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2021年全国紙書評掲載図書

1 経済経営 日本企業の復活力　コロナショックを超えて 伊丹敬之 文藝春秋 2021年1月

2 経済経営 サラ金の歴史　消費者金融と日本社会 小島庸平 中央公論新社 2021年2月

3 経済経営 福島原発事故とこころの健康　実証経済学で探る減災・復興の鍵 岩崎敬子 日本評論社 2021年3月

4 経済経営 日本“式”経営の逆襲 岩尾俊兵 日経BP 2021年6月

5 経済経営 地域金融の経済学　人口減少下の地方活性化と銀行業の役割 小倉義明 慶應義塾大学出版会 2021年7月

6 経済経営 アイデア資本主義 文化人類学者が読み解く資本主義のフロンティア 大川内直子 実業之日本社 2021年9月

7 経済経営 アルバイトの誕生　学生と労働の社会史 岩田弘三 平凡社 2021年10月

8 政治外交 東アジア立憲民主主義とそのパラドックス　比較憲法の独立時代 松平徳仁 羽鳥書店 2021年2月

9 政治外交 安全保障戦略 兼原信克 日経BP 2021年4月

10 政治外交 日本政治史講義　通史と対話 御厨貴、牧原出 有斐閣 2021年5月

11 政治外交 安全保障と防衛力の戦後史１９７１～２０１０　「基盤的防衛力構想」の時代 千々和泰明 千倉書房 2021年5月

12 政治外交 一日一考日本の政治 原武史 河出書房新社 2021年6月

13 政治外交 評伝福田赳夫　戦後日本の繁栄と安定を求めて 五百旗頭真、井上正也他 岩波書店 2021年6月

14 政治外交 政界再編　離合集散の３０年から何を学ぶか 山本健太郎 中央公論新社 2021年7月

15 政治外交 外交交渉四〇年薮中三十二回顧録 薮中三十二 ミネルヴァ書房 2021年7月

日本語図書寄贈リスト　Japanese Books donation lists（台中科技大学）
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16 政治外交 反日　東アジアにおける感情の政治 レオ・チン 人文書院 2021年8月

17 政治外交 情報と国家　憲政史上最長の政権を支えたインテリジェンスの原点 北村滋 中央公論新社 2021年9月

18 法律社会 都市に聴け　アーバン・スタディーズから読み解く東京 町村敬志 有斐閣 2020年12月

19 法律社会 戦後民主主義　現代日本を創った思想と文化 山本昭宏 中央公論新社 2021年1月

20 法律社会 日本人の健康を社会科学で考える 小塩隆士 日経BP 2021年1月

21 法律社会 総合検証東日本大震災からの復興 五百旗頭真、御厨貴他 岩波書店 2021年2月

22 法律社会 患者と医療従事者の権利保障に基づく医療制度　新型コロナウイルス禍を契機として考える 岡田行雄他 現代人文社 2021年3月

23 法律社会 日本の構造　５０の統計データで読む国のかたち 橘木俊詔 講談社 2021年3月

24 法律社会 風土自治　内発的まちづくりとは何か 中村良夫 藤原書店 2021年4月

25 法律社会 関係人口の社会学　人口減少時代の地域再生 田中輝美 大阪大学出版会 2021年4月

26 法律社会 ロスト欲望社会　消費社会の倫理と文化はどこへ向かうのか 橋本努 勁草書房 2021年6月

27 法律社会 貧困パンデミック　寝ている『公助』を叩き起こす 稲葉剛 明石書店 2021年7月

28 法律社会 「日本型格差社会」からの脱却 岩田規久男 光文社 2021年7月

29 法律社会 就職と体育会系神話　大学・スポーツ・企業の社会学 束原文郎 青弓社 2021年7月

30 法律社会 日本の私立大学はなぜ生き残るのか: 人口減少社会と同族経営:1992‐2030 ジェレミー ブレーデン, ロジャー グッドマン 中央公論新社 2021年9月

31 法律社会 災害情報　東日本大震災からの教訓 関谷直也 東京大学出版会 2021年9月

32 法律社会 「私物化」される国公立大学 駒込武 岩波書店 2021年9月

33 法律社会 地域学入門 山下祐介 筑摩書房 2021年9月

34 法律社会 日本の食と農の未来　「持続可能な食卓」を考える 小口広太 光文社 2021年9月

35 法律社会 過疎再生　奇跡を起こすまちづくり　人口４００人の石見銀山に若者たちが移住する理由 松場登美 小学館 2021年10月
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36 法律社会 「日本」ってどんな国？　国際比較データで社会が見えてくる 本田由紀 筑摩書房 2021年10月

37 歴史文化 和食の地理学　あの美味を生むのはどんな土地なのか 金田章裕 平凡社 2020年12月

38 歴史文化 アパレルの終焉と再生 小島健輔 朝日新聞出版 2020年12月

39 歴史文化 ２．５次元文化論　舞台・キャラクター・ファンダム 須川亜紀子 青弓社 2021年1月

40 歴史文化 国風文化　貴族社会のなかの「唐」と「和」 吉村武彦、吉川真司、川尻秋生 岩波書店 2021年3月

41 歴史文化 沖縄の植民地的近代　台湾へ渡った人びとの帝国主義的キャリア 松田ヒロ子 世界思想社 2021年3月

42 歴史文化 軍隊マニュアルで読む日本近現代史　日本人はこうして戦場へ行った 一ノ瀬俊也 朝日新聞出版 2021年4月

43 歴史文化 くまの根　隈研吾・東大最終講義　１０の対話 隈研吾 東京大学出版会 2021年5月

44 歴史文化 新ジャポニズム産業史１９４５－２０２０ マット・アルト 日経BP 2021年7月

45 歴史文化 日本の世界文化遺産　写真が語る日本の歴史 クレヴィス クレヴィス 2021年7月

46 歴史文化 アイヌ通史　「蝦夷」から先住民族へ リチャード・シドル 岩波書店 2021年7月

47 歴史文化 東京の生活史 岸政彦 筑摩書房 2021年9月

48 歴史文化 歴史のダイヤグラム　鉄道に見る日本近現代史 原武史 朝日新聞出版 2021年9月

49 歴史文化 団体旅行の文化史　旅の大衆化とその系譜 山本志乃 創元社 2021年9月

50 歴史文化 沖縄観光産業の近現代史 櫻澤誠 人文書院 2021年9月

51 歴史文化 推しエコノミー　「仮想一等地」が変えるエンタメの未来 中山淳雄 日経ＢＰ 2021年10月


