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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 MIT Press 0262581523

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 中央公論新社 9784121022158 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 勁草書房 4326301392 1推薦

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

Williamson Murray
Cambridge University 
Press

9780521737500 (v.2) 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

Oxford University 
Press

9780198807100

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

Oxford University 
Press

9780198708919

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

Oxford University 
Press

9780199694785

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 Brooking Institution 
Press

9780815725053 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=561
814

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 Brooking Institution 
Press

9780815724780 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=239
6507

2推薦

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

Press
0691056579 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.)

MIT Press 0262561425 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 Belknap Press of 

Harvard University 
Press

9780674817364 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=191
3278

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

Princeton University 
Press

0691027641 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 Ballantine Books 034536239X 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 Free Press

Anchor Books
0743230493
1400034043

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

アスペクト 4757209665 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 Berg, St. Martin's 

Press
0854966536
085496889X

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 University Press of 

Kansas
9780700606283 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

Free Press 0029215978 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 Combat Studies 

Institute

https://archive.org/details/dynamicsofdoctri00
timo

3推薦

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 原書房 9784562053414 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 Oxford University 

Press for the 
International Institute 

0199223696 https://www.tandfonline.com/toc/tadl19/38/3
18?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 Routledge for the 

International Institute 
for Strategic Studies

0415407249 https://www.tandfonline.com/toc/tadl20/45/3
79?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 Belknap Press of 

Harvard University 
Press

0674005082
0674007034

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 勁草書房 9784326302802 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 有志舎 4903426017 5推薦
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https://doi.org/10.1017/CBO9780511762963
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=561814
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=561814
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=561814
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2396507
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2396507
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2396507
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1913278
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1913278
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1913278
https://archive.org/details/dynamicsofdoctri00timo
https://archive.org/details/dynamicsofdoctri00timo
https://www.tandfonline.com/toc/tadl19/38/318?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/tadl19/38/318?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/tadl20/45/379?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/tadl20/45/379?nav=tocList
https://dod.defense.gov/News/SpecialReports/2018NuclearPostureReview.aspx
https://dod.defense.gov/News/SpecialReports/2018NuclearPostureReview.aspx
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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 Oxford University 

Press
0195030974 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 Oxford University 
Press

0195174488
9780195174489

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 文藝春秋 9784166611447 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 文藝春秋 9784166612307 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 朝雲新聞社 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 三省堂 4385315493 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/anzenhosyou
2/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 吉川弘文館 9784642038416 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
内外出版 9784931410268 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 内外出版 9784905285922 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 岩波書店 4000034626 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 筑摩書房 4480081429 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 流通経済大学出版会 4947553332 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

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 ぎょうせい 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 文藝春秋 9784166612307 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 読売新聞社 4643970049 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 南窓社 4816502335 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

日本経済新聞出版社 9784532176228 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

勁草書房 4326301333 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 日本経済新聞出版社 9784532352707 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 亜紀書房 9784750510071 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 講談社 9784062879859 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 講談社 406210279X 12推薦

2/ 18
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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 ミネルヴァ書房 9784623065578 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 日経BP日本経済新聞

出版本部, 日経BPマー
ケティング (発売)

9784532176822 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
安全保障論 廣中 雅之 2 543.5||O81 日米中枢9人の3.11 : 核溶融7日間の残像 太田昌克著 かもがわ出版 9784780312096

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 日本評論社 9784535559141

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 有斐閣 9784641165786

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/thema

tic_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 MIT Press 9780262538244 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct

=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=262
0674

春
科学技術政策過程論 角南 篤

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
東京大学出版会 9784130603164

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 OECD 9789264307568 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 2 301||A38 公共政策学の基礎  (第３版) 秋吉貴雄, 伊藤修一郎, 北山

俊哉著
有斐閣 9784641184497

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
有斐閣 9784641183810

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 1 or Ebook 317.9||Si6 Handbook on science and public policy （Handbooks of 

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

Edward Elgar 9781784715939 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=216
9046

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
丸善 4621052411

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 NTT出版 4757121024

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 中央公論社 4121009142

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

United Nations, 
Department of 
Economic & Social 
Affairs

9789211303964 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/TWI2
050_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/TWI2
050-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 新評論 9784794811400

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 築地書館 4806712698

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 勁草書房 9784326102020

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 NTT出版 9784757160187

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 1 or 

Website
501.6||I57||2019 World energy outlook 2019 International Energy Agency International Energy 

Agency, OECD
9789264523272 https://www.iea.org/reports/world-energy-

outlook-2019

春後
科学技術イノベーション政策概論 鈴木 潤 2 or 

Website
501.6||I57||2017 Energy technology perspectives 2017 : catalysing 

energy technology transformations
International Energy Agency International Energy 

Agency
9789264270503 https://www.iea.org/reports/energy-

technology-perspectives-2017

テキストおよび日本語の参考文献は開講初日に指示する

テキストについて記述なし
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春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Forthcomin

g
日本の科学技術・イノベーション政策の動向2022 科学技術振興機構（JST）・研

究開発戦略センター（CRDS）

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Forthcomin

g
主要国の研究開発戦略2022 科学技術振興機構（JST）・研

究開発戦略センター（CRDS）

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 Forthcomin

g
ミッション志向型科学技術・イノベーション政策と研究開
発ファンディングの推進

科学技術振興機構（JST）・研
究開発戦略センター（CRDS）

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 1 or 

Website
519.07||Ka16 環境・エネルギー分野 : 研究開発の俯瞰報告書 科学技術振興機構研究開発

戦略センター編著
日経印刷 9784865792904 https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-

FY2020-FR-01.html

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 1 or 

Website
007||Ka16 システム・情報科学技術分野 : 研究開発の俯瞰報告書 科学技術振興機構研究開発

戦略センター編著
日経印刷 9784865792911 https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-

