & Development

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-
economic-outlook_16097408

秋
経済政策分析 川崎 研一 Website Global economic prospects World Bank https://www.worldbank.org/en/publication/glob

al-economic-prospects

秋前
計量分析演習 鈴木 潤 2 417||H52 統計ソフト「R」超入門 : 実例で学ぶ初めてのデータ解

析
逸見功著

秋前
計量分析演習 鈴木 潤 2 490.19||Sh69||1 みんなの医療統計 : 12日間で基礎理論とEZRを完全マ

スター!
新谷歩著

秋前
計量分析演習 鈴木 潤 2 490.19||Sh69||2 みんなの医療統計 : 10日間で基礎理論とEZRを完全マ

スター! 多変量解析編
新谷歩著

秋前
計量分析演習 鈴木 潤 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

秋前
計量分析演習 鈴木 潤 1 on order

or Website
An introduction to statistical learning : with 
applications in R  (2nd ed.)

Gareth James ... [et al.] https://www.statlearning.com/
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http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/01/05/1365791_1.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/01/05/1365791_1.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/01/05/1365791_1.pdf
https://www.gams.com/latest/docs/UG_MAIN.html
https://www.gams.com/latest/docs/UG_MAIN.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/919371468765880931/Social-accounting-matrices-a-basis-for-planning
http://documents.worldbank.org/curated/en/919371468765880931/Social-accounting-matrices-a-basis-for-planning
http://documents.worldbank.org/curated/en/919371468765880931/Social-accounting-matrices-a-basis-for-planning
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook_16097408
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook_16097408
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://www.statlearning.com/
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秋前
計量分析演習 鈴木 潤 1 or 

Website
417||J18 An introduction to statistical learning : with 

applications in R
Gareth James ... [et al.] https://www.statlearning.com/

秋前
計量分析演習 鈴木 潤 1 on order

or Ebook
Using the R Commander John Fox https://www.taylorfrancis.com/books/97813153

80537

秋後
現代インフラ政策特論 家田 仁

秋後
現代インフラ政策特論 家田 仁 Website Principles of infrastructure : case studies and best 

practices
Hideo Nakamura, ... [et al.] https://www.adb.org/publications/principles-

infrastructure-case-studies-best-practices

秋
国際関係・外交政策論文演習 関係教員 2 311.16||Ku37 原因を推論する : 政治分析方法論のすゝめ 久米郁男著

秋
国際関係・外交政策論文演習 関係教員 2 301.6||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

秋
国際関係・外交政策論文演習 関係教員 2 331.19||I89 データ分析の力 : 因果関係に迫る思考法 伊藤公一朗著

秋
国際関係・外交政策論文演習 関係教員 2 319||Ma73 国際政治の数理・計量分析入門 松原望, 飯田敬輔編

秋
国際関係・外交政策論文演習 関係教員 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

秋
国際関係・外交政策論文演習 関係教員 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

秋
国際関係・外交政策論文演習 関係教員 2 311.16||V26 Guide to methods for students of political science Stephen Van Evera

秋
国際関係・外交政策論文演習 関係教員 1 or Ebook 301.6||Ka61 The conduct of inquiry : methodology for behavioral 

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

https://www.taylorfrancis.com/books/97813151
31467

秋
国際関係・外交政策論文演習 関係教員 1

1 on order
361.16||St6 Constructing social theories Arthur L. Stinchcombe

秋
国際関係・外交政策論文演習 関係教員 2 417||W71 R for data science : import, tidy, transform, visualize, 

and model data
Hadley Wickham and Garrett 
Grolemund

秋
国際関係・外交政策論文演習 関係教員 2 331.19||W87 Introductory econometrics : a modern approach (7th 

ed.)
Jeffrey M. Wooldridge

秋
国際関係・外交政策論文演習 関係教員 3 or Ebook 331.19||A49 Mostly harmless econometrics : an empiricist's 

companion
Joshua D. Angrist and Jörn-
Steffen Pischke

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=32976
1

秋
国際関係・外交政策論文演習 関係教員 1 or Ebook 330.7||P45 How to write about economics and public policy Katerina Petchko https://www.sciencedirect.com/book/97801281

