
台湾大学図書寄贈リスト2019 日本台湾交流協会

ID 分類 分野 著者 書名 出版社 ISBN 出版年

1 人文系 教育 青木栄一・川上泰彦 教育の行政・政治・経営 放送大学教育振興会(NHK出版) 9784595319228 2019

2 人文系
文学・日本語・言語文
化

大橋理枝・根橋玲子 コミュニケーション学入門 放送大学教育振興会(NHK出版) 9784595319273 2019

3 人文系 歴史・地理・文化・芸術 伊奈正人 サブカルチャーの社会学 世界思想社 9784790707738 1999

4 人文系 歴史・地理・文化・芸術 宮台真司
増補 サブカルチャー神話解体―少女・音楽・マンガ・性の変容と
現在

筑摩書房〔ちくま文庫〕 9784480423078 2007

5 人文系 歴史・地理・文化・芸術 井上俊・伊藤公雄 ポピュラー文化 (社会学ベーシックス7) 世界思想社 9784790714088 2009

6 人文系 歴史・地理・文化・芸術 仲川秀樹 おしゃれとカワイイの社会学 学文社 9784762020926 2010

7 人文系 歴史・地理・文化・芸術 成澤五一・仲川英樹
ファッション・コミュニケーション・エンタテインメント:ローカル百貨店
の挑戦

学文社 9784762024788 2014

8 人文系 歴史・地理・文化・芸術 南田勝也・辻泉
文化社会学の視座：のめりこむメディア文化とそこにある日常の
文化

ミネルヴァ書房 9784623051588 2008

9 人文系 歴史・地理・文化・芸術 井上俊・長谷正人 文化社会学入門：テーマとツール ミネルヴァ書房 9784623058242 2010

10 人文系 歴史・地理・文化・芸術
石田佐恵子・村田麻
里子・山中千恵

ポピュラー文化ミュージアム：文化の収集・共有・消費 ミネルヴァ書房 9784623062775 2013

11 人文系 歴史・地理・文化・芸術 樺島榮一郎
メディア・コンテンツ産業のコミュニケーション研究：同業者間の情
報共有のために

ミネルヴァ書房 9784623072590 2015

12 人文系 歴史・地理・文化・芸術
吉光正絵・池田太臣・
西原麻里

ポスト〈カワイイ〉の文化社会学：女子たちの「新たな楽しみ」を探
る

ミネルヴァ書房 9784623078301 2017

13 人文系 歴史・地理・文化・芸術 山田奨治 マンガ・アニメで論文・レポートを書く：「好き」を学問にする方法 ミネルヴァ書房 9784623079421 2017

14 人文系 歴史・地理・文化・芸術 仲川秀樹 マス・コミュニケーションの世界：メディア・情報・ジャーナリズム ミネルヴァ書房 9784623085415 2019

15 人文系 歴史・地理・文化・芸術
須川亜紀子・米村み
ゆき

アニメーション文化 55のキーワード ミネルヴァ書房 9784623084418 2019

16 人文系 歴史・地理・文化・芸術 清水勲・猪俣紀子 日本の漫画本300年：「鳥羽絵」本からコミック本まで ミネルヴァ書房 9784623084203 2019