FY2020-FR-02.html

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 1 or 

Website
501.4||Ka16 ナノテクノロジー・材料分野 : 研究開発の俯瞰報告書 科学技術振興機構研究開発

戦略センター編著
日経印刷 9784865792928 https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-

FY2020-FR-03.html

春前
科学技術イノベーション政策史 有本 建男 1 or 

Website
460.7||Ka16 ライフサイエンス・臨床医学分野 : 研究開発の俯瞰報

告書
科学技術振興機構研究開発
戦略センター編著

日経印刷 9784865792935 https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-
FY2020-FR-04.html

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 東京大学出版会 9784130603164

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 中央公論新社 9784121025470

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

国立国会図書館調査
及び立法考査局

9784875827108
9784875827115

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/docu
ment/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

United Nations, 
Department of 
Economic & Social 
Affairs

9789211303964 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 2 or Ebook 336.17||F11 The Oxford handbook of innovation edited by Jan Fagerberg, 

David C. Mowery and Richard 
R. Nelson

Oxford University 
Press

0199264554
9780199286805

http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/978019928
6805.001.0001

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||2021 Times of Crisis and Opportunity  (OECD science, 

technology and innovation outlook 2021)
OECD OECD 9789264391987 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 OECD 9789264307568 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 1 on order

Website
The race against time for smarter development 
(UNESCO science report 2021)

UNESCO UNESCO 9789231004506 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000
377433

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 有斐閣 4641049777

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 有斐閣 9784641131958

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

国立国会図書館調査
及び立法考査局

9784875827108
9784875827115

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/docu
ment/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

国立国会図書館調査
及び立法考査局

9784875827283
9784875827290

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 or Ebook 335||E22 Handbook of innovation policy impact edited by Jakob Edler ... [et 

al.]
Edward Elgar 9781784711849 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct

=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=129
5005

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||O71||2021 Times of Crisis and Opportunity  (OECD science, 

technology and innovation outlook 2021)
OECD OECD 9789264391987 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

Oxford University 
Press

0199264554 http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/978019928
6805.001.0001

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
North-Holland 9780444519955 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
North-Holland 9780444536099 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
Oxford University 
Press

9780199694945
9780198746492

http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/978019969
4945.001.0001

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.)

Springer 9783030025106

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 E. Elgar 9781782545170 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct

=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=602
821

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
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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 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

OECD 9789264268807 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 OECD 9789264311985 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 9789276215288 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42

981

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

OECD 9789264238800 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
1 or 

Website
331.8||O71 Oslo manual 2018 : guidelines for collecting, reporting 

and using data on innovation
OECD OECD 9789264304550 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/publicd
isplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2019)38&
docLanguage=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 Ⅰ・Ⅱ 関係教員 2 301||I89 政策リサーチ入門 : 仮説検証による問題解決の技法 

(増補版)
伊藤修一郎著 東京大学出版会 9784130322324

春
科学技術イノベーション政策特論 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 伊藤修一郎著 東京大学出版会 9784130322157

春
科学技術イノベーション政策特論 Ⅰ・Ⅱ 関係教員 2 002.7||C92 Research design : qualitative, quantitative, and mixed 

methods approaches (5th ed., international student 
ed.)

John W. Creswell, J.David 
Creswell

Sage Publications 9781506386768

春
科学技術イノベーション政策特論 Ⅰ・Ⅱ 関係教員 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

北大路書房 9784762827310

春
科学技術イノベーション政策特論 Ⅰ・Ⅱ 関係教員 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
日本看護協会出版会 9784818012806

春
科学技術イノベーション政策特論 Ⅰ・Ⅱ 関係教員 2 301.6||Y71 Applications of case study research (3rd ed.) Robert K. Yin Sage

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 日本評論社 9784535557932

春
外交アカデミー 3, 4 粗 信仁

春
外交戦略論 兼原 信克 2 392.1076||Ka52 安全保障戦略 兼原信克著 日経ＢＰ 9784532176969

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 日本経済新聞出版社 9784532134051

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 ウェッジ 9784863100909

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 新潮社 9784106108624

春
外交戦略論 兼原 信克 2 210.74||H42 日中戦争 : 決定版 波多野澄雄 [ほか] 著 新潮社 9784106107887

春
外交戦略論 兼原 信克 2 210.75||Ke63||1 決定版大東亜戦争 上 波多野澄雄 [ほか] 著 新潮社 9784106109133

春
外交戦略論 兼原 信克 2 210.75||Ke63||2 決定版大東亜戦争 下 戸部良一 [ほか] 著 新潮社 9784106109140

春
外交戦略論 兼原 信克 2 392.1076||Ka52 現実主義者のための安全保障のリアル : 中国は必ず

台湾、尖閣、南シナ海奪取に動く
兼原信克著 ビジネス社 9784828423357

春
外交戦略論 兼原 信克 2 319.1022||Ka52 日本の対中大戦略 兼原信克著 PHP研究所 9784569850924

春
外交戦略論 兼原 信克 2 304||V87 転形期の世界 Voice編集部編 PHP研究所 9784569850436

春
外交戦略論 兼原 信克 2 319.1||Ko68 国家の矛盾 高村正彦, 三浦瑠麗著 新潮社 9784106107030

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-ilibrary.org/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators_2304277x
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators_2304277x
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators_2304277x
https://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-20725345.htm
https://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-20725345.htm
https://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-20725345.htm
https://www.oecd.org/publications/measuring-the-digital-transformation-9789264311992-en.htm
https://www.oecd.org/publications/measuring-the-digital-transformation-9789264311992-en.htm
https://www.oecd.org/publications/measuring-the-digital-transformation-9789264311992-en.htm
https://ncses.nsf.gov/indicators
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42981
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42981
https://www.oecd.org/publications/frascati-manual-2015-9789264239012-en.htm
https://www.oecd.org/publications/frascati-manual-2015-9789264239012-en.htm
https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm
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
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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 有斐閣 9784641150744