30100/how-to-write-about-economics-and-
public-policy

秋
国際関係・外交政策論文演習 関係教員 2 836||St8 The elements of style by William Strunk Jr./with 

revisions, an introduction, and 
a chapter on writing by E.B. 
White

秋
国際関係・外交政策論文演習 関係教員 2 836||P66 The sense of style : the thinking person's guide to 

writing in the 21st century
Steven Pinker

秋
国際関係論の理論と研究方法演習 田中 明彦, 

BRUMMER 
Matthew

4 319.102||Ta84 Japan in Asia : post-Cold-War diplomacy Tanaka Akihiko ; translated by 
Jean Connell Hoff

参考文献

秋
国際関係論の理論と研究方法演習 田中 明彦, 

BRUMMER 
Matthew

2 319.1||I61 The diplomatic history of postwar Japan edited by Makoto Iokibe ; 
translated and annotated by 
Robert D. Eldridge

参考文献

秋
国際関係論の理論と研究方法演習 田中 明彦, 

BRUMMER 
Matthew

Website East Asian strategic review 2019 edited by the National 
Institute for Defense Studies

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/e
ast-asian/index.html 参考文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website メガFTA戦略の展開カギ　新局面の通商政策（上） 木村福成 https://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/k

imura-fukunari/01.html 必須文献
日経テレコンより入手可
（2021/01/19朝刊）

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website TPP拡大、米復帰後に推進　新局面の通商政策（中） 中川淳司 https://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/n

akagawa-junji/01.html 必須文献
日経テレコンより入手可
（2021/01/20朝刊）

各講師が講義時に適宜挙げる
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秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website RCEP、TPPと対立せず　新局面の通商政策（下） 大庭三枝 必須文献

日経テレコンより入手可
（2021/01/21朝刊）

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website インフラシステム海外展開戦略 2025 経協インフラ戦略会議決定 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai49

/siryou2.pdf
必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 1 or 

Website
501||Ke29||2020 令和元年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー

白書2020）
経済産業省 資源エネルギー
庁

https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepape
r/ 必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website コロナの下での自由で開かれた貿易投資の実現 一般社団法人 日本経済団体

連合会

https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/064.ht
ml

必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website 日英包括的経済連携協定(日英EPA)について 全国農業協同組合中央会 農

政部

http://www.ib-ja.or.jp/cgi-
bin/inashiki/eino/image/1600910210_1.pdf

必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website 「アジア経済再生ミッション」報告書

（21世紀のアジアと共生する日本を目指して）
外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/asiakeizai/s

aisei/hokoku.html
必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website 日 ASEAN 包括的経済連携協定（AJCEP）その概要と

二国間EPAとの比較
みずほ総合研究所 https://www.mizuho-

ir.co.jp/publication/mhri/research/pdf/policy-
insight/MSI080512.pdf

必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website アジア太平洋経済と通商秩序 : 過去、現在、将来  (ITI 

調査研究シリーズ No.88-2)
一般財団法人 国際貿易投資
研究所（ITI）

http://www.iti.or.jp/report_88_2.pdf 必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website 「成長」が課題のRCEP. TPP未満、WTO以上のメガEPA みずほ総合研究所 https://www.mizuho-

ir.co.jp/publication/mhri/research/pdf/insight/p
l201130.pdf

必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website 国問研戦略コメント（2020-16）

インド太平洋の経済連携とRCEP
柳田健介（日本国際問題研究
所 研究員）

https://www.jiia.or.jp/strategic_comment/2020-
16.html 必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website CPTPP が年末に発効  高度なルールの実現に加え、

早期の拡大にも期待
みずほ総合研究所  菅原淳一 https://www.mizuho-

ir.co.jp/publication/mhri/research/pdf/insight/p
l181101a.pdf

必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website 中国と米国はTPP11への参加を決断できるか （一財）国際貿易投資研究所  

高橋俊樹

http://www.iti.or.jp/column081.htm 必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website 日中韓FTAと日中韓の第三国市場協力の可能性 石戸光, 韓葵花 http://www.world-economic-

review.jp/impact/article1509.html 必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website 新型コロナウイルス禍と中国の今後 高原明生 https://www.cfiec.jp/jp/pdf/prp/0017-

takahara.pdf 必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website コロナ後世界へ影響力を強める中国「デジタル戦略」の