17 人文系 歴史・地理・文化・芸術 稲村哲也 博物館概論 放送大学教育振興会(NHK出版) 9784595319310 2019

18 人文系 歴史・地理・文化・芸術 魚住孝至 文学・芸術・武道にみる日本文化 放送大学教育振興会(NHK出版) 9784595319297 2019

19 社会系 経済・経営 諸富徹 財政と現代の経済社会〔改訂版〕 放送大学教育振興会(NHK出版) 9784595319495 2019

20 社会系 経済・経営 原田順子・洞口治夫 国際経営〔改訂新版〕 放送大学教育振興会(NHK出版) 9784595319501 2019

21 社会系 経済・経営
池尾恭一・青木幸弘・
南知恵子・井上哲浩

マーケティング　(New Liberal Arts Selection) 有斐閣 9784641053731 2010

22 社会系 経済・経営 三和良一・原朗 近現代日本経済史要覧 東京大学出版会 9784130421362 2010

23 社会系 経済・経営
青木幸弘・新倉貴士・
佐々木壮太郎・松下

消費者行動論: マーケティングとブランド構築への応用 有斐閣 9784641124639 2012

24 社会系 経済・経営 粕谷誠 ものづくり日本経営史―江戸時代から現代まで― 名古屋大学出版会 9784815807153 2012

25 社会系 経済・経営 宮本又郎 シリーズ日本の近代 - 企業家たちの挑戦 中央公論新社〔中公文庫〕 9784122057531 2013

26 社会系 経済・経営 佐藤敦信 日本産農産物の対台湾輸出と制度への対応 農林統計出版 9784897322711 2013

27 社会系 経済・経営 東洋経済新報社編 はじめての経営学 東洋経済新報社 9784492502501 2013

28 社会系 経済・経営 佐藤泰裕 都市・地域経済学への招待状 有斐閣 9784641150096 2014

29 社会系 経済・経営 上村雅洋 近江商人の経営史 清文堂 9784792410193 2014

30 社会系 経済・経営 長内厚・神吉直人
台湾エレクトロニクス産業のものづくり: 台湾ハイテク産業の組織
的特徴から考える日本の針路

白桃書房 9784561266211 2014

31 社会系 経済・経営 和田充夫 編著 宝塚ファンから読み解く 超高関与消費者へのマーケティング 有斐閣 9784641164574 2015

32 社会系 経済・経営 金ゼンマ 日本の通商政策転換の政治経済学 有信堂 9784842055725 2016

33 社会系 経済・経営
神戸大学経済経営学
会編

ハンドブック経営学[改訂版] ミネルヴァ書房 9784623076734 2016

34 社会系 経済・経営 大矢根聡・大西裕 FTA・TPPの政治学 有斐閣 9784641149151 2016

35 社会系 経済・経営
田島俊雄・張馨元・李
海訓

アズキと東アジア: 日中韓台の域内市場と通商問題 御茶の水書房 9784275020345 2016

36 社会系 経済・経営
和田充夫・恩蔵直人・
三浦俊彦

マーケティング戦略 第5版 (有斐閣アルマ) 有斐閣 9784641220782 2016

37 社会系 経済・経営 青木幸弘 編集 ケースに学ぶマーケティング (有斐閣ブックス) 有斐閣 9784641184268 2017

38 社会系 経済・経営 田中洋 ブランド戦略論 有斐閣 9784641165106 2017

39 社会系 経済・経営 丸山雅祥 経営の経済学 第3版 有斐閣 9784641164956 2017

40 社会系 経済・経営
日本フランチャイズ
チェーン協会

新版 フランチャイズハンドブック 商業界 9784785505233 2017

41 社会系 経済・経営 八木信一 ・関耕平 地域から考える環境と経済 -- アクティブな環境経済学入門 有斐閣 9784641150676 2019

42 社会系 社会 本田由紀 現代社会論 -- 社会学で探る私たちの生き方 有斐閣 9784641150188 2015

43 社会系 社会 高橋和夫 国際理解のために〔改訂版〕 放送大学教育振興会(NHK出版) 9784595319440 2019

44 社会系 情報
辻泉・南田勝也・土橋
臣吾

メディア社会論 有斐閣 9784641150553 2018

45 社会系 情報 山田恒夫 情報化社会と国際ボランティア 放送大学教育振興会(NHK出版) 9784595319617 2019

46 社会系 生活・健康・福祉 山田知子 高齢期の生活変動と社会的方策 放送大学教育振興会(NHK出版) 9784595319402 2019

47 社会系 生活・健康・福祉 埋橋孝文・居神浩 社会保障の国際動向と日本の課題 放送大学教育振興会(NHK出版) 9784595319419 2019

48 社会系 政治 飯尾潤 現代日本の政治〔改訂版〕 放送大学教育振興会(NHK出版) 9784595319464 2019

49 社会系 政治 大庭三枝 アジア太平洋地域形成への道程 ミネルヴァ書房 9784623040674 2004

50 社会系 政治 川島真・服部龍二 東アジア国際政治史 名古屋大学出版会 9784815805616 2007
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51 社会系 政治 五百旗頭真 日米関係史 有斐閣 9784641183575 2008

52 社会系 政治 谷内正太郎 論集　日本の外交と総合的安全保障 ウェッジ 9784863100909 2011

53 社会系 政治
国分良成・添谷芳秀・
高原明生・川島真

日中関係史 有斐閣 9784641220065 2013

54 社会系 政治 谷内正太郎 論集　日本の安全保障と防衛政策 ウェッジ 9784863101203 2013

55 社会系 政治 波多野澄雄 外交史　戦後編 （日本の外交第2巻）岩波書店 9784000285926 2013

56 社会系 政治 遠藤誠治・遠藤乾 安全保障とは何か
（シリーズ日本の安全保障1）岩
波書店

9784000287517 2014

57 社会系 政治 五百旗頭真 戦後日本外交史　第3版補訂版 有斐閣 9784641220188 2014

58 社会系 政治 大庭三枝 重層的地域としてのアジア：対立と共存の構図 有斐閣 9784641149106 2014

59 社会系 政治 豊下楢彦・古関彰一 集団的自衛権と安全保障 岩波書店 9784004314912 2014

60 社会系 政治 西村幸浩・宮崎智視 財政のエッセンス 有斐閣 9784641150232 2015

61 社会系 政治 川島真 チャイナリスク
（シリーズ日本の安全保障5）岩
波書店

9784000287555 2015

62 社会系 政治
伊藤正次・出雲明子・
手塚洋輔

はじめての行政学 有斐閣 9784641150355 2016

63 社会系 政治 宮城大蔵 現代日本外交史：冷戦後の模索、首相たちの決断 中公新書 9784121024022 2016

64 社会系 政治 増田弘・佐藤晋 新版　日本外交史ハンドブック―解説と資料― 有信堂高文社 9784842055749 2016

65 社会系 政治 大庭三枝編著
東アジアのかたち：秩序形成と地域統合をめぐる日米中ASEANの
交差

千倉書房 9784805110935 2016

66 社会系 政治 添谷芳秀 安全保障を問いなおす：９条安保体制を超えて NHK出版 9784140912393 2016

67 社会系 政治 北岡伸一 日本政治史―外交と権力 有斐閣 9784641149199 2017

68 社会系 政治
北村亘・青木栄一・平
野淳一

地方自治論 -- 2つの自律性のはざまで 有斐閣 9784641150485 2017

69 社会系 政治 上神貴佳・三浦まり 日本政治の第一歩 有斐閣 9784641150546 2018
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