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
有斐閣 9784641115354 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
有斐閣 9784641115361 雑誌コーナー 1 / 一般

書架 1

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
オーム社 9784274068522

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
近代科学社 9784764904514

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

North-Holland 0444892044

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

朝倉書店 425412127X

春
計画と評価の数理 諸星 穂積 2 335.1||W77 Practical management science  (6th ed.) Wayne L. Winston, S. Christian 

Albright
Cengage 9781337406659

春
計画と評価の数理 諸星 穂積 2 417||W85 Integer programming  (2nd ed.) Laurence A. Wolsey Wiley 9781119606536

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

Springer 9780387285801

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 オーム社 9784274216848 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 彰国社 9784395321636

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 東京大学出版会 4130611240

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.] Asian Development 

Bank Institute , 
Mitsubishi Research 

9784899741077 https://www.adb.org/sites/default/files/public
ation/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. Houghton Mifflin 0395522412

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

TBSブリタニカ 4484981033 Macroeconomicsの邦訳

春
経済政策の理論と展開 松谷 明彦 2 on order 331.121||Ma44 Macroeconomics (11th ed.) N. Gregory Mankiw Macmillan International 

Higher Education
9781319466886

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 Macmillan International 

Higher Education
9781319243586

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 Worth 9781464182891

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
東洋経済新報社 9784492315040 新版

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
東洋経済新報社 9784492315101

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 W. W. Norton 0393926230

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

東洋経済新報社 9784492314357

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 W. W. Norton 9780393919172

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
日本経済新聞社 4532131766 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 日本経済新聞社 4532350956

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 日本経済新聞社 9784532352615 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 日本経済新聞社 9784532353698

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。
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https://www.adb.org/sites/default/files/publication/502801/adbi-principles-infrastructure-case-studies-best-practices.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/502801/adbi-principles-infrastructure-case-studies-best-practices.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/502801/adbi-principles-infrastructure-case-studies-best-practices.pdf
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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 東洋経済新報社 9784492395455 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 PHP研究所 9784569824819

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 東京大学出版会 4130401041

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 東京大学出版会 4130410490

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 有斐閣 4641067449

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 日本経済新聞社 4532130360

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 東京大学出版会 4130410253

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 東洋経済新報社 4492392823

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 State University of 

New York Press
なし

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
青土社 4791755707

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 有斐閣 9784641150287

春後
計量経済学 黒澤　昌子 2 331.19||W87 Introductory econometrics : a modern approach (7th 

ed.)
Jeffrey M. Wooldridge Cengage 9781337558860 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 Cengage Learning 9781305270107 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetai

l/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 South-Western College 0538850132 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
Pearson 9780134461991 https://ebookcentral.proquest.com/lib/gripseb

ook/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

Pearson 9781292071312

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
Addison-Wesley 0201715953 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
Princeton University 
Press

9780691152844

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 Oxford University 

Press
0195128958

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 日本経済新聞出版社 9784532133467

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

2 601.12||E14 SmartCity5.0地方創生を加速する都市OS 海老原城一, 中村彰二朗著 インプレス 9784295006145

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 翔泳社 9784798136967

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

John Wiley & Sons 9780470876411 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=335
366

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

Wiley 9781118968055 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=945
730

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
有斐閣 9784641227361

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 法律文化社 9784589039514

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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https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046731
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046731
https://ebookcentral.proquest.com/lib/gripsebook/detail.action?docID=5640381
https://ebookcentral.proquest.com/lib/gripsebook/detail.action?docID=5640381
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=335366
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=335366
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=335366
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=945730
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=945730
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=945730
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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 第一法規 9784474057593

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 第一法規 9784474069756

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 第一法規 9784474069244

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 Naval Institute Press 0870210505 必読

春

国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 391||P42 Peter Perla's the art of wargaming : a guide for 
professionals and hobbyist

Peter P Perla; John Curry Lulu.com 9781446731246 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 1 061||A13 Soldiers of reason : the Rand Corporation and the rise 

of the American empire
Alex Abella Harcourt 9780151010813 推薦

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]
日本実業出版社 9784534053923 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
宝島社 9784299010902 必読

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 ウェッジ 9784863102217 必読

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1

1 on order
304||N71 日本最悪のシナリオ9つの死角 日本再建イニシアティブ著 新潮社 9784103337317 必読、推薦

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 新潮社 9784103069645 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 on order 尖閣諸島 : 南鳥島 沖ノ鳥島 与那国島

（日本の国境を直視する / 山本皓一写真・文, 1）
山本皓一写真・文 ベストセラーズ 9784584134504 推薦

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 星海社 9784061385153 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 東洋経済新報社 9784492532997 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 日本経済新聞出版社 9784532112998 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

ティビーエス・ブリタニカ 4484001357 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 クロスメディア・パブリッ

シング , インプレス(発
売)

9784295402534 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
勁草書房 9784326504312 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
文眞堂 9784830949111 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 TPP交渉の論点と日本 : 国益をめぐる攻防 石川幸一, 馬田啓一, 渡邊頼

純編著
文眞堂 9784830948237 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 関西学院大学出版会 9784862831644 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 文眞堂 9784830950469 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 勁草書房 9784326504732 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

農山漁村文化協会 9784540101403 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 勁草書房 9784326546466 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 519.19||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 文眞堂 9784830950599 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]
日本経済新聞出版社 9784532357733 必読