深謀遠慮
みずほリサーチ＆テクノロジー
ズ　玉井芳野

https://www.mizuho-
ir.co.jp/publication/mhri/highlights/2021/01/20
210104.html

必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website 「一帯一路」の終わり？ 田中素香 http://www.world-economic-

review.jp/impact/article1988.html 必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website トランプからバイデンへ　インド・モディ政権の期待と懸

念
伊藤 融 https://www.spf.org/iina/articles/toru_ito_03.ht

ml
必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website 中国のカウンターパワーとしてのインド　インドのいない

RCEPと中国
国際貿易投資研究所　大木 
博巳

http://www.iti.or.jp/flash476.htm 必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website 世界経済の潮流を左右するインドの対米・対中経済関

係
日本総研　熊谷 章太郎 https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jr

ireview/pdf/11573.pdf 必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website アメリカ新政権の成立と日米中台関係 川島 真 https://www.koryu.or.jp/Portals/0/images/publi

cations/magazine/2020/12%E6%9C%88/2012_02
kawashima.pdf

必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website 中国のＴＰＰ参加のハードルを上げよ！　米国の政治空

白を突いた習近平
キヤノングローバル戦略研究
所　山下一

https://webronza.asahi.com/business/articles/
2020112100002.html 必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website 米バイデン新政権の外交・通商政策と ASEAN 諸国の

見方
国際通貨研究所　福地 亜希 https://www.iima.or.jp/docs/column/2021/ei20

21.1.pdf 必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website How America Can Shore Up Asian Order : A Strategy 

for Restoring Balance and Legitimacy
By Kurt M. Campbell and Rush 
Doshi

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-
states/2021-01-12/how-america-can-shore-
asian-order

必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 Website ASEANのインド太平洋構想（AOIP）：求められる構想の

具体化とFOIPとの連携
石川 幸一 http://www.iti.or.jp/report_101.pdf 必須文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 2 678.3||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
推薦文献
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秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 2 678.3||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
推薦文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 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

推薦文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 2 333.6||U63 揺らぐ世界経済秩序と日本 : 反グローバリズムと保護

主義の深層
馬田啓一 [ほか] 編著 推薦文献

秋
国際経済交渉論 篠田 邦彦 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 推薦文献

秋
国際食料・農業論 大口 篤志、

外部講師

秋
国土政策と社会資本整備 / 特論 森地 茂 4 601.1||Mo46 国土の未来 : アジアの時代における国土整備プラン 国土の未来研究会・森地茂 編

著

秋
国土政策と社会資本整備 / 特論 森地 茂 4 601.1||Mo46 人口減少時代の国土ビジョン : 新しい国のかたち『二

層の広域圏』
森地茂, 『二層の広域圏』形成
研究会編著

秋
国土政策と社会資本整備 / 特論 森地 茂 5 514.6||Ko45 国土と高速道路の未来 : 豊富なデータから読み解く道

路網整備のこれから
国土政策と高速道路の研究会
編著

秋
国土政策と社会資本整備 / 特論 森地 茂 2 510.9||D81 未来への投資 : 未来のための社会資本整備を終わら

せて良いのか?
土木学会企画委員会編

秋
国土政策と社会資本整備 / 特論 森地 茂 1 or Website 601.1||Ko65 国土形成計画 国土交通省国土計画局 http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokei

kaku_fr3_000003.html

秋
国土政策と社会資本整備 / 特論 森地 茂 2 689.4||Mo46 魅力ある観光地と交通 : 地域間交流活性化への提案 国際交通安全学会編

秋
国土政策と社会資本整備 / 特論 森地 茂 2 or Ebook 682.2||Mo46 Transport development in Asian megacities : a new 

perspective
Shigeru Morichi, Surya Raj 
Acharya, editors

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=53821
8

秋
国土政策と社会資本整備 / 特論 森地 茂 Website HM Treasury PFI and PF2 : HC 718 SESSION 2017–

2019
Report by the Comptroller and 
Auditor General

https://www.nao.org.uk/report/pfi-and-pf2/

秋
国土政策と社会資本整備 / 特論 森地 茂 Out of print America in ruins : the decaying infrastructure Pat Choate and Susan Walter

秋
災害対策各論Ⅱ 小山内　信智 2 656||Mi37 現代砂防学概論 南哲行, 小山内信智編 テキスト

秋
災害対策各論Ⅱ 小山内　信智 1 only 656.5||Ma58 砂防学 丸谷知己編 参考文献

秋

災害対策各論Ⅱ 小山内　信智 Website Protection of Lives from Sediment Disasters : A SABO 
Supplementary Reader