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 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 ダイヤモンド社 9784478067611 推薦
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春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 342.1||I25 財政再建は先送りできない 井堀利宏著 岩波書店 4000230034 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 東洋経済新報社 4492620540 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 日本経済新聞出版社 9784532358396 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 347.2||To58 国債の歴史 : 金利に凝縮された過去と未来 富田俊基著 東洋経済新報社 9784492620625 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 913.6||Ko16||1 日本国債 上 幸田真音著 講談社 9784062738866 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 913.6||Ko16||2 日本国債 下 幸田真音著 講談社 9784062738873 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 364.021||Su96 社会保障と財政の危機 鈴木亘著 PHP研究所 9784569847733 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 or 

Website
332||Ke29||2020 コロナ危機 : 日本経済変革のラストチャンス

（経済財政白書 / 内閣府編, 令和2年版）
内閣府編 日経印刷 , 全国官報販

売協同組合 (発売)
9784865792430 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 1 343||Ka86 財政と民主主義 : ポピュリズムは債務危機への道か 加藤創太, 小林慶一郎編著 日本経済新聞出版社 9784532356934 推薦

春
国際関係・外交シミュレーション 道下 徳成 2 335.7||D83 The public sector in Japan : past developments and 

future prospects
Takero Doi and Toshihiro Ihori Edward Elgar 9781847203625 推薦

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 有斐閣 9784641149076 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 ダイヤモンド社 4478370133 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 勁草書房 9784326302406 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

Princeton University 
Press

0691034702
0691034710

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=751
14

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

勁草書房 9784326301508 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

Transaction 0765804484 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

Pearson 9780134403168 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

有斐閣 9784641149175 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

Leicester University 
Press for the Royal 
Institute of 
International Affairs

071851744X 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 Columbia University 

Press
0231022921
0231125372

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 Columbia University 

Press
9780231188050 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 McGraw-Hill 0075548526 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
Longman 9780205082919 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 Cambridge University 

Press
0521220858 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 Cambridge University 

Press
0521465575 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 日本経済新聞出版社 9784532353582 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 中央公論新社 9784121101013 3, 6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 2 361.43||B67 Three faces of power Kenneth E. Boulding Sage 0803938624 3参考
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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 Basic Books 9780465045211

9780466504521
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 Oxford University 

Press
ISBNなし 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 有斐閣 9784641178014 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
Rowman & Littlefield 9781442231078 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

Routledge, Taylor & 
Francis

9780367480493 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 有斐閣 9784641149038 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 有斐閣 4641076790 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

有斐閣  9784641010260 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 Longman 0321013492 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 Princeton University 

Press
069107559X 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 Cornell University 

Press
0801420547
0801494184

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 Cornell University 

Press
0801434025 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 Knopf ISBNなし 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 Princeton University 

Press
0691022283
0691122482

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 Scribe 9781911617303 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 講談社 9784062924412 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 University of California 

Press
0520040821 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 Belknap Press of 

Harvard University 
Press

9780674737136 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=12138
95

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 Pengui 9780143122012 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 Plume 9780452298590 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 Free Press, Maxwell 

Macmillan Canada
0029109752
9780743284554
0743284550

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 Touchstone

Simon & Schuster
0684844419
0684811642

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 千倉書房 9784805109250 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 Warner Books 0446512494 11参考

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 only 209.74||Ta98 The war lords A. J. P. Taylor Atheneum 0689108400 11参考

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

春
国際関係の理論と研究方法 田中 明彦 1 312.8||O36 近代日本の政治家 （岩波文庫） 岡義武著 岩波書店 9784003812655 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 岩波書店 4004131200 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 岩波書店 ISBNなし 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 Macmillan 0023866705 11参考
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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 東京大学出版会 9784130301558 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 東京大学出版会 4130360256 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 Atheneum 0689706588 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
講談社 9784062920322 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  (上・下) 五百旗頭真著 中央公論社 上：412001374X

下：4120013790
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 慶應義塾大学法学研

究会, 慶應義塾大学出
版会 (発売)

9784766425451 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
Japan Industry 
Foundation for Culture

9784916055637 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

Praeger Security 
International

9780313356124 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=116
1887

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 Cornell University 

Press
9780801446122 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct

=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=673
689

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

日本経済新聞出版社 9784532166953 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 Alfred A. Knopf

Routledge
0375412301
0415935369

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 ミネルヴァ書房 9784623065578 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 木鐸社 4833222221 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 ダイヤモンド社 4478370133 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 Columbia University 

Press
0231030665 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 千倉書房 9784805109373 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 ミネルヴァ書房 9784623074174 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 日本国際問題研究所 ISBNなし 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 東京大学出版会 9784130322218 15参考

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 日経BP , 日経BPマー

ケティング (発売)
9784296104475

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
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 東京大学出版会 4130322095

春
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 Oxford University 
Press

9780199562954 https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.10
93/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordh
b-9780199604456

春
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

Princeton University 
Press

0691034702 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=751
14

春
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

Rowman & Littlefield 9781442203440 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=341
946

春
社会保障総論 小野 太一 3 364.021||O67 戦後日本社会保障の形成 : 社会保障制度審議会と有

識者委員の群像
小野太一 東京大学出版会 9784130564021

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.p
df

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
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http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1161887
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1161887
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1161887
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=673689
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=673689
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=673689
http://www.sabo-int.org/projects/saboinjapan.pdf
http://www.sabo-int.org/projects/saboinjapan.pdf
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-9780199604456
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-9780199604456
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-9780199604456
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=75114
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=75114
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=75114
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=341946
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=341946
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=341946
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-beijing/documents/publication/wcms_723404.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-beijing/documents/publication/wcms_723404.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-beijing/documents/publication/wcms_723404.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-beijing/documents/publication/wcms_723404.pdf
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春
社会保障総論 小野 太一 Website World social protection report 2017-19 : universal 

social protection to achieve the Sustainable 
Development Goals

International Labour 
Organization

International Labour 
Organization

9789221300151 https://www.ilo.org/global/publications/books/
WCMS_604882/lang--en/index.htm