NPO Sediment Disaster 
Prevention Publicity 
Center(SPC)

http://www.sabopc.or.jp/images/english.pdf 参考文献

秋
財政政策 井堀　利宏 2 341||I25 財政 (第3版) (現代経済学入門) 井堀利宏著 必携テキスト

秋
財政政策 井堀　利宏 1 331||I25 公共経済の理論 井堀利宏著 テキストコーナー

秋
財政政策 井堀　利宏 1 331||I25 公共経済の理論 : オンデマンド版 井堀利宏著 一般書架

秋
財政政策 井堀　利宏 2 345||I25 課税の経済理論 井堀利宏著

秋
財政政策 井堀　利宏 2 342.1||I25 消費増税は、なぜ経済学的に正しいのか : 「世代間格

差拡大」の財政的研究
井堀利宏著

秋
財政政策 井堀　利宏 2 332.107||I25 政府の行動 : アベノミクスの理論分析 : 政治経済学で

読み解く
井堀利宏, 小西 秀樹

秋
財政政策 井堀　利宏 2 341||I25 Principles of public finance Toshihiro Ihori

初回授業にて通知
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秋
財政政策 井堀　利宏 4 341||R72 Public finance　(10th ed., global ed.) Harvey S. Rosen, Ted Gayer, 

Abdülkadir Civan

秋
財政政策 井堀　利宏 2 341||St6 Economics of the public sector  (4th ed.) Joseph E. Stiglitz, Jay K. 

Rosengard

秋
財政政策 井堀　利宏 2 331.121||Ma44 Principles of macroeconomics  (9th ed.) N. Gregory Mankiw

秋
シアター・マネジメント 佐藤 敦子 3 709.35||G83 フランスの文化政策 : 芸術作品の創造と文化的実践 クサビエ・グレフ著 ; 垣内恵美

子監訳

秋
シアター・マネジメント 佐藤 敦子 2 709.34||F64 地域主権の国ドイツの文化政策 : 人格の自由な発展と

地方創生のために
藤野一夫, 秋野有紀, マティア
ス・テーオドア・フォークト編

秋
シアター・マネジメント 佐藤 敦子 2 709.5||Sh23 アメリカの芸術文化政策と公共性 : 民間主導と分権シ

ステム
渋谷博史, 片山泰輔編

秋
シアター・マネジメント 佐藤 敦子 2 709||O78 アーツカウンシル : アームズ・レングスの現実を超えて 太下義之著

秋
シアター・マネジメント 佐藤 敦子 2 709.33||H53 文化資本 : クリエイティブ・ブリテンの盛衰 ロバート・ヒューイソン著 ; 小林

真理訳

秋
シアター・マネジメント 佐藤 敦子 1 or Ebook 766||A19 The management of opera : an international 

comparative study
Philippe Agid and Jean-Claude 
Tarondeau

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=35649
9

秋
自治体改革論 高田　寛文

秋
社会科学方法論=質的分析
(Social Science Methodology for Qualitative 
Analysis)

飯尾 潤 2 311.16||Ku37 原因を推論する : 政治分析方法論のすゝめ 久米郁男著

秋
社会科学方法論=質的分析
(Social Science Methodology for Qualitative 
Analysis)

飯尾 潤 2 301.6||Ki43 Designing social inquiry : scientific inference in 
qualitative research

Gary King, Robert O. Keohane, 
Sidney Verba

秋
社会科学方法論=質的分析
(Social Science Methodology for Qualitative 
Analysis)

飯尾 潤 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

秋
社会科学方法論=質的分析
(Social Science Methodology for Qualitative 
Analysis)

飯尾 潤 2 301.6||G35 Case studies and theory development in the social 
sciences

Alexander L. George and 
Andrew Bennett

秋
社会科学方法論=質的分析
(Social Science Methodology for Qualitative 
Analysis)

飯尾 潤 2 301.6||G35 社会科学のケース・スタディ : 理論形成のための定性
的手法

アレキサンダー・ジョージ, アン
ドリュー・ベネット著 ; 泉川泰博
訳

秋
社会科学方法論=質的分析
(Social Science Methodology for Qualitative 
Analysis)

飯尾 潤 1 201.1||G12 The landscape of history : how historians map the past John Lewis Gaddis

秋
社会科学方法論=質的分析
(Social Science Methodology for Qualitative 
Analysis)

飯尾 潤 2 201.1||G12 歴史の風景 : 歴史家はどのように過去を描くのか ジョン・L・ギャディス著 ; 
浜林正夫, 柴田知薫子訳

秋
社会科学方法論=質的分析
(Social Science Methodology for Qualitative 
Analysis)

飯尾 潤 4 319.53||G35 Bridging the gap : theory and practice in foreign policy Alexander L. George ; 
foreword by Samuel W. Lewis

秋
社会科学方法論=量的分析
 (Social Science Methodology for Quantitative 
Analysis)

増山 幹高 2 311.19||Ma69 計量政治分析入門 増山幹高, 山田真裕著

秋
社会科学方法論=量的分析
 (Social Science Methodology for Quantitative 
Analysis)

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

秋
社会科学方法論=量的分析
 (Social Science Methodology for Quantitative 
Analysis)

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

秋
社会科学方法論=量的分析
 (Social Science Methodology for Quantitative 
Analysis)

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

秋前
社会基盤整備のPPP/PFI 日比野 直彦

秋
消防防災減災・被災地学習 武田 文男

必携のテキストは特になし。必要に応じて講義内で配布。

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

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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秋
食料・農業・農村政策特論Ⅱ 岡島 正之

秋
「食」を通じた地域振興論 大口　篤志 1 or 

Website
610||N96||2021 食料・農業・農村白書 （令和3年版） 農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r2/ind

ex.html
参考図書コーナー

秋
「食」を通じた地域振興論 大口　篤志 1 or 

Website
610||N96||2020 食料・農業・農村白書 （令和2年版） 農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r1/ind

ex.html
参考図書コーナー

秋
「食」を通じた地域振興論 大口　篤志 2 611.4||Sa25 フードチェーンと地域再生 斎藤修, 佐藤和憲編集担当

秋
「食」を通じた地域振興論 大口　篤志 2 611.3||Ka37 食の信頼問題の実践解 : フードシステムにおける協働

のデザイン
神井弘之著

秋
「食」を通じた地域振興論 大口　篤志 1 or Ebook 611.3||L97 The Oxford handbook of the economics of food 

consumption and policy
Jayson L. Lusk, Jutta Roosen 
and Jason F. Shogren. (eds.)

http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199569
441.001.0001

秋
数理モデル分析演習 土谷 隆, 諸星 

穂積, 竹之内 
高志

2 417||F66 Excelで学ぶOR 藤澤克樹, 後藤順哉, 安井雄
一郎共著

秋
数理モデル分析演習 土谷 隆, 諸星 

穂積, 竹之内 高
志

1 417||Ki41 Rによるデータサイエンス : データ解析の基礎から最新
手法まで

金明哲著

秋
数理モデル分析演習 土谷 隆, 諸星 

穂積, 竹之内 高
志

2 417||Ki41 Rによるデータサイエンス : データ解析の基礎から最新
手法まで （第2版）

金明哲著

秋
数理モデル分析演習 土谷 隆, 諸星 

穂積, 竹之内 高
志

2 417||W74 Model building in mathematical programming  (5th ed.) H. Paul Williams

秋
数理モデル分析演習 土谷 隆, 諸星 

穂積, 竹之内 高
志

2 415.7||B64 Graph theory J.A. Bondy, U.S.R. Murty

秋
政府と市場  (Government and Market) 細江 宣裕 3 331||Mi27 経済学で現代社会を読む ロジャー・レロイ・ミラーほか著 

; 赤羽隆夫訳
初版指定（改訂新版で
はない）

秋
政府と市場  (Government and Market) 細江 宣裕 2 331||L57 ヤバい経済学 : 悪ガキ教授が世の裏側を探検する 

（増補改訂版）
スティーヴン・D・レヴィット, 
スティーヴン・J・ダブナー

秋
政府と市場  (Government and Market) 細江 宣裕 2 675||A46 フリー : 「無料」からお金を生みだす新戦略 クリス・アンダーソン著 ; 

高橋則明訳

秋
政府と市場  (Government and Market) 細江 宣裕 2 331||Mi27 The economics of public issues (20th ed.) Roger LeRoy Miller, Daniel K. 