春
社会保障総論 小野 太一 1 or Website 参考図書コーナー

498||Ko83||2021
新型コロナウイルス感染症と社会保障
(厚生労働白書 令和3年版)

厚生労働省編 日経印刷, 全国官報販
売協同組合 (発売)

9784865792775 https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kous
ei/20/

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 有斐閣 9784641221758

春
社会保障総論 小野 太一 1 364||Mu28 はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ （第19版） 椋野美智子, 田中耕太郎 有斐閣 9784641222021

春
食料・農業・農村政策概論 塙 靖幸 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 農林統計協会 9784541043122 https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r1/in
dex.html

春
食料・農業・農村政策概論 塙 靖幸 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
食料・農業・農村政策概論 塙 靖幸 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 岩波書店 9784000291149

春
食料・農業・農村政策概論 塙 靖幸 2 611||E28 農業経済学 (第5版) 荏開津典生, 鈴木宣弘著 岩波書店 9784000289221

春
食料・農業・農村政策概論 塙 靖幸 2 611||E28 農業経済学 (第4版) 荏開津典生, 鈴木宣弘著 岩波書店 9784000289177

春
食料・農業・農村政策概論 塙 靖幸 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 農林統計出版 9784897321752

春
食料・農業・農村政策概論 塙 靖幸 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 オーム社 9784274219221

春
食料・農業・農村政策概論 塙 靖幸 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 農林統計出版 9784897323114

春
食料・農業・農村政策概論 塙 靖幸 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 岩波書店 9784000018227

春
食料・農業・農村政策概論 塙 靖幸 2 332.107||So28||3 現代日本農業の政策過程 本間正義著 慶應義塾大学出版会 9784766417302 研究室（農業政策）所在

春
食料・農業・農村政策概論 塙 靖幸 2 611.1||Kn8 Agricultural and food policy  (6th ed.) Ronald D. Knutson ... [et al.] Pearson/Prentice Hall 0131718738

春
食料・農業・農村政策概論 塙 靖幸 2 611.1||E48 Agricultural policies in developing countries Frank Ellis Cambridge University 

Press
0521395844

春
食料・農業・農村政策概論 塙 靖幸 1 or Ebook 611||C84 Principles of agricultural economics : markets and 

prices in less developed countries
David Colman and Trevor 
Young

Cambridge University 
Press

0521336643 https://www.cambridge.org/core/books/princi
ples-of-agricultural-
economics/50B288C13FB226CA614D8F2BA92
FDADC

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
数理モデル分析 土谷 隆, 諸星 

穂積, 竹之内 
高志

3 350.1||To46||1 統計学入門 東京大学教養学部統計学教
室編

東京大学出版会 4130420658 参考文献

春
数理モデル分析 土谷 隆, 諸星 

穂積, 竹之内 
高志

3 336.1||O69||1 数理計画モデル (オペレーションズリサーチⅠ) 森雅夫 [ほか] 著 朝倉書店 4254209533 参考文献

春
数理モデル分析 土谷 隆, 諸星 

穂積, 竹之内 
高志

3 336.1||O69||2 意思決定モデル (オペレーションズリサーチ II ) 森雅夫 [ほか] 著 朝倉書店 4254209541 参考文献

春
数理モデル分析 土谷 隆, 諸星 

穂積, 竹之内 
高志

4 417||O95 最適化モデル分析 大山達雄著 日科技連出版社 481715019X 参考文献

春
数理モデル分析 土谷 隆, 諸星 

穂積, 竹之内 
高志

8 336.1||I63||12 公共政策とOR 大山達雄, 末吉俊幸著 朝倉書店 4254275226 参考文献

春
数理モデル分析 土谷 隆, 諸星 

穂積, 竹之内 
高志

9 417||O71||12 ネットワーク理論 伊理正夫, 古林隆著 日科技連出版社 4817153121 参考文献

春
数理モデル分析 土谷 隆, 諸星 

穂積, 竹之内 
高志

17 410||O95 パワーアップ離散数学 大山達雄著 共立出版 4320015290 参考文献

春
数理モデル分析 土谷 隆, 諸星 

穂積, 竹之内 
高志

2 336.1||O76 オペレーションズ・リサーチ : モデル化と最適化 大鹿讓, 一森哲男著 共立出版 4320014642 参考文献

春
数理モデル分析 土谷 隆, 諸星 

穂積, 竹之内 
高志

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

North-Holland 0444892044 参考文献

春
政策科学のためのデータサイエンスと情報
数理 Ｉ

土谷 隆, 竹之
内 高志

指定テキストなし

講義の中で適宜紹介する

授業中に紹介する
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https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang--en/index.htm
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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

Oxford University 
Press

0195409760 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 Pearson Education 9781292039206 参考

春
政策過程論
Policy Process

飯尾 潤 1 only 311||Sa11 Theories of the policy process  (4th ed.) edited by Christopher M. 
Weible, Paul A. Sabatier

Westview Press 9780813350523 参考

春
政治過程論特別演習
Special Seminar for Policy Process

飯尾 潤

春
政治過程論特別演習 飯尾 潤 1 only 311||Sa11 Theories of the policy process  (4th ed.) edited by Christopher M. 