Benjamin

秋
政府と市場  (Government and Market) 細江 宣裕 1 331||L57 Freakonomics : a rogue economist explores the hidden 

side of everything
Steven D. Levitt and Stephen 
J. Dubner

テキストコーナー

秋
政府と市場  (Government and Market) 細江 宣裕 1 331||L57 Freakonomics : a rogue economist explores the hidden 

side of everything (1st ed.)
Steven D. Levitt and Stephen 
J. Dubner

一般書架

秋
政府と市場  (Government and Market) 細江 宣裕 1 675||A46 Free : the future of a radical price Chris Anderson テキストコーナー

秋
政府と市場  (Government and Market) 細江 宣裕 1 675||A46 Free : how today's smartest businesses profit by giving 

something for nothing
Chris Anderson Free : the future of a 

radical priceのpbk版、
一般書架所在

秋
政府と市場  (Government and Market) 細江 宣裕 2 159||Se15 20歳のときに知っておきたかったこと : スタンフォード大

学集中講義
ティナ・シーリグ著 ; 高遠裕子
訳

秋
政府と市場  (Government and Market) 細江 宣裕 2 159||Se15 What I wish I knew when I was 20 : a crash course on 

making your place in the world
Tina Seelig

秋
政府と市場  (Government and Market) 細江 宣裕 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

秋
政府と市場  (Government and Market) 細江 宣裕 3 or Ebook 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 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail

/Id/3000016017

秋
知的財産マネジメントⅡ 隅蔵 康一

指定テキスト特になし

テキスト指定なし
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秋
地方行政特論 横道　清孝、

外部講師
Website Local Government in Japan 2016

(2018 Revised Edition)
Council of Local Authorities 
for International Relations

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

秋
地方財政論 羽白 淳 2 349||C43||Year/

349.5||C43||Year
地方交付税のあらまし : 市町村職員研修用テキスト 地方交付税制度研究会編 参考図書コーナー1, 一

般書架1

秋
地方財政論 羽白 淳 1 or 

Website
349||J47||Year 地方財政白書 総務省 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusy

o/index.html
参考図書コーナー

秋
地方財政論 羽白 淳 2 349||Y58 地方税財政制度 （第8次改訂版） 矢野浩一郎著

秋
地方財政論 羽白 淳 2 349||Ko82 一番やさしい自治体財政の本  （第2次改訂版） 小坂紀一郎著

秋
地方財政論 羽白 淳 2 318||Y47 地方自治制度・地方公務員制度・地方財政制度  （第3

次改訂版）
川村毅著

秋
地方財政論 羽白 淳 Website White Paper on Local Public Finance 2020 : Illustrated Ministry of Internal Affairs and 

Communications

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

秋
地方財政論 羽白 淳 Website Local government in Japan 2016 （2019 revised 

version）
Council of Local Authorities 
for International Relations 
(CLAIR)

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

秋
知財政策特論 福井　秀夫

秋
都市学の理論と実践 岸井 隆幸、家

田 仁
2 518.8||N72 都市計画　（土木系大学講義シリーズ / 伊藤學 [ほか

編], 17）　4訂版
新谷洋二 [ほか] 著

秋
都市学の理論と実践 岸井 隆幸、家

田 仁
1 on oreder

Website
The Changing Face of Tokyo : From Edo to Today, and 
into the Future

東京都 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/keikaku
_chousa_singikai/ayumi_english.html

秋
都市経済学 岡本 亮介

秋
日本経済の現状と課題 大田 弘子

秋
日本経済の現状と課題 大田 弘子 2 332.1||Ta88 The Japanese economy : then, now, and beyond Mitsuru Taniuchi

秋
日本経済の現状と課題 大田 弘子 2 345.21||I71 The Japanese tax system (3rd ed.) Hiromitsu Ishi

秋
日本経済の現状と課題 大田 弘子 2 335.7||D83 The public sector in Japan : past developments and 

future prospects
Takero Doi and Toshihiro Ihori

秋
日本経済の現状と課題 大田 弘子 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

秋

日本政治研究特別演習
(Special Seminar for Japanese Politics)

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
カ国比較研究 （原著第2版）

アレンド・レイプハルト著 ; 粕谷
祐子, 菊池啓一訳

秋
日本政治研究特別演習
(Special Seminar for Japanese Politics)

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

秋
日本政治研究特別演習
(Special Seminar for Japanese Politics)

竹中 治堅 2 314.53||F19 Home style : house members in their districts Richard F. Fenno, Jr

秋
日本政治研究特別演習
(Special Seminar for Japanese Politics)

竹中 治堅 4 or Ebook 314.8||C89 Making votes count : strategic coordination in the 
world's electoral systems

Gary W. Cox http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO
9781139174954

秋
日本政治研究特別演習
(Special Seminar for Japanese Politics)

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

秋
日本政治研究特別演習
(Special Seminar for Japanese Politics)

竹中 治堅 2 312.1||Ta64 首相支配 : 日本政治の変貌 竹中治堅著

秋
日本政治研究特別演習
(Special Seminar for Japanese Politics)

竹中 治堅 2 314.15||Ta64 参議院とは何か : 1947〜2010 竹中治堅著

固定したテキストは使用しない。講義のつど、必要に応じて関連資料を配布することとする。　
参考文献は、必要に応じて講義の際に提示する。

事前調査を行う際に提示する。

指定テキストなし
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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/menu_seisaku/hakusyo/index.html
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html
https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/r02data/chihouzaisei_2020_en.pdf
https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/r02data/chihouzaisei_2020_en.pdf
http://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/jichi2019-en.pdf
http://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/jichi2019-en.pdf
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/keikaku_chousa_singikai/ayumi_english.html
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/keikaku_chousa_singikai/ayumi_english.html
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2620674
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2620674
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2620674
http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139174954
http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139174954
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秋
日本政治研究特別演習
(Special Seminar for Japanese Politics)

竹中 治堅 2 315.1||Kr2 The rise and fall of Japan's LDP : political party 
organizations as historical institutions

Ellis S. Krauss and Robert J. 
Pekkanen

秋
日本政治研究特別演習
(Special Seminar for Japanese Politics)

竹中 治堅 2 312.1||Ta64 コロナ危機の政治 : 安倍政権vs.知事 竹中治堅著

秋
日本・西洋の景観街づくり 垣内 恵美子

秋
文化資源論 垣内 恵美子 2 709.1||Ka26 文化財の価値を評価する : 景観・観光・まちづくり 垣内恵美子編著, 岩本博幸 

[ほか] 著

秋
文化資源論 垣内 恵美子 2 770||Ka26 チケットを売り切る劇場 : 兵庫県立芸術文化センターの

軌跡 （第2版）
垣内恵美子, 林伸光編著 佐渡
裕特別対談

秋
文化資源論 垣内 恵美子 Out of print Culture, creativity and cities Emiko Kakiuchi, Xavier Greffe

秋
ベンチャー・中小企業と技術革新 橋本 久義 2 331.2||N37 経済学の歴史 : 市場経済を読み解く 中村達也 [ほか]

秋
ベンチャー・中小企業と技術革新 橋本 久義 7 335.35||W69 Small firms in the Japanese economy D.H.Wittaker

秋
ベンチャー・中小企業と技術革新 橋本 久義 5 509.21||H38 「町工場」の底力 橋本久義

秋
ベンチャー・中小企業と技術革新 橋本 久義 2 509.21||H38 中小企業が滅びれば日本経済も滅びる 橋本久義 テキストコーナー 、 

教員著作コーナー 各1
冊

秋
ベンチャー・中小企業と技術革新 橋本 久義 1 or 

Website
参考図書コーナー
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 最新版

秋
ベンチャー・中小企業と技術革新 橋本 久義 2 335.35||Ki88 中小企業論 : 市場経済の活力と革新の担い手を考え

る
清成忠男,田中利見,港徹雄著

秋
ベンチャー・中小企業と技術革新 橋本 久義 2 or Ebook 331.74||Ma52 Principles of economics Alfred Marshall http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=

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

秋
ベンチャー・中小企業と技術革新 橋本 久義 1 on order

Website
Industry and trade : a study of industrial technique and 
business organization, and of their influences on the 
conditions of various classes and nations

by Alfred Marshall https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm
/3ll3/marshall/Industry%26Trade.pdf

秋
ベンチャー・中小企業と技術革新 橋本 久義 1 only 331.74||Sa59 Economics  (19th ed.) Paul A. Samuelson, William D. 