Weible, Paul A. Sabatier
Westview Press 9780813350523

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 Pearson Education 9781292039206

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

勁草書房 9784326302581

春
政治過程論特別演習 飯尾 潤 1 or Ebook 317.9||Ma29 Explaining institutional change : Ambiguity, Agency, and 

Power
James Mahoney Cambridge University 

Press
9780521118835
9780511806414

http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511806414

春
政治過程論特別演習 飯尾 潤 1 or Ebook 317.1||H96 Designing public policies : principles and instruments  

(2nd ed.)
Michael Howlett Routledge 9781138293649 https://www.taylorfrancis.com/books/9781315

232003

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 Cambridge University 

Press
9781316615416 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]

Stanford Univ. Press ISBNなし

春
政治過程論特別演習 飯尾 潤 1 or Ebook 311||F28 Reframing public policy : discursive politics and 

deliberative practices
Frank Fischer Oxford University 

Press
9780199242641 http://dx.doi.org/10.1093/019924264X.001.000

1

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 Oxford University 

Press
9780199562954 https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.10

93/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordh
b-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

Princeton University 
Press

0691034702 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=751
14

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

MIT Press 0262072572
0262572222

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

Rowman & Littlefield 9781442203440 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=341
946

春
政策研究特論（サイバーセキュリティーと公
共政策）

道下 徳成、外
部講師

1 391.3||SL 現代の軍事戦略入門 : 陸海空からPKO、サイバー、
核、宇宙まで (増補新版)

エリノア・スローン著 ; 奥山真
司, 平山茂敏訳

芙蓉書房出版 9784829507575 所在：テキストコーナー

春
政策研究特論（サイバーセキュリティーと公
共政策）

道下 徳成、外
部講師

1 or Ebook 007.6||Si8 Cybersecurity and cyberwar P.W. Singer and Allan 
Friedman

Oxford University 
Press

9780199918119 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=657
629

春
政策研究特論（サイバーセキュリティーと公
共政策）

道下 徳成、外
部講師

1 391.6||Y43 情報立国・日本の戦争 : 大国の暗闘、テロリストの陰謀 山崎文明 [著] KADOKAWA 9784041025468

春
政策研究特論（サイバーセキュリティーと公
共政策）

道下 徳成、外
部講師

1 391.6||Ts32 サイバーセキュリティと国際政治 土屋大洋著 千倉書房 9784805110560

春
政策研究特論（サイバーセキュリティーと公
共政策）

道下 徳成、外
部講師

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 原書房 9784562053414

春
政策研究特論（サイバーセキュリティーと公
共政策）

道下 徳成、外
部講師

1 007.6||Ta88 サイバーセキュリティ 谷脇康彦著 岩波書店 9784004317425

春
政策研究特論（サイバーセキュリティーと公
共政策）

道下 徳成、外
部講師

1 on order A fierce domain : conflict in cyberspace, 1986 to 2012 Jason Healey, Karl Grindal Cyber Conflict Studies 
Association

9780989327404

春

政策研究特論（サイバーセキュリティーと公
共政策）

道下 徳成、外
部講師

1 or Ebook 329.6||Sc5 Tallinn manual 2.0 on the international law applicable to 
cyber operations : prepared by the International Group 
of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative 
Cyber Defence Centre of Excellence (2nd ed.)

general editor, Michael N. 
Schmitt ; managing editor, Liis 
Vihul

Cambridge University 
Press

9781316630372 https://doi.org/10.1017/9781316822524

春
政策研究特論（サイバーセキュリティーと公
共政策）

道下 徳成、外
部講師

1 391.6||P42 Understanding cyber conflict : 14 analogies George Perkovich, Ariel E. 
Levite editors

Georgetown University 
Press

9781626164987

春
政策研究特論（サイバーセキュリティーと公
共政策）

道下 徳成、外
部講師

1 on order The hacked world order : how nations fight, trade, 
maneuver, and manipulate in the digital age (2nd ed.)

Adam Segal Public Affairs 9781610398725

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。

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
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春
政策研究特論（サイバーセキュリティーと公
共政策）

道下 徳成、外
部講師

Ebook Cyber defense : policies, operations and capacity 
building : CYDEF 2018

Sandro Gaycken IOS Press 9781643680002 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=229
4659

春
地方行政論 横道 清孝 1 only 318||G16||2022 地方自治小六法 (令和4年版) 学陽書房編集部編 学陽書房 9784313001978 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 学陽書房 9784313071292 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 ぎょうせい 4324073260

春
地方行政論 横道 清孝 2 318||O63 これからの地方自治の教科書 (改訂版) 大森彌, 大杉覚著 第一法規 9784474076990

春

地方行政論 横道 清孝 Website Local Government in Japan 2020 Council of Local Authorities 
for International Relations 
(自治体国際化協会)

http://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/jichi2
020-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

ISBNなし 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 Stanford University 

Press
ISBNなし

春
地方財政特論 羽白 淳

春
地方財政特論 羽白 淳 Website White Paper on Local Public Finance 2021  (FY2019 

Settlement)
Ministry of Internal Affairs and 
Communications

https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/r02data/
chihouzaisei_2020_en.pdf

春
地方財政論 羽白 淳 1 349||C43||2021 地方交付税のあらまし (令和3年度) 地方交付税制度研究会編 地方財務協会 所在：参考図書コーナー

春
地方財政論 羽白 淳 1 or Website 349||J47||2021 地方財政白書 (令和3年版) 総務省編 日経印刷, 全国官報販

売協同組合
9784865792546 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakus

yo/index.html 所在：参考図書コーナー

春
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 学陽書房 9784313201385

春
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 学陽書房 9784313120822

春
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) (自治体職員研修講座)
川村毅著 学陽書房 9784313203969

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 317.1||Ta58 行政学 武智秀之著 中央大学出版部 9784805711590

春
地方自治と行政学 木村 俊介 1 only 317||Mu48 日本の行政 : 活動型官僚制の変貌 村松岐夫著 中央公論社 4121011791

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 312.1||I27 現代日本の政策体系 : 政策の模倣から創造へ 飯尾潤著 筑摩書房 9784480067104

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 313.7||Ma16 代議制民主主義 : 「民意」と「政治家」を問い直す 待鳥聡史著 中央公論新社 9784121023476

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 311.7||Y31 現代民主主義 : 指導者論から熟議、ポピュリズムまで 山本圭著 中央公論新社 9784121026316

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
未来社 4624300890

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

創文社 4423894017
4423894025

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 東京大学出版会 9784130301619

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

ダイヤモンド社 9784478009130

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

ダイヤモンド社 9784478021767

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 ミネルヴァ書房 9784623070381

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 岩波書店 4003400925/4003400

933/9784003400944/
9784003400951

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 中央公論新社 9784121601285

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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春
地方自治と行政学 木村 俊介 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 中央公論新社 9784121019059

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 311.7||Y24 民主主義は終わるのか : 瀬戸際に立つ日本 山口二郎著 岩波書店 9784004318002

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
日本能率協会マネジメ
ントセンター

4820710427

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 (第2版) グレアム・アリソン, フィリップ・

ゼリコウ著 ; 漆嶋稔訳
日経BP社, 日経BP
マーケティング (発売) 

9784822251291

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 317.1||Ka44 行政学講義 : 日本官僚制を解剖する 金井利之著 筑摩書房 9784480071286

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 日本経済新聞出版社 9784532354947

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 318||So25 日本の地方政治 : 二元代表制政府の政策選択 曽我謙悟, 待鳥聡史著 名古屋大学出版会 9784815805715

春
地方自治と行政学 木村 俊介 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 中央公論新社 9784121025371

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 318.9||O87 分権改革下の地方自治法制の国際比較 : 地方自治法

制の新たなパラダイムを求めて
大津浩編 有信堂高文社 9784842015231

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 318||Ta89 市民参加の行政学 田尾雅夫著 法律文化社 9784589033758

春
地方自治と行政学 木村 俊介 1 or Ebook 336.1||Si6 Administrative behavior : a study of decision-making 

processes in administrative organizations (4th ed.)
Herbert A. Simon Free Press 9780684835822 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct

=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=196
2387

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 318.18||Ki39 広域連携の仕組み : 一部事務組合・広域連合・連携協

約の機動的な運用 (改訂版)
木村俊介著 第一法規 9784474064515

春
地方自治と行政学 木村 俊介 2 318.9||Ki39 グローバル化時代の広域連携 : 仏米の広域制度から

の示唆
木村俊介著 第一法規 9784474057418

春
地方自治と行政学 木村 俊介 1 or Ebook 318.2||Ki39 Regional administration in Japan : departure from 

uniformity
Shunsuke Kimura Routledge 9781138640252 https://www.taylorfrancis.com/books/9781315

636740

春
地方自治と行政学 木村 俊介 1 only 318.935||L46 Métropoles en chantiers David Le Bras, Natacha 

Seigneuret, Magali Talandier, 
PACTE (Research group)

Berger-Levrault 9782701318943

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 東京大学出版会 4130410253

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 日経印刷 9784865792164 https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusy

o/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 日本経済新聞社 4532145465

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 Cosimo 9781605208015

春
中小企業経営と地域経済 橋本 久義 Ebook Principles of economics (8th ed.) Alfred Marshall Palgrave Macmillan 9781137375261 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct

=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=786
532

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 Kogakusha ISBNなし 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

Transaction Books 0878556982 https://www.taylorfrancis.com/books/9781315
135564

春前
データサイエンス基礎 土谷 隆 1 361.9||I43 Quantitative social science : an introduction Kosuke Imai Princeton University 

Press
9780691175461

春前
データサイエンス基礎 土谷 隆 2 361.9||I43||1 社会科学のためのデータ分析入門  上巻 今井耕介 [著] ; 粕谷祐子, 原

田勝孝, 久保浩樹訳
岩波書店 9784000612456

春前
データサイエンス基礎 土谷 隆 2 361.9||I43||2 社会科学のためのデータ分析入門  下巻 今井耕介 [著] ; 粕谷祐子, 原

田勝孝, 久保浩樹訳
岩波書店 9784000612463

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 古今書院 9784772231886

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 古今書院 9784772231893

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 ESRI ジャパン株式会

社

https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-
content/uploads/documents/arcgis_pro_user_g
uide.pdf
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http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1962387
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1962387
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1962387
https://www.taylorfrancis.com/books/9781315636740
https://www.taylorfrancis.com/books/9781315636740
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
http://www.library.fa.ru/files/Marshall-Industry-Trade.pdf
http://www.library.fa.ru/files/Marshall-Industry-Trade.pdf
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.50126/page/n3/mode/2up
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.50126/page/n3/mode/2up
https://www.taylorfrancis.com/books/9781315135564
https://www.taylorfrancis.com/books/9781315135564
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/arcgis_pro_user_guide.pdf
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/arcgis_pro_user_guide.pdf
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/arcgis_pro_user_guide.pdf
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春
都市政策の空間分析 金本 良嗣 2 or Ebook 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 中央経済社 9784502168116 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetai

l/Id/3000093464

春
都市政策の空間分析 金本 良嗣 1 on order 448.9||G38 Getting to know ArcGIS pro 2.8 Michael Law, Amy Collins Esri Press 9781589487017

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 Esri Press 9781589486355 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct

=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=257
4782

春
都市政策の空間分析 金本 良嗣 1 only 448.9||G38 GIS tutorial for ArcGIS Pro 2.8 Wilpen L. Gorr, Kristen S. 