Nordhaus

秋
ベンチャー・中小企業と技術革新 橋本 久義 Out of print Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung : eine 

Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, 
Zins und den Konjunkturzyklus

von Joseph Schumpeter

秋

ベンチャー・中小企業と技術革新 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

秋前
マクロ経済学 仁林 健 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
原書第9版の翻訳

秋前
マクロ経済学 仁林 健 2 331.121||Ma44 Macroeconomics (10th ed.) N. Gregory Mankiw

秋前
マクロ経済学 仁林 健 2 331.121||Ma94||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
原書第9版の翻訳

秋前
マクロ経済学 仁林 健 2 331.121||Sa25 マクロ経済学  （新版） 齊藤誠 [ほか] 参考図書

秋
まちづくり政策特論 福井　秀夫

秋
まちづくりと知的財産法の基礎 玉井　克哉

初回授業で通知

事前調査を行う際に提示する。

初回授業で通知
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https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/PDF/2020_pdf_mokujityuu.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/PDF/2020_pdf_mokujityuu.htm
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=786532
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=786532
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=786532
https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/marshall/Industry%26Trade.pdf
https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/marshall/Industry%26Trade.pdf
https://www.taylorfrancis.com/books/9781315135564
https://www.taylorfrancis.com/books/9781315135564
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秋
まちづくりと知的財産法の基礎 玉井　克哉 2 518.8||Ma16 Design with nature Ian L. McHarg

秋

まちづくりと知的財産法の基礎 玉井　克哉 2 518.8||Ma16 デザイン・ウィズ・ネーチャー イアン・L・マクハーグ著 ; 下河
辺淳, 川瀬篤美総括監訳

秋
まちづくり法特論 高橋 正史

秋
まちづくり法特論 沓掛　誠 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

秋
まちづくり法特論 沓掛　誠 1 only 参考図書コーナー

510.9||Ke51||2017
国土交通六法 : 社会資本整備編  (平成29年版) 建設行政研究会編集

秋
まちづくり法特論 沓掛　誠 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

秋
まちづくり法特論 沓掛　誠 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

秋
リサーチセミナーⅠ
Research Seminar Ⅰ

関係教員
Various

2 002.7||C92 Research design : qualitative, quantitative, and mixed 
methods approaches  (5th ed.)

John W. Creswell and J.David 
Creswell

秋
リサーチセミナーⅠ
Research Seminar Ⅰ

Various 2 002.7||C92 人間科学のための混合研究法 : 質的・量的アプローチ
をつなぐ研究デザイン

J.W.クレスウェル, V.L.プラノ ク
ラーク著/大谷順子訳

Designing and 
conducting mixed 
methods research (初
版)の翻訳

秋
リサーチセミナーⅠ
Research Seminar Ⅰ

Various 1 only 002.7||C92 研究デザイン : 質的・量的・そしてミックス法 John W. Creswell著 ; 操華子, 
森岡崇訳

Research design（第2版）
の翻訳

秋
リサーチセミナーⅠ
Research Seminar Ⅰ

Various 1 only 002.7||C92 Designing and conducting mixed methods research  
(3rd ed., International student ed.)

John W. Creswell and Vicki L. 
Plano Clark

秋
リサーチセミナーⅠ
Research Seminar Ⅰ

Various 3 301||I89 政策リサーチ入門 : 仮説検証による問題解決の技法 伊藤修一郎

秋
リサーチセミナーⅠ
Research Seminar Ⅰ

Various 2 301.6||Y71 Applications of case study research  (3rd ed.) Robert K. Yin

秋
リサーチセミナーⅠ
Research Seminar Ⅰ

Various 2 or Ebook 301.6||G35 Case studies and theory development in the social 
sciences

Alexander L. George and 
Andrew Bennett

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=12598
1

秋
リサーチセミナーⅠ
Research Seminar Ⅰ

Various 1 or Ebook 311.16||B35 Process tracing : from metaphor to analytic tool edited by Andrew Bennett, 
Jeffrey T. Checkel

https://doi.org/10.1017/CBO9781139858472

テキスト：基本的に、講義の際に講師より配布する
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http://www.mlit.go.jp/en/statistics/white-paper-mlit-index.html
http://www.mlit.go.jp/en/statistics/white-paper-mlit-index.html
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=125981
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=125981
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=125981
https://doi.org/10.1017/CBO9781139858472