Kurland
Esri Press 9781589486805

春
都市政策の空間分析 金本 良嗣 1 only 448.9||G68 GIS tutorial for ArcGIS Pro 2.6 Wilpen L. Gorr, Kristen S. 

Kurland
Esri Press 9781589485891

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

勁草書房 4326301589

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  (第2版)
アレンド・レイプハルト著 ; 粕谷
祐子訳

勁草書房 9784326302338

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 読売新聞社 4643951060

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 中央公論新社 4121018451

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 中央公論新社 9784121019059

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 勁草書房 9784326351701

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 中央公論新社 9784121026200

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.]

Japan Center for 
International Exchange

9784889071429 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct
=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=119
5678

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

al.]
Cambridge University 
Press

9781108415996

春
文化政策研究の基礎 垣内 恵美子

春
*昨年のシラバスをもとに記載 垣内 恵美子 1 or Ebook 701.3||Th8 The economics of cultural policy David Throsby Cambridge University 

Press 
9780521687843 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 大成出版社 ISBNなし

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 鹿島出版会 4306023370

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

土木学会, 丸善 (発売)  4810605469
4810605477
4810605833

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 岩波書店 4003314115/4003314

123/4003314131/400
331414X/400331415

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_p

oint_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 Website America in ruins : the decaying infrastructure Pat Choate and Susan Walter Duke Press 0822305542 https://archive.org/details/americainruins01ch

oa/mode/2up

適宜、資料、レジュメ等を配布する。
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https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093464
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093464
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2574782
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2574782
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2574782
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1195678
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1195678
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1195678
https://doi.org/10.1017/CBO9780511845253
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/kihon.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/kihon.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/kihon.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/kihon.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/sosei_point_mn_000003.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/sosei_point_mn_000003.html
http://www.jsce-int.org/system/files/Summary of Urgent Recommendations.pdf
http://www.jsce-int.org/system/files/Summary of Urgent Recommendations.pdf
http://www.jsce-int.org/system/files/Summary of Urgent Recommendations.pdf
https://www.jsps.go.jp/j-gakujutsuchosa/e_report.html
https://www.jsps.go.jp/j-gakujutsuchosa/e_report.html
https://archive.org/details/americainruins01choa/mode/2up
https://archive.org/details/americainruins01choa/mode/2up
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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 日本評論社 9784535555426

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 日本評論社 9784535558915

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 日本評論社 4535552916

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 日本評論社 4535550204

春前
まちづくり法の基礎 高橋 正史

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 東京法令出版 9784809051210

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 東京法令出版 9784809051173

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 新日本法規出版 9784788272538

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 東洋経済新報社 9784492812983

春前
ミクロ経済学Ⅰ 畠中 薫里 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 東洋経済新報社 9784492813003 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetai

l/Id/3000016017

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 東洋経済新報社 9784492813027

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 日本評論社 9784535558441

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

東洋経済新報社 9784492314357

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
東洋経済新報社 9784492315194

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
東洋経済新報社 978449231437

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 日本評論社 9784535557567

春前
ミクロ経済学Ⅰ 畠中 薫里 2 331.122||Kr8 Microeconomics (6th ed.) Paul Krugman, Robin Wells Worth Publishers, 

Macmillan education
9781319385842

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

Macmillan education
9781319182021

春前
ミクロ経済学Ⅰ 小川 博雅 1

1 on order
331.122||A47 ミクロ経済学の第一歩 (新版) 安藤至大著 有斐閣 9784641150850

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 有斐閣 9784641150058

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4版) N・グレゴリー・マンキュー著 ; 

足立英之 [ほか] 訳
東洋経済新報社 9784492315194

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
東洋経済新報社 978449231437

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
Pearson 9780134531984

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 有斐閣 9784641163973

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 日本評論社 9784535557567

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 東洋経済新報社 9784492812983

春前
ミクロ経済学Ⅰ 小川 博雅 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 東洋経済新報社 9784492813003 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetai

l/Id/3000016017

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 東洋経済新報社 9784492812983 テキスト

講義の際に講師より資料を配布する、必要に応じ、講義時間等に説明する
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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
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016017
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016017
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016017
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016017
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春後
ミクロ経済学Ⅱ 田中 誠 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 東洋経済新報社 9784492813003 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetai

l/Id/3000016017
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 日本評論社 9784535558441 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 日本評論社 9784535552616 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
東洋経済新報社 9784492315194 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
東洋経済新報社 978449231437 参考文献

春後
ミクロ経済学Ⅱ 田中 誠 1

1 on order
331.122||A47 ミクロ経済学の第一歩 (新版) 安藤至大著 有斐閣 9784641150850 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 有斐閣 9784641150058 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 日本評論社 9784535557567 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 東京大学出版会 9784130421270 参考文献

春後
ミクロ経済学Ⅱ 田中 誠 2 331.122||Ma44 Principles of microeconomics (9th ed.) N. Gregory Mankiw Cengage 9780357133484 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 日本評論社 9784535557567

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 有斐閣 9784641163973

春後
ミクロ経済学Ⅰ 藤原 徹 2 335.3||O17 産業組織論 : 理論・戦略・政策を学ぶ 小田切宏之著 有斐閣 9784641165533

春後
ミクロ経済学Ⅰ 藤原 徹 2 331.122||Ka51 ミクロ経済学の技 神取道宏著 日本評論社 9784535558960

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 東洋経済新報社 9784492812983

春後
ミクロ経済学Ⅰ 藤原 徹 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 東洋経済新報社 9784492813003 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetai

l/Id/3000016017

春後
ミクロ経済学Ⅰ 藤原 徹 2 343.7||B61 Cost-benefit analysis : concepts and practice (5th ed.) Anthony E. Boardman ... [et 

al.]
Cambridge University 
Press

9781108415996

春前
民法 塩澤 一洋

指定テキストなし
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